


 

 

 

 

 

町では、循環型社会の形成を目指し、ごみ分別の徹底や、ごみを減らすための方策である 4R

活動への協力を推進しています。 

循環型社会の形成には、住民一人一人のごみリサイクルへの関心と意識の向上が不可欠です。 

現在、町では引き取りが出来ない家電製品（家電リサイクル法関係）やパソコン、また、使用

済み小型電子機器・有害ごみの収集は、全て、もう一度リサイクルするために必要な法律や収集

方法の一つとなっています。 

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみについても、西秋川衛生組合で適正な中間処理等を行うことに

より、全てのごみについてリサイクルへの取組が行われています。 

ごみイコール資源であるという認識を住民みなさんに持っていただき、限りある資源の有効

利用をこれからも図って行きましょう。 

 

 

 

 

ごみ処理は、法律により市町村が処理することとされています。 

可燃ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、焼却します。焼却熱は回収され、発電する

ことで施設の電気を賄い、また、余剰電力は売電しています。焼却後

の灰についても焼却の熱源を利用し灰を溶かすことで、道路の路面材

として再利用されています。 

不燃ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、破砕処理後に鉄類の回収を行い、更に熱回

収施設を経てサーマルリサイクル（余熱利用）及びその他の金属回収

を行います。 

不燃ごみは、必ず不燃ごみ専用袋で出してください。 

資源 

（紙・

布類） 

資源 

（びん・

缶類） 

西秋川衛生組合へ搬入し、リサイクルセンターで中間処理し、資源の

有効活用を図ります。資源は、決められた方法で中身の見える透明か

半透明の袋などを利用し、品目別に出してください。 

使用済 

小型電子機器 

西秋川衛生組合へ搬入し、リサイクルセンター内に一時保管をし、リ

サイクル業者へ引き渡すことで資源の有効活用を図ります。 

有害ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、廃棄物処理法に基づき適正に処理するとと

もに再資源化を図ります。 

粗大ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、不燃ごみと同様、破砕処理後に鉄類の回収

を行い、更に熱回収施設を経てサーマルリサイクル（余熱利用）及び

その他の金属回収を行います。また、粗大ごみは品目別に料金が異な

りますので、事前に料金の確認を行い引き取りの申込をしてください。 

正しいごみの分別とリサイクルの推進 

～奥多摩町のごみ処理方法～ 
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ごみの出し方について 
奥多摩町では、各家庭から出される可燃ごみ、不燃ごみ、資源、有害ごみは、ステーション方

式（拠点回収）で収集を行っています。可燃ごみ、不燃ごみは必ず有料のごみ専用袋を購入して

いただき、決められた曜日に決められた出し方で出してください。 

区分 頁 排出方法 収集日 

可燃ごみ 7 
• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 指定された曜日に、可燃ごみ専用袋に入れて出
してください。 

• 可燃ごみ専用袋以外は収集できません。 

週 2回 

不燃ごみ 8 月 1回 

資

源 

びん、缶、ペ

ットボトル 

トレイ、金属

類 

9 

• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• ペットボトルはキャップ・ラベルをはがし、中を
軽く水洗いして出してください。 

• 品目別に透明または半透明の袋に入れて出して

ください。 

隔週 

新聞、雑誌・

雑紙などの紙

類 

11 

• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 品目別に十文字に縛って出してください。 

• 雑紙類は紙袋を利用し、出すときは十文字に縛

って出してください。 

隔週 段ボール、紙

パック 
11 

• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 段ボールは、一人で持ち運びが出来る程度を十
文字に縛って出してください。 

• 紙パックは、軽く水洗いし、ひもで縛って出して

ください。 

古布、古着、

衣類など 
12 

• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 透明または半透明の袋に入れて出してくださ

い。 

使用済小型電

子機器 
13 

• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 使用済小型電子機器かどうかは、50音順ごみ分

別一覧を確認してください。 

• そのまままたは、中身の見える透明な袋か半透

明な袋で出してください。 

月 1回 

有害ごみ 14 

• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 蛍光管は、中身の見える透明な袋や交換時に不
用になった箱・筒に入れて出してください。 

• 品目別（3種類）に分けて出してください。 

• ライター、カセット式ガスボンベ、スプレー缶は
中身を使い切ってから出してください。 

 穴を開ける必要はありません。 

月 1回 
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粗大ごみは、50音順ごみ分別一覧を確認のうえ、事前の電話予約による自宅回収か、クリー

ンセンターへ直接持込を行ってください。 

区分 頁 排出方法 収集日 

粗

大

ご

み 

自宅回収 16 

• 事前に、クリーンセンターへ引き取りの申し込
みをしてください。 

• 予約した回収日に、玄関前や決められた集積場
所（集合住宅の場合）に申し込み時の粗大ごみを

出してください。 

• 粗大ごみ処理券（シール）を貼るか、回収時に直

接お支払ください。 

電話で予

約した日 

直接回収 16 

• 事前にクリーンセンターへ持込連絡を入れてく
ださい。 

• 持込する粗大ごみは、粗大ごみ処理券（シール）
を貼って持参いただくか、持込時に係員が確認

し料金をいただきます。 

随時 

月～金 

（祝日含む） 

（年末年始は

除く。） 

 

 

 当日収集予定のごみは、朝 8時までに出してください。 

 収集時間は決まっていません。8 時以降に一度回収に伺ったステーションへ、もう一度伺

うことはできませんので、決められた時間までに出してください。 

 布類は、雨天時などの湿気の多い日にはカビてしまいリサイクルが困難になることがあり
ますので、なるべく次回回収日に出すなどのご協力をお願いします。 

 歩道や道路にごみが出ないようにしてください。風の強い日や動物などの被害が無いよう
バケツやネットを利用してください。 

 

  

 

 

ごみの出し方について 
奥多摩町では、各家庭から出される可燃ごみ、不燃ごみ、資源、有害ごみは、ステーション方

式（拠点回収）で収集を行っています。可燃ごみ、不燃ごみは必ず有料のごみ専用袋を購入して

いただき、決められた曜日に決められた出し方で出してください。 

区分 頁 排出方法 収集日 

可燃ごみ 7 
• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 指定された曜日に、可燃ごみ専用袋に入れて出
してください。 

• 可燃ごみ専用袋以外は収集できません。 
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不燃ごみ 8 月 1回 

資
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びん、缶、ペ

ットボトル 

トレイ、金属
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• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• ペットボトルはキャップ・ラベルをはがし、中を
軽く水洗いして出してください。 
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11 
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文字に縛って出してください。 
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い。 
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• 収集日の朝 8時までに出してください。 
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別一覧を確認してください。 

• そのまままたは、中身の見える透明な袋か半透

明な袋で出してください。 

月 1回 
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• 収集日の朝 8時までに出してください。 

• 蛍光管は、中身の見える透明な袋や交換時に不
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一般家庭の可燃ごみ、不燃ごみは、有料のごみ専用袋に入れて出してください。（専用袋以外

では収集出来ません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ専用袋は、お近くのごみ専用袋・粗大ごみ処理券（シール）販売店でお買い求めください。 

※販売店は、２４～２５ページをご覧ください。 

 

〇袋の大きさと価格（1組 10枚入り） 

区 分 

大 袋 中 袋 小 袋 

45㍑相当 

  45㎝×80㎝ 

20㍑相当 

  33㎝×60㎝ 

10㍑相当 

  26㎝×51㎝ 

可燃ごみ 670円 300円 150円 

 

区 分 

大 袋 中 袋 小 袋 

３０㍑相当 

  35㎝×70㎝ 

20㍑相当 

  33㎝×60㎝ 

10㍑相当 

  26㎝×51㎝ 

不燃ごみ 450円 300円 150円 

 

 

 

次に該当する世帯には、ごみ専用袋を年間に一定枚数無料で交付します。 

① 生活保護を受給されている世帯。 

② 火災や地震などで被害を受けられた世帯。 

※減免についての申請等は、環境整備課クリーンセンター業務係（83‐2110）へお問い合せ

ください。 

  

一般家庭ごみ専用袋について 

可燃ごみ専用袋 不燃ごみ専用袋 

ごみ専用袋の減免について 
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事業所、店舗等の事業所から排出されるごみは、事業者の責任で自ら処理することが原則で

あり、事業活動に伴って排出されるごみは、種類、量、質にかかわらず「事業系ごみ」となり

ますので、一般家庭用ごみ専用袋では出すことが出来ません。 

ただし、店舗等併用住宅などの少量排出事業者の可燃・不燃ごみは、一般家庭と同様に、一

般家庭用ごみ専用袋を使用して、各ステーションに出すことができます。 

尚、多量に排出する事業者の可燃ごみは「事業所用可燃ごみ専用袋」を使用して、町クリー

ンセンターへ搬入することとなります。搬入には、事前に事業者登録を行っていただきます。 

また、事業活動に伴う粗大ごみ及び産業廃棄物は、町では収集・運搬・処理をしませんの

で、専門業者へ処理を依頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇事業所用可燃ごみ専用袋の大きさと価格（1組 10枚入り） 

 

区 分 

大 袋 中 袋 

45㍑相当 

    45㎝×80㎝ 

３０㍑相当 

    35㎝×70㎝ 

可燃ごみ 1,800円 1,200円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業系ごみについて 

可燃ごみ専用袋（事業所用） 

 

 

 

 

 

 

一般家庭の可燃ごみ、不燃ごみは、有料のごみ専用袋に入れて出してください。（専用袋以外

では収集出来ません） 
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※販売店は、２４～２５ページをご覧ください。 
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次に該当する世帯には、ごみ専用袋を年間に一定枚数無料で交付します。 

① 生活保護を受給されている世帯。 

② 火災や地震などで被害を受けられた世帯。 

※減免についての申請等は、環境整備課クリーンセンター業務係（83‐2110）へお問い合せ
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一般家庭ごみ専用袋について 

可燃ごみ専用袋 不燃ごみ専用袋 

ごみ専用袋の減免について 
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「循環型社会」をつくっていくために、私たちが実践できることを考えていきましょう！ 

循環型社会とは、ごみの発生を抑制したり、従来はごみとして捨てていたものを再利用した

りして、ごみとして処分するものを出来るだけ少なくすることで、物資の循環が実現し、資源

の消費が抑制されたり、環境への負荷を出来る限り少なくする社会をいいます。 

 

◎4R（アール）とごみのたい肥化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみを減らすためのキーワード（４R） 

「不要なものは買わない・断る」 

環境に有害なものや 1回でごみになってしまうものは、基本的に買わないまたは断る。 

また必要なもの以外を衝動買いしない。 

「ごみを減らす・物を大切に使う」 

ごみの発生量や資源の使用量を減らすよう心がけ、購入した製品を直して長く使う。 

「繰り返し使う」 

購入した製品を廃棄しないで、そのままの形で再利用する。 

「再び資源として利用する」 

購入した製品を廃棄しないで、再び資源化して利用する。 

野菜くず、残飯などの生ごみは、コンポストすることでたい肥となり、家庭菜園に利用でき減

量につながります。また、ごみ処理料金の低減につながりますので、ご協力をお願いします。 

コンポスター購入には、町の補助制度があります。 

6



 

 

可燃ごみ（有料：可燃ごみ専用袋を購入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生ごみ、料理くず プラスチックボトル類 CD・DVD 
プラスチック製バケツ 

プラスチック製洗面器 

ぬいぐるみ 

プラスチックのおもちゃ 食品のプラスチック容器 靴、サンダル、長靴など アルミ箔・アルミホイル 

出す前に、50音順ごみ分別一覧を確認して出してください。 

出すときに注意してください。 

可燃ごみ専用袋の口はきちんと縛ってください。 

 生ごみは、よく水を切ってから出してください。 
 １辺の長さが 50㎝を超えるものと可燃ごみ専用袋の大袋（４５㍑）に
入らないものは粗大ごみとなります。 
 灰や燃えがらなどは、飛ばないように内袋に入れてから可燃ごみ専用袋
に入れて出してください。 
 樹木の枝などは、太さ５㎝、長さ 50㎝、一束 30㎝以下に切りそろえ
て可燃ごみ専用袋に入れて出しましょう。ごれを超えた場合は、粗大ご
みとなります。（なお、粗大ごみにも規定の寸法があり、それを超えると
処理不能となります。） 
 可燃ごみとして出していただく紙類は、粘着物のついた封筒類、金箱や
銀箱、アルミがついた紙類、感熱紙、油紙、写真、防水加工紙、カーボ
ン紙、ノンカーボン紙、ビニールコート紙、ワックス加工紙、ラミネー
トなどアイロンプリントされている紙や、石鹸や洗剤の空箱紙。資源に
は出さないでください。 

週に 2回収集します。 

 

朝 8時までに、ステーションに茶色の可燃ごみ
専用袋にいれて出してください。 
可燃ごみ専用袋以外の袋は収集しません。 

 

 

 

 

 

「循環型社会」をつくっていくために、私たちが実践できることを考えていきましょう！ 
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の消費が抑制されたり、環境への負荷を出来る限り少なくする社会をいいます。 

 

◎4R（アール）とごみのたい肥化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ごみを減らすためのキーワード（４R） 

「不要なものは買わない・断る」 

環境に有害なものや 1回でごみになってしまうものは、基本的に買わないまたは断る。 

また必要なもの以外を衝動買いしない。 

「ごみを減らす・物を大切に使う」 

ごみの発生量や資源の使用量を減らすよう心がけ、購入した製品を直して長く使う。 

「繰り返し使う」 

購入した製品を廃棄しないで、そのままの形で再利用する。 

「再び資源として利用する」 

購入した製品を廃棄しないで、再び資源化して利用する。 

野菜くず、残飯などの生ごみは、コンポストすることでたい肥となり、家庭菜園に利用でき減

量につながります。また、ごみ処理料金の低減につながりますので、ご協力をお願いします。 

コンポスター購入には、町の補助制度があります。 
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不燃ごみ（有料：不燃ごみ専用袋を購入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月 1回収集します。 

朝 8 時までに、ごみステーションに青色の不燃
ごみ専用袋に入れて出してください。 
不燃ごみ専用袋以外の袋は収集しません。 

スプレー缶・ライター・カセット式ガスボンベは不燃ごみではありません。収集
車両や処理施設の火災の原因になることがあります。また、乾電池、蛍光管、水
銀体温計なども有害ごみで出してください。 

• 不燃ごみ専用袋の口はきちんと縛ってください。 

• 大袋（30㍑）に入らないものは粗大ごみとなります。 

• 割れたガラスや鋭利な刃物などを出す場合は、新聞紙や布などに包んで「危
険物」や「割れ物」などの表示をし、不燃ごみ専用袋に入れて出してください。 

ガラスコップ・皿・茶碗・その他陶器製のもの 

包丁・ハサミ・鎌など 

（紙に包むなどして） 

ポット（魔法瓶）・急須など 時計（アナログ式）・トースター・ジューサーなど 

出す前に、50音順ごみ分別一覧を確認して出してください。 

間違えないよう注意してください。 

出すときに注意してください。 
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資源（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

（びん類）日本酒・ビール・ウィスキー・焼酎のびん・食品びん・薬びん・ジュース等ドリン

クびん・調味料のびんなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（缶・金属類）ビール缶、ジュース缶、食品缶、食用油の缶、缶詰の缶、銅、やかん、釜、鉄

製バケツ、アイロン、プフライパン、鍋などの金属類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（びん類、缶、金属類、ペットボトル・食品トレイ）・（紙類、布類）のそれ
ぞれを隔週で収集します。 
（使用済小型電子機器）は月に 1回収集します。 
収集予定日の朝 8時までに、ごみステーションに出してください。 

 

出す前に、50音順ごみ分別一覧を確認して出してください。 

出すときに注意してください。 

• びんは中が見える透明か半透明の袋で出してください。 
• ひびが入っている物や欠けている物も資源になります。 
• 中身を出して、きれいに洗って出してください。ラベルを取る必要はありま
せん。 

• せん、キャップは取って出してください。（キャップは可燃ごみで出してく
ださい。プラスチック製・金属製ともに） 

• ジャムなどの金属類のキャップも可燃ごみで出してください。 
• 陶器類、ガラスのコップ、食器ガラス、耐熱ガラス、鏡などは、不燃ごみま
たは粗大ごみとして出してください。 

出すときに注意してください。 

• 空缶類は、透明か半透明の袋で出してください。 

• 金属類は、そのままステーションに出していただくか、透明か半透明の袋で出してくだ
さい。 

• 使い切った塗料などの空き缶は資源として出してください。 

• 汚れている金属類は、出来るだけ汚れを取ってから出してください。 

• 20㍑以上の空き缶は、粗大ごみとして出してください。 

• スプレー缶やカセット式ガスボンベは、火災や爆発事故の恐れがありますので、有害ご
みで出してください。（必ず中身を使いきってから出してください。穴は開けないでく

ださい。） 

• 針金は、束ねて出してください。 

• 錆びている金属類は、不燃ごみで出してください。 

 

 

不燃ごみ（有料：不燃ごみ専用袋を購入してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月 1回収集します。 

朝 8 時までに、ごみステーションに青色の不燃
ごみ専用袋に入れて出してください。 
不燃ごみ専用袋以外の袋は収集しません。 

スプレー缶・ライター・カセット式ガスボンベは不燃ごみではありません。収集
車両や処理施設の火災の原因になることがあります。また、乾電池、蛍光管、水
銀体温計なども有害ごみで出してください。 

• 不燃ごみ専用袋の口はきちんと縛ってください。 

• 大袋（30㍑）に入らないものは粗大ごみとなります。 

• 割れたガラスや鋭利な刃物などを出す場合は、新聞紙や布などに包んで「危
険物」や「割れ物」などの表示をし、不燃ごみ専用袋に入れて出してください。 

ガラスコップ・皿・茶碗・その他陶器製のもの 

包丁・ハサミ・鎌など 

（紙に包むなどして） 

ポット（魔法瓶）・急須など 時計（アナログ式）・トースター・ジューサーなど 

出す前に、50音順ごみ分別一覧を確認して出してください。 

間違えないよう注意してください。 

出すときに注意してください。 
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（ペットボトル）飲料用の容器、醬油の容器、食酢、ドレッシングの容器など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出すときに注意してください。 

1. ペットボトルはラベルをはがして透明か半透明の袋に入れて出してください。 

2. ペットボトルのキャップ（ふた）は可燃ごみとして出してください。 

※上記以外の調味料容器（たれ、ソースなど）、食用油容器、非食品容器（洗剤、

化粧品、医薬品など）でペットボトルマークの無いものは、可燃ごみとして出し

てください。 

 

ペットボトルの出し方 

① ペットボトルのマークを確認 

② キャップ・ラベルをはずす（キャップ・ラベルは可燃ごみ） 

③ 中身をすすぎ、水を切る 

④ 透明または半透明の袋に入れて出してください。 

① ② ③ ④ 
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（紙類）新聞紙、雑紙、ダンボール、紙パックなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

