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広報まつまえ別冊 保存版

　この辞典は、日常生活で発生する様々な不要物（廃棄物）の中で、
分別の判断に迷った時にご利用いただくものです。
　辞典に掲載していないものも数多くありますので、ご不明な点
はお問い合わせください。
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
あアイスキャンディーの棒 燃やせる

アイスクリームのカップ・ふた 燃やせる
アイスピック 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
アイロン 燃えない
アイロン台 燃えない粗大
アクセサリー（金属類） 燃えない 指輪・ブレスレット・ネックレスなど
アクセサリー（プラスチック類） 燃やせる
アクリル板 燃やせる
アコーディオンカーテン 燃えない粗大
アダプター（電源用） 燃えない
厚紙 紙
圧力鍋 燃えない
油（食用油・廃食油） 燃やせる 紙や布にしみ込ませるか凝固剤で固めて
油こし紙 燃やせる
油こし容器 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」
油差し 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」
網（焼肉用など） 燃えない
編み機 燃えない粗大
網戸 燃えない粗大
飴の個包装、外袋（プラスチック製） プラスチック
アルバム 燃やせる 金属部分は「燃えないごみ」
アルミ缶・ボトル（飲料・食用品） カン 中をすすいで、ふたは「燃えないごみ」
アルミ箔鍋（鍋焼きうどんなど） 燃えない
アルミホイル（アルミ箔） 燃えない
アルミホイルの箱・芯 紙 箱から金属製の刃を外して　芯はつぶして
アルミホイルの箱の外の刃（金属製） 燃えない 厚紙などでつつんで
安全カミソリ 燃えない 厚紙に包んで
アンテナ 燃えない粗大
アンプ 燃えない粗大

い生け花用吸水性スポンジ 燃やせる
衣装ケース（プラスチック製） 燃える粗大 中に他のごみは入れないで　紙製は解体して紙
移植ゴテ（小型シャベル） 燃えない
イス（木製） 燃える粗大
イス（鉄製、スプリング入り） 燃えない粗大
板・木の切れ端 燃える粗大 太さ５cm 長さ１ｍ以下に
イチゴのパック プラスチック
一輪車 燃えない粗大
一升びん ビン・ペットボトル 中をすすいで
一升びんのふた（金属製） 燃えない
一升びんのふた（プラスチック製） プラスチック
一斗缶 燃えない粗大 中を使い切って
糸 燃やせる
衣服 燃やせる
医薬品（処方されたもの） 燃やせる
イヤホン 燃えない
入れ歯 燃えない
印鑑（プラスチック製・木製） 燃やせる プラスチック製・木製以外は「燃えないごみ」
インクカートリッジ（パソコン） 燃やせる
インクリボン（ワープロ） 燃やせる
インスタントコーヒーのびん ビン・ペットボトル 中を洗って
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
いインスタントコーヒーのびんのふた プラスチック

インスタント食品のアルミ容器 燃えない
インスタント食品の外包装フィルム プラスチック
インスタント食品の調味料の袋 プラスチック 中をきれいにして、汚れが取れなければ「燃やせるごみ」
インターホン 燃えない

うウィスキーのびん ビン・ペットボトル 中をすすいで
ウィンドブレーカー 燃やせる
植木の葉 燃やせる
植木の枝 燃える粗大 太さ５cm 長さ１００cm 以下に
植木鉢（プラスチック製） 燃やせる
植木鉢（プラスチック製以外） 燃えない
ウエストポーチ 燃やせる
浮き輪 燃やせる 空気を抜いて　袋に入らないものは「燃える粗大」
うちわ 燃やせる
ウッドカーペット 燃える粗大
ウッドクラフト 燃やせる
腕時計 燃えない
乳母車（ベビーカー） 燃えない粗大
上敷き（ござ含む） 燃やせる

え栄養ドリンクのびん ビン・ペットボトル 中をすすいで
枝・庭木 燃える粗大 太さ５cm 長さ１００cm 以下に
絵の具のチューブ（プラスチック製） 燃やせる 汚れを落としたものは「プラスチック」
絵の具のチューブ（金属製） 燃えない
エプロン 燃やせる
ＭＯ（ケースを含む） 燃やせる
ＭＯドライブ 燃えない
ＭＤ（ケースを含む） 燃やせる
ＭＤレコーダー 燃えない
ＬＥＤ製品 燃えない
レーザーディスク（ＬＤ） 燃やせる
絵本 古紙 できるだけ集団資源回収に
エレキギター 燃えない粗大
エレクトーン 燃えない粗大
延長コード 燃えない
園芸用袋（肥料・土など） 燃やせる
煙突 燃えない粗大
鉛筆 燃やせる
鉛筆削り 燃えない 手動・電動とわず「燃えないごみ」
塩ビ管の継ぎ手 燃えない

おオイル缶 燃えない 中を使い切って
オイルヒーター 燃えない粗大
オーブントースター 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
オーブンレンジ 燃えない粗大
置き時計 燃えない
おけ（金属製） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
おけ（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
おしぼり 燃やせる
おしぼりの袋 プラスチック
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
おおしゃぶり 燃やせる

落ち葉 燃やせる
斧 燃えない粗大
帯 燃やせる
汚物入れ（プラスチック製） 燃やせる 金属部分は「燃えないごみ」
おぼん 燃やせる 金属部分は「燃えないごみ」
おまる 燃える粗大 プラスチック製以外は「燃えない粗大」
おむつカバー 燃やせる
おもちゃ（電気・電池で動くもの） 燃えない
おもちゃ（木製・布製・プラスチック製） 燃やせる
おもちゃ（木製・布製・プラスチック製以外） 燃えない
折り込み広告（チラシ） 古紙 できるだけ集団資源回収に
オルガン 燃えない粗大
おろし金 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」
温水洗浄器付便座 燃えない粗大
温度計 燃えない
お茶葉の缶 燃えない

かカーコンポ 燃えない粗大
ガーゼ 燃やせる
カーテン 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
カーテンレール（金属製） 燃えない粗大
カーテンレール（プラスチック製） 燃える粗大
ガーデンパラソル（木製） 燃える粗大
ガーデンパラソル（金属製） 燃えない粗大
ガーデンフェンス（木製） 燃える粗大
ガーデンフェンス（金属製） 燃えない粗大
ガーデンライト 燃えない粗大
カード類 燃やせる キャッシュカード・クレジットカードなど
カーナビ 燃えない
カーペット 燃える粗大
カーペットローラー（コロコロ） 燃えない
カーボン紙 燃やせる
貝殻 燃やせる
懐中電灯 燃えない
買物かご（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
買物かご（木製・プラスチック製以外） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
カイロ（使い捨て） 燃やせる
カイロ（充電式・オイル式） 燃えない
カイロの外袋 プラスチック
鏡 燃えない 厚紙に包んで・袋に入らないものは「燃えない粗大」
かき氷器 燃えない
鍵・錠前 燃えない
額縁（木製・プラスチック製） 燃やせる
額縁（木製・プラスチック製以外） 燃えない
掛け時計 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
かご（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らない大きいものは「燃える粗大」
かご（木製・プラスチック製以外） 燃えない 袋に入らない大きいものは「燃えない粗大」
傘 燃えない
傘立て 燃える粗大 木製・プラスチック製以外は「燃えない粗大」
加湿器 燃えない粗大
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
か菓子などの缶（金属製） 燃えない

