
№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明

あ

1 アイスボックス 100

2 アイスノン ○

3 アイスホッケーのスティック 100

4 アイスピック 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

5 アイロン本体 ○

6 アイロン台 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

7 アコーディオンカーテン 100

8 麻袋 ○

9 厚紙 雑誌、紙類 折って雑誌と共にしばって出す

10 油紙 ○

11 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

12 缶の容器 空缶 洗ってください

13 びん びん 洗ってください

14 廃食用油 その他資源 中身が確認できる容器に｢油｣と表示

15 ビニール製 ○

16 ゴム製 ○

17 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

18 金網 金属類

19 網戸 100

20 干し物ネットの網部分 ○

21 編み機 200

22 竹 ○

23 プラスチック ○

24 金属製 金属類 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

25 紙製容器･包装 　  容器紙

26 紙製の台紙 雑誌、紙類

27 アルミ製の皿・容器 ○

28 アルミホイル、刃の部分 金属類

29 アルミホイルの紙の容器 　  容器紙

30 アルミホイルの芯 雑誌、紙類 つぶすなどして雑誌等に挟んで出す

31 泡立て器（電動） ○

32 室外用アンテナ 100

33 室内用アンテナ、コード ○

い

34 イコライザー 音響機器 ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

35 衣装ケース 木製、プラスチック製 100

36 応接用（１人用） 200

37 応接用（２人用以上） 300

38 応接用以外（パイプ椅子等） 100

39 一輪車 乗り物、ねこ（運搬用） 100

40 木製、金属類 200

41 プラスチック製 100

42 洗濯済でキレイなもの（下着は除く） 繊維リサイクル

43 上記以外 ○

44 衣類乾燥機 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

45 衣類乾燥台 100

46 色鉛筆 ○

47 紙製容器･包装 　  容器紙

48 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

49 金属製容器 金属類

50 木製 ○

51 上記以外 ○

52 インターホン ○ 電池は外して有害ごみで出す

う

53 陶器製の容器、プラスチック製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

54 木製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

55 ウォークマン ○ 小型電子機器 電池は外して有害ごみで出す

56 ウォッシャー液の容器 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

椅子類

雨具（カッパ）

品　　　　　　　　名

アイロン

アルバム

編み針

衣類

印鑑、印鑑ケース

色鉛筆

植木鉢

網

油（食用）

アルミホイル

アンテナ（テレビ用）

犬小屋
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57 浮き輪 ビニール製、ゴム製 ○

58 10kg未満のもの 100

59 10kg以上のもの 200

60 ウッドクラフト 木製玩具等 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

61 腕時計 ○ 電池は外して有害ごみで出す

62 乳母車 100

え

63 エアコン × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

64 エアゾール容器 金属類 ガスを抜いてください

65 プラスチック製 ○

66 金属製 金属類

67 ＬＤプレイヤー ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

68 ＭＤレコーダー ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

69 エレキギター 100

70 延長コード ○ 小型電子機器

71 ドラム式 小型電子機器 100

72 煙突 一組 100

73 塩ビ管 100

74 鉛筆 ○

75 鉛筆削り器 ○

お

76 オイルヒーター 100 必ずオイルは抜いてください

77 オーディオラック 200

78 オートバイ × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

79 オーブントースター ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

80 オーブンレンジ ○ 小型電子機器 200 指定袋に入らなければ大型ごみ

81 桶（オケ） プラスチック製 ○

82 金属製 金属類

83 プラスチック製 ○

84 金属製 金属類

85 プラスチック製 ○

86 プラスチック製 ○ 電池は外して有害ごみで出す

87 木製 ○ 電池は外して有害ごみで出す

88 折り紙 色紙 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

89 電子オルガン（大型） 500

90 オルガン 300

91 オルゴール ○

92 金属製 金属類

93 プラスチック製 ○

94 ボイラー（床置型） 300

95 洗浄機付便座 100

か

96 カーコンポ ○ 小型電子機器

97 カーテン ○

98 カーテンレール 100 まとめて縛る

99 紙製 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

100 プラスチック製 ○

101 4.5畳以下のもの 100

102 4.5畳を超えるもの 200

103 懐中電灯 プラスチック製、金属製 ○ 電池は有害ごみで出す

104 カイロ 使い捨てのもの ○

105 手鏡など小さなもの ○

106 鏡台など大きなもの 200

107 鍵 玄関、車用など ○

108 木、竹 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

109 陶器、プラスチック等 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

110 木製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

111 プラスチック製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

112 カケヤ 100

113 竹、わら ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

114 プラスチック製 ○ 100

額縁

花器

鏡、鏡台

おろし器

カーテン

カード類

カーペット（じゅうたん）

温水器

オルガン

おもちゃ

おぼん

衣紋掛け

おたま

延長コード

かご

うす
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115 洋傘 ○

116 番かさなどの木製 ○

117 傘立て 100

118 加湿器 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

119 ガスオーブン 200

120 ガスコンロ 200

121 ガス台 200

122 ガスホース ○

123 ガスボンベ プロパン用 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

124 ガスレンジ 200

125 ガス湯沸かし器 100

126 本体 ○

127 カセットボンベ 金属類 ガスを抜いてください

128 カセットテープ、ケース ○

129 カセットデッキ ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

130 カッターナイフ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

131 紙製容器･包装 　  容器紙

132 カットバン ○

133 紙製容器･包装 　  容器紙

134 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

135 立てる台 ○

136 缶の容器 空缶

137 電子蚊取り器、携帯用 ○ 電池は有害ごみで出す

138 かなづち ○

139 布製 ○

140 革、合成皮革製 ○

141 木製 ○

142 プラスチック製 ○

143 がびょう 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

144 木製、 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

145 陶器、ガラス製、プラ製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

146 壁紙 ○

147 釜 金属製 金属類

148 カマ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

149 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

150 板 ○

151 紙 新聞･チラシ類 新聞にはさんで出す

152 ホッチキス留めの雑紙類 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

153 墨のついた半紙 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

154 封筒（窓なし） 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

155 窓付き封筒の紙部分 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

156 窓付き封筒の窓部分 ○

157 小さくちぎった紙 ○

158 のりが付いた紙 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

159 絵の具、クレヨンが付いた紙 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

160 のり留めの雑誌類 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

161 シュレッダーされた紙 雑誌、紙類 まとめて透明、半透明の袋で出す

162 ラップ、ホイルなどの芯 雑誌、紙類 つぶして雑誌にはさんで出す

163 メモ張 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

164 カレンダー紙部分 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

165 カレンダー金属部分 ○

166 油がついた紙 ○

167 写真 ○

168 感熱紙、カーボン紙 ○

169 ロウ塗りの紙 ○

170 ビニールコート紙、防水紙 ○

171 紙オムツ 汚物を取り除く 透明、半透明の袋で燃やせるごみの日

172 紙皿、紙コップ ○ 汚れていないものは　  容器紙

173 カミソリ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

174 紙粘土 ○

175 紙袋 　  容器紙

176 デジタルカメラ ○ 小型電子機器 電池は有害ごみで出す

177 デジタルカメラ以外のもの ○

カットバン

カメラ

花瓶

カセットコンロ

傘

蚊取り線香

かまぼこ

かばん

紙類

画板
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178 画用紙 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