―新聞・折込チラシ― 

―ダンボール・紙パック― 

―雑誌・雑紙― 

• 新聞と折込チラシは一緒にひもで十文
字に束ねて出してください。 

• 新聞紙の整理袋やガムテープは使わな
いでください。 

• 雨天の場合は、次の収集日に出すよう
ご協力ください。 

• ひもで十文字に束ねて出してください。 

• ガムテープは使わないでください。 

• 雨天の場合は、次の収集日に出すようご協力
ください。 

• ビニール袋は使用しないでください。 

• 雑紙を袋で出す場合は、紙袋を利用し、必ず
ひもで十文字に縛って出してください。 

• ひもで十文字に束ねて出してください。 
• ガムテープは使わないでください。 
• 雨天の場合は、次の収集日に出すようご
協力ください。 

• ビニール袋は使用しないでください。 
• 中にアルミが貼ってある紙パックは可
燃ごみで出してください。 

出すときに注意してください。 

※次のものは、可燃ごみで出してください。 
中にアルミが貼ってあるものや、圧着はがき、粘着物・粘善剤の付着した
紙類（粘着テープ、宅配伝票など）、感熱紙（ファックス用紙・ワープロ
用紙など）、カーボン紙、ノーカーボン紙、ビニール及びポリエチレン等
の樹脂コーテイング紙、ワックスなどで防水加工された紙（紙コップ、紙
皿、紙製のヨーグルト容器、紙製カップ麺容器、油紙など）印画紙の写真、
インクジェット写真プリント用紙、使い終わったティシュペーパーやペー
パータオル、食器などで汚れた紙、金、銀箱のついた紙などは可燃ごみと
して出してください。 

 

 

（ペットボトル）飲料用の容器、醬油の容器、食酢、ドレッシングの容器など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出すときに注意してください。 

1. ペットボトルはラベルをはがして透明か半透明の袋に入れて出してください。 

2. ペットボトルのキャップ（ふた）は可燃ごみとして出してください。 

※上記以外の調味料容器（たれ、ソースなど）、食用油容器、非食品容器（洗剤、

化粧品、医薬品など）でペットボトルマークの無いものは、可燃ごみとして出し

てください。 

 

ペットボトルの出し方 

① ペットボトルのマークを確認 

② キャップ・ラベルをはずす（キャップ・ラベルは可燃ごみ） 

③ 中身をすすぎ、水を切る 

④ 透明または半透明の袋に入れて出してください。 

① ② ③ ④ 
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（布類）古着、革製の衣類、タオル、手ぬぐい、カーテン、シーツなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（食品用トレイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出すときに注意してください。 

• 中身の見える透明か半透明の袋に入れて出してください。 
• ファスナーやボタンは付けたまま出してください。 
• ストッキング、綿入れ半てん、座布団などは資源になりません。可燃ごみで出して
ください。 

• カーテンは、釣り金物を外して出してください。 
• レース遮光カーテンは、資源ではありません。粗大ごみ、または、50
音順ごみ分別一覧を確認のうえ、可燃ごみ（50㎝四方以内に切り専用
袋に入るもの）で出してください。 

• ベルト付きのズボン、スーカト類は、付いたまま出ましてください。 
• 布団、毛布、じゅうたんは粗大ごみとして出してください。 
• 汚れている物は可燃ごみとして出してください。 

出すときに注意してください。 

1. 白色トレイのみを出してください。 

2. 色付きトレイは資源になりません。可燃ごみで出してください。 

3. 透明または半透明な袋で出してください。 
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使用済小型電子機器 

そのまままたは中身の見える透明な袋に入れて出してください。 

使用済小型電子機器収集の対象品は、不燃ごみでは出さないでください。 

 

○ 使用済小型電子機器リサイクルの目的 

 資源の有効利用と環境汚染の防止のためです。 

○ 資源の有効利用とは 

 使用済小型電子機器には、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属が
含まれています。それら貴重な金属類を有効利用することを目的に、「小型家電リサイク

ル法」が始まりました。現在は、鉄などの一部の金属を除いて、その大半が廃棄物の埋

立地に処分されていることから、これらの貴重な資源を回収する必要があります。 

○ 環境汚染の防止とは 

 使用済小型電子機器には、有用な金属類と一緒に、鉛などの有害な物質を含むものもあ
るため、適正な処理が必要です。しかし、現在は、鉄などの一部の金属を除いて、その

大半が廃棄物の埋立地に処分されていることなどから、適正な処理を行い有害物質を回

収する必要があります。 

 使用済小型電子機器かどうかの判断は 

 “５０音順ごみ分別一覧”を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個人情報が記録されている機器等は、必ずデータを消去してから出してください。 

 

 

 

 

  

 

 

（布類）古着、革製の衣類、タオル、手ぬぐい、カーテン、シーツなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（食品用トレイ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出すときに注意してください。 

• 中身の見える透明か半透明の袋に入れて出してください。 
• ファスナーやボタンは付けたまま出してください。 
• ストッキング、綿入れ半てん、座布団などは資源になりません。可燃ごみで出して
ください。 

• カーテンは、釣り金物を外して出してください。 
• レース遮光カーテンは、資源ではありません。粗大ごみ、または、50
音順ごみ分別一覧を確認のうえ、可燃ごみ（50㎝四方以内に切り専用
袋に入るもの）で出してください。 

• ベルト付きのズボン、スーカト類は、付いたまま出ましてください。 
• 布団、毛布、じゅうたんは粗大ごみとして出してください。 
• 汚れている物は可燃ごみとして出してください。 

出すときに注意してください。 

1. 白色トレイのみを出してください。 

2. 色付きトレイは資源になりません。可燃ごみで出してください。 

3. 透明または半透明な袋で出してください。 
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有害ごみ（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月 1回収集します。 
朝 8時までに、ごみステーションに中身の見える
透明な袋や、交換で不用になった箱に入れて出し
てください。 
可燃・不燃ごみ専用袋の外袋も利用できます。 

出す前に、50音順ごみ分別一覧を確認して出してください。 

次の 3種類に袋を分けてください。 

出すときに注意してください。 

乾電池・水銀体温計・水銀灯 蛍光管 
カセット式ガスボンベ・ 

ライター・プレー缶 

1. 上記のように、3種類に袋を分けて出してください。 
2. 蛍光管は、購入した時の箱や筒に入れて出していただくと割れに
くくて安全です。 

3. 電子体温計は、使用済み小型電子機器の収集に出してください。 
4. 小型充電式（ニカド・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池・
小型シール鉛蓄電池）、ボタン電池は、有害ごみですので、中身の
見える透明な袋に入れて出してください。 

（電池がショートするのを防ぐため、プラス極、マイナス極をセロハ
ンテープなどで絶縁してから出してください。） 

― 危 険 ― 

可燃性のガスが入ったライター・カセット式ガスボンベ・スプレー缶
は、火災や爆発事故の恐れがあります。 
使い切って、穴は開けないで、中身の見える透明な袋に入れて出して
ください。 
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粗大ごみ（有料） 

粗大ごみとは、基本的には可燃ごみ専用袋の大袋（45㍑）に入らない大きなごみと、不燃

ごみ専用袋の大袋（30 ㍑）に入らない大きなごみを粗大ごみといいますが、袋には入るが、

可燃ごみや不燃ごみでは処理できない品目も一部ありますので、出されるまえには、“50 音

順ごみ分別一覧”を確認ください。 

ごみ専用袋・粗大ごみ処理券（シール）販売店で、出される品物の料金を“50音順ごみ分

別一覧”で確認し、料金分の粗大ごみ処理券を購入していただき、名前を記入して、粗大ごみ

に貼り付けてください。 

※粗大ごみ処理券（シール）は、200 円券のみですので、（例）800 円の料金がかかる場

合は、200円券を 4枚購入して粗大ごみに貼り付けてください。 

出し方は、次のページ（16ページ）を確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

粗大ごみ処理券（シール） 見やすいところに「粗大ごみ処理券」を貼

ってください 

 
〈粗大ごみ処理券の取り扱いについて〉 

• ごみの出し方ガイドブックで料金を確認し、料金分の処理券（シール）を購入してくださ
い。 

• 枠内に氏名を記入して、粗大ごみの見やすいところに貼って、玄関前などに出してくだ
さい。 
 数枚を貼る場合は、氏名は 1枚のみ記入してください。 

• 一度貼った処理券（シール）をはがして再利用はできません。 
• この処理券（シール）の貼っていないものや金額の不足している粗大ごみは収集できま
せん。 
 収集時に自宅に居て、収集員と一緒に料金の確認をしていただける場合、現金での料

金支払いが可能となっています。（事前に処理券を購入する必要はありません） 
• 破損したり紛失した処理券（シール）は、還付や再発行はできません。 

出すときに注意してください。 

1. 処理券（シール）は、金額に合う料金分を見やすいところへ貼ってください。 
2. 剪定枝は、太さ 15㎝×長さ 100㎝×1束直径 30㎝以内にしてください。 
3. 引越しなどで多量に粗大ごみを出す場合は、事前にクリーンセンターへ連絡し、直接
持込をしていただくか、クリーンセンターに事前連絡し回収の調整をしてください。 

4. 産業廃棄物は収集できません。 
5. 家屋などの工作物の改修・解体などに伴って生じるものは、産業廃棄物となりますの
で、改修解体業者などに処理を依頼してください。 

―お願い― 

品物は、永く大事に使って、まだ使えるものは粗大ごみで出さないよう（リユース）を心
掛けてください。買い替えの時は、古い品物をリサイクルショップなどに引き取って（リ
デュース）もらいましょう。 

 

 

有害ごみ（無料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月 1回収集します。 
朝 8時までに、ごみステーションに中身の見える
透明な袋や、交換で不用になった箱に入れて出し
てください。 
可燃・不燃ごみ専用袋の外袋も利用できます。 

出す前に、50音順ごみ分別一覧を確認して出してください。 

次の 3種類に袋を分けてください。 

出すときに注意してください。 

乾電池・水銀体温計・水銀灯 蛍光管 
カセット式ガスボンベ・ 

ライター・プレー缶 

1. 上記のように、3種類に袋を分けて出してください。 
2. 蛍光管は、購入した時の箱や筒に入れて出していただくと割れに
くくて安全です。 

3. 電子体温計は、使用済み小型電子機器の収集に出してください。 
4. 小型充電式（ニカド・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池・
小型シール鉛蓄電池）、ボタン電池は、有害ごみですので、中身の
見える透明な袋に入れて出してください。 

（電池がショートするのを防ぐため、プラス極、マイナス極をセロハ
ンテープなどで絶縁してから出してください。） 

― 危 険 ― 

可燃性のガスが入ったライター・カセット式ガスボンベ・スプレー缶
は、火災や爆発事故の恐れがあります。 
使い切って、穴は開けないで、中身の見える透明な袋に入れて出して
ください。 
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粗大ごみの出し方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリーンセンターへ電話 

（0428‐83‐2110） 

※受付日時 

月曜日～金曜日 

（祝日を含む・年末年始は除く。） 

午前 8時 30分～午後 4時まで 

次の内容を確認します。 

① 住所・氏名 

② 品目 

③ 料金（処理券または現金支払い確認をします。） 

④ 回収日（回収日時は、申込時に係員か調整させ

ていだきます。） 

〈回収日当日〉 

• 申込時に調整した日時に、玄関前や決められた集積場所（集合受託の場合）に出してください。 

• 回収時間は、原則午後からとなりますが、申込時に都合で調整した場合は、その時間に伺います。 

• 回収時に不在の場合は、粗大ごみ処理券が貼られていないものは回収できません。 

• 申込時に現金での支払いを希望された場合、収集員と一緒に料金の確認をしていただいたあと、
支払いをお願いします 

 

１．自宅回収（電話での事前申し込み）の場合 

 

２．直接持込（クリーンセンターへ）の場合 

 ○ 自宅回収と同じように事前にクリーンセンターへ電話をする。 

○ 受付日時 

 月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

 午前 8時 30分～午後 4時まで 

① 持込受付日時 

 月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

 （午前）8時 30分～１２時 00分 （午後）1時 00分～3時 00分まで 

 係員の指示に従って荷物を下していただきます。 

② 粗大ごみ処理券について 

 持込をされる前に粗大ごみ処理券を購入し、品物に貼っていただくか、持込時に係員が品目

を確認後、料金をお支払ください。 

 

粗大ごみ処理料金の減免について 
次に該当する世帯には、粗大ごみ処理券（シール）を一定枚数無料で交付します。 
 
① 生活保護を受給されている世帯。 
② 火災や地震などの被害を受けられた世帯。 

 

※減免についての申請等については、環境整備課クリーンセンター業務係（83‐
2110）へお問い合せください。 
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クリーンセンターへの直接持込について 

１．住民が多量にごみを出す場合 

① クリーンセンターへ事前に連絡を入れてください。（事前予約制です。） 

② 
電話受付時間  月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

（午前）8時 30分～12時まで （午後）１時００分～４時００分まで 

③ 
電話受付時の確認項目 

①住所・氏名 ②電話番号 ③持込予定日 ④持込品目（量） 

④ 
持込受入時間  月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

（午前）8時 30分～12時 00分まで  （午後）1時 00分～3時 00分まで 

⑤ 

持込（分別）方法 

〇ごみの出し方ガイドブックに記載されている分別基準どおりにして持込ください。 

●分別されずに持込されたごみについては、持ち帰っていただくこととなりますので、

ご注意ください。 

⑥ 

品目別の持込方法（50音順ごみ分別一覧を必ず確認してください。） 

〇可燃ごみ・不燃ごみ 可燃・不燃ごみ専用袋（有料）を使用してください。 

〇資 源 分別基準どおりにしてください。（無料） 

〇有 害 分別基準どおりにしてください。（無料） 

〇粗 大 

事前に粗大ごみ処理券（シール）を購入し、粗大ごみに貼

って持ってきていただくか、持込時に係員が品目を確認

後、料金をお支払ください。 

２．事業者が定期的に多量のごみを出す場合 

町内の事業者が、クリーンセンターへ直接ごみを出す場合は次のようにお願いします。 

① クリーンセンターに事業者登録を行ってください。 

② 持込む前の事前連絡はいりません。 

③ 
受 入 日 時  月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

（午前）８時３０分～１２時００分まで （午後）１時００分～３時００分まで 

④ 持込方法・持込品目 １．⑤、⑥と同じです。ただし、粗大ごみは除きます。 

⑤ 可燃ごみの持込方法 可燃ごみは、事業所用可燃ごみ専用袋に入れてください。 

西秋衛生組合へ直接持込をする場合 

持込出来る日 月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く） 

持込受付時間 午前９時００分～午後４時００分まで 

持込めるごみ 可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ （資源は持込できませんので注意ください。） 

持込手数料 ３００円／１０㎏（計量は１０㎏単位となります。（正味重量の四捨五入となります。） 

注 意 

西秋川衛生組合へ持込む場合は、計量機で計量した重量分の料金をお支

払いただきますので、「可燃ごみ・不燃ごみ」専用袋また「粗大ごみ処理

券（シール）」の貼り付けは必要ありませんのでご注意ください。 

連 絡 先 西秋川衛生組合 ０４２－５９６－４４１８ 

  

 

 

粗大ごみの出し方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリーンセンターへ電話 

（0428‐83‐2110） 

※受付日時 

月曜日～金曜日 

（祝日を含む・年末年始は除く。） 

午前 8時 30分～午後 4時まで 

次の内容を確認します。 

① 住所・氏名 

② 品目 

③ 料金（処理券または現金支払い確認をします。） 

④ 回収日（回収日時は、申込時に係員か調整させ

ていだきます。） 

〈回収日当日〉 

• 申込時に調整した日時に、玄関前や決められた集積場所（集合受託の場合）に出してください。 

• 回収時間は、原則午後からとなりますが、申込時に都合で調整した場合は、その時間に伺います。 

• 回収時に不在の場合は、粗大ごみ処理券が貼られていないものは回収できません。 

• 申込時に現金での支払いを希望された場合、収集員と一緒に料金の確認をしていただいたあと、
支払いをお願いします 

 

１．自宅回収（電話での事前申し込み）の場合 

 

２．直接持込（クリーンセンターへ）の場合 

 ○ 自宅回収と同じように事前にクリーンセンターへ電話をする。 

○ 受付日時 

 月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

 午前 8時 30分～午後 4時まで 

① 持込受付日時 

 月曜日～金曜日（祝日を含む・年末年始は除く。） 

 （午前）8時 30分～１２時 00分 （午後）1時 00分～3時 00分まで 

 係員の指示に従って荷物を下していただきます。 

② 粗大ごみ処理券について 

 持込をされる前に粗大ごみ処理券を購入し、品物に貼っていただくか、持込時に係員が品目

を確認後、料金をお支払ください。 

 

粗大ごみ処理料金の減免について 
次に該当する世帯には、粗大ごみ処理券（シール）を一定枚数無料で交付します。 
 
① 生活保護を受給されている世帯。 
② 火災や地震などの被害を受けられた世帯。 

 

※減免についての申請等については、環境整備課クリーンセンター業務係（83‐
2110）へお問い合せください。 
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家電リサイクル法対象製品の取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル料金 

対象製品 形状 リサイクル料金 

テレビ 
16型以上 ２，９７０円～ 

15型以下 １，３２０円～ 

エアコン 規定なし   ９９０円～ 

冷蔵庫・冷凍庫 
171リットル以上 ４，７３０円～ 

170リットル以下 ３，７４０円～ 

洗濯機・衣類乾燥機 規定なし ２，５３０円～ 

※上記料金以外に収集・運搬料金がかかります。 

※上記リサイクル料金は、令和３年３月現在の料金です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫、・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン 

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の施行（平成 13年 4月 1日）及び政

令改正（平成 21年 4月 1日）に伴い、上記の家電製品については、町では取り扱いませ

ん。 

次のいずれかの方法で排出してください。なお、排出する場合には「メーカーのリサイク

ル料金」＋「小売店の収集・運搬料金」がかかります。また、メーカーごとにリサイクル料

金が、小売店ごとに収集・運搬料金が異なりますので、詳しくは各メーカーにお問い合わせ

ください。 

購入した店がわかっている場合

や新しく買い替える場合 

購入した店や買い替えをする店に引き取りを

依頼してください。 

購入した店が廃業したり、遠方で

引き取りの依頼ができない場合 

奥多摩町指定の引取業者 

「株式会社 若林商店」 

（電話 0428‐31‐5101） 

若林商店が窓口になって引取を行っています。 

※引取の依頼・料金等は、住民みなさんが直接

ご連絡してください。 
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パソコンの出し方 

町では、使用済みパソコンについては、収集・運搬等の取扱はいたしません。 

排出する場合は、メーカー等に回収の申し込みをしてください。 

メーカーにより、リサイクル料金や回収方法が異なる場合があります。また、別途振振込手数

料がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 15 年 10 月 1 日以降に販売されたパソコン

は、“PCリサイクル”のマークがついています。こ

れらのパソコンは無償で各メーカーが回収・リサイ

クルしています。 

回収するメーカーが無い自作のパソコンなどは、「パソコン

3R推進協会」が、有償で回収・再資源化します。 

3R推進協会・・・・・03‐5282‐7685 

（資源有効利用促進法） 

家庭から排出される使用済みパソコンを回収・リサイクルする“パソコンリサイクル”
が義務付けされています。これは、消費者のみなさんとメーカーが協力しながら、使用済
みパソコンを再資源化することにより、廃棄物の削減と資源の有効利用の促進を目指す
ものです。 

※この法律は、平成 15年 10月 1日から施行されています。 

リサイクルマークがあるパソコン リサイクルマークが無いパソコン 

パソコンメーカーまたはパソコン 3R推進協会へ申込を行う 

3R推進協会から振込用紙が送
付される 

メーカーから「エコ郵パック伝票」送付される。 

振込用紙で回収再資源化料金
を支払う 

パソコンを包装し、伝票を添付、郵便局から
発送または戸口集荷を依頼 

メーカーの再資源化センタ
ーへ配送 

 

 

