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ごみの分別表50音順 （区分については、P.4 ～ P.21 を参照してください）

品目 区分 出し方の注意
あ アイス枕（冷却枕）もえるごみ

ＩＨクッキング
ヒーター 小型家電

アイロン 小型家電
アイロン台 粗大ごみ
アコーディオン
カーテン 粗大ごみ

アスベスト製品
（石綿）

市では
収集しない

「特別管理廃棄物」のため
市へご相談ください

アタッシュケース 粗大ごみ
アダプター 小型家電
圧力鍋 金物類

油（食用） 廃食用油 入っていた容器に入れる
（植物性に限る）

油の缶
（一斗缶未満） 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き

いものは「粗大ごみ」
油のびん ガラス・陶器類 中身は必ず抜き取る
油の容器

（プラスチック製）もえるごみ

油はねガード
（アルミ・スチール製） 金物類

雨具（カッパ） もえるごみ
網戸の網

（可燃性のもの） もえるごみ

網戸の枠
（金属製） 粗大ごみ

アルバム もえるごみ 金属部分は「金物類」

アルミ缶 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

アルミコーティン
グ袋

プラスチック
製容器包装 プラマークのあるもの

アルミサッシ 粗大ごみ
アルミ箔 もえるごみ

アルミ箔の箱 雑誌・雑がみ
金属部分は「金物類」、芯

（筒）は「雑誌・雑がみ」、箱
に紙マークがあるものは

「紙製容器包装」
アルミホイール

（タイヤ用） 粗大ごみ

アルミ容器
（グラタン・鍋焼
きうどん等が
入っていたもの）

金物類

安全靴 粗大ごみ
安全ピン 金物類
アンテナ 小型家電
アンテナケーブル 小型家電
アンプ（音響用） 小型家電

品目 区分 出し方の注意
い 石 ― 市へご相談ください

衣装ケース もえるごみ 不燃性素材や最大寸法よ
り大きいものは「粗大ごみ」

いす 粗大ごみ
板ガラス ガラス・陶器類 大きい場合は、細かく砕く
一輪車

（運搬用） 粗大ごみ

一輪車（遊具） 粗大ごみ
一升びん びん

一斗缶 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

犬小屋 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

イヤホン 小型家電

衣類 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

衣類乾燥機 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要
入れ歯 ― 市へご相談ください

インクカートリッジ もえるごみ 中身は使い切る。回収ボッ
クスでの回収も利用する

う ウイスキーのびん びん

植木 もえるごみ

集積場所に出す場合は、
太さ5㎝以下、長さ50㎝
以下に切って市指定袋に
入れて出す。「緑のリサイ
クル」も利用する

植木鉢
（陶器製） ガラス・陶器類 大きいものは砕く

植木鉢
（プラスチック製）もえるごみ

植木用支柱
（金属製） 金物類

植木用支柱
（プラスチック製）もえるごみ

長いものは50㎝以下の
長さにして市指定袋に入
れて出す

浮き輪 もえるごみ
腕時計

（電池式） 小型家電

乳母車
（ベビーカー） 粗大ごみ

羽毛ふとん もえるごみ
集積場所に出す場合は、
袋に入る大きさになるよ
うにひも等でしばってか
ら市指定袋に入れて出す

運動着 もえるごみ
運動靴 もえるごみ

え エアーベッド 粗大ごみ
エアコン 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要
エクササイズバイク

（モーター付） 小型家電

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意
エクササイズバイク

（モーター無） 粗大ごみ

映写機
（スライド） 小型家電

枝 もえるごみ

集積場所に出す場合は、
太さ5㎝以下、長さ50㎝
以下に切って市指定袋に
入れて出す。「緑のリサイ
クル」も利用する

絵の具のチューブ
（金属製） 金物類 中身を取り除く。絵の具

のふたは「もえるごみ」
絵の具のチューブ

（プラ製） もえるごみ 中身は取り除く

絵の具のパレット
（金属製） 金物類

絵の具のパレット
（プラスチック製）もえるごみ

ＭＤ
（ミニディスク） もえるごみ

ＭＤプレーヤー 小型家電 電池は抜いて「電池類」
絵本 雑誌・雑がみ
ＬＥＤ電球 ガラス・陶器類
エレキギター 小型家電

エンジンオイル 市では
収集しない

専門業者に処理を依頼す
る。少量であれば、紙や布
にしみこませて「もえるご
み」で出せる

エンジン刈払機 粗大ごみ
エンジン刈払機
の替え刃 金物類

延長コード・電気
コード 小型家電

塩化ビニル管 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

鉛筆 もえるごみ
鉛筆削り（手動） 粗大ごみ
鉛筆削り（電動） 小型家電

お オイル 市では
収集しない

専門業者に処理を依頼す
る。少量であれば、紙や布
にしみこませて「もえるご
み」で出せる

オイルヒーター 小型家電

オイルの缶 金物類
中身は必ず抜き取る。
一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

王冠
（ビール等の栓） 金物類

オーディオセット 小型家電 木製のスピーカーは「粗
大ごみ」

オーブン（家庭用）小型家電
オーブントースター 小型家電
オーブンレンジ 小型家電

お菓子の缶 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

品目 区分 出し方の注意
お菓子の袋

（プラマークがあ
るもの）

プラスチック
製容器包装

汚れているものは「もえる
ごみ」

おけ 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

お玉（金属製） 金物類
落ち葉 もえるごみ 乾燥させたほうがよい

おまる 粗大ごみ
可燃性素材で最大寸法
以下のものは「もえるご
み」。汚物は取る

おむつ（紙・布） もえるごみ 汚物は取る
おもちゃ

（小物で金属でで
きたもの）

金物類

おもちゃ
（小物でプラス
チック製）

もえるごみ

おもちゃ
（乗用できるよう
な大物）

粗大ごみ

おもちゃ（電気・
電池で動くもの） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

オルガン 粗大ごみ
オルゴール 粗大ごみ
温度計

（ガラス製） ガラス・陶器類 水銀使用のものは市役所
で回収

温風ヒーター 小型家電 灯油を抜く。電池は抜いて
「電池類」

か カーステレオ 小型家電

カーテン（布製）
（レースを含む） 衣類・布類

汚れていたり、破れてい
るものは、最大寸法以下
の大きさにして「もえるご
み」

カーテン
（ビニール製） もえるごみ

カーテンフック 金物類 プラスチック製は「もえる
ごみ」

カーテンレール
（金属製） 金物類

袋に入るように折って出
す。大きいものは「粗大ご
み」

カーテンレール
（プラスチック製）もえるごみ 最大寸法より大きいものは

「粗大ごみ」
カード（紙製・プラ
スチック製） もえるごみ 個人情報が入っているも

のは切ってから出す

カーペット もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

カーボン紙 もえるごみ
貝殻 もえるごみ
懐中電灯 小型家電 電池は抜いて「電池類」
カイロ

（使い捨て） もえるごみ

鏡 ガラス・陶器類 大きいものは細かく砕く。
（枠付き鏡台は「粗大ごみ」）

家具 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

ご
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※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意

