
資源ごみ

燃やせるごみ ペットボトル

（マニュアル３ページ） び　ん　類

燃やせないごみ 缶　　　類

（マニュアル４ページ） 新　　　聞

生ごみ 雑　誌　類

（マニュアル５ページ） ダンボール

有害ごみ 紙 パ ッ ク

（マニュアル６ページ） シュレッダーくず

粗大ごみ 食品トレイ

（マニュアル９～１０ページ） そ の 他 紙

無料収集ごみ 割　り　箸

（マニュアル３ページ） 衣　　　類

収集できないもの プラ容器包装

（マニュアル１１～１２ページ） （マニュアル７～８ページ）

 この分別一覧表は、それぞれの品目の一般的な形状・大きさを基準に分別方法を

 記載しているため、実際のごみによっては、分別方法が異なる場合があります。

●分別に迷った時は、材質・各種リサイクル識別マークを目安にしてください。

　（詳しくは、３～１２ページを確認してください）

●「粗大ごみ」と記載してあっても、指定ごみ袋に入り、袋の口をしっかりとしばることが

　できるものは、「燃やせるごみ」または「燃やせないごみ」として出してください。

●「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」と記載してあっても、指定ごみ袋に入らないものは、

　「粗大ごみ」としてクリーンセンターへ持込むか、戸別収集の申し込みをしてください。

※ ご 利 用 上 の 注 意 ※

資源（その他紙）

無料収集ごみ 資源（割り箸類）

資源（衣類）

受入不可 資源（プラ容器包装）

資源（ダンボール）

有害ごみ 資源（紙パック）

資源（シュレッダーくず）

粗大ごみ 資源（食品トレイ）

資源（びん類）

燃やせない 資源（缶類）

資源（新聞）

生ごみ 資源（雑誌類）

標　茶　町
資源とごみの分別一覧

分　別　区　分

一覧表での表示 一覧表での表示

燃やせる 資源（ペットボトル）
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

あ 容器・フタ（紙製） 資源（その他紙）

容器・フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

棒（木製・プラ製） 燃やせる

へら（木製・プラ製） 燃やせる

衣類用アイロン 燃やせない

髪用アイロン 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

上記以外 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

食用油 燃やせる 固めるか、新聞などに染みこませる

容器（缶類） 資源（缶類） 汚れ・ヌメリが取れなければ「燃やせないごみ」へ

容器（びん） 資源（びん類） 汚れ・ヌメリが取れなければ「燃やせないごみ」へ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れ・ヌメリが取れなければ「燃やせるごみ」へ

油絵の具 燃やせる

雨カッパ ビニール製・ナイロン製 燃やせる

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

漁網 受入不可 １１ページ参照

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

台紙（紙製） 資源（その他紙） 金属部分は「燃やせないごみ」へ

台紙（プラ製） 燃やせる

弁当用の皿など 燃やせる

なべ・桶など 燃やせない

アルミ箔 燃やせる

芯・箱 資源（その他紙） 金属部分は「燃やせないごみ」へ

刃の部分（金属） 燃やせない

刃の部分（紙製） 燃やせる

屋外用アンテナ 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

室内用アンテナ・ケーブル 燃やせない

い 石 受入不可 １１ページ参照

木製・プラ製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ダンボール製 資源（ダンボール）

木製・プラ製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

上記以外 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ソファー 粗大ごみ

木製 燃やせる

金属製 燃やせない

板ガラス 燃やせない

一升ビン 資源（びん類）

網

アルバム

アルミ製品

アルミホイル

アンテナ

衣装ケース

資源とごみの分別一覧

アイスクリーム

アイロン

アイロン台

アクセサリー

油（食用）

いす

板
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

い 一斗缶 資源（缶類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

乗用・競技用 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

猫車 粗大ごみ

木製・プラ製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

上記以外 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

イヤホン 燃やせない

町指定品 資源（衣類） ８ページ参照

町指定品以外 燃やせる

衣類乾燥機 受入不可 １２ページ参照

印鑑・はんこ 木製・プラ製 燃やせる

革製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

液体 燃やせる 新聞や布などに染みこませてください

容器（びん） 資源（びん類）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

プリンタ用カートリッジ 燃やせない 販売店などにある回収箱でリサイクルも可能

外箱（紙製） 資源（その他紙）

容器・フタ（紙製） 資源（その他紙）

容器・フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外装袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

