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ごみ処理には費用がかかります。品物を購入するときは廃棄するとき困らないものを選びましょう。また、家庭から出たものについては、
以下の分類表を目安に分別することになりますが、後に区分の変わる場合もありますのでご了承ください。

注 意 事 項分 類品 名
もやせるごみアイスノンあ
もやせないごみアイロン

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみアイロン台
直接持込アコーディオンカーテン

専門業者へ取扱できませんアスベスト製品
販売店や専門業者へ取扱できませんあぜなみ
新聞紙などにしみ込ませるもやせるごみ油（てんぷら）

取扱できません油（ガソリン、灯油、潤滑油）
もやせるごみ雨がっぱ
直接持込編み機
直接持込網戸
もやせるごみアルバム
直接持込アルミサッシ
もやせるごみアルミはく

自動車専門業者に相談してください取扱できませんアルミホイール（自動車）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみアンテナ
リサイクル店での引き取りも検討直接持込あんま器（マッサージ器）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ衣装ケース(プラスチック製）い

直接持込椅子（木製・スチール製）
直接持込一輪車(遊具)
直接持込一輪車(ねこ車)

中身を除いて水洗いもやせないごみ一斗缶
リフォームなどのリサイクルも検討もやせるごみ衣服
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品衣類乾燥機

もやせるごみインクリボン
無色透明、茶色、その他色の３種分別あきびん飲料容器（ガラス瓶）
中を洗って、フタとラベルは外すペットボトル飲料容器（ペットボトル）

もやせないごみ飲料容器のふた（金属製）
プラスチック容器包装飲料容器のふた（プラスチック製）

ボトルをつぶすと取りやすいプラスチック容器包装飲料容器のラベル（プラスチック製）
もやせるごみ飲料容器のラベル（紙製）

砕いて鉢の底敷きに再使用などもやせないごみ植木鉢（陶器製）う
指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみ植木鉢（プラスチック製）
中身を除いて水洗いプラスチック容器包装植木鉢（「プラ」マークのあるもの）

直接持込乳母車
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品エアコン（室内機・室外機）え
生えていた場所に鋤きこむなどもやせるごみ枝
リサイクル店での引き取りも検討直接持込エレクトーン

もやせるごみ鉛筆
販売店や専門業者へ取扱できませんオイル（潤滑油）お
使い切って中身を除くもやせないごみオイル缶（金属製）

直接持込応接ソファー
直接持込応接テーブル
もやせないごみお菓子の缶

できれば土に還して土地を肥やすもやせるごみ落葉
直接持込お風呂のふた

指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみお風呂のマット
糞はトイレにもやせるごみおむつ（紙・布おむつ・ペット用）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみおもちゃ（プラスチック製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみおもちゃ（木製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみおもちゃ（金属混合物）
リサイクル店での引き取りも検討直接持込オルガン
フックなどの金属はもやせないごみへ直接持込カーテンか
ハサミで切って使用不能にするもやせるごみカード類（紙・プラスチック製）

直接持込カーペット（じゅうたん）
もやせるごみカーボン紙

できればコンポストなどで土に還すもやせるごみ貝殻
もやせるごみカイロ（使い捨て）

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ鏡
リサイクル店での引き取りも検討直接持込家具類（たんす・棚）
できれば骨だけにしておくもやせないごみ傘

もやせないごみ加湿器
汚れているものはもやせるごみ紙（雑誌・本・紙箱）菓子箱（紙製）

もやせるごみ菓子袋（紙製）
中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装菓子袋（プラスチック製）

直接持込ガスコンロ
直接持込ガス湯沸し器

品 目 別 分 類 表
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注 意 事 項分 類品 名
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみカセットコンロか

もやせるごみカセットテープ
使い切ってガスもぬくもやせないごみカセットボンベ
販売店や専門業者へ取扱できませんガソリン
紙以外の素材を除く紙（雑誌・本・紙箱）カタログ

もやせるごみカッターシャツ
危険のないようにもやせないごみカッターナイフ
中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装カップ麺の容器・フタ（プラスチック製）

もやせるごみカップ麺の容器・フタ（紙製）
取り外せる金属はもやせないごみへもやせるごみかばん（革・布・ビニール製）
糞はトイレにもやせるごみ紙おむつ
重要情報等は細かく裁断してもやせるごみ紙くず

