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　・ この一覧に載っていないものや、不明なものは、環境衛生課へお問合せください。
　・ いろんな材質で出来ているものは、分離が可能なら分けて、無理な場合はどの材質が多く占めているかで判断してください。
  ・ 新しく掲載した品名は品目欄に[新]、分別ルールを変更した品名には品目欄に[変]の印が付けてあります。
　・ ここに掲載している品物の材質は一般的に多く使われているものを基準に区分しています。

品目品目品目品目 品品品品　　　　　　　　名名名名 分 別 区 分分 別 区 分分 別 区 分分 別 区 分 出出出出しししし方方方方・・・・ワンポイントワンポイントワンポイントワンポイント
アイスクリームの袋 その他プラスチック 中が銀色の物は燃やすごみへ
アイスクリームのカップ、ふた その他紙／その他プラ 紙製の物はその他紙、プラスチック製の物はその他プラへ
アイスクリームの紙箱 その他紙
アイスノン 埋立て

[[[[変変変変]]]] アイスピック その他金物 危険の無いように工夫して出す　（変更前：埋立て）
アイロン 埋立て
アイロン台 埋立て 金属製のものはその他金物へ
アイロン用のり（容器） その他プラスチック スプレー缶は穴を空けてその他金物へ
アカすりタオル 燃やすごみ
アクリル板 埋立て
アコーディオン 埋立て
アコーディオンカーテン 燃やすごみ／埋立て 布製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
あぜシート 収集不可 ＪＡへ相談
アダプター 埋立て
厚紙 その他紙
圧力鍋 その他金物
油（食用油のみ） 燃やすごみ 薬剤で固めるか紙等に染み込ませて出す
油（食用油容器） その他プラスチック 水洗いして出す
油こし容器 その他金物
油紙 燃やすごみ
油差し 埋立て 容器の中身を空にして出す
雨具（カッパ） 埋立て
雨どい 埋立て 金属部分はその他金物へ
網（たも、虫取り網） 燃やすごみ
編み機 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
編み棒 埋立て 木・竹製の物は燃やすごみへ
網戸 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[変変変変]]]] アルバム 燃やすごみ フィルム等も燃やすごみ、金具は金物へ　（変更前：その他紙）
アルミ計量カップ その他金物
アルミ缶 アルミ缶 汚れたアルミ缶（土がつまったようなもの）は埋立て
アルミコーティング袋 燃やすごみ

家庭家庭家庭家庭ごみのごみのごみのごみの分別区分分別区分分別区分分別区分とととと出出出出しししし方方方方・・・・ワンポイント ワンポイント ワンポイント ワンポイント ((((五十音順五十音順五十音順五十音順))))
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アルミホイル（弁当用カップ含む） 燃やすごみ
アルミホイール 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
泡立て器 その他金物
安全靴 埋立て
安全ピン 埋立て 針先が露出しないようにして出す

[[[[変変変変]]]] アンテナ その他金物 ＢＳアンテナは埋立てへ　（変更前：埋立て）
アンテナケーブル 埋立て
アンプ（ステレオなど） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　指定袋に入る場合は埋立てへ
あんま機 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
育苗箱 収集不可 ＪＡへ相談、木製のものは燃やすごみへ
育毛剤（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
衣装ケース 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、金属製、プラスチック製はリサイクルプラザへ
移植コテ 埋立て
イス 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、プラスチック･金属製はリサイクルプラザへ
板ガラス 埋立て 割れた物は新聞紙に包むなどして危険の無いように工夫して出す
板きれ 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
板戸 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
一輪車（運搬用） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
一輪車（スポーツ用） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
一升ビン びん なるべく販売店に引き取ってもらう、無理な場合は色分けして出す
一斗缶 その他金物 中を使い切り、キャップを外して出す
糸 燃やすごみ
犬小屋 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、プラスチック製はリサイクルプラザへ
鋳物鍋 その他金物
イヤホン 埋立て
衣料品の袋 その他プラスチック
衣類（古着） 古着／燃やすごみ できるだけ資源回収へ
入れ歯 埋立て
入れ歯接着剤（容器） 燃やすごみ
色鉛筆 燃やすごみ
色紙 その他紙 ただし金色、銀色は燃やすごみへ
印鑑（はんこ） 燃やすごみ
印鑑ケース 埋立て

[[[[変変変変]]]] インクカートリッジ 埋立て できるだけ販売店で引き取ってもらう　（変更前：燃やすごみ）
インスタントラーメンの袋 その他プラスチック 中身は燃やすごみへ
インスタントラーメンの薬味袋 燃やすごみ
インスタントラーメンカップ その他プラスチック 水洗いをして出す
インターホン 埋立て
ウィンドファン（冷風機、冷風扇） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ウインナーの包装（オレンジ色） 埋立て 塩素を含む材質で、燃やすとダイオキシン発生の可能性があるため埋立て
植木の枝葉 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す 枝は袋に入れずに縛って出す
植木鉢 埋立て
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植木用支柱 燃やすごみ／埋立て 木・竹製は燃やすごみ、その他は埋立てへ
ウエス 古着／燃やすごみ できるだけ資源回収へ
ウエストバック 埋立て
ウエットティッシュ 燃やすごみ
ウォーターベッド 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ウォッシャー液（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
うがい薬（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
浮輪 埋立て

[[[[変変変変]]]] うす（木製） 収集不可 切断不可能のため専門業者へ　（変更前：燃やすごみ）
薄め液（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
うちわ 燃やすごみ
ウッドクラフト 燃やすごみ
腕時計 埋立て
乳母車 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
羽毛布団 持ち込みごみ クリーンセンターへ

[[[[変変変変]]]] うろこ取り その他金物 （変更前：埋立て）
運動靴 埋立て
エアーポンプ 埋立て
エアコン 収集不可 最寄の家電販売店へ
エアマット 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
栄養剤のビン びん 色に応じて分ける

[[[[変変変変]]]] 液晶テレビ 収集不可 最寄の家電販売店へ　（変更前：持ち込みごみ）
エキスパンダー その他金物
液体のり（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
液体肥料（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
エサ 燃やすごみ
枝切りばさみ その他金物 危険の無いように工夫して出す
枝類 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
絵の具チューブ 埋立て 中身を空にして出す
絵本 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
エプロン（布製） 燃やすごみ
ＭＯ 埋立て ケースはその他プラスチックへ
ＭＤ 埋立て ケースはその他プラスチックへ
ＭＤプレイヤー 埋立て

[[[[新新新新]]]] ＬＥＤ電球 有害ごみ
ＬＤ 埋立て ケースはその他プラスチックへ
ＬＤプレイヤー 埋立て
エレキギター 持ち込みごみ リサイクルプラザへ、指定袋に入る場合は埋立てへ
エレクトーン 持ち込みごみ 販売店で引き取ってもらう、出来ない場合はリサイクルプラザへ
園芸バリカン 持ち込みごみ リサイクルプラザへ、指定袋に入る場合は埋立てへ
延長コード 埋立て ドラム巻の物はその他金物へ
鉛筆（色鉛筆含む） 燃やすごみ
鉛筆削器 埋立て
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オイル 収集不可 専門業者へ
オイル缶 その他金物 中身を空にして出す
オイルヒーター 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
王冠（ビールびん等のふた） その他金物 H.20.10.1　埋め立てより変更
応接セット 持ち込みごみ クリーンセンターへ
大型トレーニング器具 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
オーディオ機器 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
オーディオラック 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ

