
種類・品目 分別区分 参考事項

さ サーフボード 可燃性粗大 金属部は分解して「燃やせないごみ」へ。

座椅子 燃やせないごみ
指定袋に入る大きさであれば収集可能です。布部分は、「燃やせるご
み」へ。大きなものは「不燃性粗大」になります。

財布 燃やせるごみ

サインペン 燃やせるごみ

魚の残渣 燃やせるごみ 水分をよく切りましょう。

酒カップ 資源物
びんは、洗浄し茶色・緑色・その他（雑びん）に分別してください。プ
ラスチック製は、「プラスチック製容器包装」へ。

酒パック 資源物
パックの内側が白いものは「紙パック」へ。パックの内側が銀色のもの
は「紙製容器包装」へ。

座卓 可燃性粗大

雑誌（週刊誌・月刊誌） 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

殺虫剤のびん 燃やせないごみ
資源物としては、取り扱いません。プラスチック製は「燃やせるごみ」
へ。

座布団 燃やせるごみ

皿（ガラス・陶磁器・金属製） 燃やせないごみ 紙・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

三脚 燃やせないごみ

サングラス 燃やせるごみ

サンバイザー 燃やせるごみ

三輪車（幼児用） 燃やせないごみ 三輪の自転車は、不燃性粗大になります。

し シーツ 燃やせるごみ
指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

CD（ケース含） 燃やせるごみ

ＣＤプレーヤー・ＣＤラジカセ 小型家電 小型家電リサイクルの対象品目です。

シート（プラスチック製） 燃やせるごみ
指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

シートカバー 燃やせるごみ

塩袋（紙・プラスチック製） 資源物
中身を取り除き、分別マークに従い分別してください。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

磁石 燃やせないごみ

辞書・辞典 資源物 カバーは、「燃やせるごみ」へ。

しちりん(七輪) 燃やせないごみ

湿度計 燃やせないごみ

湿布薬 燃やせるごみ
湿布薬に接着している透明なシートは、「プラスチック製容器包装」に
該当します。

自転車 不燃性粗大 前か後の車輪を外せば不燃ごみへ。

自転車（幼児用） 燃やせないごみ 前か後の車輪を外せない場合は不燃性粗大へ。

自転車のタイヤ 燃やせるごみ

芝刈機（電動式） 燃やせないごみ エンジン付は販売店または専門処理業者へ依頼してください。

芝刈機等の替刃 燃やせないごみ 紙に包み、危険であることを表示してください。

シャープペンシル（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

写真 燃やせるごみ

写真のネガフィルム 燃やせるごみ

しゃもじ（金属製） 燃やせないごみ 木・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

シャンプー・リンス詰替用の袋 資源物
「プラスチック製容器包装」に該当しますが、中身を取り除けない場合
は「燃やせるごみ」へ。

シャンプー・リンスのボトル容器 資源物
洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身を取り除きにくい場合は、「燃やせるごみ」へ。

ジュースパック 資源物
パックの内側が白いものは「紙パック」へ。パックの内側が銀色のもの
は分別マークに従って分別してください。

じゅうたん 可燃性粗大



種類・品目 分別区分 参考事項

充電器 燃やせないごみ

収納ケース（木・プラスチック製） 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

朱肉 燃やせるごみ

消火器 × 国の認定を受けた消防用設備取扱業者に相談してください。

定規（金属） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

焼却炉 不燃性粗大
搬入できるのは、市町村が斡旋した焼却炉に限ります。その他の焼却炉
は、販売店や産業廃棄物処理業者に相談してください。

障子 可燃性粗大 指定袋に入る大きさに切断すれば「燃やせるごみ」でも収集します。

浄水器 燃やせないごみ

照明器具（蛍光管除く） 燃やせないごみ

ジョウロ（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

食卓テーブル（金属製） 不燃性粗大 木・プラスチック製のものは、「可燃性粗大」。

食品トレイ 資源物
両面が白色で、　　　マークがあるものは「白色トレイ」へ。色付きや
破損したものは、「プラスチック製容器包装」へ。

食品の缶類（缶詰・お茶・海苔等） 資源物
洗浄し、潰さずにアルミ・スチールに分別してください。
※ 錆びたものや中身を取り除きにくいものは、「燃やせないごみ」へ。