もやせるごみ紙コップ
直接持込の場合リサイクルできますもやせるごみ紙シュレッダー

もやせるごみ紙ねんど
洗って広げて乾かし、束ねる紙（紙パック）紙パック（牛乳など）

もやせるごみ紙パック（内面アルミ加工）
危険のないように紙などで包むもやせないごみかみそり
砕いて鉢の底敷きに再使用などももやせないごみカメ（陶器製）
データを消してもやせないごみカメラ
専門業者へ取扱できません火薬

直接持込カラオケセット
引き取りしている販売店も利用するもやせないごみガラスの割れ物（少量）
無色透明、茶色、その他色の３種分別をするあきびんガラス瓶（耐熱ガラスを除く）

もやせるごみ革手袋
販売店や専門業者へ取扱できません瓦

直接持込換気扇
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品乾燥機（衣類）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ乾燥機（食器・ふとん）
水分にふれないようにしておくもやせるごみ乾燥剤
できれば土に還して土地を肥やすもやせるごみ木の枝（少量）き
できれば木質リサイクル業者を利用する直接持込木（長さ1.5m直径5㎝未満）
木質リサイクル業者を利用するなど取扱できません木（長さ1.5m直径5㎝以上）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみキーボード（楽器）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみギター類
できるだけリサイクルするもやせるごみ着物
洗って広げて乾かし、束ねる紙（紙パック）牛乳パック
リサイクル店での引き取りも検討直接持込鏡台
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ金庫（簡易型）
販売店や専門業者へ取扱できません金庫（耐熱型など）
直径１㎝以下、指定袋に入る長さもやせないごみ金属棒の切れ端
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ空気清浄機く
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみクーラーボックス
生えていた場所に鋤きこむなどもやせるごみ草
燃料は抜く直接持込草刈機

もやせないごみ草刈機の刃
錠剤は取り除くプラスチック容器包装薬の錠剤シート（「プラ」マーク有）

もやせるごみ薬の錠剤シート（「プラ」マーク無）
金属の無いものはもやせるごみもやせないごみ口紅

もやせるごみ靴
直接持込車椅子

バッテリーは外して専門業者へ直接持込車椅子（モーター付）
販売店や専門業者へ取扱できません車の部品

もやせるごみクレパス・クレヨン
もやせないごみグロー球
もやせるごみグローブ（革）

長さ50㎝以内に切ってもやせないごみ黒パイ
引き取りしている販売店も利用するもやせないごみ蛍光管け
販売店の引き取りも利用、データを消してもやせないごみ携帯電話

もやせるごみ毛糸
もやせないごみゲーム機

販売店や専門業者へ取扱できません劇物
もやせないごみ化粧品の容器（ガラス製）

フタを外して中身を除くプラスチック容器包装化粧品の容器（プラスチック製）
直接持込下駄箱

中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装ケチャップのチューブ容器
もやせないごみ血圧計（電子式）

透明の袋に入れて直接持込血圧計（水銀式）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ玄関マット（金属製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみ玄関マット（布製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみ玄関マット（プラスチック製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ健康器具
ひもで十字に縛る紙（新聞・広告）広告チラシ（新聞に挟んでいるもの）こ

もやせないごみ香水の容器（ガラス製）
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注 意 事 項分 類品 名
フタを外して中身を除くプラスチック容器包装香水の容器（プラスチック製）こ

もやせないごみコード
直接持込茣蓙（ござ）
直接持込火燵（こたつ）
直接持込米びつ
もやせるごみ米袋（紙）

中身を除くプラスチック容器包装米袋（ビニール）
リサイクル店での引き取りも検討もやせるごみゴルフボール

もやせないごみゴルフクラブ
直接持込ゴルフセット（ゴルフバック）

専門業者へ取扱できませんコンクリート片
もやせないごみコンパクト（鏡付）
直接持込サーフボードさ
直接持込座椅子
もやせるごみ酒パック
直接持込座卓

ビニール紙は除いてもやせるごみへ紙（雑誌・本・紙箱）雑誌（週刊誌・漫画など）
もやせるごみ殺鼠剤（ねずみ駆除用）

使い切ってガスもぬくもやせないごみ殺虫剤（スプレー缶）
直接持込座布団
もやせないごみ皿（金属製・ガラス製・陶磁器製）
もやせるごみ皿（樹脂・プラスチック製）
もやせるごみサンダル

