






行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ＩＨクッキングヒーター 不燃 ３辺の合計が１００㎝以上の場合、粗大ごみ ○
ＩＣレコーダ 不燃 ○

金属製 資源

プラスチック製 不燃

アイストレー（製氷皿） 不燃

アイスピック 不燃 先端をテープなどで巻く。

金属製 資源 ○
その他 不燃

アイス枕 アイスノン 不燃

アイゼン 登山用スパイク 不燃 新聞紙などで包む。

アイマスク 不燃

アイロン 不燃 ○

アイロン台 粗大 １台１点 基準未満は不燃

アイロンプリント紙 捺染紙 可燃

空き缶 資源 中身をすすいでだす。 ○
空き箱 資源 潰して縛る。 ○

飲料・食料・化粧用 資源 蓋を外して中を洗う。(蓋)金属製は資源、他は不燃 ○
その他・乳白色系化粧ビン 不燃 蓋を外す。(蓋)金属製は資源、他は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

アコーディオン 楽器 粗大 １台１点 基準未満は不燃

アコーディオンカーテン 粗大 左右１対１点

アコーディオンフェンス 車庫・庭用 粗大 左右１対１点 ○

足裏マッサージ器 健康器具 不燃 ３辺の合計が１００㎝以上の場合、粗大ごみ

足蹴り乗用玩具 幼児用 粗大 １台１点 ペダル無しのものも含む。基準未満は不燃

アシスト自転車 電動アシスト 粗大 １台１点 バッテリーは外して出す。 ○
足ふきマット 不燃

汗取り敷きパット 布団用 不燃 新聞紙１枚程度に折りたたんで出す。

アタッシュケース 粗大 １個１点 基準未満は不燃

厚紙 資源 ○
圧縮袋 不燃

圧力鍋・圧力釜 資源 ○
金属製 資源

その他 不燃

油 可燃 固化処理又は紙、ウェスなどに染み込ませる（少量のみ可）。

油はねガード アルミ製 資源

金属製 粗大 １枚１点 ○
その他 粗大 １枚１点

金属製 粗大 ３枚１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 ３枚１点 基準未満は不燃

編み機 粗大 １台１点 ○
網戸類 粗大 ３枚１点 (網のみ)不燃
(枠のみ)基準未満は資源 ○

金属製 資源 ○
竹製 可燃

その他 不燃

アルバム 不燃

アルミグリル 魚焼き 資源 ○
アルミサッシ 粗大 １枚１点 ○
アルミ箔容器 うどん等 不燃 汚れの落とせないものは可燃

アルミホイル・アルミ箔 不燃 汚れの落とせないものは可燃

あ

アイスクリームメーカー

アイスペール

空き瓶

アクセサリー

油こし容器
（オイルポット）

雨戸

雨どい

編み棒



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

あ アルミ箔の貼られた紙容器・箱 可燃

電動式 不燃 ○
手動式 資源 ○

安全ピン 不燃

ＢＳ　パラボラ 粗大 １個１点 （金属製）基準未満は資源
（その他）基準未満は不燃 金属製○

室内用 不燃

アンプ （ステレオ用） 粗大 基準未満は不燃 ○
い草 ６畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃。新聞１ページ以内に畳む