額縁 粗大ごみ

分解できる場合、ガラス
部分は「ガラス・陶器類」、
金属部分は「金物類」、木・
プラスチック部分は「もえ
るごみ」

掛け時計　　　　　
（電池・電気式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

傘 金物類
布・ビニール部分は取って

「もえるごみ」。骨組は袋
に入るように折る

加湿器 小型家電

菓子箱（紙製） 雑誌・雑がみ 紙マークがあるものは「紙
製容器包装」

菓子箱（金属製） 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

ガスオーブン
（電気を使うもの）小型家電

ガスオーブン
（電気を使わない
もの）

粗大ごみ

ガスコンロ 小型家電 電池は抜いて「電池類」
ガスストーブ 小型家電
ガスファンヒーター 小型家電
ガスボンベ

（ＬＰガス）
市では
収集しない

購入先又はガス業者に引
き取ってもらう

ガスライター 金物類
中身は使い切ってから出
す。プラスチック部分は
取って「もえるごみ」

ガスレンジ 小型家電 電池は抜いて「電池類」

カセットコンロ 金物類
カセットボンベは取り外
す。プラスチック部分は
取って「もえるごみ」

カセットテープ もえるごみ テープが飛び出さないよ
うにガムテープ等で貼る

カセットデッキ 小型家電 電池は抜いて「電池類」
カセットガスボンベ

（キャンプ、登山
用を含む）

金物類
中身を使い切り、必ず穴
をあける（火の気のない
屋外で）

カタログ 雑誌・雑がみ

カッター 金物類 プラスチック部分は取ら
なくてもよい

カップ麺の容器
（紙製） 紙製容器包装 軽くゆすぐ。汚れが落ち

ないものは「もえるごみ」
カップ麺の容器

（プラスチック製）
プラスチック
製容器包装

軽くゆすぐ。汚れが落ち
ないものは「もえるごみ」

加熱式たばこ 小型家電

かなづち 金物類 持ち手部分は取らなくて
もよい

かばん（バッグ類）もえるごみ 金属部分は「金物類」
花びん ガラス・陶器類 大きなものは細かく砕く

かま（鎌） 金物類 持ち手部分は取らなくて
もよい。刃は紙に包む

カミソリ 金物類
プラスチック部分はつい
たままでよい。刃は紙に
包む

品目 区分 出し方の注意

紙箱・紙袋・包み紙 雑誌・雑がみ
紙マークがあるものは「紙
製容器包装」、汚れていれ
ば「もえるごみ」

カメラ 小型家電 電池は抜いて「電池類」
画用紙 雑誌・雑がみ
カラーボックス

（木製） もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

カラオケ機器
（家庭用） 小型家電

ガラス板 ガラス・陶器類 大きいものは細かく砕く

ガラステーブル 粗大ごみ
ガラス部分は「ガラス・
陶器類」、テーブル部分は

「粗大ごみ」
軽石 ガラス・陶器類
カレンダー 雑誌・雑がみ 金属部分は「金物類」
革靴、革ジャン、
革製品（バッグ、
財布など）

もえるごみ 金属部分は「金物類」

瓦 粗大ごみ

緩衝材
（プラスチック製）

プラスチック
製容器包装

大きいものは、袋に入る
ように切る。汚れている
ものは「もえるごみ」

乾燥機（衣類用） 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要
乾燥機

（布団用など） 小型家電

乾燥剤 もえるごみ

缶詰の缶 缶
軽くゆすぐ。缶のふたと、
汚れていたりさびている
ものは「金物類」

乾電池 電池類
感熱紙 もえるごみ

き キーボード
（楽器・パソコン） 小型家電

木くず・木材 もえるごみ

集積場所に出す場合は、太
さ5㎝以下、長さ50㎝以下
に切って市指定袋に入れて
出す。「木くずサーマルリサ
イクル」も利用する

ギター
（電気を使うもの）小型家電

ギター（木製） もえるごみ 金属製の弦は「金物類」
キッチンタイマー 小型家電 電池は抜いて「電池類」

着物・帯 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

脚立 粗大ごみ
キャリア（車用） 粗大ごみ
キャリーケース 粗大ごみ
きゅうす（急須）

（ガラス・陶器製） ガラス・陶器類

きゅうす（急須）
（金属製） 金物類

給湯器 小型家電 電池は抜いて「電池類」

牛乳パック 紙パック ふた等は、取り除いて「も
えるごみ」で出す
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※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意

牛乳びん びん 軽くゆすぐ。割れたものは
「ガラス・陶器類」

教科書 雑誌・雑がみ
鏡台 粗大ごみ
金魚鉢 ガラス・陶器類 大きなものは細かく砕く
金庫（置き型） 粗大ごみ
金庫

（手持ち・金属製） 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

く 空気入れ・ポンプ 粗大ごみ
空気清浄器 小型家電
クーラーボックス 粗大ごみ
くぎ 金物類

草・花 もえるごみ 土、小石は取り除く。
乾燥させた方がよりよい

くし（毛髪用） もえるごみ
薬の包み

（プラマークがあ
るもの）

プラスチック
製容器包装

プラマークがついていな
いものは「もえるごみ」

口紅 もえるごみ 金属製のものは「金物類」
くつ下 もえるごみ

クッション もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

靴類
（スケート・スキー・
スノーボード用）

粗大ごみ

靴類
（布・革・ゴム製） もえるごみ

クリップ（金属製） 金物類
クリップ

（プラスチック製）もえるごみ

車いす 粗大ごみ
クレヨン・クレパス もえるごみ
グローブ もえるごみ
グローランプ ガラス・陶器類
鍬（くわ）（農業用）粗大ごみ

け
蛍光管

（長管・丸型）
（殺菌灯・滅菌灯
を含む）

蛍光管
紙製のケースに入れたま
ま出せる。割れたものは

「ガラス・陶器類」

蛍光灯器具 小型家電 蛍光管は外して「蛍光管」
で出す

珪藻土
（バスマット、コー
スターなど）

市にご相談ください

携帯電話 小型家電 個人情報が含まれるデー
タ等は削除する

携帯電話の電池 電池類 店頭回収も利用する

毛糸 もえるごみ
糸が飛び出さないように
糸口をガムテープ等で巻
いてから出す

計量カップ
（ガラス・陶器製） ガラス・陶器類

品目 区分 出し方の注意
計量カップ

（金属製） 金物類

計量カップ
（プラスチック製）もえるごみ

ケーブル類 小型家電
ゲーム（ボード型） もえるごみ 金属部分は取り除く
ゲーム機（電気・
電池を使うもの） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

