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燃やせるごみ
燃やせないごみ
粗大ごみ
資源ごみ（７分別）
古紙類（新聞・雑誌類・段ボール）
危険・有害ごみ

五十音順

ごみの分別辞典

みんなで取り組む分別習慣!!



品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
あ アイス
キャンディー

プラスチック製の袋 プラ製容器 軽くすすいでください
木製、プラスチック製の棒 燃やせる
紙製の箱 紙製容器

アイスクリーム プラスチック製のカップ、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
紙製のカップ、ふた、箱 紙製容器 軽くすすいでください

ごみを出す日

燃 や せ る → 燃やせるごみです。指定ごみ袋に入れてください（�一般家庭→赤色・事業所商店→黄色） 燃やせるごみの日

燃やせない→ 燃やせないごみです。指定ごみ袋に入れてください（一般家庭→青色·事業所商店→緑色） 燃やせないごみ・�資源ごみの日

粗 大 ご み → 粗大ごみ処理証紙を貼ってください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

危険・有害→ 危険�・�有害ごみです。透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

缶 類 → 缶類です。つぷさずに透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

び ん 類 → びん類です。キャップを必ずはずし、透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

ペットボトル→� ペットボトルです。キャップとラベルをはがして透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

発泡トレ�一→ 白色の発泡スチロール・�トレーです。透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

プラ製容器→ プラスチック製容器包装です。透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

紙� 製� 容� 器→ 紙製容器包装です。透明か半透明の袋に入れてください 燃やせないごみ・�資源ごみの日

紙 パ ッ ク → 水で軽くすすぎ、切り開いて乾かし、ひもで＋文字に縛って晴れた日に出してください。 燃やせないごみ・�資源ごみの日

新 聞 → 新聞です。ひもで十文字にしばり、「資源一時保管庫」又は「中標津町一般廃棄物最終処分場」に持ち込んでください。

雑� 誌� 類 → 雑誌類です。ひもで十文字にしばり、「資源一時保管庫」又は「中標津町一般廃棄物最終処分場」に持ち込んでください。

段� ボ�ー� ル→ 段ポールです。ひもで十文字にしばり、「資源一時保管庫」又は「中標津町一般廃棄物最終処分場」に持ち込んでください。

家電リサイクル→ 家電リサイクル対象です。町では処理できません。ごみの分け方・�出し方15ページをご覧ください

PCリサイクル→ パソコンリサイクル対象です。町では処理できません。ごみの分け方・出し方16ページをご覧ください

収� 集� 不� 可→ 町では収集・処理しません
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辞典の見方

50音で商品などを記載しています。
全ての商品などを掲載する事はできま
せんので、似ているものや関連する物
を参考にしてください。 分別はこちらをご覧ください。

注意事項を良く見てね！

資蓋ごみの出し方のお願い

○資源ごみは、水ですすいでリサイクル。洗剤を使って洗う必要はありません。
　◦汚れがひどい場合や、洗えない場合は分別して指定袋に入れてください。
○ペットポトルのキャップとラベルやビン類のキャップは必ずはずしてください。
　◦せっかく分別されていても、キャップが付いているとリサイクルできません。
○�お弁当などのラップや容器に紙のラベルがついたものは、はがさなくてもかまいません。
○2つ以上の素材が分離できないものは、無理に分離させなくても結構です。
○缶類やびん類は、水で軽くすすいでください。
○発泡スチロールに紙シールが付いている場合は、必ずはがしてから出してください。

商品に関連して、様々な材質や種類があ
ります。分別もそれぞれ違います。



品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
あ アイス
キャンディー

プラスチック製の袋 プラ製容器 軽くすすいでください
木製、プラスチック製の棒 燃やせる
紙製の箱 紙製容器

アイスクリーム プラスチック製のカップ、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
紙製のカップ、ふた、箱 紙製容器 軽くすすいでください
木製、プラスチック製のへら 燃やせる

アイスノン アイスノン 燃やせる
アイロン →「電化製品」を参考にしてください
アイロン台 アイロン台（木製） 燃やせる 金属部分がはずせない場合は「燃やせないごみ」です

アイロン台（金属製） 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
アイロン用のり プラスチックボトル プラ製容器 使い切ってください

スプレー缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください
空き缶 ジュース、缶詰、のりの缶など 缶類 軽くすすいでください
アクセサリー類 金属製 燃やせない

木製、プラスチック製 燃やせる
厚紙 →「紙類」を参考にしてください
油（食用） 油 燃やせる 紙にしみ込ませるか、凝固剤で固めてください

プラスチック製のボトル、ふた プラ製容器 お湯で軽くすすいでください
缶の容器 缶類 お湯で軽くすすいでください
びんの容器 びん類 お湯で軽くすすいでください。キャップは必ずはずしてください
金属製のふた 燃やせない

油（廃油） エンジンオイル、灯油等 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
油紙 →「紙類」を参考にしてください
雨ガッパ 雨ガッパ 燃やせる
アルバム アルバム 燃やせる 金属部分は取り除いて「燃やせないごみ」です
アルミホイール アルミ製 粗大ごみ タイヤが付いている場合は処理できません
アルミホイル アルミホイル、金属製の刃 燃やせない

紙製の芯、刃 燃やせる
紙の箱 紙製容器

安全ピン 安全ピン 燃やせない
アンテナ アンテナ、室内アンテナ 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

い 育毛剤 →「化粧品」を参考にしてください
衣装ケース 金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
いす 金属製、木製、プラスチック製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
板 板 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
一輪車 一輪車 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
一斗缶 一斗缶（自宅で使ったものに限る）燃やせない 中身を使い切ってください
糸 糸 燃やせる

糸の芯（紙製、木製、プラスチック製） 燃やせる
イヤホン →「電化製品」を参考にしてください
衣類 布製、革製品 燃やせる 金属製のボタンやファスナーは取る必要ありません

ビニール製の包装袋 プラ製容器
衣類乾燥機 衣類乾燥機 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください
色鉛筆 色鉛筆、削りカス 燃やせる

金属製の容器 燃やせない
プラスチック製の容器、中じき プラ製容器
紙製の容器、中じき 紙製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
い 色紙 →「紙類」を参考にしてください
印鑑 金属製の印鑑 燃やせない

象牙、木製・プラスチック製の印鑑 燃やせる
革製、プラスチック製の印鑑ケース 燃やせる

インク プラスチック製のふた、容器 プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
インクカートリッジ パソコン用 燃やせる できるだけ販売店に持ち込みリサイクルしましょう
インスタント
食品

プラスチック製の容器、袋、包装フィルム、トレー プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
調味料のミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
アルミ製の容器 燃やせない
紙製の容器、ふた 紙製容器 汚れている場合は軽くすすいでください

う ウイスキー →「酒類」を参考にしてください
ウーロン茶 →「茶」を参考にしてください
植木鉢 →「園芸用品」を参考にしてください
ウェット
ティッシュ

ウェットティッシュ 燃やせる
プラスチック製の容器、袋、ふた プラ製容器 紙製のものは「紙製容器包装」です

ウォッシャー液 プラスチック製の容器 プラ製容器 使い切ってください
浮き輪 ビニール製、ゴム製の浮き輪 燃やせる
腕時計 腕時計 燃やせない
梅干 プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください

びんの容器 びん類 軽くすすいでください
え エアコン エアコン 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください
栄養ドリンク びんの容器 びん類 軽くすすいでください

金属製のキャップ 燃やせない
ストロー 燃やせる
紙製の箱 紙製容器

液晶テレビ →「テレビ」を参考にしてください
絵の具 プラスチック製のふた、チューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

アルミ製のチューブ 燃やせない 使い切ってください
紙製の箱 紙製容器
プラスチック製のパレット 燃やせる

MD ディスク、ケース 燃やせる
包装フィルム プラ製容器

MO →「MD」を参考してください
えもん掛け →「ハンガー」を参考にしてください
エレクトーン エレクトーン 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください（役場へ連絡してください）
園芸用品 プラスチック製容器、ふた、肥料などのビニール袋 プラ製容器 使い切ってください。汚れている場合は軽くすすいでください。

苗木などの黒いポット プラ製容器 空にしてください。汚れている場合は軽くすすいでください。
木製、プラスチック製の鉢、皿、プランター 燃やせる
陶器製の鉢 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください

エンジンオイル 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
エンジンオイルの缶 エンジンオイルの缶（自宅で使ったものに限る）燃やせない 必ず使い切ってください
延長コード コード、ドラム式コード 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
鉛筆 鉛筆、削りカス 燃やせる

紙の容器 紙製容器
プラスチック製の容器 プラ製容器

お オーディオ
オーディオラック 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
オートバイ 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
お オーブントースター →「電化製品」を参考にしてください
桶（おけ） 木製、プラスチック製 燃やせる
おしぼり おしぼり 燃やせる

簡易おしぼりの袋 プラ製容器
おたま 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
お茶 →「茶」を参考にしてください
落ち葉 落ち葉、草、雑草など 燃やせる
お盆 金属製 燃やせない

木製、プラスチック製 燃やせる
おまる プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
おもちゃ 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない 電池は取り除いてください
紙製の箱、包装紙 紙製容器
プラスチック製の箱、包装袋 プラ製容器
梱包用の発泡スチロール（白色に限る） 発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です

オルガン オルガン 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
おろし金 金属製、陶器製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
温度計 水銀の入っているもの 危険・有害 水銀の入っていないものは「燃やせないごみ」です

か カーテン 生地、金具、レール 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
カード 紙製、プラスチック製（クレジットカードなど）燃やせる
カーペット カーペット 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
カーボン紙 カーボン紙 燃やせる
ガーゼ ガーゼ 燃やせる
貝殻類 ホタテ、アサリ、カキ、ホッキ等 燃やせる
懐中電灯 金属製 燃やせない 電池は取り除いてください

プラスチック製 燃やせる 電池は取り除いてください
買い物袋 プラスチック製（レジ袋など） プラ製容器

紙製 紙製容器
カイロ 使い捨てカイロ 燃やせる

使い捨てカイロの包装袋 プラ製容器
鏡 鏡 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
家具類 木製、金属製、スチール製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
かご 竹、木製、プラスチック製 燃やせる
傘 傘 燃やせない
傘立て 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
菓子類 紙製の箱 紙製容器

プラスチック製の外袋 プラ製容器 空にしてください
プラスチック製のふた、トレー プラ製容器
紙の包装 紙製容器
缶の容器 缶類 空にしてください
びんの容器 びん類 空にしてください
金属製のふた 燃やせない

加湿器 →「電化製品」を参考にしてください
ガスコンロ ガスコンロ、ガステーブル 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ガスボンベ（LP) ガスボンベ（LP) 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
か ガスボンベ（カセット式）→「スプレー缶」を参考にしてください
ガス湯沸かし器 ガス湯沸かし器 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
カセットコンロ カセットコンロ 燃やせない
カセットテープ カセットテープ 危険・有害

プラスチック製のケース 燃やせる
包装フィルム プラ製容器

カセットデッキ →「電化製品」を参考にしてください
カッター カッター 燃やせない 刃は紙で包んで安全にしてください
カッターマット カッターマット 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
カットバン カットバン 燃やせる

カットバンの粘着保護シート 燃やせる
紙製の包装、箱 紙製容器

カップ 陶器製、金属製、 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
カップ麺 プラスチック・発泡スチロール製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください

紙製の容器、ふた 紙製容器 軽くすすいでください
パッケージフィルム、調味料のミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

家電製品 →「電化製品」を参考にしてください
蚊取り線香 蚊取り線香 燃やせる 完全に消火を確認してください

紙製の箱 紙製容器
缶の容器 缶類

かなづち かなづち 燃やせない
かばん 布製、革製、ビニール製 燃やせる
画板 木製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
花瓶 金属製、ガラス製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください

プラスチック製 燃やせる
鎌 草刈鎌 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
紙おむつ 紙おむつ 燃やせる 汚物は除いてトイレに流してください

プラスチック製の袋 プラ製容器
紙くず 紙くず 燃やせる
紙コップ 紙コップ、紙皿など 燃やせる

プラスチック製の袋 プラ製容器
カミソリ カミソリ 燃やせない 紙で包んで安全にしてください

紙製の箱 紙製容器
プラスチック製の箱、包装フィルム プラ製容器

紙粘土 →「粘土」を参考にしてください
髪の毛 髪の毛 燃やせる
紙パック 中が白色の紙パック 紙パック類 軽くすすぎ、切り開いて乾かし、ひもで十文字にしばってください

中が銀色の紙パック 紙製容器 軽くすすいでください。キャップは「プラ製容器包装」です
紙袋 買い物袋など 紙製容器
紙類 ビニールコート紙､油紙､防水加工

紙､感熱紙､カーボン紙､写真 燃やせる

上質紙､ コピー用紙､ 色紙、チラシ、模
造紙、ボール紙、パンフレット、カレン
ダー、封筒、画用紙､名刺、ポスター、メモ
用紙など

雑誌類
ひもで十文字にしばってください
（小さい紙は、封筒などに入れるか、大きめの紙にくる
んでください。）

段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字にしばってください
ガム 包装フィルム プラ製容器

紙製の包装紙、（銀紙含む） 紙製容器
プラスチック製の容器 プラ製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
か ガムテープ ガムテープ、布テープ、ビニール製 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
芯 燃やせる

カメラ →「電化製品」を参考にしてください
ネガフィルム 燃やせる
フィルムケース、プラスチック製包装袋 プラ製容器
フィルムの紙箱 紙製容器

からし →「わさび」を参考にしてください
カラーボックス 木製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
カラーリング剤 →「白髪染め」を参考にしてください
ガラス ガラス 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
軽石（浴室用品） 軽石 燃やせない
かるた かるた 燃やせる 紙製、木製、プラスチック製、及びそのケース
カレー 紙製の箱、袋 紙製容器

プラスチック製のパック、トレー プラ製容器 空にしてください
カレー粉などの缶 缶類 軽くすすいでください

カレンダー カレンダー 雑誌類 金属部分は取り除いて「燃やせないごみ」です
革製品 革製品 燃やせる
缶 ジュース、缶詰、のりの缶など 缶類 軽くすすいでください

一斗缶、塗料の缶、エンジンオイルの缶
（自宅で使ったものに限る） 燃やせない 空にしてください

乾燥機 →「電化製品」を参考にしてください
乾燥剤 乾燥剤 燃やせる
乾電池 乾電池 危険・有害
感熱紙 感熱紙 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
き 木 樹木、丸太、木材など 粗大ごみ 長さ１メートル程度にしてください