179 カラーボックス 100

180 カラオケ演奏装置 300

181 食器類、化粧びん等 ○

182 ガラスびん びん 洗ってください

183 割れたガラス ○ 表示して指定袋（緑）

184 枯れ葉 ○ ボランティア分は無料収集（透明な袋）

185 本体 100

186 フィルター ○

187 乾電池 有害ごみ（燃やせないごみの日）

188 紙製 　  容器紙

189 プラスチック製  　 容器プラ プチプチ

190 乾燥機 ガス、電気式 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

191 乾燥機台 100

192 乾燥剤 ○

き

193 パソコン用 ○

194 楽器 100

195 キーホルダー ○

196 木の枝 庭木等の剪定枝 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

197 木の枝 庭木や材木、長さ６０cm以下の束 100

198 キッチンマット ○

199 ギター 100

200 キネ（杵） 100

201 脚立 木製・金属製 100

202 急須 陶器製 ○

203 床置き型（電気温水器以外） 300 電気温水器は町では収集しません。販売店へ

204 床置き型以外、瞬間湯沸器 100

205 本体 200

206 鏡のみ ○ 有害ごみ（燃やせないごみの日）

207 霧吹き プラスチック製 ○

208 備えつけのもの 500

209 手提げ式 ○

210 ガラス製の水槽 ○ 表示して指定袋（緑）

211 プラスチック製の水槽 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

212 ろ過機、照明器具 ○

213 蛍光管 有害ごみ（ケースに入れて燃やせないごみの日）

く

214 クーラー × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

215 クーラーボックス 100

216 空気入れ ○

217 空気清浄器 100

218 釘 ○ 包んで指定袋に入れてください

219 草（雑草） ○

220 自走式のもの、刈払機 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

221 手押し式のもの 100

222 くさり 金属製 金属類

223 紙製容器･包装 　  容器紙

224 分包紙（プラ） ○

225 錠剤・カプセルのシート  　 容器プラ

226 塗り薬等のチューブ ○ 使い切ってください

227 果物ナイフ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

228 紙製容器･包装 　  容器紙

229 金属製容器 金属類 使い切ってください

230 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 使い切ってください

231 靴ひも ○

232 紙製容器･包装 　  容器紙

233 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

234 革靴・ゴム長靴・スニーカー ○

235 靴下 ○

236 留めてあるピン ○

237 紙の包み 　  容器紙

238 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

給湯器（ボイラー）

キーボード

ガラス類

換気扇

緩衝材

靴

草刈り機

金庫

鏡台

金魚ばち

薬の容器

靴下

口紅
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239 靴ずみ ○

240 プラスチック製 ○

241 木・竹 ○

242 布製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

243 革製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

244 クッキングヒーター ○ 小型電子機器 200 指定袋に入らなければ大型ごみ

245 クリップ ○

246 クリスマスツリー ○ 電球は燃やせないごみ

247 車いす 200

248 クレヨン ○

249 グローブ（野球等） ○

250 クワ（鍬） 100

251 軍手 ○

252 ゴム付きの軍手 ○

け

253 本体のみ ○ 小型電子機器

254 テーブル型ゲーム機 500 家庭用パチスロ台等を含む

255 ゲームソフト ○

256 発泡スチロール  　 容器プラ

257 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

258 紙製容器･包装 　  容器紙

259 蛍光管 有害ごみ（燃やせないごみの日）

260 蛍光灯 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

261 蛍光ペン ○

262 計量カップ プラスチック製 ○

263 計算機 ○

264 毛糸玉 ○