ゲームソフト もえるごみ
化粧品の箱 雑誌・雑がみ
化粧品のびん びん びんの中を洗ってから出す
血圧計（電気式） 小型家電
血圧計

（水銀タイプ） その他 水銀使用のため市役所で
回収

健康器具（電気・
電池を使うもの） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

健康器具（電気・
電池を使わない
もの）

粗大ごみ

鍵盤ハーモニカ 粗大ごみ 楽器回収団体の回収も利
用する

こ 広告紙（新聞の折
り込みチラシ） 新聞紙

ゴーグル もえるごみ
コード（電気） 小型家電
コードリール 小型家電
コーヒーメーカー

（電気式） 小型家電

黒板 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

ござ もえるごみ

こたつ 粗大ごみ
熱源部分・コードは「小型家
電」、やぐら部分は「もえる
ごみ」

こたつ板 粗大ごみ

こたつふとん もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

コップ（ガラス製） ガラス・陶器類
コップ（紙製・プ
ラスチック製） もえるごみ

粉ミルクの缶 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

碁盤 もえるごみ
コピー機（家庭用）小型家電
コピー用紙 雑誌・雑がみ
ゴム手袋 もえるごみ

ゴムホース もえるごみ 最大寸法より大きいもの
は切って出す

ゴムマット もえるごみ 最大寸法より大きいもの
は切って出す

米ぬか もえるごみ
米の袋（紙製） もえるごみ

ご
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※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意
米びつ 粗大ごみ
ゴルフクラブ 粗大ごみ
ゴルフバッグ 粗大ごみ
ゴルフボール もえるごみ
コンクリート
ブロック 粗大ごみ