菓子などの空箱（紙製） 紙
菓子・素麺などの空箱（木製） 燃やせる
菓子などの個包装（紙製） 燃やせる
菓子などの個包装（プラスチック製） プラスチック
菓子箱の中仕切り（紙製） 紙
菓子箱の中仕切り（プラスチック製） プラスチック
菓子などの袋（アルミ蒸着） プラスチック スナック菓子など
菓子などの袋（プラスチック製） プラスチック
ガスこんろ 燃えない粗大
ガス台 燃えない粗大
カセットこんろ 燃えない
カセット式ガスボンベ 燃えない 使いきって 穴をあけてガスを出す
カセット式ガスボンベのふた プラスチック
カセットテープ（ケースを含む） 燃やせる
カセットデッキ 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ガソリン携行缶 燃えない 中身を空にして
カタログ 古紙 できるだけ集団資源回収に
カッターナイフ 燃えない 厚紙などに包んで
カット綿 燃やせる
カッパ（化繊のもの・ゴム・ビニール製） 燃やせる
カップボード 燃える粗大
カップめんなどの外包装フィルム プラスチック
カップめんなどの具、スープの袋 燃やせる 汚れを落としたものは「プラスチック」
カップめんなどのふた・容器（紙製） 紙 すすいでも汚れが残るものは「燃やせるゴミ」
カップめんなどのふた・容器（プラスチック製） プラスチック すすいでも汚れが残るものは「燃やせるゴミ」
かつら（ウィッグ） 燃やせる
家庭用シュレッダー 燃えない粗大
かばん（布製・皮製・合皮製など） 燃やせる 金属製は「燃えないゴミ」
画板（木製・プラ製） 燃やせる
画板（木製・プラ製以外） 燃えない
画びょう 燃えない 厚紙などに包んで
花瓶 燃えない
壁紙 燃やせる
鎌 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
紙おむつ 燃やせる 汚物はトイレに流して
紙くず（汚れたもの） 燃やせる
紙コップ・紙皿 燃やせる
カミソリ 燃えない 厚紙などに包んで
紙粘土 燃やせる 粘土は「燃えないごみ」
紙パック（牛乳パック・酒パックなど） 紙 ひもなどで束ねて できるだけ集団資源回収などに
紙パック（内側が銀色のもの） 燃やせる
紙パックの注ぎ口（プラスチック製） プラスチック
紙袋 紙
ガムテープ 燃やせる
カメラ 燃えない 役場の窓口での無料回収もできます
カメラのケース（ソフトケース） 燃やせる
画用紙（絵を描いたものなどを含む） 紙
カラーボックス（木製） 燃える粗大
カラオケテープ 燃やせる
からしのチューブ 燃やせる
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
かガラス類 燃えない 厚紙などに包んで

ガラスクリーナー 燃えない 使いきって 穴をあける
軽石 燃えない
枯れ葉 燃やせる
カレンダー 紙 留め金を外して（日めくり暦は「燃やせるごみ」に）
皮むき器 燃えない
缶（飲料用） カン 中を軽くすすいで
換気扇 燃えない粗大
缶切り 燃えない
緩衝材・梱包材（プラスチック製・プチプチなど） プラスチック 発泡スチロール製は「燃やせるごみ」
乾燥剤 燃やせる
缶詰の缶 燃えない
乾電池（筒型） 乾電池回収袋 ボタン電池は セロハンテープなどでくるんで
感熱紙 燃やせる

きキーボード（楽器） 燃えない粗大
キーボード（パソコン用） 燃えない粗大
ギター 燃えない粗大
キッチンタオル・キッチンペーパー 燃やせる
木、板の切れ端 燃える粗大 太さ５cm 長さ１００cm 以下に
着物類 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
脚立 燃えない粗大
キャッシュカード 燃やせる はさみを入れ、外から見えないよう紙などに包んで
キャップ（金属製） 燃えない
キャップ（プラスチック製） プラスチック
キャラメルの紙箱 紙
キャラメルの外包装フィルム プラスチック
キャリーバッグ 燃える粗大 金属製は「燃えない粗大」
キャンプ用テーブル（折りたたみ） 燃えない粗大
キャンプ用イス（折りたたみ） 燃えない粗大
給湯器 燃えない粗大 電気温水器を除く
牛乳パック 紙 ひもで束ねて　できるだけ集団資源回収に
牛乳びん ビン・ペットボトル 中をすすいで
教科書 古紙 できるだけ集団資源回収に

く空気入れ 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」に
空気清浄機 燃えない粗大
空気清浄機のフィルター 燃やせる
クーラーボックス 燃える粗大 アルミのクーラーボックスは「燃えない粗大」
くぎ 燃えない 厚紙に包んで
草刈した草 燃やせる 乾燥させてから出す（事業系で草刈した草を除く）
草刈機 燃えない粗大 エンジン付は販売店へ
櫛（くし） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」に
串（竹・木製） 燃やせる 袋がやぶれないように工夫を
くずかご（プラスチック製） 燃える粗大
薬（錠剤・カプセルなど） 燃やせる
薬のチューブ（金属製） 燃えない 中身を使い切って
薬のチューブ（プラスチック製） プラスチック 中身を使い切って
薬のびん（ガラス製） ビン・ペットボトル 金属製のふたは「燃えないごみ」
薬のびん（プラスチック製） プラスチック プラスチック製のふたは「プラスチック」
薬のプラスチック容器 プラスチック
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
く薬の袋（紙製） 紙

薬（錠剤・カプセル）の包装シート プラスチック
果物かご（果物が入って販売） 燃やせる
果物の網・ネット 燃やせる プラスチック製・発泡スチロール製等
果物の缶詰 燃えない
果物のパック プラスチック
口紅の容器（金属製） 燃えない
口紅の容器（プラスチック製） 燃やせる 中をきれい洗ったものは「プラスチック」
靴（革・布・ビニール・合皮） 燃やせる
靴の梱包紙箱 紙
靴の中敷き 燃やせる
靴下 燃やせる
靴べら 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
クッキングヒーター 燃えない粗大
クッキーの缶 燃えない
クッション 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
クッションフロア 燃える粗大 丸めてひもなどでしばって （事業系を除く）
グラス 燃えない 厚紙に包んで
クリアファイル 燃やせる
クリップ 燃えない
クリーニングの袋 燃やせる
車いす 燃えない粗大
クレジットカード 燃やせる はさみを入れ、外から見えないよう紙などに包んで
クレヨン 燃やせる
グロー球（点灯管） 燃えない
グローブ（野球用など） 燃やせる
くわ 燃えない粗大
軍手 燃やせる