265 携帯電話 小型電子機器 町では収集しません。販売店に問い合わせ

266 消しゴム ○

267 紙製容器･包装 　  容器紙

268 びんの容器 びん 洗ってください

269 金属製容器 金属類 洗ってください

270 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

271 下駄 木製 ○

272 高さ1m未満 200

273 高さ1m以上 300

274 血圧計 デジタル式 ○

275 玄関マット 100

276 顕微鏡 ○

277 建築廃材 × × × × 町では収集しません。建築業者に相談

278 電動式ランニングマシーン 300

279 上記以外に健康器具 200

こ

280 工具類 ○

281 ゴーグル ○

282 缶の容器 空缶 洗ってください

283 びんの容器 びん 洗ってください

284 コーヒーかす、紙フィルター ○

285 アルミ色の袋  　 容器プラ

286 コーヒーカップ 陶器製・プラスチック製 ○

287 コーヒーメーカー ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

288 コート掛け 100

289 碁石 ○

290 碁盤 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

291 鯉のぼり 鯉のぼり、ロープ ○

292 鯉のぼり 支柱 大型ごみ。支柱１ｍにつき１００円

293 広告紙 新聞類 新聞にはさんで出す

294 ゴザ いくさ ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

295 本体 100

296 こたつ布団 100

クッション

こたつ

碁

靴べら

下駄箱

化粧品

ゲーム機

健康器具

軍手

コーヒー
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297 金属 金属類

298 紙製 ○

299 プラスチック・ガラス ○

300 割れたコップ ○ 表示して指定袋（緑）

301 琴 300

302 乳母車、三輪車、歩行器等 100

303 ブランコ、滑り台 200

304 コピー機 家庭用のみ 300

305 ごみ箱 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

306 木製 ○

307 印箱、スタンプ台 ○

308 ゴム製品 （タイヤ類は除く） ○

309 ゴムホースリール 100

310 ゴムボート 200

311 ゴルフ用具 一式、単品も同額 100

312 コンパネ 100

313 コンポスト容器 100

さ

314 サーキュレーター ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

315 サーフボード 100

316 サイディング × × × × 町では収集しません。産業廃棄物処理業者に依頼

317 高さ１ｍ未満のもの 200

318 高さ１ｍ以上のもの 400

319 座椅子 100

320 財布 ○

321 サインペン ○

322 発泡、プラスチック容器  　 容器プラ 洗ってください

323 ラップ ○

324 作業台車 200

325 紙パック（中が白色） 紙パック 洗って開いてください

326 紙パック（中が銀色） 　  容器紙 洗ってください

327 缶 空缶 洗ってください

328 びん びん 洗ってください

329 金属製のふた 金属類

330 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

331 雑誌 雑誌、紙類 ひもで縛る

332 座布団 100 ３枚ごとに１００円

333 ガラス製、陶磁器 ○

334 プラスチック製 ○

335 割れた皿 ○ 表示して指定袋（緑）

336 紙製 ○

337 竹製 ○

338 プラスチック製 ○

339 サロンパス ○

340 紙製容器･包装 　  容器紙

341 フィルム・ビニール袋  　 容器プラ

342 スプレー缶 金属類 ガスを抜いてください

343 鉄板・ステンレス製 金属類

344 プラスチック製 ○

345 サングラス ○

346 サンダル 木製・プラスチック製 ○

347 三脚 ビデオ、カメラ等用 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

348 三輪車 子供用 100

349 サンドペーパー ○

し

350 アンテナ 100

351 アンテナ用コード、チューナー ○ 小型電子機器

352 ＣＤ、ＣＤケース ○

353 ＣＤプレイヤー等 ○ 小型電子機器

354 シーツ ○

355 レジャー用 ○

356 農業用（事業用） × × × × 町では収集しません。農協に問い合わせ

357 シートカバー ○

ＣＳ

ＣＤ

シート

酒

魚

ゴム印

コップ

三角コーナー

皿

サロンパス

ざる

子供用遊具

サイドボード

 

 

 

 

 

 



