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品名 分別区分 備考

カーテン 燃やせるごみ

カーテンレール 大型ごみ ２ｍ以内５本まで　１単位

カーオーディオ 小型家電

ｶｰﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 小型家電

カーペット 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

カーペット 大型ごみ ２ｍ以内　１枚１単位

カーボン紙 燃やせるごみ

貝類 燃やせるごみ

懐中電灯 小型家電 電池を抜く

カイロ 燃やせないごみ

鏡（手鏡含む） 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

花器

　木製 燃やせるごみ

　プラ製・陶器 燃やせないごみ

鍵 鉄・金物類

拡声器 小型家電 45ℓ袋に入るもの

額縁 ガラスは危険ごみ参照

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　木製以外 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

　指定袋に入らないもの 大型ごみ ２ｍ以内１個　１単位

カケヤ 大型ごみ 作業用具３点まで１単位

かご

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　プラ製 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

傘 燃やせないごみ

傘立て

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　木製以外 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

　指定袋に入らないもの 大型ごみ １個　１単位

菓子の缶 資源物 缶類

加湿器 小型家電 45ℓ袋に入るもの

加湿器 大型ごみ 1台　1単位

ガスコンロ 鉄・金物類

ガス炊飯器 鉄・金物類

ガステーブル 鉄・金物類

ガスボンベ



　プロパン用 × ※分別参考事項⑨－９

　カセットコンロ用 資源物 完全に使い切り、穴を開ける

　キャンプ用 燃やせないごみ 完全に使い切り、穴を開ける

　トーチ用（工業用） 燃やせないごみ 完全に使い切り、穴を開ける

　ライター用 資源物 完全に使い切り、穴を開ける

ガス湯沸器 鉄・金物類

カセットコンロ 鉄・金物類 電池・ボンベを抜く

カセットテープ 燃やせないごみ

　ケース 燃やせないごみ

カタログ（冊子） 資源物 雑誌類

活性炭 燃やせないごみ

カッターナイフ 燃やせないごみ 刃が出ないようにする

カッターナイフの刃 燃やせないごみ 紙などで包み「危険」と表示

カットバン 燃やせるごみ

　シール紙 燃やせるごみ

カップ麺

　外装フィルム 資源物 プラ資源

　紙フタ 燃やせるごみ

　小袋（プラ製） 資源物 プラ資源　　洗って水切りする

　容器（紙製） 燃やせるごみ 洗って水切りする

　容器（発泡製） 資源物 発泡スチロール　　洗って水切りする

かつら 燃やせるごみ

蚊取り線香 燃やせるごみ

　電子蚊取り器 小型家電

かなづち 鉄・金物類

かばん

　革製 ・ ビニール製 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

　布製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

画板

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　木製以外 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

画鋲 燃やせないごみ ケースに入れる

花瓶 燃やせないごみ

壁紙

　ビニール製 燃やせないごみ

　紙製 燃やせるごみ

　芯（紙製） 資源物 長さ５０㎝以内、その他紙

かまぼこの板 燃やせるごみ

紙おむつ 燃やせるごみ 減免制度参照



紙コップ（紙マークあり） 資源物
洗っても汚れが取れない物は燃やせるごみ

へ

紙コップ（紙マークなし） 燃やせるごみ 洗って水切りする

紙皿（紙マークあり） 資源物
洗っても汚れが取れない物は燃やせるごみ

へ

紙皿（紙マークなし） 燃やせるごみ 洗って水切りする

カミソリ 燃やせないごみ 刃にカバーを付ける

紙粘土 燃やせるごみ

髪の毛 燃やせるごみ

紙パック

　牛乳パック 資源物 紙パック類　洗って水切りする

　内側アルミ加工紙 燃やせるごみ 洗って水切りする

　内側アルミ加工紙以外 資源物 紙パック類　洗って水切りする

　掃除機の紙パック 燃やせるごみ

紙袋（紙マークあり） 資源物 その他紙

　紙袋（防湿ビニール付） 燃やせるごみ ビニールを取り除くとその他紙

　汚れたもの 燃やせるごみ 汚れありと表示

紙ヤスリ 燃やせるごみ

ガム 燃やせるごみ

　包み紙（銀紙） 燃やせるごみ

　包み紙（銀紙以外） 資源物 その他紙

ガムテープ（布・紙製） 燃やせるごみ

カメラ

　フイルムカメラ 小型家電 電池を抜く

　デジタルカメラ 小型家電 電池を抜く

　ビデオカメラ 小型家電 電池を抜く

カラーボックス

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　木製以外 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