け蛍光管 燃えない 厚紙に包んで
蛍光ペン 燃やせる
携帯電話 燃えない 役場の窓口での無料回収もできます
毛糸 燃やせる
軽量カップ（ガラス・金属製） 燃えない
軽量カップ（プラスチック製） 燃やせる
ケーブル 燃えない
ゲーム機（本体） 燃えない
ゲームソフト 燃やせる
消しゴム 燃やせる
化粧品携帯ポーチ 燃やせる
化粧品のびん（試供品を含む） ビン・ペットボトル 汚れが落ちないものは「燃えないごみ」
化粧品のびんのふた（プラスチック製） プラスチック
化粧品の容器（プラスチック製） 燃やせる
げた箱 燃える粗大
ケチャップの外袋 プラスチック
ケチャップの容器・チューブ 燃やせる 汚れを落としたものは「プラスチック」
血圧計 燃えない
毛抜き 燃えない
玄関マット（金属製） 燃えない粗大
玄関マット（布・ゴム・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
結束ひも 燃やせる 50cm 以下にして
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
け剣山 燃えない 厚紙などで包み、袋がやぶれないよう工夫を

鍵盤ハーモニカ 燃やせる

こ碁石 燃えない
碁盤 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
工具箱（金属製） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
工具箱（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
工具類 燃えない スパナ・ドライバー・ペンチなど
紅茶の外箱の包装フィルム プラスチック
紅茶の缶 燃えない
紅茶のティーバッグ 燃やせる
紅茶（ティーバッグ型）の外パック プラスチック
紅茶（ティーバッグ型）のパックの台紙 紙
コーキングガン 燃えない
ゴーグル 燃やせる
コート 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
コート掛け 燃えない粗大
コードリール 燃えない粗大
コーヒーがら・フィルター 燃やせる
コーヒーのびん ビン・ペットボトル 中を洗って　汚れているものは「燃えない粗大」
コーヒーのびんのふた プラスチック プラスチック製以外は「燃えないごみ」
コーヒーメーカー 燃えない
ござ 燃える粗大
こたつ・こたつ板 燃えない粗大 こたつ板（木製）は「燃える粗大」
コップ（ガラス製・金属製） 燃えない 割れ物は厚紙などに包んで
コップ（プラスチック製） 燃やせる
コップ洗い（ブラシ） 燃やせる
コップ型のびん（日本酒などの） ビン・ペットボトル
子供用自転車 燃えない粗大
粉ミルクの缶 燃えない
ごみ箱（金属製） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ごみ箱（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
小麦粘土 燃やせる 粘土は「燃えないごみ」
ゴム手袋・ゴム長靴 燃やせる
ゴムホース 燃える粗大
ゴムボート（浮輪的な遊戯具） 燃やせる 空気を抜いて
ゴムボート（底板付きのもの） 燃える粗大 空気を抜いて
米袋（ビニール製） 燃やせる
米びつ（ハイザー） 燃えない粗大
コルク栓 燃やせる
コルク抜き 燃えない 厚紙などで包んで
ゴルフシューズ 燃やせる
ゴルフ用具一式 燃えない粗大
コンタクトレンズ 燃やせる
コンタクトレンズケース 燃やせる
コンテナボックス（プラスチック製） 燃える粗大
コンパクトフラッシュなどの記憶媒体 燃やせる
コンパス 燃えない 厚紙などで包んで
コンパネ（ベニヤ板） 燃える粗大
コンビニ弁当などの容器 プラスチック 中をきれいにして　汚れが取れなければ「もやせるごみ」
梱包ひも（テープ） 燃やせる 50cm 以下にして

【
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
こコンポ 燃えない粗大

コンポスト容器 燃える粗大

さサーキュレーター 燃えない粗大
サイクリングマシーン（エアロバイク） 燃えない粗大
座いす 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
在宅医療関係廃棄物 燃やせる 「注射針」は収集できません（かかりつけの病院へ）
サイドボード 燃える粗大 ガラス戸は「燃えない粗大」
財布 燃やせる
サインペン 燃やせる
作業服 燃やせる
作業用具類 燃えない粗大 くわ・スコップ・つるはし・アメリカンレーキなど
作業用シート 燃える粗大
作業用台車（ねこ車） 燃えない粗大
酒パック（内側が銀色のもの） 燃やせる
酒パックの口のふた（プラスチック製） プラスチック
酒類のびん ビン・ペットボトル 中を軽くすすいで
酒類のペットボトル ビン・ペットボトル 中を軽くすすいで
座卓 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
雑誌 古紙 できるだけ集団資源回収に
座布団 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
サラダ油の缶 燃えない
ざる（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
ざる（木製・プラスチック製以外） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
三角コーナー（金属製） 燃えない
三角コーナー（プラスチック製） 燃やせる
三角コーン 燃やせる
三脚 燃えない粗大
サングラス（プラスチック製） 燃やせる
サングラス（プラスチック製以外） 燃えない
サンダル 燃やせる
三輪車（子供用遊具） 燃えない粗大

しシーツ・ボアシーツ 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
シート 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
ＣＤ・ＣＤ－Ｒ（ケースを含む） 燃やせる
ＣＤケース（中に太い針金） 燃えない粗大
ＣＤラジカセ 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ジーパン 燃やせる
シェーバー 燃えない
ジェットヒーター 燃えない粗大
下着類 燃やせる
したじき（文房具） 燃やせる
しちりん 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
湿度計 燃えない
湿布 燃やせる
湿布の外袋（紙製） 燃やせる
湿布の表面に貼られた薄いフィルム プラスチック
辞典・辞書 古紙 できるだけ集団資源回収に
自転車 燃えない粗大
自転車のタイヤ・チューブ 燃やせる

【
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
し自転車の輪（リム）・チェーン 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」