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ三輪車（子供用）
もやせるごみＣＤ（コンパクトディスク・ケース）し
もやせないごみ磁石
もやせるごみ下着（ストッキング・靴下含む）
直接持込室内ブランコ（幼児用）
直接持込自転車

リサイクルシステムに則って処理する自動車リサイクル対象品自動車
燃料はぬく直接持込芝刈機

もやせないごみジャー（魔法瓶）
もやせるごみ写真ネガ
直接持込じゅうたん（カーペット）

金属製はもやせないごみへもやせるごみ朱肉
販売店や専門業者へ取扱できません潤滑油
販売店や専門業者へ取扱できません消火器

直接持込障子
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ照明器具

直接持込食卓テーブル
半分に切ると中を洗えますプラスチック容器包装食品チューブ（プラスチック製）
新聞紙などにしみ込ませてもやせるごみ食用油
中身を除いて水洗いするあきかん食用油の容器（金属缶）
中身を除いて水洗いするあきびん食用油の容器（ガラスビン）
中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装食用油の容器（プラスチック製）

もやせるごみ除臭剤
もやせないごみ除湿機
もやせるごみ除湿剤
もやせないごみ食器（陶器製）
もやせるごみ食器（樹脂・プラスチック製）

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ食器乾燥機
直接持込食器洗浄器

ガラスなどは外しておく直接持込食器棚
水分にふれないようにしておくもやせるごみシリカゲル（乾燥剤）
指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみ人工芝
販売店や専門業者へ取扱できませんシンナー
ひもで十字に縛る紙（新聞・広告）新聞
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ水槽す
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ炊飯器
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみスーツケース

直接持込スキー板
もやせないごみ硯（すずり）
直接持込すだれ
直接持込ステレオ
直接持込スチール家具
直接持込スチール棚
直接持込スチールロッカー

専門業者へ取扱できません砂
使い切ってガスもぬくもやせないごみスプレー缶

もやせるごみ炭
もやせるごみスリッパ

使い切ってガスもぬくもやせないごみ整髪料容器せ
もやせるごみ生理用ナプキン
もやせるごみセーター
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注 意 事 項分 類品 名
燃料を抜く直接持込石油ストーブせ
販売店や専門業者へ取扱できませんセニアカー
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品洗濯機

直接持込扇風機
もやせないごみ洗面器(金属製）
もやせるごみ洗面器(プラスチック製）
もやせないごみ双眼鏡そ
もやせるごみ造花
直接持込掃除機

販売店や専門業者へ取扱できませんソーラー発電パネル
もやせないごみソケット
直接持込ソファー
もやせないごみ体温計（電子式）た

透明の袋に入れて直接持込体温計（水銀式）
直接持込台車
もやせないごみ耐熱食器（ガラス製）

販売店や専門業者へ取扱できませんタイヤ（自動車）
もやせるごみタイヤ（自転車）

販売店などの引き取りも利用する直接持込太陽熱温水パネル
販売店などの引き取りも利用する直接持込太陽熱温水マクラ

もやせるごみダウンジャケット
できればコンポストなどで土に還すもやせるごみ竹串

直接持込畳
直接持込棚

完全に消火するもやせるごみタバコの吸殻
できればコンポストなどで土に還すもやせるごみ卵の殻

もやせるごみ卵のケース（紙製）
プラスチック容器包装卵のケース（プラスチック製）

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみたる（木製）
直接持込箪笥（たんす）

折りたたんで束ね、ひもでしばる紙（ダンボール）ダンボール箱
直接持込チェーンソウち
直接持込チャイルドシート
もやせないごみ茶碗（陶器類）
もやせるごみ茶碗（樹脂・プラスチック製）

専用キャップで保護して医療機関へ取扱できません注射器
専用キャップで保護して医療機関へ取扱できません注射針

直接持込机（木製）つ
直接持込机（金属製）
もやせないごみ釣り竿（樹脂・プラスチック製）

紙などに包んでくださいもやせないごみ釣り針
ビニールは取りプラスチック容器包装へ紙（雑誌・本・紙箱）ティッシュの箱て

もやせるごみ手袋
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）

もやせるごみＤＶＤ（ディスク・ケース）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみＤＶＤレコーダー・プレーヤー