コンテナ 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

コンポスト容器 粗大ごみ
コンロ（ガス） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

さ 座椅子 粗大ごみ
財布 もえるごみ 金属部分は「金物類」
サインペン もえるごみ

酒・焼酎のびん びん
割れているものは「ガラ
ス・陶器類」。金属製のふ
たは「金物類」

酒粕 もえるごみ
酒のパック

（内側にアルミ箔）紙製容器包装 軽くゆすぐ

サスペンション
スプリング

（車用）
金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き

いものは「粗大ごみ」

雑誌 雑誌・雑がみ

殺虫剤の
スプレー缶 金物類

中身を使い切り、必ず穴
をあける（火の気のない
屋外で）

座布団 もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

皿（陶器製） ガラス・陶器類
皿（紙製・プラス
チック製） もえるごみ

ざる（金属製） 金物類
ざる（竹製・プラ
スチック製） もえるごみ

産業廃棄物 市では
処理しない

サングラス
（金属製） 金物類

ガラス製のレンズは「ガラ
ス・陶器類」。金属フレー
ムは「金物類」

サングラス
（プラスチック製）もえるごみ ガラス製のレンズは「ガラ

ス・陶器類」
サンダル もえるごみ
三輪車 粗大ごみ

し ＣＤ
（コンパクトディスク）もえるごみ プラスチック製のケースも

「もえるごみ」
ＣＤプレーヤー 小型家電 電池は抜いて「電池類」

シーツ 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

ジーンズ 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

磁石・磁気治療器 金物類
板状のやわらかい素材の
もの（マグネットシート）は

「もえるごみ」

品目 区分 出し方の注意
下着類 もえるごみ
七輪 粗大ごみ
湿気取り もえるごみ 容器内の水を抜く

自転車 粗大ごみ
リサイクルセンターに持ち
込めば無料で回収します

（15ページ参照）
自転車のタイヤ・
チューブ（ゴム製）もえるごみ

芝刈り機（家庭用）粗大ごみ
芝刈り機（電動） 小型家電

シャープペンシル もえるごみ 金属製、金属部分は取って
「金物類」

写真 もえるごみ
シャツ

（下着を除く） 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

ジャッキ（油圧式） 粗大ごみ
ジャッキ

（油圧式以外） 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

ジャムの容器
（紙製） 紙製容器包装 容器・ふたをゆすぐ

ジャムの容器
（ガラス製） びん 水でゆすいで出す。金属

製のふたは「金物類」

ジャンバー 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

シャンプー類の
容器・ポンプ

プラスチック
製容器包装 軽くゆすぐ

週刊誌 雑誌・雑がみ
ジューサー

（ミキサー） 小型家電

ジュースの缶 缶
軽くゆすぐ。アルミとス
チールに分 けなくてよ
い。ボトルタイプの缶のふ
たは「金物類」

ジュースのパック 紙パック
パックの 内 側 がアルミ
コーティングされたものは

「紙製容器包装」

じゅうたん もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

充電器 小型家電
充電式電池 電池類
シュレッダー

（家庭用・電気式）小型家電

シュレッダーくず もえるごみ
瞬間湯沸し器

（電気式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

瞬間冷却材
（袋入り） もえるごみ

瞬間冷却材の
スプレー缶 金物類

中身を使い切り、必ず穴
をあける（火の気のない
屋外で）

消火器 市では
収集しない

購入先や専門業者に依頼
する

浄水器
（蛇口直結型） もえるごみ

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。



2726

品目 区分 出し方の注意
浄水器

（据え置き型） 粗大ごみ

照明器具 小型家電
電球・蛍光灯は外して「蛍
光管」、電池は抜いて「電
池類」

ジョウロ（金属製） 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

ジョウロ
（プラスチック製）もえるごみ

食品トレー プラスチック
製容器包装

汚れが落ちないものは「も
えるごみ」。店頭回収も利
用する

食用油の缶 金物類 中身は必ず抜き取る
食用油のびん ガラス・陶器類 中身は必ず抜き取る
食用油の容器

（プラスチック製）もえるごみ 中身は必ず抜き取る

除湿機 小型家電
書籍・本 雑誌・雑がみ
食器

（ガラス・陶器製） ガラス・陶器類

食器（金属製） 金物類
食器

（プラスチック製）もえるごみ

食器洗浄機 小型家電

人工芝 もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

新聞紙 新聞紙 折り込みチラシも一緒でよい
す 水槽 粗大ごみ

水中ポンプ 小型家電
水筒（金属製） 金物類
水筒

（プラスチック製）もえるごみ 金属部分は「金物類」

水筒
（魔法びんタイプ）粗大ごみ

炊飯器 小型家電

スーツ 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

スーツケース 粗大ごみ
姿見（鏡） 粗大ごみ
スキー板・靴・
ストック・キャリア 粗大ごみ

スキーウェアー 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

スキャナー 小型家電
スケート靴 粗大ごみ
スコップ 粗大ごみ
すずり（硯） ガラス・陶器類

すだれ もえるごみ
長いもの、大きいものは、
直 接 穂 高クリーンセン
ターへ持ち込む

スタンプ台
（金属製） 金物類

品目 区分 出し方の注意
スタンプ台

（プラスチック製）もえるごみ

スチール製家具 粗大ごみ
スチールホイル

（車用） 粗大ごみ

ステレオ 小型家電 木製部分は「粗大ごみ」
ストーブ（電気） 小型家電
ストーブ

（電池・電気を使
わないもの）

粗大ごみ 必ず灯油を抜く

ストーブ
（ファンヒーター） 小型家電 必ず灯油を抜く

ストッカー
（冷凍庫） 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要

ストッキング もえるごみ
ストロー もえるごみ
砂時計 ガラス・陶器類
スノーダンプ 粗大ごみ
スノーボード板・靴 粗大ごみ

すのこ もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

スパイクシューズ もえるごみ 底の金属部分（ピン）は
「金物類」

スピーカー 小型家電 木製のものは「粗大ごみ」
スプーン（金属製） 金物類
スプーン

（プラスチック製）もえるごみ

スプレー缶 金物類
中身を使い切り、必ず穴
をあける（火の気のない
屋外で）

ズボン 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

スマートフォン 小型家電 個人情報が含まれるデー
タ等は削除する

炭（未使用） もえるごみ
スリッパ もえるごみ
すり鉢 ガラス・陶器類

せ セーター 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

石油 市では
収集しない 灯油を参照

石油ストーブ 粗大ごみ
灯油は必ず抜く。電池、電
気を使うものは「小型家
電」

石膏（使用済み・
固まったもの） もえるごみ 骨組みで使用した針金は

取り除いて「金物類」

石膏ボード 粗大ごみ アスベストを含むものは
不可

瀬戸物 ガラス・陶器類 大きいものは細かく砕く
洗濯ばさみ

（ピンチハンガー）もえるごみ 金属部分は｢金物類｣

洗濯機 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意

せん定枝・木
（太さ８㎝以内） 緑のリサイクル

葉っぱはできるだけ落と
す。「もえるごみ」で集積
場所に出す場合は、太さ5
㎝以下、長さ50㎝以下に
切って市指定袋に入れて
出す

せん定枝・木
（太さ８㎝を超え
るもの）

粗大ごみ

「木くずのサーマルリサイク
ル」を利用する。最大寸法
以下であれば、「もえるご
み」として直接穂高クリー
ンセンターへ持ち込む

扇風機 小型家電
洗面器（金属製） 金物類
洗面器

（プラスチック製）もえるごみ

そ 双眼鏡 粗大ごみ
掃除機 小型家電
ぞうり もえるごみ
ソファー 粗大ごみ

そり もえるごみ
不燃性素材のものや、最大
寸法より大きいものは「粗
大ごみ」

た 体温計
（水銀タイプ） その他 市役所で回収

体温計
（電子タイプ） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

台車 粗大ごみ
体重計（電池式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」
体重計（電池を使
わないもの） 粗大ごみ

耐熱ガラス製品 ガラス・陶器類
タイヤ・タイヤホ
イール 粗大ごみ 処理専門業者に依頼する

タイヤチェーン
（金属製） 金物類

タイヤチェーン
（ゴム製） もえるごみ 金属部分は「金物類」

タイル ガラス・陶器類

ダウンジャケット 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

タオル もえるごみ 汚れ、破れがないものは
「衣類・布類」で出せる

タオルケット 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

竹 もえるごみ 最大寸法より大きいもの
は、「粗大ごみ」

竹ほうき もえるごみ 最大寸法より大きいもの
は、「粗大ごみ」

畳 もえるごみ 大きいものは、直接穂高ク
リーンセンターへ持ち込む

タッパー もえるごみ
タブレット端末 小型家電
足袋 もえるごみ

品目 区分 出し方の注意

卵パック プラスチック
製容器包装

玉ねぎのネット プラスチック
製容器包装 オレンジ色等のネット

たわし（金属以外）もえるごみ
たわし（金属製） 金物類

たんす 粗大ごみ 最大寸法以下であれば
「もえるごみ」

ダンベル（金属製） 金物類

段ボール 段ボール
断面に波型の空気層があ
るもの。水濡れや汚れた
ものは「もえるごみ」

ち チェーン（金属製） 金物類
チェーン

（プラスチック製）もえるごみ

チェーンソー
（電動式） 小型家電

チェーンソー
（電動以外） 粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ
茶筒（金属製） 金物類
茶筒（木製） もえるごみ
茶碗（陶器製） ガラス・陶器類

注射器・注射針 市では
収集しない

通院先の病院に引き取っ
てもらう

チラシ
（新聞の折り込み） 新聞紙 ホチキスが付いたチラシは

「雑誌・雑がみ」
チラシ

（ダイレクトメール） 雑誌・雑がみ

つ 杖 粗大ごみ 可燃性素材であれば「も
えるごみ」

使い捨てカイロ もえるごみ

使い捨てライター もえるごみ 中身を使い切る。金属部
分は取って「金物類」

机（木製） 粗大ごみ
木くずのサーマルリサイ
クルでも出せる。最大寸
法以下であれば「もえる
ごみ」

机（金属製） 粗大ごみ
漬物のおもし 粗大ごみ
漬物器

（プラスチック製）もえるごみ 金属部分は取り外して
「金物類」で出す

漬物のたる もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

壺（金属製） 金物類
壺（陶器製） ガラス・陶器類
爪切り 金物類
釣り糸 もえるごみ

釣り竿 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下であれば「もえるごみ」

釣り針・おもり
（金属製） 金物類 おもりは釣り道具店での

回収を利用する

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。



2928

品目 区分 出し方の注意

て ティッシュペーパ 
ーの箱 雑誌・雑がみ

紙マークがあるものは「紙
製容器包装」、引出し口の
ビニール部分は「プラス
チック製容器包装」

Ｔシャツ 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

ＤＶＤプレーヤー 
・レコーダー 小型家電

ＤＶＤディスク もえるごみ ケースも「もえるごみ」で
出せる

テープカッター
（セロテープの台）粗大ごみ

テーブル
（ガラス・金属・木製） 粗大ごみ

テーブルクロス もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

デジタルカメラ 小型家電 個人情報が含まれるデー
タ等は削除する

デスクマット もえるごみ
鉄アレイ 金物類

鉄板 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

手袋 もえるごみ
テレビ 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要
テレビゲーム機 小型家電
テレホンカード もえるごみ
電気あんか 小型家電

電気カーペット 粗大ごみ 電気コード部分は「小型
家電」で出せる

電気カミソリ 小型家電
電気コード・
ケーブル 小型家電

電気スタンド 小型家電 電球は「ガラス・陶器類」
蛍光管は「蛍光管」

電気ストーブ 小型家電
電気ドリル 小型家電

電気毛布 粗大ごみ 電気コード部分は「小型
家電」で出せる

電球 ガラス・陶器類
電子オルガン 小型家電 電池は抜いて「電池類」
電子辞書 小型家電 電池は抜いて「電池類」
電子たばこ 小型家電
電子ピアノ 小型家電 電池は抜いて「電池類」
電子レンジ 小型家電
電卓 小型家電

電池 電池類 ボタン電池はテープを巻
きつけて絶縁処理する

テント 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下であれば「もえるごみ」

電動工具
（手持式） 小型家電

電動式車椅子 粗大ごみ

品目 区分 出し方の注意

電動自転車 粗大ごみ
リサイクルセンターに持
ち込めば無料で回収しま
す（15ページ参照）

電動自転車の
バッテリー

リサイクル
協力店に出す 市にご相談ください

電動歯ブラシ 小型家電 電池は抜いて「電池類」

天ぷら油 廃食用油 市役所又はリサイクルセ
ンターへお持ちください

電話機
（携帯・固定） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

と 砥石 ガラス・陶器類
凍結防止ヒーター 小型家電
陶磁器 ガラス・陶器類 大きいものは細かく砕く

灯油（石油） 市では
収集しない

専門業者に依頼する。少
量ならば、紙、布にしみこ
ませて「もえるごみ」で出
せる

灯油のポリタンク もえるごみ
灯油用ポンプ

（電動式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

灯油用ポンプ
（手動式・プラス
チック製）

もえるごみ

トースター 小型家電
時計　　　　　　　

（電池式・電気式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

土鍋 ガラス・陶器類

ドライバー 金物類 持ち手部分は取らなくて
もよい

ドライヤー 小型家電
ドラム式電気コード 小型家電
鳥かご（金属製） 金物類
鳥かご（木製） もえるごみ

塗料（少量） もえるごみ 布等に浸みこませて「もえ
るごみ」、空缶は「金物類」

塗料缶 金物類 中身を使い切る
ドリンク剤のびん びん ふたは「金物類」で出す
トレー

（食品用/発泡ス
チロール製）

プラスチック
製容器包装

汚れているものは「もえる
ごみ」、食品用トレーは店
頭回収も利用する

トロフィー
（金属製） 金物類

トロフィー
（プラスチック製）もえるごみ

な ナイフ（金属製） 金物類 持ち手部分は取らなくて
もよい。刃は紙で包む

苗木用ポット もえるごみ
苗箱 もえるごみ
長ぐつ もえるごみ
流し台 粗大ごみ
鍋（金属製） 金物類
鍋（陶器製） ガラス・陶器類

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意
鍋のふた（金属製） 金物類
鍋のふた（ガラス製） ガラス・陶器類
鍋のふた