自動車のワイパー 燃えない
竹刀 燃える粗大
シャープペンシル 燃やせる
シャープペンシルの芯のケース プラスチック
蛇口 燃えない
写真 燃やせる
写真のネガ 燃やせる
写真フィルムのケース プラスチック
ジャッキ（業務用は販売店へ） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ジャージ 燃やせる
シャツ（Ｙシャツ、カラーシャツ） 燃やせる
シャツ（デニム） 燃やせる
ジャムのびん ビン・ペットボトル 中を洗って　汚れが残るものは「燃えないごみ」
ジャムのびんのふた（金属製） 燃えない
シャンプーのボトル、詰替用外袋 プラスチック 中を洗って
ジャンパー 燃やせる
週刊誌 古紙 できるだけ集団資源回収に
ジューサー 燃えない
ジュースの紙パック 紙パック ひもで束ねて　できるだけ集団資源回収に
ジュースの缶 カン 中を軽くすすいで
ジュースのびん ビン・ペットボトル 中を軽くすすいで
ジュースのペットボトル ビン・ペットボトル 中を軽くすすいで
じゅうたん 燃える粗大 土のついたものは「燃えない粗大」
充電器（家庭用） 燃えない
充電式電池 乾電池回収袋
ジュラルミンケース 燃えない粗大
シュレッダー 燃えない 電動式は「燃えない粗大」
瞬間湯沸器 燃えない粗大
定規 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
将棋盤 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
障子 燃える粗大
浄水器 燃えない
樟脳（防虫剤） 燃やせる
照明器具 燃えない粗大 蛍光管がはずせない場合はガムテープでとめる
じょうろ（プラスチック製） 燃やせる プラスチック製以外は「燃えないごみ」
焼酎のびん ビン・ペットボトル 中を軽くすすいで
焼酎・醤油のペットボトル ビン・ペットボトル 中を洗って
食品トレイ プラスチック 洗っても汚れが残るものは「燃やせるごみ」
食品パックの表面フィルム プラスチック 洗っても汚れが残るものは「燃やせるごみ」
食用油 燃やせる 固めるか布や紙にしみこませて
食用油の缶 燃えない
食用油のびん 燃えない 汚れが取れれば「ビン・ペットボトル」
食用油のペットボトル 燃やせる 汚れが取れれば「ビン・ペットボトル」
食用油の容器（プラスチック製） 燃やせる
食用油の容器のふた（金属製） 燃えない
食用油の容器のふた（プラスチック製） プラスチック
除湿機 燃えない粗大
食器（ガラス製・陶磁器・金属製） 燃えない
食器（木製・プラスチック製） 燃やせる
食器洗い乾燥機・食器乾燥機 燃えない粗大

【
し
】



10

品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
し食器戸棚 燃える粗大 ガラス戸は「燃えない粗大」

シルバーカー 燃えない粗大
ジンギスカンのたれのびん 燃えない
新聞紙 古紙 できるだけ集団資源回収に

す水槽（ガラス製） 燃えない粗大 プラスチック製・アクリル製は「燃やせるごみ」
水中メガネ 燃やせる ガラス製は「燃えないごみ」
水筒 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」
炊飯器 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
スーツケース 燃えない粗大
スキーウェア 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
スキーキャリア（スキーハンガー） 燃えない粗大
スキー靴 燃えない粗大
スキーケース 燃える粗大
スキー用具一式（板、ストック） 燃えない粗大
スキャナー 燃えない粗大
スケート靴 燃えない粗大
スケートボード 燃えない粗大
スコップ（金属製） 燃えない粗大
スコップ（プラスチック製） 燃える粗大
すし桶（木製） 燃える粗大
すずり 燃えない
すだれ 燃える粗大
スタンド（照明器） 燃えない粗大
スタンプ台（プラスチック製） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
スチール缶（飲料用・食品用） カン 中をすすいで
スチール棚 燃えない粗大
ステップマシーン 燃えない粗大
ステレオセット 燃えない粗大
ストーブ（石油・電気・石炭・まきストーブ） 燃えない粗大 灯油・電池は抜いて
ストーブガード 燃えない粗大
ストーブ付属品（煙突など） 燃えない粗大
ストーマ袋 燃やせる 中身を空け、新聞紙などに包んで
ストッキング 燃やせる
ストッキングの外袋 プラスチック
ストッキングの台紙 紙
ストロー（紙製・プラスチック製） 燃やせる
ストローの袋（紙製） 紙
ストローの袋（プラスチック製） プラスチック
スニーカー 燃やせる
スノーダンプ 燃えない粗大
スノーブラシ 燃えない 木製・プラスチック製は「燃やせるごみ」
スノーヘルパー（プラスチック製） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
スノーボード 燃えない粗大
すのこ 燃える粗大
酢のびん ビン・ペットボトル 中を洗って
酢の容器（プラスチック製） プラスチック 中を洗って
スパイクシューズ 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
スパナ 燃えない
スピーカー 燃えない粗大
スプーン（金属製） 燃えない

【
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
すスプーン（木製・プラスチック製） 燃やせる

スプーンの外袋（プラスチック製） プラスチック
スプレー缶 燃えない 使い切って　穴を空けてガスを出す
スプレー缶のふた（プラスチック製） プラスチック
ズボン 燃やせる
ズボンプレッサー 燃えない粗大
スポンジ 燃やせる
炭 燃やせる 水に浸し　発火しないようにして
スライサー 燃えない
すりこぎ棒 燃やせる
スリッパ 燃やせる
すり鉢 燃えない

せ製氷皿 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
生理用品 燃やせる
セーター 燃やせる
背広 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
石炭 燃やせる 水に浸し　発火しないようにして
石炭ストーブ 燃えない粗大
石油ストーブ 燃えない粗大 タンクから石油を抜いて
石けん置き（プラスチック製） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
石けんの外箱（紙製） 紙
石けんの個袋（プラスチック製） プラスチック
ゼリーのパック プラスチック 中をきれいにして
ゼリー容器・ふた（プラスチック製） プラスチック 中をきれいにして
ゼリー容器のふた（アルミ製） 燃やせる
セロハンテープ 燃やせる
セロハンテープ台 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
セロハンテープの芯 紙
線香の外箱（紙製） 紙
洗剤の軽量カップ・スプーン（プラスチック製） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
洗剤の容器・ふた（紙製） 紙
洗剤の容器・ふた（プラスチック製） プラスチック 中を洗って
洗剤の詰め替え用外袋 プラスチック
洗車ブラシ 燃やせる プラスチック製以外は「燃えないごみ」
洗濯かご 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
洗濯機棚（ステンレス製） 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
洗濯ネット 燃やせる
洗濯ばさみ 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
剪定バサミ 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
栓抜き 燃えない
扇風機 燃えない粗大
洗面器（プラスチック製） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
洗面化粧台 燃えない粗大

そ造花（針金入り） 燃えない 布製・プラスチック製は「燃やせるごみ」
双眼鏡 燃えない
ぞうきん 燃やせる
掃除機 燃えない粗大
掃除用ほうき 燃やせる
ソースの容器 燃やせる