石・岩 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

金属製 粗大 １個１点 ○
プラスチック製 粗大 ３個まで１点

移植ごて 資源 ○
肘なし、小椅子 粗大 ４脚まで１点 パイプ椅子、丸椅子などとのセット可 金属製○

肘つき 粗大 １脚１点 安楽(オットマン一体型)、ロッキングチェア、回転など 金属製○

長さ50ｃｍ以内 可燃 幅20／長さ50／厚2センチ以内5枚程度に縛る

３辺計100ｃｍ以内 不燃 5枚程度に縛る

３辺計100ｃｍ以上 粗大 ５枚まで1点 紐で縛る

板ガラス 粗大 ５枚まで1点 基準未満は不燃

一輪車 スポーツ用・ねこ車 粗大 １台１点 有価で出すときは、有価物の張り紙をする。 張り紙○

一斗缶 金属製18ﾘｯﾄﾙ 資源 中身を空にする。 ○

井戸用ポンプ 手動式 粗大 １台１点 一般家庭で使用したものに限る。基準未満は不燃 ○

ＥＴＣ車載機 不燃 ○

犬小屋 粗大 １個１点 解体する 金属製○

医薬品 錠剤、粉薬など 可燃

イヤホン 不燃 ○

医療系廃棄物 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

点滴パック・点滴用ビニールホース 可燃 細かく切って新聞紙などに包んで出す。

インシュリン注射針 可燃 針先をガムテープなどで巻いて出す。

革・ナイロン・毛皮・綿入り 不燃

その他 資源 ビニール袋に入れて出す。
汚れがひどい場合は可燃 ○
衣類カバー 不燃

衣類乾燥機 × 家電リサイクル法対象品

入れ歯 不燃

金属製 資源 ○
木製 可燃

その他 不燃

インクカートリッジ インクリボン 不燃 販売店に回収ボックスあり

インターホン 不燃

イーゼル 絵画用三脚 粗大 １台１点 基準未満は不燃

ウィンドエアコン × 家電リサイクル法対象品

ウィンドサーフィン 粗大 １台１点

ウィンドファン（送風機） 粗大 １台１点

ウィンドブレーカー 不燃

ウェットスーツ 不燃

金属製 資源 土を落とす ○
陶器製・プラスチック製 不燃 土を落とす

ウォークマン 不燃 ○
ウォシュレット 粗大 １台１点 中身の見えるビニール袋を２重にして出しす。基準未満は不燃

ウォーターサーバー ウォータークーラー 粗大 １台１点

ウォーターサーバーのボトル ペット

いす

板

医療付随物

衣類（古着）

泡だて器

アンテナ

衣装ケース

印鑑

植木鉢
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う



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

う 浮き輪 不燃

ウクレレ 不燃

木製 粗大 １個１点 杵とのセット可

石製 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

竹製の骨 可燃

プラスチック製の骨 不燃

ウッドカーペット 粗大 １枚１点

ウッドデッキ 粗大 解体が必要。解体した部材ごとに粗大ごみ点数をカウント

金属製 資源 電池を抜く ○ ○
その他 不燃 電池を抜く

乳母車・シルバーカー 粗大 １台１点

ウレタンスポンジ 不燃 ３辺の合計が１００㎝以上は、粗大ごみ

エアコン × 家電リサイクル法対象品

映写機（８ｍｍ） 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○

ＨＤＤレコーダ 不燃 ○ ○
液晶ディスプレイ パソコン用 × ＰＣリサイクル対商品
（ﾒｰｶｰまたはパソコン３Ｒ推進協会へ問い合わせてください）

液晶テレビ × 家電リサイクル法対象品

ＡＣアダプター 不燃 ○
ＳＤカード 不燃 ○
絵具チューブ 不燃 中身を使い切ること

絵本 資源 ○

ＭＤ（ミニディスク） 不燃

襟巻き 可燃

エレクトーン 粗大 １台１点 重量１００ｋｇ未満。超える場合は専門業者に依頼

金属 粗大 ５本まで1点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 ５本まで1点 基準未満は不燃

園芸用ビニール 家庭園芸用 不燃

エンジンオイル 可燃 固化処理又は紙、ウェスなどに染み込ませる（少量のみ可）

縁台 粗大 １台１点

延長コード 不燃 ○
鉛筆 可燃

鉛筆削り器 不燃 ○
オアシス 生花用給水スポンジ 可燃

オイル 油・エンジン用など 可燃 固化処理又は紙、ウェスなどに染み込ませる（少量のみ可）。

オイルヒーター 粗大 １台１点

おがくず 可燃

金属製 資源 電池を抜く ○ ○
その他 不燃 電池を抜く ○
金属製 粗大 １個１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １個１点 基準未満は不燃

おしゃぶり 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

落ち葉 可燃 指定袋に入れる

オートバイ（原付含む） × 二輪リサイクルシステムへ

斧 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○

帯 資源

帯締め 不燃

オーブントースター 資源 ○
オーブンレンジ 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○

腕時計

園芸用の支柱

置時計

桶

お
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行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

お オペラグラス 不燃

金属 資源 ○
その他 不燃

おまる 粗大 １台１点 基準未満は不燃。中身の見えるビニール袋を２重にして出してください。

おむつ 可燃 汚物はトイレへ

おむつカバー 可燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

オルガン 粗大 １台１点

オルゴール 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

お椀 不燃

温水器 粗大 １台１点

温度計 不燃

温風ヒーター（温風器） 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○

おんぶひも ベビーキャリー・抱っこひも 不燃

ガーゼ 可燃

カーテン レース含む 資源 ○
金属製 粗大 ３本まで１点 折って基準未満は資源 ○
その他 粗大 ３本まで１点 折って基準未満は不燃

カード類 クレジットカード
キャッシュカードなど 不燃

紙製 可燃

その他 不燃

カーナビゲーション VICSユニット含む 不燃 ○

カーブミラー 粗大 １個１点 基準未満は（金属）資源（その他）不燃

カーペット ６畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃。新聞１ページ以内に畳む

カーポート 粗大 右記のとおり 解体後支柱（３本）屋根パネル（５枚）別個に計算

カーボン紙 可燃

カーラー 不燃

貝殻 蟹の甲羅など含む 可燃

金属製 資源 電池を抜く ○ ○
その他 不燃 ○

外灯 不燃

かいまき 粗大 ３枚まで１点 掛、敷、コタツ、長座布団などとのセット可

買い物袋・買い物かご 不燃

金属製 資源 ○
使い捨て 可燃

化学薬品 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

鏡 不燃

鍵 資源 ○
金属 粗大 ３枚まで１点 １辺が１００cm以上のものは、１枚１点
基準未満は資源 ○
その他 粗大 ３枚まで１点 １辺が１００cm以上のものは、１枚１点
基準未満は不燃

３辺計１００cm未満 不燃 5本程度に縛る。

３辺計１００cm以上 粗大 ３本まで１点 長さ２．５m以内

拡声器 不燃 電池を抜く ○

拡大鏡 不燃

掛け時計 粗大 １台１点 基準未満は不燃。金属製は資源。電池を抜く。

掛け軸 不燃

かご 粗大 基準未満は不燃

額・額縁

角材

カードゲーム

懐中電灯

カイロ

お盆

おもちゃ

下ろし金

カーテンレール

か



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

か 傘 不燃 ○
火災報知機 不燃 電池は抜く

金属製 粗大 １台１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １台１点 基準未満は不燃

加湿器 不燃

ガステーブル ２口以上 粗大 １台１点 電池は抜く ○
ガスボンベ × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

ガスコンロ １口コンロ 資源 ○
カセットコンロ 資源 電池を抜く ○

カセットガスボンベ 資源 中身を使い切ること

カセットテープ 可燃

少量の場合 可燃 紙・布切れなどに染み込ませる。

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

カタログ類 資源 サンプルなどがついているものは不燃 ○

カッターナイフ 不燃 紙などに包んで中身を表示

かつら 不燃

カッパ（雨具） 不燃

カップ麺の容器 プラ

カップ麺のふた 可燃

門松 粗大 １対１点 基準未満は不燃

カード 定期券類・キャッシュカード類 不燃

金づち 不燃 ○

金たわし 資源 ○

カバン 不燃

画鋲 不燃

兜 粗大 １具１点 基準未満は不燃

壁紙 可燃

鎌 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
釜 資源 ○
紙おむつ 可燃 汚物はトイレへ

かみそり 使い捨てなど 不燃 紙などに包んで中身を表示

神棚 粗大 １台１点 基準未満は不燃

紙コップ 可燃

紙粘土 可燃

使い捨て・ポラロイドなど 不燃 電池は抜く

デジタル 不燃 電池は抜く ○
蚊帳 不燃

カラーコーン 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

カラーボックス 粗大 １個１点 分解後基準未満は不燃

カラオケセット 粗大 １セット１点

ガラス板 横・縦２辺１ｍ以上、強化ガラス含 粗大 ５枚まで１点 基準未満は不燃

飲料・食料用 資源 ふたを外して中を洗う(蓋)金属製は資源、他は不燃 ○
胃腸薬など錠剤ビン 資源 ふたを外して中を洗う(蓋)金属製は資源、他は不燃 ○
その他 不燃

金属製 資源 ○
コルク製 可燃

その他 不燃

刈り込み鋏 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
カルタ 可燃

枯れ葉 可燃 指定袋に入れる

傘立て

ガソリン

カメラ

ガラスビン

ガラスビンのふた



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

か 革製品 バック・衣類など 不燃

缶 資源 スプレー、塗料などは中身を空にする
缶○

スプレー缶×

換気扇 粗大 １台１点 基準未満は不燃 金属部分○

かんざし 不燃

かんじき 不燃

衣類 × 家電リサイクル法対象品

食器・布団用 粗大 １台１点 基準未満は不燃

乾燥剤 可燃

寒暖計 不燃

カンテラ 不燃

乾電池 不燃 電池類のみを別の袋に入れる(充電式・ボタン電池は販売店へ)