（ガラス製の枠が
金属のもの）

粗大ごみ

生ごみ もえるごみ 水切りをしっかりする
生ごみ処理機

（コンポスト） 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下であれば「もえるごみ」

生ごみ処理機
（電気式） 小型家電

波板トタン
（金属製） 粗大ごみ 一斗缶（18ℓ缶）以内であ

れば「金属類」
波板トタン

（樹脂製波板）
（プラスチック製）

もえるごみ 大きいものは切って出す

縄 もえるごみ
に 人形（陶器製） ガラス・陶器類

人形
（ビニール・布製） もえるごみ 人形供養祭等も利用する

ぬ ぬいぐるみ もえるごみ
ぬか・ぬかみそ もえるごみ 一度に出さず少量ずつ出す

ね ネクタイ もえるごみ
猫砂・ペット砂

（木・パルプなど
でできた「もえる
ごみで捨てられ
る」旨の表記があ
るもの）

もえるごみ

猫砂・ペット砂
（ベントナイト系） 市にご相談ください

ねじ（金属製） 金物類

寝袋 もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

粘土（紙・油） もえるごみ
の 農業機械 粗大ごみ

農薬・農薬のびん 市では
収集しない 農協等の回収を利用する

農業用マルチ 市では
収集しない 農協等の回収を利用する

ノーカーボン紙
（感熱紙・伝票など） もえるごみ

ノート 雑誌・雑がみ

のこぎり 金物類 持ち手部分は取らなくて
もよい。刃は紙で包む

海苔の缶 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

飲み薬のびん びん

は バーベキュー用
鉄板・網 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き

いものは「粗大ごみ」

バーベル 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

灰
（豆炭・まきの灰） 灰 燃え残りは取り除く

パイプいす 粗大ごみ

品目 区分 出し方の注意
パイプベッド 粗大ごみ
バインダー もえるごみ 金属部分は｢金物類｣
はかり（鋳造製） 金物類
はかり（電池式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