家電リサイクル法対象製品の取り扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル料金 

対象製品 形状 リサイクル料金 

テレビ 
16型以上 ２，９７０円～ 

15型以下 １，３２０円～ 

エアコン 規定なし   ９９０円～ 

冷蔵庫・冷凍庫 
171リットル以上 ４，７３０円～ 

170リットル以下 ３，７４０円～ 

洗濯機・衣類乾燥機 規定なし ２，５３０円～ 

※上記料金以外に収集・運搬料金がかかります。 

※上記リサイクル料金は、令和３年３月現在の料金です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、冷蔵庫、・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン 

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の施行（平成 13年 4月 1日）及び政

令改正（平成 21年 4月 1日）に伴い、上記の家電製品については、町では取り扱いませ

ん。 

次のいずれかの方法で排出してください。なお、排出する場合には「メーカーのリサイク

ル料金」＋「小売店の収集・運搬料金」がかかります。また、メーカーごとにリサイクル料

金が、小売店ごとに収集・運搬料金が異なりますので、詳しくは各メーカーにお問い合わせ

ください。 

購入した店がわかっている場合

や新しく買い替える場合 

購入した店や買い替えをする店に引き取りを

依頼してください。 

購入した店が廃業したり、遠方で

引き取りの依頼ができない場合 

奥多摩町指定の引取業者 

「株式会社 若林商店」 

（電話 0428‐31‐5101） 

若林商店が窓口になって引取を行っています。 

※引取の依頼・料金等は、住民みなさんが直接

ご連絡してください。 
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廃インクカートリッジの回収について 

町では、循環型社会の実現・4Rの推進を図る目的で、使用済みのインクカートリッジの回収

を令和 2 年 10 月から開始しました。回収方法は、収集ではなく、次の場所に回収用のボック

スを設置し、その中に入れていただいたものを定期的に回収する方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア袋の提供について 

町では、町民の方や各種団体の方々が、ボランティア活動により公共の場所や地域内の清掃を

行っていただく際に、ボランティア活動専用のごみ袋を提供させていただいております。 

提供させていただくごみ袋の種類は、「可燃ごみ用」、「不燃ごみ用」、びん・缶・ペットボトル

などの「資源ごみ用」として、3種類のボランティア活動用のごみ袋を用意しています。 

ボランティア活動により収集していただいた「ごみ」は、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源ご

み」に分類していただき、ごみの種類ごとの収集予定日に、普段ご利用されているごみステーシ

ョンに出していただければ回収を行います。なお、収集していただいた「ごみ」が多量の場合に

つきましては、奥多摩町クリーンセンターへご連絡ください。 

町では、ボランティア皆様による環境美化活動を支援していますので、協力をお願いいたします。 

 

（ボランティア袋の種類） 

 可燃ごみ用 

 不燃ごみ用 

 資源ごみ用 

（ボランティア袋の受取場所） 

 役場環境整備課窓口 

 子ども家庭支援センター（きこりん） 

 クリーンセンター 

※受取時に、住所、氏名、必要枚数などの記入をお願いしています。 

  

（設置場所） 
 役場住民課窓口 
 子ども家庭支援センター（きこりん） 

 

可燃ごみ用 
ボランティア袋 

不燃ごみ用 
ボランティア袋 

資源ごみ用 
ボランティア袋 
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町では収集・処理できないもの 

西秋川衛生組合の処理施設では適正な処理等が困難なため、法令（廃棄物の処理及び清掃に

関する法律）および、奥多摩町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例により、組合及び町

で処理することができないものがあります。 

 

処分する場合は、購入した販売店、廃棄物処理業者へお問い合わせください。なお、処理費に

ついては直接処理業者にお確かめください。 

 

廃棄物の種類 処分方法（参考） 

建築廃材（家屋の解体、改築、改修、修繕な

どで発生したもの） 

（物置「1坪を超えるもの」、瓦、タイル、ス

レート、瓦礫（がれき）、シャッター、石膏ボ

ード、天井板、便器など 

工事をした建築業者、廃棄物処理業者に処分

を依頼してください。 

自分で工事をした場合も、廃棄物処理業者に

ご相談ください。 

自動車、オートバイ、スクーター及びその部

品など（一部を除く。50 音順ごみ分別一覧

を確認ください。） 

自動車販売店、自動車整備工場、自動車部品

販売店、廃棄処理業者などにご相談ください。 

二輪車（オートバイ）のリサイクルは、二輪

車リサイクルコールセンター「03‐3598‐

8075」へお問い合わせください。 

土砂類 

（土、残土、石、砂、石灰（多量の場合）、ブ

ロック（多量の場合）、レンガ、コンクリート、

水槽に敷き詰めてある砂利など） 

建材販売店や廃棄物処理業者などにご相談く

ださい。 

農・林業用具 

（トラクター、耕運機等農機具、集材機、農

業用資材、粉砕機など） 

農機具取扱店や廃棄物処理業者などにご相談

ください。 

その他 

医療廃棄物（注射器、注射針）、ピアノ、モー

ター（二人でも持てないもの）、金庫（二人で

も持てないもの）、ガスボンベ（カセットボン

ベは除く）、消毒薬、除草剤、劇薬、農薬、殺

虫剤、シンナー、塗料、臼、花火などの引火

物（発煙筒含む）、機械油、自動車オイル、ガ

ソリン、灯油、消火器、木枝（太さ 15 ㎝×

長さ 100㎝×一束 50㎝以上）、 

購入した販売店や、廃棄物処理業者へご相談

ください。 

  

 

 

廃インクカートリッジの回収について 

町では、循環型社会の実現・4Rの推進を図る目的で、使用済みのインクカートリッジの回収

を令和 2 年 10 月から開始しました。回収方法は、収集ではなく、次の場所に回収用のボック

スを設置し、その中に入れていただいたものを定期的に回収する方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア袋の提供について 

町では、町民の方や各種団体の方々が、ボランティア活動により公共の場所や地域内の清掃を

行っていただく際に、ボランティア活動専用のごみ袋を提供させていただいております。 

提供させていただくごみ袋の種類は、「可燃ごみ用」、「不燃ごみ用」、びん・缶・ペットボトル

などの「資源ごみ用」として、3種類のボランティア活動用のごみ袋を用意しています。 

ボランティア活動により収集していただいた「ごみ」は、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源ご

み」に分類していただき、ごみの種類ごとの収集予定日に、普段ご利用されているごみステーシ

ョンに出していただければ回収を行います。なお、収集していただいた「ごみ」が多量の場合に

つきましては、奥多摩町クリーンセンターへご連絡ください。 

町では、ボランティア皆様による環境美化活動を支援していますので、協力をお願いいたします。 

 

（ボランティア袋の種類） 

 可燃ごみ用 

 不燃ごみ用 

 資源ごみ用 

（ボランティア袋の受取場所） 

 役場環境整備課窓口 

 子ども家庭支援センター（きこりん） 

 クリーンセンター 

※受取時に、住所、氏名、必要枚数などの記入をお願いしています。 

  

（設置場所） 
 役場住民課窓口 
 子ども家庭支援センター（きこりん） 

 

可燃ごみ用 
ボランティア袋 

不燃ごみ用 
ボランティア袋 

資源ごみ用 
ボランティア袋 
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動物が死んでいたら、または死んでしまったら 

○ 野生動物が死んでいるのを発見した場合 

 観光産業課農林水産係 （電話）83‐2295 

○ ペットの犬や猫が死んでしまった場合、死んでいるのを発見した場合 

 環境整備課クリーンセンター業務係へご連絡ください。 （電話）83‐2110 

ペットが死んだ場合、町では有料（1，000円）にて引き取ります。その後、西秋川衛生組

合へ搬入し、一般ごみとして焼却することになります。したがって、骨のお返しはできませ

ん。問い合わせは、環境整備課クリーンセンター業務係で受付し処理をいたします。 

（電話）83‐2110 

 

不法投棄を発見したら！ 

奥多摩町は、全域が秩父多摩甲斐国立公園に指定されています。町全体をきれいにするため

に不法投棄・ごみのポイ捨てを減らすようにしましょう。マナーを大切に、地域ぐるみで、不法

投棄を減らして行きましょう。 

みなさんが不法投棄を発見したら「すぐ通報」するなどの情報提供が効果的な防止策の一つ

となります。 

 

★通報連絡先 

○ 奥多摩町環境整備課クリーンセンター業務係 -------------- 83‐2110 

○ 青梅警察署奥多摩交番 ---------------------------------- 83‐2121 

★通報する内容 

• 捨てられているごみは何ですか？ 

• 捨てられている場所はどこですか？ 

• 捨てられているごみの量はどのくらいありますか？ 

• 捨てた人はわかりますか？車のナンバーはわかりますか？ 

• 通報者のお名前、電話番号をお知らせください。 

★不法投棄の罰則について 

不法投棄 

不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられます。 

① 個人の場合 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金

またはこれを併科となります。 

② 法人の場合 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは、3億円以下の罰金ま

たはこれを併科となります。 

  

22



 

 

おむつについて 

家庭から出されるおむつ（子ども・大人とも）については、指定されたごみ袋でなくてもかまい

ませんが、次のことを必ず守ってごみステーションに出してください。 

• おむつは、「可燃ごみの日」に出してください。 

• 使用する袋は、中身の見える袋、または、半透明の袋で出してください。 

• 半透明の袋で出す場合は、必ず「おむつ」とマジックなどで大きく見やすく書いてください。 

• おむつ以外の可燃ごみは絶対に入れないでください。おむつ以外の可燃ごみが入っている場

合は収集しませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

生ごみ処理容器（コンポスター）・生ごみ処理機の補助について 

町では、ごみ減量及び家庭からのごみ処理経費の削減のため、生ごみ処理容器（コンポスター）

と生ごみ処理機の購入補助事業を実施しています。 

 

 機 種 補 助 額 

１ 
生ごみ処理容器 

（容器状のもので電力を使用しないもの） 

補助対象額の５分の４ 

（上限１１，０００円） 

２ 

生ごみ処理機 

（機械式のもので電力を使用するもの） 

または１以外のもの 

補助対象額の２分の１ 

（上限２５，０００円） 

※ディスポーザー式（生ごみを粉砕して、直接下水道に流す方式）のものは除きます。 

 

 

50音順（索引）の追加項目や変更の貼り付け保存について 

50音順分別一覧の後ろの空白ページは、今後、町から新たに追加や変更を行った品目の一覧

表を配布した際、貼り付けて保存・ご使用いただくスペースとなります。 

毎年配布するカレンダーと一緒に追加項目の配布があった場合は、このスペースをご利用く

ださい。 

また、町広報でもお知らせを掲載する場合があります。掲載がありましたら、切り取るなどし

貼り付けてご利用ください。  

 

 

動物が死んでいたら、または死んでしまったら 

○ 野生動物が死んでいるのを発見した場合 

 観光産業課農林水産係 （電話）83‐2295 

○ ペットの犬や猫が死んでしまった場合、死んでいるのを発見した場合 

 環境整備課クリーンセンター業務係へご連絡ください。 （電話）83‐2110 

ペットが死んだ場合、町では有料（1，000円）にて引き取ります。その後、西秋川衛生組

合へ搬入し、一般ごみとして焼却することになります。したがって、骨のお返しはできませ

ん。問い合わせは、環境整備課クリーンセンター業務係で受付し処理をいたします。 

（電話）83‐2110 

 

不法投棄を発見したら！ 

奥多摩町は、全域が秩父多摩甲斐国立公園に指定されています。町全体をきれいにするため

に不法投棄・ごみのポイ捨てを減らすようにしましょう。マナーを大切に、地域ぐるみで、不法

投棄を減らして行きましょう。 

みなさんが不法投棄を発見したら「すぐ通報」するなどの情報提供が効果的な防止策の一つ

となります。 

 

★通報連絡先 

○ 奥多摩町環境整備課クリーンセンター業務係 -------------- 83‐2110 

○ 青梅警察署奥多摩交番 ---------------------------------- 83‐2121 

★通報する内容 

• 捨てられているごみは何ですか？ 

• 捨てられている場所はどこですか？ 

• 捨てられているごみの量はどのくらいありますか？ 

• 捨てた人はわかりますか？車のナンバーはわかりますか？ 

• 通報者のお名前、電話番号をお知らせください。 

★不法投棄の罰則について 

不法投棄 

不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられます。 

① 個人の場合 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金

またはこれを併科となります。 

② 法人の場合 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは、3億円以下の罰金ま

たはこれを併科となります。 
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可燃・不燃ごみ専用袋・粗大ごみ処理券販売店一覧 

令和 3年 3月 1日現在 

地 区 販 売 店 住 所 電話番号 

川 井 
朝日運輸整備工場 川井 800‐1 85‐2500 

原島商店 川井 354 85‐2258 

大 丹 波 

大丹波川国際虹鱒釣り場 大丹波 114 85‐2235 

釜めしなかい 大丹波 175 85‐1345 

原島商店 大丹波 107 85‐2183 

梅 澤 (有)師岡建材 梅澤 158‐1 85‐2733 

丹 三 郎 (有)小林石油 丹三郎 25‐1 85‐2590 

小 丹 波 

古里食販 小丹波 423‐2 85‐2557 

古里保育園 小丹波 528 85‐2328 

セブンイレブン奥多摩古里店 小丹波 33 85‐1670 

西東京農業協同組合指導経済部古里店舗 小丹波 56‐2 85‐2014 

棚 澤 

 (株)大橋組 棚澤 159 85‐2216 

大橋屋 棚澤 402‐1 85‐1195 

カマタ土建 棚澤 125‐1 85‐1020 

鳩ノ巣釜めし 棚澤 375 85‐1970 

山鳩 棚澤 380 85‐2158 

白 丸 

手作味噌工房「四季の家」 白丸 313‐2 83‐3365 

特別養護老人ホーム 

      グリーンウッド奥多摩 
白丸 263 83‐3733 

大 氷 川 

大氷川食糧販売所 氷川 207 83‐2015 

(有)一松肉店 氷川 192 83‐2418 

(有)鈴木電気商会 氷川 153 83‐2058 

長 畑 

大加屋 氷川 740 83‐2851 

(株)山城屋 氷川 717‐3 83‐2368 

速洗舎クリーニング店 氷川 718‐3 83‐2434 

大 沢 天野大黒屋 氷川 2,225‐1 83‐2741 

日 原 日原保勝会 日原 760 83‐2099 

海 澤 

おくたま海澤ふれあい農園 海澤 497‐21 85‐8685 

奥多摩総合開発（株） 

      〈クリーンセンター内〉 
海澤 850‐1 85‐2110 

島崎産業(株)〈アメリカキャンプ村〉 海澤 230 83‐2724 

二幸屋 海澤 735‐5 090-2166－6065 

牧野たばこ店 海澤 804 83‐3544 
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 (有)大澤工業所 海澤 590 83‐2221 

常 磐 (有)井登屋商店 氷川 954‐7 83‐2305 

南 氷 川 

NYDS奥多摩氷川店 氷川 1,415 85‐8717 

(株)佐藤商店（タイムズ） 氷川 1,421 83‐2020 

圡方豆腐店 氷川 1,424‐1 83‐2505 

南氷川食糧販売所 氷川 1,416 83‐2139 

(有)三共堂薬局 氷川 1,380 83‐2423 

(有)森田屋 氷川 1,417‐1 83‐2033 

(有)若松屋 氷川 1,410 83‐2013 

栃 久 保 栃元タバコ店 氷川 1,813 83‐2421 

小

河

内 

原 
のんきや 原 368‐4 86‐2533 

(有)丹下堂 原 5 86‐2235 

川野 美山亭 川野 292‐12 86‐2253 

留浦 
一般財団法人小河内振興財団 留浦 1,200 86‐2256 

島勝 留浦 617 86‐2038 

峰谷 

坂村商店 留浦 1,326‐2 86‐2602 

福次商店 留浦 529 86‐2237 

峰谷川渓流釣場 峰谷 529‐1 86‐2623 

 

 

 

  

 

 

可燃・不燃ごみ専用袋・粗大ごみ処理券販売店一覧 

令和 3年 3月 1日現在 

地 区 販 売 店 住 所 電話番号 

川 井 
朝日運輸整備工場 川井 800‐1 85‐2500 

原島商店 川井 354 85‐2258 

大 丹 波 

大丹波川国際虹鱒釣り場 大丹波 114 85‐2235 

釜めしなかい 大丹波 175 85‐1345 

原島商店 大丹波 107 85‐2183 

梅 澤 (有)師岡建材 梅澤 158‐1 85‐2733 

丹 三 郎 (有)小林石油 丹三郎 25‐1 85‐2590 

小 丹 波 

古里食販 小丹波 423‐2 85‐2557 

古里保育園 小丹波 528 85‐2328 

セブンイレブン奥多摩古里店 小丹波 33 85‐1670 

西東京農業協同組合指導経済部古里店舗 小丹波 56‐2 85‐2014 

棚 澤 

 (株)大橋組 棚澤 159 85‐2216 

大橋屋 棚澤 402‐1 85‐1195 

カマタ土建 棚澤 125‐1 85‐1020 

鳩ノ巣釜めし 棚澤 375 85‐1970 

山鳩 棚澤 380 85‐2158 

白 丸 

手作味噌工房「四季の家」 白丸 313‐2 83‐3365 

特別養護老人ホーム 

      グリーンウッド奥多摩 
白丸 263 83‐3733 

大 氷 川 

大氷川食糧販売所 氷川 207 83‐2015 

(有)一松肉店 氷川 192 83‐2418 

(有)鈴木電気商会 氷川 153 83‐2058 

長 畑 

大加屋 氷川 740 83‐2851 

(株)山城屋 氷川 717‐3 83‐2368 

速洗舎クリーニング店 氷川 718‐3 83‐2434 

大 沢 天野大黒屋 氷川 2,225‐1 83‐2741 

日 原 日原保勝会 日原 760 83‐2099 

海 澤 

おくたま海澤ふれあい農園 海澤 497‐21 85‐8685 

奥多摩総合開発（株） 

      〈クリーンセンター内〉 
海澤 850‐1 85‐2110 

島崎産業(株)〈アメリカキャンプ村〉 海澤 230 83‐2724 

二幸屋 海澤 735‐5 090-2166－6065 

牧野たばこ店 海澤 804 83‐3544 
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

あ ICレコーダ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

アイロン 資源

アイロン台 粗大 粗大ごみ処理券 200円

空き缶 飲料水、菓子等の缶、最大20㍑
缶まで 資源

空きびん 資源

アクセサリー プラスチック 可燃 茶色の専用袋

アクセサリー 金属 不燃 青色の専用袋

アクリル板
縦40cm×横40cm×厚さ5cm以
下のもので可燃ごみ専用袋に入
り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

アクリル板 縦40cm×横40cm×厚さ5cmを
超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

アコーディオンカーテン 粗大 粗大ごみ処理券 400円

アタッシュケース 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

アタッシュケース 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

アダプター 小型家電製品変圧器・充電器 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

油（機械） 処理不能

油（食用） 新聞紙やボロ布などにしみ込ま
せるか、凝固剤で固める 可燃 茶色の専用袋

油紙 可燃 茶色の専用袋

油とり紙 可燃 茶色の専用袋

油びん 中身を出して、洗浄 資源

編み機 粗大 粗大ごみ処理券 400円

網戸 粗大 粗大ごみ処理券 400円

網戸 窓用 粗大 粗大ごみ処理券 200円

あめの包み紙 可燃 茶色の専用袋

アルバム 可燃 茶色の専用袋

アルミコーティング袋 菓子・薬などの包装袋類 可燃 茶色の専用袋

アルミサッシ 粗大 粗大ごみ処理券 400円

アルミ箔・アルミホイル 可燃 茶色の専用袋

アンカ プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

安全ピン 可燃 茶色の専用袋

アンテナ（パラボラを除く） 長さ50cm以下もの 資源

アンテナ（パラボラを除く） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

アンテナ（パラボラ式） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

アンプ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
アンプ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