木くず、小枝、枝打ちなど 燃やせる 長さ50㎝以下にしてください。太さが10cm以上のも
のや、指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です。

キーホルダー 金属製 燃やせない
革製、プラスチック製 燃やせる

キーボード（楽器）→「電化製品」を参考にしてください
貴金属 指輪、ネックレス、ピアスなど 燃やせない
ギター →「電化製品」を参考にしてください
キッチンタオル 紙製、布製 燃やせる
キッチンマット 布製、ビニール製など 燃やせる
木箱 木箱 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
キムチ プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
脚立 金属製、プラスチック製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
キャップ類 木製、コルク製（ワインのコルクなど）燃やせる

アルミ製、金属製（ビールびんのふたなど）燃やせない
プラスチック製（ペットボトルのふたなど）プラ製容器
紙製（牛乳びんのふたなど） 紙製容器

キャンディー →「菓子類」を参考にしてください
牛乳 紙パック（中が白色） 紙パック類 軽くすすぎ、切り開いて乾かし、ひもで十文字にしばってください

紙パック（中が銀色） 紙製容器 軽くすすいでください
びんの容器 びん類 軽くすすいでください
紙のふた 紙製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
き 牛乳 プラスチック製の三角パック プラ製容器 軽くすすいでください

ストロー 燃やせる ストローの袋は「プラ製容器包装」です
急須（きゅうす） 陶器、金属製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
教科書 教科書 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
鏡台 →「家具類」を参考にしてください
きりふき プラスチック製 燃やせる
金魚ばち ガラス製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください

プラスチック製 燃やせる
金庫 金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

く 空気入れ 空気入れ 燃やせない
釘（くぎ） 釘 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
釘ぬき 釘ぬき 燃やせない
草 落ち葉や、雑草など 燃やせる
くさり 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
くし 木製、竹製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
薬箱 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
薬類 紙箱 紙製容器

びんの容器 びん類 空にしてください
錠剤用パック、プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 空にしてください
チューブ（金属製） 燃やせない 空にしてください
チューブ（プラスチック製） プラ製容器 空にしてください

果物 プラスチック製のケース、フィルム、包装袋 プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
白いネット（メロン、りんごなど） プラ製容器
赤いネット（みかんなど） プラ製容器
すずらんテープ（すいかなど） プラ製容器
白色トレー 発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です
紙製の包装紙 紙製容器
段ボール箱 段ボール 折りたたんでひもで十文字にしばってください

口紅 →「化粧品」を参考にしてください
靴 革靴、ゴム製、長靴、中敷 燃やせる

プラスチック製包装袋 プラ製容器
紙製の箱、包装紙 紙製容器
型崩れを防ぐプラスチック製の詰め物 プラ製容器

靴下 靴下 燃やせる
プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の包装袋、台紙 紙製容器

靴べら 木製、プラスチック製 燃やせる
金属製 燃やせない

クッキー →「菓子類」を参考にしてください
クッション 布製、綿製など

低反発ウレタン、ビーズ（プラスチック・発泡） 燃やせる

クリーニングの袋 ビニール袋 燃やせる
クリップ 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
紙製の箱 紙製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
く クレヨン →「色鉛筆」を参考にしてください
グローブ 革製、ビニール製 燃やせる
軍手 軍手 燃やせる

プラスチック製の袋 プラ製容器
け 蛍光灯 →「照明器具」を参考にしてください
蛍光ペン →「ペン」を参考にしてください
計算機 →「電化製品」を参考にしてください

ビニールの保管ケース 燃やせる
携帯電話 →「電化製品」を参考にしてください

充電池 危険・有害 できるだけ販売店に持ち込みリサイクルしましょう
ポリ袋、ビニール袋 プラ製容器
紙製の箱 紙製容器
取扱説明書 雑誌類

計量カップ 金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる

計量器 →「はかり」を参考にしてください
ケーキ 紙製の下紙 燃やせる

透明フィルム プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
アルミの下紙 燃やせない
紙製の箱 紙製容器

ゲーム機 →「電化製品」を参考にしてください
プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の箱 紙製容器
梱包用の発泡スチロール（白色に限る）発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です

ゲームソフト →「電化製品」を参考にしてください
ソフト保管用ケース、ＣＤ、ＤＶＤ 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

消しゴム 消しゴム（本体） 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器
紙製の外装 紙製容器

化粧品 びんの容器（乳液、化粧水など） びん類
プラスチック製の容器、ふた、チューブ プラ製容器 使い切ってください
スプレー缶（ムースなど） 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください
缶の容器 缶類 使い切ってください
金属製のマスカラ、口紅など容器 燃やせない
ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝやﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑなどのフィルム プラ製容器
紙製の箱、包み 紙製容器

ケチャップ プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
プラスチック製の包装袋、ミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
びんの容器 びん類 軽くすすいでください
金属製のふた 燃やせない

健康食品 プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
びんの容器 びん類 軽くすすいでください
缶の容器 缶類 軽くすすいでください
紙製の箱 紙製容器
金属製のふた 燃やせない

玄関マット 玄関マット（布製、プラスチック製）燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
け 玄関マット 玄関マット（金属製） 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
こ 工具 かなづち、ドライバーなど 燃やせない
工具ケース 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
紅茶 紅茶の茶がら、ティーパック 燃やせる 水分を十分に切ってください

ティーパックの包み紙 紙製容器
プラスチック製の容器 プラ製容器 空にしてください
缶の容器 缶類 空にしてください

コーヒー コーヒーのかす、紙のフィルター 燃やせる 水分を十分に切ってください
コーヒー豆の入った缶の容器 缶類 空にしてください
びんの容器（ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ） びん類 空にしてください
紙製の容器、ふた 紙製容器
プラスチック製の包装袋、ふた プラ製容器 空にしてください

コーヒー
メーカー

→「電化製品」を参考にしてください
ガラスポット（サイフォン） 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
紙製の箱 紙製容器

氷 プラスチック製の包装袋 プラ製容器 空にしてください
コーンフレーク 紙製の箱 紙製容器

プラスチック製の包装袋 プラ製容器 空にしてください
ココア →「コーヒー」を参考にしてください
コップ ガラス製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください

紙コップ、プラスチック製 燃やせる
プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

粉製品 プラスチック製の包装袋 プラ製容器 空にしてください
紙製の包装袋 紙製容器 空にしてください

コピー用紙 コピー用紙 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
紙製の包装紙 紙製容器
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

コミック本 コミック本 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
ごみ箱 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
ごみ袋 ごみ袋の包装袋 プラ製容器
小麦粉 →「粉製品」を参考にしてください
ゴム ゴム類 燃やせる
ゴム印 ゴム印 燃やせる
ゴム手袋 ゴム手袋 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
ゴムホース →「ホース」を参考にしてください
米 プラスチック製の米袋 プラ製容器

紙製の箱 紙製容器
レトルトのパックとふた プラ製容器 軽くすすいでください

コルク コルク 燃やせる
コンタクト
レンズ

レンズ、レンズの洗浄・保管用ケース 燃やせる
使い捨てのレンズの容器 プラ製容器 アルミ製のふたは「燃やせないごみ」です
洗浄液のプラスチック製容器とふた プラ製容器 空にしてください。ゴム製のふたは「燃やせるごみ」です
洗浄液のびん びん類 空にしてください
紙製の箱 紙製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
こ コンデンスミルク →「練乳（れんにゅう）」を参考にしてください
コンドーム →「避妊具」を参考にしてください
こんにゃく プラスチック製のパック、容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
梱包用バンド プラスチック製 燃やせる 50ｃｍを超える物は「燃やせないごみ」です