う ウイスキー 品目名「酒」（２２ページ）の欄を参照してください

ウーロン茶 品目名「茶」（２７ページ）の欄を参照してください

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

浮き輪 ゴム製・ビニール製 燃やせる

うす（臼） 木製・石製 粗大ごみ

うちわ 燃やせる

腕時計 燃やせない

え ＡＣアダプター 電源コード 燃やせない

ＭＤ ディスク・ケース 燃やせる

本体 受入不可 １２ページ参照

リモコン 燃やせない 電池は取り除いてください

液晶テレビ 受入不可 １２ページ参照

枝 燃やせる ３ページ参照

チューブ（アルミ製） 燃やせない

チューブ（プラ製） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

外箱（紙製） 資源（その他紙）

LED電球・LED蛍光灯 燃やせない ４ページ参照

鉄製（緑色） 燃やせない 長さ１．０ｍ以下にし、ひもで束ねてください。

竹製 燃やせる 長さ１．０ｍ以下にし、ひもで束ねてください。

延長コード 燃やせない

１．０ｍ以上 粗大ごみ

１．０ｍ未満 燃やせない

インク

インクカートリッジ

インスタント食品

植木鉢

エアコン

絵の具

一輪車

犬小屋

衣類

印鑑・はんこケース

園芸用の支柱

煙突
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

え 鉛筆・色鉛筆 燃やせる

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（金属製） 燃やせない

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

プラケース 燃やせる

卓上用 燃やせない

プラ製小型 燃やせる

お オイル缶 燃やせない 中は完全に空にしてください

オーブンレンジ 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

おしぼり 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

プラ製の袋 資源（プラ容器包装）

おしゃぶり プラスチック製 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

おむつ 紙おむつ 無料収集ごみ ３ページ参照

木製・プラ製 燃やせる 電池・電球や金属は取り除いてください

上記以外 燃やせない 電池・電球は取り除いてください

オルガン 粗大ごみ

か ガーゼ 燃やせる

カーテン 燃やせる

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

木製・プラ製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

上記以外 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

紙製 資源（その他紙）

プラスチック製 燃やせる

カーペット 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

貝殻 生ごみ

金属製 燃やせない 電池・電球は取り除いてください

プラスチック製 燃やせる 電池・電球や金属は取り除いてください

使い捨てカイロ 燃やせない

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

鏡 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

家具類 粗大ごみ

おたま

おぼん

おもちゃ

カーテン

カーテンレール

カード類

鉛筆
（色鉛筆含む）

鉛筆けずり

桶

おしぼり

懐中電灯

カイロ

花器

額縁
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

か 傘 燃やせない

加湿器 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（びん） 資源（びん類）

容器（缶類） 資源（缶類）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

個別包装（銀紙） 燃やせる

個別包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

個別包装（紙製） 資源（その他紙）

フタ（金属製） 燃やせない

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

ガステーブル 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ガス湯沸器 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ガスレンジ 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

コンロ 燃やせない ボンベは取り除いてください

カセットボンベ 燃やせない 穴を開けずに使い切ってください

カセットテープ テープ・ケース 燃やせる

カセットデッキ 燃やせない 電池は取り除いてください

ガソリン（少量） 燃やせる 新聞や布などに染みこませてください

ガソリン携行缶 燃やせない 完全に空にしてください

刃 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

本体　金属製 燃やせない

本体　プラ製 燃やせる

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（発泡スチロール製） 資源（プラ容器包装）

プラ製袋（具の袋） 資源（プラ容器包装）

フタ（紙製/裏側アルミ） 資源（その他紙）

外装フィルム 資源（プラ容器包装）

線香 燃やせる

電子蚊とり器 燃やせない 電池は取り除いてください

容器（金属製） 燃やせない

容器（プラ製） 資源（その他紙）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

灰 燃やせない

布製・皮製・プラ製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

上記以外 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

画びょう 燃やせない ケースなどに入れてください

汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

蚊とり線香

かばん

菓子

カセットコンロ

画板

ガソリン

カッター

カップラーメン
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

か 木製・竹製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

紙くず ちり紙など 燃やせる

紙コップ 資源（その他紙） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

紙皿 資源（その他紙） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

かみそり 燃やせない キャップをつけるか、刃にテープを巻いてください

紙ねんど 燃やせる

髪の毛 燃やせる

紙やすり 燃やせる

紙パック（中が銀色） 資源（紙パック）

紙パック（中が白色） 資源（その他紙）

紙パック（掃除機） 燃やせる

資源となる紙 資源（その他紙） ７ページ参照

シュレッダーされた紙 資源（シュレッダーくず）

上記以外 燃やせる

ガム 燃やせる

外包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

包み紙（紙製） 燃やせる 汚れが無ければ「資源（その他紙）」へ

包装紙（銀紙） 燃やせる

テープ 燃やせる

芯 資源（その他紙）

カメラ 燃やせない 電池は取り除いてください

三脚 燃やせない

ケース（革製・布製・プラ製） 燃やせる

ケース（上記以外） 燃やせない

画用紙 資源（その他紙）

カラーボックス 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

カレンダー 資源（その他紙） 金属部分は「燃やせないごみ」へ

革製品類 靴・鞄など 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

換気扇 燃やせない

フィルター 燃やせる

缶切り 燃やせない とがった部分はテープで巻いてください

除湿機・布団乾燥機 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

衣類乾燥機 受入不可 １２ページ参照

乾電池 筒型電池・ボタン型電池 有害ごみ

き 根・幹・枝 燃やせる ３ページ参照

乾燥していない葉 生ごみ

乾燥している葉 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

パソコン機器 燃やせない

楽器 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ギター 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