№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明品　　　　　　　　名

358 磁石 ○

359 辞書、辞典 雑誌、紙類 ひもで縛る

360 下着類 ○

361 下敷き ○

362 室内用物干し 100

363 湿布本体、フィルム ○

364 紙製容器･包装 　  容器紙

365 自転車（電動式を含む） 200 電動式はバッテリーを外してください

366 子供用三輪車、四輪車 100

367 芝刈り機 手押し式、電動式のもの 100

368 ジャージ ○ 繊維リサイクル

369 写真機 ○

370 写真（ネガも含む） ○

371 ルーフボックス 200

372 スキーキャリア、ハンガー 100

373 シャンプードレッサー 300

374 週刊誌 雑誌、紙類 ひもで縛る

375 缶の容器 空缶 洗ってください

376 びんの容器 びん 洗ってください

377 紙パック（中身が白色） 紙パック 洗って開いてください

378 紙パック（中身が銀色） 　  容器紙 洗ってください

379 ペットボトル ペット 洗ってください

380 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

381 びんの容器 ○

382 プラスチック製容器 ○

383 4.5畳以下のもの 100

384 4.5畳を超えるもの 200

385 充電機 ○ 小型電子機器

386 朱肉 容器 ○

387 消火器 × × × × 消防署指定引取り店に引き取ってもらう

388 将棋盤 100

389 駒 ○

390 プラスチック製 ○

391 金属製 金属類

392 浄水器 ○

393 プラスチック製 ○

394 金属製 金属類

395 ペットボトルの容器 ペット 洗ってください

396 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

397 ビンの容器 びん 洗ってください

398 金属製のふた 金属類

399 缶の容器 空缶 洗ってください

400 障子 100

401 シャンデリア・スタンド等 100

402 蛍光管・電球 有害ごみ（燃やせないごみの日）

403 ペットボトルの容器 ペット 洗ってください

404 ペットボトルのキャップ  　 容器プラ

405 びんの容器 びん 洗ってください

406 プラスチック製のふた  　 容器プラ

407 缶の容器 空缶 洗ってください

408 除湿機 100

409 電動式 200

410 自走式 × × × × 販売店に引き取ってもらう

411 紙製 ○

412 木製 ○

413 陶器・ガラス製・プラ製 ○

414 食器洗い機 200

415 食器乾燥機 100

416 高さ１ｍ未満のもの 200

417 高さ１ｍ以上のもの 300

418 スプレー缶 金属類 ガスを抜いてください

419 びん・チューブ ○

420 新聞紙 新聞類 ひもで縛る

写真

湿布薬

自転車

醤油

除雪機

食器棚

将棋

照明器具

定規

車輌装備品

じょうろ

食器

白髪染め

焼酎

修正液、修正テープ

ジュース

ジュータン

 

 

 

 

 

 

 



№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明品　　　　　　　　名

す

421 びんの容器 びん 洗ってください

422 プラスチック製のふた  　 容器プラ

423 金属製のふた 金属類

424 スーツケース 100

425 ガラス製の水槽 ○ 200 表示して指定袋（緑）

426 プラスチック製の水槽 ○ 200 指定袋に入らなければ大型ごみ

427 ろ過機、照明器具 ○

428 金属製 金属類

429 プラスチック製 ○

430 炊飯器 ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

431 単品も同じ 100

432 スキーウェア ○

433 スキーキャリア 100

434 靴ひも・ケース ○

435 靴 ○

436 スケートボード ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

437 スコップ 100

438 すだれ 100

439 スタンプ台 ○

440 高さ１ｍ未満のもの 100

441 高さ１ｍ以上のもの 200

442 幅80cm未満のセット 小型電子機器 200 スピーカーは除く

443 幅80cm以上のセット 300 スピーカーは除く

444 据置型のもの 200

445 据置型以外のもの 100

446 煙突、ストーブガード 100

447 本体 ○

448 紙製容器･包装 　  容器紙

449 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

450 本体 ○

451 スニーカーのひも ○

452 スノーダンプ 100

453 木製 ○

454 金属製 金属類

455 スノーボード 100

456 すのこ 100

457 高さ60cm未満のもの 100

458 高さ60cm以上のもの 200

459 金属製 金属類

460 木製 ○

461 スプレー缶 金属類 ガスを抜いてください

462 ズボンプレッサー 100

463 スポンジ ○

464 炭 ○

465 スリッパ ○

せ

466 本体 ○

467 紙製容器･包装 　  容器紙

468 プラスチック容器･包装  　 容器プラ

469 木製 ○ 100

470 木製以外 ○

471 石炭ストーブ 100

472 据置型以外のもの 100

473 据置型のもの 200

474 ポリタンク 100

475 容量が25L以下 100

476 容量が25Lを超え90L以下 200

477 容量が90Lを超え490L以下 300

478 石油ポンプ プラスチック製 ○ 洗ってください

酢

スチール棚
（背板、側板なし）

ステレオセット

水筒

水槽

スキー一式

せいろ

石油ストーブ

生理用品

スケート

スニーカー

スノーブラシ

スピーカー（１本）

石油タンク
（油を抜いてください）

スプーン

ストロー

ストーブ

 

 

 

 

 