【
す
〜
そ
】



12

品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
そソファー（スポンジ） 燃える粗大

ソファー（スプリング入り） 燃えない粗大
ソファーベッド 燃えない粗大
そり 燃える粗大

た体温計（電子） 燃えない
体温計（水銀） 乾電池回収袋
耐火金庫 燃えない粗大
体脂肪計 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
体重計 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
タイヤチェーン（金属製） 燃えない
タイヤチェーン（金属製以外） 燃やせる
ダイレクトメールの封筒 紙 封筒窓のビニールは取って
ダイレクトメールのチラシ 古紙 できるだけ集団資源回収に
タオル 燃やせる
タオルケット 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
竹ぼうき 燃える粗大
畳 燃える粗大 土のついたものは「燃えない粗大」
多段式プラスチックケース 燃える粗大
脱酸素材（菓子などに入ってるもの） 燃やせる
脱脂綿 燃やせる
脱臭剤（冷蔵庫・冷凍庫・室内用など） 燃やせる
棚（木製） 燃える粗大
タバコの外包装フィルム プラスチック
タバコの吸い殻 燃やせる 火を完全に消して
タバコの箱 燃やせる
タバコの箱の中の金・銀紙 燃やせる
卵のパック（プラスチック製） プラスチック
たらい（金属製） 燃えない粗大
たらい（木製・プラスチック製） 燃える粗大
たわし（金属製） 燃えない
たわし（金属製以外） 燃やせる
たんす 燃える粗大
タンスシート 燃やせる
ダンベル 燃えない
ダンボール ダンボール ひもで束ねて できるだけ集団資源回収に　※付着している発泡スチロールは取って

ちチェスト 燃える粗大 金属製は「燃えない粗大」
地球儀 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
チャイルドシート 燃えない粗大
茶殻 燃やせる
茶殻入れ 燃えない
茶こし 燃えない
茶だんす 燃える粗大
茶筒（金属製） 燃えない
茶筒（木製・プラスチック製） 燃やせる
茶の缶（茶葉が入って販売） 燃えない
茶の袋（紙製） 燃やせる
茶の袋（プラスチック製・アルミ蒸着を含む） プラスチック
中華鍋 燃えない
チューナー 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」

【
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
ちチューブ・カテーテル類 燃やせる

チューブ型容器 燃やせる
彫刻刀 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
調味料のびん ビン・ペットボトル 洗って　汚れが取れない場合は「燃えないごみ」
調味料の容器・チューブ（プラスチック製） プラスチック 洗って　汚れが取れない場合は「燃やせるごみ」
調理台 燃えない粗大 システムキッチンなど一体型のものを除く
チラシ 古紙 できるだけ集団資源回収などへ
ちり紙 燃やせる
ちりとり 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」

つついたて 燃える粗大 金属製は「燃えない粗大」
つえ（金属製） もえない
つえ（木製・プラスチック製） 燃やせる
机（木製） 燃える粗大 木製以外は「燃えない粗大」
つけ毛（ヘアーエクステンション） 燃やせる
漬け物用樽 燃える粗大
つっぱり棚・つっぱり棒（プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
つっぱり棚・つっぱり棒（金属製） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
詰替用の容器（シャンプー・リンスなど） プラスチック 中を洗って　汚れが残るものは「燃やせるごみ」
つめ切り 燃えない
釣り糸 燃やせる
つりざお（カーボン・グラスファイバー） 燃えない粗大
つりざお（竹・木製） 燃える粗大
つるはし 燃えない粗大

てＴシャツ 燃やせる
ティッシュペーパーの箱 紙 取り出し口のフィルムは取って
ティッシュ箱の外包装フィルム プラスチック
ＤＶＤ、ＤＶＤ－Ｒ（ケースを含む） 燃やせる
ＤＶＤプレイヤー 燃えない
テーブル（木製） 燃える粗大 金属を含むものは「燃えない粗大」
テーブルクロス 燃やせる
テープレコーダー 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
手おけ（木製・プラスチック製） 燃やせる 金属を含むものは「燃えないごみ」
手提げ金庫 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
デジタルカメラ 燃えない 役場窓口での無料回収もできます
鉄アレイ 燃えない
鉄パイプ・鉄柵類 燃えない粗大
鉄板 燃えない粗大
テニスボール 燃やせる
手袋（布・合成皮革製） 燃やせる
テレビゲーム機 燃えない
テレビ代（木製） 燃える粗大 金属を含むもの。ガラスが取れないものは「燃えない粗大」
テレホンカード 燃やせる
電気ストーブ 燃えない粗大
電気ひげそり 燃えない
電気毛布 燃えない粗大
電気カーペット 燃えない粗大
電気コード 燃えない
電球 燃えない 厚紙などで包んで
電子オルガン 燃えない粗大
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
て電子辞書 燃えない

電磁調理器 燃えない粗大
電子手帳 燃えない
電子ピアノ 燃えない粗大 ピアノは販売店に相談
電子レンジ 燃えない粗大
電子レンジ台 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
天体望遠鏡 燃えない粗大
電卓 燃えない
点滴バッグ 燃やせる
テント 燃えない粗大
天ぷら油 燃やせる 固めるか　布や紙にしみこませて
電池 乾電池回収袋
電動式ランニングマシーン 燃えない粗大
電動歯ブラシ 燃えない
電話機 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
電話台 燃える粗大 金属を含むものは「燃えない粗大」

とトイレットペーパーの芯 紙 つぶして
トイレットペーパーの外袋（プラスチック製） プラスチック
トイレブラシ（金具あり） 燃えない
トイレブラシ（金具なし） 燃やせる
透析バッグ 燃やせる
豆腐のパック プラスチック
灯油タンク 燃えない粗大 中の灯油を抜いて
トースター 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
時計 燃えない
戸棚 燃える粗大 ガラス戸は「燃えない粗大」
ドライバー 燃えない
ドライヤー 燃えない
ドラム缶 燃えない粗大 中を空にして
ドラムセット 燃えない粗大
ドリル（電動・手動）・ドリルの刃 燃えない 厚紙などで包んで
ドリンクのびん ビン ･ ペットボトル 中を軽くすすいで
ドリンクのびんのふた（金属製） 燃えない
ドリンクのびんのふた（プラスチック製） プラスチック
トレーナー 燃やせる
トレイ（色つき含む） プラスチック きれいにして
トレイを包むラップ（表示シール含） プラスチック 汚れが取れなければ「燃やせるごみ」
ドレッシングのびん（ノンオイル） ビン ･ ペットボトル 中を洗って
ドレッシングのびん（ノンオイル以外） 燃えない 油分が完全に落ちた場合は「ビン ･ ペットボトル」
ドレッシングのボトル（ノンオイル） プラスチック 中を洗って
ドレッシングのボトル（ノンオイル以外） 燃やせる 油分が完全に落ちた場合は「プラスチック」
トロフィー 燃えない 木製・プラスチック製は「燃やせるごみ」

なナイフ 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
苗木のプラスチック製ポット 燃やせる 土を落として
長靴 燃やせる
流し台 燃えない粗大 システムキッチンなど一体型のものを除く
なた 燃えない 厚紙などで包んで
納豆の容器 燃やせる 汚れを完全に落としたものは「プラスチック」
なべ 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
な生花 燃やせる