[[[[変変変変]]]] オートバイ 収集不可 販売店または金属類処理業者で引き取ってもらう　（変更前：持ち込みごみ）

オードブル皿 その他プラスチック 水洗いをして出す
オーブントースター その他金物
お菓子の透明フィルム その他プラスチック
オカリナ 埋立て
桶 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
押し入れスノコ 燃やすごみ プラスチック製の物は埋立てへ
押し入れ棚 燃やすごみ プラスチック製の物は埋立てへ
押しピン（画鋲） 埋立て 針先が露出しないようにして出す
おしゃぶり 埋立て
おしぼり 燃やすごみ
お玉 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
おとし蓋 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける

[[[[変変変変]]]] 斧 その他金物 危険の無いように工夫して出す　（変更前：埋立て）
落ち葉 燃やすごみ
帯 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
汚物入れ 埋立て 金属製の物はその他金物へ
お風呂用スポンジ 燃やすごみ
お風呂用洗剤（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
おぼん 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、金属製はその他金物、それ以外は埋立てへ
おまる 埋立て
おむつ 燃やすごみ 汚物は取り除く
おむつカバー 燃やすごみ
おもちゃ 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける　電池は抜いて有害ごみへ

折り紙 その他紙 ただし金色、銀色は燃やすごみへ
折りたたみかさ 埋立て
折りたたみ机、椅子 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、金属製はその他金物、それ以外は埋立てへ
オルガン 持ち込みごみ 販売店で引き取ってもらう、出来ない場合はリサイクルプラザへ
オルゴール 埋立て
おろしがね その他金物 プラスチック製の物は埋立てへ
温度計 埋立て 水銀が使われている物は有害ごみへ
温風ヒーター 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　袋に入ればその他金物　電池と灯油を抜く

かかかか カーコンポ 埋立て
カーテン 燃やすごみ １ｍ四方以内に切って出す
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カーテンレール その他金物
ガーデンフェンス 埋立て 木製の物は燃やすごみへ
カード類 燃やすごみ 紙製の物はその他紙へ
カーナビゲーション 埋立て
カーペット 持ち込みごみ クリーンセンターへ
カーペットローラー 埋立て
カーラー 埋立て
カーボン紙 燃やすごみ
貝殻類 燃やすごみ
懐中電灯 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
買物袋（スーパー袋等） その他プラスチック マイバックを持参して買い物に行く

[[[[新新新新]]]] カイロ（使い捨て） 燃やすごみ 完全に冷え切ってから捨てる
鏡 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
かき氷器 埋立て
鍵 その他金物
学習机 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
額縁 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
カゴ 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
かけや 燃やすごみ プラスチック製の物は埋立てへ　３０ｃｍ以内に切断して出す
傘 埋立て
傘立て 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
菓子缶 その他金物 スチール製の物はスチール缶へ
加湿器 埋立て
ガスカートリッジ その他金物 必ず容器に穴をあけてガスを抜く
カスタネット 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
菓子袋 その他プラスチック アルミコーティングしてある物は燃やすごみへ
菓子箱（紙製） その他紙 プラスチック製の物はその他プラスチックへ
菓子袋の中のトレイ その他プラスチック
ガスコンロ その他金物
ガスマット（アルミ製） その他金物
ガスレンジ その他金物 電池は抜いて有害ごみへ
ガステーブル 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ガスボンベ 収集不可 専門業者へ
ガソリン携行缶 その他金物 容器の中身を全て出す
カセットコンロ その他金物
カセットテープ 埋立て ケースはその他プラスチックへ
カセットデッキ 埋立て
カセットボンベ（卓上） その他金物 スチール製はスチール缶へ、必ず容器に穴をあけてガスを抜く
カチューシャ 埋立て
滑車 埋立て 金属製の物はその他金物へ
カタログ 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
カッターナイフ 埋立て 刃先が露出しないようにして出す
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カット綿 燃やすごみ
カップ麺容器 その他プラスチック 水洗いをして出す。紙のふたは燃やすごみへ
割烹着 燃やすごみ
かつら 燃やすごみ
家庭用ゲーム機 埋立て
家庭用ゲームソフト 埋立て
金網 その他金物

[[[[変変変変]]]] かなづち その他金物 （変更前：埋立て）
カニの殻 燃やすごみ
かばん 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
画板 燃やすごみ
花瓶 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
カビ取り剤（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
画鋲 埋立て
壁紙 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] 鎌 その他金物 危険の無いように工夫して出す　（変更前：埋立て）
釜 その他金物
カマボコ（板） 燃やすごみ
髪（髪の毛） 燃やすごみ
紙おむつ 燃やすごみ 汚物は取り除く
紙製容器（筒､カップ､箱、袋等） その他紙
紙パック類（ジュース等の） その他紙／燃やすごみ 水洗いして出す。中が銀色の物は燃やすごみへ
かみそり 埋立て 刃が露出しないようにして出す
紙ねんど 燃やすごみ
紙やすり 燃やすごみ
ガム 燃やすごみ
ガムテープ 燃やすごみ
カメラ 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
蚊帳（かや） 燃やすごみ プラスチック、金属部分は外して出す
カラオケセット 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[変変変変]]]] カラーボックス 燃やすごみ （変更前：埋立て）
ガラス板 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
刈り払い機 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
軽石 埋立て
ガラス戸 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ガラスの破片 埋立て 危険の無いように工夫して出す
革靴 埋立て
革手袋 燃やすごみ
換気扇（家庭用） 埋立て
換気扇カバー 埋立て
換気扇フィルター 埋立て 燃やせるタイプの物は燃やすごみへ
缶切り器 その他金物 刃が露出しないようにして出す
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玩具のケース その他プラスチック
玩具類 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける　電池は抜いて有害ごみへ

緩衝材（発泡スチロール製） その他プラスチック 紙製の物は古紙類で資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む

[[[[変変変変]]]] 乾燥機（衣類乾燥機） 収集不可 最寄の家電販売店へ　（変更前：持ち込みごみ）
乾燥剤 燃やすごみ
乾電池 有害ごみ
カンナ 埋立て
缶詰め缶 アルミ缶／スチール缶 中を洗って出す　材質不明はその他金物
感熱紙 燃やすごみ
キーボード（音楽機器） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ、指定袋に入る場合は埋立てへ
キーホルダー 埋立て
木くず 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
ギター 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
きづち 燃やすごみ
キッチンタオル 燃やすごみ
キッチンペーパー 燃やすごみ 芯はその他紙へ
キッチンラック 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
杵（きね） 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
木の板 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
木箱 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
木べら 燃やすごみ
キャスター 埋立て
脚立 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
キャッシュカード 燃やすごみ はさみなどで切ってから
救急箱 燃やすごみ／埋立て等 木製は燃やすごみ、金属製はその他金物、プラスチック製は埋立てへ
急須 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
牛乳パック 店頭回収　古紙類 中を水洗いし切り開いて、スーパー店頭へ
吸盤 埋立て
給油ポンプ 埋立て 電動の物は電池を除いて出す
キャビネット 埋立て
鏡台（ドレッサー） 持ち込みごみ 木製は鏡部分を取り除きクリーンセンターへ、それ以外はリサイクルプラザへ