い 石 処理不能

衣装ケース 粗大 粗大ごみ処理券 200円

いす 粗大 粗大ごみ処理券 200円

イゼール（画架） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

板ガラス
不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（新聞紙等で包み不
燃ごみ専用袋にガラスと表示）

不燃 青色の専用袋

板ガラス 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（新聞等で包みガラスと表示） 粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

板きれ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cm以
下のもので、可燃ごみの専用袋
に入り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

板きれ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cmを
超え、縦182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

板きれ 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

一輪車 遊具 粗大 粗大ごみ処理券 200円

一輪車 運搬用 粗大 粗大ごみ処理券 400円

一輪車のタイヤ 不燃 青色の専用袋

一升びん 中身を出して、洗浄 資源

一斗缶 中身をだして、洗浄 資源

糸 可燃 茶色の専用袋

鋳物類 重さ5kg以下のもの 資源

鋳物類 一人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

鋳物 二人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

医薬品 可燃 茶色の専用袋

イヤホン 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

医療廃棄物 注射針・感染性の物を除く 可燃 茶色の専用袋

衣類 下着、靴下を除く 資源

衣類乾燥機 家電リサイクル品

入れ歯 可燃 茶色の専用袋

引火物 ガソリン・灯油などの危険物 処理不能

印鑑 可燃 茶色の専用袋

インクリボン 可燃 茶色の専用袋

印刷機用マスター 可燃 茶色の専用袋

インターホン 不燃 青色の専用袋

飲料用紙パック 内側が白いもの 資源

飲料用紙パック 内側がアルミ箔のもの 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

う 植木の枝葉 太さ5㎝×長さ50cm×1束直径
30㎝以内 可燃 茶色の専用袋

植木の枝葉 太さ15㎝×長さ100cm×1束直
径50㎝以内 粗大 粗大ごみ処理券 200円

植木の枝葉 太さ15㎝×長さ100cm×1束直
径50㎝を超えるもの 処理不能

植木鉢（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

植木鉢（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

植木鉢（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

植木鉢（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

植木用支柱（金属製以外）
直径5cm以下、長さ50cm以下
で、可燃ごみ専用袋に入り、口が
しばれるもの

可燃 茶色の専用袋

植木用支柱（金属製以外） 直径5cm、長さ50cmを超え、直
径15cm、長さ1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

植木用支柱（金属製以外） 直径15cm、長さ1mを超えるもの 処理不能

植木用支柱（金属製） 長さ50cm以内のもの 資源

植木用支柱（金属製） 長さ50cmを超え、長さ3m以内
のもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

植木用支柱（金属製） 長さ3mを超えるもの 処理不能

ウエットスーツ 可燃 茶色の専用袋

ウエットティッシュ 可燃 茶色の専用袋

ウォーターサーバーのペット
ボトル器(PETマーク有り） 資源

ウォータージャグ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ウォータージャグ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

浮き輪 可燃 茶色の専用袋

臼（うす） 処理不能

うちわ 可燃 茶色の専用袋

腕時計（ぜんまい式） 不燃 青色の専用袋

腕時計（ぜんまい式を除く） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

乳母車 粗大 粗大ごみ処理券 200円

梅酒用のびん 資源

羽毛布団
可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの
布団自体をしばらない

可燃 茶色の専用袋

羽毛布団 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

運動靴 可燃 茶色の専用袋

運動靴入れ 可燃 茶色の専用袋

え エアークッション（空気緩衝材） ビニール製 可燃 茶色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
アンプ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

い 石 処理不能

衣装ケース 粗大 粗大ごみ処理券 200円

いす 粗大 粗大ごみ処理券 200円

イゼール（画架） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

板ガラス
不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（新聞紙等で包み不
燃ごみ専用袋にガラスと表示）

不燃 青色の専用袋

板ガラス 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（新聞等で包みガラスと表示） 粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

板きれ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cm以
下のもので、可燃ごみの専用袋
に入り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

板きれ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cmを
超え、縦182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

板きれ 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

一輪車 遊具 粗大 粗大ごみ処理券 200円

一輪車 運搬用 粗大 粗大ごみ処理券 400円

一輪車のタイヤ 不燃 青色の専用袋

一升びん 中身を出して、洗浄 資源

一斗缶 中身をだして、洗浄 資源

糸 可燃 茶色の専用袋

鋳物類 重さ5kg以下のもの 資源

鋳物類 一人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

鋳物 二人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

医薬品 可燃 茶色の専用袋

イヤホン 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

医療廃棄物 注射針・感染性の物を除く 可燃 茶色の専用袋

衣類 下着、靴下を除く 資源

衣類乾燥機 家電リサイクル品

入れ歯 可燃 茶色の専用袋

引火物 ガソリン・灯油などの危険物 処理不能

印鑑 可燃 茶色の専用袋

インクリボン 可燃 茶色の専用袋

印刷機用マスター 可燃 茶色の専用袋

インターホン 不燃 青色の専用袋

飲料用紙パック 内側が白いもの 資源

飲料用紙パック 内側がアルミ箔のもの 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
エアコン（室内機） 家電リサイクル品

エアコン（室外機） 家電リサイクル品

AED本体 バッテリーは有害ごみ 不燃 青色の専用袋

ACアダプタ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

映写機（家庭用） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

液晶テレビ 家電リサイクル品

エコキュウート設備、ヒート
ポンプ 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

STB(セットトップボックス） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

枝切りばさみ（高枝用） 不燃ごみ専用袋に入り口がしば
れるもの 不燃 青色の専用袋

枝切りばさみ（高枝用） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

枝類 太さ5㎝×長さ50㎝×1束直径
30㎝以内 可燃 茶色の専用袋

枝類 太さ15㎝×長さ100cm×1束直
径50㎝以内 粗大 粗大ごみ処理券 200円

枝類 太さ15㎝×長さ100cm×1束直
径50㎝を超えるもの 処理不能

絵の具 可燃 茶色の専用袋

絵本 資源

MD（ミニディスク） 可燃 茶色の専用袋

MDケース 可燃 茶色の専用袋

MDプレイヤ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

MDラジカセ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

LED電球 不燃ごみ専用袋に入り口がしば
れるもの 不燃 青色の専用袋

LED電球 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

エレクトーン 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

塩化カルシウム 固まったもの 処理不能

塩化ビニル（ポリ塩化ビニ
ル）パイプ 長さ50cm以内、直径10cm以内 可燃 茶色の専用袋

塩化ビニル（ポリ塩化ビニ
ル）パイプ

長さ50cm以上100cm以内、　　　　　　　　　
直径10cm以上15cmまで 粗大 粗大ごみ処理券 200円

塩化ビニル（ポリ塩化ビニ
ル）パイプ

長さ100cm、直径15cmを超え
るもの 処理不能

園芸土（家庭用） 処理不能

園芸肥料（家庭用） 1回あたり5kgまで 可燃 茶色の専用袋

煙突（ススを取る） 長さ3m以内 粗大 粗大ごみ処理券 200円

煙突（ススを取る） 長さ3mを超えるもの 処理不能
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
えんぴつ 可燃 茶色の専用袋

えんぴつ削り器 不燃 青色の専用袋

お オイル（自動車） 処理不能

オイルの缶 缶内部のオイルを良く出し切る 資源

オイルヒーター 幅1mまで 粗大 粗大ごみ処理券 800円

オイルヒーター 幅1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

オイルフィルター（自動車等） オイルを切ってから出す 不燃 青色の専用袋

応接用イス 一人用 粗大 粗大ごみ処理券 600円

応接用イス 二人用 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

応接用テーブル 粗大 粗大ごみ処理券 600円

OA用紙 感熱紙は除く 資源

OA用紙 感熱紙 可燃 茶色の専用袋

オーディオラック 粗大 粗大ごみ処理券 600円

オートバイ 50㏄まで 処理不能

オートバイ 50㏄を超えるもの 処理不能

オーブンレンジ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

オーブントースター 不燃 青色の専用袋

桶 金属製 資源

桶 金属製以外のもので、可燃ごみ
専用袋に入り、口がしばれるもの 可燃 茶色の専用袋

おしゃぶり 可燃 茶色の専用袋

お玉（しゃくし） 竹製・木製 可燃 茶色の専用袋

お玉（しゃくし） 金属類 資源

落ち葉 可燃 茶色の専用袋

帯（おび） 資源

おまる 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

おまる 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

おむつ（紙・布） 汚物は取り除く 可燃 透明・半透明は袋

おむつ（布製） 未使用のもの 資源

おむつカバー 可燃 茶色の専用袋

おもちゃ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

おもちゃ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

折込チラシ 資源

折りたたみイス 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

折りたたみイス 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 1脚200円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
エアコン（室内機） 家電リサイクル品

エアコン（室外機） 家電リサイクル品

AED本体 バッテリーは有害ごみ 不燃 青色の専用袋

ACアダプタ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

映写機（家庭用） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

液晶テレビ 家電リサイクル品

エコキュウート設備、ヒート
ポンプ 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

STB(セットトップボックス） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

枝切りばさみ（高枝用） 不燃ごみ専用袋に入り口がしば
れるもの 不燃 青色の専用袋

枝切りばさみ（高枝用） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

枝類 太さ5㎝×長さ50㎝×1束直径
30㎝以内 可燃 茶色の専用袋

枝類 太さ15㎝×長さ100cm×1束直
径50㎝以内 粗大 粗大ごみ処理券 200円

枝類 太さ15㎝×長さ100cm×1束直
径50㎝を超えるもの 処理不能

絵の具 可燃 茶色の専用袋

絵本 資源

MD（ミニディスク） 可燃 茶色の専用袋

MDケース 可燃 茶色の専用袋

MDプレイヤ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

MDラジカセ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

LED電球 不燃ごみ専用袋に入り口がしば
れるもの 不燃 青色の専用袋

LED電球 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

エレクトーン 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

塩化カルシウム 固まったもの 処理不能

塩化ビニル（ポリ塩化ビニ
ル）パイプ 長さ50cm以内、直径10cm以内 可燃 茶色の専用袋

塩化ビニル（ポリ塩化ビニ
ル）パイプ

長さ50cm以上100cm以内、　　　　　　　　　
直径10cm以上15cmまで 粗大 粗大ごみ処理券 200円

塩化ビニル（ポリ塩化ビニ
ル）パイプ

長さ100cm、直径15cmを超え
るもの 処理不能

園芸土（家庭用） 処理不能

園芸肥料（家庭用） 1回あたり5kgまで 可燃 茶色の専用袋

煙突（ススを取る） 長さ3m以内 粗大 粗大ごみ処理券 200円

煙突（ススを取る） 長さ3mを超えるもの 処理不能

33

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ



品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
折りたたみ机 粗大 粗大ごみ処理券 200円

オルガン 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

おろしがね 金属製 資源

おろしがね プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

温水洗浄便座 粗大 粗大ごみ処理券 400円

温度計 水銀を含まないもの 不燃 青色の専用袋

温度計 水銀を含むもの 有害

温風ヒーター（設置型） 粗大 粗大ごみ処理券 800円

か カーテン（レース・遮光を除く） 資源

カーテン（レース・遮光） 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

カーテン（レース・遮光） 50cm四方以内に切らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

カーテンレール 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 4本まで200円

カーテンレール 長さ3mを超えるもの 処理不能

カーペット 粗大 粗大ごみ処理券 200円

カーボン紙 可燃 茶色の専用袋

カー用品（電子機器） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーナビゲーション 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーテレビ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーチューナ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーステレオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーラジオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーCDプレイヤ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーDVD 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーMD 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カースピーカ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーアンプ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　ドライブレコーダー 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　VICSユニット 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　ETC車載ユニット 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

貝殻 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

懐中電灯 電池は有害ごみに 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

化学雑巾 可燃 茶色の専用袋

鏡 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

鏡 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鍵 不燃 青色の専用袋

角材（木材） 一辺が4㎝以下、長さ50㎝以下 可燃 茶色の専用袋

角材（木材） 一辺が13㎝以下、長さ100㎝以下 粗大 粗大ごみ処理券 200円

角材（木材） 一辺が13㎝を超え、長さ100㎝
を超える物 処理不能

拡声器 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

拡声器 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

学習机 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

額縁（木製、プラスチック製）
可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（ガラスは、新聞紙等
で包み不燃ごみ専用袋にガラス
と表示し不燃ごみで出す。)

可燃 茶色の専用袋

額縁（木製、プラスチック製）
可燃ごみ専用袋に入らないもの
（ガラスは、新聞紙等で包みガ
ラスと表示）

粗大 粗大ごみ処理券 200円

額縁（金属製）
縦50cm×横50cm×厚さ5cm以
下のもの（ガラスは、新聞紙等で
包み不燃ごみ専用袋にガラスと
表示し不燃ごみで出す。）

資源

額縁（金属製） 縦50cm×横50cm×厚さ5cmを
超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

かご（金属製以外） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

かご（金属製以外） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

かご（金属製） 直径50cm以下のもの 資源

かご（金属製） 直径50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

傘 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

傘 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

傘立て 粗大 粗大ごみ処理券 200円

加湿器 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

加湿器 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

菓子袋 紙製、ビニール製 可燃 茶色の専用袋

ガスオーブンレンジ 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ガスストーブ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ガステーブル（ガス台） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ガスボンベ 処理不能

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
折りたたみ机 粗大 粗大ごみ処理券 200円

オルガン 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

おろしがね 金属製 資源

おろしがね プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

温水洗浄便座 粗大 粗大ごみ処理券 400円

温度計 水銀を含まないもの 不燃 青色の専用袋

温度計 水銀を含むもの 有害

温風ヒーター（設置型） 粗大 粗大ごみ処理券 800円

か カーテン（レース・遮光を除く） 資源

カーテン（レース・遮光） 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

カーテン（レース・遮光） 50cm四方以内に切らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

カーテンレール 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 4本まで200円

カーテンレール 長さ3mを超えるもの 処理不能

カーペット 粗大 粗大ごみ処理券 200円

カーボン紙 可燃 茶色の専用袋

カー用品（電子機器） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーナビゲーション 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーテレビ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーチューナ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーステレオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーラジオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーCDプレイヤ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーDVD 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーMD 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カースピーカ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　カーアンプ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　ドライブレコーダー 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　VICSユニット 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

　ETC車載ユニット 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

貝殻 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
カセットコンロ 資源

カセットテープ 1回の搬出で 10本まで 可燃 茶色の専用袋

カセットボンベ 有害

形鋼（2人で積込み可能） 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

形鋼 長さ3mを超えるもの 処理不能

固めた食用油 可燃 茶色の専用袋

カタログ類 資源

活性炭 可燃 茶色の専用袋

カップ酒のびん（ワンカップ） 資源

カップメンの容器 可燃 茶色の専用袋

かつら 可燃 茶色の専用袋

家庭用火災報知器 電池は有害ごみ 不燃 青色の専用袋

金網 長さ50cm以下、重さ5kgまで 資源

金網 長さ50cmまたは、重さ5kgを超
えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

金たわし 不燃 青色の専用袋

かばん 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

かばん（可燃ごみ専用袋に入
らないもの） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

画鋲（押しピン） 可燃 茶色の専用袋

花瓶(ガラス、陶器） 不燃 青色の専用袋

花瓶（金属製） 資源

壁材（プラスチック製）
縦40cm×横40cm×厚さ5cm以
下のもので可燃ごみ専用袋に入
り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

壁材（プラスチック製）
縦40cm×横40cm×厚さ5cmを
超え縦182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 200円

壁材（プラスチック製） 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

釜（カマ） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鎌（カマ） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

鎌（カマ） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

紙おむつ 汚物を取り除いたもの 可燃 透明又は半透明

紙くず 可燃 茶色の専用袋

紙コップ 可燃 茶色の専用袋

カミソリ（紙で包む） 不燃 青色の専用袋

神棚 粗大 粗大ごみ処理券 200円

髪の毛 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
紙箱 資源

紙パック 内側が白いもの 資源

紙パック 内側がアルミ箔のもの 可燃 茶色の専用袋

紙袋 資源

ガムテープ（クラフト製・布製） 可燃 茶色の専用袋

カメラ（フィルムカメラ） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

カメラ機能付き双眼鏡 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

蚊帳（かや） 50㎝四方に切り、可燃袋に入る
もの 可燃 茶色の専用袋

蚊帳（かや） それ以外のもの 粗大 茶色の専用袋 200円

画用紙 資源 粗大ごみ処理券

カラーボックス 粗大 粗大ごみ処理券 200円

カラオケ機器（家庭用） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ガラスくず 破片（ガラスは、新聞紙等で包み
不燃ごみ専用袋にガラスと表示) 不燃 青色の専用袋

ガラスケース 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ガラスケース 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ガラス食器類 ガラスは、新聞紙等で包み不燃
ごみ専用袋にガラスと表示 不燃 青色の専用袋

ガラス戸 粗大 粗大ごみ処理券 400円

空箱（紙製・ダンボール製） 資源

空箱（金属製） 幅50cm×奥行き25cm×高さ
25cm以下もの 資源

空箱（金属製・木製） 幅50cm×奥行き25cm×高さ
25cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

空箱（木製、プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

空箱（木製、プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

カレンダー 資源

革衣類（皮革衣類） 資源

革靴 可燃 茶色の専用袋

革手袋 可燃 茶色の専用袋

革バッグ 可燃 茶色の専用袋

瓦（かわら） 処理不能

換気扇 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

換気扇 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

缶切り器 不燃 青色の専用袋

玩具 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
カセットコンロ 資源

カセットテープ 1回の搬出で 10本まで 可燃 茶色の専用袋

カセットボンベ 有害

形鋼（2人で積込み可能） 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

形鋼 長さ3mを超えるもの 処理不能

固めた食用油 可燃 茶色の専用袋

カタログ類 資源

活性炭 可燃 茶色の専用袋

カップ酒のびん（ワンカップ） 資源

カップメンの容器 可燃 茶色の専用袋

かつら 可燃 茶色の専用袋

家庭用火災報知器 電池は有害ごみ 不燃 青色の専用袋

金網 長さ50cm以下、重さ5kgまで 資源

金網 長さ50cmまたは、重さ5kgを超
えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

金たわし 不燃 青色の専用袋

かばん 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

かばん（可燃ごみ専用袋に入
らないもの） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

画鋲（押しピン） 可燃 茶色の専用袋

花瓶(ガラス、陶器） 不燃 青色の専用袋

花瓶（金属製） 資源

壁材（プラスチック製）
縦40cm×横40cm×厚さ5cm以
下のもので可燃ごみ専用袋に入
り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

壁材（プラスチック製）
縦40cm×横40cm×厚さ5cmを
超え縦182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 200円

壁材（プラスチック製） 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

釜（カマ） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鎌（カマ） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

鎌（カマ） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

紙おむつ 汚物を取り除いたもの 可燃 透明又は半透明

紙くず 可燃 茶色の専用袋

紙コップ 可燃 茶色の専用袋

カミソリ（紙で包む） 不燃 青色の専用袋

神棚 粗大 粗大ごみ処理券 200円

髪の毛 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
玩具 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