花びん

紙パック（飲料）

紙類

ガム

ガムテープ

カメラ

換気扇

乾燥機

木

キーホルダー

キーボード
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

き キッチンマット 燃やせる

木箱 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製以外 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

金属製 燃やせない

プラスチック製 資源（プラ容器包装）

木製・コルク 燃やせる

きゅうす（急須） 燃やせない

容器（紙パック・中が白色） 資源（紙パック）

容器（びん） 資源（びん類）

フタ（紙製） 燃やせる

ストロー 燃やせる

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

教科書・参考書 資源（雑誌類）

鏡のみ 燃やせない 破片は厚紙などで覆ってください

本体一式 粗大ごみ

プラスチック製 燃やせる

上記以外 燃やせない

水槽（ガラス製） 燃やせない

水槽（プラ製） 燃やせる

ろ過器・照明器具 燃やせない 蛍光管、電球は取り除いてください

耐火金庫 粗大ごみ

手提げ金庫 燃やせない

く くぎ 燃やせない ケースなどに入れてください

乾燥していない物 生ごみ

乾燥している物 燃やせる

草刈り機 粗大ごみ 燃料は抜き取ってください

柄のみ 燃やせる

柄・刃一式 燃やせない 刃は厚紙などで覆ってください

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

分包紙（紙製） 資源（その他紙）

分包紙（プラ製） 資源（プラ容器包装）

ヒート（錠剤・カプセル） 資源（プラ容器包装）

チューブ（プラ製） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

チューブ（金属製） 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

くだものナイフ 燃やせない ケースに収め、テープで固定してください

脚立

キャップ（フタ）類

牛乳

鏡台

霧吹き

金魚鉢

薬の容器

薬箱

金庫

草 土を払い落としてください

草刈り鎌

くさり

くし（櫛）
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

く 下記以外の靴・サンダルなど 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

スケート靴・スキー靴 燃やせない

外箱（紙製） 資源（その他紙）

外箱（ダンボール製） 資源（ダンボール）

内包装（紙製） 資源（その他紙）

靴下 燃やせる

外包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

留ピン 燃やせない

クーラーボックス 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

クリアファイル 燃やせる

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

クリップケース 燃やせる

車いす 粗大ごみ

クレヨン 燃やせる

外箱（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

グローブ 燃やせる

軍手 燃やせる

け 蛍光灯 蛍光灯・蛍光管・電球 有害ごみ 6ページ参照

計算機 燃やせない 電池は取り除いてください

携帯電話 電話機 燃やせない 電池は取り除いてください

携帯音楽プレーヤー 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

金属製 燃やせない

計量スプーン 金属 燃やせない

ケーキ 品目名「菓子」（１７ページ）の欄を参照してください

本体・コントローラー 燃やせない 電池は取り除いてください

外箱（紙製） 資源（その他紙） ダンボール製は「資源（ダンボール）」へ

カートリッジ 燃やせる

ＣＤ／ＤＶＤ 燃やせる

プラスチック製のケース 燃やせる

毛皮 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

容器（びん） 資源（びん類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

容器（金属製） 燃やせない

フタ（金属製） 燃やせない

下駄箱 粗大ごみ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（びん） 資源（びん類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

