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ビンや空き缶は不燃ごみではなく、 

資源ごみだよ！ 

八千代町 



※行政区未加入の方へ 
 
集積所へごみ出しをする場合は、 
地元役員へのご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

ごみ集積場の管理・運営・清掃は、 

地 元 行 政 区 で 行 っ て い ま す 。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 意 事 項 

ごみを出す際はきちんと分別し、びん・空き缶・ 
ペットボトルは資源ごみとして出してください。 
また、粗大ごみ・建築廃材・農業用資材は回収できま
せんので、持ち込まないでください。 

生ごみはよく水を切って捨ててください。 

指定時間以外のごみ出しは悪臭等の環境の悪化
や、カラスなどに荒らされる原因になります。 
お住まいの行政区で決められた搬入日時を 
守ったごみ出しをお願いします。 



音 品目 分別区分 出し方のアドバイス

ア ＩＣレコーダ 使用済小型家電

アイスの容器（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

アイスノン 可燃ごみ

アイスピック 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

アイロン 使用済小型家電 電気式以外は「不燃ごみ」

アイロン台 粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

アスファルト 収集・搬入できないもの

アタッシュケース 粗大ごみ

厚紙 可燃ごみ

圧力鍋 不燃ごみ

油（食用油） 可燃ごみ
固形化する。または新聞紙や布などに染み込ませ漏れ出
ないようにする。

油（食用油以外） 収集・搬入できないもの

油紙 可燃ごみ

油こし容器（金属製） 不燃ごみ

油の容器（金属製） 不燃ごみ

油の容器（プラスチック製） 可燃ごみ

雨がっぱ・雨合羽 可燃ごみ

雨戸 粗大ごみ

編み機 粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

編み棒（金属製） 不燃ごみ

編み棒（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

アルバム 可燃ごみ

アルミガード 不燃ごみ

アルミホイール 収集・搬入できないもの スチールホイール・ホイールキャップを含む。

アルミホイル・アルミ箔 不燃ごみ

アルミホイル・アルミ箔の芯 可燃ごみ

泡だて器 不燃ごみ

安全靴 不燃ごみ

安全ピン 不燃ごみ

アンテナ 粗大ごみ パラボナアンテナを含む。

アンプ 粗大ごみ

イ いぐさ 可燃ごみ

石・岩 収集・搬入できないもの

衣装ケース 粗大ごみ

イス・椅子 粗大ごみ

板（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

一輪車（スポーツ用） 粗大ごみ

一輪車・ネコ車（作業用） 粗大ごみ

一升びん 資源ごみ（びん） なるべく購入店へ返却する。

一斗缶 不燃ごみ
内容物が付着していない、においがしない状態にするこ
と。

犬小屋 粗大ごみ



犬の糞 可燃ごみ 紙などで包み、水分が漏れ出ないようにする。

医療系廃棄物 収集・搬入できないもの

衣類 可燃ごみ

衣類カバー 可燃ごみ

衣類乾燥機 家電リサイクル法対象品

入れ歯 不燃ごみ

色鉛筆 可燃ごみ

印鑑 可燃ごみ

インクカートリッジ 可燃ごみ なるべく購入店へ返却する。

インターホン 不燃ごみ

ウ ウィッグ（付け毛） 可燃ごみ

ウインドブレーカー 可燃ごみ

植木ばさみ 不燃ごみ

植木鉢（せともの） 不燃ごみ

植木鉢（プラスチック） 可燃ごみ

ウエットスーツ 可燃ごみ

ウエットティッシュ 可燃ごみ

ウォーキングマシン 粗大ごみ

ウォーターベッド 粗大ごみ

浮き輪 可燃ごみ

臼・うす（石製） 収集・搬入できないもの

臼・うす（木製） 粗大ごみ

うちわ 可燃ごみ

腕時計 不燃ごみ

ウレタンマット 可燃ごみ

運動靴 可燃ごみ

エ エアコン 家電リサイクル法対象品

エアロバイク 粗大ごみ

映写機 粗大ごみ

ＡＣアダプタ 使用済小型家電

液晶テレビ 家電リサイクル法対象品

枝（長さ２ｍ以下、幹の太さ15cm以下） 粗大ごみ

枝（長さ２ｍ以上、幹の太さ15cm以上） 収集・搬入できないもの

絵の具チューブ（金属製） 不燃ごみ

絵の具チューブ（プラスチック製） 可燃ごみ

エプロン 可燃ごみ

絵本 資源ごみ（古紙）

ＭＤ 可燃ごみ

ＭＤプレーヤ 使用済小型家電

ＬＥＤ（電球・蛍光灯） 不燃ごみ

ＬＤ 可燃ごみ

ＬＤプレーヤ 不燃ごみ