もやせないごみ電気アンカ
メーカー・販売店での引き取りも利用直接持込電気温水器

直接持込電気カーペット（電気じゅうたん）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ電気ストーブ

直接持込電気毛布
直接持込電子レンジ
もやせないごみ電卓
直接持込電池（アルカリ・マンガン）

回収箱のある販売店へ取扱できません電池（ニッカド・ボタン・リチウム）
専用キャップで保護して医療機関へ取扱できません点滴用パック

直接持込テント
もやせないごみ電話機

ＮＴＴ電話帳新旧交換訪問も利用紙（雑誌・本・紙箱）電話帳
糞はトイレにもやせるごみトイレシート（ペット用）と

もやせないごみ陶磁器類
中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装豆腐パック
使い切って中身を除くもやせないごみ灯油缶（金属製・ポリ製）
販売店等で引き取ってもらう取扱できません灯油

もやせないごみトースター
販売店や専門業者へ取扱できません毒物の容器

もやせないごみ時計
専門業者へ取扱できません土砂
家屋廃材は専門業者へ直接持込トタンの切れ端
砕いて鉢の底敷きに再使用などもやせないごみ土鍋

直接持込扉（金属製・木製）
もやせないごみドライヤー
直接持込ドラム缶

使い切って中身をぬくもやせないごみ塗料缶



10

注 意 事 項分 類品 名
量販店等の回収も利用してくださいプラスチック容器包装トレイ（発泡スチロール製）と
新聞でくるむなど、危険のないようにもやせないごみナイフな

もやせるごみ長靴（雨靴）
直接持込流し台
もやせないごみ鍋（金属製）

コンポストで土に還す方法もありますもやせるごみ生ごみ
家屋廃材や農業用は取り扱いません直接持込波板（切れ端など）

もやせるごみ荷造り用ひもに
もやせるごみ人形

指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみぬいぐるみぬ
紙などに包んでくださいもやせないごみ縫い針
ぞうきん等にもリサイクルしてくださいもやせるごみ布類

直接持込ねこ車（一輪車）ね
プラスチック容器包装ネット（商品を包んでいたもの）

専門業者へ取扱できません粘土（土・泥）
販売店や専門業者へ取扱できません農業用ビニールの
販売店や専門業者へ取扱できません農薬の容器
製造・販売メーカーに回収の申込をする資源有効利用促進法対象品ノートパソコン

もやせないごみ鋸（のこぎり）
無色透明とその他の色の分別に注意あきびん海苔のガラスビン
データを消してもやせないごみハードディスクドライブ（外付け）は
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみハードディスクレコーダー
完全に消火するもやせるごみ灰（吸殻など）
リサイクルシステムに則って処理する二輪車リサイクル対象品バイク
販売店や専門業者へ取扱できませんバイク部品
長さ50㎝以内に切ってもやせないごみパイプ

直接持込パイプ椅子
もやせるごみバインダー（紙製・プラスチック製）
もやせないごみバケツ（金属製）

指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみバケツ（プラスチック製）
もやせないごみ白熱球
もやせないごみハサミ

製造・販売メーカーに回収の申込をする資源有効利用促進法対象品パソコン（本体）
製造・販売メーカーに回収の申込をする資源有効利用促進法対象品パソコン（ディスプレイ）
販売店や専門業者へ取扱できませんバッテリー

もやせないごみバット（木製・金属製）
もやせるごみ発泡スチロール製緩衝材

使用済みであることもやせるごみ花火
もやせるごみ歯ブラシ

半分に切ると中を洗えますプラスチック容器包装歯磨きチューブ（プラスチック製）
もやせないごみ針金

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみハロゲンヒーター
プラスチック製や木製はもやせるごみもやせないごみハンガー（金属製）
ひもで十字に縛る紙（雑誌・本・紙箱）パンフレット
リサイクル店での引き取りも検討直接持込ピアノひ
大量にある場合は直接持込もやせるごみビデオテープ
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみビデオデッキ

直接持込雛壇セット
販売店や専門業者へ取扱できませんビニールハウス
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ火鉢

もやせるごみＰＰバンド
もやせるごみ肥料の紙袋

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみファックスふ
燃料を抜く直接持込ファンヒーター

直接持込ふすま
直接持込布団（ふとん）
もやせないごみフライパン
直接持込ぶら下り健康器

汚れを落とし、きれいにしてプラスチック容器包装プラスチック製容器包装（プラマーク付）
金属がついてるものは、もやせないごみもやせるごみプラスチック製品（プラマークなし）
指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみプランター（プラスチック製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみプリンター（小型）
中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装プリンのプラスチック容器
長さ50㎝×直径20㎝に巻いて縛るもやせないごみブルーシート