　指定袋に入らないもの 大型ごみ 1個　1単位

カラオケ機器 大型ごみ １台　１単位

ガラス

　ガラス食器・ガラス製品 燃やせないごみ
割れたものは新聞紙などで包み「危険」と

表示

　板ガラス 危険ごみ 危険ごみ参照

軽石（風呂用） 燃やせないごみ

枯れ葉 燃やせるごみ 減免制度参照  

カレンダー 資源物 その他紙

　止め具 燃やせないごみ



革製品 燃やせないごみ

換気扇 小型家電 45ℓ袋に入るもの

換気扇 大型ごみ 1台　1単位

換気扇のフィルター 燃やせないごみ

緩衝材（紙製） 資源物 その他紙　（商品梱包用）

緩衝材（プラ製/ﾌﾟﾁﾌﾟﾁ等） 燃やせないごみ

乾燥機（布団・食器用） 小型家電 45ℓ袋に入るもの

乾燥機（布団・食器用） 大型ごみ 1台　1単位

乾燥機（衣類） × ※分別参考事項⑨－２

乾燥剤 燃やせないごみ

缶詰の缶（フタ含む） 資源物 缶類　　洗って水切りする

缶切り 鉄・金物類

乾電池 有害ごみ ※分別参考事項⑤－１

かんな（大工道具）

　刃・止め具 鉄・金物類 刃の部分は包む

　本体（木製） 燃やせるごみ

感熱紙 燃やせるごみ

き

品名 分別区分 備考

キーボード

　楽器 小型家電 45ℓ袋に入るもの

　楽器 大型ごみ 1台　１単位

　パソコン用 燃やせないごみ 標準添付品はリサイクル対象

キーホルダー 燃やせないごみ

木くず 燃やせるごみ 燃やせるごみ参照

木の枝・根

　太さ5㎝、長さ50㎝以内 燃やせるごみ 燃やせるごみ参照

　太さ5㎝、長さ50㎝超え 大型ごみ １本　１単位

ギター（ケース含む） 大型ごみ １組　１単位

キッチンマット

　すべり止め加工してないも

の
燃やせるごみ

　すべり止め加工してあるも

の
燃やせないごみ

脚立（金属製） 鉄・金物類

急須

　金属製 鉄・金物類



　金属製以外 燃やせないごみ

牛乳パック 資源物 紙パック類　洗って開き水切りする

牛乳びん 資源物 びん類

　フタ 資源物 その他紙　　洗って水切りする

給湯器（電気温水器除く） 大型ごみ 1台　１単位

鏡台 大型ごみ １組　１単位

魚箱

　発泡スチロール 資源物 洗って水切りする　ひもで縛る

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　指定袋に入らないもの 大型ごみ ５箱まで　１単位

霧吹き 燃やせないごみ

金魚鉢 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

金魚鉢 大型ごみ ２ｍ以内　1個1単位

金庫

　手提げ金庫（金属製） 鉄・金物類

　耐火金庫（１００㎏以内） 大型ごみ １個　１単位

　耐火金庫（１００㎏超え） × ※分別参考事項⑨－１

く

品名 分別区分 備考

空気入れ

　金属製 鉄・金物類

　金属製以外 燃やせないごみ

空気清浄機 小型家電 45ℓ袋に入るもの

空気清浄機 大型ごみ １個　１単位

クーラーボックス 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

クーラーボックス 大型ごみ １個　１単位

釘 鉄・金物類 缶などの容器に入れる

釘抜き 鉄・金物類

草 燃やせるごみ

草刈機（手押し・電動） 鉄・金物類

草刈払い機（エンジン付） 鉄・金物類 燃料を抜く

くさり

　金属製 鉄・金物類

　プラ製 燃やせないごみ

くし

　木製・竹製 燃やせるごみ

　プラ製 燃やせないごみ



　金属製 鉄・金物類

薬

　飲み薬（錠剤・粉） 燃やせるごみ 液状は布等に染みこませる

　錠剤・カプセルのパック 資源物 プラ資源

　分包 資源物 プラ資源 ・ その他紙

　びん 資源物 びん類

薬箱

　紙製・木製 燃やせるごみ

　プラ製 燃やせないごみ

　金属製 鉄・金物類

果物ナイフ 鉄・金物類 刃の部分を包む

果物のネット 資源物 プラ資源

靴 燃やせないごみ

　靴の中敷き 燃やせないごみ

靴下 燃やせるごみ

クッション 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

グラスウール 燃やせないごみ

クリーニングの袋 燃やせないごみ

クリップ

　プラ製 燃やせないごみ