エレキギター 粗大ごみ

エレクトーン 粗大ごみ



エンジン 収集・搬入できないもの

エンジンオイル 収集・搬入できないもの

延長コード 不燃ごみ

煙突 収集・搬入できないもの

鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り器 不燃ごみ

オ オイル 収集・搬入できないもの

オイルヒーター 粗大ごみ

王冠（金属製） 不燃ごみ

オーディオ機器 不燃ごみ

オートバイ（50cc以下） 粗大ごみ

オートバイ（50cc超えるもの） 収集・搬入できないもの

オーブン（電気・ガス） 不燃ごみ

オーブントースター 不燃ごみ

桶（金属製） 不燃ごみ

桶（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

お玉（金属製） 不燃ごみ

お玉（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

落ち葉 可燃ごみ

汚泥（側溝清掃で出たもの） 収集・搬入できないもの

帯 可燃ごみ

おひつ 可燃ごみ

オペラグラス 不燃ごみ

おむつ 可燃ごみ 汚物は除くこと。

おもちゃ（金属製） 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

おもちゃ（木製・プラスチック製） 可燃ごみ 電池は「有害ごみ」

オルガン 粗大ごみ

おろし金 不燃ごみ

温水器（ソーラー） 収集・搬入できないもの

温度計（水銀使用） 有害ごみ

温風ヒーター 粗大ごみ

カ ガーゼ 可燃ごみ

カーテン 可燃ごみ

カーテンレール 粗大ごみ

カード（キャッシュカード類・定期券・テレホンカード
類）

可燃ごみ

カーナビ 使用済小型家電

カーペット 可燃ごみ

カーボン紙 可燃ごみ

カーラー 不燃ごみ

貝殻 可燃ごみ

懐中電灯 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

掻巻（かいまき） 粗大ごみ

カイロ（使い捨て） 可燃ごみ

鏡 不燃ごみ



鍵 不燃ごみ

家具 粗大ごみ

角材 収集・搬入できないもの

学習机 粗大ごみ 蛍光灯は「有害ごみ」

額縁（金属製） 不燃ごみ

額縁（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

掛け軸 可燃ごみ

かご（紙・竹・木・プラスチック製） 可燃ごみ

かご（金属製） 不燃ごみ

傘 不燃ごみ

傘立て 粗大ごみ

加湿器 不燃ごみ

菓子袋 可燃ごみ

ガスコンロ 粗大ごみ

ガスボンベ（カセットコンロ用） 不燃ごみ 使いきり穴を開けること。

ガスボンベ（プロパンガス用） 収集・搬入できないもの

ガスレンジカバー 不燃ごみ

カセットコンロ（卓上用） 不燃ごみ ガスボンベは取り外すこと。

カセットテープ 可燃ごみ

カセットデッキ 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

片手鍋 不燃ごみ

カタログ 資源ごみ（古紙）

カチューシャ（プラスチック製） 可燃ごみ

カッターナイフ 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

合羽・かっぱ 可燃ごみ

カップ麺（ふた・容器） 可燃ごみ

割烹着 可燃ごみ

かつら 可燃ごみ

門松 粗大ごみ

蚊取り線香 可燃ごみ

金あみ 不燃ごみ

かなづち 不燃ごみ

鞄 不燃ごみ

画びょう 不燃ごみ

花瓶 不燃ごみ

壁紙（ビニールクロス） 収集・搬入できないもの

鎌 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

紙（感熱紙・メモ用紙・レシート・金紙・銀紙） 可燃ごみ

紙おむつ 可燃ごみ 汚物は除くこと。

剃刀（かみそり） 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

紙筒（トイレットペーパー・ラップ・テープの芯など） 可燃ごみ

髪の毛 可燃ごみ

紙パック（牛乳パック） 資源ごみ（古紙）

紙パック（中が銀色のもの） 可燃ごみ



紙袋 可燃ごみ

紙やすり 可燃ごみ

ガムテープ 可燃ごみ

カメラ（フィルムカメラ） 不燃ごみ

カメラフィルム 可燃ごみ

火薬 収集・搬入できないもの

画用紙 可燃ごみ

カラーボックス 粗大ごみ

カラオケ演奏装置 粗大ごみ

ガラス 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

ガラステーブル 粗大ごみ

ガラス戸 粗大ごみ

カラスネット 可燃ごみ

カレンダー 資源ごみ（古紙）

革衣類（衣服・手袋・帽子など） 可燃ごみ

革靴 可燃ごみ

瓦・スレート 収集・搬入できないもの

缶（飲み物・菓子缶・缶詰など） 資源ごみ（空き缶）

