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わが家のごみと資源の出し方

収集日当日の朝8時30分までに決められた場所に出しましょう

●８時30分より後に出されたものは収集できない場合があります。

●前日の夜や収集日以外の日には出さないでください。

●ごみ袋は、透明または半透明の袋を使用してください。黒や色の濃い袋は使用しないでください。

●収集日は地域によって異なります。収集カレンダーなどでよく確認してください。

令和３年２月発行

保 存 版

伊勢原事業所
〒259-1111　神奈川県伊勢原市西富岡516-4

TEL 0463-91-3961　FAX 0463-91-3962

生木・生草の処理や

土壌改良についてお困りの方は

グリーントーカーズに

是非ご一報下さい。

生木・生草の処理や

土壌改良についてお困りの方は

グリーントーカーズに

是非ご一報下さい。

この広告は、広告収入を得て印刷経費の一部に充てるため有料で掲載しているものです。伊勢原市が、広告内容等について推奨するものではありません。この広告に関するご質問は、広告主に直接お問い合せください。

燃やすごみ

週２回

粗大ごみ

（有料）

草木類

（無料）

小型家電

（無料）

容器包装

プラスチック

週１回

資 源 物

月２回

生ごみ

プラスチック製品類
（プラマークのないもの）

その他可燃性のもの

ポリ袋、ラップ、包装用フィルム類、

容器・カップ類、トレイ類、ボトル類、

キャップ類、チューブ類、梱包材・緩衝材
表示のある

容器や包装

◦袋の口元をしばって出す。

◦収集場所にネットが設置されている場所では、ネットの中に入れる。

◦量が多いときは数回に分ける。

◦家庭で使用した注射器・注射針などは、医療機関等にご相談を。

◦一番長い辺が 50cm 以上のものは粗大ごみ。（木材は太さ・厚さ 10cm まで）

一番長い辺が 50cm 以上のもの（一

部例外あり）は粗大ごみ。

環境美化センターへ自己搬入する

か、電話予約制の戸別回収。

詳しくは 2 ページへ。

庭木をせん定した枝や刈草・落ち葉

などの草木類の資源化。

環境美化センターを経由して資源化

事業者へ自己搬入するか、電話予約

制の戸別回収。詳しくは2ページへ。

市役所や公民館などにある『小型家

電回収ボックス』へ。

対象は、携帯電話、ノートパソコン、

デジタルカメラ、ビデオカメラ、携

帯型デジタル音楽プレーヤーなど

詳しくは 2 ページへ。

◦種類に関係なく同じ袋にまとめて出す。

◦中身は空にして、汚れを落として出す。

◦どうしても汚れの落ちないものは燃やすごみに出す。

◦ 容器や包装ではないプラスチック製品（洗面器、おもちゃなど）は

大きさに応じて燃やすごみか粗大ごみ。

古 紙 類

ペットボトル 缶 類

ひもで

十字に結ぶ

ひもで十字に結ぶ

平たくして

ひもで束ねる

汚れていたら

「燃やすごみ」

新聞紙

雑誌・書籍 段ボール

水洗いし、

開いて乾燥後

ひもで束ねる

紙パック ひもで束ねる、または紙袋に入れる

➡

雑紙
資 源 物

月２回

表示のある

飲料用及び

しょうゆ容器

などが対象

①キャップ、ラベルを取る。

②中を洗い、つぶす。

③袋に入れるか

　ひもで束ねて出す。

●対象は、飲食用の缶のみ。

（飲料用、缶詰、海苔など）

●中を軽く洗い、透明・

　半透明の袋に入れて出す。

●カセットボンベ、

　スプレー缶は有害物に出す。

衣類・古布

●きれいにして、

　透明・半透明の袋に入れて出す。

●雨の日、雨が降りそうな日、地面が

　濡れている場所には出さない。

●革製の衣類、汚れた衣類・布などは

　50cm未満に切って燃やすごみへ。

廃食用油

●使用済みペットボトルに

　8分目程度入れて出す。

●雨水や異物が入らないよう