フタ（金属製） 燃やせない

靴

靴下

クリップ

クレヨン

計量カップ

ゲーム機

ゲームソフト

化粧品

ケチャップ
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

け 水銀式 有害ごみ 6ページ参照

デジタル式 燃やせない 電池は取り除いてください

毛抜き 燃やせない

玄関マット 燃やせる

剣山 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

面 燃やせない

面以外 燃やせる

顕微鏡 燃やせない

こ 碁石 燃やせない

囲碁盤・碁笥（ごす） 燃やせる

鯉のぼり・ロープ 燃やせる

金具 燃やせない

支柱 燃やせない

鋼管パイプ 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

工具類 ドライバー・ペンチなど 燃やせない

茶殻・ティーバッグ 生ごみ 水を切ってください

容器（缶類） 資源（缶類）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

個別包装（紙製） 資源（その他紙）

コードレス電話 燃やせない 電池は取り除いてください

コーヒー殻 生ごみ 水を切ってください

容器（缶類） 資源（缶類）

容器（びん） 資源（びん類）

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

紙フィルター 燃やせる

内包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

容器（缶類） 資源（缶類）

容器（びん） 資源（びん類）

容器（紙製） 資源（その他紙）

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

ござ 燃やせる

本体 粗大ごみ

ふとん 燃やせる

紙製 資源（その他紙）

プラスチック製 燃やせる

上記以外 燃やせない

粉ミルク 金属製の容器 資源（缶類） 洗って乾かしてください

コピー機 家庭用 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

容器（木製・プラ製） 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

容器（上記以外） 燃やせない

ゴム製品 燃やせる

剣道用具

碁

鯉のぼり

紅茶

コーヒー

コーンフレーク

血圧計

ココア

こたつ

コップ

ごみ箱
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

こ ゴムボート 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

クラブ・バッグのセット 粗大ごみ

クラブ 燃やせない

バッグ 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

コンセント 燃やせない

製図用 燃やせない とがった部分はテープで巻いてください

方位磁石（プラ製） 燃やせる

方位磁石（金属製） 燃やせない

プラスチック製 資源（プラ容器包装）

紙製 資源（その他紙）

ダンボール製 資源（ダンボール）

さ サイドボード 粗大ごみ

座椅子 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

財布 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

容器（缶類） 資源（缶類）

容器（びん） 資源（びん類）

容器（紙パック） 資源（紙パック）

容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル）

フタ（金属製） 燃やせない

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

コルク 燃やせる

包装紙（銀紙） 資源（その他紙）

スパイク 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

ボール 燃やせる

砂糖 品目名「調味料」（２７ページ）の欄を参照してください

座布団 燃やせる

竹製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

プラ製フレーム・レンズ 燃やせる

上記以外 燃やせない

サンダル 燃やせる

三輪車 燃やせない

し ＣＤ ディスク・ケース 燃やせる

シート 燃やせる

電動シェーバー 燃やせない 電池は取り除いてください

コード 燃やせない

電池 有害ごみ 6ページ参照

塩 品目名「調味料」（２７ページ）の欄を参照してください

磁石 燃やせない

コンパス

梱包材

酒
（ビール・ウイスキー・
　ワイン　など）

サッカー用具

ざる

三角コーナー

米びつ

ゴルフ用具

サングラス

シェーバー
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

し 原動機付自転車 受入不可 １１ページ参照

電動自転車 粗大ごみ バッテリーは取り除いてください

普通自転車 粗大ごみ

タイヤ以外の部品 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

タイヤ・チューブ 燃やせる

自動二輪車 受入不可 １１ページ参照

写真 資源（その他紙）

ネガ 燃やせる

容器（びん） 資源（びん類）

容器（紙製） 資源（その他紙） 洗って乾かしてください

チューブ（プラ製） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

フタ（金属製） 燃やせない

しゃもじ 木製・プラ製 燃やせる

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れを落としてください

詰替え袋（プラ製） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

紙パック（中が銀色） 資源（その他紙）

紙パック（中が白色） 資源（紙パック）

容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル）

容器（缶類） 資源（缶類）

容器（びん） 資源（びん類）

フタ（金属製） 燃やせない

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

じゅうたん 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

充電池 有害ごみ 6ページ参照

柔道着 燃やせる

朱肉 燃やせる

消火器 受入不可 １１ページ参照

駒・ケース（木製） 燃やせる

駒のケース（プラ製） 燃やせる

将棋盤 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

消毒液 容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 消毒液は取り除いてください

蛍光灯・蛍光管・電球 有害ごみ 6ページ参照

本体、傘、LED電球など 燃やせない 蛍光管、電球、電池は取り除いてください

容器（びん） 資源（びん類）

容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル）

容器（缶類） 資源（缶類） 一斗缶は「資源（缶類）」へ

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

ジュース

将棋

定規

じょうご

照明器具

しょうゆ（醤油）

自転車

写真

ジャム

シャンプー
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

し プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

除湿機 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

紙製 資源（その他紙） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

容器（びん） 資源（びん類）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（金属製） 燃やせない

容器（スプレー缶） 燃やせない 穴を開けずに使い切ってください

フタ（金属製） 燃やせない

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

新聞紙 新聞・チラシ 資源（新聞） ひもでしばるか回収袋に入れてください

す 容器（びん） 資源（びん類）

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

ガラス製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

炊飯器 燃やせない

スーツケース 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

道具一式 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ウエア 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

スケートボード 燃やせない

靴 燃やせない スケート刃は、厚紙などに包みテープで固定してください

スケートスーツ 燃やせる

スケートバッグ 燃やせる

紐締め 燃やせない

エッジケースのみ（プラ製） 燃やせる

エッジケースのみ（布・革製） 燃やせる

スケッチブック 資源（その他紙） 金属部分は「燃やせないごみ」へ

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

すす 燃やせない

すずり 燃やせない

すだれ 燃やせる

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

ステレオ 一式 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ストーブ 燃やせない 灯油や燃え殻などを取り除いてください

ストッキング 燃やせる

スキー用具

スケート用具

スコップ

スタンプ

じょうろ

食器

白髪染め

酢

水中メガネ

水筒
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

す ストロー本体 燃やせる

袋（紙製） 燃やせる

袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

スニーカー 燃やせる

スノーシュー （西洋かんじき） 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

板・金具 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ブーツ 燃やせる 金属が外れなければ「燃やせないごみ」へ

ウエア 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

すのこ 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

スパイクシューズ 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

スプレー缶 燃やせない 穴を開けずに使い切ってください

スポンジ 燃やせる

炭 燃やせる かけら程度のごく少量に限ります。灰は「燃やせないごみ」へ

スリッパ 燃やせる

せ 外包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

本体 燃やせる 袋に入れて密封してください

竹製 燃やせる

金属製 燃やせない

外箱（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（プラ製チューブ） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