　金属製 鉄・金物類

車椅子 大型ごみ １台　１単位

クレヨン 燃やせないごみ

グローブ 燃やせないごみ

軍手（ゴムなし） 燃やせるごみ

軍手（ゴムつき） 燃やせないごみ

け

品名 分別区分 備考

ケーキ

　保護フィルム 資源物 プラ資源　　洗って水切りする

　アルミ包み 燃やせないごみ

ゲートボールスティック

　シャフト 燃やせないごみ

　ヘッド部分 鉄・金物類

ゲーム機本体 小型家電 電池を抜く

　ゲームソフト 燃やせないごみ

　プラスチックケース 燃やせないごみ



　コントローラー 小型家電 電池を抜く

蛍光管・蛍光灯 有害ごみ ※分別参考事項⑤－４

　→照明器具参照

携帯電話（ＰＨＳ含む） 小型家電 個人情報を削除する

計量カップ

　プラ製 燃やせないごみ

　金属製 鉄・金物類

毛皮 燃やせるごみ

消しゴム 燃やせないごみ

化粧品

　コンパクト 燃やせないごみ

　びん 資源物 びん類　　洗って水切りする

　スプレー缶 資源物 完全に使い切り、穴を開ける

　プラ製容器 資源物 プラ資源　　洗って水切りする

毛玉取り（電動） 小型家電 電池を抜く

げた 燃やせるごみ

下駄箱 大型ごみ １個　１単位

血圧計（水銀以外） 小型家電 電池を抜く

ケトル（やかん） 鉄・金物類

玄関マット

　すべり止め加工してないも

の
燃やせるごみ

　すべり止め加工してあるも

の
燃やせないごみ

毛抜き 鉄・金物類

健康器具

    ランニングマシーン 大型ごみ １台　１単位

    サイクリングマシーン 大型ごみ １台　１単位

    ぶら下がり機 大型ごみ １台　１単位

剣山 鉄・金物類

剣道の防具 大型ごみ １組　１単位

鍵盤ハーモニカ 燃やせないごみ

こ

品名 分別区分 備考

碁石 燃やせないごみ

鯉のぼり 燃やせるごみ

鋼管 鉄・金物類



ゴーグル 燃やせないごみ

コート掛け

    金属製 鉄・金物類

    木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

    木製・金属製以外 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

    指定袋に入らないもの 大型ごみ １台　１単位

コーヒーメーカー 小型家電

工具箱

    金属製 鉄・金物類

    プラ製 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

ござ

　イグサ製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　ビニール製 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

　指定袋に入らないもの 大型ごみ 1枚　1単位

こたつ（電気） 大型ごみ 天版・こたつ１組　１単位

コップ

　紙製・木製 燃やせるごみ

　プラ製・ガラス・陶器類 燃やせないごみ

　金属製 鉄・金物類

琴 大型ごみ １面　１単位

碁盤（将棋盤）

    木製 燃やせるごみ 厚さ５㎝以内

    木製 大型ごみ 厚さ５㎝超えるもの

    木製以外 燃やせないごみ

コピー機（家庭用） 小型家電 45ℓ袋に入るもの

コピー機（家庭用） 大型ごみ 1台　１単位

ごみ箱

　木製 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

　プラ製 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

　金属製 鉄・金物類

ゴム印

　木製 燃やせるごみ

　木製以外 燃やせないごみ

ゴム手袋 燃やせないごみ

ゴム長靴 燃やせないごみ

ゴムボ－ト 大型ごみ １艘　１単位

米びつ（ハイザー） 大型ごみ １台　１単位

コルク栓 燃やせるごみ

コルセット（胸、腰用など） 燃やせないごみ



ゴルフクラブ・バッグ 大型ごみ １セット　１単位

ゴルフボール 燃やせないごみ

コンクリート片 大型ごみ ｻﾝﾃﾅ1杯１単位　※分別参考事項③

コンパネ（長さ２ｍ以内） 大型ごみ 90㎝×180㎝３枚相当まで１単位

コンポスト 大型ごみ 1個　１単位