缶（ペンキの缶） 不燃ごみ 使いきること。

缶（ボンベ缶・スプレー缶） 不燃ごみ 使いきり穴を開けること。

換気扇 不燃ごみ

缶切り 不燃ごみ

緩衝材（プチプチなど） 可燃ごみ

乾燥機（衣類） 家電リサイクル法対象品

乾燥機（食器） 不燃ごみ

乾燥機（布団） 不燃ごみ

乾燥剤 可燃ごみ

乾電池 有害ごみ

感熱紙 可燃ごみ

キ キーボード（楽器） 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

キーボード（パソコンの付属品） 収集・搬入できないもの

キーホルダー 不燃ごみ

ギター 粗大ごみ

木づち 可燃ごみ

キッチンタオル（紙製・布製） 可燃ごみ

キッチンマット 可燃ごみ

キッチンワゴン 粗大ごみ

杵・きね 粗大ごみ

木の枝 粗大ごみ 長さ２ｍ以下、幹の太さ15cm以下

木の枝 収集・搬入できないもの 長さ２ｍ以上、幹の太さ15cm以上

木箱 可燃ごみ

木べら 可燃ごみ

着物 可燃ごみ

脚立 粗大ごみ



キャップ（金属製） 不燃ごみ

キャップ（プラスチック製） 可燃ごみ

キャリア 粗大ごみ

急須 不燃ごみ

給湯器 粗大ごみ

牛乳パック 資源ごみ（古紙）

鏡台 粗大ごみ

きり（錐） 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

キルティングマット 可燃ごみ

金魚鉢 不燃ごみ

金庫 粗大ごみ
中が確認でき、高さ50cm×幅50cm×奥行50cm、重さ50kg
以下のもの。

巾着 可燃ごみ

ク 空気入れ（金属製） 不燃ごみ

空気入れ（プラスチック製） 可燃ごみ

空気清浄機 不燃ごみ

クーラー（エアコン） 家電リサイクル法対象品

クーラーボックス 可燃ごみ

釘 不燃ごみ

釘抜き 不燃ごみ

草 可燃ごみ

鎖・くさり（金属製） 不燃ごみ

鎖・くさり（プラスチック製） 可燃ごみ

串（金属製） 不燃ごみ

串（竹製） 可燃ごみ

薬のシート 可燃ごみ

薬の袋（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

靴 可燃ごみ

靴下 可燃ごみ

クッション 可燃ごみ

靴ベラ（金属製） 不燃ごみ

靴ベラ（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

首輪 不燃ごみ

クリアファイル 可燃ごみ

クリーニングの袋 可燃ごみ

クリスマスツリー（紙・木・プラスチック製） 可燃ごみ

クリップ 不燃ごみ

車椅子 粗大ごみ

クレパス＝クレヨン 可燃ごみ

グローブ 可燃ごみ

グローランプ・点灯管（ガラス製） 有害ごみ

グローランプ・点灯管（プラスチック製） 不燃ごみ

鍬・くわ 粗大ごみ

軍手 可燃ごみ

ケ 蛍光灯・蛍光管（ＬＥＤを含む） 有害ごみ



蛍光ペン 可燃ごみ

珪藻土 収集・搬入できないもの

携帯音楽プレーヤ 使用済小型家電

携帯電話・ＰＨＳ 使用済小型家電

携帯用ゲーム機器 使用済小型家電

毛糸 可燃ごみ

ケーブル 不燃ごみ

ゲームソフト・カセット 不燃ごみ

消しゴム 可燃ごみ

化粧品（プラスチック製） 可燃ごみ

下駄 可燃ごみ

下駄箱 粗大ごみ

血圧計（電子血圧計など） 不燃ごみ

毛抜き 不燃ごみ

玄関マット（ゴム製・布製） 可燃ごみ

コ こいのぼり（布部分） 可燃ごみ

こいのぼり（ポール（金属製）） 不燃ごみ

工具類（家庭用） 不燃ごみ

ゴーグル 可燃ごみ

コード 不燃ごみ

コーヒーメーカー 不燃ごみ

氷枕 可燃ごみ

黒板消し 可燃ごみ

ござ 粗大ごみ

コタツ・コタツ板・コタツ布団 粗大ごみ

コップ（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

コップ（陶磁器・ガラス製） 不燃ごみ

琴 粗大ごみ

コピー機（家庭用） 粗大ごみ

コピー機（業務用） 収集・搬入できないもの

ごみ箱（金属製） 不燃ごみ

ごみ箱（プラスチック製） 可燃ごみ

ゴム製品 可燃ごみ

米びつ 粗大ごみ

コルク 可燃ごみ

コルク抜き 不燃ごみ

コルクボード 可燃ごみ

ゴルフ用品（ゴルフクラブ） 粗大ごみ

ゴルフ用品（ゴルフバッグ） 粗大ごみ

ゴルフ用品（ゴルフボール） 可燃ごみ

ゴルフ用品（ゴルフマット） 可燃ごみ

コンクリート・セメント・モルタル 収集・搬入できないもの

コンポ 不燃ごみ

コンポスト（生ごみ処理容器） 粗大ごみ



サ サーキュレーター 不燃ごみ

サーフボード 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ

在宅医療系廃棄物 収集・搬入できないもの

サイドボード 粗大ごみ

作業服 可燃ごみ

サッカーボール 可燃ごみ

サッシ 粗大ごみ

雑誌 資源ごみ（古紙）

