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品名 分別区分 備考

体温計（水銀製） 有害ごみ ※分別参考事項⑤－５

体温計（電子） 小型家電

大工道具 鉄・金物類 可能なものは木類を外す

太鼓

　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

体重計（電子） 小型家電 電池を抜く

台所マット

　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

タイヤ

　自動車・オートバイ × ※分別参考事項⑨－７

　自転車・一輪車 燃やせないごみ

タオルケット 燃やせるごみ ※分別参考事項⑦

竹ぼうき 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

竹ぼうき 大型ごみ ３本まで　１単位

畳 大型ごみ １枚　１単位

脱臭剤 燃やせないごみ

建具

    ふすま 大型ごみ １枚　１単位

　  障子戸 大型ごみ １枚　１単位

　  玄関ドアなど 大型ごみ １枚　１単位

たばこ

　外装フィルム 資源物 プラ資源

　外箱 資源物 その他紙

　内紙（銀・金紙） 燃やせるごみ コーティング紙は燃やせるごみ

　吸い殻 燃やせるごみ

卵の殻 燃やせるごみ

卵のケース

    プラ製 資源物 プラ資源

    紙製 資源物 その他紙

玉ねぎネット 資源物 プラ資源

たらい

　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

　指定袋に入らないもの 大型ごみ １個　１単位

樽

　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 １個　１単位

　プラ製 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 重ねて５個まで１単位

たわし

　木製 燃やせるごみ

　木製以外 燃やせないごみ

単行本 資源物 ひもで十文字に縛る

タンス 大型ごみ １単位

タンス（3点セットタンス） 大型ごみ 分割して３単位

断熱材 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

段ボール 資源物 ひもで十文字に縛る

ち

品名 分別区分 備考

チェーン（金属製） 鉄・金物類

チェーンソー 鉄・金物類 オイルを抜く

地球儀 燃やせないごみ

チャイルドシート 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

チャイルドシート 大型ごみ １台　１単位

茶

　茶がら（葉） 燃やせるごみ

　茶筒（木製・紙製） 燃やせるごみ

　茶筒（プラ製） 燃やせないごみ

　茶筒（缶） 資源物 缶類

茶だんす 大型ごみ １台　１単位

チューナー 小型家電 45ℓ袋に入るもの

チューブ

　自動車・オートバイ × ※分別参考事項⑨－７

　自転車・一輪車 燃やせないごみ

注射器・針（在宅医療具） ※分別参考事項④

　注射針(在宅医療具) ×

　注射針以外(在宅医療具) 燃やせるごみ 減免制度参照 

チョーク 燃やせないごみ



彫刻刀 鉄・金物類 可能なものは木類を外す

ちょうつがい 鉄・金物類

チラシ 資源物 その他紙（ひもで十文字に縛る）

　汚れているもの 燃やせるごみ 汚れありと表示

ちりとり（プラ製） 燃やせないごみ 金属製は鉄金物

ついたて 大型ごみ １台　１単位

杖

　木製 燃やせるごみ ５０㎝以内に切る

　金属製 鉄・金物類

使い捨てカイロ 燃やせないごみ

使い捨てライター 危険ごみ 危険ごみ参照

机

　スチール製 鉄・金物類

　スチール製以外 大型ごみ １台１単位　椅子は別扱い

漬物石

　商品 大型ごみ ｻﾝﾃﾅ1杯１単位　※分別参考事項③

　石そのもの × ※分別参考事項②

爪切り 鉄・金物類 プラ部分外す

つり道具

　竿 大型ごみ ５本まで　１単位

　竿立て 大型ごみ ５本まで　１単位

　リール 鉄・金物類

つるはし 鉄・金物類 可能なものは木類を外す

て

品名 分別区分 備考

ＤＶＤ・ＤＶＤケース 燃やせないごみ

ＤＶＤプレーヤー・レコー

ダー
小型家電 45ℓ袋に入るもの

ティーパック 燃やせるごみ

　外包み（紙） 資源物 その他紙

ティッシュペーパー 燃やせるごみ

　梱包ビニール 資源物 プラ資源

　開け口・箱 資源物 その他紙



　取り出し口ビニール 資源物 プラ資源

テープレコーダー 小型家電 45ℓ袋に入るもの

テーブル 可能なものは金属を外す

　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

　指定袋に入らないもの 大型ごみ １台　１単位

テーブルクロス

　布製 燃やせるごみ

　ビニール製 燃やせないごみ

手提げ金庫 　→　金庫参照

手提げ袋

　紙製 資源物 その他紙

　紙製（コーティング紙） 燃やせるごみ

　布製 燃やせるごみ

　ビニール製 燃やせないごみ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾚｰﾔｰ 小型家電 45ℓ袋に入るもの