感熱紙・感熱発泡紙 レシートなど 可燃

太さ２cm・長さ50cm以内 可燃 紐で縛る

3辺計100cm以内 不燃 紐で縛る

3辺計100cm以上 粗大 ３本まで１点 太さ30cm・長さ2.5m以内

太さ2cm・長さ50cm以内 可燃 紐で縛る

3辺計100cm以内 不燃 紐で縛る

3辺計100cm以上 粗大 ３本まで1点 太さ30cm・長さ2.5ｍ以内

3辺計100cm以上 粗大 １本1点 太さ31cmを超えるもの・長さ2.5m以内

3辺計100cm以内 不燃 土を落とす

3辺計100cm以上 粗大 １個１点 1個当たり100kg以内に限る。土を落とす。

楽器用 粗大 １台１点 基準未満は不燃

パソコン用 不燃

ギター 粗大 １台１点 ギターケースとのセット可

キセル(タバコ用) 不燃 金属製は資源

ハードケース 粗大 １台１点

ハードケース以外 不燃 折りたたんで出す

木槌 粗大 １本１点 基準未満は不燃

キッチンタイマー 不燃 電池を抜く

杵 粗大 １本1点 木臼とのセット可

着物 資源 ○
キャッシュカード 不燃

キャリア 自動車用 粗大 １個１点

金属製 資源 ○
コルク製(木製) 可燃

その他 不燃

脚立 粗大 １台１点 ○
キャンバス 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

キャンプ用テント 粗大 １セット１点 畳んだ状態で基準未満は不燃

球根 可燃

給湯器 粗大 １台１点 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

給油ポンプ 手動式・電動式 不燃 電池は抜く

鏡台（ドレッサー） 粗大 １面１点

金魚鉢 粗大 １個１点 基準未満は不燃

金庫 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
金庫（耐火金庫） × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

空気入れ 資源 金属製以外は不燃 金属製○

空気清浄機 粗大 １台１点 基準未満は不燃

木（根）

キーボード

ギターケース

乾燥機

木（枝）

木（幹）

き

キャップ（ふた）

急須

く



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

く クーラーボックス 粗大 １個１点 基準未満は不燃

釘 不燃 缶に入れて出す ○
草・花 可燃 土を落とす

草刈り機 粗大 １台１点 バッテリー・燃料は除いて出す

金属製 資源 ○
その他 不燃

金属製 不燃 先端をテープなどで巻く ○
竹製 可燃 紙などに包む

金属製 資源 ○
その他 不燃

薬 錠剤・粉薬など 可燃

薬箱 不燃

口紅 不燃

靴 不燃

靴下 可燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

クッション 粗大 ３個まで１点 長枕とのセット可。基準未満は不燃

掃き掃除用（金属製） 粗大 ３本まで１点 ○
掃き掃除用（その他） 粗大 ３本まで１点 竹箒、シュロ箒とのセット可。基準未満は不燃

潮干狩り用 不燃 ○

クリスマスツリー 粗大 １本１点 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

車椅子 粗大 １台１点 ○

クレジットカード 不燃

クレヨン 可燃

グローブ スポーツ用 不燃

グローランプ 不燃

鍬 家庭菜園用 粗大 ３丁まで１点

軍手 可燃

蛍光管 不燃

金属製 粗大 １台１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １台１点 基準未満は不燃

蛍光灯本体 粗大 １台１点 傘とのセット可。基準未満は資源 ○
蛍光ペン 不燃

携帯電話 不燃 なるべく販売店に持ち込んでください。 ○
毛糸玉 不燃

ゲートボールのスティック グラウンドゴルフ含む 不燃

ゲートボールのボール グラウンドゴルフ含む 不燃

ゲーム機(家庭用) 不燃 ○
カートリッジ式 不燃 ○
その他 不燃

毛皮 不燃

消しゴム 不燃

化粧品・化粧道具 不燃

化粧ビン 資源 乳白色のビンは不燃 ○
下駄 不燃

下駄箱 粗大 １台１点

健康器具 粗大 １台１点 基準未満は（金属）資源（その他）不燃 金属製○

熊手

クリップ

蛍光灯傘

け

串

櫛・ブラシ

靴べら

鎖

ゲーム機用ソフト



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

け 電気式・手動式 不燃 電池は抜く 電子式○

水銀を使用しているもの 持ち込み クリーン推進課またはクリーンセンターに持ち込んでください。

剣山（いけばな用） 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
建築廃材 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