監視カメラ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

乾燥機（衣類） 家電リサイクル品

乾燥機（食器） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

乾燥機（布団） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

乾燥剤 可燃 茶色の専用袋

乾電池 有害

鉋（カンナ） 不燃 青色の専用袋

感熱紙 可燃 茶色の専用袋

き キーボード（楽器） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

キーボード（楽器） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

キーボード（パソコン） 可燃 茶色の専用袋

キーホルダー 可燃 茶色の専用袋

木くず 可燃 茶色の専用袋

ギター 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ギターケース 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ギターケース 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

キックボード 粗大 粗大ごみ処理券 200円

木づち 可燃 茶色の専用袋

キッチンぺ-パー 可燃 茶色の専用袋

杵（きね） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

着物 資源

脚立 長さ2m以下 粗大 粗大ごみ処理券 400円

脚立 長さ2m~3mまで 粗大 粗大ごみ処理券 600円

脚立 長さ3mを超えるもの 処理不能

キャップ（ペットボトル） 可燃 茶色の専用袋

キャリア（車用） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

急須（きゅうす） プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

急須（きゅうす） 陶器製 不燃 青色の専用袋

急須（きゅうす） 金属製 資源

牛乳パック 資源

給油ポンプ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

給油ポンプ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

教科書 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
鏡台（ドレッサー） 粗大 粗大ごみ処理券 600円

業務用冷蔵庫（個人が使用） 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

キルティングシーツ 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

キルティングシーツ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

金庫（手さげ） 資源

金庫 大型・大人2人で持てる重さまで 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

く 空気入れ（鉄製) 粗大 粗大ごみ処理券 200円

空気入れ アルミ製、プラスチック製で不燃
ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

空気入れ アルミ製、プラスチック製で不燃
ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

空気入れ(電動のもの） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

空気清浄器 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

空気清浄器 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

クーハン（ベビーバスケット） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

クーラー（室内機・室外機） 家電リサイクル品

クーラーボックス(プラス
チック製）

可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

クーラーボックス（プラス
チック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

クーラーボックス（金属製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

クーラーボックス（金属製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

釘 不燃 青色の専用袋

草刈りカマ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

草刈りカマ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

草刈り機 燃料等を空にすること 粗大 粗大ごみ処理券 400円

草刈り機の刃 不燃 青色の専用袋

草花 可燃 茶色の専用袋

鎖（くさり）（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

鎖（くさり）（金属製） 資源

櫛（くし）（木製・竹製・プラス
チック製）） 可燃 茶色の専用袋

櫛（くし）（金属製） 資源

串（竹製） 可燃 茶色の専用袋

串（金属製） 資源

薬 可燃 茶色の専用袋

果物の皮 可燃 茶色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
玩具 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

監視カメラ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

乾燥機（衣類） 家電リサイクル品

乾燥機（食器） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

乾燥機（布団） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

乾燥剤 可燃 茶色の専用袋

乾電池 有害

鉋（カンナ） 不燃 青色の専用袋

感熱紙 可燃 茶色の専用袋

き キーボード（楽器） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

キーボード（楽器） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

キーボード（パソコン） 可燃 茶色の専用袋

キーホルダー 可燃 茶色の専用袋

木くず 可燃 茶色の専用袋

ギター 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ギターケース 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ギターケース 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

キックボード 粗大 粗大ごみ処理券 200円

木づち 可燃 茶色の専用袋

キッチンぺ-パー 可燃 茶色の専用袋

杵（きね） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

着物 資源

脚立 長さ2m以下 粗大 粗大ごみ処理券 400円

脚立 長さ2m~3mまで 粗大 粗大ごみ処理券 600円

脚立 長さ3mを超えるもの 処理不能

キャップ（ペットボトル） 可燃 茶色の専用袋

キャリア（車用） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

急須（きゅうす） プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

急須（きゅうす） 陶器製 不燃 青色の専用袋

急須（きゅうす） 金属製 資源

牛乳パック 資源

給油ポンプ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

給油ポンプ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

教科書 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
果物の保護材 可燃 茶色の専用袋

口紅 可燃 茶色の専用袋

靴（シューズ） 可燃 茶色の専用袋

靴下 可燃 茶色の専用袋

クッション 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

クッション 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

クッションカバー 汚れている物は可燃ごみ 資源

グラス 不燃 青色の専用袋

クリアーファイル 可燃 茶色の専用袋

クリスマスツリー 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

クリスマスツリー 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

車いす （電動以外）大人2人で持てる重
さまで 粗大 粗大ごみ処理券 400円

車いす （電動）大人二人でもてるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

クレヨン 可燃 茶色の専用袋

グロー球 不燃 青色の専用袋

グローブ類 可燃 茶色の専用袋

軍手 可燃 茶色の専用袋

け 蛍光管 有害

珪藻土製バスマット 不燃 青色の専用袋

携帯電話端末 PHS端末も含む 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

毛糸 資源

計量ばかり 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

計量ばかり 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

軽量ブロック 処理不能

ケーブル オーディオ、パソコン接続用 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ゲーム機 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

設置型ゲーム機 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

携帯型ゲーム機 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ハンドヘルドゲーム（ミニ電
子ゲーム） 使用済小型電子 そのまま又は

透明な袋

ハイテク系トレンドトイ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ゲームソフト 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
消しゴム 可燃 茶色の専用袋

化粧品びん 中身を出し、洗浄 資源

化粧品容器（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

化粧品容器（金属製） 資源

下駄 可燃 茶色の専用袋

下駄箱 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

下駄箱 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

下駄箱 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ケチャップの容器 プラスチック容器 可燃 茶色の専用袋

血圧計 水銀を含まないもの 不燃 青色の専用袋

血圧計 水銀を含むもの 有害

ケミカルライト 可燃 茶色の専用袋

剣山 不燃 青色の専用袋

建築廃材 処理不能

こ 碁石 不燃 青色の専用袋

高圧洗浄機 粗大 粗大ごみ処理券 400円

耕運機 処理不能

広告紙 資源

コート 資源

コード（延長コードを含む） 大きさ50cm、重さ5㎏以下
*丸く巻いてもよい 使用済小型電子 そのまま又は

透明な袋

コードリール コードを除き、プラスチック製の
もの 可燃 茶色の専用袋

コードリール コードを除き、金属製のもの 資源

コーヒーメーカー 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

コーヒーメーカー 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ござ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

こたつ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

こたつ板 粗大 粗大ごみ処理券 200円

こたつ掛け布団 粗大 粗大ごみ処理券 200円

こたつ掛け毛布 粗大 粗大ごみ処理券 200円

こたつ敷き 粗大 粗大ごみ処理券 200円

こたつの電熱器具 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

こたつの電熱器具 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

コップ（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

コップ（ガラス製・陶器製） 不燃 青色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
果物の保護材 可燃 茶色の専用袋

口紅 可燃 茶色の専用袋

靴（シューズ） 可燃 茶色の専用袋

靴下 可燃 茶色の専用袋

クッション 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

クッション 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

クッションカバー 汚れている物は可燃ごみ 資源

グラス 不燃 青色の専用袋

クリアーファイル 可燃 茶色の専用袋

クリスマスツリー 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

クリスマスツリー 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

車いす （電動以外）大人2人で持てる重
さまで 粗大 粗大ごみ処理券 400円

車いす （電動）大人二人でもてるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

クレヨン 可燃 茶色の専用袋

グロー球 不燃 青色の専用袋

グローブ類 可燃 茶色の専用袋

軍手 可燃 茶色の専用袋

け 蛍光管 有害

珪藻土製バスマット 不燃 青色の専用袋

携帯電話端末 PHS端末も含む 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

毛糸 資源

計量ばかり 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

計量ばかり 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

軽量ブロック 処理不能

ケーブル オーディオ、パソコン接続用 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ゲーム機 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

設置型ゲーム機 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

携帯型ゲーム機 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ハンドヘルドゲーム（ミニ電
子ゲーム） 使用済小型電子 そのまま又は

透明な袋

ハイテク系トレンドトイ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ゲームソフト 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
コップ（金属製） 資源

コピー機
不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（トナーカートリッジ
は処理不能)

不燃 青色の専用袋

コピー機 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（トナーカートリッジは処理不能） 粗大 粗大ごみ処理券 800円

米袋（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋

米びつ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ゴルフクラブ 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

ゴルフバッグ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ゴルフボール 可燃 茶色の専用袋

ゴルフマット 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ゴルフマット 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

コンクリート片 処理不能

コンクリート製焼却炉 処理不能

コンパクト（化粧用）（鏡付
き・鏡なし） 可燃 茶色の専用袋

コンパネ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cm以
下のもので、可燃ごみの専用袋
に入り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

コンパネ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cmを
超え、縦182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 200円

コンパネ 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

コンプレッサー 幅50㎝、重さ20㎏程度まで、作
業員2人で運べる程度 粗大 粗大ごみ処理券 800円

さ サーフボード 粗大 粗大ごみ処理券 400円

サイクリングマシーン 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

座椅子 粗大 粗大ごみ処理券 200円

サイドボード 高さ・幅とも1m未満 粗大 粗大ごみ処理券 800円

サイドボード 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

財布 可燃 茶色の専用袋

作業服 資源

座卓 粗大 粗大ごみ処理券 800円

殺菌剤 処理不能

雑誌 資源

殺虫剤 処理不能

サドル（自転車用） 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

サドル（自転車用） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

錆びた缶 不燃 青色の専用袋

42

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ



品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
座布団 可燃ごみ専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

座布団 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 5枚まで200円

サマーベッド 粗大 粗大ごみ処理券 200円

皿（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

皿（ガラス製・陶器製） 不燃 青色の専用袋

皿（金属製） 資源

ざる（プラスチック製・竹製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ざる（プラスチック・竹製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ざる（金属製） 長さ50cm以下のもの 資源

ざる（金属製） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

サンダル 可燃 茶色の専用袋

三面鏡 粗大 粗大ごみ処理券 600円

三輪車（子供用） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

し ジーンズ 資源

磁石 不燃 青色の専用袋

シーツ（敷布） ボアシーツ・キルティングシーツ
を除く 資源

CD（コンパクトディスク） 可燃 茶色の専用袋

CDケース 可燃 茶色の専用袋

CDプレーヤー 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

CDラジカセ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

辞書・辞典 資源

下着類 可燃 茶色の専用袋

七輪 粗大 粗大ごみ処理券 200円

シップ薬 可燃 茶色の専用袋

自転車 一輪車・三輪車を含まない 粗大 粗大ごみ処理券 400円

自転車（電動アシスト付き） バッテリーを外す。バッテリーは
有害ごみでだす 粗大 粗大ごみ処理券 400円

自転車空気入れ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

自転車空気入れ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

自転車タイヤ（チューブ） ホイールなし 可燃 茶色の専用袋

自転車タイヤ（チューブ） ホイールあり 粗大 粗大ごみ処理券 200円

自動車のヘッドライト 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

竹刀 粗大 粗大ごみ処理券 3本まで200円

芝刈り機 手動タイプのもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

芝刈り機 電動タイプのもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
コップ（金属製） 資源

コピー機
不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（トナーカートリッジ
は処理不能)

不燃 青色の専用袋

コピー機 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（トナーカートリッジは処理不能） 粗大 粗大ごみ処理券 800円

米袋（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋

米びつ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ゴルフクラブ 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

ゴルフバッグ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ゴルフボール 可燃 茶色の専用袋

ゴルフマット 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ゴルフマット 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

コンクリート片 処理不能

コンクリート製焼却炉 処理不能

コンパクト（化粧用）（鏡付
き・鏡なし） 可燃 茶色の専用袋

コンパネ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cm以
下のもので、可燃ごみの専用袋
に入り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

コンパネ
縦40㎝×横40cm×厚さ5cmを
超え、縦182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 200円

コンパネ 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

コンプレッサー 幅50㎝、重さ20㎏程度まで、作
業員2人で運べる程度 粗大 粗大ごみ処理券 800円

さ サーフボード 粗大 粗大ごみ処理券 400円

サイクリングマシーン 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

座椅子 粗大 粗大ごみ処理券 200円

サイドボード 高さ・幅とも1m未満 粗大 粗大ごみ処理券 800円

サイドボード 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

財布 可燃 茶色の専用袋

作業服 資源

座卓 粗大 粗大ごみ処理券 800円

殺菌剤 処理不能

雑誌 資源

殺虫剤 処理不能

サドル（自転車用） 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

サドル（自転車用） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

錆びた缶 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
シャープペンシル 可燃 茶色の専用袋

ジャケット 資源

写真 可燃 茶色の専用袋

シャツ 資源

ジャッキ 重さ5kg以下のもの 資源

ジャッキ 重さ5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ジャック 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

しゃもじ（プラスチック製・木製） 可燃 茶色の専用袋

ジャンパー 資源

シャンプーの詰換え用袋 可燃 茶色の専用袋

シャンプー容器 可燃 茶色の専用袋

週刊誌 資源

ジューサー（ミキサー） 不燃 青色の専用袋

シューズ（靴） 可燃 茶色の専用袋

じゅうたん 薄手の敷物を含む 粗大 粗大ごみ処理券 200円

充電器 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

収納ケース（紙製・プラスチッ
ク製）

可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

収納ケース（紙製・プラスチッ
ク製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

収納ケース（金属製） 幅50㎝×奥行き25cm×高さ
25cm以下のもの 資源

収納ケース（金属製） 幅50㎝×奥行き25cm×高さ
25cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ジュニアシート 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ジュニアシート 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

重量ブロック 処理不能

朱肉 可燃 茶色の専用袋

シュレッダー屑 可燃 茶色の専用袋

瞬間湯沸器 粗大 粗大ごみ処理券 400円

消火器（中身あり ・ なし） 処理不能

定規（金属製） 長さ50㎝以下のもの 資源

定規（金属製） 長さ50㎝を超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

定規（プラスチック製・木製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

定規（プラスチック製・木製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

焼却灰 消火を完全に行い、1回5kgまで 可燃 茶色の専用袋

じょうご（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
じょうご（金属製） 資源

浄水器 不燃ごみの専用袋に入り、口が
しばれるもの 不燃 青色の専用袋

浄水器 不燃ごみの専用袋に入らないも
の 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ショーケース 高さ・幅とも1m未満 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ショーケース どちらか1辺が1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 800円

ショーケース 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

障子戸 粗大 粗大ごみ処理券 1枚200円

消毒剤 処理不能

乗馬型健康器具 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

消防ホース 金具を取り外し、1m以内に切る 粗大 粗大ごみ処理券 1本200円

消防ホース 50㎝以下に切ったもの 可燃 茶色の専用袋

照明器具 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（蛍光管は有害ごみ) 不燃 青色の専用袋

照明器具 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（蛍光管は有害ごみ） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

しょう油さし（卓上） プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

しょう油さし（卓上） ガラス製・陶器製 不燃 青色の専用袋

しょう油の容器 ペットボトル 資源

しょう油びん 資源

乗用車のドア 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

じょうろ（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

じょうろ（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

じょうろ（金属製） 長さ50㎝以下のもの 資源

じょうろ（金属製） 長さ50㎝を超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

食品トレー 発泡スチロール製白色以外のトレー 可燃 茶色の専用袋

食品トレー 発泡スチロール製白色トレー 資源

食用油の紙パック 可燃 茶色の専用袋

食用油の容器（プラスチッ
ク・紙製） 容器内部のオイルを良く出し切る 可燃 茶色の専用袋

食用油の容器（金属製） 容器内部のオイルを良く出し切る 資源

食用油の容器（ガラス製） 容器内部のオイルを良く出し切る 資源

ショックアブソーバー（ダンパ） 車、二輪用等 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

除湿機 粗大 粗大ごみ処理券 400円

除湿剤（水は捨てる） 可燃 茶色の専用袋

除草剤 処理不能

ショッピングカート スーパー等のショッピングカー
トを除く 粗大 粗大ごみ処理券 200円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
シャープペンシル 可燃 茶色の専用袋

ジャケット 資源

写真 可燃 茶色の専用袋

シャツ 資源

ジャッキ 重さ5kg以下のもの 資源

ジャッキ 重さ5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ジャック 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

しゃもじ（プラスチック製・木製） 可燃 茶色の専用袋

ジャンパー 資源

シャンプーの詰換え用袋 可燃 茶色の専用袋

シャンプー容器 可燃 茶色の専用袋

週刊誌 資源

ジューサー（ミキサー） 不燃 青色の専用袋

シューズ（靴） 可燃 茶色の専用袋

じゅうたん 薄手の敷物を含む 粗大 粗大ごみ処理券 200円

充電器 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

収納ケース（紙製・プラスチッ
ク製）

可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

収納ケース（紙製・プラスチッ
ク製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

収納ケース（金属製） 幅50㎝×奥行き25cm×高さ
25cm以下のもの 資源

収納ケース（金属製） 幅50㎝×奥行き25cm×高さ
25cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ジュニアシート 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ジュニアシート 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

重量ブロック 処理不能

朱肉 可燃 茶色の専用袋

シュレッダー屑 可燃 茶色の専用袋

瞬間湯沸器 粗大 粗大ごみ処理券 400円

消火器（中身あり ・ なし） 処理不能

定規（金属製） 長さ50㎝以下のもの 資源

定規（金属製） 長さ50㎝を超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

定規（プラスチック製・木製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

定規（プラスチック製・木製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

焼却灰 消火を完全に行い、1回5kgまで 可燃 茶色の専用袋

じょうご（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
食器洗い乾燥機 粗大 粗大ごみ処理券 600円

食器棚 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

食器棚 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

食器棚 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

食器破片 不燃 青色の専用袋

鍼灸用の針 処理不能

寝具類 粗大 粗大ごみ処理券 200円

新聞折込チラシ 資源

新聞紙 資源

人工芝 可燃ごみ専用袋に入るものは、1
回1袋まで 可燃 茶色の専用袋

人工芝 可燃ごみ専用袋にはいらないもの 粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

す 吸殻 可燃 茶色の専用袋

水銀灯 有害

水槽（プラスチック） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

水槽（プラスチック） 可燃ごみ専用袋に入入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

水槽（ガラス） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

水槽（ガラス） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

水中ポンプ 5kg以下のもので、プラスチック
製のもの 可燃 茶色の専用袋

水中ポンプ 5kg以下のもで、金属製のもの 資源

水中ポンプ 5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

水筒（金属製） 資源

水筒（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

炊飯器 電気、二合炊き以下のもの 不燃 青色の専用袋

炊飯器 電気、二合炊きを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スーツ（背広） 資源

スーツケース 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

スーツケース 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スカート 資源

姿見 粗大 粗大ごみ処理券 400円

スカーフ 資源

スキー板 大人用は1組まで
子供用は3組まで 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スキーウェアー 資源

スキー靴（ブーツ） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
スキー靴（ブーツ） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スキーストック 粗大 粗大ごみ処理券 2本まで200円

スキャナー 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

スキャナー 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 600円

すきま家具 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

すきま家具 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

スケート靴 不燃 青色の専用袋

すずり 不燃 青色の専用袋

すだれ（よしずを含む） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

すだれ（よしずを含む） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スタンプ台 可燃 茶色の専用袋

スチール机 袖なしタイプ 粗大 粗大ごみ処理券 800円

スチール机 片袖タイプ 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

スチール机 両袖タイプ 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

スティック糊容器 可燃 茶色の専用袋

ステレオ（コンポ（ミニ）・セパ
レート） 大きさ50㎝、重さ5㎏以下 使用済小型電子 そのまま又は

透明な袋
ステレオ（コンポ・セパレート）
ミニ以外のもの 大きさ50㎝、重さ5㎏を超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ステンレスパイプ棚 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ステンレスワイヤー 5㎏/個以内 資源