生ごみ 燃やせる 水分を十分に切って
縄跳び紐 燃やせる

に乳酸菌飲料の容器・ふた（プラスチック製） プラスチック 中をきれいにして
乳酸菌飲料の容器のふた（アルミ製） 燃やせる
入浴剤の缶 燃えない
入浴剤の容器（プラスチック製） プラスチック 中をきれいにして
庭木・枝 燃える粗大 太さ 15cm 長さ 1 ｍ以内に

ぬぬいぐるみ・あみぐるみ 燃やせる 金属類は取り除いて 袋に入らないものは「燃える粗大」
塗り薬のチューブ（金属製） 燃えない

ねネクタイ 燃やせる
猫砂（鉱物性は除く） 燃やせる
ネックレス 燃えない 木製・革製・プラスチック製は「燃やせるごみ」
ネット、緩衝材（果物、野菜用） 燃やせる
寝袋（シュラフ） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
粘土 燃えない 紙・小麦粘土は「燃やせるごみ」

のノート 古紙
ノートパソコン 燃えない 役場窓口での無料回収もできます
のこぎり 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
ノミ 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
海苔の缶 燃えない
海苔の袋 プラスチック 中をきれいにして
海苔の佃煮のびん ビン ･ ペットボトル 中をきれいにして
海苔の佃煮のびんのふた（金属製） 燃えない
のりの容器（工作用） 燃やせる

はパークゴルフのクラブ 燃えない粗大
バーベキューコンロ 燃えない粗大
バーベル（バーと重りが一体） 燃えない粗大
バーベルの重りのみ 燃えない
ハイザー 燃えない粗大
排尿バッグ 燃やせる 汚物をトイレに流して
パイプハンガー 燃えない粗大
バインダー（紙製） 紙 金属部分は外して「燃えないごみ」
バインダー（プラスチック製） 燃やせる 金属部分は外して「燃えないごみ」
ハエたたき 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
はがき 紙 写真・シール付きのものは「燃やせるごみ」
はかり（台所ばかり） 燃えない
ハケ（塗装用など） 燃やせる
バケツ（プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
バケツ（金属製） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ハサミ 燃えない 厚紙などで包んで
箸 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
パジャマ 燃やせる
バスタオル 燃やせる
パソコンのキーボード 燃えない
パソコンのラック 燃えない粗大
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
はパソコンのプリンター 燃えない粗大

バターの容器 燃やせる
バターの容器の外箱 燃やせる
ハタキ 燃やせる
肌着 燃やせる なるべく２～３片に切って
バッグ（布製・革製・エナメル製） 燃える粗大 袋に入るものは「燃やせるごみ」
バット（金属製） 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
発泡スチロール 燃やせる
花 燃やせる
花火 燃やせる 水に浸し　発火しないようにして
花火の外袋（プラスチック製） プラスチック
花火の袋の中の台紙 紙
パネルヒーター 燃えない粗大
パフ（化粧用） 燃やせる
歯ブラシ 燃やせる 電動式は「燃えないごみ」
歯ブラシの中の台紙 紙
歯ブラシの包装用パック プラスチック
歯磨き粉のチューブ 燃やせる 中身を使い切って
針（裁縫用など） 燃えない 厚紙などで包んで
針金 燃えない
ハンガー（金属製） 燃えない
ハンガー（木製・プラスチック製） 燃やせる
ハンカチ 燃やせる
飯ごう 燃えない
半紙（文字を書いたものも含む） 紙
ばんそうこう 燃やせる
はんだ・はんだごて 燃えない
パンチ（穴あけ） 燃えない
ハンドバッグ（布製・革製） 燃える粗大 袋に入るものは「燃やせるごみ」
パンフレット 古紙 できるだけ集団資源回収に

ひビーチパラソル 燃えない粗大
ビールケース 燃える粗大 販売店に返すと無料になります
ビールの缶 カン 中をすすいで
ビールのびん ビン ･ ペットボトル 中をすすいで　できるだけ販売店に返却を
ビールのびんのふた 燃えない
ＰＰバンド 燃やせる 丸めてひもなどでしばって
ビデオカメラ 燃えない 役場の窓口での無料回収もできます
ビデオテープ（ケースを含む） 燃やせる
ビデオデッキ 燃えない粗大
ひな人形 燃やせる
ひな人形セット（ひな段を含む） 燃える粗大 金属製のひな段は「燃えない粗大」
ビニールテープ 燃やせる
ビニールバンド（ひも） 燃やせる
ビニールホース 燃える粗大 50cm 以下は「燃やせるごみ」でも可
ビニール手袋 燃やせる
火バサミ 燃えない
日めくり暦 燃やせる 留め金は「燃えないごみ」
ひも（紙製） 燃やせる
ひも（プラスチック製） 燃やせる
肥料袋（プラスチック製） 燃やせる 汚れを落としたら「その他プラスチック」
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
ひびん（食品保存用のびん製品など） 燃えない

びん（ジャム・佃煮などの容器） ビン ･ ペットボトル 汚れが落ちない場合は「燃えないごみ」
びんのふた（金属製） 燃えない
びんのふた（プラスチック製） プラスチック
便せん 紙

ふファイル 燃やせる
ファクシミリ 燃えない粗大
ファンヒーター 燃えない粗大
フィルムの筒型ケース プラスチック
ブースターケーブル（自動車用品） 燃えない
風船 燃やせる 空気を抜いて
封筒 紙 封筒窓のビニールは取って
プール（ビニール製遊具） 燃やせる 空気を抜いて　袋に入らない場合は「燃える粗大」
フォーク（金属製） 燃えない
フォーク（木製・プラスチック製） 燃やせる
フォークの外包装袋（プラスチック製） プラスチック
ふきん 燃やせる
不織布 燃やせる
ふすま 燃える粗大
ブックカバー 紙 紙製以外は「燃やせるごみ」
文机 燃える粗大 金属製は「燃えない粗大」
筆箱 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
布団 燃える粗大
布団カバー 燃やせる 袋に入らないものは「燃えない粗大」
布団乾燥機 燃えない粗大
布団たたき 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
布団袋 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
フライ返し 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」
フライパン 燃えない
ブラインド 燃えない粗大
ブラウス 燃やせる
ぶら下がり健康器 燃えない粗大
ブラシ 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
プラスチック製収納箱 燃える粗大 袋に入るものは「燃やせるごみ」
プラスチックのトタン 燃える粗大
プラスチックバンド（梱包用） 燃やせる
プラモデル 燃やせる
フラワースタンド 燃えない粗大 木製・プラスチック製は「燃える粗大」
ブランコ（子ども用遊具） 燃えない粗大
プランター（プラスチック製） 燃える粗大
フリーペーパー（無料の冊子類） 古紙 できるだけ集団資源回収に
プリンタ 燃えない粗大
プリンのカップ（ガラス製） ビン・ペットボトル 中をきれいに洗って
プリンのカップ・ふた（プラスチック製） プラスチック 中をきれいに洗って
プリンのカップ・ふた（紙製） 燃やせる
プリンのパックの外包装フィルム プラスチック
プリンのパックの台紙 紙
ブルーシート 燃やせる 袋に入らないものは束ねて「燃える粗大」
古本 古紙 できるだけ集団資源回収に
風呂いす 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
ふ風呂のふた 燃える粗大