　ふたをしっかり閉めて出す。

●油が冷めてから

　ペットボトルに入れる。

雑紙として出せないものの例は3ページへ

ガラスびん

有害物・不燃物

月２回

飲料びん

調味料・食品びん

化粧品びん

①キャップ・ふたを外す。

②中を軽く洗い、汚れを取り除く。

③コンテナに分別して出す。

※コンテナが無い場合、袋の口をしばらず３色に分けて出す

※びん以外のガラス製品は不燃物

不 燃 物

陶器・せともの類

金属類、コップ

小型家電製品

●刃物や割れ物は、紙に包み

　中身が分かるように品目を表に書く。

●一番長い辺が50cm以上のものは粗大ごみ。

　※例外あり。詳しくは品目別リストへ。

●コンテナには入れず、透明・半透明の袋に

　入れて出す。

有 害 物
蛍光管のみが対象

白熱電球、LED照明

などや、

割れた蛍光

管は不燃物へ

充電式電池・

ボタン電池は

混ぜずに

販売店などの

回収ボックスへ

蛍光管 乾電池

●中身を使い切り、安全な場所で

　できれば穴をあける。

●キャップなどをできれば外す。

●外したキャップは材質により分別。

カセットボンベ、スプレー缶類

使い捨て
ライター

水銀式
体温計

無色 その他色 茶色

有害物はまとめて

プラスチック

コンテナ へ

がいこくご

ごみガイド
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粗大ごみ （有料） について

家電リサイクル品の処分方法

小型家電について

助成

事業

草木類 （無料） について

一時的に大量のごみが出た時は

飼犬・飼猫などペットの死体処理

パソコン本体・ディスプレイの処理

せん定枝粉砕機の

貸し出し

自己搬入　　環境美化センターへ直接持ち込む （予約不要）

自己搬入　　環境美化センターへ直接持ち込む

戸別回収　　環境美化センターへの電話予約

戸別回収　　環境美化センターへの電話予約

受付　　月曜日～土曜日（年末年始は除く）※日曜日を除く祝日も受付

　　　　午前9時～11時30分、午後1時30分～4時

持ち込み点数の制限なし。

処理料金は1点につき300円。現金でその場で支払い。

※ 自己搬入の際は収入証紙は必要ありません。

◦リサイクル料金は、品目・メーカーによって異なります。

◦ リサイクル料金や指定の引き取り場所は、「家電リサイクル券センター」

にお問い合わせください。

環境美化センターへ草木類を持ち込み「搬入確認済書」の発行を受けた後、

資源化事業者へ搬入。

長さ、太さ、量の制限なし。

受付　　月曜日～土曜日（年末年始及び資源化事業者の休日を除く）

　　　　　※日曜日及び祝日は搬入できません

　　　　午前9時～11時、午後1時30分～4時　　　　

１回５点まで。（日にちの指定、重複予約は不可）

収集日当日に伊勢原市収入証紙〈粗大ごみ〉（1枚500円）へ名前を記入し、

出す品物1点につき1枚貼り、屋外の回収しやすい場所に朝8時30分までに

出す。

集合住宅の場合は1階へ降ろす。立ち合いは不要。

対象

品目
テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機

処分

方法
①買い替えの場合…… 新しい商品を購入する店で手続きをする

②不要になった場合… その商品を購入したお店で手続きをする

③ 購入した店が不明の場合… 家電リサイクル券を郵便局で購入し、

指定の引き取り場所に持ち込む

（日にちの指定、重複予約は不可）

収集日当日、屋外の回収しやすい場所に朝8時30分までに出しておく。

【収集の目安】　束の場合‥‥１本の長さ１m以内、太さ15cm以内

　　　　　　　　　　　　　　束の径は40cm以下が３束以上

　　　　　　　　袋の場合‥‥45ℓ２袋以上（90ℓ１袋以上）

一番長い辺が

50cm以上のものは

粗大ごみです。

※ 50cm未満でも粗大ごみになるもの、複数