№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明品　　　　　　　　名

479 石鹸 ○

480 ポリ袋・プラスチック容器  　 容器プラ

481 紙製容器･包装 　  容器紙

482 せともの ○

483 背広 ○ 繊維リサイクル

484 テープ ○

485 芯 雑誌、紙類 つぶすなどして雑誌等に挟んで出す

486 刃の部分 ○

487 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

488 紙製容器･包装 　  容器紙

489 洗面化粧台 300

490 洗車ブラシ ○

491 洗濯機 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

492 扇風機 100

そ

493 芯に針金がないもの ○

494 芯の針金があるもの ○

495 双眼鏡 ○

496 雑巾 ○

497 本体 100

498 紙パック ○

499 草履（ぞうり） ○

500 １人用 200

501 ２人用以上のもの 300

502 ソファーベッド 300

503 ソリ 木製、プラスチック製 100

504 そろばん ○

た

505 デジタル式 ○

506 水銀式 有害ごみ（燃やせないごみの日）

507 体重計 ○ 小型電子機器については電動のものに限る

508 耐火ボード × × × × 町では収集しません。産業廃棄物処理業者に依頼

509 大工道具一式 ケースに入ったもの 100

510 タイヤ × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

511 木 ○

512 プラスチック製 ○

513 竹ぼうき 100

514 凧 紙・竹 ○

515 自己処理したもの 200 １枚につき

516 改築等の場合 × × × × 町では収集しません。産業廃棄物処理業者に依頼

517 脱脂綿 ○

518 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

519 缶の容器 空缶 洗ってください

520 卓球台 400

521 建具 ふすま、障子、網戸 100

522 卵の殻 ○

523 紙製容器･包装 　  容器紙

524 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

525 プラスチック製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

526 金属製 金属類 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

527 木製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

528 プラスチック製 ○

529 金属部分があるもの ○

530 金属部分がないもの ○

531 単行本 雑誌、紙類 ひもで縛る

532 高さ1m未満のもの 200

533 高さ1m以上のもの 400

534 ダンボール ダンボール ひもで縛る

ち

535 地球儀 ○

536 プラスチック ○

537 鉄製 金属類

樽

たらい

卵

タオル掛け

畳

掃除機

体温計

脱臭剤

造花

セロハンテープ

石鹸

ソファー

タンス

たわし

チェーン

 

 

 

 

 

 

 



№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明品　　　　　　　　名

538 茶かす、ティーパック ○

539 紙製容器･包装 　  容器紙

540 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

541 木製 ○

542 金属製 金属類

543 高さ1m未満のもの 200

544 高さ1m以上のもの 300

545 陶器・プラスチック製 ○

546 木製 ○

547 割れた陶器製の茶碗 ○ 表示して指定袋（緑）

548 チャイルドシート 100

549 ちょうし（酒） ○

550 びんの容器 びん 洗ってください

551 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

552 缶の容器 空缶 洗ってください

553 金属製のふた 金属類

554 金属 金属類

555 プラスチック製、陶器製 ○

556 チョコレート 金属製チューブ・銀紙 ○

557 紙製容器･包装 　  容器紙

558 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

559 調理器 卓上電磁調理器 ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

560 調理台 200

561 チラシ類 雑誌、紙類 ひもで縛る

562 プラスチック ○

563 金属 金属類

つ

564 つい立 200

565 使い捨てカイロ ○

566 使い捨てライター 有害ごみ（燃やせないごみの日）

567 使い捨て鍋 （ジンギスカン鍋等） ○

568 両そでのもの 500

569 両そで以外のもの 300

570 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

571 樽（プラスチック製） ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

572 漬物石（取手付） 100

573 壷 陶器 ○

574 積み木 木製 ○

575 爪切り ○

576 竹製 ○

577 グラス、プラ、カーボン製 ○

578 竿立て（金属製） ○

579 釣り針 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

580 リール・おもり ○

581 ツルハシ 100

て

582 長さ・直径が1m未満のもの 100

583 長さ・直径が1m以上のもの 200

584 テーブルクロス ○

585 手提げ金庫 ○

586 プラスチック製 ○

587 ゴム製 ○

588 鉄アレー ○

589 デッキブラシ ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

590 鉄瓶 ○

591 テニスラケット カーボン・アルミ製 ○

592 テニスボール ボール ○

593 布製 ○

594 ゴム製 ○

595 ブラウン管式 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

596 液晶テレビ × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

597 プラズマテレビ × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

598 プロジェクションテレビ 500

テーブル

茶筒

茶だんす

釣具

漬物

机（木・スチール製）

ちりとり

チョコレート

茶碗

貯金箱

調味料

茶

手袋

デスクマット

テレビ

 

 

 

 

 

 