風呂のマット 燃える粗大
フロッピーディスク（ケースを含む） 燃やせる
ぶんちん 燃えない

へヘアスプレー缶 燃えない 使い切って　穴を空けて
ヘアスプレー缶のふた（プラスチック製） プラスチック
ヘアスプレー缶の外包装フィルム プラスチック
ヘアピン 燃えない
ベッド（パイプ・電動式） 燃えない粗大
ベッド（木製） 燃える粗大
ベッド用マットレス 燃えない粗大
ペットの運搬ケース（ケージ） 燃えない粗大
ペットのトイレシート 燃やせる
ペットフードの缶詰 燃えない
ペットのふん 燃やせる 袋を二重にするなど　飛散防止措置をして
ペットボトル（飲料・酒類ほか） ビン・ペットボトル キャップ・外装フィルムを外して　中を軽くすすいで
ペットボトル（ソース・食用油等） 燃やせる きれいに洗ったものは「その他プラスチック」
ペットボトルのふた（金属製） 燃えない
ペットボトルのふた（プラスチック製） プラスチック
ペットボトルの外装フィルム プラスチック
ヘッドホン 燃えない
ベニヤ板 燃える粗大
ベビーカー 燃えない粗大
ベビーサークル 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
ベビーだんす 燃える粗大
ベビーチェア 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
ベビーバス 燃える粗大
ベビーベッド 燃える粗大 金属部分は「燃えないごみ」
ベルト 燃やせる 金属部分は「燃えないごみ」
ヘルメット 燃えない
ペンキの缶 燃えない 中身を使い切って
ペンキのスプレー 燃えない 使い切って　穴を空けてガスを出す
便座 燃える粗大 温水洗浄機付き便座は「燃えない粗大」
ペンチ 燃えない
弁当箱（家庭用） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」

ほホイール（自動車用等） 燃えない粗大 タイヤを外した状態で
ほうき 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
帽子 燃やせる
包装紙 紙
防虫剤 燃やせる
包丁 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
ボウル（木製・プラスチック製） 燃やせる
ボウル（木製・プラスチック製以外） 燃えない
ホース 燃える粗大 50cm 以下は「燃やせるごみ」でも可
ホースリール台 燃えない粗大
ホームタンク（屋外用） 燃えない粗大 灯油を抜いて　本体と足を離して
ホームベーカリー 燃えない粗大
ボール（スポーツ用品） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
ボールペン・ボールペンの芯 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」

【
ふ
〜
ほ
】



19

品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
ほ木刀 燃える粗大

ポケットティッシュの個袋 プラスチック 広告等の紙を抜いて
歩行器（子ども用遊具） 燃えない粗大
補助便座 燃やせる プラスチック製以外は「燃えないごみ」
ボタン 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
ボタン電池 乾電池回収袋 セロハンテープなどでくるんで
ホッチキス・ステープラ 燃えない
ポット 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ホットカーペット 燃えない粗大
ホットプレート 燃えない粗大
ボディーブラシ 燃やせる
ほ乳びん（プラスチック製） 燃やせる ガラス製は「燃えないごみ」
ポリタンク 燃える粗大 灯油を抜ききって
ポリ袋 プラスチック
保冷材 燃やせる
本 古紙 できるだけ集団資源回収などに
本立て（ブックエンド） 燃えない 木製・プラスチック製は「燃やせるごみ」
本棚 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
ポンプ（タンク等から灯油などをくむ） 燃やせる

まママさんダンプ（雪かき） 燃えない粗大
マーカーペン 燃やせる
マーガリンの容器（プラスチック製） 燃やせる
麻雀卓 燃えない粗大
麻雀牌セット 燃やせる プラスチック製以外は「燃えないごみ」
麻雀マット 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
マイク 燃えない
マウス（パソコン等） 燃えない
マウスパッド 燃やせる
まきストーブ 燃えない粗大
まきり 燃えない 刃先を厚紙などで包んで
マグネット（クリップ・フック等） 燃えない
まくら 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
まくらカバー 燃やせる
マジックペン 燃やせる
マッサージ機 燃えない粗大
マッチ 燃やせる 水に浸して　発火しないように
マットレス（スポンジ） 燃える粗大
マットレス（スプリング入り） 燃えない粗大
窓付き封筒（紙製） 紙 ビニールは取って
まな板（木製・プラスチック製） 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
まな板（木製・プラスチック製以外） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
マニキュアのびん 燃えない
まほうびん 燃えない粗大
マヨネーズのチューブ プラスチック 汚れが落ちないものは「燃やせるごみ」
マヨネーズのふた・外袋 プラスチック

みミキサー 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ミシン 燃えない粗大
水切りかご（金属製） 燃えない
水切りかご（プラスチック製） 燃やせる
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
み水まくら 燃やせる

味噌のパック（袋状） 燃やせる
味噌の容器 燃やせる きれいに洗ったものは「その他プラスチック」
ミニコンポ 燃えない粗大
耳かき 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
みりんの容器（プラスチック製） プラスチック 中を軽くすすいで

む虫かご 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
虫ピン 燃えない 厚紙などで包んで
虫めがね 燃えない
むしろ 燃える粗大

め眼鏡 燃えない プラスチック製は「燃やせるごみ」
眼鏡ケース 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
目薬に付属の携帯ケース プラスチック
目薬の容器 プラスチック 中を軽くすすいで
綿棒 燃やせる
綿棒の容器（プラスチック製） プラスチック
麺棒 燃やせる

も毛布 燃える粗大
餅つき機 燃えない粗大
モップ 燃えない粗大 ハンディーモップは「燃やせるごみ」
物干し（室内用） 燃えない粗大
物干しざお 燃えない粗大
物干し台（支柱のみ） 燃えない粗大

ややかん 燃えない
野菜などの結束用テープ 燃やせる
野菜の網・ネット（プラスチック製等） 燃やせる
やすり 燃えない 紙やすりは「燃やせるごみ」

ゆＵＳＢメモリ（フラッシュメモリー等） 燃やせる
床暖房パネル 燃えない粗大
湯たんぽ（プラスチック製） 燃やせる 金属製は「燃えないごみ」
湯沸器 燃えない粗大

よ洋服購入時のカバー（プラスチック製） プラスチック
ヨーグルトの容器・ふた（紙製） 燃やせる
ヨーグルトの容器・ふた（プラスチック製） プラスチック すすいでも汚れが取れないものは「燃やせるごみ」
ヨーグルトのふた（裏がアルミ製） 燃やせる
ヨーグルトパックの外包装フィルム プラスチック
ヨーグルトパックの台紙 紙
ヨーグルトのびん ビン・ペットボトル 中をきれいに洗って