個別包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

せともの 燃やせない

外箱（紙製） 資源（その他紙）

外包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

刃の部分 燃やせない

テープ 燃やせる

芯 資源（その他紙）

内包装（紙製） 資源（その他紙）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

外装（フィルム） 資源（プラ容器包装）

容器（加工紙） 燃やせる

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

洗濯機 受入不可 １２ページ参照

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

栓抜き 金属製 燃やせない

扇風機 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ストロー

スノーブラシ

線香

洗剤

洗濯バサミ

スノーボード用具

スプーン

生理用品

セイロ

石けん

セロハンテープ
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

せ 木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

スプレー缶 燃やせない 穴を開けずに使い切ってください

スプレー缶以外 燃やせる

そ 造花 燃やせる

ぞうきん 燃やせる

容器（トレイ） 資源（食品トレイ） 汚れを落としてください

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れを落としてください

外装ラップ 資源（プラ容器包装） 汚れを落としてください

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れを落としてください

本体・ホースなど 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

紙パック 燃やせる

ぞうり（草履） 燃やせる

容器（びん） 資源（びん類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

個別包装（ビニール） 資源（プラ容器包装） 中身を取り除けない場合は「燃やせるごみ」へ

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

ソファー 粗大ごみ

そり 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

そろばん 燃やせる

た 水銀体温計 有害ごみ 6ページ参照

デジタル体温計 燃やせない

大工道具一式 燃やせない 刃物は保護ケースに入れてください

体重計 燃やせない 電池は取り除いてください

ホイールのみ 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ホイール付きタイヤ 受入不可 ホイールからタイヤを外してください

タイヤのみ 検討中 担当へお問い合わせください

木製・プラ製 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

上記以外 燃やせない

タオル類 資源（衣類） 汚れているものは「燃やせるごみ」へ

竹串 資源（割り箸類）

竹ぼうき 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

たたみ 粗大ごみ 家庭で自力交換する場合に限ります

吸殻・カートリッジなど 燃やせる 火が消えていることを確認してください

灰 燃やせない

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（金属製） 燃やせない

内装（銀紙） 燃やせる

外装フィルム 資源（プラ容器包装）

洗面器

染料

そうざい（惣菜）

たばこ

掃除機

ソース

ソーセージ

体温計

タイヤ
（重機・トラクターは
　除く）

タオル掛け
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

た 殻 生ごみ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（紙製） 資源（その他紙）

木製・プラ製 資源（プラ容器包装） 金属部分は「燃やせないごみ」へ

上記以外 燃やせない

金だわし 燃やせない

上記以外 燃やせる

タンス 粗大ごみ

ダンボール 資源（ダンボール） ひもで束ねてください

ち 箱（紙製） 資源（その他紙）

容器（缶類） 資源（缶類）

個別包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

個別包装（アルミ製） 燃やせる

チェーンソー 燃やせない オイルを抜き、刃に保護ケースを付けてください

金属製 燃やせない

上記以外 燃やせる

茶殻・ティーバッグ 生ごみ 水を切ってください

容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル）

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（缶類） 資源（缶類）

内袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

内袋（アルミ製） 燃やせる

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外装（アルミ製） 燃やせる

茶たんす 粗大ごみ

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

容器（びん） 資源（びん類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（缶類） 資源（缶類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れているものは「燃やせるごみ」へ

容器（プラ製チューブ） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

容器（ペットボトル） 資源（ペットボトル） 醤油以外の容器は「資源（プラ容器包装）」へ

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外袋（紙製） 資源（その他紙）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