バケツ（金属製） 金物類 一斗缶（18ℓ缶）より大き
いものは「粗大ごみ」

バケツ
（プラスチック製）もえるごみ

はさみ 金物類 持ち手（プラスチック等）
は取らなくてもよい

はしご（金属製） 粗大ごみ

はしご（木製） 粗大ごみ 最大寸法以下であれば
「もえるごみ」

バスタオル 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

バスマット
（珪藻土） 市にご相談ください

バスマット（布製）もえるごみ

バスローブ 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

パソコン 小型家電 個人情報が含まれるデー
タ等は削除する

発煙筒 もえるごみ 未使用のものは、自動車
整備工場等に相談する

バッテリー
（車・バイク用） 粗大ごみ

バッテリー
（充電式電池） 粗大ごみ 電気店等の店頭回収も利

用する
発電機 粗大ごみ
バット（金属製） 粗大ごみ
バット（木製） もえるごみ

発泡スチロール
（プラマークが
あるもの）

プラスチック
製容器包装

プラマークがないもの、
汚れているものは「もえる
ごみ」で出す。大きいもの
は袋に入る大きさにする

花（生花・ドライフ
ラワー） もえるごみ

花火 もえるごみ 水に浸してから出す
歯ブラシ もえるごみ
歯ブラシ

（電動式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

歯磨き粉のチューブ
（プラスチック製）もえるごみ

針 金物類 お菓子缶等のふた付きの
缶に入れて出す

針金 金物類
バリカン（手動） 金物類
バリカン（電動） 小型家電 電池は抜いて「電池類」
ハロゲンヒーター 小型家電
ハロゲンランプ ガラス・陶器類
ハンガー

（金属製） 金物類 青・白色等のビニール部
分は取らなくてもよい

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意
ハンガー

（プラマークがあ
るもの）

プラスチック
製容器包装

ハンガー（木製・
プラスチック製） もえるごみ 金属部分は「金物類」

はんこ
（木製・プラスチッ
ク製・象牙製）

もえるごみ

はんてん もえるごみ
ハンドバッグ もえるごみ 金属部分は「金物類」

パンフレット 雑誌・雑がみ ビニールなどの紙以外の
素材がある場合は取り除く

ひ ビー玉 ガラス・陶器類
ビーチパラソル 粗大ごみ
ビールびん びん
髭剃りＴ字型

（プラスチックと
金属の複合品）

金物類
プラスチック部分はつい
たままでよい。刃は紙に
包む

ひな人形 もえるごみ 人形供養祭等も利用する
ビデオカメラ 小型家電 電池は抜いて「電池類」

ビデオテープ もえるごみ テープが出ないようにガ
ムテープ等を貼る

ビデオデッキ 小型家電
ビニールコート紙 もえるごみ
ビニールシート もえるごみ
ビニールひも もえるごみ
ビニールプール もえるごみ
ビニール袋

（プラマークがあ
るもの）

プラスチック
製容器包装

汚れているものは「もえる
ごみ」

百科事典 雑誌・雑がみ
ビニールコーティングや
金属等、紙以外の素材が
ある場合は取り除く

肥料袋
（ビニール製） もえるごみ 農業用は農協等の集団回

収を利用する
びん類

（飲料・化粧品類）びん

びん類
（シンナー・塗料・
薬品類）

ガラス・陶器類

ふ ファイル もえるごみ 金属部分は「金物類」
ファクシミリ

（ファックス） 小型家電

ファンヒーター 小型家電 灯油は必ず抜く

封筒 雑誌・雑がみ ビニールが使用された窓
空き部分は「もえるごみ」

プール（子ども用）粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

フォーク（金属製） 金物類
フォーク

（プラスチック製）もえるごみ

品目 区分 出し方の注意

布団 もえるごみ

市指定袋に入らない大きさ
のものは、「可燃性粗大ごみ」
として穂高クリーンセンター
へ直接持ち込む。その際、最
大寸法に収まるようひも等
でしばって出す

布団圧縮袋 もえるごみ

布団カバー 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

布団乾燥機 小型家電
布団たたき

（竹・木・籐・プラ
スチック製）

もえるごみ

フライ返し
（ナイロン樹脂製・
プラスチック製）

もえるごみ

フライ返し
（金属製） 金物類

フライパン 金物類
ブラインド

（家庭用） 粗大ごみ

プラマークが付
いているもの

プラスチック
製容器包装

汚れているものは「もえる
ごみ」

プラモデル もえるごみ
プランター

（プラスチック製）もえるごみ

プランター
（陶器製） ガラス・陶器類

プリンター 小型家電

ブルーシート もえるごみ

市指定袋に入らない大きさ
のものは、「可燃性粗大ごみ」
として穂高クリーンセンター
へ直接持ち込む。その際、最
大寸法に収まるようひも等
でしばって出す

風呂釜 粗大ごみ
風呂（浴槽）のふた もえるごみ 不燃性素材は「粗大ごみ」
プロパンガス
ボンベ

市では
収集しない

購入したガス取扱店に回
収してもらう

風呂ポンプ 小型家電
風呂マット

（洗い場用） もえるごみ

文鎮（石・ガラス製） ガラス・陶器類 金属製は「金物類」
噴霧器（エンジン
式・手動式） 粗大ごみ

噴霧器（電動式） 小型家電
へ ヘアアイロン 小型家電

ヘアスプレー・
ムースの缶 金物類

中身を使い切り、必ず穴
をあける（火の気のない
屋外で）

ベッド 粗大ごみ
ベッド

（介護用電動式） 粗大ごみ

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。
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品目 区分 出し方の注意

ペットの死骸 市では
収集しない

火葬する場合は広域豊科
葬祭センターへ直接申し
込む

（電話  72-5652要予約）
ペットのトイレ砂 猫砂・ペット砂を参照
ペットのふん もえるごみ

ペットフードの缶 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

ペットボトル ペットボトル

ふたとプラスチック製のラ
ベルは「プラスチック製容
器包装」、汚れているもの
や、シール類ははがして「も
えるごみ」

ヘッドホン 小型家電

ベニヤ板 もえるごみ 最大寸法より大きいのも
のは「粗大ごみ」

ベビーカー 粗大ごみ
ベビーチェア 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ 可燃性素材で最大寸法以
下のものは「もえるごみ」