殺虫剤（市販の薬品など） 収集・搬入できないもの

殺虫剤の缶（スプレー・燻蒸缶） 不燃ごみ 使いきり穴を開けること。

殺虫剤のびん 不燃ごみ 使いきること。

座布団 可燃ごみ

サマーベッド 粗大ごみ

皿（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

皿（金属製・陶器製・ガラス製） 不燃ごみ

ざる（金属製） 不燃ごみ

ざる（竹製・プラスチック製） 可燃ごみ

三脚 粗大ごみ

サングラス 不燃ごみ

サンダル 可燃ごみ

サンドバッグ 粗大ごみ

三輪車 不燃ごみ

シ シーツ 可燃ごみ

ＣＤ 可燃ごみ

ＣＤプレーヤ 使用済小型家電 電池は「有害ごみ」

ＣＤラジカセ 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

シートカバー（自動車用） 可燃ごみ

シール 可燃ごみ

ジーンズ 可燃ごみ

磁気マットレス 粗大ごみ

ジグソーパズル 可燃ごみ

磁石 不燃ごみ

七輪 不燃ごみ

漆器 可燃ごみ

湿度計 不燃ごみ

室内物干し 不燃ごみ

湿布薬 可燃ごみ

辞典・辞書 資源ごみ（古紙）

自転車 粗大ごみ

自転車部品（プラスチック製） 可燃ごみ

自転車部品（プラスチック製以外） 不燃ごみ

自動車用カバー 可燃ごみ

自動車用部品 収集・搬入できないもの



竹刀 粗大ごみ

ジャージ 可燃ごみ

シャープペンシル 可燃ごみ

ジャケット 可燃ごみ

写真 可燃ごみ

シャツ 可燃ごみ

シャベル（金属製） 不燃ごみ

シャベル（プラスチック製） 可燃ごみ

しゃもじ（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

砂利 収集・搬入できないもの

ジャンパー 可燃ごみ

ジューサーミキサー 不燃ごみ

じゅうたん 粗大ごみ

収納ケース（紙・布・プラスチック製） 可燃ごみ

収納ケース（金属製） 不燃ごみ

シュレッダー（家庭用） 不燃ごみ

しゅろの木 収集・搬入できないもの

瞬間湯沸器 粗大ごみ

消火器 収集・搬入できないもの

定規（金属製） 不燃ごみ

定規（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

将棋の駒 可燃ごみ

将棋盤 粗大ごみ

焼却炉（金属製） 粗大ごみ

焼却炉（ブロック製） 収集・搬入できないもの

障子紙 可燃ごみ

障子戸 粗大ごみ

消臭剤 可燃ごみ

浄水器 不燃ごみ

照明器具 不燃ごみ 蛍光灯は「有害ごみ」

醤油の容器（ガラス製） 資源ごみ（びん）

醤油の容器（ペットボトル） 資源ごみ（ペットボトル）

じょうろ（金属製） 不燃ごみ

じょうろ（プラスチック製） 可燃ごみ

食品トレイ 可燃ごみ

除湿器 不燃ごみ

除湿剤 可燃ごみ

除湿剤の容器 可燃ごみ

食器（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

食器（金属製・陶器製・ガラス製） 不燃ごみ

食器洗い乾燥機 粗大ごみ

食器棚 粗大ごみ

人工芝 可燃ごみ

新聞紙（折込広告を含む） 資源ごみ（古紙）



ス 吸殻 可燃ごみ

水槽 不燃ごみ

水筒（金属製・魔法瓶） 不燃ごみ

水筒（プラスチック製） 可燃ごみ

炊飯器 不燃ごみ

スーツケース 粗大ごみ

スカーフ 可燃ごみ

スキー用品（靴） 不燃ごみ

スキー用品（スキー板・ストック） 粗大ごみ

スキー用品（スキーウエア・手袋） 可燃ごみ

スキャナー（家庭用） 不燃ごみ

スケート靴 不燃ごみ

スケートボード 不燃ごみ

スケッチブック 可燃ごみ

スコップ（金属製） 不燃ごみ

スコップ（プラスチック製） 可燃ごみ

硯（すずり） 不燃ごみ

すだれ 可燃ごみ

スタンプ台 不燃ごみ

スチール机 粗大ごみ

スチールホイール 収集・搬入できないもの アルミホイール・ホイールキャップを含む。

ステレオ 粗大ごみ

ストーブ（電気・ガス・石油など） 粗大ごみ 灯油を抜くこと。

ストッキング 可燃ごみ

ストロー 可燃ごみ

砂 収集・搬入できないもの

スニーカー 可燃ごみ

スノーボード 粗大ごみ

スノーボード用くつ 可燃ごみ

すのこ（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

スパイクシューズ 不燃ごみ

スパナ 不燃ごみ

スピーカー 不燃ごみ

スプーン（金属製） 不燃ごみ

スプーン（プラスチック製） 可燃ごみ

スプレー缶 不燃ごみ 使いきり穴を開けること。

滑り台 粗大ごみ

スポーツバッグ 不燃ごみ

スポンジ 可燃ごみ

ズボンプレッサー 不燃ごみ

炭 可燃ごみ 灰は「収集・運搬できないもの」

スリッパ 可燃ごみ

すり鉢 不燃ごみ

スレート・瓦 収集・搬入できないもの



スロット台・パチンコ台 収集・搬入できないもの 玉やコインを含む。