剣道防具 粗大 １式１点

碁石 不燃

こいのぼり 不燃

こいのぼりの支柱 粗大 １本１点 金属製○

高圧洗浄機 粗大 １台１点

工具類 金属製 資源 ○
工具箱 粗大 １個１点 基準未満は（金属）資源（その他）不燃 金属製○

広告紙、折り込み広告 資源 ○

行李 粗大 １個１点

ゴーグル 不燃

ビニール製・綿入り・革製・毛皮 不燃

それ以外 資源 ○
壁掛用 粗大 ３本まで１点

スタンド式 粗大 １本１点

コード、電気用配線 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

コーヒーメーカー ｴｽﾌﾟﾚｯｿﾒｰｶｰ含む 不燃

コーヒーミル 不燃

氷枕 不燃

一式 粗大

その他 不燃

小型充電池 不燃 回収協力店へ（一般社団法人ＪＢＲＣより検索可能）

黒板・ホワイトボード 粗大 １枚１点

固形燃料 可燃 水に浸してから出す

こけし 可燃

ござ ６畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃。新聞１ページ以内に畳む

コタツカバー 資源

コタツ布団 粗大 ３枚まで１点 敷、掛布団などとセット可

コタツやぐら 粗大 １台１点 コタツ板とのセット可

コタツ板 粗大 １枚１点 コタツやぐらとのセット可

金属製 資源 ○
その他 不燃

琴 粗大 １台１点

子供用遊具 家庭用の滑り台・ジムなど 粗大 １台１点 基準未満は不燃

碁盤 粗大 １面１点 基準未満は不燃

コピー機（プリンター） 家庭用 粗大 １台１点 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

金属製 資源 ○
金属性以外 不燃

ゴム製品 ゴム手袋・ゴムホース 不燃

紙製 可燃

プラスチック製 プラ

金属製 粗大 １台１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １台１点 基準未満は不燃

独楽（コマ）

ごみ箱

米袋

米びつ

コードリール

五月人形

コップ

血圧計

コート

コート掛け

こ



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

こ コルクボード 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

ゴルフクラブ ドライバー・アイアンなど 粗大 ３本まで１点 基準未満は資源 ○
ゴルフバッグ 粗大 １個１点 ゴルフクラブとのセット可

ゴルフボール 不燃

コルセット 不燃

コンクリートがら × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

少量の場合 持ち込み ３個まで（１回に限る）

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

コンタクトレンズ 不燃

コンセント 不燃

コンパス 製図用 資源 ○

コンパネ 粗大 １枚１点

コンポスト 粗大 １個１点

肘掛け無し 粗大 ４脚まで１点

肘掛け有り 粗大 １脚１点

サイドボード 粗大 １台１点

財布 札入れ等含む 不燃

座卓 粗大 １台１点

サッカーボール 不燃

雑誌 資源 ○

座布団 不燃

座布団（長座布団） 粗大 ３枚まで１点 敷、掛、コタツ、かいまき、ベビー布団とのセット可

サーフボード 粗大 １枚１点

サマーベッド 粗大 １台１点 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

三脚 カメラ用 資源 ○
サングラス 不燃

サンダル 不燃

三面鏡 粗大 １台１点

三輪車 粗大 １台１点 ○
シーツ 寝具用 資源 ○
CD（ケース含む） 不燃

CDプレーヤー 不燃 ○ ○

CDラジカセ 粗大 １台１点 基準未満は不燃。電池を抜く。 ○
電気式・電池式 不燃 電池式は電池を抜く ○ ○
その他 不燃 紙などに包む

敷布 資源 ○

敷布団 粗大 ３枚まで１点 敷、掛、コタツ、かいまき、ベビー布団とのセット可

ジグソーパズル 可燃

磁石 不燃

辞書・辞典類 資源 ○

システムキッチン ガス代、流し、換気扇など 粗大 １台１点 解体し、各部品ごとそれぞれ１点で計算

システムコンポ 音響用 粗大 １セット１点 基準以下は不燃

下着 可燃 ○
湿布 可燃

三角コーナー
（流し台のコーナー）

シェーバー（ひげ剃り）

し

コンクリートブロック

さ 座椅子

皿

ざる



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

し 自転車 粗大 有価物回収で出す時は、「有価物」の貼り紙をする。 張紙○

自転車用タイヤ・チューブ 粗大 基準未満は不燃

竹刀 木刀含む 粗大 ３本まで１点

写真 可燃

写真ネガ・フィルム 不燃

蛇口 資源 ○
シャープペンシル 不燃

柄が金属製 粗大 ３本まで１点 基準未満は資源 ○
柄が木製 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

シャンデリア 粗大 １台１点

充電器 不燃 基準以上は粗大ごみ

重箱 不燃

ジューサーミキサー 不燃

ジュータン ６畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃。新聞１ページ以内に畳む

ジュニアシート 粗大 １台１点 基準未満は不燃

瞬間湯沸かし器 粗大 １台１点 基準未満は資源。電池は抜く ○
シュレッダー 粗大 １台１点 基準未満は不燃

ジョイントマット 不燃

消火器 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

消火具 エアゾール式簡易消火具 資源 中身を使い切ること

食品トレー プラ

金属製 資源 ○
その他 不燃

将棋盤 粗大 １面１点 基準未満は不燃

将棋駒 不燃

障子 粗大 ３枚まで１点

消臭剤 不燃

浄水器・整水器 不燃

照明器具 シーリングライト
ペンダントライトなど 粗大 １台１点 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

食品密閉パック フリーザーバッグなど 不燃

食品密閉容器 キャニスター、タッパーなど 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

食器（洗い）乾燥機 食器洗い機含む 粗大 １台１点 基準未満は不燃

食器棚・茶箪笥 粗大 １棹１点

除湿剤 不燃

シルバーカー・カート 粗大 １台１点 基準未満は不燃

人工芝 ９０×１８０／１枚 粗大 ３枚まで１点 基準未満は不燃

新聞紙 資源 ○
水槽 金魚鉢含む 粗大 １台１点 基準未満は不燃

水中メガネ 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

炊飯器 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
スーツケース 粗大 １個１点 基準未満は不燃

姿見鏡 粗大 １面１点 壊して基準未満は不燃

しゃもじ

定規

じょうろ

シャベル

食器類

水筒

す



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

す スカーフ 資源 ○
スキー板 粗大 １セット１点 ストック、ブーツとのセット可

スキーストック 粗大 １対１点 基準未満は（金属）資源（その他）不燃 ○
スキーブーツ 不燃

スケートボード 不燃

柄が金属製 粗大 ３本まで１点 基準未満は資源 ○
柄が木製 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

プラスチック製（除雪用） 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

すずり 不燃

すだれ 粗大 １張１点 基準未満は不燃

ステレオセット デッキ・スピーカー２本 粗大 １セット１点 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

ストーブ 石油・ガス・電気など 粗大 １台１点 基準未満は不燃、石油を抜くこと ○

ストーブガード 粗大 １セット１点 基準未満は資源 ○
ストッキング 可燃

金属製 資源 電池を抜く ○
その他 不燃 電池を抜く

ストロー 不燃

少量の場合 持ち込み レジ袋３袋まで（１回に限り）

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

スノーボード 粗大 １台１点 靴とのセット可

スノーボードブーツ 不燃

縦・横２辺２ｍ以上 粗大 １枚１点

縦・横２辺２ｍ未満 粗大 ３枚まで１点

縦・横２辺１ｍ未満 不燃

スピーカー 粗大 １対１点 １個でも１点。基準未満は不燃

木製 可燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

スプレー缶 資源 必ず中身を使い切ること

スポンジ 不燃

ズボンプレッサー 粗大 １台１点 基準未満は不燃

炭 可燃

墨（固形） 不燃

スリッパ 不燃

すり鉢 不燃

生理用品 可燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

少量の場合 可燃 紙、ウェスなどに染み込ませる

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

石油ストーブ 粗大 １台１点 灯油・電池を抜く ○
石油ファンヒーター 粗大 １台１点 灯油・電池を抜く ○
セーター 資源 ○
石膏ボード × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

セットトップボックス 不燃 ○
瀬戸物・陶器 不燃

セメント × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

セロハン紙 可燃

ストップウォッチ

砂

すのこ

スプーン

スコップ

ステッキ（杖）

せいろ（蒸し器）

石油

せ



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

せ セロハンテープ 可燃

洗濯機 × 家電リサイクル法対象品目

金属製 資源 ○
その他 不燃

剪定バサミ 不燃 刃先を紙などで包む ○
金属 資源 ○
その他 不燃

扇風機 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
金属製 資源 ○
プラスチック製 不燃

洗面化粧台 粗大 １台１点

造花 不燃

双眼鏡 オペラグラス含む 不燃 ○
雑巾 可燃

本体、蛇腹、パイプセット 粗大 １台１点

ばらして本体のみ 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
蛇腹、パイプ 不燃 パイプの長さが１ｍ以上は粗大