直接持込風呂のフタ
専門業者へ取扱できませんブロック・コンクリート片

もやせないごみフロッピーディスク
直接持込ベット枠(板やパイプ部分）へ

自家処理又は専門業者も検討直接持込ペットの死骸（小型）
自家処理又は専門業者へ取扱できませんペットの死骸（大型）
できるだけ自家処理する直接持込ペットのトイレ用砂
糞は除いてトイレで処理をもやせるごみ〃 （可燃表示のあるもの）
自宅のトイレで処理する取扱できませんペットのふん
キャップ・ラベルを取り洗うペットボトルペットボトル
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注 意 事 項分 類品 名
プラスチック容器包装ペットボトルのふた（プラスチック製）へ

ペットボトルをつぶすと取りやすいプラスチック容器包装ペットボトルのラベル
直接持込ベニヤ板の切れ端
直接持込ベビーバス（プラスチック製）
もやせないごみヘルメット

汚れを落とし、きれいにして直接持込便器（簡易型など）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみ便座

もやせるごみ弁当箱（プラスチック製）
もやせないごみ弁当箱（金属製）

中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装弁当の容器（プラマーク付）
もやせるごみ弁当の容器（使い捨て紙製）

大型のものは取扱できません直接持込ボイラーほ
燃料を抜く直接持込ボイラーのタンク
新聞紙でくるむなど、危険のないようにもやせないごみ包丁

もやせないごみボウル（調理器具）
長さ50㎝以下に切ってもやせるごみホース（ゴム・プラスチック製）
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみホースリール（ホースは外す）

もやせるごみボール（野球やサッカーのボールなど）
金属製はもやせないごみへもやせるごみボールペン

もやせないごみホーロー鍋
もやせないごみホッチキス
直接持込ホットカーペット（電気製品）

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみホットプレート
もやせないごみポット

指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみポリタンク
もやせるごみ保冷剤
直接持込本棚

大型のものは取扱できません直接持込ポンプ（金属製）
もやせるごみマージャンパイま
もやせるごみ枕

リサイクル店での引き取りも検討直接持込マッサージ器
使用済みであることもやせるごみマッチ
指定袋に入らないものは直接持込もやせるごみマット（１㎡以下）

直接持込マットレス（スプリング無）
直接持込マットレス（スプリング有）
もやせるごみまな板
もやせないごみ魔法瓶

中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装マヨネーズのチューブ容器
直接持込丸椅子

販売店や専門業者へ取扱できませんマルチ（農業用マルチシート）
もやせないごみミキサーみ
直接持込ミシン
もやせないごみミルク缶
もやせないごみ虫ピンむ
もやせないごみ眼鏡め
直接持込毛布も

おもちゃのモーターはもやせないごみ直接持込モーター
直接持込餅つき機
直接持込物干し竿

専門業者へ取扱できません物干し台（セメント台）
もやせないごみやかんや

販売店や専門業者へ取扱できません薬品類（劇物・毒物）
メーカー・販売店での引き取りも利用直接持込湯沸し器ゆ
メーカー・販売店での引き取りも利用直接持込浴槽よ
使い切って出してくださいもやせないごみライターら
金属のついているものはもやせないごみもやせるごみラケット（卓球・テニスなど）

もやせないごみラジカセ
汚れを落としてプラスチック容器包装ラップ（商品を包んでいたもの）
取り外せる金属はもやせないごみへもやせるごみランドセル
取り外せる金属はもやせないごみへもやせるごみリュックサックり

直接持込ルームランナー（健康器具）る
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品冷蔵庫れ
リサイクルシステムに則って処理する家電リサイクル法対象品冷凍庫

もやせるごみレコード盤
中身を除いてプラスチック容器包装レジ袋
中身を除いて水洗いするプラスチック容器包装レトルトパック
専門業者へ取扱できませんレンガ

もやせるごみローソクろ
長さ１ｍ以下に切ってもやせるごみロープ

もやせないごみローラースケート
指定袋に入らないものは直接持込もやせないごみワープロわ

もやせるごみワイシャツ
もやせるごみ輪ゴム

フタを外して中身を除くあきびんワンカップの酒ビン