らライター（使い捨て・プラスチック等） 燃えない 完全に使い切って
ラグマット 燃える粗大
ラケット（金属製・カーボン製） 燃えない粗大
ラケット（金属製・カーボン製以外） 燃える粗大
ラジオ 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ラジカセ 燃えない粗大

【
み
〜
ら
】
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品　　　　　　目 分　別　区　分 出　し　方　の　ポ　イ　ン　ト
らラッピングフィルム（包装用） プラスチック

ラップ プラスチック 汚れが取れなければ「燃やせるごみ」
ラップの箱・芯 紙 箱から金属製の刃を外して　芯はつぶして
ラップの刃（金属製） 燃えない 厚紙などで包んで
ランタン（ランプ） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
ランドセル 燃える粗大

りリール（釣具） 燃えない
リチウムコイン電池 乾電池回収袋 セロハンテープなどでくるんで
リップクリームの容器（プラスチック製） 燃やせる
リモコン 燃えない
リュックサック 燃やせる 袋に入らないものは「燃える粗大」
リンスの詰め替え用袋 プラスチック 中をきれいにして
リンスの容器 プラスチック 中を洗って

るルーペ 燃えない

れ冷却まくら 燃やせる
冷凍食品の袋・トレイ プラスチック きれいにして　汚れが取れなければ「燃やせるごみ」
冷凍食品のアルミ容器 燃えない
レインコート 燃やせる
レコード 燃やせる
レコードプレーヤー 燃えない粗大
レジ袋 プラスチック
レジャーシート 燃える粗大
レジャーテーブル（プラスチック製） 燃える粗大
レトルト食品のパック プラスチック 汚れが取れなければ「燃やせるごみ」
レトルト食品の外箱 紙
レンジ（電子・ガス） 燃えない粗大
レンジガード（アルミ箔製） 燃えない 袋に入らないものは「燃えない粗大」
レンジ台 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」

ろろうそく 燃やせる
ロッカー 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」

わワープロ 燃えない粗大
ワイシャツ 燃やせる
ワイシャツの外袋 プラスチック
ワイシャツの中の台紙 紙
ワインのびん ビン・ペットボトル 中をすすいで
ワインの栓（コルク） 燃やせる
ワインのふた（金属製） 燃えない
輪ゴム 燃やせる
輪ゴムの外箱 紙
ワゴン 燃えない粗大 木製は「燃える粗大」
和服（着物・帯・羽織・浴衣） 燃える粗大
割り箸 燃やせる
割り箸の外袋（紙製） 紙
割り箸の外袋（プラスチック製） プラスチック
割れたもの（ガラス・陶器等） 燃えない 厚紙などで包んで

【
ら
〜
わ
】



電池 電池
回収袋

発泡
スチロール

発泡
スチロール

電池
回収袋 燃えない

その他
プラスチック

燃やせる

電池 電池
回収袋

発泡
スチロール

発泡
スチロール

電池
回収袋 燃えない

その他
プラスチック

燃やせる

資源ごみの出し方

ごみの出し方が変わりました

　資源ごみを出すときは、きれいに中を洗い、油汚れや臭いなどを取り、
つぶさずに出しましょう。

　※　油汚れや臭いなどが落ちない場合は次のとおりになります。

①�　使用済電池を電池回収袋に

入れます。

※�電池回収袋は、役場または

各支所で配布しています。

②�　電池回収袋の赤い線まで電

池をためたら口を閉めて、「燃

えないごみ袋」に入れて出し

てください。

②�　ごみ収集に出すときには、砕

いて「燃やせるごみ」に入れる

か、まとめてひもで縛って「燃え

る粗大ごみ」で出してください。

①�　発泡スチロールの回収が「そ

の他プラスチック」から「燃

やせるごみ」に変わりました。

次の小型家電が

回収できるようになりました。

※�これらの小型家電

は役場窓口でも無

料回収しておりま

す、事前にご連絡

ください。

品　　　　　　目 分 別 区 分
汚れたカン 燃えないごみ
汚れたビン 燃えないごみ

汚れたペットボトル 燃やせるごみ

品　　目 分別区分
携帯電話（ガラケ・スマホ等） 燃えない
カメラ・ビデオカメラ等 燃えない
ノートパソコン 燃えない
パソコンの本体 燃えない粗大

液晶一体型パソコン 燃えない粗大
パソコンの液晶画面 燃えない粗大

電池の出し方 発泡スチロールの
出し方 小型家電について

電池 電池
回収袋

発泡
スチロール

発泡
スチロール

電池
回収袋 燃えない

その他
プラスチック

燃やせる

電池 電池
回収袋

発泡
スチロール

発泡
スチロール

電池
回収袋 燃えない

その他
プラスチック

燃やせる



新聞、雑誌、紙パックは
地域の集団回収へ

　資源を有効活用し、 ごみの量を少なくする方法として、町内会、婦人会（部）、子ども会などが毎月
回収日などを決めて、  取り組んでいる集団回収があります。
　お住まいの地域で活動している団体の回収日などをご確認のうえご協力お願いします。

〈回収品目と出し方〉

新 聞
◦�折り込み広告、チラシ（ダイレ

クトメール含む）が一緒でかま
いません

◦�ひもで束ねて出してください

※混ぜないで……
燃やせるごみ

・�ビニールなどでコーティング
されたもの、紙コップなどの
ワックス加工されたもの
・油紙、写真、合成紙
・防水加工紙、カーボン紙
・感熱紙（レシート等）
・粘着テープ、セロハンテープ
・プラスチック仕切り
・�内側にアルミが貼ってある紙
パック

燃えないごみ
・ファイルの金具、金属クリップ

雑 誌 ◦�雑誌、古本、カタログなど

◦�ひもで束ねて出してください

紙パック
◦�牛乳パック、ジュースのパッ

クなど

◦�洗って、開いて、乾かして、
ひもで束ねて出してください

松前町で収集しないごみ一覧
品　　　　　目 処　理　方　法

エアコン（室外機共） 廃家電５品目販売店へ
洗濯機 廃家電５品目販売店へ
冷蔵庫 廃家電５品目販売店へ
冷凍庫 廃家電５品目販売店へ
テレビ 廃家電５品目販売店へ
ガスボンベ 販売店、取扱店へ
漁具、魚網、ロープ 販売店、取扱店へ
車のオイル 販売店、取扱店へ
工作機械 販売店、取扱店へ
消火器 販売店、取扱店へ
タイヤ 販売店、取扱店へ
農業用ビニールシート 販売店、取扱店へ
農薬、劇薬 販売店、取扱店へ
バイク 販売店、取扱店へ
バッテリー 販売店、取扱店へ
ワイヤー類 販売店、取扱店へ

ブラウン管型パソコンは、直接メーカーに
連絡するか、役場町民生活課へお問い合わ
せください。