で1点扱いのもの、1つの品物で複数点扱

いのものもあり。詳しくは品目別リストへ。

粗大ごみの処理は２つの方法があります。

家電リサイクル法対象品目は家電メーカーがリサイクルします。

粗大ごみとしての取り扱いができません。

燃やすごみ減量のため、家庭から出るせん定した枝や刈草、落ち葉などの

草木類の資源化に取り組んでいます。

資源化処理方法は２つあり、いずれも処理費用は無料です。

引っ越しなどで大量にごみが出た場合、環境美化センターで搬入承認書の発

行を受け、ご自身で搬入（有料）することができます。

承認書がないと受け入れができないので、処分したいごみを分別し車に積ん

で、環境美化センターにお越しください。

詳しくはお問い合わせください。

※ 本人以外が搬入する場合

は、委任状が必要です。

動物霊園にて合同葬をします。

環境美化センターへお持ち込みください。

立ち合いや骨の持ち帰りは出来ません。

火葬料5,400円をご負担いただきます。

家庭で使用しているパソコン（デスクトップ型・ディスプレイを含む）は製

造メーカーにより自主回収、リサイクルが実施されています。

回収方法、料金などは直接メーカーにお問い合わせください。

メーカーが不明なものは、「パソコン3R推進協会　☎03-5282-7685」へ

お問い合わせください。

※ノートパソコンは小型家電回収ボックスに出すことができます。

小型家電製品に含まれているレアメタルや

有用な金属などの資源確保のため、小型家

電の分別収集にご協力お願いします。

できるだけ、市役所や市立公民館等にある

小型家電回収ボックスにお出しください。

生ごみ処理機等の購入費補助について

「電動式生ごみ処理機」及び「生ごみ処理容器（コンポスター、

キエーロなど）」の購入費補助を行っています。

補助額は1/2で上限額が電動式は3万円、処理容器は1万円です。

詳しくは担当へお問い合わせください。

路上などで小動物の死体を

見つけた場合は、環境美化

センターへご連絡ください。

【対象品】

携帯電話、デジタルカメラ、

ビデオカメラ、携帯型デジ

タル音楽プレーヤー、ゲー

ム機、電子辞書、ＤＶＤプ

レーヤー、ゲームカセット、

ノートパソコン

受付時間：午前9時～11時

　　　　　午後1時30分～4時

※日曜日は搬入できません

家庭からごみとして出るせん定枝を細かくする

「せん定枝粉砕機」の貸し出しを無料で行って

います。

貸し出しは予約制です。手続きの方法など詳しくはお問い合わせください。

一番長い辺

粗大ごみの基準

50cm

　以上

が50cm以上のもの

伊勢原市収入証紙〈粗大ごみ〉は、市内

のコンビニエンスストアやたばこを取扱

う商店などで販売しています。

※ 環境美化センターでは販売していませ

ん。

購入された収入証紙は払い戻し等ができ

ません。ご確認の上お買い求めください。

■指定の引き取り場所への代理運搬

環境美化センターでは、家電リサイクル法対象品目を戸別回収し、指

定引き取り場所への代理運搬を受け付けています。

運搬料は1点につき2,000円です。支払いは、伊勢原市収入証紙〈粗

大ごみ〉４枚をご用意ください。※家電リサイクル券は別途必要です

詳しくはお電話にてお問い合わせください。

①対象外のもの

　◦竹や笹、キョウチクトウ、根株、芝生、除草剤が付着した刈草

　◦一般ごみなどの異物が混入しているもの

　◦ 造園業者やシルバー人材センターなどの事業者に作業を依頼し

たもの

　◦田畑や会社など、一般家庭以外から出るもの

②少量の草木類は燃やすごみでも排出が可能

▽
注
意
事
項
△

500円

 伊勢原市収入証紙

 〈粗大ごみ〉

氏 名

家電リサイクル券センター 検索☎0120-319640
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問い合わせ・申し込み先