ストッキング 可燃 茶色の専用袋

ストロー 可燃 茶色の専用袋

スノーモビル 処理不能

すのこ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

すのこ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スパイク（シューズ） 可燃 茶色の専用袋

スパナ 資源

スピーカー 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

スピーカー 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

スプーン（プラスチック製・竹
製・木製） 可燃 茶色の専用袋

スプーン（金属製） 資源

スプレー缶 必ず中身を使い切り 有害

すべり台 粗大 粗大ごみ処理券 800円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
食器洗い乾燥機 粗大 粗大ごみ処理券 600円

食器棚 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

食器棚 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

食器棚 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

食器破片 不燃 青色の専用袋

鍼灸用の針 処理不能

寝具類 粗大 粗大ごみ処理券 200円

新聞折込チラシ 資源

新聞紙 資源

人工芝 可燃ごみ専用袋に入るものは、1
回1袋まで 可燃 茶色の専用袋

人工芝 可燃ごみ専用袋にはいらないもの 粗大 粗大ごみ処理券 1㎡まで200円

す 吸殻 可燃 茶色の専用袋

水銀灯 有害

水槽（プラスチック） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

水槽（プラスチック） 可燃ごみ専用袋に入入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

水槽（ガラス） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

水槽（ガラス） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

水中ポンプ 5kg以下のもので、プラスチック
製のもの 可燃 茶色の専用袋

水中ポンプ 5kg以下のもで、金属製のもの 資源

水中ポンプ 5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

水筒（金属製） 資源

水筒（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

炊飯器 電気、二合炊き以下のもの 不燃 青色の専用袋

炊飯器 電気、二合炊きを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スーツ（背広） 資源

スーツケース 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

スーツケース 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スカート 資源

姿見 粗大 粗大ごみ処理券 400円

スカーフ 資源

スキー板 大人用は1組まで
子供用は3組まで 粗大 粗大ごみ処理券 200円

スキーウェアー 資源

スキー靴（ブーツ） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ズボン 資源

スポンジ 可燃 茶色の専用袋

ズボンプレッサー 粗大 粗大ごみ処理券 400円

スレート 処理不能

スリッパ 可燃 茶色の専用袋

炭 1回1kgまで 可燃 茶色の専用袋

せ 生花 可燃 茶色の専用袋

生理用品 可燃 茶色の専用袋

セーター 資源

石灰 固まったもの 処理不能

石灰 袋に入って固まっていないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

石油ストーブ 石油を必ず空にして 粗大 粗大ごみ処理券 400円

石鹸 可燃 茶色の専用袋

石膏ボード 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

石膏ボード 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 2㎡まで800円

接着剤チューブ 可燃 茶色の専用袋

瀬戸物 不燃 青色の専用袋

背広（スーツ） 資源

セメント（固まったもの） 処理不能

セメント 袋に入って固まっていないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

セラミックヒーター 粗大 粗大ごみ処理券 200円

セロハンテープ 可燃 茶色の専用袋

セロハンテープカッター（台） 不燃 青色の専用袋

セロハンテープの芯 資源

栓（缶類・びん類） 可燃 茶色の専用袋

洗濯機 家電リサイクル品

洗濯ばさみ（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

洗濯ばさみ（金属製） 不燃 青色の専用袋

洗濯物干しハンガー（プラス
チック製） 可燃 茶色の専用袋

洗濯物干しハンガー（金属製） 資源

剪定ばさみ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

剪定ばさみ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

栓抜き（金属製以外のもの） 可燃 茶色の専用袋

栓抜き（金属製のみのもの） 資源

扇風機 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
扇風機 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

洗面器（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

洗面器（金属製） 資源

洗面化粧台 粗大 粗大ごみ処理券 800円

洗面台（陶器製） 小さく砕いた場合 不燃 青色の専用袋

洗面台（陶器製） 砕かずそのままの場合 粗大 粗大ごみ処理券 200円

そ 造花 可燃 茶色の専用袋

双眼鏡 不燃 青色の専用袋

雑巾 可燃 茶色の専用袋

掃除機（ハンドタイプ） ごみは出して 不燃 青色の専用袋

掃除機（ハンドタイプを除く） ごみは出して 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ぞうり 可燃 茶色の専用袋

ソースの容器（プラスチック） 可燃 茶色の専用袋

ソースの容器（びん） 資源

ソーダサイフォン用ステンレ
スカートリッジ 資源

ソーラーシステム 大人2人で持てる重さまで 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ソーラーシステムライト 内部の電池は有害ごみ 不燃 青色の専用袋

ソファー 一人掛け 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ソファー 二人掛け 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ソファー 三人掛け以上 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ソファーベッド スプリング無し 粗大 粗大ごみ処理券 800円

ソファーベッド スプリング入り 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

ソリ（子供玩具） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ソリ（子供玩具） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

そろばん 可燃 茶色の専用袋

た 体温計（デジタル） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

体温計（水銀） 有害

体重計（体脂肪含む） 不燃 青色の専用袋

耐熱ガラス 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

耐熱ガラス 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

タイヤ（バイク用） 処理不能

タイヤ（自動車用） 処理不能

タイヤ（農業・土木運搬用一
輪車用） 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

タイヤチェーン（金属製） 重さ5kg以下のもの 資源

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ズボン 資源

スポンジ 可燃 茶色の専用袋

ズボンプレッサー 粗大 粗大ごみ処理券 400円

スレート 処理不能

スリッパ 可燃 茶色の専用袋

炭 1回1kgまで 可燃 茶色の専用袋

せ 生花 可燃 茶色の専用袋

生理用品 可燃 茶色の専用袋

セーター 資源

石灰 固まったもの 処理不能

石灰 袋に入って固まっていないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

石油ストーブ 石油を必ず空にして 粗大 粗大ごみ処理券 400円

石鹸 可燃 茶色の専用袋

石膏ボード 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

石膏ボード 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 2㎡まで800円

接着剤チューブ 可燃 茶色の専用袋

瀬戸物 不燃 青色の専用袋

背広（スーツ） 資源

セメント（固まったもの） 処理不能

セメント 袋に入って固まっていないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

セラミックヒーター 粗大 粗大ごみ処理券 200円

セロハンテープ 可燃 茶色の専用袋

セロハンテープカッター（台） 不燃 青色の専用袋

セロハンテープの芯 資源

栓（缶類・びん類） 可燃 茶色の専用袋

洗濯機 家電リサイクル品

洗濯ばさみ（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

洗濯ばさみ（金属製） 不燃 青色の専用袋

洗濯物干しハンガー（プラス
チック製） 可燃 茶色の専用袋

洗濯物干しハンガー（金属製） 資源

剪定ばさみ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

剪定ばさみ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

栓抜き（金属製以外のもの） 可燃 茶色の専用袋

栓抜き（金属製のみのもの） 資源

扇風機 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
タイヤチェーン（金属製） 重さ5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

タイヤチェーン（ゴム製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

タイヤチェーン（ゴム製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

タイル 縦10cm×横10cm×厚さ0.5cm
以下で1回1kgまで 不燃 青色の専用袋

ダイレクトメール 資源

ダウンベスト 資源

タオル 資源

タオルケット 資源

竹 直径5㎝、長さ50㎝まで 可燃 茶色の専用袋

竹 直径8㎝、長さ50㎝まで 粗大 粗大ごみ処理券 200円

竹 直径8㎝、長さ50㎝を超えるもの 処理不能

竹馬 粗大 粗大ごみ処理券 200円

卓上コンロ カセットボンベは除く 資源

卓上用IHクッキンングヒーター 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

卓上用IHクッキンングヒーター 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

畳 1畳 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

畳 半畳 粗大 粗大ごみ処理券 600円

卓球台 粗大 粗大ごみ処理券 800円

タッパー 可燃 茶色の専用袋

脱臭剤 可燃 茶色の専用袋

建具 障子、ふすま 粗大 粗大ごみ処理券 200円

建具 ガラス戸、ドア、雨戸 粗大 粗大ごみ処理券 400円

たばこの吸殻 可燃 茶色の専用袋

たばこの箱 ビニール・銀紙は取り除く 資源

卵のから 可燃 茶色の専用袋

卵のパック（紙製） 資源

卵のパック（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

タライ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

樽
木製またはプラスチック製で可
燃ごみ専用袋に入り、口がしば
れるもの

可燃 茶色の専用袋

樽 木製またはプラスチック製で可
燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 プラスチック200円

木製400円

樽（金属製） 長さ50cm以下のもの 資源

樽（金属製） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

たわし類（金属製を除く） 可燃 茶色の専用袋

たわし類（金属製） 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
単行本 資源

タンス 2辺とも1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

タンス 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

タンス 2辺とも1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

断熱材（ガラス繊維製） 可燃 茶色の専用袋

ダンボール 資源

ち チェーンソー ガソリン・オイルを空にする 粗大 粗大ごみ処理券 400円

地球儀 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

地球儀 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

チャイルドシート 粗大 粗大ごみ処理券 200円

茶殻 可燃 茶色の専用袋

茶筒缶 資源

茶箱 粗大 粗大ごみ処理券 200円

茶碗（木製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

茶碗（陶器類） 不燃 青色の専用袋

着火剤 処理不能

ちゃんちゃんこ 可燃 茶色の専用袋

チューナ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

チューブ 食料用、化粧品用等 可燃 茶色の専用袋

彫刻刀 不燃 青色の専用袋

提灯 可燃 茶色の専用袋

調味料のびん 資源

調味料のプラスチックの容器 可燃 茶色の専用袋

調理台 粗大 粗大ごみ処理券 600円

チラシ(新聞折込) 資源

ちり紙 可燃 茶色の専用袋

つ 使い捨てカイロ 可燃 茶色の専用袋

使い捨てライター 有害

机 袖なしタイプ 粗大 粗大ごみ処理券 800円

机 片袖タイプ 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

机 両袖タイプ 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

漬物石（プラスチック製） 処理不能

土 処理不能

つぼ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

つぼ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
タイヤチェーン（金属製） 重さ5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

タイヤチェーン（ゴム製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

タイヤチェーン（ゴム製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

タイル 縦10cm×横10cm×厚さ0.5cm
以下で1回1kgまで 不燃 青色の専用袋

ダイレクトメール 資源

ダウンベスト 資源

タオル 資源

タオルケット 資源

竹 直径5㎝、長さ50㎝まで 可燃 茶色の専用袋

竹 直径8㎝、長さ50㎝まで 粗大 粗大ごみ処理券 200円

竹 直径8㎝、長さ50㎝を超えるもの 処理不能

竹馬 粗大 粗大ごみ処理券 200円

卓上コンロ カセットボンベは除く 資源

卓上用IHクッキンングヒーター 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

卓上用IHクッキンングヒーター 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

畳 1畳 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

畳 半畳 粗大 粗大ごみ処理券 600円

卓球台 粗大 粗大ごみ処理券 800円

タッパー 可燃 茶色の専用袋

脱臭剤 可燃 茶色の専用袋

建具 障子、ふすま 粗大 粗大ごみ処理券 200円

建具 ガラス戸、ドア、雨戸 粗大 粗大ごみ処理券 400円

たばこの吸殻 可燃 茶色の専用袋

たばこの箱 ビニール・銀紙は取り除く 資源

卵のから 可燃 茶色の専用袋

卵のパック（紙製） 資源

卵のパック（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

タライ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

樽
木製またはプラスチック製で可
燃ごみ専用袋に入り、口がしば
れるもの

可燃 茶色の専用袋

樽 木製またはプラスチック製で可
燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 プラスチック200円

木製400円

樽（金属製） 長さ50cm以下のもの 資源

樽（金属製） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

たわし類（金属製を除く） 可燃 茶色の専用袋

たわし類（金属製） 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
つまようじ 可燃 茶色の専用袋

積み木（木製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

爪切り 不燃 青色の専用袋

釣り糸 1m以内に切断 可燃 茶色の専用袋

釣り竿（カーボン製・プラス
チック製・竹製）

可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

釣り竿（カーボン製・プラス
チック製・竹製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

釣り竿 竹製・長さ50cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

釣り竿 竹製・長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

釣り針 不燃 青色の専用袋

て ティー（ゴルフ） 可燃 茶色の専用袋

Tシャツ 資源

ティッシュペーパー 可燃 茶色の専用袋

ティッシュペーパーの箱 資源

DVD（ディスク） 可燃 茶色の専用袋

DVD-ビデオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

DVDプレイヤ・レコーダ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

テーブル 1m以内 粗大 粗大ごみ処理券 400円

テーブル 1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 600円

テーブルクロス（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋

テーブルクロス（布製） 資源

テープレコーダー（デッキを除く） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

手紙 資源

手さげ袋（紙製） 資源

デジタルオーディオプレイヤ フラッシュメモリ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

デジタルオーディオプレイヤ HDD 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

鉄アレイ 重さ5kg以下のもの 資源

鉄アレイ 重さ5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄パイプ 長さ50㎝以下のもの 資源

鉄パイプ 長さ50㎝を超え、3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄パイプ 長さ3mを超えるもの 処理不能

鉄板 長さ50㎝以下のもの 資源

鉄板 長さ50㎝を超え、3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄板 長さ3mを超えるもの 処理不能
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
鉄棒 長さ50㎝以下のもの 資源

鉄棒 長さ50㎝を超え、3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄棒 長さ3mを超えるもの 処理不能

テニスボール 可燃 茶色の専用袋

テニスラケット 粗大 粗大ごみ処理券 200円

手袋 可燃 茶色の専用袋

テレビ（リモコン付き） 家電リサイクル品

テレビアンテナ
（パラボラ式を除く） 長さ50cm以下のもの 資源

テレビアンテナ
（パラボラ式を除く） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

テレビアンテナ（パラボラ式） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

テレビ台 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

テレビ台 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

テレビ台 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

テレビのリモコン 電池を抜く 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

テレフォンカード 可燃 茶色の専用袋

天体望遠鏡 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

天体望遠鏡 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気アンカ 不燃 青色の専用袋

電気カーペット 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気かみそり 使用済小型電子 そのまま又は透明
な袋

電気かみそり洗浄機 使用済小型電子 そのまま又は透明
な袋

電気ケトル 不燃 青色の専用袋

電気こたつ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気コード・ケーブル きちんと束ねる 使用済小型電子 そのまま又は透明
な袋

電気スタンド 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（蛍光灯は有害ごみ） 不燃 青色の専用袋

電気スタンド 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（蛍光灯は有害ごみ） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気ストーブ 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

電気ストーブ 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気バリカン 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電気ポット 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

電気ポット 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
つまようじ 可燃 茶色の専用袋

積み木（木製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

爪切り 不燃 青色の専用袋

釣り糸 1m以内に切断 可燃 茶色の専用袋

釣り竿（カーボン製・プラス
チック製・竹製）

可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

釣り竿（カーボン製・プラス
チック製・竹製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

釣り竿 竹製・長さ50cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

釣り竿 竹製・長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 5本まで200円

釣り針 不燃 青色の専用袋

て ティー（ゴルフ） 可燃 茶色の専用袋

Tシャツ 資源

ティッシュペーパー 可燃 茶色の専用袋

ティッシュペーパーの箱 資源

DVD（ディスク） 可燃 茶色の専用袋

DVD-ビデオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

DVDプレイヤ・レコーダ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

テーブル 1m以内 粗大 粗大ごみ処理券 400円

テーブル 1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 600円

テーブルクロス（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋

テーブルクロス（布製） 資源

テープレコーダー（デッキを除く） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

手紙 資源

手さげ袋（紙製） 資源

デジタルオーディオプレイヤ フラッシュメモリ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

デジタルオーディオプレイヤ HDD 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

鉄アレイ 重さ5kg以下のもの 資源

鉄アレイ 重さ5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄パイプ 長さ50㎝以下のもの 資源

鉄パイプ 長さ50㎝を超え、3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄パイプ 長さ3mを超えるもの 処理不能

鉄板 長さ50㎝以下のもの 資源

鉄板 長さ50㎝を超え、3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉄板 長さ3mを超えるもの 処理不能
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
電気毛布 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気毛布の電源コード 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電球（LEDを含む） 不燃 青色の専用袋

電子オルガン 粗大 粗大ごみ処理券 800円

電子書籍端末 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子辞書 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子血圧計 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子体温計 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子タバコ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子レンジ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電線 大きさ50cm、重さ5㎏以下
*丸く巻いてもよい　 資源

電卓 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電池 有害

テント（家庭用） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

電動カート 処理不能

電動かんな(家庭用） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電動のこぎり(家庭用) 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電動歯ブラシ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電話機（ファックス付きを含む） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

と ドア 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ドアノブ（金属製以外のもの） 不燃 青色の専用袋

ドアノブ（金属製のもの） 資源

砥石〔といし〕 縦15cm×横5cm×厚さ5cm以
下のもの 不燃 青色の専用袋

砥石〔といし〕 縦15cm×横5cm×厚さ5cmを超
えるもの 処理不能

戸板 粗大 粗大ごみ処理券 400円

トイレカバー 可燃 茶色の専用袋

トイレットペーパーのホルダーカバー 可燃 茶色の専用袋

トイレットペーパーの芯 資源

トイレの水タンク 小さく砕いた場合 不燃 青色の専用袋

トイレの水タンク 砕かずそのままの場合 粗大 粗大ごみ処理券 400円
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

陶磁器類 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

陶磁器類 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

動物死体 一辺の長さが50cm以下のダン
ボールに入るのもの 可燃 茶色の専用袋

動物死体 一辺の長さが50cmのダンボー
ルに入らないもの 処理不能

動物の糞 処理不能

豆腐の容器 可燃 茶色の専用袋

トースター 不燃 青色の専用袋

時計（ぜんまい式） 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

時計（ぜんまい式） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

時計（ぜんまい式を除く） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

戸棚 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

戸棚 どちらか1辺1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

戸棚 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

トタン板 粗大 粗大ごみ処理券 200円

土鍋 不燃 青色の専用袋

トマトケチャップの容器 プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

トマトケチャップの容器 （びん）中身を出し、洗浄 資源

ドライバー（家庭用） 不燃 青色の専用袋

ドラム缶 100ℓ用（中身を出し、洗浄） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ドラム缶 200ℓ用（中身を出し、洗浄） 粗大 粗大ごみ処理券 600円

トランシーバー 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

トランポリン（子供用） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鳥かご（金属製以外） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

鳥かご（金属製以外） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鳥かご（金属製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

鳥かご（金属製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

塗料 処理不能

トレー 発砲スチロール製の白色トレー
以外のもの 可燃 茶色の専用袋

トレー 発砲スチロール製の白色トレー 資源

トレー（金属類） 資源

トレーニングマシン 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

ドレッサー（鏡台） 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ドレッシングの容器 プラスチック製 可燃 茶色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
電気毛布 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電気毛布の電源コード 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電球（LEDを含む） 不燃 青色の専用袋

電子オルガン 粗大 粗大ごみ処理券 800円

電子書籍端末 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子辞書 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子血圧計 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子体温計 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子タバコ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電子レンジ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電線 大きさ50cm、重さ5㎏以下
*丸く巻いてもよい　 資源

電卓 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電池 有害

テント（家庭用） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

電動カート 処理不能

電動かんな(家庭用） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電動のこぎり(家庭用) 粗大 粗大ごみ処理券 200円