キリ 埋立て
霧吹き 埋立て
霧吹き式容器 その他プラスチック ふたの部分は埋立てへ
金魚鉢 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
金庫 その他金物 指定袋に入らない場合はリサイクルプラザへ　耐火金庫は専門業者へ
キャップ（ふた） その他プラスチック 金属製の物はその他金物へ
巾着 燃やすごみ
空気入れ 埋立て
空気清浄機 埋立て
クーラー（エアコン） 収集不可 最寄の家電販売店へ
クーラーボックス 埋立て
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[[[[変変変変]]]] 釘 その他金物 先端部分が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
釘抜き その他金物

[[[[変変変変]]]] 草刈り鎌（家庭用） その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
[[[[新新新新]]]] 草刈り機 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　刈り刃はその他金物へ

草花 燃やすごみ 土は取り除く
くさり その他金物 プラスチック製の物は埋立てへ
くし（櫛） 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
薬の包装 燃やすごみ／その他プラ等 錠剤の裏が銀色の物は燃やすごみへ
クズ取りネット 燃やすごみ プラスチック部分は埋立てへ

[[[[変変変変]]]] 果物ナイフ その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
串 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
口紅 燃やすごみ
口紅ケース 埋立て
くつ 埋立て
クッキングタイマー 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
クッキングヒーター 埋立て 金属製の物はその他金物へ
クッション 燃やすごみ ３０ｃｍ以内に切断して出す
靴中敷き 燃やすごみ
靴用クリーム 埋立て
首輪 埋立て
熊手 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、金属製はその他金物、それ以外は埋立てへ
グラス 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
クラブ（ゴルフ用品） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
クラリネット 埋立て
クリアファイル類 埋立て
クリーナー（掃除機類） 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
クリーニングの袋 その他プラスチック
クリスタルガラス 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
クリスマスツリー 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
クリップ 埋立て
グリル 埋立て
車椅子 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
クレジットカード 燃やすごみ はさみなどで切ってから
クレヨン（クレパス） 燃やすごみ
クレンザー（容器） その他プラスチック 紙製の物はその他紙、ただし異物を取り除くこと
グローブ 燃やすごみ
グローランプ 埋立て 壊れたものは紙等に包んで出す
クロス 燃やすごみ／埋立て 布製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ

[[[[変変変変]]]] クワ 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　（変更前：埋立て）
軍手 燃やすごみ
蛍光管（蛍光灯） 有害ごみ
蛍光灯のカサ 埋立て
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蛍光ペン 埋立て
携帯ゲーム機 埋立て

[[[[変変変変]]]] 携帯電話 収集不可 販売店で引き取ってもらう　（変更前：埋立て）
毛糸 燃やすごみ
計量カップ 埋立て 金属製はその他金物へ
ケーブル 埋立て
ゲーム機（ゲームソフト） 埋立て
消しゴム 埋立て
化粧びん 埋立て 中身を使い切って出す。プラスチック製容器はその他プラへ
下駄（げた） 燃やすごみ
下駄箱 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
ケチャップ（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
血圧計 埋立て
ケトル その他金物
けん引ロープ 埋立て
玄関マット 燃やすごみ／埋立て 布･ナイロン製は燃やすごみ、それ以外は埋立へ　３０ｃｍ以内の長さに切断して出す

けんざん（剣山） その他金物 針先が露出しないようにして出す
工具箱 埋立て 金属製の物はその他金物へ
広告類 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
氷まくら 埋立て
ゴーグル 埋立て
コード類 埋立て
コーヒーメーカー 埋立て
黒板消し 燃やすごみ プラスチック製の物は埋立てへ
ござ 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
コタツ 持ち込みごみ 木製はクリーンセンターへ、プラスチック製はリサイクルプラザへ
コップ 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
琴 持ち込みごみ クリーンセンターへ
コネクタ（接続プラグ） 埋立て
小鉢 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
コピー機 持ち込みごみ 販売店で引き取ってもらう、出来ない場合はリサイクルプラザへ
ゴミ取りネット 燃やすごみ
ごみ箱 埋立て 木・竹・布製のものは燃やすごみへ　金属製のものはその他金物
ゴム 埋立て
ゴムひも 燃やすごみ
ゴムホース（家庭用） 埋立て
ゴムマット 埋立て
ゴム手袋 埋立て
米びつ（ライサー） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
米袋 その他プラスチック 中が銀色の物は燃やすごみ、紙製の物はその他紙へ
コルク 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] コルク抜き その他金物 （変更前：埋立て）
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コルクボード 燃やすごみ
ゴルフクラブ 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ゴルフバック 埋立て
ゴルフボール・ゴルフティー 埋立て

[[[[変変変変]]]] 混合栓 その他金物 （変更前：埋立て）
コンセント 埋立て
コンドーム 燃やすごみ
コンパス 埋立て

[[[[変変変変]]]] コンパネ 収集不可 切断不可能のため専門業者へ　（変更前：持ち込みごみ）
コンビニ等の弁当容器 その他プラスチック 水洗いして出す
コンテナ 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
コンポ 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
コンロ その他金物 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み

[[[[変変変変]]]] コンロ下敷き その他金物 （変更前：埋立て）
サーフボード 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
座椅子 持ち込みごみ 木製の物はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
サイドボード 持ち込みごみ クリーンセンターへ
竿（物干し） 持ち込みごみ 竹製の物はクリーンセンター、金属製はリサイクルプラザへ
杯 埋立て
座卓 持ち込みごみ 木製の物はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
サックス その他金物
雑誌類 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む

[[[[変変変変]]]] 殺虫剤スプレー缶 アルミ缶／スチール缶 中身を使い切り、穴を開けて出す。材質不明の物はその他金物へ　（変更前：その他金物）

座布団 燃やすごみ
サポーター 燃やすごみ
皿 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
サラダオイル（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
ざる 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
三角コーナー 埋立て／その他金物 プラスチック製は埋立て、金属製はその他金物へ
三脚 その他金物 プラスチック製は埋立てへ
サングラス 埋立て
サンダル 埋立て
サンドペーパー 燃やすごみ
残飯 燃やすごみ できるだけ堆肥化等を行う。十分水を切って出す
三輪車 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
シーツ 燃やすごみ １ｍ四方以内に切って出す

[[[[新新新新]]]] シール 燃やすごみ
ＣＤディスク 埋立て ケースはその他プラスチックへ
ＣＤプレーヤー 埋立て
シートカバー 燃やすごみ／埋立て 材質に応じて分ける
ＣＤ・ＭＤ・カセットテープのケース その他プラスチック
シェーバー（ひげそり） 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ

ささささ
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磁石 埋立て
辞書、辞典 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
七輪（しちりん） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[新新新新]]]] 湿気とり（容器） 埋立て
湿布 燃やすごみ
自転車 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
自転車空気入れ その他金物／埋立て 材質に応じて分ける
芝刈り機 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
写真 燃やすごみ
シャープペンシル 埋立て
蛇口 その他金物
ジャッキ その他金物
シャトル（バトミントンの羽） 燃やすごみ
シャベル 埋立て 鉄製の物はその他金物へ

[[[[変変変変]]]] 三味線 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す　（変更前：持ち込みごみ）
しゃもじ 燃やすごみ／埋立て 木・竹製の物は燃やすごみ、プラスチック製は埋立てへ
シャンプーのボトル その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
シャンプーのボトルのポンプ式ふた 埋立て
シューズケース 埋立て
じゅうたん 持ち込みごみ クリーンセンターへ
ジュースかん スチール缶／アルミ缶 材質によって分ける
ジュースびん びん 色に応じて分ける
ジューサー（ミキサー） 埋立て
数珠 埋立て
充電器 埋立て
収納ケース 埋立て
消火器 収集不可 専門業者へ
瞬間湯沸器（台所用） その他金物
定規 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
障子戸 持ち込みごみ クリーンセンターへ
浄水器 埋立て

[[[[変変変変]]]] 錠前 その他金物 （変更前：埋立て）
照明器具 埋立て 電球をはずして出す
じょうろ 埋立て 金属製の物はその他金物へ
食用油 燃やすごみ 固めるか紙等に染み込まして出す
食用油等のボトル容器 その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
除光液（容器） 埋立て 容器の中身を全て出す
除湿機 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
除草剤（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
食器棚 持ち込みごみ 木製の物はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
食器乾燥機 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
食器ケース 埋立て
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食器類 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
食品用ラップ類 燃やすごみ H.20.7.1　埋め立てより変更
シンバル その他金物
人工芝 埋立て
新聞紙 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
水槽（家庭用） 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
水槽装飾品・水槽石・水槽砂 埋立て
水中ポンプ 埋立て
水中メガネ 埋立て
スイッチ類 埋立て
水筒 埋立て 金属製はその他金物へ
炊飯器 埋立て 内釜はその他金物へ
姿見 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
図鑑 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
スキー板・ストック・キャリア 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
スキーウェアー・グローブ（手袋） 燃やすごみ
スキー靴・スキーケース 埋立て
すき間テープ 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] スクーター 収集不可 販売店または金属類処理業者で引き取ってもらう　（変更前：持ち込みごみ）

スケート靴 埋立て
スケートボード 埋立て
スコップ その他金物 プラスチック製は埋立てへ、指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み

硯（すずり） 埋立て
寿司おけ・すし巻き 燃やすごみ プラスチック製の物はその他プラスチックへ
すだれ 燃やすごみ／埋立て 木・竹製の物は燃やすごみ、プラスチック製の物は埋立てへ
スタンプ台 埋立て

[[[[新新新新]]]] スチール缶 スチール缶 汚れたスチール缶（土がつまったようなもの）は埋立て
スチール整理棚 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
スチールホイール（車） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[新新新新]]]] スティックのり その他プラスチック 中身を使い切る
ステッカー 燃やすごみ
スーツケース 埋立て
ステレオ 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ストーブ 持ち込みごみ 燃料、電池を抜いてリサイクルプラザへ　袋に入ればその他金物　
ストーブガード その他金物
ストッキング 燃やすごみ
ストラップ（携帯電話用） 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
ストロー 燃やすごみ
スナック菓子等の袋 燃やすごみ／その他プラ 中が銀色の物は燃やすごみ、それ以外はその他プラスチックへ
スノーダンプ 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
スノーボード 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
すのこ（木製） 燃やすごみ ３０ｃｍ以内に切断して出す
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スパイクシューズ 埋立て
スピーカー 埋立て
スプーン その他金物
スプリングマット 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[変変変変]]]] スプレー缶 アルミ缶／スチール缶 中身を使い切り穴を開けて出す。材質不明の物はその他金物へ　（変更前：その他金物）

すべり台（幼児用） 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、金属・プラスチック製はリサイクルプラザへ
スポンジ 燃やすごみ
ズボンプレッサー 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[新新新新]]]] 炭（木炭、竹炭、豆炭、練炭） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
スライサー 埋立て
すりこぎ棒 燃やすごみ
スリッパ 燃やすごみ ゴム製の物は埋立てへ
すり鉢 埋立て
生花 燃やすごみ
精米袋 燃やすごみ／その他紙等 中が銀色の袋は燃やすごみ、紙製はその他紙、透明袋はその他プラへ
生理用品 燃やすごみ
せいろ 燃やすごみ／その他金物 木・竹製は燃やすごみ、金属製はその他金物へ

[[[[新新新新]]]] 赤飯用トレイ（容器） その他プラスチック 内側が銀色もその他プラスチックへ
石鹸 燃やすごみ
石鹸ケース（皿） 埋立て

[[[[変変変変]]]] せせり その他金物 （変更前：埋立て）
セロハンテープ 燃やすごみ
線香 燃やすごみ
洗剤容器 その他プラスチック 中身を使いきり水洗いして出す、紙製の物は燃やすごみへ
洗車ブラシ 埋立て
洗濯機 収集不可 最寄の家電販売店へ
洗濯ネット 埋立て
洗濯バサミ 埋立て
洗濯用粉石鹸箱 燃やすごみ プラスチック製はその他プラスチックへ
扇風機 埋立て 指定袋に入らない場合はリサイクルプラザへ持ち込み　金属フードはその他金物

[[[[変変変変]]]] 剪定バサミ その他金物 袋が破れないように　（変更前：埋立て）
栓抜き その他金物
洗面器 埋立て
洗面台 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
造花 燃やすごみ
双眼鏡 埋立て
雑巾 燃やすごみ
掃除機 埋立て
掃除機用ごみパック 燃やすごみ
ソーセージの包装（オレンジ色） 埋立て 塩素を含む材質で、燃やすとダイオキシン発生の可能性があるため埋立て
ソケット 埋立て
ソファー 持ち込みごみ クリーンセンターへ
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そり 埋立て
体温計 埋立て 水銀が使われている物は有害ごみへ
体重計 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
台所マット 燃やすごみ／埋立て 布製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
タイマー 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
タイヤ 収集不可 専門業者へ
タイヤチェーン その他金物 プラスチック製の物は埋立てへ
田植え機 収集不可 専門業者へ
竹ほうき 燃やすごみ
脱衣かご 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
畳 持ち込みごみ クリーンセンターへ
タッパ（台所用品） 埋立て
棚 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
脱臭剤 燃やすごみ
タバコの吸殻 燃やすごみ
たばこ（容器） 燃やすごみ／その他プラ等 フィルムはその他プラ、箱はその他紙、中の銀紙は燃やすごみへ
タバコ用パイプフィルター 埋立て
たまごきり 埋立て
卵の透明ケース その他プラスチック H.20.7.1　埋め立てより変更
たまねぎ袋（ネット） その他プラスチック
タライ 燃やすごみ／埋立て等 材質に応じて燃やすごみ、埋立て、その他金物に分ける
樽（木製） 持ち込みごみ クリーンセンターへ
たわし類 燃やすごみ 金たわしはその他金物へ
単行本 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む