草履 不燃

ソファ 粗大 １脚１点 １脚ごとに分割できる場合は、分割したものが１点扱い

そり プラスチック製 粗大 １台１点 基準未満は不燃

そろばん 不燃

水銀使用 持ち込み クリーン推進課またはクリーンセンターに持ち込んでください。

電子体温計 不燃 電池を抜く ○

耐火金庫 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

体重計（ヘルスメーター） 不燃 電池を抜く ○

台車 粗大 １台１点 基準未満は(金属)資源(その他)不燃 ○
耐熱ガラス製品 不燃

堆肥 可燃

タイピン 資源 ○
タイプライター 粗大 １台１点 基準未満は(金属)資源(その他)不燃 ○

自動車・バイク等 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

自転車用 粗大 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

太陽光パネル 粗大 自ら取り外したものに限る

太陽熱温水器 ソーラー含む 粗大 １台１点

タイル × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

圧着はがき 可燃

その他 資源 ○
ダウンジャケット・ベスト 不燃

タオル・タオルケット 資源 ○
高枝バサミ 粗大 １丁１点 ○

竹ざお 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

竹箒 粗大 ３本まで１点 熊手、シュロ箒とのセット可。基準未満は不燃

竹馬 粗大 １対１点

凧 不燃

畳 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

脱脂綿 可燃

脱臭剤 不燃

卓球台 粗大 １セット１点

洗面器

掃除機

た 体温計

そ

洗濯ばさみ

栓抜き

タイヤ

タイヤチェーン

ダイレクトメール



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

た 卓球ラケット 不燃

タッパー 台所用品 不燃

足袋 可燃

ＰＣリサイクルマーク有 × パソコンリサイクル(メーカーなどに連絡してください） ○
その他 不燃 ○

卵の殻 可燃

金属製 粗大 ３個まで１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 ３個まで１点 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

単行本 資源 ○

たんす 粗大 １棹１点

丹前・どてら 不燃

ダンベル 資源 ○

ダンボール 資源 ○
チェーン・鎖 資源 ○

チェーンソー 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
地球儀 粗大 １台１点 基準未満は不燃

チャイルドシート 粗大 １台１点 基準未満は不燃

茶こし 金属製 資源 ○

着火剤 可燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

茶箱 粗大 １個１点

ちゃぶ台 粗大 １台１点

茶碗 不燃

ちゃんちゃんこ 不燃

針を外した状態 不燃

針が外せない場合 可燃 針先をガムテープなどで巻いて安全にして出す

注射針 可燃 針先をガムテープなどで巻いて安全にして出す

彫刻刀 不燃 紙などで包んで中身を表示

衝立（ついたて） 粗大 １台１点

使い捨てカイロ 可燃

机 粗大 １台１点 勉強机は椅子とセット可

コーティングされたもの 不燃 持込のみ可

石 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

漬け物たる 粗大 １個１点 基準未満は不燃

少量の場合 持ち込み レジ袋３袋まで（１回に限る）

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

つっぱり棒 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

金属製 粗大 １個１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １個１点 基準未満は不燃

つまようじ 可燃

木製 可燃

その他 不燃

爪切り 不燃 ○

釣り糸 不燃

釣り竿 粗大 ５本まで１点 基準未満は不燃

ＤＶＤ（ケース含む） 不燃

ＤＶＤプレイヤー・レコーダー ブルーレイディスクレコーダ含む 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○ ○

茶筒

注射器（在宅医療用）

漬け物石

タブレット端末

たらい

たわし

土

壷

積み木

ち

つ

て



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

て 手鏡 不燃

手紙・はがき・封筒 資源 ひもなどでまとめて出す ○
手提げ金庫 資源 ○
デジタルカメラ 不燃 電池を抜く ○ ○
デジタルビデオカメラ 不燃 電池を抜く ○ ○
デスクマット 不燃

手帳 可燃 カバーがビニール製のものは外して不燃

デッキブラシ 粗大 ３本まで１点 竹箒、熊手、シュロ箒とのセット可。基準未満は不燃

鉄瓶 資源 ○

鉄パイプ 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃 ○
テニスラケット 不燃

手ぬぐい 資源 ○
革製 不燃

その他 可燃

テーブル 粗大 １台１点

布製 資源 ○
その他 不燃

テープデッキ 粗大 １台１点 基準未満は不燃

テープレコーダー 粗大 １台１点 基準未満は不燃

テフロン製品 鍋・フライパンなど 資源 ○

テレビ × 家電リサイクル法対象品目

ＢＳ・パラボラ 粗大 １個１点 基準未満は(金属)資源(その他)不燃。

室内用 不燃

テレビ台 粗大 １台１点 金属製○

テレビゲーム 不燃 ○

テレフォンカード 可燃

電気スタンド 粗大 １台１点 基準未満は(金属)資源(その他)不燃。蛍光管は外す

電気あんか 不燃

電気かみそり 不燃 電池式は電池を抜く ○ ○
電気コード・ケーブル 不燃 ○
電気ポット・ケトル 不燃 ○
電気毛布 不燃

電球 豆電球も含む 不燃 紙などで包む

電気カーペット ３畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

電子辞書 不燃 電池を抜く ○
電子書籍端末 不燃 電池を抜く ○
電子炊飯器（電子ジャー） 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
電子手帳 不燃 電池を抜く ○

電子レンジ 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
電卓 不燃 電池を抜く ○
天体望遠鏡 粗大 １台１点

電池 不燃 電池類はまとめて袋に入れる（充電式・ボタン電池は販売店へ）

テント 粗大 １セット１点 基準未満は不燃

電磁調理器 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
電動歯ブラシ 不燃 電池式は電池を抜く ○
電話機 ＦＡＸ含む 不燃 ○

電話帳 資源 ○
ドア 粗大 １枚１点

ドアマット 不燃

砥石 不燃

手袋

テーブルクロス

テレビアンテナ

と



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

と 肘なし 粗大 ４脚まで１点

肘付き 粗大 １脚１点

籐家具 粗大 １台１点

籐かご 粗大 １個１点 基準未満は不燃

陶器 不燃

少量の場合 可燃 紙、ウェスなどに染み込ませる

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

トースター 資源 ○
戸棚 粗大 １台１点

金属製 粗大 ５枚まで１点 基準未満は資源 ○
プラスチック製 粗大 ５枚まで１点 基準未満は不燃

土鍋 不燃

ドライフラワー 可燃

ドライヤー 不燃 ○ ○

ドラム缶 粗大 １本１点

ドラムセット 粗大 １セット１点 単品の場合：基準未満は(金属)資源(その他)不燃

トランシーバー 不燃 電池を抜く

トランク・旅行かばん 粗大 １個１点 基準未満は不燃

トランポリン 粗大 １台１点

金属製 粗大 １台１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １台１点 基準未満は不燃

塗料（ぺんきなど） × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

ドレッサー 粗大 １台１点

泥 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

トロフィー 不燃

トロ箱 発泡スチロールの箱 プラ 細かく砕いて指定袋に入れる

ナイフ 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
苗ポット プラ

長靴 不燃

流し台 粗大 １台１点

長座布団 粗大 ３枚まで１点 掛、敷、コタツ布団などとのセット可

長枕 粗大 ３個まで１点 クッションとのセット可。基準未満は不燃

なた 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
夏掛け 粗大 ３枚まで１点 掛、敷、コタツ布団などとのセット可