収集場所 （ステーション） について

雑
ざつ

紙
がみ

として出せる紙・出せない紙

市で収集、処理ができないもの （排出禁止物）

ごみと資源の出し方

　品目別リスト （50音順）

環境美化センターについて

収集場所はいつもきれいに

雑紙として出せるもの

雑紙として出せないものの例（燃やすごみに出す）

出したごみに責任を

排出禁止物

事業系のごみ

オートバイの処理

環境美化センター
〒259-1138　伊勢原市神戸378

電話 0463-94-7502

FAX 0463-92-4717

【主な申し込み・問い合わせ内容】

◦ごみや資源の収集や処理について

◦収集場所の新設、変更（地元衛生委員を通じて）

◦ごみ減量化、資源化について

◦し尿の汲み取り関連は

　市役所　戸籍住民課で受付　☎ 94-4711　FAX 90-1122

◦犬、猫等の死体処理の連絡相談

◦ハチ等の防疫処理の相談　　　　など

◦ 品目名の末尾に　　がある場合、一番長い辺が50cm以上の

場合は「粗大ごみ」です。

◦プラマークのないプラスチック製品は「燃やすごみ」です。

◦特殊なもの、重量物は回収ができない場合があります。

次ページへつづきます

※容プラは容器包装プラスチックの略

収集できないものは、黄色いシールを貼るなど

注意喚起をして収集場所に残します。

ご自身の排出したものが残っていたら、シール

の内容を確認し、正しく処理しましょう。

資源物収集日に雑紙として出せるもの、出せないものがあります。

◦ 収集場所はごみ捨て場ではありません。収集車が作業するまでの一時持ち

出し場所です。

◦ ネットが設置されている場所では、ネットの中へしっかり入れてくださ

い。

◦ 収集場所は、利用者が協力して管理するものです。ルールを守り、清潔に

保ちましょう。

◦ 収集場所の新設、移設、廃止などは利用者、地域でよく話し合いのうえ、

環境美化センターにご連絡ください。

◦紙箱（お菓子、ティッシュ、冷凍食品など）

◦包装紙　　◦ハガキ、封筒

◦ポスター、カレンダー　　◦メモ用紙

◦パンフレット、チラシ

◦トイレットペーパー・ラップの芯　　など

◦特殊加工された紙（ビニールコート紙、防水紙、ワックス加工紙、合成紙）

◦写真、油絵、感熱紙、カーボン紙、アルミ箔のついた紙

◦においがついた紙（石けん、線香の箱）、油などで汚れた紙

◦シュレッダーされた紙　 など

※ ティッシュの箱や封筒の

ビニール部分、クリップ

など紙以外のものは取り

除き、材質に応じて分別

してください。

（例） 医療系廃棄物、ガスボンベ、農薬、ガソリン・オイル、塗料、バッテ

リー、自動車部品・オートバイ部品等、たたみ、ピアノ・オルガン、

耐火金庫、浴槽、流し台・洗面台、消火器、コンクリート・ブロッ

ク、土砂・石・砂利　など

事業所から出るごみは、自己処理をすることが法令で定められています。廃

棄物収集業者に処理を依頼するなどしてください。

詳しくは、環境美化センターにお問い合わせいただくか、市ホームページを

ご確認ください。

二輪車は、二輪車リサイクルシステムによりメーカーリサイクルとなってい

ます。（リサイクル料金は無料です）

　　　　　　 「廃棄二輪車取扱店」にお持ちいただくか、「二輪車リサイクル

コールセンター」にお問い合わせください。

　　　　　　※バイクの部品や自転車は対象外です。

　　　　　　☎050-3000-0727

ごみや資源物などを出す場所は品目によって異なります。（兼ねている場合

もあり）

分からない場合は、お隣やご近所に確認しましょう。

集合住宅の場合は、オーナーや不動産管理会社に確認してください。

市で処理が困難なものや事業所から出るごみなどは、収集できません。

販売店や専門処理業者へ相談してください。

至松田

至秦野

大住台

三之宮

比々多神社
至大山

至厚木

至厚木

国
道２４６号

市役所

伊勢原駅

至大磯

神奈中

小田急線

鶴見
コンクリート