さ 財布 布製、革製、ビニール製 燃やせる
魚 魚、魚の骨、魚の内臓など 燃やせる

白色トレー（鮮魚など） 発泡トレー 軽くすすいでください
白色以外のトレー、プラスチックケース、ふた（刺身など） プラ製容器 軽くすすいでください
ラップ、吸水スポンジ（鮮魚など） プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
紙製の包装紙 紙製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

酒類 紙パック（中が白色） 紙パック類 軽くすすぎ、切り開いて乾かし、ひもで十文字にしばってください
紙パック（中が銀色） 紙製容器 軽くすすいでください。キャップは「プラ製容器包装」です
びんの容器 びん類 軽くすすいでください
プラスチック製のふた プラ製容器
アルミ製、金属製のふた 燃やせない
ペットボトル ペットボトル 軽くすすいでください。キャップとラベルは「プラ製容器包装」です
缶の容器 缶類 軽くすすいでください
紙製の容器、包装、箱 紙製容器

雑誌 週刊誌、漫画、電話帳など 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
雑草 落ち葉、枯葉、雑草など 燃やせる
殺虫剤 スプレー缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください

プラスチック製の容器、ふた、外装フィルム プラ製容器
砂糖 プラスチック製の袋 プラ製容器 軽くすすいでください

紙製の袋、箱 紙製容器 空にしてください
皿 紙製、プラスチック製 燃やせる

金属製、陶器製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
プラスチック製の包装 プラ製容器

サラミ プラスチック製のパック、包装 プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
ざる 竹製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
サロンパス →「しっぷ」を参考にしてください
三角コーナー 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
サングラス →「メガネ」を参考にしてください
サンダル サンダル 燃やせる
残飯 残飯 燃やせる 水分を十分に切ってください

し シーチキン 缶の容器、ふた 缶類 軽くすすいでください
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器

CD 本体、ケース 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器

CDプレーヤー →「電化製品」を参考にしてください
シート ビニール製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
シェーバー →「電化製品」を参考にしてください

プラスチック製の保管ケース 燃やせる
充電池（ニカド､ニッケル水素､リチウムイオンなど）危険・有害 できるだけ販売店に持ち込みリサイクルしましょう
紙製の箱 紙製容器

シェービング
フォーム

スプレー缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください
プラスチック製のふた、外装フィルム プラ製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
し 塩 プラスチック製の袋 プラ製容器 空にしてください

紙製の袋、箱 紙製容器 空にしてください
びんの容器 びん類 空にしてください
プラスチック製のふた プラ製容器

下敷き プラスチック製 燃やせる
シチュー →「カレー」を参考にしてください
しっぷ しっぷ 燃やせる

しっぷのフィルム 燃やせる
紙製の箱、袋 紙製容器
プラスチック製の袋 プラ製容器

辞典 辞典、辞書 雑誌類 表面のビニールカバーは「燃やせるごみ」です
自転車 自転車 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
写真 写真 燃やせる
シャープペンシル →「ペン」を参考にしてください
ジャム びんの容器 びん類 軽くすすいでください

金属製のふた 燃やせない
紙製の容器 紙製容器 軽くすすいでください
プラスチック製の容器 プラ製容器 軽くすすいでください
プラスチック製のミニパック、チューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

シャンプー プラスチック製のボトル、ふた、詰替用パック プラ製容器 使い切ってください
トラベルセットなどの保管ケース 燃やせる

シャンプーハット シャンプーハット 燃やせる
ジュース 缶の容器 缶類 軽くすすいでください

紙パック（中が白色） 紙パック類 軽くすすぎ、切り開いて乾かし、ひもで十文字にしばってください
紙パック（中が銀色） 紙製容器 軽くすすいでください。キャップは「プラ製容器包装」です
びんの容器 びん類 軽くすすいでください
ペットボトル ペットボトル 軽くすすいでください。キャップとラベルは「プラ製容器包装」です
アルミ製、金属製のふた 燃やせない
プラスチック製のふた プラ製容器
複数本パックしたプラスチック製の包装 プラ製容器

修正液 プラスチック製のふた、ボトル、スティック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
じゅうたん じゅうたん、カーペット 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
柔軟剤 プラスチック製のボトル、ふた、詰替用パック プラ製容器 使い切ってください
収納ボックス プラスチック製、紙製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
朱肉 朱肉 燃やせる
シュレッダーごみ 紙 燃やせる
消火器 消火器 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
将棋 将棋盤 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

木製、プラスチック製の駒・駒を入れる箱 燃やせる
定規 木製、竹製、プラスチック製、定規ケース 燃やせる

金属製 燃やせない
消臭剤 プラスチック製の容器、ふた、外装フィルム プラ製容器 使い切ってください

スプレー缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください
焼酎 →「酒類」を参考にしてください
照明器具 →「電化製品」を参考にしてください

蛍光管 危険・有害 割れやすいのでケースに入れてください
蛍光管（割れているもの） 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
LED蛍光管 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
し 照明器具 白熱電球（蛍光管以外のもの） 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください

LED電球 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
しょう油 びんの容器 びん類 軽くすすいでください

缶の容器 缶類 軽くすすいでください
ペットボトル ペットボトル 軽くすすいでください。キャップとラベルは「プラ製容器包装」です
プラスチック製のボトル、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
アルミ製、金属製のふた 燃やせない

じょうろ 金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる

除湿器 →「電化製品」を参考にしてください
除湿剤 プラスチック製の容器、ふた、外装フィルム プラ製容器 中身と分けられないものは「燃やせるごみ」です

紙製のふた 紙製容器
食器 木製、紙製、プラスチック製 燃やせる

金属製、陶器製、ガラス製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
食器棚 →「家具類」を参考にしてください
白髪染め びんの容器 びん類 使い切ってください

プラスチック製の容器 プラ製容器 使い切ってください
金属製の容器 缶類 使い切ってください
スプレー缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください
プラスチック製の包装フィルム、ふた プラ製容器
紙製の箱 紙製容器
ビニール手袋､プラスチック製のくし 燃やせる

人工芝 人工芝 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
新聞紙 新聞紙 新聞 ひもで十文字にしばってください

す 酢 びんの容器 びん類 軽くすすいでください
プラスチック製のふた プラ製容器

水槽 ガラス製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

水中メガネ 金属製、ガラス製 燃やせない
プラスチック製、ゴム製 燃やせる

水筒 金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる

スーパーの袋 →「レジ袋」を参考にしてください
スケッチブック スケッチブック 雑誌類 金属部分は取り除いて「燃やせないごみ」です
スケート靴 スケート靴 燃やせない
スコップ プラスチック製（柄が木製品も含む）燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

金属製（柄が木製品も含む） 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
寿司 プラスチック製の箱、トレー、ふた プラ製容器 軽くすすいでください

しょう油のミニボトル、ミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
緑色の山型仕切り 燃やせる

すだれ 木製、竹製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
スチールホイール スチール製 粗大ごみ タイヤが付いている場合は収集しません
ストーブ ストーブ 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ストッキング →「靴下」を参考にしてください
ストロー ストロー 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の包装袋 紙製容器