セ 製氷皿（プラスチック製） 可燃ごみ

整理ダンス 粗大ごみ

生理用品 可燃ごみ

せいろ 可燃ごみ

セーター 可燃ごみ

石油ストーブ・石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油を抜くこと。

石油ポンプ（電動式） 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

石油ポンプ（プラスチック製） 可燃ごみ

せっけん 可燃ごみ

石膏ボード・ラスボード 収集・搬入できないもの

接着剤の容器（金属製） 不燃ごみ

接着剤の容器（プラスチック製） 可燃ごみ

せともの・瀬戸物 不燃ごみ

セメント・コンクリート・モルタル 収集・搬入できないもの

セロハンテープ 可燃ごみ

セロハンテープの芯 可燃ごみ

洗剤の容器（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

扇子 可燃ごみ

洗濯機 家電リサイクル法対象品

洗濯ネット 可燃ごみ

洗濯ばさみ 可燃ごみ

洗濯物干し 不燃ごみ

栓抜き 不燃ごみ

扇風機 不燃ごみ

洗面器（金属製） 不燃ごみ

洗面器（プラスチック製） 可燃ごみ

洗面台 粗大ごみ

ソ 造花（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

造花（針金など金属を含むもの） 不燃ごみ

双眼鏡 不燃ごみ

ぞうきん 可燃ごみ

掃除機 不燃ごみ

掃除機用ごみパック 可燃ごみ

ソーラー温水器 収集・搬入できないもの

ソーラー発電パネル一式 収集・搬入できないもの

ソファー 粗大ごみ

そり（プラスチック製） 可燃ごみ

タ 体温計（水銀使用） 有害ごみ

体温計（電子体温計） 使用済小型家電

台車 粗大ごみ

体重計・体脂肪計 不燃ごみ

ダイニングチェア 粗大ごみ

ダイビング用ウエア 可燃ごみ



タイプライター 不燃ごみ

タイマー 不燃ごみ

タイヤ（オートバイ用（50cc以下）） 不燃ごみ

タイヤ（自転車用） 不燃ごみ

タイヤ（自動車用） 収集・搬入できないもの

タイヤホイール 収集・搬入できないもの

太陽光発電パネル一式 収集・搬入できないもの

タイル 収集・搬入できないもの

ダウンジャケット 可燃ごみ

タオル・タオルケット 可燃ごみ

卓上計算機 使用済小型家電

竹ざお 粗大ごみ

竹ぼうき 粗大ごみ

畳 粗大ごみ 一日１６枚まで搬入可

卓球台 粗大ごみ

脱臭剤 可燃ごみ

タッパー容器 可燃ごみ

縦笛・リコーダー（プラスチック製） 可燃ごみ

タブレット端末 不燃ごみ なるべく販売店で引き取ってもらう。

卵の殻 可燃ごみ

卵パック（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

たわし 可燃ごみ

たんす 粗大ごみ

ダンベル（金属製） 不燃ごみ

ダンベル（コンクリート・砂鉄などを固めてコーティン
グしたもの）

収集・搬入できないもの

ダンベル（プラスチック製） 可燃ごみ

段ボール 資源ごみ（古紙）

チ チャイルドシート 粗大ごみ

茶箱（木製） 可燃ごみ

茶碗 不燃ごみ

中華なべ 不燃ごみ

注射器・注射針 収集・搬入できないもの

チューブ類（金属製） 不燃ごみ

チューブ類（プラスチック製） 可燃ごみ

彫刻刀 不燃ごみ 新聞紙などで包む

長座布団 粗大ごみ

調味料の容器（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

調味料の容器（金属製） 資源ごみ（空き缶）

調味料の容器（びん） 資源ごみ（びん）

ちり紙 可燃ごみ

ツ つえ 粗大ごみ

使い捨てカイロ 可燃ごみ

使い捨てカメラ 可燃ごみ なるべく販売店で引き取ってもらう。

使い捨てライター 不燃ごみ 使いきり、燃焼部を折ること。



机 粗大ごみ

土 収集・搬入できないもの

突っ張り棒 粗大ごみ

つぼ 不燃ごみ

積み木（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

爪切り 不燃ごみ

釣糸（プラスチック製） 可燃ごみ

釣竿 粗大ごみ

剣山 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

テ Ｔシャツ 可燃ごみ

ＤＶＤ 可燃ごみ

ＤＶＤプレーヤ 不燃ごみ

定期券 可燃ごみ

ディスプレイ（パソコン用） 収集・搬入できないもの

ティッシュペーパー 可燃ごみ

ティッシュボックス（紙製） 可燃ごみ

テープ（カセット・ビデオ・8mm） 可燃ごみ

テープ（紙製・布製（粘着用）） 可燃ごみ

テープ（ビニール紐） 可燃ごみ

テープカッター 不燃ごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス（布製・レース製） 可燃ごみ