[[[[変変変変]]]] 単車 収集不可 販売店または金属類処理業者で引き取ってもらう　（変更前：持ち込みごみ）

たんす 持ち込みごみ クリーンセンターへ
たんすシート 燃やすごみ
段ボール 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む

[[[[新新新新]]]] 反物 燃やすごみ ３０ｃｍ以内の長さに切断して出す
チェーン その他金物 プラスチック製の物は埋立てへ

[[[[変変変変]]]] チェーンソー その他金物 危険の無いように工夫して出す　燃料は抜く　（変更前：埋立て）
チェスト 埋立て

[[[[変変変変]]]] チャイルドシート 埋立て （変更前：持ち込みごみ）
茶筒缶 その他金物 スチール製の物はスチール缶へ
茶器・茶碗 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
ちょうちん 燃やすごみ プラスチック、金属部分は取り除く
調味料等の空きびん びん 色による分類
調味料等の空き缶 その他金物 スチール製の物はスチール缶へ
彫刻刀 埋立て 危険の無いように工夫して出す
蝶番（ちょうつがい） その他金物
調味料ケース・調味料台 埋立て
注射器 収集不可 病院・薬局へ返す

ちちちち
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チョーク 埋立て
チラシ（広告） 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
ちりがみ 燃やすごみ
ちりとり 埋立て 金属製の物はその他金物へ
杖 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ

[[[[新新新新]]]] 使い捨てカイロ 燃やすごみ 完全に冷え切ってから捨てる
使い捨てカメラ（レンズつきフィルム） 埋立て

[[[[新新新新]]]] 使い捨てライター 埋立て 金づちで割るなどしてガスを抜く
机 持ち込みごみ 木製はクリーンセンターへ、それ以外はリサイクルプラザへ
漬物石 埋立て
漬物樽 埋立て 木製の物は燃やすごみへ
つっぱり棒・つっぱり棚 埋立て
壷（つぼ） 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
つまようじ 燃やすごみ
積木 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、プラスチック製は埋立てへ
爪 燃やすごみ
爪切り 埋立て
詰換え用洗剤、シャンプー等の袋 その他プラスチック 中が銀色の物は燃やすごみへ
釣り糸 燃やすごみ
釣り竿・リール 埋立て 竹製の物は燃やすごみへ

[[[[変変変変]]]] 釣り針 その他金物 針先が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
[[[[変変変変]]]] つるはし 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　（変更前：埋立て）

ティッシュペーパー 燃やすごみ
ティッシュペーパーの箱 その他紙 取り出し口のビニールはその他プラスチックへ
Ｔ字カミソリ 埋立て 刃が露出しないようにして出す
ＤＶＤ 埋立て ケースはその他プラスチックへ
ＤＶＤプレーヤー 埋立て
テープ（紙） 燃やすごみ
テープカッター 埋立て
テーブル 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
テーブルクロス 燃やすごみ １ｍ四方以内に切断して出す
テープレコーダー 埋立て
手鏡 埋立て
鉄アレイ その他金物
テニスラケット 埋立て
手袋（毛、皮等） 燃やすごみ ゴム、ビニール製の物などは埋立てへ
テレビ 収集不可 最寄の家電販売店へ
テレビゲーム機 埋立て
テレビ台 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
テレホンカード 燃やすごみ
電気あんか 埋立て
電気カーペット 持ち込みごみ クリーンセンターへ

てててて
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電気カミソリ・電気ひげそり 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
電気コード 埋立て
電気こたつ 持ち込みごみ 木製はクリーンセンターへ、プラスチック製はリサイクルプラザへ　電熱部分はその他金物

電気コンロ 埋立て 金属製の物はその他金物へ
電気スタンド 埋立て 蛍光灯は取り外し有害ごみへ　金属製はその他金物
電気ストーブ その他金物 袋に入らないものはリサイクルプラザへ持ち込み
電気ドリル 埋立て
電気ポット 埋立て

[[[[変変変変]]]] 電気毛布 持ち込みごみ クリーンセンターへ　（変更前：燃やすごみ）
電球 埋立て 蛍光灯タイプの物は有害ごみへ
電子辞書 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
電子レンジ その他金物
天体望遠鏡 埋立て
電卓 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
電池 有害ごみ 小型二次電池は販売店へ

[[[[新新新新]]]] 点滴袋・点滴チューブ 燃やすごみ 針は医療機関へ
[[[[変変変変]]]] テント（家庭用） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　（変更前：燃やすごみ）

電動車椅子 持ち込みごみ 販売店で引き取ってもらう、出来ない場合はリサイクルプラザへ
電動歯ブラシ 埋立て 電池（バッテリー）は取り除き有害ごみへ
天ぷら油 燃やすごみ 固めるか紙等に染み込まして出す
電話機 埋立て
電話台 埋立て 木製は燃やすごみへ
電話帳 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
ドアノブ その他金物
投網 燃やすごみ 金属部分は取り除く　１ｍ以内の長さに切断して出す
砥石（といし） 埋立て
トイレブラシ 埋立て
トイレットペーパーの芯 その他紙
トイレコーナー 埋立て 金属製の物はその他金物へ
トイレ便座・ふた 埋立て 便器本体は収集できません専門業者へ
投光機 埋立て
豆腐のケース その他プラスチック
動物死体 収集不可 若狭霊場へ
陶磁器類 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
灯油用ポリタンク・灯油ポンプ 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
トースター その他金物
トーチ 埋立て
戸車 埋立て
時計 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
戸棚（木製） 持ち込みごみ クリーンセンターへ

[[[[変変変変]]]] トタン その他金物 指定袋に入らない場合はリサイクルプラザへ持ち込み　（変更前：持ち込みごみ）

徳利 埋立て

とととと
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土鍋・土瓶 埋立て
土のう袋 埋立て 中身を空にして出す

[[[[変変変変]]]] ドライバー（家庭工具） その他金物 （変更前：埋立て）
ドライヤー 埋立て
ドラム（楽器） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
トランク（旅行かばん） 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
トランシーバー 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
ドリッパー 埋立て
ドリップ用フィルター 燃やすごみ
鳥かご その他金物 竹製の物は燃やすごみへ
塗料の容器 その他金物 中身を空にして出す
塗料のスプレー缶 その他金物 スチール製はスチール缶へ、必ず容器に穴をあけてガスを抜く
ドリル 埋立て

[[[[変変変変]]]] ドリル刃 その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
ドリンクの口金 その他金物 H.20.10.1　埋め立てより変更
トレイ類 その他プラスチック
ドレッサー（鏡台） 持ち込みごみ 木製は鏡部分を取り除きクリーンセンターへ、それ以外はリサイクルプラザへ

トロフィー 埋立て
泥除け（車用） 埋立て
丼鉢 埋立て

[[[[変変変変]]]] ナイフ類 その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
ナイロン袋 その他プラスチック
苗木用軟プラスチック容器 その他プラスチック 水洗いして出す
苗箱 収集不可 ＪＡへ相談、木製のものは燃やすごみへ
長靴 埋立て
流し台 持ち込みごみ リサイクルプラザへ