電動歯ブラシ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

電話機（ファックス付きを含む） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

と ドア 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ドアノブ（金属製以外のもの） 不燃 青色の専用袋

ドアノブ（金属製のもの） 資源

砥石〔といし〕 縦15cm×横5cm×厚さ5cm以
下のもの 不燃 青色の専用袋

砥石〔といし〕 縦15cm×横5cm×厚さ5cmを超
えるもの 処理不能

戸板 粗大 粗大ごみ処理券 400円

トイレカバー 可燃 茶色の専用袋

トイレットペーパーのホルダーカバー 可燃 茶色の専用袋

トイレットペーパーの芯 資源

トイレの水タンク 小さく砕いた場合 不燃 青色の専用袋

トイレの水タンク 砕かずそのままの場合 粗大 粗大ごみ処理券 400円
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ドレッシングの容器 （びん）中身を出し、洗浄 資源

トロフィー 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

トロフィー 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

な ナイフ類 不燃 青色の専用袋

長靴 可燃 茶色の専用袋

流し台 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

納豆の容器 可燃 茶色の専用袋

ナプキン（食事用）（紙製） 可燃 茶色の専用袋

ナプキン（生理用品） 可燃 茶色の専用袋

鍋（金属性） 資源

生ごみ 可燃 茶色の専用袋

波板 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

波板 長さ3mを超えるもの 処理不能

に ニカド電池（充電式） 有害

荷造りひも 長さ50cmに切断 可燃 茶色の専用袋

人形 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

人形 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

人形ケース 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

人形ケース 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ぬいぐるみ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

縫い針 ガムテープに貼る、紙で包む 不燃 青色の専用袋

布類 資源

ね ネガフィルム 可燃 茶色の専用袋

ネクタイ 資源

猫の爪とぎ 可燃 茶色の専用袋

ネジ ネジ部が直径8mmを超えるもの 資源

ネジ ネジ部が直径8mm以下のもの 不燃 青色の専用袋

寝袋 可燃 茶色の専用袋

寝巻（ねまき） 資源

粘着テープ 可燃 茶色の専用袋

粘土（教材用） 可燃 茶色の専用袋

の 農薬類 処理不能

ノーカーボン紙 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ノート 資源

のこぎり（手引き） 不燃袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

のこぎり（手引き） 不燃袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

のこぎり（電動・家庭用） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

のこぎり（電動・家庭用） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

糊容器（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

は ハードディスクレコーダ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

バーベキューグリル 粗大 粗大ごみ処理券 400円

パーマ機 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

灰 消火を完全に行い、1回5kgまで 可燃 茶色の専用袋

廃棄書類 束ねないで排出 可燃 茶色の専用袋

バイクカバー 粗大 粗大ごみ処理券 200円

灰皿（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

灰皿（（ガラス製卓上用） 不燃 青色の専用袋

灰皿（金属製卓上用） 資源

灰皿（スタンド式） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

パイプハンガー 粗大 粗大ごみ処理券 200円

パイプベッド マットを除く 粗大 粗大ごみ処理券 800円

バインダー 可燃 茶色の専用袋

はがき 資源

はかり 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

はかり 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

剥製（はくせい） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

剥製（はくせい） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

白熱灯（電球） 不燃 青色の専用袋

バケツ（金属製） 資源

バケツ（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

はさみ 不燃 青色の専用袋

箸（木製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

箸（金属製） 資源

はしご 3m以内 粗大 粗大ごみ処理券 400円

はしご 3m以上 粗大 粗大ごみ処理券 600円

バスタオル 資源

パソコン パソコンリサイク
ル品

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ドレッシングの容器 （びん）中身を出し、洗浄 資源

トロフィー 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

トロフィー 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

な ナイフ類 不燃 青色の専用袋

長靴 可燃 茶色の専用袋

流し台 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

納豆の容器 可燃 茶色の専用袋

ナプキン（食事用）（紙製） 可燃 茶色の専用袋

ナプキン（生理用品） 可燃 茶色の専用袋

鍋（金属性） 資源

生ごみ 可燃 茶色の専用袋

波板 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

波板 長さ3mを超えるもの 処理不能

に ニカド電池（充電式） 有害

荷造りひも 長さ50cmに切断 可燃 茶色の専用袋

人形 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

人形 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

人形ケース 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

人形ケース 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ぬいぐるみ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

縫い針 ガムテープに貼る、紙で包む 不燃 青色の専用袋

布類 資源

ね ネガフィルム 可燃 茶色の専用袋

ネクタイ 資源

猫の爪とぎ 可燃 茶色の専用袋

ネジ ネジ部が直径8mmを超えるもの 資源

ネジ ネジ部が直径8mm以下のもの 不燃 青色の専用袋

寝袋 可燃 茶色の専用袋

寝巻（ねまき） 資源

粘着テープ 可燃 茶色の専用袋

粘土（教材用） 可燃 茶色の専用袋

の 農薬類 処理不能

ノーカーボン紙 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

パソコンプリンター（単体） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

パソコンプリンター（単体） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

パソコン本体 パソコン
リサイクル品

パソコンモニター 本体を除く 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

パソコンラック 粗大 粗大ごみ処理券 600円

バターの容器（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

鉢（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

鉢（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉢（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

鉢（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

発煙筒（未使用のもの） 処理不能

発煙筒（使用済のもの） 可燃 茶色の専用袋

バッグ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

バッグ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

発電機 一人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

発電機 二人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

発泡スチロール 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

発泡スチロール 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

バッテリー 自動車、オートバイ用以外 有害

バッテリー 自動車、オートバイ用 処理不能

バット 金属製・木製野球バット 粗大 粗大ごみ処理券 2本200円

花火（未使用のもの） 処理不能

花火（使用済みのもの） 水につける 可燃 茶色の専用袋

歯ブラシ 可燃 茶色の専用袋

刃物 不燃 青色の専用袋

針（ガムテープに貼る） 不燃 青色の専用袋

針金（1個5㎏以内） 資源

ハンガー（木製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

ハンガー（金属製） 資源

はんこ 可燃 茶色の専用袋

半紙 資源

ばんそうこう 可燃 茶色の専用袋

はんてん（綿入り） 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
はんてん（綿なし） 資源

ハンドバッグ 可燃 茶色の専用袋

バンパー（乗用車用）金属製 　切断不要 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

バンパー（乗用車用）樹脂製 1m以内に切断する 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

ハンマー（5kg以下のもの） 資源

ハンマー（5kgを超えるもの） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

パン焼き機（ホームベーカリー） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ひ ピアノ 処理不能

ビーチサンダル 可燃 茶色の専用袋

ビーチパラソル 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ビーチボール 可燃 茶色の専用袋

ビーチマット 可燃 茶色の専用袋

ビート板 可燃 茶色の専用袋

ビールケース 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ひげそり 不燃 青色の専用袋

ビデオカメラ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ビデオテープ 1回10本まで 可燃 茶色の専用袋

ビデオデッキ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ビニール雨ガッパ 可燃 茶色の専用袋

ビニールクロス 可燃 茶色の専用袋

ビニールコーティング紙 可燃 茶色の専用袋

ビニールシート 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

ビニールシート 上記以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1枚200円

火鉢 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

火鉢 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

百科辞典 資源

漂白剤の容器（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

びん ウイスキー・日本酒・ビール・牛乳
等のびん 資源

便箋 資源

びんのふた 可燃 茶色の専用袋

ふ ファイル 可燃 茶色の専用袋

ファクシミリ（家庭用） 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ファンヒーター 石油、ガス、電気（石油は必ず空
にする) 粗大 粗大ごみ処理券 600円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

パソコンプリンター（単体） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

パソコンプリンター（単体） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

パソコン本体 パソコン
リサイクル品

パソコンモニター 本体を除く 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

パソコンラック 粗大 粗大ごみ処理券 600円

バターの容器（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

鉢（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

鉢（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

鉢（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

鉢（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

発煙筒（未使用のもの） 処理不能

発煙筒（使用済のもの） 可燃 茶色の専用袋

バッグ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

バッグ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

発電機 一人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

発電機 二人で持てるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

発泡スチロール 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

発泡スチロール 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

バッテリー 自動車、オートバイ用以外 有害

バッテリー 自動車、オートバイ用 処理不能

バット 金属製・木製野球バット 粗大 粗大ごみ処理券 2本200円

花火（未使用のもの） 処理不能

花火（使用済みのもの） 水につける 可燃 茶色の専用袋

歯ブラシ 可燃 茶色の専用袋

刃物 不燃 青色の専用袋

針（ガムテープに貼る） 不燃 青色の専用袋

針金（1個5㎏以内） 資源

ハンガー（木製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

ハンガー（金属製） 資源

はんこ 可燃 茶色の専用袋

半紙 資源

ばんそうこう 可燃 茶色の専用袋

はんてん（綿入り） 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
フィルム 可燃 茶色の専用袋

フィギア 可燃 茶色の専用袋

ブースター（テレビ用） 不燃 青色の専用袋

封筒 窓付きのフィルムは取る 資源

風鈴（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

風鈴（金属製） 資源

フォーク（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

フォーク(金属製) 資源

服 資源

ふすま 粗大 粗大ごみ処理券 200円

付箋紙 可燃 茶色の専用袋

仏壇 2辺とも1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

仏壇 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

仏壇 2辺とも1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

筆 可燃 茶色の専用袋

不凍液をしみ込ませた布等 床暖房設備、太陽熱温水器、自
動車等に使用している不凍液 処理不能

布団 粗大 粗大ごみ処理券 200円

布団カバー 資源

布団乾燥機 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

布団乾燥機 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

布団たたき 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

布団たたき 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

フライパン 資源

ブラインド 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ブラインド 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

プラグ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ぶら下がり健康器 粗大 粗大ごみ処理券 400円

プラスチックトレー 可燃 茶色の専用袋

プラスチック容器 ペットボトル・白色トレイを除く 可燃 茶色の専用袋

プラモデル 可燃 茶色の専用袋

フラワースタンド（金属製） 長さ50cm以下で重さ5kgが以
下のもの 資源

フラワースタンド 重さ5kgあるいは長さ50㎝を超
えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

フラワーポット 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

60

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ



品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
フラワーポット 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ブランコ(幼児用) 粗大 粗大ごみ処理券 800円

プランター 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

プランター 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

プリンの容器 可燃 茶色の専用袋

プリンター 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（トナーを除く） 不燃 青色の専用袋

プリンター 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（トナーを除く） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ブルーレイレコーダ/プレイヤ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

古本 資源

フロアーマット（自動車用） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

フロアーマット（自動車用） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

風呂桶 ポリ、ステンレス製 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

風呂桶 ポリ、ステンレス製以外（陶器除
く）のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

風呂釜 粗大 粗大ごみ処理券 600円

プロジェクションテレビ 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

風呂敷（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋

風呂敷（布製） 資源

ブロック（コンクリート製） 処理不能

フロッピーディスク 可燃 茶色の専用袋

風呂のふた 粗大 粗大ごみ処理券 200円

文鎮 資源

噴霧器 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

噴霧器 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

へ ヘアアイロン 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ヘアスプレー缶 有害

ヘアドライヤー 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ヘアピン 不燃 青色の専用袋

ヘアブラシ 可燃 茶色の専用袋

ペーパータオル 可燃 茶色の専用袋

ベッド 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ペット小屋 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ペットのトイレ用シート 汚物を取り除く 可燃 茶色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
フィルム 可燃 茶色の専用袋

フィギア 可燃 茶色の専用袋

ブースター（テレビ用） 不燃 青色の専用袋

封筒 窓付きのフィルムは取る 資源

風鈴（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

風鈴（金属製） 資源

フォーク（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

フォーク(金属製) 資源

服 資源

ふすま 粗大 粗大ごみ処理券 200円

付箋紙 可燃 茶色の専用袋

仏壇 2辺とも1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

仏壇 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

仏壇 2辺とも1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

筆 可燃 茶色の専用袋

不凍液をしみ込ませた布等 床暖房設備、太陽熱温水器、自
動車等に使用している不凍液 処理不能

布団 粗大 粗大ごみ処理券 200円

布団カバー 資源

布団乾燥機 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

布団乾燥機 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

布団たたき 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

布団たたき 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

フライパン 資源

ブラインド 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ブラインド 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

プラグ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ぶら下がり健康器 粗大 粗大ごみ処理券 400円

プラスチックトレー 可燃 茶色の専用袋

プラスチック容器 ペットボトル・白色トレイを除く 可燃 茶色の専用袋

プラモデル 可燃 茶色の専用袋

フラワースタンド（金属製） 長さ50cm以下で重さ5kgが以
下のもの 資源

フラワースタンド 重さ5kgあるいは長さ50㎝を超
えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

フラワーポット 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ペットのトイレ用砂 汚物を取り除く 可燃 茶色の専用袋

ヘッドフォン 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ヘッドフォンステレオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ペットボトル 資源

ペットボトルのラベル、キャップ 可燃 茶色の専用袋

ベッドマット シングル 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ベッドマット セミダブル 粗大 粗大ごみ処理券 800円

ベッドマット ダブル 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

ベニヤ板（家庭用） 縦40cm×横40cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

ベニヤ板（家庭用） 縦40cm×横40cmを超え、縦
182cm×横91cmまでのもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベニヤ板（家庭用） 縦182cm×横91cmを超えるもの 処理不能

ベビーカー 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビーダンス 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ベビーチェア 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビーバス 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビー布団 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビーベッド 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ヘルメット 可燃 茶色の専用袋

ベルト（ズボン用） 可燃 茶色の専用袋

変圧器
使用済小型電子機器の付属品
で、大きさが50㎝、重さが5㎏以
下のもの

使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

変圧器
使用済小型電子機器の付属品
以外のもので、不燃ごみ専用袋
に入るもの

不燃 青色の専用袋

変圧器
使用済小型電子機器の付属品
以外のもので、不燃ごみ専用袋
に入らないもの

粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

便器 処理不能

ペンキ 処理不能

便座 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

便座 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベンチ 3人掛けまで 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ペンチ 資源

弁当の容器 可燃 茶色の専用袋

弁当箱（金属以外） 可燃 茶色の専用袋

弁当箱（金属） 資源

62

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ



品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ペン類 可燃 茶色の専用袋

ほ ボアシーツ 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

ボアシーツ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ボイラー 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ホイ-ル（自動車） タイヤを除く 粗大 粗大ごみ処理券 1個200円

望遠鏡 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

望遠鏡 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

防音材（グラスウール） 可燃 茶色の専用袋

ほうき（座敷ほうきを含む） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ほうき（座敷ほうきを含む） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

帽子 可燃 茶色の専用袋

防水加工紙 可燃 茶色の専用袋

包装紙 資源

包装用フィルム 可燃 茶色の専用袋

包帯 可燃 茶色の専用袋

包丁 不燃 青色の専用袋

包丁研ぎ器 不燃 青色の専用袋

防虫剤（衣類用） 可燃 茶色の専用袋

防虫剤（スプレー缶） 有害

ボウリングの球 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ボウル（台所用品） プラスチック製 可燃 茶色の専用袋 .

ボウル（台所用品） 金属製 資源

ホース（ビニール製） 長さ50cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

ホース（ビニール製） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポータブルトイレ 汚物を取り除く 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポーチ 可燃 茶色の専用袋

ホームベーカリー 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ボール（スポーツ用品） 可燃 茶色の専用袋

ボール紙 資源

ボールペン 可燃 茶色の専用袋

ホーロー鍋 資源

木刀 粗大 粗大ごみ処理券 3本200円

ポケットティッシュ 可燃 茶色の専用袋

ポケットティッシュの袋 可燃 茶色の専用袋

歩行器 粗大 粗大ごみ処理券 200円

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ペットのトイレ用砂 汚物を取り除く 可燃 茶色の専用袋

ヘッドフォン 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ヘッドフォンステレオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ペットボトル 資源

ペットボトルのラベル、キャップ 可燃 茶色の専用袋

ベッドマット シングル 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ベッドマット セミダブル 粗大 粗大ごみ処理券 800円

ベッドマット ダブル 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

ベニヤ板（家庭用） 縦40cm×横40cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

ベニヤ板（家庭用） 縦40cm×横40cmを超え、縦
182cm×横91cmまでのもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベニヤ板（家庭用） 縦182cm×横91cmを超えるもの 処理不能

ベビーカー 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビーダンス 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ベビーチェア 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビーバス 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビー布団 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベビーベッド 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ヘルメット 可燃 茶色の専用袋

ベルト（ズボン用） 可燃 茶色の専用袋

変圧器
使用済小型電子機器の付属品
で、大きさが50㎝、重さが5㎏以
下のもの

使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

変圧器
使用済小型電子機器の付属品
以外のもので、不燃ごみ専用袋
に入るもの

不燃 青色の専用袋

変圧器
使用済小型電子機器の付属品
以外のもので、不燃ごみ専用袋
に入らないもの

粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

便器 処理不能

ペンキ 処理不能

便座 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

便座 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ベンチ 3人掛けまで 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ペンチ 資源

弁当の容器 可燃 茶色の専用袋

弁当箱（金属以外） 可燃 茶色の専用袋

弁当箱（金属） 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ポスター 資源

ボストンバック 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ボタン 可燃 茶色の専用袋

ボタン電池 有害

補聴器 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ホッチキス針 可燃 茶色の専用袋

ポット（魔法瓶） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ポット（魔法瓶） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ホットカーペット 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ホットプレート 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの［プレートは資源］ 不燃 青色の専用袋

ホットプレート
不燃ごみ専用袋に入らないもの
［プレートは長さ50cm以下は
資源、長さ50cmを超えるものは
粗大ごみ］

粗大 粗大ごみ処理券 200円

ホッピング 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ホッピング 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

哺乳びん（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

哺乳びん（ガラス製） 不燃 青色の専用袋

ポリタンク（ポリ容器）（飲料用） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ポリタンク（ポリ容器）（飲料用） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポリタンク（ポリ容器）（燃料用） 可燃ごみ専用袋に入り、口がしば
れるもの（容器の燃料を空にする） 可燃 茶色の専用袋

ポリタンク（ポリ容器）（燃料用） 可燃ごみ専用袋にはいらないもの
（容器の燃料を空にする） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポリバケツ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ポリバケツ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポリ袋 可燃 茶色の専用袋

保冷剤 可燃 茶色の専用袋

本 資源

本棚（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

本棚（木製・プラスチック製） （可燃ごみ専用袋に入らないもの）
2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

本棚（木製・プラスチック製） （可燃ごみ専用袋に入らないもの）
1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

本棚（木製・プラスチック製） （可燃ごみ専用袋に入らないもの）
2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

本棚（金属製） 2辺の長さが50㎝以内のもの 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

本棚（金属製） 2辺のどちらかの長さが50㎝を
超え、1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

本棚（金属製） 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

本棚（金属製） 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ポンプ（家庭用）（プラスチック製） 5kg以下のもの 可燃 茶色の専用袋

ポンプ（家庭用）（金属製） 5kg以下のもの 資源

ポンプ（家庭用） 5kgを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ボンベ カセットボンベより大型のもの 処理不能