テーブルタップ・電源タップ 不燃ごみ

手鏡 不燃ごみ

デジタルカメラ 使用済小型家電

デスクマット 可燃ごみ

鉄アレイ（金属製） 不燃ごみ

鉄アレイ（コンクリート・砂鉄などを固めてコーティン
グしたもの）

収集・搬入できないもの

鉄骨 収集・搬入できないもの

手袋 可燃ごみ

テレビ 家電リサイクル法対象品

テレビ台 粗大ごみ

電気あんか 不燃ごみ

電気カーペット 不燃ごみ

電気かみそり 使用済小型家電

電気コード 不燃ごみ

電気ポット 不燃ごみ

電気毛布 不燃ごみ

電球（ＬＥＤを含む） 有害ごみ

電源タップ・テーブルタップ 不燃ごみ

電子辞書 使用済小型家電

電子体温計 使用済小型家電

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 不燃ごみ



電子レンジ台 粗大ごみ

天体望遠鏡 不燃ごみ

電卓 使用済小型家電

電池 有害ごみ

テント 粗大ごみ

点灯管・グローランプ（ガラス製） 有害ごみ

点灯管・グローランプ（プラスチック製） 不燃ごみ

電動自転車 粗大ごみ

電動歯ブラシ 不燃ごみ

電話機 使用済小型家電

電話帳 資源ごみ（古紙）

ト ドア 粗大ごみ

砥石 収集・搬入できないもの

トイレ用品（トイレコーナー・ブラシ） 可燃ごみ

トイレ用品（便座カバー・マット） 可燃ごみ

陶磁器 不燃ごみ

籐製品（ラック・籠・棚など） 可燃ごみ

灯油 収集・搬入できないもの

トースター 不燃ごみ

毒物劇物 収集・搬入できないもの

時計 不燃ごみ

土砂 収集・搬入できないもの

戸棚 粗大ごみ

トタン板 粗大ごみ

徳利 不燃ごみ

土鍋 不燃ごみ

ドライバー（工具） 不燃ごみ

ドライヤー 使用済小型家電

ドラム缶 粗大ごみ

トランク 不燃ごみ

ドリッパー（コーヒーメーカー） 不燃ごみ

塗料 収集・搬入できないもの

ドリル 不燃ごみ

トレイ（発泡トレイ） 可燃ごみ

トレーナー 可燃ごみ

ドレッサー 粗大ごみ

トレッドミル・ランニングマシン 粗大ごみ

泥 収集・搬入できないもの

トロフィー 不燃ごみ

どんぶり 不燃ごみ

ナ ナイフ 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

苗箱（プラスチック製） 収集・搬入できないもの

長靴 可燃ごみ

流し台 粗大ごみ



鍋 不燃ごみ

生ごみ 可燃ごみ 水分を十分に切ること。

生ごみ処理機（コンポスト） 粗大ごみ

生ごみ処理機（電気式） 不燃ごみ

波板トタン 粗大ごみ

ニ 人形（着せ替え人形など） 可燃ごみ

人形（雛人形・五月人形） 粗大ごみ

人形ケース 粗大ごみ

人形の服 可燃ごみ

ヌ ぬいぐるみ（布製） 可燃ごみ

布くず 可燃ごみ

ネ ネガフィルム 可燃ごみ

ネクタイ 可燃ごみ

猫砂（紙製・木製） 可燃ごみ

寝袋 可燃ごみ

粘土（油粘土・紙粘土） 可燃ごみ

ノ 農機具 収集・搬入できないもの

農業資材 収集・搬入できないもの

農薬 収集・搬入できないもの

農薬のびん（家庭菜園用） 不燃ごみ

ノート 資源ごみ（古紙）

ノートパソコン 収集・搬入できないもの

のこぎり 不燃ごみ

ハ バーベキューセット 粗大ごみ

ハーモニカ 不燃ごみ

灰 収集・搬入できないもの

バイク（50cc以下） 粗大ごみ

バイク（50cc超えるもの） 収集・搬入できないもの

灰皿 不燃ごみ

パイプ椅子 不燃ごみ

パイプベッド 粗大ごみ

廃油（食用油） 可燃ごみ 新聞紙や布などに染み込ませ漏れ出ないようにする。

廃油（灯油・石油などの燃料油） 収集・搬入できないもの

バインダー 不燃ごみ

はかり 不燃ごみ

白色トレイ 可燃ごみ

剥製 粗大ごみ

刷毛・ハケ 可燃ごみ

バケツ（金属製） 不燃ごみ

バケツ（プラスチック製） 可燃ごみ

箱（厚紙など（破ると中が灰色のもの）） 可燃ごみ

箱（木箱） 可燃ごみ

箱（段ボール） 資源ごみ（古紙）

はさみ 不燃ごみ



はしご 粗大ごみ

パジャマ 可燃ごみ

バスケットボール 可燃ごみ

バスタオル 可燃ごみ

バスマット 可燃ごみ

バスマット（珪藻土） 収集・搬入できないもの

パソコン（本体・ノートパソコン） 収集・搬入できないもの

パチンコ台・スロット台 収集・搬入できないもの 玉やコインを含む。

バッグ（布・皮・プラスチック製） 可燃ごみ

バッテリー 収集・搬入できないもの

バット（野球用など） 粗大ごみ

発泡スチロール 可燃ごみ

発泡トレイ 可燃ごみ

花火 可燃ごみ 水で十分湿らせること。

羽根布団 粗大ごみ

歯ブラシ 可燃ごみ

刃物 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

針 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

