
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 訂 版 

平成２９年３月発行 

家庭ごみの分け方・出し方早見表 

(平成２９年３月改訂） 

家庭ごみ・資源物の主な品目を、五十音順に掲載しています。 

  

 ◇改訂版の発行にあたって 

 ◇図解２３分別 

 ◇早見表（５０音順） 

 ◇小型家電リサイクル 

 ◇食用油のリサイクル 

 ◇「ビン」・「その他の紙類」の分別 

 ◇Ｑ＆Ａ（よくある問い合せ） 

 ◇問合わせや持込み先 

 ◇地区別収集日一覧 
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常陸太田市民環境会議・常陸太田市 

 

＜問い合わせ先一覧＞ 

○清掃センター     ７２－３３１６ 
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≪改訂版の発行にあたって≫ 

 

１．改訂にあたって 

   平成２４年８月に開始した『資源ごみ・燃えないごみの無料化と２３分別回収制 

度』は，５年余りが経過し着実に浸透しております。今後も，市民一丸によるごみ 

の分別・リサイクルの強化を図ることを目的に，『早見表』を改訂いたします。 

 

２．主な改訂内容 

①『食用油（植物性）』の出し方 

  ●これまで「燃やすごみ」として出していた食用油（植物性）が，資源物として，

市内４か所（市役所本庁・各支所）に設置の『専用ボックス』に出すことができ

ます。出し方など詳しくは，２９ページをご覧ください。 

品 目 変更前 変更後 

食用油（植物性） 燃やすごみ 市内４か所の『専用ボックス』へ 

食用油（動物性） 燃やすごみ 燃やすごみ 

油（エンジンオイルなど） 市で収集しない 市で収集しない 

 

②『金属製のビン・缶のふた（キャップ）』の分別区分が変更になります。 

主な品目 変更前 変更後 

・栄養ドリンクのふた 

その他の金属類 アルミ缶・スチール缶 ・缶コーヒーのふた  

・缶詰のふた   など 

 

③『古着・毛布』で出すことができる品目が増えました。 

  ●「燃やすごみ」に分類していた品目も「古着・毛布」で出すことができます。 

 <古着・毛布類で出せる主な品目> 

靴下 肌着 ネクタイ シーツ 

バスタオル 布きれ パジャマ 下着 

布団カバー タオル タオルケット 浴衣 

運動着 学生服 着物・和服類 クッションカバー 

ジーパン ワイシャツ スーツ 夏がけ・肌がけ 

 

④『パソコン』の出し方 

 ●「パソコン」は，種類により，次の分別区分になります。 

ノートパソコン その他の金属類 

・個人情報データは必ず消去する。 

・一辺が 50㎝を超える場合「粗大ごみ」。 デスクトップ型パソコン（液晶） 

デスクトップ型パソコン（ブラウン

管製） 

市で収集・処理しないごみ 

・メーカー又はパソコン３Ｒ推進協会（03-

5282-7685）に相談。 
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⑤『電池類』の出し方 

  品目 変更前 変更後 

ボタン電池 原則，購入先に処理依頼。

それが難しい場合，「乾電

池」で出す。 

乾電池 充電式電池 

リチウム電池 

 

⑥『ベットマット』の出し方 

  変更前 変更後 

解体し，スプリングとそれ以外に分ける 解体せずに持ち込み可 

 

⑦『携帯電話』等の小型家電の出し方 

●携帯電話等の小型家電は，「その他の金属類」として集積所に出せるほか，市内 

５カ所（市役所本庁・各支所・生涯学習センター）に設置の『専用の木製ボックス』 

に出すこともできます。詳しくは，２７ページをご覧ください。 

 

３．『家庭ごみの分け方・出し方一覧表（平成 24年 8月発行）』の改訂について 

 ●「早見表」の改訂に合わせ『家庭ごみの分け方・出し方一覧表』についても一部改

訂しました。主な改訂内容は，次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

主な改訂内容 改訂前 改訂後 

◆寸法（大きさ）等 Ｂ３版（両面・カラー） Ａ３版（片面・カラー） 

◆『金属製のビン・缶のふた

(キャップ)』の分別区分 
「その他の金属類」 

「アルミ缶・スチール

缶」 

◆『靴下・肌着・ネクタイ・

シーツ・バスタオル・布きれ』

の分別区分 

「燃やすごみ」 

「古着・毛布」 

※透明・半透明なビニー

ル袋を使用して出す。 

◆『ボタン電池・充電式電池』

の分別区分 
販売店に処理を依頼する 「乾電池」 

◆『剪定枝（粗大ごみ）』の大

きさ制限 
長さが 2ｍまで 

長さが 2ｍまで・太さが

12㎝まで 

◆『パソコン』の処分方法 メーカー引取り 
デスクトップ型（ブラウ

ン管）以外は，市で収集。 

◆『営業系のごみ』の表記 営業系ごみ 事業系一般廃棄物 

 

『一覧表』も一部改訂します！

主な改訂は次の 

とおりです。 
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◎集積所での収集日は，毎週 2回 （      曜日・     曜日） 

◎集積所へ出す場合には，市指定のごみ袋（緑色）または処理券を使用する。 

◎清掃センターへ自己搬入する場合には，10kg当り 154円の処理手数料となる。搬入の際，市 

指定のごみ袋を使用する必要はない。市指定のごみ袋を使用した場合も処理手数料はかかる。  

＜燃やすごみを出す際のお願い＞ 

・市指定のごみ袋は，40Lの袋は 10kg以内，20Lの袋は 5kg以内にして出す。 

・処理券を使用する場合は，ひも等でしばり，長さは 50cm以内，重さは 10kg以内にする。 

・生ごみは，よく水切りをしてから出す。 

・危険物（爆発性のあるもの）や燃えないごみは混入しない。 

・古着等の布製品は，汚れがひどいもの以外は，「古着・毛布」の区分で出す。 

・紙類（ティッシュやお菓子の箱等）は，「その他の紙類」の区分で出す。 

【主な燃やすごみ】 

●汚れた紙類       ●再利用できない革製品・布製品   ●プラスチック類・ 

ゴム類・ビニール類 

 

 

 

 

 

  

 

 

    ★燃やすごみに出す前に★ 

・不用になったおもちゃや雑貨など，まだ使えるもの

は必要な人へ譲りましょう。 

・食品は，食べられるだけ買うようにしましょう。 

・残飯は，堆肥化などリサイクルしましょう。市では

生ごみ処理容器の購入費補助を行っています。 

●生ごみ（堆肥化等の自家処理が 

できないもの） 

ちり紙，油などで汚 

れた紙，防水加工され 

た紙，紙おむつ等 

バッグ類，靴製品，

汚れた布製品等 

お菓子等の包装袋，

ポリ容器等 

●再利用できない木製品，自宅で 

処理できない落ち葉や剪定枝 

 

1 

燃やす必要がある  

ものだけ出す！ !  

http://www.kamikatsu.jp/zero-waste/torikumi/si-ru/gomi/21-waribasi.jpg
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◎集積所での収集日は，月１回，ビン類の日 （毎月第          曜日） 

◎キャップを外して，水洗いし，色別に分けて，集積所のコンテナ又は清掃センターへ出す。 

◎手で取り外せないキャップやラベル・シールはそのまま出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一升ビン，牛乳ビン，酢，ドレッシング，    （ビールビン，栄養ドリンク，飲み薬など） 

ジャム，コーヒーなど） 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

（ワイン・ウイスキー・焼酎など） 

 

 

  

色の判断が難しいものは， 

その他の色のビンへ 

●間違ってビン類に入れてしまうもの 

 

 

 

 

ガラス製の食器（コップ・お皿）   ほ乳瓶    花瓶     化粧品の瓶 

    

（注）ガラスで作られた容器（コップ・お皿・ほ乳瓶・花瓶・灰皿等）や化粧品の瓶

などは，色にかかわらず，       となります。 

                                     

様々なビンにリサイクルされる 
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◎集積所での収集日は，月１回，ビン類の日  （毎月第          曜日） 

◎集積所のバケツ又は清掃センターへ出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （茶碗）     （皿）    （マグカップ）   （植木鉢）     （置物） 

など 

 

 

 

 

 

 （ガラス製の食器） （ほ乳瓶） （花瓶）  （化粧品の瓶）   （割れたガラス）など 

  

 

 

◎集積所での収集日は，月１回，ビン類の日  （毎月第          曜日） 

◎集積所のバケツまたは清掃センターへ出す。 

◎電池類（乾電池・ボタン電池・充電式電池・リチウム電池等）を出せる。 

 

 

 

 

 

（乾電池）        （充電式電池）      （ボタン電池） 

路盤材にリサイクルされる 

鉄製品等にリサイクルされる 
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（乾電池）        （充電式電池）      （ボタン電池） 

                                  

 

 

 

◎集積所での収集日は，月１回，ビン類の日 （毎月第          曜日） 

◎集積所のバケツまたは清掃センターへ出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎集積所での収集日は，月１回，ビン類の日 （毎月第          曜日） 

◎集積所のバケツまたは清掃センターへ出す。 

 

 

 

 

 

  （手鏡・割れた鏡） （白熱電球・LED電球）  （水銀体温計）  （ライター）など 

 

 