ボンベ（カセットボンベ） 有害

ま マーガリンの容器 可燃 茶色の専用袋

麻雀卓 電動式以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

麻雀卓 電動式 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

麻雀パイ 可燃 茶色の専用袋

マイク 不燃 青色の専用袋

マウス 可燃 茶色の専用袋

まきストーブ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

まくら 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

まくら 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

まくらカバー 資源

枕木 長さ80cmまでのもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

枕木 長さ80cmを超えるもの 処理不能

マグカップ（陶磁器） 不燃 青色の専用袋

マグカップ（金属） 資源

マグネット 不燃 青色の専用袋

マジックペン 可燃 茶色の専用袋

マッチ（未使用のもの） 処理不能

マット（玄関マット、台所マット、
トイレマット、風呂マットなど）

可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

マット（玄関マット、台所マット、
トイレマット、風呂マットなど） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

マットレス 粗大 粗大ごみ処理券 200円

窓ガラス（板ガラス）
不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの（新聞等で包み不燃
ごみ専用袋にガラスと表記）

不燃 青色の専用袋

窓ガラス（板ガラス） 不燃ごみ専用袋に入らないもの
（新聞等で包みガラスと表記） 粗大 粗大ごみ処理券 400円

窓付き封筒 窓部のフィルムは除く 資源

まな板 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
ポスター 資源

ボストンバック 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ボタン 可燃 茶色の専用袋

ボタン電池 有害

補聴器 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ホッチキス針 可燃 茶色の専用袋

ポット（魔法瓶） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ポット（魔法瓶） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ホットカーペット 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ホットプレート 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの［プレートは資源］ 不燃 青色の専用袋

ホットプレート
不燃ごみ専用袋に入らないもの
［プレートは長さ50cm以下は
資源、長さ50cmを超えるものは
粗大ごみ］

粗大 粗大ごみ処理券 200円

ホッピング 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ホッピング 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

哺乳びん（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

哺乳びん（ガラス製） 不燃 青色の専用袋

ポリタンク（ポリ容器）（飲料用） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ポリタンク（ポリ容器）（飲料用） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポリタンク（ポリ容器）（燃料用） 可燃ごみ専用袋に入り、口がしば
れるもの（容器の燃料を空にする） 可燃 茶色の専用袋

ポリタンク（ポリ容器）（燃料用） 可燃ごみ専用袋にはいらないもの
（容器の燃料を空にする） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポリバケツ 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ポリバケツ 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ポリ袋 可燃 茶色の専用袋

保冷剤 可燃 茶色の専用袋

本 資源

本棚（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

本棚（木製・プラスチック製） （可燃ごみ専用袋に入らないもの）
2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

本棚（木製・プラスチック製） （可燃ごみ専用袋に入らないもの）
1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

本棚（木製・プラスチック製） （可燃ごみ専用袋に入らないもの）
2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

本棚（金属製） 2辺の長さが50㎝以内のもの 資源
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
まな板 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

マニキュアびん 中身を出し、洗浄 資源

マネキン 粗大 粗大ごみ処理券 400円

豆電球 不燃 青色の専用袋

マヨネーズの容器（プラス
チック容器） 可燃 茶色の専用袋

マルチシート（農業用） 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

マルチシート（農業用） 上記以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

マンガ本 資源

み ミキサー（調理用） 不燃 青色の専用袋

ミシン 粗大 粗大ごみ処理券 400円

水枕 可燃 茶色の専用袋

味噌の容器（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

味噌の容器（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

味噌の容器（金属製） 長さ50㎝、重さ5㎏以下のもの 資源

味噌の容器 上記以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ミニカー（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

ミニカー（プラスチック製以外） 不燃 青色の専用袋

耳かき（金属製） 資源

耳かき（竹製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

ミルク缶 中身を出し、洗浄 資源

む 虫かご 可燃 茶色の専用袋

麦わら帽子 可燃 茶色の専用袋

蒸し器（金属製） 資源

蒸し器（木製） 可燃 茶色の専用袋

虫取り網 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

虫取り網 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

虫めがね 不燃 青色の専用袋

むしろ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

め 名刺 資源

メガネ 不燃 青色の専用袋

メガネケース 可燃 茶色の専用袋

メガホン 可燃 茶色の専用袋

目薬の容器 可燃 茶色の専用袋

メジャー 不燃 青色の専用袋

メダル 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
メモリーカード 可燃 茶色の専用袋

も 毛布（綿毛布を含む） 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

毛布（綿毛布を含む） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

モーター 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

餅つき機 粗大 粗大ごみ処理券 400円

モップ（柄付き） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

物置（金属製） （1坪まで）パネル毎に解体して出
す。1パネルの長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

物置（金属製）（1坪まで） 1パネルの長さ3mを超えるもの 処理不能

ものさし（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ものさし（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ものさし（金属製） 長さ50cm以下のもの 資源

ものさし（金属製） 長さ50cmを超えるもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

物干し竿（金属製） 長さ3m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

物干し竿（金属製） 長さ3mを超えるもの 処理不能

や やかん 資源

野球のグローブ 可燃 茶色の専用袋

野球のバット 粗大 粗大ごみ処理券 2本まで200円

野球のボール 可燃 茶色の専用袋

薬品（医薬品を除く） 処理不能

野菜くず 可燃 茶色の専用袋

ゆ USBメモリー 可燃 茶色の専用袋

郵便ポスト（金属以外） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

郵便ポスト（金属） 50cm以内のもの 資源

郵便ポスト（金属以外） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

郵便ポスト（金属） 50cm以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

UVランプ 有害

床材（プラスチック製）
縦40cm×横40cm×厚さ5cm以
下のもので可燃ごみ専用袋に入
り、口がしばれるもの

可燃 茶色の専用袋

床材（プラスチック製）
縦40cm×横40cm×厚さ5cm
を超え、182㎝×横91cm×厚さ
5cmまでのもの

粗大 粗大ごみ処理券 200円

床材（プラスチック製） 縦182㎝×横91cm×厚さ5cmを
超えるもの 処理不能

浴衣 資源

湯たんぽ（金属製） 資源

湯のみ茶わん 不燃 青色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
まな板 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

マニキュアびん 中身を出し、洗浄 資源

マネキン 粗大 粗大ごみ処理券 400円

豆電球 不燃 青色の専用袋

マヨネーズの容器（プラス
チック容器） 可燃 茶色の専用袋

マルチシート（農業用） 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

マルチシート（農業用） 上記以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

マンガ本 資源

み ミキサー（調理用） 不燃 青色の専用袋

ミシン 粗大 粗大ごみ処理券 400円

水枕 可燃 茶色の専用袋

味噌の容器（プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

味噌の容器（陶器製） 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

味噌の容器（金属製） 長さ50㎝、重さ5㎏以下のもの 資源

味噌の容器 上記以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ミニカー（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

ミニカー（プラスチック製以外） 不燃 青色の専用袋

耳かき（金属製） 資源

耳かき（竹製・プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

ミルク缶 中身を出し、洗浄 資源

む 虫かご 可燃 茶色の専用袋

麦わら帽子 可燃 茶色の専用袋

蒸し器（金属製） 資源

蒸し器（木製） 可燃 茶色の専用袋

虫取り網 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

虫取り網 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

虫めがね 不燃 青色の専用袋

むしろ 粗大 粗大ごみ処理券 200円

め 名刺 資源

メガネ 不燃 青色の専用袋

メガネケース 可燃 茶色の専用袋

メガホン 可燃 茶色の専用袋

目薬の容器 可燃 茶色の専用袋

メジャー 不燃 青色の専用袋

メダル 不燃 青色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
湯沸かし器 粗大 粗大ごみ処理券 400円

よ 溶接機 手で運べるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

洋服ダンス どこか1辺が1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 800円

洋服ダンス 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ヨーグルトのカップ 可燃 茶色の専用袋

ヨーグルトの紙パック 可燃 茶色の専用袋

浴槽 ポリ製、ステンレス製 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

浴槽 ポリ製、ステンレス製以外（陶器
除く）のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

よしず 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ら ライター 有害

ライティングディスク（机） 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ラケット（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ラケット（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ラケット（金属製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ラケット（金属製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ラジオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ラジカセ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ラジコン（車、飛行機、ヘリコ
プター等）

不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ラジコン（車、飛行機、ヘリコ
プター等） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ラップ芯 資源

ラップ類 可燃 茶色の専用袋

ラミネート加工した本 ラミネート加工した表紙を取り除く 資源

ランドセル 可燃 茶色の専用袋

ランチジャー 不燃 青色の専用袋

ランニングマシーン 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

り リード（ペット用） 可燃 茶色の専用袋

リール（釣用） 不燃 青色の専用袋

リコーダー 可燃 茶色の専用袋

リチウム電池 有害

リビングボード 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

リビングボード どちらか1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

リビングボード 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

リボンテープ（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金

リモコン （テレビ、エアコン他家電製品、
ゲーム機コントローラー類） 使用済小型電子 そのまま又は

透明な袋

リヤカー 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

リュック 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

リュック 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

料理くず 可燃 茶色の専用袋

旅行かばん 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

旅行かばん 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

リンスの容器 可燃 茶色の専用袋

リンスの詰換え用袋 可燃 茶色の専用袋

る ルアー（釣り用） 不燃 青色の専用袋

れ 冷却まくら類 可燃 茶色の専用袋

冷蔵庫 家電リサイクル品

冷風扇 粗大 粗大ごみ処理券 200円

冷房機器（エアコン） 家電リサイクル品

レース（布） 可燃 茶色の専用袋

レコード盤 可燃 茶色の専用袋

レコードプレーヤー 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

レコードプレーヤー 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

レシート 感熱紙のものは可燃ごみへ 資源

レジ袋 可燃 茶色の専用袋

レジャーシート 50cm四方以内に切り、可燃ごみ
専用袋に入るもの 可燃 茶色の専用袋

レジャーシート 上記以外のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1枚200円

レターケース 可燃 茶色の専用袋

レトルト食品の容器 可燃 茶色の専用袋

レンガ 工作物の改築または除去に伴っ
て生じたもの 処理不能

レンガ
工作物の改築または除去に伴っ
て生じたものを除く（1回に出せ
る数は30個まで）

粗大 粗大ごみ処理券 5個200円

レンゲ（プラスチック） 可燃 茶色の専用袋

レンゲ（陶磁器） 不燃 青色の専用袋

レンジ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

レンジ台 粗大 粗大ごみ処理券 600円

レンズ（プラスチック製） 可燃 茶色の専用袋

レンズ（ガラス製） 不燃 青色の専用袋

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
湯沸かし器 粗大 粗大ごみ処理券 400円

よ 溶接機 手で運べるもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

洋服ダンス どこか1辺が1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 800円

洋服ダンス 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ヨーグルトのカップ 可燃 茶色の専用袋

ヨーグルトの紙パック 可燃 茶色の専用袋

浴槽 ポリ製、ステンレス製 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

浴槽 ポリ製、ステンレス製以外（陶器
除く）のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

よしず 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ら ライター 有害

ライティングディスク（机） 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ラケット（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 可燃 茶色の専用袋

ラケット（木製・プラスチック製） 可燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ラケット（金属製） 不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ラケット（金属製） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ラジオ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ラジカセ 使用済小型電子 そのまま又は
透明な袋

ラジコン（車、飛行機、ヘリコ
プター等）

不燃ごみ専用袋に入り、口がし
ばれるもの 不燃 青色の専用袋

ラジコン（車、飛行機、ヘリコ
プター等） 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ラップ芯 資源

ラップ類 可燃 茶色の専用袋

ラミネート加工した本 ラミネート加工した表紙を取り除く 資源

ランドセル 可燃 茶色の専用袋

ランチジャー 不燃 青色の専用袋

ランニングマシーン 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

り リード（ペット用） 可燃 茶色の専用袋

リール（釣用） 不燃 青色の専用袋

リコーダー 可燃 茶色の専用袋

リチウム電池 有害

リビングボード 2辺が1m以内のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

リビングボード どちらか1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

リビングボード 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

リボンテープ（ビニール製） 可燃 茶色の専用袋
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品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
練炭（レンタン） 1回1kgまで 可燃 茶色の専用袋

練炭（レンタン）［灰になったもの］ 消火を完全に行い、1回5kgまで 可燃 茶色の専用袋

練炭コンロ 不燃 青色の専用袋

ろ ろう紙 可燃 茶色の専用袋

ローソク 可燃 茶色の専用袋

ロープ 長さ50cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

ロープ 長さ50cmを超え、3mまでのもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ロープ 長さ3mを超えるもの 処理不能

ローラースケート 不燃 青色の専用袋

ロールアップカーテン 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

ロールアップカーテン 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ロッカー 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ロッカー 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

ロッカー 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

わ ワープロ（ノート型を含む） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ワイシャツ 資源

ワイヤー 直径が太く、長いもの（二人で持
てるものまで） 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

輪ゴム 可燃 茶色の専用袋

ワゴン 粗大 粗大ごみ処理券 200円

綿 可燃 茶色の専用袋

綿入れはんてん 可燃 茶色の専用袋

和ダンス 高さ・幅とも1m以内 粗大 粗大ごみ処理券 400円

和ダンス どこか1辺が1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 800円

和ダンス 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ワックスの缶 中身を出して、洗浄 資源

割りばし 可燃 茶色の専用袋

割りばしの袋 資源

割れたびん 資源

ワンカップ（酒） 資源
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50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 

品目 素材・大きさ・その他 分別区分 出し方 粗大ごみ料金
練炭（レンタン） 1回1kgまで 可燃 茶色の専用袋

練炭（レンタン）［灰になったもの］ 消火を完全に行い、1回5kgまで 可燃 茶色の専用袋

練炭コンロ 不燃 青色の専用袋

ろ ろう紙 可燃 茶色の専用袋

ローソク 可燃 茶色の専用袋

ロープ 長さ50cm以下のもの 可燃 茶色の専用袋

ロープ 長さ50cmを超え、3mまでのもの 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ロープ 長さ3mを超えるもの 処理不能

ローラースケート 不燃 青色の専用袋

ロールアップカーテン 不燃ごみ専用袋に入るもの 不燃 青色の専用袋

ロールアップカーテン 不燃ごみ専用袋に入らないもの 粗大 粗大ごみ処理券 600円

ロッカー 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 400円

ロッカー 1辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 800円

ロッカー 2辺が1m以上のもの 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

わ ワープロ（ノート型を含む） 粗大 粗大ごみ処理券 200円

ワイシャツ 資源

ワイヤー 直径が太く、長いもの（二人で持
てるものまで） 粗大 粗大ごみ処理券 1,000円

輪ゴム 可燃 茶色の専用袋

ワゴン 粗大 粗大ごみ処理券 200円

綿 可燃 茶色の専用袋

綿入れはんてん 可燃 茶色の専用袋

和ダンス 高さ・幅とも1m以内 粗大 粗大ごみ処理券 400円

和ダンス どこか1辺が1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 800円

和ダンス 高さ・幅とも1m以上 粗大 粗大ごみ処理券 1,400円

ワックスの缶 中身を出して、洗浄 資源

割りばし 可燃 茶色の専用袋

割りばしの袋 資源

割れたびん 資源

ワンカップ（酒） 資源
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50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 
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50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 
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50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 
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（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 
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50音順分別一覧追加・変更品目貼り付け用の空白ページです。 

（町から追加・変更の分別一覧が配布されましたら、このページにのり付けして保存・ご利用ください。） 

※のり付は、たて・よこどちらでも使いやすい方向でご利用ください。 
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各 地 区 の 収 集 日 一 覧 

（A地区） 
川井・大丹波・梅澤・丹三郎 

可燃ごみ 火曜日・金曜日 （週 2回） 

不燃ごみ 水曜日 （月 1回：第１週の水曜日） 

資源 月曜日 （毎週）（紙・布類）と（びん・缶類）を隔週で収集します。 

使用済小型電子機器 
水曜日 （月 1回：第 3週の水曜日） 

有害ごみ 

※粗大ごみ （出し方）16ページを確認してください。 

 

（B地区） 
小丹波・棚澤 

可燃ごみ 火曜日・金曜日 （週 2回） 

不燃ごみ 水曜日 （月 1回：第 2週の水曜日） 

資源 木曜日 （毎週）（紙・布類）と（びん・缶類）を隔週で収集します。 

使用済小型電子機器 
水曜日 （月 1回：第 4週の水曜日） 

有害ごみ 

※粗大ごみ （出し方）16ページを確認してください。 

 

（C地区） 
白丸・大氷川・長畑・大沢・日原・海澤 

可燃ごみ 月曜日・木曜日 （週 2回） 

不燃ごみ 水曜日 （月 1回：第 3週の水曜日） 

資源 木曜日 （毎週）（紙・布類）と（びん・缶類）を隔週で収集します。 

使用済小型電子機器 
水曜日 （月 1回：第 1週の水曜日） 

有害ごみ 

※粗大ごみ （出し方）16ページを確認してください。 

 

（D地区） 
常磐・南氷川・栃久保・境・中山・小河内 

可燃ごみ 月曜日・木曜日 （週 2回） 

不燃ごみ 水曜日 （月 1回：第 4週の水曜日） 

資源 木曜日 （毎週）（紙・布類）と（びん・缶類）を隔週で収集します。 

使用済小型電子機器 
水曜日 （月 1回：第 2週の水曜日） 

有害ごみ 

※粗大ごみ （出し方）16ページを確認してください。 

出典：「ごみの出し方ガイドブック」のイラストは、経済産業省・3R政策の「ごみイラスト素

材集」を使用しました。

https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html  

 

 

 

 

 

町では、循環型社会の形成を目指し、ごみ分別の徹底や、ごみを減らすための方策である 4R

活動への協力を推進しています。 

循環型社会の形成には、住民一人一人のごみリサイクルへの関心と意識の向上が不可欠です。 

現在、町では引き取りが出来ない家電製品（家電リサイクル法関係）やパソコン、また、使用

済み小型電子機器・有害ごみの収集は、全て、もう一度リサイクルするために必要な法律や収集

方法の一つとなっています。 

可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみについても、西秋川衛生組合で適正な中間処理等を行うことに

より、全てのごみについてリサイクルへの取組が行われています。 

ごみイコール資源であるという認識を住民みなさんに持っていただき、限りある資源の有効

利用をこれからも図って行きましょう。 

 

 

 

 

ごみ処理は、法律により市町村が処理することとされています。 

可燃ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、焼却します。焼却熱は回収され、発電する

ことで施設の電気を賄い、また、余剰電力は売電しています。焼却後

の灰についても焼却の熱源を利用し灰を溶かすことで、道路の路面材

として再利用されています。 

不燃ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、破砕処理後に鉄類の回収を行い、更に熱回

収施設を経てサーマルリサイクル（余熱利用）及びその他の金属回収

を行います。 

不燃ごみは、必ず不燃ごみ専用袋で出してください。 

資源 

（紙・

布類） 

資源 

（びん・

缶類） 

西秋川衛生組合へ搬入し、リサイクルセンターで中間処理し、資源の

有効活用を図ります。資源は、決められた方法で中身の見える透明か

半透明の袋などを利用し、品目別に出してください。 

使用済 

小型電子機器 

西秋川衛生組合へ搬入し、リサイクルセンター内に一時保管をし、リ

サイクル業者へ引き渡すことで資源の有効活用を図ります。 

有害ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、廃棄物処理法に基づき適正に処理するとと

もに再資源化を図ります。 

粗大ごみ 

西秋川衛生組合へ搬入し、不燃ごみと同様、破砕処理後に鉄類の回収

を行い、更に熱回収施設を経てサーマルリサイクル（余熱利用）及び

その他の金属回収を行います。また、粗大ごみは品目別に料金が異な

りますので、事前に料金の確認を行い引き取りの申込をしてください。 

正しいごみの分別とリサイクルの推進 

～奥多摩町のごみ処理方法～ 
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