針金 不燃ごみ

バレーボール 可燃ごみ

パレット（木製・プラスチック製） 収集・搬入できないもの

ハロゲンヒーター 不燃ごみ

ハンガー（針金） 不燃ごみ

ハンガー（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

ハンカチ 可燃ごみ

半紙 可燃ごみ

ハンマー 不燃ごみ

ヒ ピアニカ（プラスチック製） 可燃ごみ

ピアノ 収集・搬入できないもの

ピアノ（電子ピアノ） 粗大ごみ

ピアノカバー 可燃ごみ

ビーズクッション 可燃ごみ

ビー玉 不燃ごみ

ビーチサンダル 可燃ごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビーチボール 可燃ごみ

ビールケース 収集・搬入できないもの

ビールびん 資源ごみ（びん）

ビデオカメラ 使用済小型家電

ビデオテープ 可燃ごみ

ビデオデッキ 粗大ごみ

ビニール傘 不燃ごみ

ビニールカッパ 可燃ごみ

ビニールテープ 可燃ごみ



ビニール手袋 可燃ごみ

ビニールハウス（家庭菜園など） 粗大ごみ

ビニールハウス（農家から排出） 収集・搬入できないもの

ビニール袋 可燃ごみ

びん（飲料水・食品・果実酒・化粧品・ドリンク剤のび
ん）

資源ごみ（びん） なるべく販売店で引き取ってもらう。

びん（飲料用・化粧品用以外のびん） 不燃ごみ

びん（ビールびん・一升びん（リターナブルびん）） 資源ごみ（びん）

便箋 可燃ごみ

びんのふた（金属製・王冠） 不燃ごみ

びんのふた（樹脂） 可燃ごみ

フ ファストフードの持ち帰り容器 可燃ごみ

ファックス・ファクシミリ（家庭用） 不燃ごみ

ファックス用紙（感熱紙） 可燃ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油を抜くこと。

フィットネスバイク 粗大ごみ

風船 可燃ごみ

封筒 可燃ごみ

風鈴 不燃ごみ

プール（ビニール製・プラスチック製） 可燃ごみ

フォーク（金属製） 不燃ごみ

フォーク（プラスチック製） 可燃ごみ

不織布 可燃ごみ

ふすま 粗大ごみ

ふすま紙 可燃ごみ

プチプチ（緩衝材） 可燃ごみ

筆 可燃ごみ

布団 粗大ごみ

布団圧縮袋 可燃ごみ

布団カバー 可燃ごみ

布団乾燥機 不燃ごみ

フライパン 不燃ごみ

ブラインド 粗大ごみ

ブラウン管テレビ 家電リサイクル法対象品

ブラシ 可燃ごみ

プラズマテレビ 家電リサイクル法対象品

プラモデル（プラスチック製） 可燃ごみ

ブランコ（幼児用） 粗大ごみ

プランター 不燃ごみ

プリンター 不燃ごみ

プリンターカートリッジ 可燃ごみ

風呂敷（布製・ビニール製） 可燃ごみ

ブロック 収集・搬入できないもの

フロッピーディスク 可燃ごみ

プロパンガスボンベ 収集・搬入できないもの



風呂用品（マット・すのこ・ふた） 可燃ごみ

文鎮 不燃ごみ

ヘ ヘアードライヤー 使用済小型家電

ヘアスプレー 不燃ごみ

米袋（紙製・ビニール製） 可燃ごみ

ベッド 粗大ごみ

ペットの糞 可燃ごみ 紙などで包み、水分が漏れ出ないようにする。

ペットボトル 資源ごみ（ペットボトル）

ペットボトル（キャップ・ふた） 可燃ごみ

ペットボトル（ラベル） 可燃ごみ

ヘッドホン 不燃ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ

ベビー布団 可燃ごみ

ベビーベッド 粗大ごみ

ベビーラック（木製・プラスチック製） 可燃ごみ

ヘルスメーター 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

ベルト 不燃ごみ

ヘルメット（プラスチック製） 可燃ごみ

ペンキ缶 不燃ごみ
内容物が付着していない、においがしない状態にするこ
と。

便座 粗大ごみ

便座カバー 可燃ごみ

弁当箱（紙・竹・木・プラスチック製） 可燃ごみ

弁当箱（金属製・ランチジャー） 不燃ごみ

ホ ボアシーツ 可燃ごみ

望遠鏡 不燃ごみ

ほうき 可燃ごみ

芳香剤 可燃ごみ

芳香剤の容器（プラスチック製） 可燃ごみ

帽子 可燃ごみ

包装紙 可燃ごみ

包帯 可燃ごみ

防虫剤 可燃ごみ

包丁 不燃ごみ 新聞紙などで包む。

包丁とぎ器 不燃ごみ

ボウル（金属製・ガラス製） 不燃ごみ

ボウル（プラスチック製） 可燃ごみ

ホース 可燃ごみ

ポータブルトイレ 粗大ごみ

ボードゲーム（紙製・プラスチック製） 可燃ごみ

ホームベーカリー 不燃ごみ

ボール（スポーツ用品） 可燃ごみ

ボール紙 可燃ごみ

ボールペン 可燃ごみ



ホーロー鍋・琺瑯鍋 不燃ごみ

木刀 粗大ごみ

歩行器 粗大ごみ

ホッチキス 不燃ごみ

ホッチキスの針 可燃ごみ

ポット（電気ポット・魔法瓶） 不燃ごみ

ホットカーペット 不燃ごみ

ホットプレート 不燃ごみ