[[[[変変変変]]]] ナタ その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
ナット・ボルト その他金物
ナップサック 埋立て
ナプキン 燃やすごみ
生ごみ 燃やすごみ できるだけ堆肥化を行う
縄跳び紐 燃やすごみ／埋立て 材質に応じて分ける　１ｍ以内に切って出す
縄 燃やすごみ／埋立て 布、革製等の物は燃やすごみ、合成繊維の物は埋立てへ　１ｍ以内に切って出す

鍋 その他金物 土鍋は埋立て
鍋敷き 燃やすごみ／その他金物 木製は燃やすごみ、金属製はその他金物へ
鍋つかみ 燃やすごみ
鍋焼きうどんの容器（使い捨てアルミタイプのもの） その他金物

[[[[新新新新]]]] 波板（プラスチック製） 埋立て 指定袋に入らない場合はリサイクルプラザへ持ち込み
南京錠 その他金物

[[[[変変変変]]]] 肉たたき その他金物 （変更前：埋立て）
荷造りひも その他プラスチック 紙紐などはその他紙へ
二段ベッド 持ち込みごみ 木製はクリーンセンターへ、金属製はリサイクルプラザへ

とととと
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[[[[変変変変]]]] ニッパー その他金物 （変更前：埋立て）
乳酸菌飲料容器 その他プラスチック 水洗いをし、ふたのアルミは必ず取り除くこと
入浴剤（袋） その他プラスチック アルミコーティングしてある物は燃やすごみへ
人形 燃やすごみ ビニール製やプラスチック製の物などは埋立てへ

ぬぬぬぬ ぬいぐるみ 燃やすごみ
[[[[変変変変]]]] 縫い針 その他金物 針先が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）

布 燃やすごみ
ネームプレート 埋立て
ネガ 燃やすごみ
ネクタイ 燃やすごみ
ねこ車（一輪車） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ネジ その他金物
ネズミ捕りカゴ その他金物
ネズミ捕りシート 燃やすごみ
寝袋 燃やすごみ
練りわさび・からし（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す。洗えないものは燃やすごみへ
ねんど（教材用）（紙ねんどを除く） 埋立て 袋に入れて中身を表示して出す
農機具類 収集不可 ＪＡへ相談
農業用ビニール 収集不可 ＪＡへ相談
農薬類 収集不可 ＪＡへ相談
ノートパソコン 収集不可 製造メーカーへ

[[[[変変変変]]]] ノギス その他金物 （変更前：埋立て）
[[[[変変変変]]]] のこぎり その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）

ノズル 埋立て
[[[[変変変変]]]] ノミ（大工道具） その他金物 （変更前：埋立て）

のり容器（接着用） 埋立て 容器の中身を空にして出す
のりびん びん 色に応じて分ける
のり缶 その他金物 スチール製の物はスチール缶へ
のれん 燃やすごみ
歯 燃やすごみ
バーベキューコンロ その他金物
ハーモニカ 埋立て
バール その他金物

[[[[変変変変]]]] 灰（線香の灰など） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　（変更前：埋立て）
灰皿 埋立て 金属製はその他金物へ

[[[[変変変変]]]] パイプ椅子 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　（変更前：埋立て）
パイプベッド 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
廃油 収集不可 専門業者へ
ハエたたき 埋立て
バインダー 燃やすごみ 紙製は金属部分を取り除き燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
ハウスネット 収集不可 ＪＡへ相談
はがき その他紙

にににに
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はかり 埋立て 金属製の物はその他金物へ
剥製（はくせい） 燃やすごみ
はけ 埋立て
バケツ 埋立て／その他金物 金属製はその他金物、それ以外は埋立てへ

[[[[変変変変]]]] はさみ その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
箸（はし）、箸箱 燃やすごみ／埋立て 木・竹製は燃やすごみ、プラスチック製は埋立てへ
はしご（金属製） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
バスケット 燃やすごみ／埋立て 木製部分は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
バスケットボール 埋立て
バスマット（足拭き） 燃やすごみ
パソコン（家庭用） 収集不可 メーカーへ
ハタキ 燃やすごみ プラスチック製は埋立てへ、金属製はその他金物へ
鉢 埋立て 木製は燃やすごみへ
バッグ（かばん） 燃やすごみ／埋立て 材質に応じて燃やすごみ、埋立てに分ける
バッテリー 収集不可 専門業者へ
発電機 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
バット 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
パット 燃やすごみ
発泡スチロール製緩衝材 その他プラスチック
発泡スチロール製トロ箱 その他プラスチック 多量の場合はリサイクルプラザへ持ち込み
花火 燃やすごみ 水に濡らしてから出す
パネルヒーター 埋立て
パフ 燃やすごみ
歯ブラシ 埋立て
歯みがきチューブ 燃やすごみ 中身を使い切って出す
ハム等の包装（オレンジ色） 埋立て 塩素を含む材質で、燃やすとダイオキシン発生の可能性があるため埋立て
バラン 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] 針 その他金物 針先が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
針金 その他金物

[[[[新新新新]]]] ハロゲンヒーター 埋立て 金属フードはその他金物へ
ハンガー 燃やすごみ／埋立て等 木製は燃やすごみ、プラスチック製は埋立て、金属製はその他金物へ
飯ごう その他金物
半紙 その他紙 文字が書いてある半紙もその他紙へ
ハンダ 埋立て

[[[[変変変変]]]] ハンダゴテ その他金物 （変更前：埋立て）
[[[[変変変変]]]] パンチ（穴あけ機） その他金物 （変更前：埋立て）

ハンドルカバー 埋立て
ハンマー 埋立て 金属製の物はその他金物へ

ひひひひ ピアニカ 埋立て
[[[[変変変変]]]] ピアノ 持ち込みごみ 販売店で引き取ってもらう、出来ない場合はリサイクルプラザへ　（変更前：収集不可）

[[[[変変変変]]]] ＰＨＳ 収集不可 販売店で引き取ってもらう　（変更前：埋立て）
ＰＰバンド その他プラスチック
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五十音順　19　ページ



五十音順　20　ページ

ビーチサンダル 埋立て
ヒール 埋立て
ビールびん びん なるべく販売店に返す、無理な場合は色に応じて分ける
ひしゃく 埋立て
ビー玉 埋立て
ビーチパラソル 持ち込みごみ リサイクルプラザへ、指定袋に入る場合は埋立てへ
ひげそり 埋立て 刃が露出しないようにして出す
ビデオカメラ 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
ビデオテープ 埋立て ケースはその他プラスチックへ
ビデオデッキ 埋立て
ひな壇 持ち込みごみ 木製部分はクリーンセンターへ、プラスチック部分はリサイクルプラザへ
ビニールカッパ 埋立て
ビニールシート 埋立て 農業用ビニールシート等はＪＡへ
ビニールテープ 埋立て 塩素を含む材質で、燃やすとダイオキシン発生の可能性があるため埋立て
ビニール袋 その他プラスチック