◎ペットボトルに入れて市役所・各支所の回収ボックスへ出す。 

◎動物性の食用油は，燃やすごみ。 

★未開封の油はそのまま出す。      ★使用済み油は， 

ペットボトルに入れ， 

しっかりフタを占めて 

出す。 

できるだけ割らないで

バケツの中へ 

8 

 

 

水銀とガラス製品にリサイクルされる 

9 

 

 

ボイラーの燃料等にリサイクル 

●機械油又はエンジンオイル 

埋立て処分される 
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◎集積所での収集日は，月１回，ビン類の日 （毎月第          曜日） 

◎ラベルとキャップを外し，水洗いして，できるだけつぶして，集積所のネット又は清掃センターへ出す。 

◎ラベルは燃やすごみ，キャップはふた用バケツへ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「小バケツ」へ入れる 

 

 

 

◎集積所での収集日は，月１回，缶類の日  （毎月第          曜日） 

◎水洗いし，水切りしてから集積所のネット又は清掃センターへ出す。 

 

 

 

 

 

（白色トレイ）       （発泡スチロール）  

  

水洗いして，できるだけつぶす 

シールやラベルは， 

はがさなくてよい 

シール 

≪燃やすごみで出すトレイ等≫ 

 

 

 

色・柄のある着色トレイ    土等が付着し汚れが落ちないもの・劣化して崩れるもの 

 

プラスチック製品にリサイクルされる 

ペットボトル本体は衣類等にリサイクル。ふたは，ポリオワクチンの費用とな

る。 
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12 

 

11 
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★売却しリサイクルされる貴重な資源なので，燃やすごみに入れないようお願いします。 

ただし，汚れている紙，防水加工された紙，個人情報を含む紙等は，燃やすごみに出しましょう。 

 

◎集積所での収集日は，月１回，缶類の日 （毎月第          曜日） 

◎種類別にまとめて集積所又は清掃センターへ出す。 

◎束ねられるものはひもで縛り，小さな紙・小さな箱等で縛れないものは紙袋に入れて出す。 

 

 

●新聞紙とちらしは一緒にまとめて縛る。 

 

 

 

 

●種類ごとに束ねてひもで縛る。 

 

 

  

 

 

 

 

●大きさがばらばらのものは，まとめて紙袋入れる。 

 

 

 

 

（ 紙の芯，封筒，ティッシュやお菓子の箱，コピー用紙・包装紙 ） 

 

  ●紙類に入れてはダメなもの 

 

 

 

汚れた紙   ヨーグルトなどの容器       写真       レシート 

感熱紙 

紙パックは開いて乾かす。なお，内側が 

銀色や茶色のものは燃やすごみへ 

ダンボール

は断面が波

状 

紙袋 

13 17 

 

新聞紙，ダンボール，再生紙等にリサイクルされる 

まとめて紙袋へ！ 
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◎集積所での収集日は，月１回，缶類の日  （毎月第          曜日）  

◎中身が汚れないよう透明または半透明の袋に入れて集積所又は清掃センターへ出す。 

◎汚れがひどいもの以外は，破れていても「古着・毛布」として出せる。 

◎洗濯しても汚れが落ちないものは「燃やすごみ」で出す。 

 

  

 

 

 

 

 

      （スーツ，ワイシャツ，ジーンズ，着物・和服類，ネクタイなどの衣類全般） 

 

 

 

 

 

 

     （ジャージ）          （タオル・毛布・シーツ）       

 

 

 

 

 

 

（マフラー・帽子）        （靴下）      （ハンカチ）  など 

 

 

 

 

 

 

 

  

●集積所には出せないもの 

 

 

 

 

（布団）       （カーテン） 

 

衣類として再利用。又は，工業用ウエスや車のクッション材等にリサイクル。 
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◎集積所での収集日は，月１回，缶類の日  （毎月第          曜日） 

◎水洗いして，集積所のコンテナ又は清掃センターへ出す。 

 

 

 

 

 

 

（アルミ缶，スチール缶，かん詰め缶，菓子缶，スプレー缶など） 

 

 

 

 

 

 

 

◎集積所での収集日は，月１回，缶類の日 （毎月第          曜日） 

◎集積所のコンテナ又は清掃センターへ出す。 

◎集積所に出すときの制限は，一辺の長さが 50cm 以内，重さは 10kg以内のもの。 

 

 

 

 

（鍋・ホーロー鍋）     （やかん・水筒）  （カセットコンロ）   （一斗缶） 

 

 

 

（包丁）     （ケーブル・コード類）   （クリップ・ボルト）   （傘） 

 

 

 

 

 

（炊飯器）     （時計）      （ビデオデッキ）         （小型家電）   など 

アルミ製品や鉄鋼製品に繰り返しリサイクルされる 

19 
 

 

中身を使い切り穴を開ける 

●缶コーヒー，栄養ドリンク，缶詰め

等のふた(キャップ)は，金属製ならば

「その他の金属類」ではなく，「アルミ

缶・スチール缶」です。 

各種金属製品に繰り返しリサイクルされる 

20 
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◎分別して清掃センターへ自己搬入する。または，戸別回収を清掃センターに依頼する。 

◎自己搬入の処理手数料は，10㎏当り 154円。 

◎持ち込み先や料金については，32ページ参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（家具）       （家電）           （布団・自転車など） 

◎郵便局で事前に家電リサイクル券を購入し，清掃センター又は指定引取場所へ搬入する。 

◎清掃センター又は指定引取場所へ持ち込むことができない方は，清掃センターへ戸別回収の 

依頼をする。 

◎持ち込み先や料金については，32ページ参照。 

 

 

 

 

 

 

   テレビ     エアコン     冷蔵庫     洗濯機      乾燥機 

◎庭木の剪定枝・竹などで，長さ 2ｍ，太さ 12㎝までのものに限る。※ただし，長さ 50

㎝，太さ 12㎝までのものは，10㎏以内に束ねて「処理券」を貼り，集積所にも出せる。 

少量の場合，「指定袋」に入れて出すことも可能。 

◎清掃センターへ自己搬入する。搬入手数料は，10㎏当り 154円。 

大きさが一辺 50㎝以上 

または，重さ 10kg以上 

のものは粗大ごみ 

21 
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23 
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◎引っ越し・片付け・庭木の剪定などで出た一時的な大量のごみ。 

◎大きさが一辺 50㎝以上、又は重さ 10㎏以上のごみ。  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎販売店・メーカー，専門業者に処理を依頼する。 

 

 

 

 

 

 （建築廃材）    （ガスボンベ）    （大型農機具・自動車）    （薬品類） 

 

 

 

 

 

 （注射器）  （機械油やエンジンオイル） （ブラウン管のパソコン） など 

◎農業用プラスチックとは，ハウス等被覆用ポリ，水稲育苗箱，肥料用袋，などです。 

◎清掃センターには，持ち込むことができないごみです。 

◎市農政課で，年２回，有料回収します。【問合せ】農政課 ℡０２９４－７２－３１１１ 

大量のごみの処分や事業所からのごみの

収集運搬については，市の許可業者をご

利用ください。詳しくは市環境政策課に

ご相談ください。 

メーカーまたは 

パソコン３Ｒ推進協会へ 

電話：03-5282-

7685 

一時多量ごみ 

（燃やすごみ・資源ごみ） 

事業系一般廃棄物 家電 5品目 

粗大ごみ 
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家 庭 ご み の 分 け 方 ・ 出 し 方 早 見 表  
№ 品目名 ２３区分 注意すること 

あ 1 
アイスノン 
（保冷まくら） 

燃やすごみ   

2 アイロン その他の金属類   
3 アイロン台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
4 空き缶 アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，水洗いする。 

5 
アコーディオンカーテ
ン 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

6 畦シ－ト 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
7 アダプター その他の金属類   

8 
厚紙（贈答品の箱等で，
ダンボール以外） 

その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。 

9 圧力鍋 その他の金属類   

10 油（植物性食用油） 
廃食用油（資源物） 専用の回収ボックスへ。29ページ参照。 
燃やすごみ 染み込ませるか固形にする。 

11 油（動物性食用油） 燃やすごみ 染み込ませるか固形にする。 

12 
油（食用以外のエンジン
オイル等） 

市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 

13 油紙 燃やすごみ   
14 油の缶（食用） アルミ缶・スチール缶 中身を使い切る。 

15 油のビン（食用） 
無色・茶色・その他の色
のビン 

中身を使い切る。 

16 雨具（合羽） 燃やすごみ   
17 編み機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
18 アルバム 燃やすごみ   
19 アルミサッシ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
20 アルミ皿 燃やすごみ   

21 
アルミ製チューブ 
（接着剤やぬり薬） 

燃やすごみ   

22 
アルミホイール 
（自動車・バイク用） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

23 
アルミホイル 
（台所用品） 

燃やすごみ   

24 安全靴 燃やすごみ   
25 安全ピン その他の金属類   
26 アンテナ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
27 アンプ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

い 

28 育苗箱 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
29 石・砂・土 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
30 衣装ケース 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
31 椅子 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
32 板きれ 燃やすごみ 家庭の少量のもので長さ50cm太さ12㎝以内。 
33 一輪車 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