チョーク 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

卵

樽

たわし

チーズ

地球儀

茶
（ウーロン茶・紅茶・
麦茶 など）

茶筒

茶わん

調味料

貯金箱
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

ち 木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

つ 机 粗大ごみ

つまようじ 燃やせる

爪 燃やせる

爪切り 燃やせない

ウェーダー（胴付） 燃やせる

浮き・フロート・テグス 燃やせる

リール・おもり 燃やせない

さお（木製・プラ製） 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

さお（上記以外） 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

たも網・竿立て 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

釣針・ルアーなど 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

て 本体・ケース 燃やせる

外装フィルム 資源（プラ容器包装）

レコーダー 燃やせない

ティッシュ・ちり紙 燃やせる

外箱（紙製） 資源（その他紙）

パック包装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

布製・木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス 燃やせる

紙製 資源（その他紙）

布製・プラ製 燃やせる

デスクマット 燃やせる

デッキブラシ 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

鉄板 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

手袋 燃やせる

ブラウン管テレビ 受入不可 １２ページ参照

液晶・プラズマテレビ 受入不可 １２ページ参照

乾電池・充電池を使用するテレビ 燃やせない 電池は取り除いてください

テレビ台 粗大ごみ

リモコン 燃やせない 電池は取り除いてください

テレホンカード 燃やせる

電子オルガン 粗大ごみ

電気スタンド 燃やせない 蛍光管、電球は取り除いてください

電気ストーブ 燃やせない

電気ドラム ドラムコード 燃やせない

電気毛布 燃やせない

電球 有害ごみ 6ページ参照

電子レンジ 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

電卓 燃やせない 電池は取り除いてください

釣り用具

ＤＶＤ
（ブルーレイ含む）

ティッシュ

ティッシュカバー

手さげ袋

テレビ

ちりとり
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

て 充電池 有害ごみ 6ページ参照

乾電池・ボタン電池 有害ごみ 6ページ参照

骨格（ポール） 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

布・シート類 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

携帯電話 燃やせない

コードレスホン・子機 燃やせない 電池は取り除いてください

固定電話・コード 燃やせない

と 木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

紙の包み 資源（その他紙）

芯 資源（その他紙）

陶器 燃やせない

灯油 燃やせる 新聞や布などに染みこませてください

金属製 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ポリタンク 燃やせる

プラスチック製 燃やせる 油を抜いてください

金属製 燃やせない 油を抜き、電池を取り除いてください

トースター 燃やせない

時計 燃やせない 電池は取り除いてください

トタン 燃やせない

ドライヤー 燃やせない

紙製（ケース含む） 資源（その他紙）

プラ製（ケース含む） 燃やせる

竹製・木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

中身（液状） 燃やせる 新聞や布などに染みこませてください

容器（びん） 資源（びん類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（金属製） 資源（缶類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（スプレー缶） 燃やせない 穴を開けずに使い切ってください

食品トレイ 資源（食品トレイ）

お盆・受け皿（金属製） 燃やせない

お盆・受け皿（金属製以外） 燃やせる

トレーナー 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

金属製 燃やせない

上記以外 燃やせる

な 長ぐつ 燃やせる

流し台 粗大ごみ

外装（紙製） 資源（その他紙）

容器・外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

鍋 燃やせない

布製・木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

灯油ポンプ

トランプ

鳥かご

塗料

トレイ

トロフィー

電池

テント

電話機

ドアノブ

トイレットペーパー

灯油タンク

納豆

鍋しき
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

な 鍋つかみ 燃やせる

生花 生ごみ

に 容器（トレイ） 資源（食品トレイ）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外装（紙製） 資源（その他紙）

荷造りひも 燃やせる

容器（缶類） 資源（缶類）

外箱（紙製） 資源（その他紙）

フタ（金属製） 燃やせない

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外袋（アルミ製） 燃やせる

布製・木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ぬ ぬいぐるみ 資源（衣類）

縫い針 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

靴下・汚れているもの 燃やせる

古着 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

ぬりえ 資源（その他紙）

ネクタイ 燃やせる

寝袋 燃やせる

粘着テープ 燃やせる

粘土 燃やせる

の ルーズリーフ用 資源（その他紙） 使用済みのものは「燃やせるごみ」へ

のり付け 資源（雑誌類） 使用済みのものは「燃やせるごみ」へ

のこぎり 燃やせない 保護ケースなどに入れてください

のこぎりの刃 電動のこぎり 燃やせない 保護ケースなどに入れてください

スティックタイプ 資源（プラ容器包装） 洗って乾かしてください

チューブタイプ 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

容器（びん） 資源（びん類）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（缶類） 資源（缶類）

容器（紙製） 資源（その他紙）

外装（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

は 灰 燃やせない 火が消えていることを確認してください

バイク 原付含む 受入不可 １１ページ参照

灰皿 燃やせない

パイプいす 粗大ごみ

はえたたき プラスチック製 燃やせる

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

ハサミ 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

ノート

のり（糊）

のり（海苔）

バケツ

肉

入浴剤

人形

布類
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

は 木製・竹製 燃やせる 割り箸は「資源（割り箸）」へ

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

外箱（紙製） 資源（その他紙）

はし袋（紙製） 資源（その他紙）

はし袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

金属製 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

パジャマ 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

バスマット 燃やせる

本体 燃やせない パソコンリサイクルも可能（１２ページ参照）

キーボード・スピーカー・マウス 燃やせない

プリンター 燃やせない

UPS 受入不可 １１ページ参照

モニター・ディスプレイ 燃やせない ブラウン管型はパソコンリサイクルへ（１０ページ参照）

内包装（銀紙） 燃やせる

外箱（紙製） 資源（その他紙）

容器（缶類） 資源（缶類）

バッテリー 有害ごみ 6ページ参照

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

発泡スチロール 資源（プラ容器包装）

生花 生ごみ

造花（アレンジフラワー） 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

花火 燃やせる 水に浸し、少量ずつ排出してください

パネルヒーター 燃やせない 循環液は抜き取ってください

電動歯ブラシ 燃やせない 電池は取り除いてください

歯ブラシ 燃やせる

容器（プラ製チューブ） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

容器（金属製） 燃やせない

外箱（紙製） 資源（その他紙）

外装パック 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

容器（トレイ） 資源（食品トレイ）

外装ラップ 資源（プラ容器包装）

治療用注射針 受入不可 病院、薬局の指示に従ってください

釣針・縫い針 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

針金 燃やせない

はし（箸）

はし立て

花

歯ブラシ

歯みがき粉

ハム

針

はし箱

はしご

パソコン

バター

バット（野球）

バット（調理器具）
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

は 外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

袋の留め具（プラ製） 資源（プラ容器包装）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ハンカチ 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