ベルト もえるごみ 金属部分は「金物類」
ヘルメット

（自転車用） もえるごみ プラスチック製に限る

ヘルメット
（バイク用） 粗大ごみ

便器（陶器製） ガラス・陶器類 大きいものは細かく砕く
ペンキの缶 金物類 中身は取り除く
便座

（温水洗浄装置
付き・電気式）

小型家電

便座
（プラスチック製）粗大ごみ

ペンチ 金物類 持ち手部分は取らなくて
もよい

弁当箱
（プラスチック製
等の可燃性素材
のもの）

もえるごみ

弁当箱（金属製） 金物類
ほ ホイール（車用） 粗大ごみ

ホイールカバー
（車用） 粗大ごみ

可燃性素材であれば、金
属部分を取り外して「もえ
るごみ」で出せる。金属部
分は「金物類」

望遠鏡 粗大ごみ

ほうき もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

芳香剤の
スプレー缶 金物類

中身を使い切り、必ず穴
をあける（火の気のない
屋外で）

芳香剤の容器
（ガラス・陶器製） ガラス・陶器類

芳香剤の容器
（プラスチック製）もえるごみ

ぼうし（帽子） もえるごみ

品目 区分 出し方の注意
防水加工紙 もえるごみ

包装紙 雑誌・雑がみ 紙マークがあるものは「紙
製容器包装」

防虫剤（衣類用） もえるごみ

包丁（金属製） 金物類 持ち手はついたままでよ
い。刃は紙で包む

包丁
（セラミック製） 粗大ごみ

包丁研ぎ器
（電気式） 小型家電

ボウリングの
ボール 粗大ごみ

ボウル（金属製） 金物類
ボウル

（プラスチック製）もえるごみ

ホース（ゴム製・
ビニール製） もえるごみ

長いものは、最大寸法以
下の大きさになるように
ひも等でしばって出す

ポータブルトイレ 粗大ごみ
ボール

（ボウリングボー
ル以外の可燃性
素材のもの）

もえるごみ

ボールペン もえるごみ 金属部分は「金物類」

ホーロー鍋 金物類
ガラス製のふたは「ガラ
ス・陶器類」、金属の枠が
あるふたは「粗大ごみ」

木刀（竹刀） もえるごみ
歩行器（乳児用） 粗大ごみ
ポスター 雑誌・雑がみ

ボタン電池 電池類 テープを巻きつけて絶縁
処理して出す

ホッチキス
（本体・針） 金物類 針はふた付きの缶に入れ

て出す
ポット（魔法びん）粗大ごみ
ポット（電気式） 小型家電
ホットカーペット 粗大ごみ 電気コード類は「小型家電」
ホットプレート 小型家電
哺乳びん

（ガラス製） ガラス・陶器類 ゴム・プラスチック部分は
「もえるごみ」

哺乳びん
（プラスチック製）もえるごみ

ポリタンク もえるごみ
保冷剤 もえるごみ
ホワイトボード 粗大ごみ
本 雑誌・雑がみ
本棚（金属製） 粗大ごみ

本棚（木製） もえるごみ
最大寸法より大きいものは

「粗大ごみ」。「木くずのサー
マルリサイクル」も利用する

ポンプ
（風呂・洗濯用） 小型家電 電動で動くものに限る

ご
み
の
分
別
表
50
音
順

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。



3332

品目 区分 出し方の注意

ま 麻雀パイ
（プラスチック製）もえるごみ

マイク 小型家電
マウス

（パソコン用） 小型家電

巻尺 メジャーを参照
枕（羽毛） もえるごみ
枕（羽毛以外） もえるごみ
マジック

（プラスチック製）もえるごみ 金属部分は「金物類」

マッサージ機
（ソファー型） 粗大ごみ

マッサージ機
（手持ち型） 小型家電

マッチ もえるごみ 未使用のものは水に浸し
てから出す

マットレス
（スプリングなし） もえるごみ

マットレス
（スプリング入り） 粗大ごみ

まな板 もえるごみ

マニキュアのびん ガラス・陶器類 プラスチック製のふたは
取り外して「もえるごみ」

マフラー（襟巻き）もえるごみ
豆炭（未使用） もえるごみ
豆炭こたつ 粗大ごみ
豆電球 ガラス・陶器類
マルチ

（家庭菜園用） もえるごみ 最大寸法以内のサイズに
まとめる

マンガ 雑誌・雑がみ
万年筆 もえるごみ 金属部分は「金物類」
万歩計 小型家電 電池は抜いて「電池類」

み みかんのネット プラスチック
製容器包装 オレンジ色等のネット

ミシン（電動式） 小型家電
水着 もえるごみ
水枕 もえるごみ 金属部分は「金物類」
ミニカー（金属製）金物類
ミニカー

（プラスチック製）もえるごみ

ミニコンポ 小型家電

ミルク缶（乳児用） 缶 汚れていたり、さびている
ものは「金物類」

む
虫かご

（プラスチック製・
竹製・木製）

もえるごみ

虫眼鏡
（プラスチック製）もえるごみ レンズのガラスは「ガラ

ス・陶器類」
無線機（小型） 小型家電

め 名刺 もえるごみ

品目 区分 出し方の注意
眼鏡

（プラスチック製）もえるごみ 金属フレームは「金物類」

メジャー（巻尺）
（ビニール製・布製 
・プラスチック製）

もえるごみ

メジャー（巻尺）
（金属製） 金物類

メモリーカード
（記録媒体） もえるごみ

綿棒 もえるごみ

も 毛布（布製） 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

毛布（電気式） 粗大ごみ コード部分のみ小型家電
燃え残りの豆炭・
まき もえるごみ 燃え切った灰は取り除く

木材 もえるごみ

集積場所に出す場合は、太
さ5㎝以下、長さ50㎝以下
に切って市指定袋に入れて
出す。「木くずのサーマルリ
サイクル」も利用する

模造紙 雑誌・雑がみ
餅つき機 小型家電
モップ

（柄付きモップ） 粗大ごみ 本体すべてが可燃性素材
のものは「もえるごみ」

もの干し具
（金属製） 金物類

もの干し具
（プラスチック製）もえるごみ 金属部分は「金物類」

もの干し竿 粗大ごみ
もの干し台

（コンクリート製） 粗大ごみ

モバイルバッテリー 電池類 店頭回収を優先して利用
する

や やかん 金物類
焼きもの（陶磁器）ガラス・陶器類

薬品（劇物・毒物）市では
収集しない

買い求めた業者等に引き
取ってもらう

ヤッケ 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

ゆ 融雪剤
（塩化カルシウム等）

市では
収集しない

固まっていても使用でき
る

雪かき 粗大ごみ
本体すべてが可燃性素材
で最大寸法以下のものは

「もえるごみ」

浴衣（ゆかた） 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

湯たんぽ（金属製）金物類
湯たんぽ

（プラスチック製）もえるごみ

湯沸かし器
（電気式） 小型家電

よ 洋服 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

洋服の生地・
端切れ もえるごみ

ご
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※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。



具体的な分別方法の一例具体的な分別方法の一例

ふた
  「紙製容器包装」

ティッシュ
「もえるごみ」

容器（プラスチック製）
「プラスチック製
　容器包装」
容器（紙製）
「紙製容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製
　容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製容器包装」

ストロー袋
「プラスチック製
　容器包装」

台紙
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

紙箱
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

紙箱
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

包装紙
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

個包装紙
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

ストロー
「もえるごみ」

本体
「紙製容器包装」

乾燥剤
「もえるごみ」

芯
「雑誌・雑がみ」

アルミ箔
「もえるごみ」

ふた（プラスチック製）
 「プラスチック製容器包装」

取り出し口のフィルム
「プラスチック製容器包装」

カップ
「プラスチック製容器包装」

    袋
「プラスチック製
　容器包装」

※汚れているものは「もえるごみ」へ

中仕切り（プラスチック製）
「プラスチック製容器包装」
　※紙製の中仕切りは
　「雑誌・雑がみ」へ

ケースの刃（金属製）
「金物類」
　※紙製のケースの刃は取り外さ
　　ないで「紙製容器包装」へ

※　 マーク（紙製容器包装）が付いていない
。す出で」みが雑・誌雑「、は類紙　※ ご不明な点は、廃棄物対策課までご連絡ください。

※ 同じ種類の商品でも、素材によって分別方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※　 マークが付いていないプラスチック類は、
　「もえるごみ」で出す。

動物の死体処理について
　犬や猫、野生鳥獣を含む動物の死体処理については、以下のとおり行っています。
動物の死体を発見した場合は、動物が死んでいる場所、動物の種類等を確認の上、
以下の連絡先まで電話でお知らせください。

市が管理する公共の場所で死んでいる場合
市で回収を行います。（国道 19 号線は、長野国道事務所で対応します。）
動物の死体がある場所を詳しくお知らせください。動物の種類、時間帯によって連絡先が異なり
ますので、ご注意ください。
　（開庁日（午前８時 30 分から午後５時 15 分）の連絡先）
　⑴　犬・猫が死んでいる場合　　　　　　　　　　　→　廃棄物対策課 （電話：71－2490）（直通）
　⑵　市道上でカラス、タヌキ等の野生鳥獣が死んでいる場合　→　耕地林務課　 （電話：71－2432）（直通）
　⑶　国道 147 号線、国道 403 号線及び県道上で
　　　カラス、タヌキ等の野生鳥獣が死んでいる場合　→　安曇野建設事務所（電話：72－8880）（直通）
　⑷　国道19号線上で、犬、猫、カラス、タヌキ等の
　　　動物が死んでいる場合　　　　　　　　　　　　→　長野国道事務所　松本国道出張所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （電話：25－5752）（直通）
　（夜間（午後５時 15 分以降）及び閉庁日（土日・祝祭日）の連絡先）
　※　⑴、⑵の場合とも、安曇野市役所代表番号　　　（電話：71－2000） へご連絡ください。
　※　⑶の場合は、安曇野建設事務所（電話：72－8880）へご連絡ください。　　

　※午後５時以降に連絡を受けた場合には、回収が翌日となる場合があります。
飼っている犬、猫が死んだ場合
市では回収しません。　
飼い主の責任において所有地に埋葬するか、火葬を希望する場合は、
広域豊科葬祭センター（電話：72－5652 ） へお問い合わせください。

民地の敷地内、田んぼ、あぜ、畑等に死んでいる場合
市では回収しません。土地の所有者（占有者）の責任において、処理することとなります。
埋葬場所が無いなどの事情がある場合には、廃棄物対策課（電話：71－2490）にご相談ください。

カップ麺

紙パックの
ジュース

3個組
プリン

菓子類

5個入り
ティッシュ
ボックス

アルミ
ホイル

　※　⑷の場合は、長野国道事務所 松本国道出張所（電話：25－5752） へご連絡ください。

スプレー缶・カセットボンベ
使い切って、必ず穴をあけましょう！
スプレー缶、カセットボンベの
中には、可燃性ガスが含まれ
ています。 ガスが残ったまま
のスプレー缶等は、収集車の
中でガスが漏れ、ごみ同士の
摩擦により発生する火花で
引火し、火災が発生します。

ふた（キャップ）

←外包装フィルム
　「プラスチック製

容器包装」
  本体「金物類」
使い切って穴を

あける

←　　　　　　→

←　　　　　　→

毎年多くの
車両火災が

起きています。

「プラスチック製
    容器包装」

風通しのよい火の気のない屋外で行ってください。
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※ メーカーや種類等により、素材が異なるものがあります。同じ品目でも、素材の違いで分別区分が変わる場合
がありますのでご注意ください。分別に迷うものがありましたら、廃棄物対策課へお問い合わせください。