34 一升ビン 
無色・茶色・その他の色
のビン 

中身を使い切り，水洗いする。 

35 一斗缶 その他の金属類 中身を使い切る。 
36 犬小屋 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
37 イヤホン その他の金属類   
38 医療器具 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
39 衣類 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
40 入れ歯 入歯の回収ボックスへ 専用の回収ボックスへ。32ページ参照。 
41 インクカートリッジ 販売店等へもどす 販売店等の回収ボックスへ。 

う 

42 植木鉢（陶器製） 陶器類   
43 ウォークマン その他の金属類 電池を外す。 
44 浮き輪 燃やすごみ   
45 うす 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
46 腕時計 その他の金属類   
47 乳母車（ベビーカー） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
48 羽毛布団 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
49 運動着（ジャージ） 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

え 
50 エアコン（室外機含む） 家電５品目 

清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
処分方法は，32ページ参照。 

51 営業用大型機器 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 

52 液晶テレビ 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
処分方法は，32ページ参照。 

53 枝刈機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
54 枝切りバサミ その他の金属類 紙等に包み，刃の部分に｢キケン｣と表示する。 
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55 絵本 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
56 ＭＤ（ミニディスク） 燃やすごみ   
57 MDプレーヤー その他の金属類   
58 ＬＥＤ電球 その他の燃えないごみ   
59 エレキギター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
60 エレクトーン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
61 園芸用育苗トレイ 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
62 エンジンオイルの缶 その他の金属類 中身を使い切る。 
63 縁台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
64 延長コード その他の金属類   
65 鉛筆削り機 その他の金属類 電池を外す。 

お 66 
オイル 
（エンジンオイル等） 

市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 

67 オイルエレメント 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 

68 
オイル缶 
（エンジンオイル等） 

その他の金属類 中身を使いきる。 

69 オイルヒーター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
70 応接セット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
71 大型農機具 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
72 大型バイク 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
73 オーディオ製品 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

74 
オートバイ 
（50ｃｃ以下） 

粗大ごみ 50ｃｃを超えたものは収集しない。 

75 オーバー・コート類 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
76 オーブントースター その他の金属類   
77 オーブンレンジ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
78 桶 燃やすごみ   
79 お玉杓子（金属製） その他の金属類   
80 落ち葉 燃やすごみ 一般家庭の少量なもの。 
81 汚泥 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
82 お盆（金属製） その他の金属類   
83 おまる 燃やすごみ   
84 おもちゃ（金属製） その他の金属類 50ｃｍ以上又は10㎏以上は「粗大ごみ」。 
85 折り込み広告（新聞紙） 新聞・ちらし 束ねて，ひもで縛る。 

86 
折りたたみ洗濯角ハン
ガー（金属製） 

その他の金属類   

87 オルガン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
88 オルゴール その他の金属類 電池を外す。 
89 おろし金 その他の金属類   
90 おろし金 陶器類   
91 温水器（屋外型） 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 
92 温度計（水銀使用） その他の燃えないごみ 中が見える袋等に入れ，キケンと表示する。 
93 温度計（電子式） その他の金属類 電池を外す。 
94 温風ヒーター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

か 
95 カーステレオ その他の金属類   
96 カーテン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
97 カーテンレール 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
98 カーナビ その他の金属類   
99 カーペット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

100 
カーボン紙・ノーカーボ
ン紙 

燃やすごみ   

101 介護用簡易トイレ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
102 懐中電灯 その他の金属類 電池を外す。 
103 カイロ（使い捨て） 燃やすごみ 熱が出て危険なため使い切る。 
104 化学薬品 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 
105 鏡 その他の燃えないごみ 姿見は「粗大ごみ」。 
106 額（金属製） その他の金属類 ガラス部分は「ガラス類」。50㎝以上は「粗大ごみ」。 
107 額（プラスチック製） 燃やすごみ ガラス部分は「ガラス類」。50㎝以上は「粗大ごみ」。 
108 学生服 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
109 家具類 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
110 かさ（傘） その他の金属類 解体しないでそのまま出す。 
111 菓子缶 アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，水洗いする。 
112 加湿器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
113 菓子の紙箱 粗大ごみ 束ねて，ひもで縛る。又は，紙袋に入れて出す。 
114 ガスコンロ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
115 ガステーブル 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
116 ガスボンベ（ＬＰ・高圧） 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 



15 

 

 № 品目名 ２３区分 注意すること 

か
（
続
き
） 

117 ガス湯沸かし器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
118 ガスレンジ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
119 カセットコンロ その他の金属類   
120 カセットテープ 燃やすごみ   
121 カセットデッキ その他の金属類 50㎝以上は「粗大ごみ」。 
122 カセットボンベ アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，穴をあける。 
123 ガソリン 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
124 カタログ 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 

125 
カッターナイフ 
（本体と刃） 

その他の金属類 紙等で包み，「キケン」と表示する。 

126 カッパ 燃やすごみ   
127 金づち（げんのう） その他の金属類   
128 カバン 燃やすごみ   
129 画びょう その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
130 花びん（ガラス・陶器製） ガラス類   
131 花びん（金属製） その他の金属類   
132 釜 その他の金属類   
133 鎌・のこぎり その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
134 紙コップ 燃やすごみ   
135 紙皿 燃やすごみ   
136 かみそり・刃等 その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
137 粘土（紙・油） 燃やすごみ   

138 
紙パック（内側が白色） 
※牛乳，ジュース等の紙
製飲料容器 

紙パック 開いて乾かしてから，束ねて，ひもで縛る。 

139 
紙パック 
（内側が銀・茶色） 

燃やすごみ   

140 紙袋 その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。 
141 カメラ その他の金属類 電池を外す。 
142 蚊帳(かや) 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

143 
カラオケセット 
（家庭用） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

144 ガラス・ガラス製品 ガラス類 
割れたガラスは，袋等に入れ「キケン」と表示。住宅用
の窓ガラスは，№144「ガラス窓（窓ガラス）」参照。 

145 ガラス窓（窓ガラス） ガラス類 
家庭からでた少量（2枚程度）のもの。解体やリフォー
ムに伴うものは，市では収集しない。 

146 
カラーボックス・本棚・
本箱 

粗大ごみ 
50㎝未満の金属製は「その他の金属類」，プラスチック・
木製は「燃やすごみ」。 

147 刈払機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
148 刈払機の刃 その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
149 カレンダー その他の紙類 束ねて， ひもで縛る。金属部分は「その他の金属類」。 
150 カレンダー（金属部分） その他の金属類   
151 革製品 燃やすごみ   
152 瓦 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
153 缶 アルミ缶・スチール缶 水洗いする。可能ならば「つぶす」。 
154 簡易トイレ（介護用） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
155 換気扇 その他の金属類 50ｃｍ以上又は10㎏以上は「粗大ごみ」。 
156 玩具（金属製） その他の金属類 50ｃｍ以上又は10㎏以上は「粗大ごみ」。 
157 緩衝材（ダンボール） ダンボール 束ねて，ひもで縛る。 

158 
緩衝材（ダンボール以外
の紙製） 

その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。 

159 乾燥機 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
処分方法は，32ページ参照。 

160 乾燥剤 燃やすごみ   
161 かんづめ缶 アルミ缶・スチール缶 水洗いする。 

162 
乾電池（充電式・ボタン・
リチウム含む） 

乾電池   

163 感熱紙（FAX用紙等） 燃やすごみ   
き 164 キーボード（楽器） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

165 キーボード（パソコン） その他の金属類   
166 機械オイル缶 その他の金属類 中身を使い切る。 
167 ギター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
168 キッチンタイマー その他の金属類 電池は外す。 
169 着物・和服類（帯含む） 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
170 脚立 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

171 
キャップ（ふた） 
※金属製 

アルミ缶・スチール缶 栄養ドリンク等のキャップ（ふた）。 

172 急須（ガラス製） ガラス類   
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173 急須（陶器製） 陶器類   
174 急須（金属製） その他の金属類   
175 給湯器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
176 牛乳パック 紙パック 開いて乾かしてから，束ねて，ひもで縛る。 
177 給油ポンプ 燃やすごみ 電動式のものは，電池を外す。 
178 教科書 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
179 鏡台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
180 銀紙 燃やすごみ   
181 金魚ばち ガラス類   
182 金庫 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

く 183 空気入れ その他の金属類   
184 空気清浄機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

185 クーラー（エアコン） 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
処分方法は，32ページ参照。 

186 クーラーボックス 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
187 釘（くぎ） その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
188 草 燃やすごみ 一般家庭の少量なもの。 
189 草刈機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
190 草けずり・くわ・すき 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
191 くし・ブラシ 燃やすごみ   

192 薬のびん（飲み薬） 
無色・茶色・その他の色
のビン 

中身を使い切り，水洗いする。 

193 果物ナイフ その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
194 果物のネット 燃やすごみ   
195 口紅の容器（金属製） その他の金属類   
196 靴 燃やすごみ   
197 クッキングヒーター その他の金属類   
198 靴下 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
199 クッション 燃やすごみ   
200 靴ベラ（金属製） その他の金属類   
201 クリアファイル 燃やすごみ   
202 クリップ その他の金属類   
203 車イス 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
204 クレヨン 燃やすごみ   
205 グローブ 燃やすごみ   
206 グローランプ その他の燃えないごみ   
207 くわ・すき・草けずり 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