ひ ピアノ 受入不可 １１ページ参照

ビール 品目名「酒」（２２ページ）の欄を参照してください

ひげそり 燃やせない

ビデオカメラ 燃やせない バッテリーは取り除いてください

三脚 燃やせない

バッテリー 受入不可 １１ページ参照

ビデオテープ 燃やせる

プラケース 燃やせる

ビデオデッキ（VTR） 燃やせない

ビニール手袋 燃やせる

ビニールフィルム 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

支柱 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ビニール袋 レジ袋など 資源（プラ容器包装）

ひも 縄・スズランテープなど 燃やせる

ピンセット 金属製 燃やせない 先がとがったものはテープなどを巻いてください

ふ ファイル 紙製・プラ製 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

ファンシーケース 粗大ごみ

風船 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

紙袋 資源（その他紙）

布袋 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

ビニール袋 資源（プラ容器包装）

金属製 燃やせない

プラスチック製 資源（プラ容器包装）

カバー（布製） 資源（衣類）

ふとん 粗大ごみ

ふとん乾燥機 燃やせない

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

フライパン 燃やせない

ブラインド 粗大ごみ

本体 燃やせる

モーター 燃やせない

外箱 資源（その他紙）

部品用袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

パン

ふとん

フライ返し

プラモデル

プランター

ハンガー

ビデオ

ビニールハウス
（家庭用に限る）

フォーク（食器）

袋

フタ
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

ふ ブルーシート 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

風呂釜 粗大ごみ

ブロック コンクリート 燃やせない ４ページ参照

フロッピーディスク 本体・ケース 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

へ 布製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ベッド マットレス・フレーム含む 粗大ごみ

ペットの砂 燃やせない 汚物は取り除いてください

飲料用・しょうゆ用など 資源（ペットボトル）

上記以外 資源（プラ容器包装）

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

ヘッドホン 燃やせない

板 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

切れ端 燃やせる

ベビー服 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

チャイルドシート 粗大ごみ

ベッド 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーラック 粗大ごみ

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ベルト 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

プラスチック製 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

金属製 燃やせない

便座カバー 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ほ ホイール 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

ほうき 燃やせる 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

外装フィルム 資源（プラ容器包装）

帽子 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

包帯 燃やせる

包丁 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

ゴム製ホース 燃やせる

リール（プラ製） 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

リール（上記以外） 燃やせない

風呂用具

ヘアーバンド

芳香剤

ボウル

ホース

ペットボトル

ベニヤ板

ベビー用品

へら

ヘルメット

弁当箱
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

ほ ボール 燃やせる

ボールペン 燃やせる

ポスター 資源（その他紙）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ホチキス本体 燃やせない

ホチキス針 燃やせない

ポット 保温容器 燃やせない

ホットプレート 燃やせない

骨 魚や鳥の脚など 生ごみ

ポリタンク 燃やせる

ポリバケツ 燃やせる

保冷材 燃やせる

ホワイトボード 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

本 資源（雑誌類）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

本棚 粗大ごみ

ま 容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

容器（チューブ） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

シート（銀紙） 燃やせる

外箱（紙製） 資源（その他紙）

マイク マイク 燃やせない 電池は取り除いてください

マウス パソコン 燃やせない 電池は取り除いてください

金属製 燃やせない

ナイロン・プラ製 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

まくら 燃やせる

本体 燃やせる

外箱（紙製） 資源（その他紙）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

マスク ガーゼマスク 燃やせる

マッサージチェア 粗大ごみ

その他 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

マッチ 燃やせる 未使用のものは水でぬらしてください

マットレス 粗大ごみ

まな板 木製・プラ製 燃やせる

魔法瓶 燃やせない

ママさんダンプ 粗大ごみ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

ボタン

ホチキス

本立て

マーガリン

巻尺

マグカップ

マジックペン

マッサージ機

マヨネーズ
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

み 万年筆 燃やせる キャップを付けてください

ミキサー 燃やせない

ミシン 燃やせない 町指定袋(大)に入らないものは「粗大ごみ」

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

容器（びん） 資源（びん類）

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

フタ（金属製） 燃やせない

フタ（プラ製） 資源（プラ容器包装）

む 茶殻・ティーバッグ 生ごみ 水を切ってください

内袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

内袋（アルミ製） 燃やせる

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

虫かご 木製・プラ製 燃やせる

虫採りあみ 燃やせる

虫ピン 燃やせない ケースなどに入れてください

ガラス製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

め 名刺 資源（その他紙）

ケース（革製・プラ製） 燃やせる

ケース（金属製） 燃やせない

本体 燃やせない

ケース 燃やせる 金属部分は「燃やせないごみ」へ

メガホン 紙製・プラ製 燃やせる

金属製 燃やせない

ナイロン・プラ製 燃やせる

も 燃えがら 燃やせない 火が消えていることを確認してください

モーター 燃やせない

モップ 粗大ごみ

モニター パソコンモニター 燃やせない ブラウン管型はパソコンリサイクルへ（１０ページ参照）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