すのこ 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
す スパゲッティー プラスチック製の包装袋・容器 プラ製容器
スプーン 木製、紙製、プラスチック製 燃やせる

金属製、陶器製 燃やせない
プラスチック製の容器包装 プラ製容器

スプレー缶 スプレー缶、ガス缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください
プラスチック製のふた、包装フィルム プラ製容器
複数本パックした紙製の包装 紙製容器

スプリングマット スプリングマット 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
スポーツ用品 木製、布製、革製、ゴム製、プラスチック製品 燃やせる 袋に入らないものは粗大ごみです

金属製品 燃やせない 袋に入らないものは粗大ごみです
プラスチック製の包装、ふた プラ製容器
紙製の箱、包装 紙製容器

スポンジ スポンジ 燃やせる
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

炭 炭、紙袋 燃やせる 炭は完全に消火を確認してください
プラスチック製の包装袋 プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

スリッパ 布製、ビニール製 燃やせる
せ 生理用品 本体 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
石けん プラスチック製の包装袋 プラ製容器

紙製の箱、包装 紙製容器
液体石けんのボトル プラ製容器 使い切ってください

石けん入れ プラスチック製 燃やせる
接着剤 プラスチック製の容器、ふた、チューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

びん びん類 汚れている場合は「燃やせないごみ」です
金属製、アルミ製の容器、チューブ 燃やせない 使い切ってください

せともの せともの類 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
ゼリー →「プリン」を参考にしてください
セロハンテープ テープの刃 燃やせない

芯、テープ 燃やせる
紙製の箱 紙製容器
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

洗顔フォーム プラスチック製のふた、チューブ、包装パック プラ製容器 使い切ってください
線香 線香 燃やせる 完全に消火を確認してください

紙製の箱、包み紙 紙製容器
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

洗剤 プラスチックの容器、ふた、詰替用パック プラ製容器 使い切ってください
紙製の容器、ふた 紙製容器 使い切ってください
プラスチック計量カップ 燃やせる

洗濯機 洗濯機 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください
洗濯バサミ 洗濯バサミ（プラスチック製） 燃やせる

洗濯バサミ（金属製） 燃やせない
そ 惣菜 白色トレー 発泡トレー 軽くすすいでください。白色以外は「プラ製容器包装」です

プラスチック製の容器、ふた、袋、カップ、ラップ プラ製容器 軽くすすいでください。汚れている場合は「燃やせるごみ」です
紙製の容器、包装紙 紙製容器 軽くすすいでください

ソース びんの容器 びん類 軽くすすいでください
プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
プラスチック製の包装袋、ミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
そ ソース 金属製のふた 燃やせない
ソーセージ ソーセージの包装 プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

ソファー 木製、布製、革製、ビニール製、金属製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ソフトクリーム →「アイスクリーム」を参考にしてください

た 体温計（水銀） 水銀を含むガラス製 危険・有害
体温計
（デジタル）

→「電化製品」を参考にしてください
保管ケース 燃やせる

体重計 →「電化製品」を参考にしてください
耐熱ガラス 耐熱ガラス製品 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
タイヤ タイヤ 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください

ホイール（スチール、アルミ） 粗大ごみ タイヤが付いている場合は処理できません
畳（たたみ） 畳 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
棚 →「家具類」を参考にしてください
たばこ 吸殻 燃やせる 完全に消火を確認してください

透明なプラスチック製のフィルム プラ製容器
紙製の容器、中の銀紙 紙製容器

タバスコ →「調味料」を参考にしてください
玉子 透明なプラスチック製のパック プラ製容器

紙製のパック、箱の中じき 紙製容器
段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字にしばってください

段ボール 段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字にしばってください
表面がビニール加工されたものや汚れたもの 燃やせる

ち チーズ 紙製の箱 紙製容器
銀紙 燃やせない
プラスチック製の容器、フィルム プラ製容器

チェアー →「いす」を参考にしてください
ちくわ プラスチック製の包装袋 プラ製容器
チャイルドシート チャイルドシート、ジュニアシート 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
茶 お茶がら、ティーパック 燃やせる 水分を十分に切ってください

プラスチック製の包装パック、容器、ふた プラ製容器 空にしてください
紙製の容器、包装パック、ふた 紙製容器 空にしてください
木製の容器 燃やせる
金属製の容器 缶類 空にしてください
清涼飲料水のお茶缶 缶類 軽くすすいでください
ペットボトル ペットボトル 軽くすすいでください。キャップとラベルは「プラ製容器包装」です

茶筒 紙製 紙製容器 空にしてください
プラスチック製 プラ製容器 空にしてください
木製 燃やせる
金属製 缶類 空にしてください

チャッカマン チャッカマン 危険・有害 必ず中身を使い切ってください
茶碗 →「食器」を参考にしてください
調味料 びんの容器（ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ、焼肉ﾀﾚなど）びん類 軽くすすいでください。

プラスチック製のボトル、ふた、ラベル プラ製容器 軽くすすいでください
金属製のふた 燃やせない
ペットボトル　　←このマークを確認してください ペットボトル 軽くすすいでください。キャップとラベルは「プラ製容器包装」です
缶の容器 缶類 軽くすすいでください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
ち 調味料 紙製の容器 紙製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

プラスチック製のチューブ（わさび、からしなど） プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
※びんやボトルについている紙のラベルは、はがれにくい場合は無理にはがさなくても結構です。

チョコレート 紙製の箱、包装 紙製容器
プラスチック製の包装、トレー、フィルム プラ製容器
アルミ製の包装 燃やせない

チラシ チラシ 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
ちり紙 →「ティッシュペーパー」を参考にしてください
ちりとり 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
珍味 プラスチック製の包装袋、トレー プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください

プラスチック製のミニパック類（マヨネーズなど） プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
つ つえ（杖） 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
机 木製、金属製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
漬物 ポリ袋→「ビニール袋」を参考にしてください

漬物→「キムチ」を参考にしてください
漬物樽（木製、プラスチック製） 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
漬物石 燃やせない 市販しているものに限ります
漬物バケツ 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

つまようじ つまようじ、木製・プラスチック製のつまようじ入れ 燃やせる
プラスチック製の容器、ふた、包装 プラ製容器
金属製・陶器製のつまようじ入れ 燃やせない

詰替用容器 プラスチック製 プラ製容器 使い切ってください
紙製 紙製容器 使い切ってください

釣り道具 木製品、プラスチック製品、カーボン製（釣り竿など） 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
金属製品（鉛、竿たて、リールなど）燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
釣り針 燃やせない 釣り針は紙で包んで安全にしてください
プラスチック製の容器、包装袋 プラ製容器 空にしてください
紙製の箱、袋 紙製容器 空にしてください

て ティッシュ
ペーパー

ティッシュペーパー（紙くず） 燃やせる
紙製の箱 紙製容器
プラスチック製の包装袋、箱の取り出し口ビニール プラ製容器

ディスプレイ（パソコン）液晶・ＣＲＴディスプレイ PCリサイクル 町では処理できません。16ページをご覧ください
ＤＶＤ →「CD]を参考にしてください
ＤＶＤプレーヤー →「電化製品」を参考にしてください
テーブル →「家具類」を参考にしてください
手紙 手紙、封筒、窓付封筒、便箋 雑誌類 窓付封筒のビニール部分は切り取ってください
手袋 綿、毛糸、布製、革製 燃やせる
デスクマット ゴム製、ビニール製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
テレビ ブラウン管、液晶、プラズマ 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください

プロジェクター式 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
テレビ台 木製、金属製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
テレホンカード カード、包装フィルム 燃やせる
電化製品（家電）

電化製品（家電リサイクル対象品
を除く）

燃やせない
・�回収ボックスの投入口(20㎝×30㎝)に入る大きさ
のものは小型家電として無料で回収しております。
詳しくはP16をご覧ください
・指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
て 電化製品（家電） プラスチック製の包装袋 プラ製容器

紙製の包装袋 紙製容器
梱包用の発泡スチロール（白色に限る） 発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です
梱包用段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字にしばってください
梱包用バンド 燃やせる 50ｃｍを超える物は「燃やせないごみ」です

電気カミソリ →「電化製品」を参考にしてください
電気毛布 →「電化製品」を参考にしてください
電球 電球 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください

電球の紙包装 紙製容器
電子レンジ →「電化製品」を参考にしてください
電卓 →「電化製品」を参考にしてください

ビニールの保管ケース 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

電池 乾電池、ボタン電池 危険・有害
充電池（ニカド､ニッケル水素､リチウムイオンなど） 危険・有害 できるだけ販売店に持ち込みリサイクルしましょう
プラスチック製の包装パック、フィルム プラ製容器
紙製の台紙 紙製容器

テント テント 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
プラスチック製、カーボン製の骨組み 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
金属製の骨組み 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

天ぷら油 →「油（食用）」を参考にしてください
天ぷら粉 →「粉製品」を参考にしてください
電話帳 電話帳 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
電話器（FAX付含）→「電化製品」を参考にしてください

と トイレシート →「ペット用品」を参考にしてください
トイレット
ペーパー

ロールの芯 燃やせる
紙製の包装紙 紙製容器
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

動物の死体 犬・猫などの死体 燃やせる
豆腐 プラスチック製のパック、容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
灯油缶 金属製 燃やせない 必ず使い切り、ふたを取ってください
灯油タンク 金属製（ホームタンク） 粗大ごみ 必ず使い切り、ふたを取ってください
灯油ポリタンク

ポリタンク 燃やせる 必ず使い切り、ふたを取ってください
指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

灯油ポンプ プラスチック製 燃やせる
時計 時計 燃やせない
土鍋 陶器製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
ドライバー ドライバー 燃やせない
ドライヤー →「電化製品」を参考にしてください
トランプ 紙製、プラスチック製のトランプカード、ケース 燃やせる
塗料 塗料（液体の状態） 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください

塗料缶、びん 燃やせない 使い切ってください
プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
スプレー缶 危険・有害 必ず中身を使い切って、穴を開けてください

トレー 白色トレー 発泡トレー 軽くすすいでください。白色以外は「プラ製容器包装」です
どんぶり →「食器」を参考にしてください

な ナイフ ナイフ 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
な 長ぐつ →「靴」を参考にしてください
納豆 納豆の容器、フィルム、たれのミニパック プラ製容器 軽くすすいでください。汚れている場合は「燃やせるごみ」です

紙製の容器 紙製容器 軽くすすいでください。汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製の包装 プラ製容器

鍋 金属製、陶器製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
鍋しき 木製、紙製、コルク製 燃やせる

金属製 燃やせない
生ごみ 生ごみ 燃やせる 水分を十分に切ってください

に 肉 白色トレー 発泡トレー 軽くすすいでください。白色以外は「プラ製容器包装」です
ラップ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製のパック プラ製容器 軽くすすいでください

荷造り用ひも 麻縄、布製、プラスチック製（50㎝以下）燃やせる 50ｃｍを超える物は「燃やせないごみ」です
すずらんテープなどの包装フィルム プラ製容器

入浴剤 缶の容器 缶類 使い切ってください
プラスチック製の容器、袋、ふた プラ製容器 使い切ってください
紙製の箱、袋 紙製容器 使い切ってください

庭木 →「木」を参考にしてください
人形 →「おもちゃ」を参考にしてください

ぬ ぬいぐるみ ぬいぐるみ 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
布類 布製品 燃やせる
ぬりえ ぬりえ 雑誌類 ひもで十文字にしばってください

ね ネクタイ ネクタイ 燃やせる
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

寝袋 寝袋 燃やせる
粘土（ねんど） 粘土（紙、油、土） 燃やせる

プラスチック製の包装フィルム プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
の のこぎり のこぎり 燃やせない 紙で包んで安全にしてください

木製、プラスチック製の保管ケース 燃やせる
ノート ノート 雑誌類 雑誌類などと一緒にひもで十文字にしばってください
飲むヨーグルト →「牛乳」を参考にしてください
海苔（のり） びんの容器 びん類 汚れている場合は軽くすすいでください

プラスチック製の容器、ふた、包装パック プラ製容器 空にしてください
缶の容器 缶類

のり（文房具） テープ・スティックタイプの容器、ふた プラ製容器 使い切ってください
プラスチック製のチューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

は 灰 暖炉、薪ストーブの灰 燃やせる 完全に消火を確認してください
灰皿 ガラス製、金属製、陶器製 燃やせない 割れている場合、紙で包んで安全にしてください
バイク（自動二輪）バイク 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
バインダー 紙製、プラスチック製 燃やせる 金属部分は取り除いて「燃やせないごみ」です
パイプいす パイプいす 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
廃油 →「油（廃油）」を参考にしてください
廃油（食用油） →「油（食用）」を参考にしてください
はえたたき はえたたき 燃やせる
はかり はかり本体 燃やせない

プラスチック製の受け皿 燃やせる
紙製の箱 紙製容器

バケツ 金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
は はさみ はさみ 燃やせない
はし 木製、竹製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
はしご 木製、プラスチック製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
はしご（脚立） 金属製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
パスタ プラスチック製の包装袋 プラ製容器
バスタオル バスタオル 燃やせる

紙製の箱 紙製容器
バスマット バスマット 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
パソコン
（家庭用）

ノートパソコン、付属コード、マウス含む PCリサイクル 町では処理できません。16ページをご覧ください
デスクトップ、付属コード、マウス含む PCリサイクル 町では処理できません。16ページをご覧ください
ディスプレイ（モニター） PCリサイクル 町では処理できません。16ページをご覧ください

パソコン（事業所用）パソコン（事業所用） PCリサイクル メーカーに回収を依頼してください
パソコン
周辺機器

→「電化製品」を参考にしてください
紙製の箱 紙製容器
梱包用の発泡スチロール（白色に限る）発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です

バター 缶の容器 缶類 使い切ってください。汚れている場合は「燃やせないごみ」です
プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 使い切ってください。汚れている場合は「燃やせる」ごみです
紙製の箱、銀色の包み 紙製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製のチューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です

鉢 →「園芸用品」を参考にしてください
蜂蜜（はちみつ） びんの容器 びん類 使い切ってください。汚れている場合は「燃やせないごみ」です

金属製のふた 燃やせない
プラスチック製のチューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製のふた プラ製容器 軽くすすいでください