け 208 携帯型ラジオ その他の金属類   
209 携帯電話 その他の金属類 小型家電回収ボックスの利用可。27・28ページ参照。 
210 蛍光管 蛍光管 破損した物は紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
211 計算機（電卓） その他の金属類 電池を外す。 
212 ゲーム機（家庭用） その他の金属類 電池を外す。 

213 
劇薬（身分証明書等を提
示して購入したもの） 

市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 

214 劇薬のビン 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
215 劇薬の容器（袋状含む） 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
216 化粧品のスプレー缶 アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，穴をあける。 
217 化粧品のビン ガラス類 中身を使い切り，水洗いする。 
218 下駄箱 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
219 毛玉取り器 その他の金属類 電池を外す。 
220 月刊誌・週刊誌 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
221 血圧計 その他の金属類 電池を外す。 
222 健康器具 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
223 建築廃材 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
224 原動機付自転車 粗大ごみ 50ｃｃ以下のもの。 
225 げんのう（金づち） その他の金属類   

こ 226 工具箱（金属製） その他の金属類 50ｃｍ以上又は10㎏以上は「粗大ごみ」。 
227 コート類・オーバー 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
228 コード類 その他の金属類   

229 
コーヒーカップ 
（ガラス製） 

ガラス類   

230 コーヒーメーカー その他の金属類   
231 氷（水）まくら 燃やすごみ   
232 ござ・むしろ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
233 こたつ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
234 こたつぶとん 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
235 コップ（ガラス製） ガラス類   
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こ
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き
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236 コップ（陶器製） 陶器類   
237 コップ（金属製） その他の金属類   
238 琴 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

239 
子供用大型遊具 
（すべり台等） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

240 コピー機 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 
241 コピー用紙 その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。 
242 米びつ（ハイザ－） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
243 ゴミ箱（金属製） その他の金属類   
244 ゴムホース 燃やすごみ 50㎝未満に切る。 
245 コルク 燃やすごみ   
246 ゴルフクラブ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
247 ゴルフバッグ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
248 ゴルフボール 燃やすごみ   
249 コンクリート・ブロック 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
250 コンセントコード その他の金属類   

251 
コンテナ 
（プラスチック製） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

252 
コンパクト（ファンデー
ション，鏡なし） 

燃やすごみ   

253 
コンパクト（ファンデー
ション，鏡なし） 

その他の金属類   

254 
コンパクト（ファンデー
ション，鏡付き） 

その他の燃えないごみ   

255 コンパネ 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 

256 
コンポスト 
（生ごみ処理容器） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

さ 

257 サーフボード 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 
258 サイクリングマシーン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
259 座椅子 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
260 サイドボード 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
261 魚焼き網 その他の金属類   
262 作業服 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
263 雑誌 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
264 雑草 燃やすごみ 一般家庭の少量なもの。 
265 殺虫剤（スプレー缶） アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，穴をあける。 
266 座布団 粗大ごみ 指定袋に入る物は，燃やすごみ。 
267 サマーベッド 粗大ごみ 指定袋に入る物は，燃やすごみ。 
268 皿（金属製） その他の金属類   
269 皿（ガラス製） ガラス類   
270 皿（陶器製） 陶器類   
271 サラダ油の缶 アルミ缶・スチール缶 中身を使い切る。 
272 ざる（金属製） その他の金属類   
273 三角コーナー（金属製） その他の金属類   
274 三脚 その他の金属類   

275 
サングラス 
（金属・ガラス製） 

その他の金属類   

276 散水チュ－ブ 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
277 三輪車 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

し 

278 シーツ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
279 CD 燃やすごみ   

280 
CD（プレーヤー・ラジ
カセ） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

281 シート（ブルーシート） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
282 ジーパン 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
283 ジーンズ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
284 磁石（マグネット） その他の金属類   
285 下着 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
286 七輪 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
287 湿気取り剤 燃やすごみ   
288 辞典 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
289 自転車 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
290 自動車（クルマ） 市で収集しないごみ 販売店へ処理を依頼する。 
291 自動車（クルマ）の部品 市で収集しないごみ 販売店へ処理を依頼する。 
292 竹刀（しない） 燃やすごみ 長さ５０cm以内にする。 
293 芝刈り機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
294 ジャー（炊飯器） その他の金属類   



18 

 

 № 品目名 ２３区分 注意すること 

し
（
続
き
） 

295 蛇口 その他の金属類   
296 ジャージ（運動着） 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

297 
シャープペンシル 
（金属製） 

その他の金属類   

298 写真 燃やすごみ   
299 写真たて（金属製） その他の金属類   
300 シャツ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
301 シャベル その他の金属類   
302 週刊誌 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
303 ジューサー・ミキサー その他の金属類   
304 じゅうたん 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
305 充電器 その他の金属類   
306 収納家具 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

307 収納庫・収納棚 粗大ごみ 
50㎝未満の金属製は「その他の金属類」，プラスチック・
木製は「燃やすごみ」。 

308 消火器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
309 焼却灰 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
310 障子 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
311 浄水器 その他の金属類 50ｃｍ以上又は10㎏以上は「粗大ごみ」。 
312 浄水器のフィルター 燃やすごみ   

313 
浄水器のフィルター 
（プラスチックと金属
の混合品） 

その他の金属類   

314 照明器具 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

315 醤油のビン 
無色・茶色・その他の色
のビン 

水洗いする。割れたビンは，「ガラス類」。 

316 じょうろ（金属製） その他の金属類   
317 食品ラップ 燃やすごみ   
318 食品ラップの芯 その他の紙類 紙袋等に入れて出す。 
319 食用油（植物性・動物性）   №10，№11参照。 
320 除湿機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
321 除湿剤 燃やすごみ   
322 書籍・本・雑誌 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
323 書棚・書庫類 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
324 食器類（陶器製） 陶器類   
325 食器類（ガラス製） ガラス類   
326 食器洗い乾燥機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
327 食器棚 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

328 
ショッピングカート 
（家庭用） 

その他の金属類 50ｃｍ以上又は10㎏以上は「粗大ごみ」。 

329 
芯（食品ラップ・トイレ
ットペーパー等） 

その他の紙類 紙袋に入れて出す。 

330 シンナ－ 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
331 新聞紙（折り込み広告） 新聞・ちらし 束ねて，ひもで縛る。 

す 

332 水銀温度計 その他の燃えないごみ   
333 スーツ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
334 スーツケース 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
335 水槽 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
336 水中眼鏡（ガラス製） ガラス類   
337 水筒（プラスチック製） 燃やすごみ   
338 水筒（金属製） その他の金属類   
339 水稲育苗箱 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
340 炊飯器（ジャー） その他の金属類   
341 姿見 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
342 スキー板・ストック 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
343 スキーウエア 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
344 スキーキャリア 粗大ごみ ルーフボックス・ラックは，専門業者に依頼する。 
345 スキーのブーツ 燃やすごみ   
346 すき・くわ・草けずり 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
347 スケート靴 その他の金属類   
348 スケートボード 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
349 スコップ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
350 寿司桶 燃やすごみ   
351 すずり 陶器類   
352 すだれ 燃やすごみ   
353 スチール缶 アルミ缶・スチール缶   
354 スチール棚 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
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355 ステッパー（健康器具） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
356 ステレオ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
357 ステンレス棚 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

358 
ストーブ 
（ガス・石油・電気） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

359 ストック（スキー用） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
360 ストッキング 燃やすごみ   
361 ストップウオッチ その他の金属類 電池を外す。 
362 砂 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 
363 砂時計 ガラス類   
364 スノーボード 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
365 スノーボードブーツ 燃やすごみ   
366 すのこ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

367 酢のビン 
無色・茶色・その他の色
のビン 

水洗いする。割れたビンは，「ガラス類」。 

368 スピーカー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
369 スプレー缶 アルミ缶・スチール缶 中身を使いきり，穴を開ける。 
370 スプーン（金属製） その他の金属類   
371 ズボンプレッサー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
372 スライサー その他の金属類   
373 スリッパ 燃やすごみ   
374 すり鉢 陶器類   
375 スロットマシーン 粗大ごみ 家庭で使用したものに限る。 

せ 

376 制服・ユニホーム 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
377 セーター 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

378 
整髪料の容器 
（ガラス製） 

ガラス類 中身を使いきる。 

379 整髪料の容器（缶） アルミ缶・スチール缶 中身を使いきり，穴を開ける。 
380 石油（灯油） 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者（燃料店）に依頼する。 
381 石油ストーブ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

382 
石油タンク 
（ポリタンク） 

燃やすごみ 中を空にする。指定袋にはいる大きさのもの。 

383 石鹸 燃やすごみ   
384 石鹸の紙箱 その他の紙類 紙袋に入れて出す。 
385 せともの 陶器類   
386 背広 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
387 線香の箱 燃やすごみ   
388 洗剤の箱 燃やすごみ   
389 洗濯かご 燃やすごみ   

390 洗濯機 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
処分方法は，32ページ参照。 

391 洗濯ネット 燃やすごみ   
392 洗濯ばさみ 燃やすごみ   

393 剪定枝 
燃やすごみ（少量） 

一般家庭の少量なもの。長さ 50cm 太さ 12 ㎝までの
ものを 10 ㎏以内にして，ひもで束ね，「処理券」を貼
る。なお，少量の場合，「指定袋」に入れて出すのも可。 