食用油 燃やせるごみ 紙や布にしみこませてください。

除湿機 － フロンガスを使用しているものがあるため、直接搬入してください。

除湿剤 燃やせるごみ 水分は取り除いてください。

食器棚 不燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせないごみ」でも収集します。

人工芝 燃やせるごみ
指定袋に入る大きさに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

新聞紙 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

す 水温計 燃やせないごみ

水槽（家庭用） 燃やせないごみ

水筒（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

炊飯器（炊飯ジャー） 燃やせないごみ

スーツケース 可燃性粗大
指定袋に入る場合は「燃やせるごみ」でも収集します。金属製のものは
「不燃性粗大」になります。

図鑑 資源物 紙ひもで十文字に結んで排出してください。

スキー板 不燃性粗大

スキーキャリア 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

スキー用具
（靴、ゴーグル、手袋、キャップ）

燃やせるごみ ストックは「燃やせないごみ」へ。

スケート靴 燃やせないごみ

スケートボード 燃やせないごみ

スコップ 燃やせないごみ

スコップの柄（木製） 燃やせるごみ

すずり（硯） 燃やせないごみ

すだれ（切断できない物） 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

スタンプ台（金属製） 燃やせないごみ プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

スチール缶（飲料用、食品用） 資源物

スチール整理棚・机 不燃性粗大 指定袋に入る大きさであれば「燃やせないごみ」でも収集します。

スティックのり 燃やせるごみ のりを完全に取り除くのが困難ですので、「燃やせるごみ」へ。

ステレオセット 小型家電
ステレオ本体は「小型家電」、スピーカーは「燃やせないごみ」へ。
大きなものは、「不燃性粗大」になります。

ステンレス製品 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。



種類・品目 分別区分 参考事項

ストロー 燃やせるごみ ストローの袋は分別マークに従って分別して下さい。

砂 × 自然砂は廃棄物処理していません。

スノーボード 不燃性粗大 指定袋に入る大きさであれば「燃やせないごみ」でも収集します。

すのこ 可燃性粗大 分解し指定袋に入れば、「燃やせるごみ」でも収集します。

スパイクシューズ（金具の付いた物） 燃やせないごみ 金具のないものは、「燃やせるごみ」へ。

スプーン（金属製） 燃やせないごみ 紙・プラスチック製のものは、「燃やせるごみ」へ。

スプレー缶 資源物 ガスを完全に抜き取ってください。

スポンジ 燃やせるごみ

ズボンプレッサー 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

スマートフォン 小型家電
小型家電リサイクルの対象品目です。販売店での回収も可能です。
※個人情報はできるだけ消去してください。

炭 燃やせるごみ 炭は可燃、袋類は資源

スライサー 燃やせないごみ

せ 清掃用具（プラスチック製） 燃やせるごみ

生理用品 燃やせるごみ

石油温水器 燃やせないごみ 灯油は抜き取り、電池は取り外してください。

石油ストーブ 燃やせないごみ 灯油は抜き取り、電池は取り外してください。

石鹸 燃やせるごみ

せと物 燃やせないごみ

線香の箱・内紙・結束紙 燃やせるごみ
箱（容器）に「紙」マークがありますが、臭いが染み付いてリサイクル
に適さないため、「燃やせるごみ」へ。

洗剤（粉状）の箱 燃やせるごみ
箱（容器）に「紙」マークがありますが、粒子を除去するのが困難であ
りリサイクルに適さないため、「燃やせるごみ」へ。

洗剤の容器（プラスチック製） 資源物
洗浄し「プラスチック製容器包装」へ。
※ 中身が取り除けない場合は、「燃やせるごみ」へ。

せんす（扇子） 燃やせるごみ

洗濯ばさみ 燃やせるごみ 金属製のものは「燃やせないごみ」へ。

剪定枝 燃やせるごみ
指定袋に入る長さに切断してください。
直接搬入する場合には、そのままで可。

剪定バサミ 燃やせないごみ
刃を紙に包み、危険であることを表示してください。
大きなものは、「不燃性粗大」になります。

栓抜き 燃やせないごみ

扇風機 燃やせないごみ

洗面器（プラ製) 燃やせるごみ

そ 造花 燃やせるごみ

双眼鏡 燃やせないごみ

総菜入れ（トレイ） 資源物
両面が白色で、　　　マークがあるものは「白色トレイ」へ。色付きや
破損したものは、「プラスチック製容器包装」へ。

掃除機 燃やせないごみ 大きなものは、「不燃性粗大」になります。

掃除機用ゴミパック 燃やせるごみ

ソースの容器（プラスチック製） 資源物
「プラスチック製容器包装」に該当しますが、汚れを落とせない場合は
「燃やせるごみ」へ。

ソファ 可燃性粗大