[[[[変変変変]]]] ビニールひも その他プラスチック （変更前：燃やすごみ）
火バサミ、火箸 その他金物
ひも 燃やすごみ １ｍ以内に切って出す
ヒューズ 埋立て
肥料袋 収集不可 ＪＡに相談
びん（飲食料品用） びん 色に応じて分ける　口金、王冠（ビールびん等のふた）はその他金物へ
びん（飲食料品用以外） 埋立て

[[[[新新新新]]]] びん（汚れた土がつまったようなもの） 埋立て
ピンセット その他金物
ピンどめ その他金物 プラスチック製の物は埋立てへ
ファイル 燃やすごみ／埋立て 材質に応じて分ける
ファックス（ファクシミリ） 埋立て
ファンデーション 埋立て 容器の中身を空にする
ファンヒーター その他金物 給油タンク及び本体内の灯油を空にして出す　電池を抜く　大きいものは持ち込み

フィルター 埋立て
フィルム（ネガ） 燃やすごみ
ブースターケーブル 埋立て
風船 燃やすごみ
風鈴 埋立て 金属製の物はその他金物へ
封筒類 その他紙 窓開き封筒のセロハンは取り除いて燃やすごみへ
プール（幼児用） 埋立て
笛（ホイッスル） 埋立て
フェンス 埋立て 指定袋に入らないものはリサイクルプラザへ持ち込み
フォーク（台所用品） その他金物
ふすま 持ち込みごみ クリーンセンターへ
筆 燃やすごみ
筆箱 燃やすごみ／埋立て 木、竹、布製等の物は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
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布団 持ち込みごみ クリーンセンターへ
布団カバー 燃やすごみ １ｍ四方以内に切って出す
布団乾燥機 埋立て
布団たたき 燃やすごみ／埋立て 木製、竹製の物は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
布団袋 燃やすごみ １ｍ四方以内に切って出す
踏み台 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
譜面台 埋立て 金属製はその他金物
フライ返し 埋立て 金属性はその他金物
フライパン その他金物

[[[[変変変変]]]] プライヤー その他金物 （変更前：埋立て）
ブラインド 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
プラグ 埋立て
ぶら下がり健康器 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ブラシ 埋立て
プラスチック製包装（透明フィルム等） その他プラスチック

[[[[変変変変]]]] プラスチック製フォーク・スプーン等 その他プラスチック （変更前：燃やすごみ）
プラモデル 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ

[[[[変変変変]]]] フラワーポット その他プラスチック 土等は取り除く　（変更前：埋立て）
ブランケット 燃やすごみ
ブランコ（幼児用） 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
プランター 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、プラスチック製は埋立てへ
プリンター 埋立て
プリン、ゼリー容器 その他プラスチック 水洗いして出す
ふるい 埋立て
風呂イス 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、プラスチック製は埋立てへ
古着・古布 古着／燃やすごみ 出来るだけ資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
ブルーシート 埋立て
フロッピーディスク 埋立て ケースはその他プラスチックへ
プロパンガスボンベ 収集不可 専門業者へ
風呂ぶた 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
風呂マット 埋立て
風呂用ブーツ 埋立て
文庫本 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
文鎮 埋立て／その他金物 金属製の物はその他金物、それ以外は埋立てへ
分度器 埋立て
噴霧器 埋立て
ヘアスタイラー 埋立て
ヘアーバンド 燃やすごみ
ヘアピン 埋立て
ヘアーブラシ 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ

[[[[変変変変]]]] ヘアースプレー缶 アルミ缶／スチール缶 中身を空にして穴を開けて出す　材質不明の物はその他金物へ　（変更前：その他金物）

ヘアマニキュア（容器） 埋立て 容器の中身を空にして出す
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ペーパーホルダー 埋立て
ベッド 持ち込みごみ 木製はクリーンセンターへ、金属製はリサイクルプラザへ
ペットボトル ペットボトル キャップ、ラベルを取り洗って出す
ペットボトルのキャップ・ラベル その他プラスチック
ヘッドホン 埋立て
ペット運搬ケージ 埋立て
ペットフード 燃やすごみ
ペット用おむつ、ペット砂、ペットふん 燃やすごみ
ベニヤ板 燃やすごみ ３０ｃｍ以内に切断して出す
ベビー椅子 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
ベビーカー 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
ベビーベッド 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
ベビーラック 埋立て
ヘルメット 埋立て
ベルト（洋服用） 燃やすごみ／埋立て 皮製の物は金具部分を外し燃やすごみへ
ヘルスメーター 埋立て
ペンキ 収集不可 使い切る
ペンキの缶 その他金物 スチール製の物はスチール缶へ
便座カバー 燃やすごみ
ベンチ 持ち込みごみ 木製はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ

[[[[変変変変]]]] ペンチ（家庭用具） その他金物 （変更前：埋立て）
弁当箱 埋立て アルミ製の物はその他金物へ
望遠鏡 埋立て
ほうき 燃やすごみ／埋立て 木・竹製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
芳香剤 埋立て プラスチック製容器は水洗いしてその他プラスチックへ

[[[[変変変変]]]] 防水スプレー アルミ缶／スチール缶 中身を空にして穴を開けて出す　材質不明の物はその他金物へ　（変更前：その他金物）

宝石箱 埋立て 木製の物は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
ボウル（調理用） その他金物 プラスチック製の物は埋立てへ
包装紙 その他紙
包帯 燃やすごみ
防虫剤 燃やすごみ
防虫シート 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] 包丁 その他金物 刃が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
包丁研ぎ器 埋立て
ボウリング玉 収集不可 専門業者に
ホーロー鍋 その他金物
ホーローカップ その他金物
ホーローやかん その他金物
ホース（ビニール、ゴム） 埋立て
ホースリール 埋立て
ポータブルコンロ その他金物
ポータブルトイレ 埋立て
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ボードゲーム 埋立て 紙で出来ている部分はその他紙へ
ボールペン 埋立て
ボール（スポーツ用） 埋立て
歩行器（乳児用） 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
ボストンバッグ 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
ボタン 埋立て
ボタン電池 有害ごみ
ホッチキス 埋立て 針はその他金物へ
ホットカーペット 持ち込みごみ クリーンセンターへ
ホットプレート その他金物
ボディブラシ 埋立て
ポテトチップ（包装） 燃やすごみ 中が銀色のため
ポット（魔法瓶） 埋立て
哺乳瓶 埋立て
ポリタンク 埋立て 中身を空にして出す
ポリ袋 その他プラスチック
ボルト・ナット その他金物
保冷剤 埋立て
ホワイトボード 埋立て
本 古紙類 資源回収へ出すか、指定業者、クリーンセンターへ持ち込む
本棚（木製） 持ち込みごみ クリーンセンターへ
ポンプ 埋立て
ボンベ 収集不可 専門業者へ
マーカーペン 埋立て
麻雀パイ、麻雀卓、麻雀マット 埋立て
マイク 埋立て
マウス 埋立て
マウスパッド 燃やすごみ
巻尺 埋立て
マグネット（磁石） 埋立て
マグネットクリップ 埋立て
マグネットフック 埋立て
まくら 燃やすごみ
マグカップ 埋立て
孫の手 燃やすごみ／埋立て 木・竹製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
マジックペン 埋立て
マスク 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] まち針 その他金物 針先が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
マッサージ機 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
マッサージチェアー 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
マッチ 燃やすごみ 水に濡らしてから出す
マット 持ち込みごみ クリーンセンターへ
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マットレス 持ち込みごみ リサイクルプラザへ（スプリングあり）　クリーンセンターへ（スプリングなし）