粗大ごみ（多量） 長さ２m，太さ１２ｃｍ以内のものに限る。 
394 栓抜き（オープナー） その他の金属類   
395 扇風機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
396 洗面器（金属製） その他の金属類   
397 洗面台 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者（燃料店）に依頼する。 

そ 398 ソースのビン 
無色・茶色・その他の色
のビン 

水洗いする。割れたビンは，「ガラス類」。 

399 造花 燃やすごみ   
400 双眼鏡 その他の金属類   
401 掃除機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
402 ソファー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
403 そり 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

た 

404 体温計（水銀使用） その他の燃えないごみ   
405 体温計（電子式） その他の金属類 電池を外す。 
406 耐火金庫 市で収集しないごみ   
407 体脂肪計 その他の金属類 電池を外す。 
408 体重計 その他の金属類 電池を外す。 
409 台所洗剤の容器 燃やすごみ   

410 
耐熱ガラス容器 
（鍋・コップ等） 

ガラス類   

411 タイプライター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
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412 タイヤ（ホイール含む） 粗大ごみ 
普通自動車（8本まで）。土等が付着している，自動車レ
ース等を目的としたものは収集しない。 

413 タイヤチェーン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
414 タイル 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
415 ダイレクトメール・封筒 その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。又は，紙袋に入れて出す。 
416 ダウンジャケット 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
417 タオル 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
418 タオルケット 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
419 高枝ばさみ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
420 卓上コンロ その他の金属類   
421 竹 燃やすごみ 長さ50㎝，太さ12㎝以内。 
422 竹串 燃やすごみ   
423 畳（たたみ） 粗大ごみ ８枚まで。 
424 タッパー 燃やすごみ   
425 脱衣かご 燃やすごみ   
426 脱臭剤 燃やすごみ   
427 棚・ラック 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
428 たわし（金属製） その他の金属類   
429 たんす 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
430 断熱材 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
431 ダンベル（鉄アレイ） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

432 
ダンボール 
（断面が波状） 

ダンボール 束ねて，ひもで縛る。 

ち 

433 チェーン その他の金属類   
434 チェーンソー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
435 地下足袋 燃やすごみ   
436 チャイルドシート 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
437 着色トレイ 燃やすごみ   
438 茶だんす 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
439 ちゃぶ台・座椅子・座卓 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

440 
茶碗 
（プラスチック・木製） 

燃やすごみ   

441 茶碗（陶器製） 陶器類   
442 注射器 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 

443 
チューブ 
（プラスチック製） 

燃やすごみ   

444 チューブ（金属製） その他の金属類   
445 チョーク 燃やすごみ   
446 調理家電（小物） その他の金属類 電池を外す。 
447 ちらし 新聞・ちらし 束ねて，ひもで縛る。 
448 ちりとり（金属製） その他の金属類   

つ 

449 ついたて 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
450 杖（木製） 燃やすごみ 長さ５０ｃｍ以内。 
451 杖（金属製） その他の金属類 長さ５０ｃｍ以内。 
452 机 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
453 土 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 

454 
つなぎ 
（作業用・スキー用） 

古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

455 壺（つぼ） 陶器類   
456 積み木 燃やすごみ   
457 爪切り その他の金属類   
458 釣り糸 燃やすごみ   
459 釣り竿 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
460 釣り針・おもり その他の金属類 釣り針は，紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 

て 

461 Ｔ字かみそり その他の金属類   
462 DVD・DVDケース 燃やすごみ   
463 DVDプレーヤー その他の金属類   

464 
ティッシュペーパーの
箱 

その他の紙類 ビニールを取り，束ねて，ひもで縛る。 

465 テーブル 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
466 手紙・はがき その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。又は，紙袋に入れて出す。 
467 デジカメ その他の金属類 電池を外す。 
468 デジタル血圧計 その他の金属類 電池を外す。 
469 デジタル体温計 その他の金属類 電池を外す。水銀使用のものは「その他の燃えないごみ」 
470 デスク・学習机・机 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
471 鉄アレイ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
472 鉄板（キャンプ用） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
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て
（
続
き
） 

473 テニスのラケット 燃やすごみ   

474 
テニスのラケット 
（スチール製） 

その他の金属類   

475 
手ぬぐい・ハンカチ・ 
タオル 

古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

476 手袋・軍手 燃やすごみ   

477 テレビ 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。処分
方法は，32ページ参照。 

478 テレビアンテナ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
479 テレビゲーム機（本体） その他の金属類 電気コ－ドは器具についたまま出す。 
480 テレビ台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
481 テレホンカード 燃やすごみ   
482 電気あんか その他の金属類   
483 電気カーペット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
484 電気蚊取り器 その他の金属類   
485 電気がま（ジャー） その他の金属類   
486 電気コード その他の金属類   
487 電気コンロ その他の金属類   
488 電気シェーバー その他の金属類   
489 電気スタンド（卓上） その他の金属類 蛍光管・白熱電球は外す。 
490 電気ストーブ その他の金属類   
491 電気ポット その他の金属類   
492 電気毛布 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
493 電球（白熱電球） その他の燃えないごみ   
494 電球型蛍光管 その他の燃えないごみ   
495 電子オルガン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
496 電子体温計 その他の金属類   
497 電子ピアノ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
498 電子レンジ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
499 電卓 その他の金属類 電池を外す。 

500 
電池（乾電池・充電式・
ボタン・リチウム等） 

乾電池   

501 テント（キャンプ用） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

502 
電動アシスト付き自転
車 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

503 電動生ごみ処理機 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
504 電動歯ブラシ その他の金属類 電池を外す。 
505 電話機（固定） その他の金属類   
506 電話台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
507 電話帳 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 

と 

508 トースター その他の金属類   
509 トイレットペーパーの芯 その他の紙類 紙袋に入れて出す。 
510 灯油（石油） 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者（燃料店）に依頼する。 
511 灯油ポンプ 燃やすごみ 電動式は，電池を外す。 

512 
灯油タンク 
（ポリタンク） 

燃やすごみ 中を空にする。指定袋にはいる大きさのもの。 

513 時計 その他の金属類 電池を外す。 
514 トースター その他の金属類   
515 トタン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
516 ドライバー類（工具） その他の金属類   
517 ドライヤー その他の金属類   
518 ドラム缶 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
519 ドラムセット（楽器） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
520 トランク・スーツケース 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
521 トランシーバー その他の金属類 電池を外す。 
522 鳥かご（金属製） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

523 ドレッシングのビン 
無色・茶色・その他の色
のビン 

水洗いする。割れたビンは，「ガラス類」。 

524 土鍋 陶器類   
525 塗料 市で収集しないごみ 購入先に相談するか、専門業者に依頼する。 
526 塗料の缶 その他の金属類 中身が残っている場合は，購入先に相談する。 
527 塗料のスプレー缶 アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，穴を開ける。 
528 トレイ（着色） 燃やすごみ   

529 トレイ（白色） 
白色トレイ・発泡スチロ
ール 

水洗いし，水切りする。 

530 トレーニング機器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
531 ドレッサー・鏡台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
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と 532 
トロフィー 
（プラスチック製） 

燃やすごみ   

533 トロフィー（金属製） その他の金属類   

な 

534 ナイフ その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
535 苗箱（農業用） 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
536 長靴 燃やすごみ   

537 
流し台 
（ステンレス製シンク） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

538 夏がけ・肌がけ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
539 納豆のパック 燃やすごみ   
540 鍋（陶器製） 陶器類   
541 鍋（金属製） その他の金属類   
542 鍋（ガラス製） ガラス類   
543 鍋のふた（ガラス製） ガラス類   
544 生ごみ 燃やすごみ 水をよくきる。 
545 生ごみ処理機（電動式） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

に 546 入浴剤の容器 燃やすごみ   

ぬ 

547 ぬいぐるみ 燃やすごみ   
548 布きれ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

ね 

549 ネガ 燃やすごみ   
550 ネクタイ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
551 ネジ（ビス） その他の金属類   
552 寝袋 燃やすごみ   
553 粘土（紙・油） 燃やすごみ   

の 

554 農機具（小型のもの） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
555 農業用ビニール 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
556 農業用ポリエチレン 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
557 ノート 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 

558 ノートパソコン その他の金属類 
●個人情報データは必ず消去する。 
●一辺が50㎝を超えるものは「粗大ごみ」。 

559 
農薬（殺虫剤・殺菌剤・
除草剤） 

市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 

560 農薬のビン その他の燃えないごみ 
水洗いを数回行う。劇薬のビン（身分証明書等を提示し
て購入するもの）は，購入先か専門業者に依頼する。 

561 
農薬の容器 
（プラスチック製） 

燃やすごみ 使いきったものに限る。 

562 のこぎり その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
563 のれん 燃やすごみ   

は 

564 バーべキューセット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
565 バーベル 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
566 ハーモニカ その他の金属類   
567 灰 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
568 バイク（５０ｃｃ以下） 粗大ごみ 50ｃｃを超えるものは収集しない。 
569 灰皿（陶器製） 陶器類   
570 灰皿（金属製） その他の金属類   
571 パイプ椅子 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