ナップザック 不燃

ナプキン 可燃

ナフタリン 可燃

鍋 金属・テフロン・ホーローなど 資源 ○

鍋敷き 不燃

生ごみ 可燃 水を切ってから出してください。

生ごみ処理機 粗大 １台１点 基準未満は不燃

なまり（金属） 資源 ○
金属製 粗大 ５枚まで１点 基準未満は資源 ○
ビニール製 粗大 ５枚まで１点 基準未満は不燃

縄 不燃

縄跳び 不燃

南京錠 資源 ○
二段ベッド 粗大 １台１点

人形 粗大 １個１点 基準未満は不燃

人形ケース 粗大 １個１点 人形とのセット可。基準未満は不燃

籐椅子

灯油

トタン板

鳥かご

波板トタン

な

に



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ぬいぐるみ 粗大 １個１点 基準未満は不燃

縫い針 不燃 針先をテープなどで巻く

ぬか・ぬか味噌 可燃

布切れ 可燃

布地 資源 ○
ネガ（写真） 不燃

ネクタイ 可燃

ネクタイピン 資源 ○
猫砂 可燃 燃やすごみ袋１袋の中に約３ｋｇ程度までとする。

ネジ 資源 ○
ネジ回し 不燃 金属製○

ネッカチーフ 資源 ○

寝袋
（シュラフ） 不燃

粘着クリーナー 不燃

粘着テープ 布テープなど 可燃

紙製 可燃

その他 不燃

農薬 × 専門業者や販売業者に依頼してください。

びん 不燃 中身を使い切り、中を洗浄すること

プラスチック製 プラ 中身を使い切り、中を洗浄すること

ノーカーボン紙 可燃

のこぎり 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○

ノート 資源 ○

ノートパソコン × ＰＣリサイクル（メーカーなどに連絡してください） ○

灰 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

バイク 原動機付自転車を含む × 二輪車リサイクル（廃棄二輪車取扱店に依頼してください）

パイプハンガー 粗大 １台１点 基準未満は不燃 金属製○

バインダー 不燃

金属 資源 ○
その他 不燃

金属 粗大 ３本まで１点 基準未満は資源 ○
塩化ビニール製 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

パイプいす 粗大 ４脚まで１点 金属製○

ハエたたき 不燃

刷毛（ハケ） 不燃

金属製 粗大 ３個まで１点 基準未満は資源 ○
プラスチック製 粗大 ３個まで１点 基準未満は不燃

羽子板 不燃

はさみ 裁ちばさみ等 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
木製（割りばし含） 可燃

金属製 資源 ○
プラスチック製 可燃

金属製 粗大 １脚１点 長さ2.5ｍ以内のもの ○
木製 粗大 １脚１点 長さ2.5ｍ以内のもの

柱時計 粗大 １台１点 基準未満は不燃。電池を抜く

バスケット（かご） 粗大 ３個まで１点 基準未満は不燃

バスタオル 資源 ○
バスマット 不燃

パソコン デスクトップ・ノートなど × PCリサイクル（メーカーなどに連絡してください） ノート○

パソコン用キーボード 不燃

バケツ

箸

梯子（はしご）

農薬の容器

灰皿

パイプ（管）

の

は

粘土

ね

ぬ



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

は パソコン用マウス 不燃 電池を抜く

パソコンディスプレイ × PCリサイクル（メーカーなどに連絡してください）

パソコンラック・デスク 粗大 １台１点 机と椅子のセット可

パチンコ台・スロット台 粗大 １台１点 家庭で使用のものに限る

発炎筒 × 販売店へ相談してください。

バッグ（かばん） ボストンバッグ含む 不燃

バッジ（徽章） 資源 ○
バッテリー × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

木製 不燃

金属製 資源 ○
ハードディスク 不燃 ○

発泡スチロール プラ 細かく砕いて指定袋の中へ

花・草 可燃

花火 可燃 未使用は水で濡らす。

パネル（ポスター・写真用） 粗大 ３枚まで１点 基準未満は不燃

パネルヒーター 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
手動式 不燃

電動式 不燃 電池を抜く ○
歯磨きチューブ プラ 汚れの落とせないものは可燃

ハーモニカ 不燃 ○

刃物類 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○

バラン（仕切り用） 不燃 汚れの落とせないものは可燃

バランスボール 不燃 空気を抜いて畳んで出す。

針 縫い針、釣り針 不燃 針先などに包んでテープなどを巻く ○

針金 資源 ○
手動式 資源 ○
電動式 不燃 電池を抜く ○ ○
金属製 資源 ビニールコーティングも含む ○
その他 不燃

木製 可燃

プラスチック製 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

飯盒（はんごう） 資源 ○

バンダナ 資源 ○
バンド、ベルト 不燃

ハンドバック 不燃

ハンドミキサー 不燃 電池を抜く

ハンマー 不燃 金属製○

綿なし 資源 ○
綿入り 不燃

ピアノ × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください

ピアニカ 不燃

PPバンド 不燃

ビーズ 不燃

ビー玉 不燃

ビーチパラソル 粗大 １本１点

ビーチマット 不燃

電気式 不燃 充電式の場合は電池を抜く ○
その他 不燃 紙などで包む

はん（印鑑）

半天

ひげ剃り

ひ

バット（スポーツ用）

歯ブラシ

バリカン

ハンガー



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ひ ビデオカメラ 不燃 電池を抜く ○
ビデオテープ 可燃