バッテリー バッテリー 収集不可 町では処理できません。販売店等にお問い合わせください
バット 金属製、木製、カーボンファイバー製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
発泡スチロール 白色に限る（紙シールをはがしてください）発泡トレー 汚れている場合は軽くすすいでください。白色以外は「ﾌﾟﾗ製容器包装」です
花 造花、生花、仏壇の花、庭の花など 燃やせる

容器など→「園芸用品」を参考にしてください
花火 花火 燃やせる 完全に消火を確認してください

未使用の花火 燃やせる 水でぬらしてください
プラスチック製の包装 プラ製容器
紙製の台紙 紙製容器

花の種子 プラスチック製のパック プラ製容器
紙製のパック 紙製容器

歯ブラシ(電動) →「電化製品」を参考にしてください
歯ブラシ、保管ケース 燃やせる
プラスチック製の包装 プラ製容器
紙製の台紙 紙製容器

歯みがき粉 プラスチック製のチューブ プラ製容器 使い切ってください
プラスチック製のふた プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

刃物 刃物 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
針 針 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
針金 針金 燃やせない
ハンガー 金属製 燃やせない

木製、プラスチック製 燃やせる 金属部分がはずせない場合は「燃やせないごみ」です
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
は パン プラスチック製の包装、プラ製の袋の留め具 プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
パンスト →「靴下」を参考にしてください
ばんそうこう →「カットバン」を参考にしてください
ハンドクリーム プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 使い切ってください

紙製の箱 紙製容器
ハンドソープ プラスチック製の容器 プラ製容器 使い切ってください

ひ ピアノ ピアノ 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください（役場へ連絡してください）
ビール →「酒類」を参考にしてください
ビデオテープ ビデオテープ 危険・有害

プラスチック製のケース 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器

ビデオデッキ →「電化製品」を参考にしてください
ひげ剃り →「カミソリ」を参考にしてください
ビニールシート ビニールシート 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ビニールハウス
（家庭用）

金属製の骨組み（パイプ） 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
シート、プラスチック製の骨組み 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください

ビニール袋 漬物など入れ物として買ったもの 燃やせる
避妊具 避妊具 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

肥料袋 →「園芸用品」を参考にしてください
漂白剤 →「洗剤」を参考にしてください
びん びんの容器 びん類 軽くすすいでください

プラスチック製のふた プラ製容器
金属製のふた 燃やせない

便箋 →「手紙」を参考にしてください
ふ ファイル 紙製、プラスチック製 燃やせる 金属部分は取り除いて「燃やせないごみ」です
ファックス →「電化製品」を参考にしてください
封筒 封筒、窓あき封筒 雑誌類 雑誌類などと一緒にひもで十文字にしばってください。ビニール部分を切り取る
フォーク 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
プラスチック製の包装袋 プラ製容器

仏具 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

筆 木製、プラスチック製 燃やせる
筆箱 金属製 燃やせない

布製、プラスチック製、ビニール製 燃やせる
布団（ふとん） 布団 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
布団乾燥機 →「電化製品」を参考にしてください
フライパン フライパン 燃やせない
ブラインド 金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
プラモデル プラモデル 燃やせる

紙製の箱 紙製容器
プランター 木製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

金属製、陶器製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
フリスビー プラスチック製 燃やせる
プリン プラスチック製のカップ、ふた プラ製容器 軽くすすいでください

− 37−



品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
ふ プリン アルミ製のふた 燃やせない 軽くすすいでください

パックなどの透明の包装フィルム プラ製容器
パックなどの紙製の台紙 紙製容器

プリンター →「電化製品」を参考にしてください
インクカートリッジ 燃やせる できるだけ販売店に持ち込みリサイクルしましょう
紙製の箱 紙製容器
梱包用の発泡スチロール（白色に限る） 発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です

プリンター用紙 →「紙類」を参考にしてください
フロッピー
ディスク

フロッピーディスク、プラスチック製の保管ケース 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器

風呂用ふた プラスチック製のふた 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
風呂用マット ビニール製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
文庫本 文庫本 雑誌類 ひもで十文字にしばってください

へ ペット用品 缶の容器（えさなど） 缶類 軽くすすいでください
プラスチック製の容器、包装、パック、ふた プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
ペットシート、ペットの砂 燃やせる 汚物は除いてトイレに流してください
革製、布製の首輪・ロープ（50㎝以下）燃やせる 50ｃｍを超える物は「燃やせないごみ」です
金属製の首輪・クサリ 燃やせない
犬小屋（木製、プラスチック製、金属製）粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください

ベット 木製、金属製、マットレス 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ペットボトル ペットボトル ペットボトル 軽くすすいでください。キャップとラベルは「プラ製容器包装」です

プラスチック製のふた プラ製容器
プラスチック製のラベル プラ製容器
アルミ製のキャップ（ふた） 燃やせない
※プラスチック製のボトルはペットボトルではありません。「プラスチック製容器包装」です

ベニヤ板 ベニヤ板 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
ベビーカー ベビーカー 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ベビーバス ベビーバス 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ベビーベット →「ベット」を参考にしてください
ベルト 革製、ゴム製、ビニール製 燃やせる 金属部分は取り除いて「燃やせないごみ」です
ヘルメット 金属、プラスチック製 燃やせない
ペン 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる ペン先の金属部分は付けたままで結構です
プラスチック製の包装袋 プラ製容器
紙製の箱 紙製容器

ペンチ ペンチ 燃やせない
弁当
（コンビニ等）

プラスチック製の弁当箱 プラ製容器 軽くすすいでください
紙製の弁当箱 紙製容器 軽くすすいでください
包装ラップ プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
アルミホイル 燃やせない
醤油やソースのミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
はしなどの紙製の包装 紙製容器
はしなどのプラスチック製の包装袋 プラ製容器

弁当箱 金属製 燃やせない
プラスチック製、木製 燃やせる
プラスチック製の包装フィルム プラ製容器

ほ ほうき 竹製、プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
芳香剤 プラスチック製の容器、外装フィルム プラ製容器 使い切ってください
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
ほ ホース ホース、ゴムホース（50㎝以下） 燃やせる 50ｃｍを超える物は「燃やせないごみ」です

金属製のドラム 燃やせない
プラスチック製のドラム 燃やせる

包装紙 包装紙 紙製容器
帽子 毛糸、布、綿など 燃やせる
防水加工紙 →「紙類」を参考にしてください
防虫剤 →「殺虫剤」を参考にしてください
包帯 包帯 燃やせる

プラスチック製の容器、ふた プラ製容器
包丁 包丁 燃やせない 紙で包んで安全にしてください
ボール
（台所用品）

金属製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる

ボール（球） 革製、ゴム製、ビニール製 燃やせない
ボール紙 →「紙類」を参考にしてください
ボールペン →「ペン」を参考にしてください
ポケット
ティッシュ

ポケットティッシュ（紙くず） 燃やせる
ビニール袋 プラ製容器
紙製の台紙 紙製容器

ポスター →「紙類」を参考にしてください
ボタン 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
ボタン電池 →「電池」を参考にしてください
ホッチキス ホッチキス、針 燃やせない

紙製の箱 紙製容器
ポット ポット 燃やせない
ほ乳びん ガラス製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
ポリタンク プラスチック製 燃やせる 使い切ってください
保冷剤 保冷剤 燃やせる