572 
パイプハンガー 
（洋服掛） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

573 廃油   №10，№11，№12参照。 
574 バインダー（文具） 燃やすごみ   
575 ハウス等被覆用ポリ 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
576 パウダーの容器（金属製）  その他の金属類   
577 ハエたたき（金属製） その他の金属類   
578 葉書（はがき） その他の紙類 ひもで縛る，又は紙袋に入れて出す。 

579 白色トレイ 
白色トレイ・発泡スチロ
ール 

水洗いし，水切りする。 

580 白熱電球 その他の燃えないごみ   
581 バケツ（プラスチック製） 燃やすごみ   
582 バケツ（金属製） その他の金属類   
583 羽子板 燃やすごみ   
584 はさみ その他の金属類   
585 はしご 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
586 パジャマ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
587 バスタオル 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

588 
パソコン（デスクトップ
型：液晶） 

その他の金属類 
●個人情報データは必ず消去する。 
●一辺が50㎝超の場合「粗大ごみ」。32ページ参照。 

589 
パソコン（デスクトップ
型：ブラウン管） 

市で収集しないごみ 
メーカー又はパソコン３Ｒ推進協会に相談。 
32ページ参照。 
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590 
パソコン周辺機器（マウ
ス・キーボード等） 

その他の金属類   

591 
パソコン台・デスク・ 
ラック 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

592 肌着 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
593 パチンコ台 粗大ごみ 家庭で使用したものに限る。 
594 バッグ 燃やすごみ   
595 バッテリー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
596 バット（木製） 燃やすごみ 長さ５０ｃｍ以内のもの。 
597 バット（金属製） その他の金属類 長さ５０ｃｍ以上は「粗大ごみ」。 

598 発泡スチロール 
白色トレイ・発泡スチロ
ール 

  

599 花火 燃やすごみ 水によく湿らせ，水をきる。 
600 歯ブラシ 燃やすごみ   
601 刃物 その他の金属類   

602 
パラボラ・CS・BS・ 
テレビ用アンテナ 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

603 針 その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
604 針金 その他の金属類   
605 ハロゲンヒーター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

606 
ハンガー 
（プラスチック・木製） 

燃やすごみ   

607 ハンガー（金属製） その他の金属類   

608 
ハンカチ・タオル・ 
手ぬぐい 

古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 

609 飯ごう その他の金属類   
610 半紙 その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。 
611 はんてん（綿入り） 燃やすごみ   
612 パンフレット 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
613 パン焼き機（家庭用） その他の金属類   

ひ 

614 ピアニカ その他の金属類   

615 
BS・パラボラ・CS・ 
テレビ用アンテナ 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

616 ピアノ 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
617 ビー玉 ガラス類   
618 ビーチパラソル 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
619 ビール缶 アルミ缶・スチール缶 中身は使い切り，水洗いする。 

620 ビールびん 
無色・茶色・その他の色
のビン 

中身は使い切り，水洗いする。 

621 
ビール6缶セットの 
包み紙 

燃やすごみ   

622 皮革類 燃やすごみ   
623 ひげそり その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
624 ビデオカメラ その他の金属類 電池を外す。 
625 ビデオテープ 燃やすごみ   
626 ビデオデッキ その他の金属類   
627 ビニールホース 燃やすごみ 長さ５０ｃｍ以内にする。 
628 百科事典 雑誌類 束ねて，ひもで縛る 
629 肥料用袋 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 

630 びん（飲食料用） 
無色・茶色・その他の色
のビン 

中身を使い切り，水洗いする。 

631 
びん（飲食料用） 
※割れびん 

ガラス類   

632 びん（飲食料用以外） ガラス類 中身を使い切る。 

ふ 

633 ファックス（本体） その他の金属類   
634 ファンシーケース 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
635 ファンヒーター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
636 フィルム 燃やすごみ   
637 フィルムのケース 燃やすごみ   
638 封筒・ダイレクトメール その他の紙類 ひもで縛る，又は紙袋に入れて出す。 
639 プール（幼児用） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
640 フォーク その他の金属類   
641 ふすま 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

642 
ふた（キャップ） 
※金属製 

アルミ缶・スチール缶 栄養ドリンク等のふた（キャップ） 

643 腹筋台（健康器具） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
644 仏壇 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
645 布団 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
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 № 品目名 ２３区分 注意すること 

ふ
（
続
き
） 

646 布団カバー 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
647 布団乾燥機 その他の金属類   
648 踏み台（脚立） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
649 フライパン その他の金属類   
650 ブラインド 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
651 ブラシ 燃やすごみ   
652 ブランコ（玩具） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

653 プランター 燃やすごみ 
指定袋に入らない物は処理券を使い，長さ５０cm まで
のものをひも等で縛り１０㎏以内にして出す。 

654 プリンター 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

655 
プリンターインクカー
トリッジ 

市で収集しないごみ 購入先に相談する。 

656 ブルーシート 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
657 古着 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
658 ブロック・コンクリート 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
659 フロッピーディスク 燃やすごみ   
660 プロパンガスのボンベ 市で収集しないごみ 専門業者に依頼する。 
661 風呂のふた 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
662 文鎮 その他の金属類   

へ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

663 ヘアースプレーの容器 アルミ缶・スチール缶 中身を使い切り，穴をあける。 
664 ベット（床板） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
665 ペット小屋 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
666 ペットボトル ペットボトル 水洗いし，ふたやラベルを外す。 
667 ペットボトルのふた ペットボトルのふた   
668 ペットボトルのラベル 燃やすごみ   
669 ヘッドホン その他の金属類   

670 
ベットマット 
（スプリングタイプ） 

粗大ごみ 解体しないでそのまま出す。 

671 
ベットマット 
（上記以外） 

粗大ごみ 解体しないでそのまま出す。 

672 ベビーカー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
673 ベビーバス 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
674 ベビーベット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
675 ヘルスメーター・体重計 その他の金属類   
676 ベルト 燃やすごみ   
677 ヘルメット 燃やすごみ   
678 ペンキ（塗料） 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 

679 ペンキ（塗料）の缶 その他の金属類 
中身が残っている場合は市で処理できないため，購入先
に相談するか，専門業者に依頼する。 

680 便座・温水洗浄便座 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
681 弁当（仕出し等）の容器 燃やすごみ   
682 弁当箱（金属製） その他の金属類   

は 

683 ホースリール 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
684 ボールペン（金属製） その他の金属類   

685 
ホイール 
（自動車・バイク） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

686 帽子 燃やすごみ   
687 芳香剤の容器（ガラス製）  ガラス類   

688 
防水加工等特殊加工さ
れた紙・箱 

燃やすごみ   

689 包装紙 その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。セロテープ等は取り除く。 
690 包丁 その他の金属類 紙等で包み，｢キケン｣と表示する。 
691 防腐剤 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 

692 
ボール 
（ゴルフ・テニス等） 

燃やすごみ   

693 ホーロー鍋 その他の金属類   
694 歩行器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
695 ボタン電池 乾電池   
696 補聴器 その他の金属類 電池を外す。 
697 ホッチキス その他の金属類   
698 ポット その他の金属類   
699 ホットカーペット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
700 ホットプレート その他の金属類   
701 ほ乳瓶 ガラス類   
702 ポリコンテナ 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
703 ポリタンク 燃やすごみ 中を空にする。指定袋にはいる大きさのもの。 
704 ボルト・くぎ・ねじ その他の金属類   
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 № 品目名 ２３区分 注意すること 

は 

705 本 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 

706 
本棚・本箱・カラーボッ
クス 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

ま 

707 マイク その他の金属類   
708 マウス（パソコン用） その他の金属類 電池を外す。 
709 枕 燃やすごみ   
710 マジックペン 燃やすごみ   
711 マスク 燃やすごみ   
712 マスク（野球用） その他の金属類   
713 マッサージチェアー 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
714 マッチ 燃やすごみ 水によく湿らせる。 
715 マットレス 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

716 窓ガラス（ガラス窓） ガラス類 
家庭からでた少量（2枚程度）のもの。解体やリフォー
ムに伴うものは，市では収集しない。 

717 まな板 燃やすごみ   
718 マニキュアのびん その他の燃えないごみ   
719 マフラー（衣類） 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
720 まほうびん その他の金属類   
721 マルチフイルム 農業用プラスチック 市農政課で年2回有料回収。 
722 漫画本 雑誌類 束ねて，ひもで縛る。 
723 万歩計 その他の金属類 電池を外す。 

み 

724 ミキサー その他の金属類   
725 ミシン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
726 水着 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
727 水枕 燃やすごみ   
728 ミニカー（金属製） その他の金属類   
729 ミニコンポ 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

む 

730 虫かご 燃やすごみ   
731 虫眼鏡 その他の金属類   
732 無線機 その他の金属類 電池を外す。 

め 

733 名刺 その他の紙類 紙袋に入れて出す。 
734 眼鏡（金属製） その他の金属類   
735 メガホン 燃やすごみ   
736 目覚まし時計 その他の金属類 電池を外す。 

737 
メジャー 
（コンベックス） 

その他の金属類   

738 メモ用紙 その他の紙類 紙袋に入れて出す。 

も 

739 毛布 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
740 モニター（パソコン用）   №588，№589参照。 
741 餅つき機（家庭用） 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
742 モップ その他の金属類 金属をふくまない物は，燃やすごみ。 
743 物干し竿 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