ビデオデッキ 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○ ○
一式 粗大 １式１点

単品 不燃

ビニールテープ 不燃

ビニールシート ブルーシート・レジャーシート含む 粗大 １枚１点 縦3.6ｍ横2.7ｍ以上（６畳相当以上）。基準未満は不燃　折りたたんでください。

ビニールプール 不燃

ビニール紐 不燃

ビニール袋 プラ

ビニールホース 不燃

ビニール製緩衝材 プチプチ プラ

火鉢 粗大 １台１点 基準未満は不燃

百科事典・年鑑 資源 ○

表札 不燃

氷嚢 不燃

ピーラー 不燃

飲料・食料用 資源 蓋をはずして中を洗う。（蓋）資源 ○
胃腸薬など錠剤ビン 資源 蓋をはずして中を洗う。（蓋）資源 ○
その他 不燃 蓋を外す。（蓋）資源

金属製 資源 ○
プラスチック製 プラ

その他 不燃

瓶ケース類 ビール・酒など 粗大 ３個まで１点 基準未満は不燃

ピンセット 資源 ○

ピンポン玉 不燃

紙製 可燃 留め金を外す

その他 不燃 留め金を外す

ファンヒーター 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
フィルム（写真） 不燃

風船 不燃

ブーツ 不燃

封筒 資源 ○
フードプロセッサー 不燃 ○

金属製 資源 ○
ガラス製 不燃

１間用 粗大 １枚１点 ○
ネットフェンス 粗大 １間１点 基準未満は資源 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

ふすま 粗大 ３枚まで１点

金属製 資源 ○
その他 不燃

仏壇 粗大 １台１点 基準未満は不燃

筆 不燃

筆箱・筆入れ 不燃

布団 敷・掛・コタツ、かいまき他 粗大 ３枚まで１点 ベビー布団、長座布団も含む

布団乾燥機 不燃

踏み台 粗大 １台１点 基準未満は不燃

フライパン 金属・テフロン・ホーロー 資源 ○

雛人形

ビン

ビンのふた

フォーク

ブックエンド・ブックスタンド

ふ ファイル

風鈴

フェンス



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ふ ブラインド 粗大 １個１点 基準未満は不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