品目 区分 出し方の注意
ヨーグルトの容器

（紙製） 紙製容器包装 軽くゆすいでから出す

ヨーグルトの容器
（プラスチック製）

プラスチック
製容器包装 軽くゆすいでから出す

洋服ダンス 粗大ごみ

よしず もえるごみ 最大寸法より大きいものは
「粗大ごみ」

ら ライター もえるごみ 中身を使い切る。金属部
分は「金物類」

ラケット
（木製等の可燃
性素材のもの）

もえるごみ

ラケット
（金属部分等が
あるもの）

粗大ごみ

ラジオ・ラジカセ 小型家電 電池は抜いて「電池類」
ラジコン 小型家電 電池は抜いて「電池類」
ラップの芯 雑誌・雑がみ

ラップの箱 雑誌・雑がみ
紙マークがあるものは「紙
製容器包装」、金属部分

（切り口）は「金物類」、芯
（筒）は「雑誌・雑がみ」

ラムネのびん びん 軽くゆすいで口部分のプ
ラスチックは取り外す

ランタン 粗大ごみ
ランタン（電気式）小型家電
ランチジャー 粗大ごみ
ランドセル 粗大ごみ
ランプ（電池式） 小型家電 電池は抜いて「電池類」

り リコーダー もえるごみ
リモコン 小型家電 電池は抜いて「電池類」
リヤカー 粗大ごみ
リュックサック もえるごみ 金属部分は「金物類」

る ルーフキャリア
（車用） 粗大ごみ

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル 家電リサイクル料金が必要

品目 区分 出し方の注意
冷風機 小型家電 フロン入りは「粗大ごみ」
レコード盤 もえるごみ
レジ袋（プラマー
クがあるもの）

プラスチック
製容器包装

中にものを入れた状態
（二重袋）では出さない

レジャーシート もえるごみ
レトルトパック もえるごみ
レンガ 粗大ごみ 少量ならば、市に相談
レンズ（ガラス製） ガラス・陶器類
練炭（未使用） もえるごみ

ろ ローソク もえるごみ
ロープ もえるごみ
ローラースケート 粗大ごみ
ロッキングチェア 粗大ごみ
ロックウール

（岩綿）
市では
収集しない 市にご相談ください

わ ワープロ 小型家電
ワープロ用
インクリボン もえるごみ

ワイヤー 金物類 大量にあるときは｢粗大ごみ｣
ワインのびん びん 軽くゆすぎ、色ごとに分別
和紙 もえるごみ
和ダンス 粗大ごみ
ワッペン もえるごみ

和服（帯も含む） 衣類・布類 汚れていたり、破れている
ものは「もえるごみ」

わら もえるごみ
割りばし もえるごみ
割りばしの個袋

（紙製） 雑誌・雑がみ 紙マークがあるものは
「紙製容器包装」

割れたびん ガラス・陶器類

ワンカップびん びん 軽くゆすぎ「その他の色
びん」で出す

※可燃性粗大ごみの最大寸法は、長さ2ｍ×幅1.2ｍ×高さ1ｍ（木材、せん定枝は太さ20㎝、長さ2ｍ）以下です。
※集積場所に出すことができるもえるごみは、「もえるごみ専用指定袋」に入るもののみです。 
※最大寸法より大きいもの、不燃性粗大ごみは、収集運搬許可業者（P.18参照）に処理を依頼してください。



具体的な分別方法の一例具体的な分別方法の一例

ふた
  「紙製容器包装」

ティッシュ
「もえるごみ」

容器（プラスチック製）
「プラスチック製
　容器包装」
容器（紙製）
「紙製容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製
　容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製容器包装」

外包装フィルム
「プラスチック製容器包装」

ストロー袋
「プラスチック製
　容器包装」

台紙
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

紙箱
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

紙箱
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

包装紙
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

個包装紙
「雑誌・雑がみ」
「紙製容器包装」

ストロー
「もえるごみ」

本体
「紙製容器包装」

乾燥剤
「もえるごみ」

芯
「雑誌・雑がみ」

アルミ箔
「もえるごみ」

ふた（プラスチック製）
 「プラスチック製容器包装」

取り出し口のフィルム
「プラスチック製容器包装」

カップ
「プラスチック製容器包装」

    袋
「プラスチック製
　容器包装」

※汚れているものは「もえるごみ」へ

中仕切り（プラスチック製）
「プラスチック製容器包装」
　※紙製の中仕切りは
　「雑誌・雑がみ」へ

ケースの刃（金属製）
「金物類」
　※紙製のケースの刃は取り外さ
　　ないで「紙製容器包装」へ

※　 マーク（紙製容器包装）が付いていない
。す出で」みが雑・誌雑「、は類紙　※ ご不明な点は、廃棄物対策課までご連絡ください。

※ 同じ種類の商品でも、素材によって分別方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※　 マークが付いていないプラスチック類は、
　「もえるごみ」で出す。

動物の死体処理について
　犬や猫、野生鳥獣を含む動物の死体処理については、以下のとおり行っています。
動物の死体を発見した場合は、動物が死んでいる場所、動物の種類等を確認の上、
以下の連絡先まで電話でお知らせください。

市が管理する公共の場所で死んでいる場合
市で回収を行います。（国道 19 号線は、長野国道事務所で対応します。）
動物の死体がある場所を詳しくお知らせください。動物の種類、時間帯によって連絡先が異なり
ますので、ご注意ください。
　（開庁日（午前８時 30 分から午後５時 15 分）の連絡先）
　⑴　犬・猫が死んでいる場合　　　　　　　　　　　→　廃棄物対策課 （電話：71－2490）（直通）
　⑵　市道上でカラス、タヌキ等の野生鳥獣が死んでいる場合　→　耕地林務課　 （電話：71－2432）（直通）
　⑶　国道 147 号線、国道 403 号線及び県道上で
　　　カラス、タヌキ等の野生鳥獣が死んでいる場合　→　安曇野建設事務所（電話：72－8880）（直通）
　⑷　国道19号線上で、犬、猫、カラス、タヌキ等の
　　　動物が死んでいる場合　　　　　　　　　　　　→　長野国道事務所　松本国道出張所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （電話：25－5752）（直通）
　（夜間（午後５時 15 分以降）及び閉庁日（土日・祝祭日）の連絡先）
　※　⑴、⑵の場合とも、安曇野市役所代表番号　　　（電話：71－2000） へご連絡ください。
　※　⑶の場合は、安曇野建設事務所（電話：72－8880）へご連絡ください。　　

　※午後５時以降に連絡を受けた場合には、回収が翌日となる場合があります。
飼っている犬、猫が死んだ場合
市では回収しません。　
飼い主の責任において所有地に埋葬するか、火葬を希望する場合は、
広域豊科葬祭センター（電話：72－5652 ） へお問い合わせください。

民地の敷地内、田んぼ、あぜ、畑等に死んでいる場合
市では回収しません。土地の所有者（占有者）の責任において、処理することとなります。
埋葬場所が無いなどの事情がある場合には、廃棄物対策課（電話：71－2490）にご相談ください。

カップ麺

紙パックの
ジュース

3個組
プリン

菓子類

5個入り
ティッシュ
ボックス

アルミ
ホイル

　※　⑷の場合は、長野国道事務所 松本国道出張所（電話：25－5752） へご連絡ください。

スプレー缶・カセットボンベ
使い切って、必ず穴をあけましょう！
スプレー缶、カセットボンベの
中には、可燃性ガスが含まれ
ています。 ガスが残ったまま
のスプレー缶等は、収集車の
中でガスが漏れ、ごみ同士の
摩擦により発生する火花で
引火し、火災が発生します。

ふた（キャップ）

←外包装フィルム
　「プラスチック製

容器包装」
  本体「金物類」
使い切って穴を

あける

←　　　　　　→

←　　　　　　→

毎年多くの
車両火災が

起きています。

「プラスチック製
    容器包装」

風通しのよい火の気のない屋外で行ってください。
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