ほ乳瓶（ガラス製） 不燃ごみ

ほ乳瓶（プラスチック製） 可燃ごみ

ポリタンク 可燃ごみ 灯油などを抜くこと。

保冷剤（ゼリータイプ） 可燃ごみ

保冷バック 可燃ごみ

ホワイトボード（金属製） 不燃ごみ

ホワイトボード（プラスチック製） 可燃ごみ

本（単行本・文庫本） 資源ごみ（古紙）

本棚 粗大ごみ

ポンプ（井戸用など金属製） 粗大ごみ エンジンを除く。

ボンベ缶（カセットコンロ用） 不燃ごみ 使いきり穴を開けること。

マ マーガリンの容器 可燃ごみ

マイク 不燃ごみ

マウス（パソコンの付属品） 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

マウスパッド 可燃ごみ

マグネット 不燃ごみ

マグネットシート 可燃ごみ

枕 可燃ごみ

マスク 可燃ごみ

マッサージ椅子 粗大ごみ

マッチ 可燃ごみ

マットレス 粗大ごみ

窓枠 粗大ごみ

まな板 可燃ごみ

マネキン 粗大ごみ

マフラー（えりまき） 可燃ごみ

豆電球 不燃ごみ

マヨネーズチューブ 可燃ごみ

万年筆 不燃ごみ

万歩計 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

ミ ミキサー 不燃ごみ

ミシン 粗大ごみ

水着 可燃ごみ

水切りかご（金属製） 不燃ごみ

水切りかご（プラスチック製） 可燃ごみ

ミニカー（金属製） 不燃ごみ



ミニカー（プラスチック製） 可燃ごみ

ミニコンポ 不燃ごみ

ム 麦わら帽子 可燃ごみ

虫かご（金属製） 不燃ごみ

虫かご（竹製・プラスチック製） 可燃ごみ

蒸し器（金属製） 不燃ごみ

虫眼鏡 不燃ごみ

むしろ 粗大ごみ

メ 名刺 可燃ごみ

眼鏡 不燃ごみ

綿棒 可燃ごみ

モ 毛布 可燃ごみ

毛布（電気毛布） 不燃ごみ

モップ 粗大ごみ

物置 収集・搬入できないもの

物干し竿 粗大ごみ

物干し台（石・コンクリート） 収集・搬入できないもの

モルタル・コンクリート・セメント 収集・搬入できないもの

ヤ やかん 不燃ごみ

ユ 浴衣 可燃ごみ

湯たんぽ（金属製） 不燃ごみ

湯たんぽ（プラスチック製） 可燃ごみ

ユニフォーム 可燃ごみ

ヨ 洋服 可燃ごみ

洋服ダンス 粗大ごみ

浴槽 粗大ごみ

浴槽（石製） 収集・搬入できないもの

よしず 粗大ごみ

ラ ライター 不燃ごみ 使いきり、燃焼部を折ること。

ラグマット 可燃ごみ

ラケット（木製） 可燃ごみ

ラケット（木製以外） 不燃ごみ

ラジオ 使用済小型家電 電池は「有害ごみ」

ラジカセ 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

ラジコン 不燃ごみ 電池は「有害ごみ」

ラスボード・石膏ボード 収集・搬入できないもの

ラップ（食品用） 可燃ごみ

ラップの芯 可燃ごみ

ラップの箱 可燃ごみ

ラミネート加工の紙 可燃ごみ

ランドセル 不燃ごみ

ランニングマシン・トレッドミル 粗大ごみ

ランプ 不燃ごみ

リ リコーダー・縦笛（プラスチック製） 可燃ごみ



リモコン 不燃ごみ

リヤカー 粗大ごみ

両面テープ 可燃ごみ

ル ルーズリーフ 可燃ごみ

ルーズリーフファイル 可燃ごみ

ルームランナー 粗大ごみ

レ 冷蔵庫 家電リサイクル法対象品

冷凍庫 家電リサイクル法対象品

冷凍保冷バック 可燃ごみ

冷風機 不燃ごみ

レインコート 可燃ごみ

レコード 可燃ごみ

レコードプレーヤ 不燃ごみ

レジ袋 可燃ごみ

レジャーシート 可燃ごみ

レトルトパック 可燃ごみ

レモン絞り（金属・ガラス製） 不燃ごみ

レンガ 収集・搬入できないもの

レンジ台 粗大ごみ

レンズ 不燃ごみ

煉炭 可燃ごみ 灰は「収集・運搬できないもの」

ロ ろうそく 可燃ごみ

ローラースケート 不燃ごみ

ロールカーテン 粗大ごみ

ロッカー 粗大ごみ

ワ ワープロ 不燃ごみ

ワイシャツ 可燃ごみ

輪ゴム 可燃ごみ

和紙 可燃ごみ

綿 可燃ごみ

和服 可燃ごみ

椀・味噌汁椀 可燃ごみ



 

 

 

 

 

 

💧生ごみの水切りからはじめるエコ活動💧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで考えよう！SDGｓ 
 

 

エコな豆知識 

生ごみの約80％は水分です。 

 

生ごみの水分は、 

腐敗や悪臭の原因のほか、 
廃棄物焼却施設の熱効率利用の
低下につながります。 

☑ 軽くなってゴミ出しが楽になった 
☑ ゴミを出す日数が減った 
☑ 焼却施設の維持費が安くなった 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

クリーンポート・きぬ TEL：４３－８８２２ 

 

八千代町役場 環境対策課 TEL：４８－１１１１（代表） 