プラスチック製菓子袋 プラ

プラスチックケース 収納箱 粗大 ３個まで１点 基準未満は不燃

フラッシュメモリ ＵＳＢメモリ含む 不燃 ○
フラフープ 粗大 ３本まで１点 壊せば不燃

プラモデル 不燃

ブランコ 粗大 １台１点 ○

プランター 粗大 ３個まで１点 基準未満は不燃

フリーザー（冷凍庫） × 家電リサイクル法対象品目

フリスビー 不燃

プリンター 複写機含む 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

古着 資源 ○

ブロア 浄化槽用 不燃 ○
フローリング（床材） 粗大 ５枚まで１点 長さ2.5ｍ以内のものに限る。基準未満は不燃

フローリングシート 粗大 １枚１点 長さ2.5m以内のものに限る

プロジェクションテレビ 粗大 １台１点

プロジェクター 粗大 １台１点 基準未満は不燃

風呂敷 資源 ○
少量の場合 持ち込み ３個まで（１回に限る）

大量の場合 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

フロッピーディスク 不燃

プロパンガスのボンベ × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

金属製 粗大 １台１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １台１点 基準未満は不燃

文鎮 資源 ○
ヘアスプレー缶 資源 中身を使い切ること

金属製 資源 ○
その他 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

ベッド 粗大 １台１点 マット部分が畳の場合は、畳を除く

ベッドパッド マットレスパッドなど 不燃 新聞紙１枚以内に畳む

ベッドマット 粗大

ペットフード 可燃

本体 ペット ペットボトル回収専用ネットへ

ラベル プラ

キャップ プラ

ヘッドホン 不燃

ベニヤ板 粗大 ５枚まで１点

ベビーカー 粗大 １台１点 折りたたむこと。基準未満は不燃 金属製○

ベビーサークル 粗大 １セット１点

ベビーダンス 粗大 １棹１点

ベビーバウンサー 粗大 １台１点 基準未満は不燃

ベビーバス 粗大 １個１点 基準未満は不燃

ベビーチェア 粗大 １台１点 基準未満は不燃

ベビー布団 粗大 ３枚まで１点 敷、掛、コタツ、長座布団などとのセット可

ふるい

ブロック

噴霧器

ぶらし

ヘアーブラシ

ペーパーナイフ

ペットボトル

へ



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

へ ベビーベッド 粗大 １台１点

ベビーラック・ゆりかご ハイローチェア含む 粗大 １台１点

ヘルスメーター 不燃 電池を抜く

ベルト（ズボン用） 不燃

ヘルメット 不燃

便器 粗大 １台１点 ビニール袋などで２重にしてから出す。

便座 粗大 １台１点 ビニール袋などで２重にしてから出す。基準未満は不燃

ペンダント 不燃

ベンチ 粗大 １台１点

金属製 資源 ○
その他 不燃

ペンライト 不燃 電池を抜く

ボイラー（風呂用） 風呂釜含む 粗大 １台１点 ○
ホイール（タイヤ用） × 購入先又は専門業者に処理を依頼してください

ホイル（アルミ箔） 不燃 汚れの落とせないものは可燃

ホイールキャップ ホイールカバー 不燃

棒 粗大 ３本まで１点 長さ2.5ｍ以内。基準未満は不燃

望遠鏡 粗大 基準未満は不燃

ほうき 粗大 ３本まで１点 熊手とのセット可。基準未満は不燃

帽子 不燃

壁掛式 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

スタンド式 粗大 １本１点

金属製容器 資源

プラスチック容器製 プラ

その他 不燃

金属製容器 資源

プラスチック容器製 プラ

その他 不燃

包装紙 資源 ○
包帯 可燃

防虫剤（スプレー缶） 資源 中身を使い切ること

包丁 不燃 紙などに包んで中身を表示 ○
包丁砥ぎ器 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

ボウリンウのボール 不燃

ボウリングのピン 不燃

金属製 資源 ○
その他 不燃

ホース 不燃

金属製 資源 ホースは外して不燃 ○
プラスチック製 不燃

ポケットベル 不燃 電池を抜く

歩行器 粗大 １台１点

金属製 粗大 １個１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １個１点 基準未満は不燃

介護用 粗大 １台１点 ビニール袋などで２重にしてから出す。基準未満は不燃

携帯用 可燃

ボタン電池 不燃 なるべく販売店へ持ち込んでください。

補聴器 不燃 電池を抜く ○

芳香剤

棒針

ボウル（調理用）

弁当箱

帽子掛け

防臭剤

ほ

ホースリール

ポスト（郵便受）

ポータブルトイレ



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ほ ホッチキス 資源 ○
ポット・ケトル 電気式 不燃

ホットカーペット ３畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

ホットプレート 資源 ○
ホッピング ポゴスティックなど 粗大 １台１点 基準未満は不燃

ボディボード 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

哺乳瓶 不燃

ホームベーカリー 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
ポラロイドカメラ 不燃 電池を抜く

ポリタンク 不燃

保冷庫・冷温庫 家庭用 × 家電リサイクル法対象品目

ハードタイプ 不燃

ゼリータイプ 可燃

ボールペン 不燃

ボロ布 可燃

本、雑誌 資源 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

本棚 粗大 １台１点

麻雀台 粗大 １台１点 パイ、点棒セット可。椅子は別

麻雀パイ 不燃

麻雀マット 不燃

マイク 不燃

マウス（パソコン用） 不燃 電池を抜く

マウスパッド 不燃

前掛け（エプロン） 資源 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

巻尺 不燃

枕 不燃

枕（長枕） 粗大 ３個まで１点 クッションとのセット可。基準未満は不燃

枕木 粗大 ３本まで１点 基準未満は不燃

マグネット（磁石） 不燃

孫の手 不燃

マジックインキ 不燃

枡 可燃

マッサージ機 マッサージチェア 粗大 １台１点 基準未満は不燃

マッチ 可燃 水で湿らせること

マット（寝具用） 粗大 １枚１点

マットレス 粗大 １枚１点 ベッドとのセット可（スプリングの有無なし）

松葉杖 粗大 １対１点 基準未満は金属（資源）その他（不燃）

まな板 不燃

マフラー（襟巻き） ネックウォーマー含む 可燃

魔法瓶 不燃

３辺計100ｃｍ以内 不燃

３辺計100ｃｍ以上・太さ３０cm 粗大 ３本まで１点 太さ30㎝・長さ2.5m以内

３辺計100ｃｍ以上・太さ３１cm以上 粗大 １本１点 太さ31㎝を超えるもの・長さ2.5m以内

万華鏡 不燃

漫画本 資源 ○
万年筆 不燃

保冷剤

本立て・ブックエンド

マガジンラック

丸太

ま



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ま 万歩計 不燃

ミキサー 不燃

ミシン 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
ミシン針 不燃 針先をテープなどで巻く ○

金属製 資源 ○
その他 不燃

水枕 不燃

セットの場合 粗大 １セット１点

単品の場合で本体 不燃

単品の場合でスピーカー 不燃

金属 資源 ○
その他 不燃

麦わら帽子 不燃

金属 資源

その他 不燃

虫かご 不燃

虫取り網 粗大 ３本まで１点 折って基準未満は不燃

虫眼鏡 不燃

むしろ 粗大 ３枚まで１点 基準未満は不燃

名刺 資源

眼鏡 不燃

眼鏡ケース 不燃

メガフォン 拡声器 不燃 電池を抜く ○

目覚まし時計 不燃 電池を抜く ○

メジャー（巻尺） 不燃

メダル 資源 ○
綿棒 可燃

毛布 資源 ○
餅つき機（電気式） 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
モップ 粗大 ３本まで１点 箒、熊手とのセット可

物置 収集は１畳用まで 粗大 １台１点 解体したもの（１畳超２畳未満は持込のみ）

物干し竿 3.6ｍ（２間）以内 粗大 ３本まで１点 3.6ｍ以上の竿を切った場合も１本換算 ２ｍ未満○

物干し台 粗大 １対まで１点 コンクリート台と支柱の左右１対

金属製 資源 ○
プラスチック製 不燃

門扉 金属製 粗大 １対まで１点 ○
やかん 資源 ○
焼き網 資源 ○

金属製 資源 ○
その他 不燃

薬品 × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

紙製 可燃

金属製 資源 ○
柳行李 粗大 １個１点

金属製 粗大 １個１点 基準未満は資源 ○
その他 粗大 １個１点 基準未満は不燃

浴衣 資源 ○
金属製 資源 ○
その他 不燃

湯飲み茶碗 不燃

水切りかご

ミニコンポ

耳かき

やすり

ゆ 郵便ポスト

湯たんぽ

蒸し器

物干しハンガー

野球のバット

も

や

み

む

め



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ゆ 指サック 不燃

ゆりかご 粗大 １台１点 基準未満は不燃

湯沸かし器（台所用） 粗大 １台１点 基準未満は資源。電池を抜く。 ○
洋服ダンス 粗大 １棹１点

洋服ブラシ 不燃

ヨーヨー 不燃

浴槽 粗大 １台１点

浴槽のふた 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

よしず 粗大 １枚１点 基準未満は不燃

ライター 使い捨て含む 不燃 ガスやオイルを使い切る

ラグマット ６畳以上 粗大 １枚１点 基準未満は不燃。新聞１ページ以内に畳む

ラケット（テニス・卓球など） 不燃

ラジオ 携帯用含む 不燃 電池を抜く ○
ラジカセ 粗大 １台１点 基準未満は不燃。電池を抜く。

ラジコン 不燃 電池を抜く。

ラップ（食品包装用） サランラップ含む プラ 汚れが落とせないものは可燃

ラティス 粗大 １枚１点

ランドセル 不燃

ランチジャー（弁当用） 不燃

ランプ ランタン含む 不燃 燃料を使い切る

ランプシェード 粗大 １個１点 基準未満は不燃

リール（つり用） 不燃 ○

リコーダー（縦笛） 不燃

リップクリーム 不燃

リビングボード 粗大 １台１点

リボン 不燃

リモコン 不燃 電池を抜く。 ○
リヤカー 粗大 １台１点

リュックサック 不燃

旅行カバン 粗大 １個１点 基準未満は不燃

ルーター モデム含む 不燃 ○
ルーフボックス 粗大 １個１点

ルーペ（虫眼鏡） 不燃

ルームランナー ランニングマシン 粗大 １台１点 ○

冷蔵庫 × 家電リサイクル法対象品目

冷凍庫 × 家電リサイクル法対象品目

冷風機 粗大 １台１点 基準未満は不燃

レーザーディスク 粗大 １台１点 基準未満は不燃

レーザーディスク盤 不燃

レインコート 不燃

レコード盤 不燃

レコードプレーヤー 粗大 １台１点 基準未満は不燃

レジ袋 プラ

レジャーシート 不燃 折り畳んで新聞紙１枚程度にする。

レッグウォーマー 可燃

レンガ × 専門業者や廃棄物処理業者に依頼してください。

レンジ（電子・ガス） 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
レンジ台 粗大 １台１点

レンズ 不燃

ろ 老眼鏡 不燃

る

れ

よ

ら

り



行 品　目　名 具　体　例 分別区分 粗大ごみの点数計算 出し方など 有価物 小型家電

ろ ローソク 可燃

ロープ・紐・荷造り用紐 不燃

ローラースケート 不燃

ロッキングチェア 粗大 １台１点

ロッカー 粗大 １台１点

ワープロ 粗大 １台１点 基準未満は不燃 ○
ワイヤーブラシ 不燃

ワイン庫（ワインセラー） × 家電リサイクル法対象品

輪ゴム 可燃

ワゴン（キッチン用など） 粗大 １台１点

綿 不燃

ワッペン・シール 可燃

割り箸 可燃

わ