№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明品　　　　　　　　名

599 テレビ台 200

600 本体（ソフトを含む） ○ 小型電子機器

601 プラスチックケース  　 容器プラ

602 紙製容器･包装 　  容器紙

603 電気あんか ○

604 電気カーペット ○

605 電気カミソリ 充電式等 ○

606 家具調電気こたつ 200

607 家具調以外のこたつ 100

608 電気炊飯器 ○ 小型電子機器

609 木製 ○

610 金属製の部分、電気コード ○ 小型電子機器

611 電球、蛍光管 有害ごみ（燃やせないごみの日）

612 電気ストーブ 小型電子機器 100

613 電気毛布 100 ３枚まで100円

614 電子レンジ 200

615 電子レンジ台 200

616 電磁調理器 100

617 電卓 ○ 電池は有害ゴミでだす

618 電池 有害ごみ（燃やせないごみの日）

619 テント一式 家庭用のみ 100

620 電話機 ○ 小型電子機器

621 電話台 100

622 電話帳 雑誌、紙類 ひもで縛る

623 電気コード ○ 小型電子機器

と

624 木製 ○

625 金属製 金属類

626 トースター ○ 小型電子機器 指定袋に入らなければ大型ごみ

627 土鍋 ○

628 塗料缶（業務用） × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

629 びんの容器、缶の容器 ○ 中身を残さないでください

630 スプレー缶 金属類 ガスを抜いてください

631 砥石 ○

632 ポリ袋  　 容器プラ

633 芯 雑誌、紙類 折って雑誌と共にしばって出す

634 ポリタンク 100

635 容量が25L以下 100

636 容量が25Lを超え90L以下 200

637 容量が90Lを超え490L以下 300

638 電子時計 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

639 電子時計以外 ○ 指定袋に入らなければ大型ごみ

640 高さ1m未満のもの 200

641 高さ1m以上のもの 300

642 自己処理したもの 100 ３枚ごとに

643 建築廃材等 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

644 ドライバー（工具） ○

645 ドライヤー ○

646 紙 ○

647 紙製容器･包装 　  容器紙

648 プラスチック製容器･包装 ○

649 鳥かご 100

650 びん びん 洗ってください

651 金属製のふた 金属類

652 トレー 惣菜等  　 容器プラ 洗ってください

653 ドレッサー 鏡台等 200

な

654 ナイフ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

655 ナイロンのひも ○

656 長靴 ゴム製・皮製 ○

657 流し台 200

テレビゲーム

トランプ

時計

塗料

電気スタンド

電気こたつ

ドアノブ

戸棚

ドリンクびん

灯油タンク
（油を抜いてください）

トイレットペーパー

トタン板
（90cm×180cm）

 

 

 

 

 



№
燃やせ
るごみ
（黄）

燃やせ
ないご
み(緑)