744 
物干し竿の台座 
（コンクリート製） 

市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 

や 
745 やかん その他の金属類   
746 薬品類 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
747 ヤスリ（紙製） 燃やすごみ   
748 ヤスリ（金属製） その他の金属類   

ゆ 749 
郵便受け 
（プラスチック製） 

燃やすごみ  

750 郵便受け（金属製） その他の金属類  
751 浴衣 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
752 湯たんぽ（金属製） その他の金属類  
753 ユニホーム・制服 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
754 ゆりかご 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
755 湯沸かし器 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

よ 

756 洋服掛け 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
757 洋服ダンス 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
758 浴槽 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
759 浴槽のふた 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
760 よしず 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

ら 

761 ライター その他の燃えないごみ ガス抜きできるものは抜く。 
762 ラグマット 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
763 ラケット（テニス用等） その他の金属類   
764 ラジオ その他の金属類 電池を外す。 
765 ラジカセ その他の金属類 電池を外す。 
766 ラジコン その他の金属類 電池を外す。 
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ら
（
続
き
） 

767 ラック 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
768 ラップ 燃やすごみ   
769 ラップの容器 その他の紙類 紙袋に入れて出す。 
770 ラップの容器の刃 その他の金属類   
771 ラップの容器の芯 その他の紙類 紙袋に入れて出す。 
772 ランドセル 燃やすごみ   
773 ランニングマシーン 

（健康器具） 
粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

り 

774 リール（釣具） その他の金属類 釣り糸は，「燃やすごみ」。 
775 リチウム電池 乾電池   
776 リモコン その他の金属類 電池を外す。 
777 リュックサック 燃やすごみ   

る 

778 ルーペ その他の金属類   

779 
ルームランナー 
（健康器具） 

粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

れ 780 冷蔵庫 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。処分
方法は，32ページ参照。 

781 冷凍庫 家電５品目 
清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。処分
方法は，32ページ参照。 

782 レインコート 燃やすごみ   
783 レコード 燃やすごみ   
784 レーザーディスク 燃やすごみ   
785 レジャー用シート 燃やすごみ   
786 レンガ 市で収集しないごみ 購入先に相談するか，専門業者に依頼する。 
787 レンジ台 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 

ろ 

788 ろうそく 燃やすごみ   
789 ロープ 燃やすごみ 長さ５０ｃｍ以内にする。 
790 ローラースケート その他の金属類   

わ 

791 ワープロ その他の金属類 電池を外す。 
792 ワープロリボン 燃やすごみ   
793 ワイシャツ 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
794 ワイシャツの台紙 その他の紙類 束ねて，ひもで縛る。又は，紙袋に入れて出す。 
795 ワイパー その他の金属類   
796 ワイヤー その他の金属類   
797 ワゴン 粗大ごみ 清掃センターへ自己搬入又は戸別回収を依頼する。 
798 和服・着物類（帯も含む） 古着・毛布 濡れないように透明又は半透明なビニール袋に入れる。 
799 割れたガラス・ビン ガラス類   

800 
割れた蛍光管 
（直管・リング型） 

蛍光管   

 
※早見表に掲載されていない品目につきましては，お問い合わせください。 
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●ボックス回収する小型家電を含む電気ポットや電子ジャーな

どの家電製品は、今までどおり、資源物収集日に「その他の

金属類」で出すこともできます。 

 

 

 

●携帯電話などの小型家電を、市役所本庁舎などに設置する 

回収ボックスで回収します。 

 

 

 

 

 

 

 

小型家電の 

リサイクルが始まりました！ 
 

携帯電話などの小型家電に使われるレアメタルなどの貴重

な資源を有効に活用するため、小型家電のリサイクルが始ま

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 

4月 1日より 

資源物集積所での回収 

ボックス回収 

次ページへ 

市民 

ボックス回収 

資源物集積所での回収 
「その他の金属類」 

清掃センター 

家電メーカーなど 

金属製錬事業者 

リサイクル事業者 

原材料として再使用 

製品として

再び市民へ 

レアメタルなどの取出し 

分解・破砕・選別 

小型家電に分別 

リサイクル 
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！ 

 

 

●市 役 所 本 庁 舎 １階ロビー 
                   総合案内所前 

●金 砂 郷 支 所 玄関口 

●水 府 支 所 玄関口 

●里 美 支 所 玄関口 

●生涯学習センター ロビー 

※携帯電話の個人情報データを消去するため、回収ボックスに携帯電

話破砕機が設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！ 

 

●個人情報が記録されている小型家電は、個人情報データを事

前に必ず消去したうえで、出してください。 

●回収ボックスに投入した小型家電は、取り出せません。 

●電池は外し、資源物収集日に「乾電池」で出してください。 

●充電池内蔵式の小型家電は、放電してから出してください。 

●ＣＤなどのディスク類は、「燃やすごみ」で出してください。 

 

 

 

 

●携帯電話      ●電卓 

●ＰＨＳ       ●据置型ゲーム機 

●デジタルカメラ   ●携帯型ゲーム機 

●ビデオカメラ    ●リモコン 

●カーナビ      ●腕時計（電子式） 

●電子辞書（電子手帳）●ＡＣアダプタ 

●携帯用音楽プレーヤー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常陸太田市・常陸太田市民環境会議 

問合せ先  環境政策課 ℡72-3111  清掃センター ℡72-3316 

回収ボックス設置場所 

ご注意！ 

携帯電話・ＰＨ

Ｓ以外の投入口 

３０cm×１５㎝ 

携帯電話・ＰＨ

Ｓの投入口 

１０cm×５㎝ 

ボックス回収する小型家電 
 

携帯用音楽プレーヤー 

携帯型ゲーム機 デジタルカメラ 

携帯電話 
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回収場所（市内４か所） 

市役所本庁 

金砂郷支所 

水府支所 

里美支所 

 

 

 

『使用済み食用油回収ボックス』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

家庭から出る使用済みの食用油等を資源として無料で回収します。 

リサイクルできる油 

○家庭から出る使用済みの食油用 

○賞味・消費期限切れの古い食用油 

※液体状で植物性のものに限ります。 

例：サラダ油、キャノーラ油、べに花油、 

ごま油、ひまわり油、オリーブ油等 

【問合せ先】 市役所環境政策課  ℡72-3111 清掃センター  ℡72-3316 

常陸太田市民環境会議ごみゼロ推進部会 平成２８年５月 発行 

５月３０日（ごみゼロの日）開始！ 

ご協力をお願いします！ 

出 し方 

 

 

 

 

 

 

 

 

○使用済み油 

 キッチンペーパー等で揚げ物のカス

を軽くこしてから，ペットボトルに入

れてふたをして出してください。 

 

○賞味・消費期限切れで未開封の油 

開封せずにそのまま出してください。 
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 市民のみなさまへのお願い 

日頃より，環境行政にご協力いただきありがとうございます。 

行政ではより一層，ごみの減量化に取り組んでまいりたいと思いますのでご協力ください。 

集積所において適切に分別することが，ごみの資源化と減量化，処理経費の削減につながります。 

「その他の紙類」の分別について 

新聞・チラシ・雑誌類・ダンボール・紙パック以外の紙の資源化に取り組んでいます。 

燃やすごみにされやすい紙類を資源として分別しましょう。 

○その他の紙類の例 

・メモやノートなどの不要な紙 

・お菓子やカレー，ティシュの空き箱 

・包装紙や封筒，カレンダー 

・ラップやトイレットペーパーの芯 

○出し方 

不要な紙袋に入れると出しやすいです。 

または、紙紐で束ねて出してください。 

○次のものは燃えるごみに分類してください。 

・食品などで汚れたもの 

・臭いのついたもの（石鹸や線香の箱など） 

・ヨーグルトやジュースのパックで、防水加工や銀色コーティングのもの 

・レシートなどの感熱紙 

「ビン」の分別について 

食品用のビンを無色・茶色・その他の色の３種類に分別しています。 

＜分別にあたっての注意点＞ 

◆ 色の判別が難しいものは，その他の色のビンに分別してください。 

◆ ビン以外の異物の混入にご注意ください。 

次のものがしばしば見受けられます。 

① ガラス類（例 ガラスの食器，花瓶，ほ乳瓶，化粧品の瓶など） 

② 陶器類 （例 塗り薬などの白い陶磁器など） 

③ その他の燃えないごみ （例 薬品ビン） 

◆ ビンは中身が空の状態で出してください。 

◆ ラベルや手で外すことの出来ないふたなどは， 

  そのまま出してください。 

※改めて 

ご確認を！ 
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Ｑ＆Ａ（市民の方からよくあるご質問と回答を掲載します） 

 

Ａ．道路状況や天候，収集量の違いがあるため，各集積所の収集時間は日によって異なります。
また，資源ごみについてはごみの種類によって異なる車両が収集していますので，集積所には
必ず朝 8時までに出すようにしてください。収集後に出されたごみは再収集しませんので，
集積所利用者の責任で処理していただくことになります。 