プラスチック製の包装袋 プラ製容器
ホワイトボード 金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

プラスチック製 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
本 雑誌、マンガ、週刊誌、など 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
本立て 金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる
本棚 →「家具類」を参考にしてください

ま マーガリン →「バター」を参考にしてください
マージャン 牌（パイ）、点棒、ケースなど 燃やせる
マージャンマット マージャンマット 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
マイク マイク 燃やせない
マウス マウス 燃やせない

マウスパッド 燃やせる
枕 布製、綿製、枕カバー

低反発ウレタン、ビーズ（プラスチック・発泡） 燃やせる

マジック 金属製、ビン製 燃やせない
プラスチック製 燃やせる
紙製の箱 紙製容器
プラスチック製の袋 プラ製容器
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
ま マスク 布製、紙製 燃やせる
マッチ マッチ 燃やせる 完全に消火を確認してください

未使用のマッチ 燃やせる 水でぬらしてください
マッチ箱 紙製の箱 紙製容器
マットレス マットレス（スプリング有り、無し）粗大ごみ
まな板 木製、プラスチック製 燃やせない
魔法瓶 魔法瓶 燃やせない
ママさんダンプカー ママさんダンプ 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
マヨネーズ →「ケチャップ」を参考にしてください
丸太 →「木」を参考にしてください
漫画本 漫画本 雑誌類 ひもで十文字にしばってください
万年筆 →「ペン」を参考にしてください

み ミシン →「電化製品」を参考にしてください
紙製の箱 紙製容器
梱包用の発泡スチロール（白色に限る） 発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です

水枕 水枕 燃やせる
みみかけ プラスチック製 燃やせる
耳かき 木製、プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない
みりん →「調味料」を参考にしてください
ミルク
（粉ミルク）

缶 缶類 軽くすすいでください
プラスチック製の容器、ふた プラ製容器

ミルク
（コーヒーミルク）

プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
アルミ製のふた 燃やせない

む 麦茶 →「茶」を参考にしてください
虫かご 虫かご 燃やせる
虫めがね →「メガネ」を参考にしてください
無線機 →「電化製品」を参考にしてください
名刺 名刺 雑誌類

ケース（紙製） 紙製容器
ケース（プラスチック製） プラ製容器

名刺入れ 金属製 燃やせない
革製、プラスチック製 燃やせる

メガネ メガネ（プラスティックレンズ）、メガネケース 燃やせる
メガネ（ガラスレンズ） 燃やせない

メガホン プラスチック製 燃やせる
目薬 →「薬類」を参考にしてください
メジャー（巻尺）金属製 燃やせない

布製、プラスチック製（50㎝以下） 燃やせる 50ｃｍを超える物は「燃やせないごみ」です
綿棒 綿棒（紙製の芯・プラスチック製の芯） 燃やせる

プラスチック製の容器 プラ製容器
も 毛布 毛布 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
模造紙 →「紙類」を参考にしてください
もち（餅） プラスチック製のパック プラ製容器
モップ プラスチック製、先端の繊維 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

金属製の棒 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
物干し 金属製、物干し台（コンクリート） 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です

プラスチック製、物干し台（プラスチック） 燃やせる 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
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品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
や やかん 金属製 燃やせない 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」です
薬品 →「薬類」を参考にしてください
野菜 プラスチック製の袋、ケース、パックなど プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください

プラスチック製のラップ、ネット、白色以外のトレー プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
白色トレー 発泡トレー 汚れている場合は軽くすすいでください

野菜の種 →「花の種子」を参考にしてください
やすり 紙製のやすり 燃やせる

プラスチック製のやすり 燃やせる
金属製のやすり 燃やせない

ゆ 郵便物 封筒、窓あき封筒、はがき 雑誌類 ひもで十文字にしばってください。ビニール部分を切り取ってください
プラスチック製の封筒、袋 燃やせる
段ボール 段ボール 折りたたんでひもで十文字にしばってください

よ ヨーグルト プラスチック製の容器、ふた プラ製容器 軽くすすいでください
紙製の容器、ふた 紙製容器 軽くすすいでください
びんの容器 びん類 軽くすすいでください
アルミ製のふた 燃やせない
パックなどの透明の包装フィルム プラ製容器
パックなどの紙製の台紙 紙製容器

ら ラーメン →「カップ麺」を参考にしてください
ライター ライター、使い捨てライター 危険・有害 必ず中身を使い切ってください

ジッポライター 燃やせない
ラケット →「スポーツ用品」を参考にしてください
ラジコン →「電化製品」を参考にしてください

紙製の箱 紙製容器
充電池（ﾆｶﾄﾞ､ﾆｯｹﾙ水素､ﾘﾁｳﾑなど）危険・有害 できるだけ販売店に持ち込みリサイクルしましょう
梱包用の発泡スチロール（白色に限る） 発泡トレー 白色以外は「プラ製容器包装」です

ラック 木製、金属製 粗大ごみ 粗大ごみ処理証紙を貼ってください
ラップ 家事で使ったラップ 燃やせる

食品を買った時の包装ラップ プラ製容器 汚れている場合は軽くすすいでください
紙製の箱 紙製容器

ラップ 芯、紙製の刃 燃やせる
金属製の刃 燃やせない

ラムネ ラムネのびん びん類 軽くすすいでください
プラスチック製のふた プラ製容器

ランドセル 革製 燃やせる
り リップクリーム リップクリーム 燃やせる
リモコン →「電化製品」を参考にしてください
リュックサック →「かばん」を参考にしてください
両面テープ →「セロハンテープ」を参考にしてください
リンス →「シャンプー」を参考にしてください

れ 冷蔵庫 冷蔵庫 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください
冷凍庫 冷凍庫 家電リサイクル 町では処理できません。15ページをご覧ください
冷凍食品 →「インスタント食品」を参考にしてください
冷凍保存用袋 保存用パック 燃やせる

紙製の箱 紙製容器
レコード レコード、紙製のジャケット 燃やせる

プラスチック製の包装フィルム プラ製容器
レジ袋 ポリ袋、ビニール袋 プラ製容器
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－ 42－

品　目 材質・部分・形など 分　別 注　意　事　項
れ レジ袋 紙製の袋 紙製容器
レトルト食品 →「インスタント食品」を参考にしてください
練乳 缶の容器 缶類 軽くすすいでください

チューブ プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製のふた プラ製容器

ろ ろうそく ろうそく 燃やせる 完全に消火を確認してください
ロープ 布製、ビニール製、革製（50㎝ 以下）燃やせる 50㎝ を超える物は「燃やせないごみ」です

ワイヤー 燃やせない
わ ワープロ →「電化製品」を参考にしてください
ワープロ感熱紙 感熱紙 燃やせる
ワイシャツ ワイシャツ 燃やせる
ワイパー 金属製 燃やせない

ゴム製 燃やせる
プラスチック製の包装パック プラ製容器
紙製の台紙 紙製容器

ワイン びん びん類 軽くすすいでください
コルク 燃やせる
コルク抜き 燃やせない
紙製の箱 紙製容器

わさび チューブ、ミニパック プラ製容器 汚れている場合は「燃やせるごみ」です
プラスチック製のふた プラ製容器
缶の容器 缶類 軽くすすいでください
紙製の箱 紙製容器

割りばし 木製、竹製 燃やせる
紙製の袋 紙製容器
プラスチック製の包装袋 プラ製容器