資源ごみ
大型
ごみ

（円）
説　　　　　明品　　　　　　　　名

658 陶器 ○

659 金属製 金属類

660 金属製 金属類

661 木製 ○

662 鍋つかみ ○

663 なわとび ○

に

664 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

665 紙製容器･包装 　  容器紙

666 金属製のふた 金属類

667 プラスチック製のふた ○

668 缶の容器 空缶 洗ってください

669 紙パック 　  容器紙 洗って開いてください

670 びんの容器 びん 洗ってください

671 ストロー ○

672 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

673 人形 布製、木製、 ○

674 人形ケース ガラス ○ 100 表示して指定袋（緑）

ぬ

675 ぬいぐるみ ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

676 縫い針 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

677 布くず ○

678 ぬりえ 色がついていても資源 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

ね

679 ネクタイ ○

680 ねこ車（一輪車） 100

681 ねじ ボルト・ナット ○

682 金網 金属類

683 網戸 100

684 網 ○

685 寝袋 ○

686 紙製・布製 ○

687 芯 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

688 粘土 ○

の

689 ホッチキス留めのもの 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

690 のり留めのもの 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

691 ノート型パソコン × × 小型電子機器 × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

692 農機具 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

693 農業用廃ビニール × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

694 農薬の容器 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

695 のこぎり 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

696 のみ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

697 びんの容器 びん 洗ってください

698 缶の容器 空缶 洗ってください

699 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

700 紙製容器･包装 　  容器紙

は

701 バーベキューコンロ 200

702 ハーモニカ ○

703 プラ製、ｶﾞﾗｽ、陶器類 ○

704 金属 金属類

705 パイプ椅子 100

706 紙 ○

707 留め金 ○

708 ハエたたき ○

709 はがき 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

710 ハケ ○ 洗ってください

711 金属製 金属類

712 プラスチック製 ○ 砕いて入れてもかまいません

713 はさみ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

鍋

鍋しき

入浴剤

乳飲料

ネット（網）

ノート

バケツ

バインダー

のり（海苔）

灰皿

粘着テープ
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714 はしご 100

715 バスタオル ○

716 バスマット ○

717 本体、ディスプレイ × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

718 台（ラック） 100

719 木 ○

720 陶器・プラスチック ○

721 発炎筒 ○ 使いきり、水に浸す

722 発泡スチロール  　 容器プラ 洗ってください

723 発電機 自家用 200

724 バッテリー × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

725 シャトル（ハネ） ○

726 ラケット ○

727 造花（針金入り） ○

728 造花（針金なし） ○

729 生花 ○

730 花火 （使用後のもの） ○ 水に浸す

731 羽布団 100 ３枚まで１００円

732 電動歯ブラシ ○ 電池は有害ゴミ

733 歯ブラシ ○

734 刃物 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

735 針金 金属類

736 ハンカチ ○

737 プラスチック製 ○

738 木製 ○

739 半紙（使用済みも含む） 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

740 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

741 パンフレット 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

ひ

742 ヒーター 家庭用電気式 100

743 パラボラアンテナ 100

744 チューナー ○ 小型電子機器

745 ビーチパラソル 100

746 ピアノ × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

747 ピアニカ（楽器） ○

748 刃のついたカミソリ 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

749 充電式 ○

750 本体、三脚 ○ 本体は小型電子機器

751 バッテリー 町では収集しません。販売店に問い合わせ

752 ビデオテープ ○

753 ビデオデッキ 小型電子機器 100

754 ビニールタイ ○

755 ビニール手袋 ○

756 ビニールホース ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

757 火ばさみ ○

ふ

758 プール（幼児用） ビニール製 ○

759 紙 ○

760 留め金 ○

761 ファックス（家庭用） 100

762 ファミコン ソフトを含む ○ 小型電子機器

763 ファンスキー ○

764 ファンシーケース 100

765 ファンヒーター 小型電子機器 100

766 ファクシミリ（家庭用） 100

767 本体（金属ケース入り） ○

768 ネガ、プラスチックケース ○

769 風船 ○

770 封筒 封筒のみ 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

771 封筒 窓付封筒の窓部分 ○

772 金属製 金属類

773 木製 ○

774 ふきん ○

半紙

ハンガー

歯ブラシ

花

バトミントン

ＢＳ

ビデオカメラ

フィルム

フォーク（食器）

鉢（花用）

パソコン

ひげ剃り

ファイル
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775 ふすま 100

776 プラスチック製容器･包装 ○

777 紙製（のり付き） 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

778 紙製（のり無し） 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

779 筆 ○

780 金属製 金属類

781 プラスチック製 ○

782 布団 掛布団、敷布団、毛布 100 ３枚まで100円

783 布団カバー ○

784 布団たたき 木 ○

785 布団乾燥機 100

786 フラワースタンド ○ 100

787 フライパン 金属類

788 ブラインド 100

789 紙製容器･包装 　  容器紙

790 金属部分があるもの ○

791 金属部分がないもの ○

792 木製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

793 プラスチック製 ○

794 フリーザー × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

795 プリンター 100

796 ブルーシート ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

797 風呂釜 200

798 風呂桶 プラスチック製 ○

799 風呂洗浄器 200

800 風呂の椅子 プラスチック製 ○

801 風呂のふた ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

802 ブロック・コンクリート × × × × 町では収集しません。産業廃棄物処理業者に依頼

803 ポロパンガスボンベ × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

804 フロッピーディスク 本体、プラスチックケース ○

805 風呂敷 プラスチック製 ○

へ

806 ヘアピン ○

807 ヘアバンド ○

808 ヘアーブラシ プラスチック製 ○

809 ベビーベッド 100

810 ダブルベッド 300

811 ダブルベッド以外 200

812 リクライニング機能付 400

813 スプリングなし 100

814 スプリング付 500

815 木製・スチール製 200

816 木製・スチール製以外 100

817 本体 ペット 洗ってください

818 ラベル  　 容器プラ

819 プラスチック製のふた  　 容器プラ

820 金属製のふた 金属類

821 ヘッドホン ○

822 ベニヤ板 100 ３枚まで100円

823 ベビー用品 ベビー浴槽、ベビーカー 100

824 ヘルスメーター ○

825 ベルト 革製 ○

826 ヘルメット ○

827 便座 温水洗浄機付も含む 100

828 便座カバー 布 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

829 ベンチ 100

830 紙製容器･包装 　  容器紙 洗ってください

831 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

832 保温式、金属製 金属類

ほ

833 ホースリール ホースを含む 100

834 高さ1m未満のもの 100

835 高さ1m以上のもの 200

プランター

ペットボトル

ペット小屋

プラモデル

ブックカバー

筆箱

ホームラック
（背板、側板無し）

ベッド（マットレスを除く）

ベッドマットレス

弁当箱
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836 容量が25Lまで 100 油を抜いてください