窓わく（ガラスを除く） 持ち込みごみ 木枠はクリーンセンターへ、それ以外はリサイクルプラザへ
窓ガラス（板ガラス） 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
まな板 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
まな板立て 埋立て
マフラー 燃やすごみ
魔法瓶 埋立て
マヨネーズ（容器） その他プラスチック 容器の中身を空にして水洗いして出す
万歩計 埋立て
万年筆 埋立て
みかんネット その他プラスチック
ミキサー 埋立て
ミシン（家庭用） 埋立て

[[[[変変変変]]]] ミシン針 その他金物 針先が露出しないようにして出す　（変更前：埋立て）
水差し 埋立て
水まくら 埋立て
ミット 燃やすごみ
ミニスキー 埋立て
ミニカー 埋立て
耳かき 燃やすごみ／埋立て 木・竹製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
ミラー 埋立て 割れた物は危険の無いように工夫して出す
虫かご 埋立て
蒸し器（せいろ）（木製） 燃やすごみ アルミ製の物はその他金物へ
虫取りアミ 燃やすごみ／埋立て 木・竹製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
むしめがね 埋立て
むしろ 燃やすごみ １ｍ四方以内に切断して出す
無線機 埋立て
めがね、めがねケース 埋立て
メガホン 埋立て 紙製の物は燃やすごみへ

[[[[変変変変]]]] 目薬の容器 埋立て （変更前：燃やすごみ）
目覚まし時計 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
メジャー 埋立て
メモ用紙 その他紙
綿棒 燃やすごみ
毛布 持ち込みごみ クリーンセンターへ
餅つき機（家庭用） 持ち込みごみ 指定袋に入る物は埋立てへ
モップ（柄付モップ） 埋立て
物干し竿 持ち込みごみ 竹製はクリーンセンターへ、金属製はリサイクルプラザへ

[[[[変変変変]]]] 物干し台 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　（変更前：埋立てごみ）
やかん その他金物
焼き網 埋立て
野菜くず 燃やすごみ できるだけ堆肥化等の資源化を行う。十分水を切って出す
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ヤスリ その他金物
ヤッケ 埋立て
湯たんぽ その他金物 プラスチック製は埋立てへ
湯のみ茶碗 埋立て
湯沸器 持ち込みごみ リサイクルプラザへ　指定袋に入るものはその他金物へ
湯沸しポット 埋立て
洋裁ピン 埋立て
浴槽 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
浴槽のふた 燃やすごみ／埋立て 木製、竹製等は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
よしず 持ち込みごみ クリーンセンターへ
ライター 埋立て 金具の部分をペンチで取ってガスを抜いてから出す
ライター用オイル（容器） その他金物 中身を空にして出す
ライター用ガス（缶） その他金物 穴を空けてガスを抜く
ライト（懐中電灯等） 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
ラケット 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
ラジオ 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
ラジカセ 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
ラジコン 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
ラップ（食品用） 燃やすごみ H.20.7.1　埋め立てより変更

[[[[新新新新]]]] ラミネート 燃やすごみ
[[[[新新新新]]]] ラムネのびん びん ビー玉が入っているものもびんへ

ランドセル 燃やすごみ
ランチジャー 埋立て
ランプ、ランタン 埋立て 燃料を空にして出す
リール（釣り用） 埋立て
リモコン 埋立て 電池は抜いて有害ごみへ
リヤカー 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
リュックサック 燃やすごみ／埋立て 材質に応じて燃やすごみ、埋立てに分ける
両面テープ 燃やすごみ
リコーダー（笛） 埋立て
料理くず 燃やすごみ できるだけ堆肥化等の資源化を行う。十分水を切って出す
ルーズリーフファイル 埋立て
ルーペ 埋立て
ルームランナー（家庭用） 持ち込みごみ リサイクルプラザへ
冷温剤 埋立て
冷蔵庫 収集不可 最寄の家電販売店へ
冷蔵庫脱臭剤 埋立て
冷凍専用庫（ストッカー） 収集不可 最寄の家電販売店へ
冷凍食品 燃やすごみ 袋についても中が銀色の物は燃やすごみへ
冷房器具（エアコン） 収集不可 最寄の家電販売店へ

[[[[新新新新]]]] レーダー（取締探知機） 埋立て
レコード盤 埋立て
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レコードプレイヤー 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
レシート 燃やすごみ
レジ袋 その他プラスチック マイバッグを持参して買い物へ行く
レジャーシート 埋立て
レモン絞り 埋立て 金属製のものはその他金物
レトルトパック 燃やすごみ
れんげ 埋立て
レンジ（電子、ガス） その他金物 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
レンジ台 埋立て 指定袋に入らない物はリサイクルプラザへ持ち込み
レンジパネル（アルミ製） その他金物
レンズ 埋立て
レンチ その他金物
ろう紙 燃やすごみ
老眼鏡（めがね） 埋立て
ローソク 燃やすごみ
ロープ 燃やすごみ／埋立て 布、革製等の物は燃やすごみ、合成繊維の物は埋立てへ、１ｍ以内に切って出す

ローラースケート 埋立て
ローラーブレード 埋立て
ろ過装置（水槽用） 埋立て
ロージンバック 燃やすごみ
ワープロ（家庭用） 埋立て
ワープロリボン 埋立て
ワイパー 埋立て／その他金物 ゴムは埋立て、本体はその他金物へ

[[[[変変変変]]]] ワイヤーロープ その他金物 （変更前：埋立て）
ワイングラス 埋立て
ワインボトル びん 色に応じて分ける
輪ゴム 燃やすごみ
ワゴン 持ち込みごみ 木製の物はクリーンセンター、それ以外はリサイクルプラザへ
ワッペン 燃やすごみ

[[[[変変変変]]]] ワッシャー その他金物 （変更前：埋立て）
割れたびん、ガラス類 埋立て 危険の無いように工夫して出す
椀 燃やすごみ／埋立て 木製は燃やすごみ、それ以外は埋立てへ
ワンカップびん びん その他の色のコンテナに入れる
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お問い合わせ先 

 

■小浜市役所民生部環境衛生課 

〒917-8585 小浜市大手町 6-3 

℡0770-53-1111（代表） 

■小浜市クリーンセンター（燃やすごみ） 

    〒917-0031 小浜市谷田部 63-5 

    ℡0770-53-5550 

■小浜市リサイクルプラザ（燃やさないごみ） 

    〒917-0352 小浜市深谷 25-20-1 

    ℡0770-59-9000 

 

 

不法投棄は重大な犯罪です。 

不法投棄をした者には、５年以下の懲役と 1,000万円以下の罰

金が科せられます。 

また、法人に対しては、１億円以下の罰金が科せられます。 

絶対にやめましょう。 

 

不法投棄はやめましょう！ 