物干し竿 粗大ごみ

室内用 粗大ごみ

支柱・台 粗大ごみ

や やかん 燃やせない

容器（ポリ袋） 資源（プラ容器包装）

容器（ネット） 資源（プラ容器包装）

容器（白色トレイ） 資源（食品トレイ）

外装ラップ 資源（プラ容器包装）

紙製 燃やせる

紙製以外 燃やせない

耳かき

みりん

麦茶

虫めがね

名刺

眼鏡

メジャー（巻尺）

ものさし

物干し台

野菜

やすり
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品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

ゆ 木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

封筒（窓付き） 資源（その他紙） 窓のプラ部分は外して「燃やせるごみ」へ

封筒（窓なし） 資源（その他紙）

はがき 資源（その他紙）

包み紙 資源（その他紙）

外箱（ダンボール） 資源（ダンボール）

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

金属製 燃やせない

よ 容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

容器（紙製） 資源（その他紙）

容器（びん） 資源（びん類）

パックの台紙（紙製） 資源（その他紙）

外装フィルム 資源（プラ容器包装）

金属製 燃やせない

プラスチック製 燃やせる

水ヨーヨーなど 燃やせる 水などは抜いてください

ら 容器（プラ製） 資源（プラ容器包装）

スープなどの袋（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

ライター ライター 燃やせない ガスは使い切ってください

金属製・カーボン製 燃やせない

木製 燃やせる

ラジオ 燃やせない 電池は取り除いてください

ラジカセ 燃やせない 電池は取り除いてください

ラジコンカー 燃やせない 電池は取り除いてください

ラップ 燃やせる

刃（紙製） 資源（その他紙）

刃（金属製） 燃やせない

外箱（紙製） 資源（その他紙）

芯（紙製） 資源（その他紙）

芯（プラ製） 燃やせる

ラミネートチューブ 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

ランドセル 燃やせない

り リボン 燃やせる

リモコン 燃やせない 電池は取り除いてください

リヤカー 粗大ごみ

リュックサック 燃やせる

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れを落としてください

詰替え袋（プラ製） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

郵便物

雪かき道具

湯たんぽ

ヨーグルト

ヨーヨー

ラーメン

郵便ポスト

ラケット

ラップ

リンス

-　36 　-
― 36 ―

あ

さ

な

ま

ら

か

た

は

や

わ

分
別
一
覧



品　目　名 部品名・材質 分別区分 分別の目安・注意事項

資源とごみの分別一覧

る ルアー（釣具） 燃やせない 厚紙などに包み、テープで固定してください

紙 資源（その他紙） 使用済みのものは「燃やせるごみ」へ

包装袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

ファイル（紙製） 資源（その他紙）

ファイル（プラ製） 燃やせる

れ 冷蔵庫 受入不可 １２ページ参照

冷凍庫 受入不可 １２ページ参照

再生機 燃やせない

レーザーディスク盤 燃やせる

ケース（紙製） 資源（その他紙）

ケース（プラ製） 燃やせる

再生機 燃やせない

レコード盤 燃やせる

ケース（紙製） 資源（その他紙）

ケース（プラ製） 燃やせる

レジャーシート 燃やせる

木製・プラ製 燃やせる

上記以外 燃やせない

レンガ 燃やせない ４ページ参照

ろ ろうそく 燃やせる

麻製・ビニール製・紙製 燃やせる

上記以外 燃やせない

ローラースケート 燃やせない

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 燃やせない

ワイシャツ 資源（衣類） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

クリップ・外袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

厚紙 資源（その他紙）

ワイヤーロープ 燃やせない

ワイン 品目名「酒」（２２ページ）の欄を参照してください

輪ゴム 燃やせる

紙製の箱・袋 資源（その他紙）

容器（チューブ） 資源（プラ容器包装） 切り開き、洗って乾かしてください

容器（缶類） 資源（缶類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

外箱（紙類） 資源（その他紙）

容器（缶類） 資源（缶類） 汚れが落ちなければ「燃やせないごみ」へ

容器（プラ製） 資源（プラ容器包装） 汚れが落ちなければ「燃やせるごみ」へ

外箱（紙類） 資源（その他紙）

スポンジ 燃やせる

木製・竹製 資源（割り箸類）

箸袋（紙製） 資源（その他紙）

箸袋（プラ製） 資源（プラ容器包装）

割りばし

レターカッター

ロープ

ワイシャツ

輪ゴム

わさび

ワックス

ルーズリーフ

レーザーディスク

レコード
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