COCO’S

工業団地入口坪ノ内

伊勢原清掃工場

はだのクリーンセンター

環境美化
　センター

東名高速

二輪車リサイクルシステム 検索

品　　目 区　分

あ アイロン台
50cm未満は金具を外し燃やすごみ

粗大ごみ

油よけ（アルミ製：天ぷらガード） 不燃物

雨どい 2本まで1点 粗大ごみ

網戸・雨戸 2枚まで1点 粗大ごみ

アルバム 燃やすごみ

アルミ箔 燃やすごみ

アンテナ（衛星放送用・テレビ用）
 50cm未満は不燃物

粗大ごみ

アンプ 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

い 石、砂利、砂、土、ブロックなど 排出禁止物

衣装ケ ース　 同素材のもの3個で1点

  （2段以上の引出型は1個1点）
粗大ごみ

いす（金属製） 不燃物

品　　目 区　分

い いす（木製） 燃やすごみ

板 （50㎝未満）　  2m未満、厚さ3㎝未満は

2枚で1点の粗大ごみ 建築廃材は排出禁止
燃やすごみ

一輪車（遊具・運搬用） 粗大ごみ

一升びん ガラスびん

一斗缶（18㍑）（業務用を除く） 不燃物

犬小屋　　　　　 50㎝未満は材質に応じて

燃やすごみか不燃物
粗大ごみ

医療系廃棄物 排出禁止物

衣類 衣類・古布

衣類乾燥機 家電リサイクル

入れ歯 不燃物

インクカートリッジ
販売店等のリサイクル回収箱へ

燃やすごみ

品　　目 区　分

う 植木鉢（陶器） 不燃物

ウォーターサーバー
レンタル品はメーカー等へ返却

粗大ごみ

ウォーターベッド
中の水を抜いたら粗大ごみ

排出禁止物

臼（うす） 排出禁止物

ウッドデッキ（1坪まで） １つで３点分

 分解して２m未満に切る　１坪超は排出禁止
粗大ごみ

え エアコン 家電リサイクル

園芸用支柱 50cm未満に折る 不燃物

延長コード（ドラムロール含む） 不燃物

お オイル 排出禁止物

オイル缶 不燃物

オイルヒーター 大きさに関わらず粗大ごみ 粗大ごみ

品　　目 区　分

お オーブンレンジ 大きさに関わらず粗大ごみ 粗大ごみ

温度計 不燃物

か カーテン 衣類・古布

カーテンレール
2本まで1点、50cm未満は不燃物

粗大ごみ

カーペット（じゅうたん） 粗大ごみ

貝殻 燃やすごみ

懐中電灯 電池を抜いて出す 不燃物

鏡 　　     割れているものは紙などに包み

「鏡」と書く
不燃物

額（金属製） 　　  金属製以外はガラスを

外し燃やすごみ
不燃物

傘 50cm以上でも不燃物 不燃物

注意事項



4

品　　目 区　分

か 加湿器 不燃物

ガスコンロ 電池を抜いて出す

 50㎝未満は不燃物
粗大ごみ

ガスボンベ 排出禁止物

カセットコンロ ボンベは外す 不燃物

カセットボンベ
 中身を使い切り、できれば穴をあけて出す

有害物

鞄 金属製は不燃物 燃やすごみ

紙おむつ 汚物はトイレに流す 燃やすごみ

かみそり（本体プラスチック製）
 本体が金属製は不燃物

燃やすごみ

紙袋 取っ手が紙以外の場合は取り外す 古紙類（雑紙）

カメラ（フィルムカメラ） 不燃物

カメラ（デジタルカメラ・ビデオカメラ） 小型家電

カラオケセット 50㎝未満は不燃物 粗大ごみ

ガラス 　  割れているものは紙などに包み

「ガラス」と書く
不燃物

革製品 燃やすごみ

瓦 排出禁止物

換気扇 不燃物

乾燥剤 燃やすごみ

乾電池（アルカリ電池、マンガン電池）
ボタン型電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、

リチウムイオン電池などは販売店に返却

有害物

缶類（飲食用） 缶類

き キーボード（楽器） 粗大ごみ

脚立 2m超の場合は自己搬入 粗大ごみ

キャップ・ふた（金属製）
 プラスチック製は容プラ

不燃物

キャリア（自動車用） 粗大ごみ

牛乳パック（内側が白いもの） 古紙類（紙パック）

教科書・参考書 古紙（雑誌・書籍）

金庫（耐火性）