 
Ａ．天候にかかわらず収集は行います。但し，資源ごみ回収容器の設置などについては，危険が
伴う場合，集積所利用者の判断でとりやめてください。その際，臨時の収集は行いませんの
で，次回の収集日に出してください。 

 
Ａ．原則として清掃センターへ直接持ち込んでいただきます。また，アパートなどで町会未加入
者が多い場合はアパート単独で集積所を設けることも可能ですので，市の環境政策課または各
支所までお問い合わせください。 

 

Ａ．金属や木材・プラスチック・布などが合わさったごみについては，分解ができない場合はそ
のまま，主となる素材で分別してください。木やプラスチックの割合が大きいものは「燃やす
ごみ」，金属の割合が大きいものは「その他の金属類」になります。（例：「傘」はそのまま
「その他の金属類」に出します。）また，ビンやペットボトルのふたなどで道具がないと取り
外せないものは，取り外さずにそのまま出してください。 

 
Ａ．割れたガラスや陶器については危険ですので袋などにいれたまま出してください。基本的に
は，細かな資源ごみについてはビニール袋などに入れて出すことができます。但し，紙ごみに
ついては紙袋に入れて出してください。 

 
Ａ．回収容器に入りきらないごみは，回収容器の外に置いてください。缶など広がってしまう場
合には，ペットボトル用のネットなどを代用していただくこともできます。また，毎回容器か
らあふれてしまう場合には，容器を追加支給しますので環境政策課までお問い合わせくださ
い。 

  
Ａ．収集できるごみの大きさは一辺 50㎝，重さは 10kg以内のものです。それ以上のものにつ
いては粗大ごみの扱いとなり清掃センターへ直接持ち込む必要があります。引っ越し・片付
け・庭木の剪定などで一時的に出る多量ごみ，農業用プラスチック等は，集積所には出せませ
ん。 

 

Q 収集時間の目安を知りたいです。また，収集時間を過ぎて出されたごみはど
うなりますか？ 

Q 台風などの天候が悪い日も回収しますか？ 

Q 町会未加入者はどこに出せばいいですか？ 

Q 異なる素材が合わさっているもの（例：傘，おもちゃなど）やビンなどに取
り外せないふたがついている場合，どのように出せばいいですか？ 

Q 割れたガラスや細かい紙ごみなどは，袋のまま出してもいいですか？ 

Q 資源ごみ（ビン・カン類等）の排出量が多くコンテナ等に入りきらない場

合，どうしたらいいですか？ 

Q 集積所に出せるものの大きさや重さに制限はありますか？集積所に出せない

ものはどうしたらよいですか？ 
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●分別や収集に関する問い合わせ                           

・清掃センター      電話 0294-72-3316 

・環境政策課       電話 0294-72-3111 

・金砂郷地域振興課    電話 0294-76-2111 

・水府地域振興課     電話 0294-85-1111 

・里美地域振興課     電話 0294-82-2111 

●集積所に出せないごみ（粗大ごみ等）の持込み，市への戸別回収の申込先              

【清掃センター：常陸太田市増井町 1763 電話 0294-72-3316】 

・受入れ日：平日と祝日ではない第 1土曜日・第 3日曜日 

・受付時間：8：30～12：00，13：00～16：30 

・処理手数料：10kgあたり 154円 

・戸別回収手数料（処理手数料含む）：1点あたり 510円または 1,030円 

●家電 5品目の処分の流れ，持込み先                        

＜処分の流れ＞ 

【郵便局】でリサイクル券を購入した後に，【指定引取場所】または【清掃センター】へ持ち込む。 

※リサイクル券の金額は，品目・メーカー・大きさ等で異なる。 

①家電リサイクル券に関することはお近くの【郵便局】または【家電リサイクル券センター】へ 

・家電リサイクル券センター  電話 0120-319640 

②持ち込み先は【指定引取場所】または【清掃センター】へ 

※近くの指定引取場所 

・関東西濃運輸(株)日立営業所：日立市神田町 1371-1   電話 0294-54-0111 

・(株)ヤマガタ       ：ひたちなか市佐和 1395-2 電話 029-285-5926 

③リサイクル券以外に必要な料金 

・清掃センターに持込んだ場合（指定引取場所までの運搬手数料）：1点あたり２,0６0円 

・市に戸別回収を依頼したときの手数料                   ：1点あたり3,090円 

●パソコンの処分に関する問い合わせ                               

○デスクトップ型パソコン（ブラウン管製）の場合 

・パソコン 3Ｒ推進協会  電話 03-5282-7685 

○ノートパソコン及びデスクトップ型パソコン（液晶）の場合 

・「その他の金属類」として集積所に出せる。ただし，大きさにより「粗大ごみ」となる。 

●リサイクル品の回収ボックス設置場所                               

 

  入れ歯の回収ボックス 

・市役所本庁 

・金砂郷支所 

・水府支所 

・里美各支所 

・市総合福祉会館 

小型家電の回収ボックス 

・市役所本庁 

・金砂郷支所 

・水府支所 

・里美各支所 

・生涯学習センター 

食用油の回収ボックス 

・市役所本庁 

・金砂郷支所 

・水府支所 

・里美各支所 

※各施設のロビーに設置しています。 
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≪燃やすごみ及び資源・燃えないごみ地区別収集日一覧≫ 

 

地 
 

区 

収  集  町  名 

ビン (無色・茶色・その他)，陶器
類，ガラス類，乾電池，蛍光管，そ
の他の燃えないごみ，ペットボト
ル，ペットボトルのふた 

白色トレイ・発泡スチロール， 
新聞・ちらし，雑誌類，その他の紙
類，ダンボール，紙パック， 
古着・毛布，アルミ缶・スチール缶，
その他の金属類 

常
陸
太
田
地
区 

宮本町，内堀町，中城町，寿町 第3火曜日 第1火曜日 

町屋町，西河内下町，西河内中町，西河内上町 第4火曜日 第2火曜日 

栄町，木崎一町・二町，山下町，馬場町 第1金曜日 第3金曜日 

新宿町，増井町，下大門町，上大門町，瑞龍町 第2金曜日 第4金曜日 

里野宮町，白羽町，茅根町，常福地町，春友町 第2金曜日 第4金曜日 

東一町・二町・三町，西一町・二町・三町，塙町，金井町 第3木曜日 第1木曜日 

幡町，三才町，西宮町，田渡町，長谷町，高貫町 第4木曜日 第2木曜日 

岡田町，小沢町，内田町，落合町，堅磐町，上土木内町，沢目町 第1月曜日 第3月曜日 

小目町，亀作町，真弓町，大森町 第1月曜日 第3月曜日 

上河合町，下河合町，藤田町，粟原町，島町 第2月曜日 第4月曜日 

磯部町，谷河原町，天神林町，稲木町 第2月曜日 第4月曜日 

金
砂
郷
地
区 

久米町，薬谷町，大里町，大平町，玉造町，芦間町，花房町，新地

町，松栄町，中野町，小島町 
第3水曜日 第1水曜日 

高柿町，大方町，竹合町，箕町，下利員町，中利員町，千寿町， 

岩手町，上利員町，下宮河内町，赤土町，上宮河内町 
第4水曜日 第2水曜日 

水
府
地
区 

松平町，和田町，東連地町，棚谷町，国安町，下高倉町，上高倉町 第1水曜日 第3水曜日 

和久町，町田町，西染町，中染町，東染町，河内西町，天下野町 第2水曜日 第4水曜日 

里
美
地
区 

里川町，徳田町，小妻町，小中町，大中町 第3水曜日 第1水曜日 

折橋町，小菅町，大菅町，上深荻町 第4水曜日 第2水曜日 

曜
日 

「燃やすごみ」収集地区・町名 

常陸太田地区 金砂郷地区 水府地区 里美地区 

月
・
木 

宮本町，内堀町，中城町，栄町，木崎一町，木崎二町， 

山下町，寿町，馬場町，新宿町，増井町，下大門町， 

上大門 町，瑞龍町，里野宮町，白羽町，芽根町， 

常福地町，春友町，町屋町，西河内下町，西河内中町， 

西河内上町 

久米町，薬谷町，大里町， 

大平町，玉造町，芦間町， 

花房町 ，新地町 ，松栄町 ， 
中野 町，小島町                                

松平町，和田町，東連地町， 棚谷町， 

国安町，下高倉町， 上高倉町  

※下武生，安寺，持方地区について

は， 

週１回月曜です。 

小中町， 

 大中町，  
折橋町 

火
・
金 

東一町，東二町，東三町，西一町，西二町，西三町， 

塙 町，金井町，幡町，三才町，西宮町，田渡町，長谷町， 

高貫町，岡田町，小沢町，内田町，落合町，堅磐町， 

上土木 内町，沢目町，上河合町，下河合町，藤田町， 

粟原町，島町，磯部町，谷河原町，天神林町，稲木町， 

小目町，亀作 町，真弓町，大森町 

高柿町，大方町，竹合町， 

箕町，下利員町，中利員町， 

千寿町，岩手町，上利員町， 

下宮河内町 ，赤土町 ， 

上宮河内町 

和久町，町田町，西染町，中染町， 

東染町，河内西町，天下野町 

※赤岩，割石，前戸屋地区について

は，週１回木曜です。 

里川町， 

 徳田町，  

小妻町，  

小菅町，  

大菅町， 

上深荻町 


