
品目 分類 分別方法など

カミソリ  (Ｔ字) 埋めるもの

カッターナイフ 資源  (その他金属)

かばん・バッグ  (革製) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

カップめんの容器 燃やすもの

ガス湯沸かし器 粗大ごみ

缶バッジ 資源  (その他金属)

ガス炊飯器 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (その他金属)です。

ガムテープの芯 資源  (雑誌・雑紙)

カタログ・冊子 資源  (雑誌・雑紙)

カーボン紙 燃やすもの

観葉植物 燃やすもの 50cm以内に切ってください。金属部分を取り除いてください。

感熱紙 燃やすもの

缶詰のふた 資源  (その他金属)

缶詰の缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

乾燥剤  (生石灰) 燃やすもの 水に触れないようにレジ袋などを内袋にして可燃ごみとして出して下さい。

乾燥剤  (生石灰以外) 燃やすもの

緩衝材 燃やすもの

缶切り 資源  (その他金属)

換気扇 粗大ごみ

簡易トイレ・ポータブルトイレ 粗大ごみ

瓦 市で処理できないもの 一般廃棄物処分業許可業者で処理して下さい。

皮むき器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

皮むき器  (金属製) 資源  (その他金属)

刈り草  (家庭で出たもの) 燃やすもの

刈り草  (上記以外) 市で処理できないもの 道路、河川清掃事業による場合は一般廃棄物処理業許可業者で処理して下さい。

画用紙 資源  (雑誌・雑紙) 絵の具などが付着している場合は可燃ごみです。

紙やすり 燃やすもの

紙袋 資源  (紙製容器包装） 紙以外の部分は取り除いて下さい。

紙パック 資源  (牛乳パック) 内面がアルミ加工のものは(可燃ごみ)へ

紙パック  (アルミ加工) 燃やすもの

紙ねんど 燃やすもの

紙皿  (使用済み) 燃やすもの

紙コップ  (使用済み) 燃やすもの

紙くず  (書類等) 資源  (雑誌・雑紙) 個人情報等記載のあるものは可燃ごみです。

紙おむつ 燃やすもの 汚物は取り除いてトイレで処理してください。

釜  (煮炊き釜) 資源  (その他金属)

鎌  (草刈用) 資源  (その他金属)

壁紙 可燃性粗大ごみ

カレンダー  (壁掛け) 資源  (雑誌・雑紙) 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

花瓶  (ガラス・陶器製) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

花瓶  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

画鋲  (金属) 資源  (その他金属) 柄がプラスチックのものは(埋めるもの)です。

金槌 資源  (その他金属)

ガソリン 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

加湿器 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

傘 資源  (その他金属) ビニール部分は取り除き可燃ごみとして処理してください

傘立て 粗大ごみ

掛け軸 燃やすもの 30cm以内に切ってください。金属部分を取り除いて資源   (その他金属)です。

額縁 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

かき氷器  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

かき氷器  (手動) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

懐中電灯 資源  (小型家電)

貝殻 燃やすもの

ガラス  (板・割れたもの) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。
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品目 分類 分別方法など

ガスコンロ  (ガスレンジ) 粗大ごみ

ガスファンヒーター 粗大ごみ

カセットコンロ 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

カセットテープ 埋めるもの

カセットテープのケース 資源  (硬質プラスチック)

カセットボンベ  (携帯用) 資源  (その他金属)
中身を使い切ってから出してください。
中身を空にするときは周囲の安全を確認し、屋外で作業してください。

かつら 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源   (その他金属)です。

ガム 燃やすもの

ガムテープ 燃やすもの

カメラ 資源  (小型家電)

カメラのレンズ 埋めるもの

カラオケ機器 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ガラスケース 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

カラーボックス 粗大ごみ

カーキャリア 粗大ごみ

カーステレオ 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ガーゼ 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。

カーテン 可燃性粗大ごみ 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

カーテンレール 粗大ごみ

カード類 燃やすもの

カーナビ 資源  (小型家電)

学生服 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

乾電池・リチウムイオン電池 有害なもの 小型充電式電池とボタン電池は金属端子部分をビニールテープで絶縁してください。

きゅうす 埋めるもの

キャップ ・ふた (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

金庫  (金属製) 資源  (その他金属) 耐火金庫は一般廃棄遺物処分業許可業者で処理して下さい。

切り株 粗大ごみ
土を取り除いて下さい。
事業者が抜根したものは一般廃棄物処分業許可業者で処理して下さい。

魚網 粗大ごみ

鏡台・姿見鏡 粗大ごみ

教科書 資源  (雑誌・雑紙)

牛乳パック 資源  (牛乳パック)

救急箱 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

救急箱  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

脚立 粗大ごみ

木彫りの置き物 粗大ごみ 太さ5㎝、長さ50㎝以下のものは燃やすごみです。

基板 資源  (その他金属)

杵 粗大ごみ

木槌 燃やすもの 5cmより太いものは埋めるものです。

木くず  (建築廃材を除く) 燃やすもの 長さ50㎝以上、直径5㎝以上のものは粗大ごみです。

木臼 粗大ごみ

ギター 粗大ごみ

キックボード 粗大ごみ

キッチンペーパー 燃やすもの

キャップ・ふた  (金属製) 資源  (その他金属)