 50cm未満の手提げ金庫は不燃物

排出禁止物

く 空気入れ 50cm以上でも不燃物 不燃物

空気清浄機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

クーラーボックス（プラスチック製） 
 金属製は不燃物

燃やすごみ

草刈り機 業務用は排出禁止物 粗大ごみ

靴・長靴 燃やすごみ

車いす（電動含む） 粗大ごみ

グローランプ 不燃物

くわ等 業務用は排出禁止物

 50cm未満は不燃物
粗大ごみ

け 蛍光灯（管）
 電球、グローランプ、割れた蛍光灯は不燃物

有害物

珪藻土製日用品 不燃物

携帯電話 小型家電

ゲーム機 小型家電

ゲームソフト カセットタイプは小型家電 燃やすごみ

玄関マット（金属製） 
 布製、ゴム製は燃やすごみ

不燃物

健康器具（エアロバイク・ルームランナーなど） 粗大ごみ

建築廃材 排出禁止物

鍵盤ハーモニカ 不燃物

こ 高圧洗浄機 50㎝未満は不燃物 粗大ごみ

コード 束ねて、ひもで縛る 不燃物

ござ 50㎝未満に切れば燃やすごみ 粗大ごみ

こたつ やぐらと天板セットで1点 粗大ごみ

コップ（ガラス製、陶製）
割れているものは紙などに包み「コップ」と書く

不燃物

米びつ 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

ゴルフクラブ 束ねて出す

 50cm以上でも不燃物
不燃物

ゴルフバッグ 粗大ごみ

コンクリートがら類 排出禁止物

梱包材・緩衝剤（発砲スチロール） 容プラ

さ サーフボード 排出禁止物

座いす 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

サイドボード ガラスはテープで破損防止する 粗大ごみ

サッシ 2枚まで1点 粗大ごみ

座布団  50㎝以上は2枚まで1点の粗大ごみ 燃やすごみ

品　　目 区　分

さ 三輪車 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

し シーツ 衣類・古布

CD、MD、DVD、レコード盤 燃やすごみ

CD、MD、DVDプレーヤー 小型家電

七輪 不燃物

自転車
 電動アシスト付きの充電池は外して出す

粗大ごみ

自動車部品・オートバイ部品 等
（マフラー、バンパー、シート、ホイール等）

排出禁止物

芝刈り機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

ジャッキ 不燃物

ジューサー・ミキサー 不燃物

シュレッダー（家庭用） 不燃物

シュレッダー紙 燃やすごみ

ジョイントマット 50cm未満に裁断する 燃やすごみ

消火器 排出禁止物

障子 2枚まで1点 粗大ごみ

照明器具 　　　　　　　 蛍光管は外して

「有害物」へ出す
不燃物

食器洗い機 大きさに関わらず粗大ごみ 粗大ごみ

食器乾燥機 不燃物

食器棚 粗大ごみ

人工芝 50cm未満に裁断する 燃やすごみ

す 水槽（ガラス製） 
 プラスチック製は燃やすごみ

不燃物

水筒（金属製・ガラス製） 
 プラスチック製は燃やすごみ

不燃物

炊飯器 不燃物

スーツケース
 50cm未満は燃やすごみ／金属製は不燃物

粗大ごみ

姿見 粗大ごみ

スキー板、ストック
 セットで1点　ストックのみなら不燃物

粗大ごみ

スキーウェアー（スノーボードウェアー） 燃やすごみ

スキー靴（スノーボードブーツ） 燃やすごみ

スキャナー 不燃物

スコップ 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

すだれ・よしず 50cm未満に切れば燃やすごみ 粗大ごみ

ステレオセット コンポはセットで１点

 50cm未満は不燃物
粗大ごみ

スノーボード 粗大ごみ

すのこ 50cm未満に切れば燃やすごみ 粗大ごみ

スプレー缶
 中身を使い切り、できれば穴をあけて出す

有害物

せ 石油ストーブ・ファンヒーター 粗大ごみ