837 容量が25Lを超え90L以下 200 油を抜いてください

838 容量が90Lを超え490L以下 300 油を抜いてください

839 本体 ○

840 芯の部分 ○

841 ホイール（車用１本） 100

842 望遠鏡 ○

843 ほうき ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

844 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

845 紙製容器･包装 　  容器紙

846 帽子 ○

847 包丁 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

848 包帯 ○

849 歩行器 100

850 ポスター 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

851 木製 ○

852 プラスチック製 ○

853 ホチキス ○

854 保温容器（電気ポット） ○

855 花植え容器 ○

856 ホットカーペット 100

857 ホットプレート ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

858 ほ乳びん ○

859 ポラロイドカメラ ○

860 ポリタンク 灯油用 100 洗ってください

861 保冷剤 アイスノン等 ○

862 ホワイトボード 壁掛け用 100

863 ホッチキス留めのもの 雑誌、紙類 ひもで縛る

864 のり留めのもの 雑誌、紙類 ひもで縛る

865 高さ1m未満のもの 200

866 高さ1m以上のもの 300

ま

867 用具 ○

868 卓 100

869 マイク コードも含む ○

870 巻き尺 金属製 金属類

871 マグネット ○

872 枕 ○

873 紙製容器･包装 　  容器紙

874 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

875 本体 ○

876 本体（金属部分があるもの） ○

877 マスク ○

878 マッチ ○ 水に浸す

879 スプリングのないもの 100

880 スプリング付きのもの 500

881 いす型以外のもの 200

882 いす型のもの 300

883 木製 ○

884 プラスチック製 ○

885 魔法瓶 ○

886 ママさんダンプ 100

887 漫画本 雑誌、紙類 ひもで縛る

888 万年筆 ○

み

889 ミキサー（スムージー） ○ 指定袋に入らなければ大型ごみ

890 卓上型のもの 100

891 卓上型以外のもの 200

892 ミシン台 100

893 水枕 ゴム製、金属部分 ○

894 木製 ○

895 プラスチック製 ○

まな板

ホームタンク

ボールペン

本類

耳かき棒

マッサージ機

マットレス

マジックペン

ポット

麻雀

本棚

芳香剤

ぼたん

ミシン
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896 金属 金属類

897 プラスチック製 ○

898 みりん びんの容器 びん 洗ってください

899 ミルク（乳幼児用） 缶の容器 空缶 洗ってください

む

900 ムース スプレー缶 金属類 ガスを抜いてください

901 ティーパック ○

902 紙製容器･包装 　  容器紙

903 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

904 缶の容器 空缶 洗ってください

905 ペットボトル ペット 洗ってください

906 ペットボトルのふた、ラベル  　 容器プラ

907 木製 ○

908 プラスチック製 ○

909 虫メガネ ○

910 虫除けスプレー缶 金属類 ガスを抜いてください

911 むしろ 100

め

912 めがね ○

913 紙製 ○

914 プラスチック製 ○

915 メジャー 金属製 金属類

も

916 毛布（布団類） 100 ３枚まで100円

917 60cm以内に切って 100

918 木くず ○

919 餅つき機 100

920 モップ ぞうきん、柄（短く切って） ○

921 室内用物干し 100

922 竿（４本まで） 100

923 支柱（２本まで） 100

924 コンクリート台 × × × × 町では収集しません。産業廃棄物処理業者に依頼

や

925 やかん 金属類

926 グローブ、スパイク ○

927 金属バット 金属類 100 袋に入らなければ大型ごみ

928 木製バット ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

929 野菜くず（水分を切って） ○

930 ポリ袋・ネットラップ  　 容器プラ 洗ってください

931 トレー  　 容器プラ 洗ってください

932 紙製 ○

933 金属製 金属類

ゆ

934 遊具類 子供用 100

935 封筒（窓なし） 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

936 封筒の窓部分 ○

937 紙包み、印刷物 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

938 ハガキ 雑誌、紙類 雑誌にはさんで出す

939 木製 ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

940 金属製 ○ 金属類 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

941 床暖ストーブ 200

942 浴衣 ○ 繊維リサイクル

943 雪かき道具 100

944 湯たんぽ 金属製 金属類

945 木製 ○

946 陶器類・プラスチック製 ○

947 湯沸し器 100

よ

948 紙製容器･包装 　  容器紙

949 びんの容器 びん 洗ってください

950 金属製のふた 金属類

951 高さ1m未満のもの 200

952 高さ1m以上のもの 400

湯のみ茶わん

郵便受け

野球道具

郵便物

野菜

麦茶

ミニカー

物干し

木片

虫かご、虫取り網

やすり

メガホン

洋酒

洋ダンス
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953 浴槽 300

ら

954 ライター 有害ごみ（燃やせないごみの日）

955 木製 ○

956 金属・ゴム部分があるもの ○

957 ラジオ ○

958 ラジカセ ○ 小型電子機器 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

959 ラジコンカー ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

960 紙製容器･包装 　  容器紙

961 ラップ ○

962 金属製の刃の部分 金属類

963 芯 雑誌、紙類 つぶすなどして雑誌等に挟んで出す

964 ランドセル ○

り

965 リード線 ○

966 リコーダー（たてぶえ） ○

967 紙製・ビニール製 ○

968 金属部分があるもの ○

969 リモコン ○ 小型電子機器 電池は有害ごみで出す

970 リヤカー 300

971 布製 ○

972 革製 ○

る

973 ルアー 釣り道具 有害ごみ（刃のついたものは包んで燃やせないごみの日）

974 ルーフボックス 車両用 200

れ

975 レーキ 100

976 ＬＤソフト ○

977 プレイヤー 100

978 冷蔵庫 × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

979 冷蔵庫（冷凍専用） × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

980 冷暖房機（エアコン） × × × × 町では収集しません。販売店に問い合わせ

981 本体 ○

982 紙製のケース 雑誌、紙類 折って雑誌と共にしばって出す

983 レコードプレイヤー 100

984 レジャーシート ○ 100 指定袋に入らなければ大型ごみ

985 木 ○

986 プラスチック製 ○

987 レンガ × × × × 町では収集しません。産業廃棄物処理業者に依頼

988 レンジパネル アルミ製 ○

989 レンジフードカバー ○

990 レンジ台 200

ろ

991 ロープ 麻・プラスチック製 ○

992 ローラースケート ○

993 ろうそく ○

994 老眼鏡 ○

995 幅が60cm未満のもの 200

996 幅が60cm以上のもの 300

わ

997 ワープロ 100

998 ワイシャツ ○ 繊維リサイクル

999 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ

1000 留めピン ○

1001 びんの容器 びん 洗ってください

1002 金属製のふた 金属類

1003 コルク ○

1004 コルク抜き ○

1005 長さ・直径が1m未満のもの 100

1006 長さ・直径が1m以上のもの 200

1007 スポンジ ○

1008 缶の容器 ○

1009 紙製容器･包装 　  容器紙

レコード

レターケース

ワイシャツ

ワイン

ワゴン

ワックス（固形）

レーザーディスク

ラケット

ラップ

リュックサック

リボン

ロッカー
（木製、スチール製）
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1010 プラスチック製容器･包装  　 容器プラ 洗ってください

1011 缶の容器 ○

1012 わら製品 ○

メ　モ　欄

ワックス（液体）

 