キャリーバッグ 粗大ごみ

キーホルダー・キーケース 埋めるもの 金属製のものは資源 (その他金属)です。

キーボード  (パソコン用) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

キーボード  (楽器) 粗大ごみ

着物・浴衣・和服 資源  (衣類・布類)
きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。
襦袢、帯、腰ひもなどは金属部分を取り除き資源(そのた金属類)です。

くつ下 燃やすもの

グローブ  (野球) 埋めるもの

き
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品目 分類 分別方法など

口紅（中身） 燃やすもの

軍手 燃やすもの

グロウ管・グロウ球  (照明) 埋めるもの

クレヨン 燃やすもの

車椅子 粗大ごみ 電動車いすのバッテリーは外してください。

車のパーツ  (外装パーツなど) 市で処理できないもの 個人消費したものは粗大ごみとして鳥原処分場で処理できます。

首輪  (ペット用) 埋めるもの

靴べら  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

靴べら  (木製) 燃やすもの 50cmよりも長いものは粗大ごみです。

靴の空き箱 資源  (紙製容器包装）

口紅の容器 埋めるもの 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

薬の容器   (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

薬の包装 燃やすもの

薬のびん 資源  (びん類)

薬の空き箱 資源  (紙製容器包装）

櫛・ブラシ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

串  (金属製) 資源  (その他金属)

串  (木製) 燃やすもの

鎖  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

鎖  (金属製) 資源  (その他金属)

草花 燃やすもの

草刈機 粗大ごみ

釘・ネジ・ボルト・ナット 資源  (その他金属) 細かい金属は金属の入れ物に入れて出してください

空気清浄機 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

空気入れ  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

空気入れ  (金属製以外) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

クッション・カバー 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。金属部分は取り除き資源(その他金属)です。

クリアファイル 燃やすもの

クリップ（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

クリップ（金属製） 資源  (その他金属)

グローブ  (スキー・ゴルフ) 埋めるもの

クーラーボックス 粗大ごみ

化粧品（中身） 燃やすもの

血圧計  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ゲームソフト  (DVD盤) 埋めるもの

ゲーム機・ゲームカセット 資源  (小型家電)

顕微鏡 埋めるもの

剣道防具 粗大ごみ

原動機付き自転車 市で処理できないもの
全国軽自動車協会連合会加盟の廃棄二輪車取扱店にご相談下さい。
http://www.zenkeijikyo.or.jp/nirin/shop/

柔道着・剣道着 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

剣山 資源  (その他金属)

玄関マット  (ゴム製) 埋めるもの

玄関マット  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

玄関マット  (布製) 可燃性粗大ごみ

毛抜き  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

毛抜き  (金属製) 資源  (その他金属)

血圧計  (水銀を含むもの) 有害なもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

下駄箱 粗大ごみ

下駄 燃やすもの

化粧品の容器 資源  (硬質プラスチック) 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

化粧品の空き箱 資源  (紙製容器包装）

化粧品のびん 資源  (びん類) ラベルははがさず、キャップを外して中を洗ってください。

消しゴム 燃やすもの
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品目 分類 分別方法など

劇薬 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

軽油 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

携帯トイレ 燃やすもの

携帯電話 資源  (小型家電)

蛍光ペン 埋めるもの

蛍光灯・蛍光管 有害なもの

ケミカルライト 燃やすもの

コーヒーメーカー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

こたつ 粗大ごみ

ゴルフボール 埋めるもの

こたつ布団・カバー 可燃性粗大ごみ
金属部分は取り除き資源(その他金属)です。
ポールは長さ100㎝以内、太さ5㎝未満のものは粗大ごみです。

コードレス電話機  (子機) 資源  (小型家電)

工具  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

コースター・茶托（珪藻土・陶器） 埋めるもの

コースター・茶托（陶器以外） 燃やすもの

コルク栓 燃やすもの

ゴーグル  (スキー・水泳用) 埋めるもの

米びつ 粗大ごみ

米の袋  (ビニール製) 燃やすもの

米の袋  (紙製) 資源  (雑誌・雑紙)

米つき機 粗大ごみ

ごみ箱  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ごみ箱  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

コピー用紙  (使用済み) 資源  (雑誌・雑紙)

コピー機・プリンター 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

粉ミルクの缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

工具  (かなづち、のこぎりなど) 資源  (その他金属)

碁石 埋めるもの

コップ  (ガラス製) 埋めるもの

コップ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

コンポ  (音楽機器) 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

コート  (衣類) 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

こいのぼり 可燃性粗大ごみ
金属部分は取り除き資源(その他金属)です。
ポールは長さ100㎝以内、太さ5㎝未満のものは粗大ごみです。

こいのぼりのポール 資源  (その他金属) 長さ100㎝以上、太さ5㎝以上のものは粗大ごみです。

ござ 可燃性粗大ごみ

ゴムホース 埋めるもの 100cmより長いものは粗大ごみです。

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

コンクリートブロック 市で処理できないもの 一般廃棄物処分業許可業者で処理して下さい。

コンポスト 粗大ごみ

コードリール 粗大ごみ

コーヒーカップ 埋めるもの

コンドーム・避妊具 燃やすもの

小型充電式電池 有害なもの 金属端子部分をビニールテープで絶縁してください。
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