せともの（皿・茶碗など） 不燃物

洗剤の箱（紙製） 匂いがするため再生不可 燃やすごみ

洗濯機 家電リサイクル

洗濯ハンガー 金属製は不燃物 燃やすごみ

扇風機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

洗面台 排出禁止物

そ 葬祭用品 排出禁止物

掃除機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

ソーラーパネル 排出禁止物

ソファー １脚で１点 粗大ごみ

た 体温計（水銀式） デジタル式は不燃物 有害物

体重計・ヘルスメーター 不燃物

タイヤ（自動車用・オートバイ用） 排出禁止物

タイヤチェーン（金属）
 非金属は燃やすごみ

不燃物

タイヤチューブ（自転車用） 燃やすごみ

タイル 排出禁止物

タオル・バスタオル・タオルケット 衣類・古布

竹串 先端を折るか紙に包む 燃やすごみ

たたみ 排出禁止物

タンス 上下のセットで1点 粗大ごみ

段ボール箱 古紙類（段ボール）

ち チャイルドシート 粗大ごみ

茶碗、皿 不燃物

つ つえ 金属製は不燃物 燃やすごみ

品　　目 区　分

つ 使い捨てカイロ 燃やすごみ

机 イスは、別に1点 粗大ごみ

つっぱり棒 不燃物

漬物石（市販のもの） 排出禁止物

つり竿 束ねて出す　50㎝以上でも不燃物 不燃物

て DVDレコーダー 不燃物

鉄パイプ・鉄棒
 長さ2m、肉厚 2mm、直径1㎝以内。

 長さ50 ㎝未満は不燃物

粗大ごみ

鉄板 肉厚２mm以内、2枚まで1点 粗大ごみ

テレビ 家電リサイクル

電気スタンド 　　　　　 蛍光管は外して

「有害物」へ出す
不燃物

電気ストーブ（ヒーター） 不燃物

電気毛布 粗大ごみ

電球（LED含む） 紙などに包み「電球」と書く 不燃物

電球型蛍光灯、コンパクト型蛍光灯 有害物

電子レンジ 大きさに関わらず粗大ごみ 粗大ごみ

天体望遠鏡 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

テント（レジャー用） 粗大ごみ

電話機 不燃物

と 戸・ドアー 2枚まで1点 粗大ごみ

灯油 排出禁止物

時計  電池は抜いて出す 不燃物

戸棚 粗大ごみ

トタン板 2枚まで1点 粗大ごみ

ドラム缶 排出禁止物

ドレッサー イスは、別に1点 粗大ごみ

鍋、土鍋 不燃物

な 鍋焼きうどんなどの容器（アルミ製） 燃やすごみ

生ごみ処理機 50cm未満の電動は不燃物

 プラスチック製は燃やすごみ
粗大ごみ

に 人形・ぬいぐるみ 燃やすごみ

ぬ 布切れ、はぎれ 燃やすごみ

粘土・紙粘土 陶芸用は除く 燃やすごみ

の 農機具 排出禁止物

農薬・薬品など 排出禁止物

ノート型パソコン 小型家電

のこぎり 紙などに包み「のこぎり」と書く 不燃物

は 灰 水に濡らして、袋に入れて出す 燃やすごみ

はしご 2m以上は自己搬入 粗大ごみ

バッテリー（鉛電池） 排出禁止物

発電機 レジャー用程度の小型のみ 粗大ごみ

バット（金属製） 50㎝以上でも不燃物

 木製は燃やすごみ
不燃物

発砲スチロール 成型梱包材は50㎝未満にする 容プラ

発砲スチロール（粒状のもの） 燃やすごみ

花火 使い切ってから水で濡らし、袋に入れる 燃やすごみ

刃物 紙などに包み「刃物」と書く 不燃物

針金、ワイヤー 不燃物

ハロゲンヒーター 不燃物

ハンガー 金属製は不燃物

 プラマーク表示のあるものは容プラ
燃やすごみ

ひ ピアノ・電子ピアノ 排出禁止物

ひげそり
 非電動で本体プラスチック製は燃やすごみ

不燃物

ビデオテープ 燃やすごみ

ひな段 粗大ごみ

ビニールシート 畳1畳程度に裁断 燃やすごみ

びん（飲食、化粧品など） ガラスびん

びん（農薬、薬品） 不燃物

ふ フェンス 2枚まで1点 粗大ごみ

ふすま 2枚まで1点 粗大ごみ

仏壇・仏具 排出禁止物

ふとん 2枚まで1点 粗大ごみ