デスクマット（ゴム・ビニー

ル製）
燃やせないごみ

鉄アレイ 鉄・金物類

鉄管 鉄・金物類

デッキブラシ

　ブラシ部分 燃やせないごみ

　木製の柄 燃やせるごみ ５０㎝以内に切る

鉄パイプ 鉄・金物類

鉄板 鉄・金物類

手帳（紙の部分） 資源物 その他紙

手袋

　布製 燃やせるごみ

　革製 燃やせないごみ

　ゴム製・ビニール製 燃やせないごみ

テレビ × ※分別参考事項⑨－２

テレビ台 大型ごみ １台　１単位

テレホンカード 燃やせないごみ

電気釜 　→　炊飯器参照

電気カミソリ 小型家電

電気カミソリ洗浄器 小型家電

電気コード類 小型家電

電気こたつ 大型ごみ 1台　1単位

電気スタンド



　電気器具 小型家電 45ℓ袋に入るもの

　電球・蛍光灯 有害ごみ

　スタンド（金属製） 鉄・金物類

電気ストーブ 鉄・金物類

電気脱毛器 小型家電

電気バリカン 小型家電

電気ポット 小型家電

電気毛布（毛布） 大型ごみ ３枚まで　１単位

電球 有害ごみ ※分別参考事項⑤－４

電子書籍端末 小型家電

電子手帳 小型家電 電池を抜く

電子辞書 小型家電 電池を抜く

電子体温計 小型家電

電子レンジ 小型家電 45ℓ袋に入るもの

電子レンジ 大型ごみ 1台　1単位

天体望遠鏡 燃やせないごみ 指定袋に入るもの

電卓 小型家電 電池を抜く

電池類 ※分別参考事項⑤－１～３

テント（キャンプ用） 大型ごみ １組　１単位

電動工具 小型家電 45ℓ袋に入るもの

電動歯ブラシ 小型家電 電池を抜く

電話機 小型家電 ダイヤル式は燃やせないごみ

と

品名 分別区分 備考

ドアノブ（金属製） 鉄・金物類

砥石（調理用） 燃やせないごみ

トイレットペーパー中芯 資源物 その他紙

トイレブラシ（プラ製） 燃やせないごみ

投光器 鉄・金物類 電球を外す

陶器 燃やせないごみ

籐製品 燃やせるごみ 指定袋に入るもの

灯籠（石製） 大型ごみ １単位 100㎏以内

トースター 小型家電

灯油タンク（ホームタンク含

む）
大型ごみ １単位　灯油を完全に抜く

動物の死骸 × ※分別参考事項①

時計 小型家電 電池を抜く



トタン 鉄・金物類

土鍋 燃やせないごみ

ドライバー 鉄・金物類

ドライヤー 小型家電

ドラム缶 × 取扱店へ

トランプ

　紙製 資源物 コーティング紙は燃やせるごみ

　プラ製 燃やせないごみ

　ケース（紙製） 資源物 コーティング紙は燃やせるごみ

　ケース（プラ製） 燃やせないごみ

鳥かご

　金属部分 鉄・金物類

　プラ部分 燃やせないごみ

塗料

　塗料 燃やせるごみ 布・紙に染み込ませる

　びん 燃やせないごみ 中身を使い切る

　缶 燃やせないごみ 中身を使い切りフタを外す

　スプレー缶 燃やせないごみ 完全に使い切り、穴を開ける

ドリンクびん 資源物 びん類　　洗って水切りする

　フタ（金属製） 燃やせないごみ

ドレッシングのびん 資源物 びん類　　洗って水切りする

　フタ・注ぎ口（プラ製） 資源物 プラ資源　　洗って水切りする

ドレッシング容器（プラ製） 資源物 プラ資源　　洗って水切りする

トレイ（カップ麺）

　発泡スチロール製 資源物 白色・色つき分別　　洗って水切りする

　プラ製 資源物 プラ資源　　洗って水切りする

トロフィー 燃やせないごみ 指定袋に入るもの