ブラインド 2枚まで1点 粗大ごみ

プランター（プラスチック製） 
 50cm以上は同素材のもの3個で1点の粗大ごみ

燃やすごみ

プリンター 不燃物

品　　目 区　分

ふ 風呂桶・風呂釜 排出禁止物

風呂のふた 50cm未満は燃やすごみ 粗大ごみ

プロパンガスボンベ 排出禁止物

噴霧器（家庭用） 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

へ ベッド（介護用電動ベッドも可）
 本体とマットで1点・マット2枚ものは2点

 2段ベッドは2点

粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ヘルメット 燃やすごみ

便器 排出禁止物

ペンキ・塗料
 少量であれば紙や布にしみ込ませて燃やすごみ

排出禁止物

ペンキ缶（中身の無いもの） 不燃物

便座・便座のふた
 シャワー式便座は粗大ごみ　ビニール袋に入れて出す

燃やすごみ

ほ ボイラー 排出禁止物

ほうき  50cm未満に切る　金属製は不燃物 燃やすごみ

帽子 衣類・古布

包装紙 古紙類（雑紙）

包丁 紙などに包み「刃物」と書く 不燃物

ホース 2m程度に切る 燃やすごみ

ホースリール 金属製は不燃物 燃やすごみ

ポータブルトイレ（介護用）
 洗ってからビニール袋等に包んで出す

粗大ごみ

ボーリングの玉 排出禁止物

ボール（スポーツ用） 燃やすごみ

ポット（電気ポット含む） 不燃物

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットプレート 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

ボディボード 粗大ごみ

ポリタンク（20㍑まで）
 中身を空にしキャップを外す

燃やすごみ

保冷剤 燃やすごみ

本棚、書架 ガラスはテープで破損防止する 粗大ごみ

ま まくら、抱きまくら 燃やすごみ

マッサージ機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

マットレス 粗大ごみ

まな板（木製・樹脂製） 燃やすごみ

み ミシン 大きさに関わらず粗大ごみ 粗大ごみ

も 毛布 洗ってから出す 衣類・古布

木材（角材）　※建築廃材を除く
 長さ50cm未満、直径10cm未満にする

燃やすごみ

もちつき機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ

物置（スチール製１坪まで）
 解体してひもで縛る　1つで3点

粗大ごみ

物干し竿 2m以内にし、2本で1点 粗大ごみ

物干し支柱 セットで1点

 コンクリート台は排出禁止
粗大ごみ

門扉 2枚まで1点 粗大ごみ

や やかん 不燃物

よ 洋服掛け（パイプハンガー） 粗大ごみ

ら ライター（金属製） 不燃物

ライター（使い捨て） 有害物

ラケット（金属製） 50cm以上でも不燃物

 木製は燃やすごみ
不燃物

ラジカセ、CDラジカセ 不燃物

ラップ・ホイルの紙箱・芯
 刃は外して不燃物

古紙類

（雑紙）

ランドセル
 金属部分はできるだけ外して不燃物

燃やすごみ

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル

冷風機 50cm未満は不燃物 粗大ごみ

レジ袋 容プラ

レンガ、ブロック 排出禁止物

ろ ローラースケート、ローラーブレード 不燃物

わ ワープロ 不燃物

ごみと資源の出し方

　品目別リスト （50音順）
 ３ページにも記載があります　※容プラは容器包装プラスチックの略

◦ 品目名の末尾に　　がある場合、一番長い辺が50cm以上の

場合は「粗大ごみ」です。

◦プラマークのないプラスチック製品は「燃やすごみ」です。

◦特殊なもの、重量物は回収ができない場合があります。

注意事項

掲載されていない品目は

こちらから

ご確認ください。 ➡


