
品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

オルゴール 複合素材 埋立

おろし金
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

温水器 大型ごみ 廃家電 販売業者、または中平商店（電話）35-
2011 に電話で引取りを依頼してください

温度計
アルコール式 埋立
水銀式 有害ごみ 水銀は毒性があるので埋立できない
電子式 廃家電

か
カーステレオ 電化製品 廃家電
ガーゼ 布 燃やすごみ

カーテン
布・レース 古布 留め具（フック）は外して金属は金物類、

プラスチックは燃やすごみ

ビニール 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ又は直接
搬入

カーテンフック
（鉤形の留め具）

金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

カーテンレール
木・プラスチック 燃やすごみ 金属を取り除く。専用袋に入らなければ粗

大ごみ又は直接搬入

金属 金物類 専用袋に入らなければ氏名を記入した荷札
を付けて出す

カード類 プラスチック 燃やすごみ 不正使用を避けるためハサミで切る

カーペット
小型 燃やすごみ
大型 粗大ごみ

カーペットローラー
紙・プラスチック 燃やすごみ 分解して材質ごとに分別する。分解できな

いものは粗大ごみ金属 金物類

カーボン紙（感圧紙） 紙 燃やすごみ 宅急便の複写伝票など、古紙の原料には不
向き（禁忌品）、雑紙に入れない

貝殻 生ごみ 燃やすごみ

懐中電灯

金属 金物類 電池は取り除く
電球 埋立

プラスチック 素材により分別 分解して電池、電球は取り除き、金属は金
物類へ、プラスチックは燃やすごみ

カイロ
使い捨て 燃やすごみ
金属 金物類

鏡 ガラス 埋立 専用袋に入らないものは粗大ごみ
鍵（かぎ） 金属 金物類

柿むき機
金属 金物類 専用袋に入らないものは氏名を記入した荷

札を付けて出す
大型ごみ 粗大ごみ 中平商店（電話）35-9052 へ相談を

家具 大型ごみ 粗大ごみ

学習机 大型ごみ 粗大ごみ

リサイクル店を利用しましょう。村の音声
告知放送には「あげます・ください」とい
う無料のコーナーがあります。リサイクル

（リデュース）にご活用ください。
お問合せは役場広報係（電話）35-9052

楽譜 紙 雑紙



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

額縁（がくぶち）
木・プラスチック 燃やすごみ
ガラス 埋立

掛け時計
プラスチック製 廃家電
木製 粗大ごみ

籠（かご）
木・竹
プラスチック 燃やすごみ

金属 金物類

傘
ビニール・金属 燃やすごみ 金属は取り除く
骨組み 金物類 柄にプラスチックなどがついていても良い

傘立て 金属・陶器 金物類・粗大ごみ 金属製は金物類

菓子折りの箱
紙 紙製容器
木 燃やすごみ
プラスチック 容器プラ

加湿器 電化製品 廃家電

果実袋（紙袋） 事業系一般廃棄物 燃やすごみ
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って
発生した廃棄物のうち、産業廃棄物以外の
もの

菓子容器

紙箱（紙マークあり） 紙製容器 ダンボール製は古紙
不織布 燃やすごみ
缶 アルミ缶・金物類

個別包装紙 紙製容器
紙のように見えて紙ではないものもある。

があれば容器プラ
ビニール袋 容器プラ

ガスオーブン 大型ごみ 金物類 中平商店（電話）35-2011 へ相談を

ガス炊飯器
金属製 金物類

ゴムホースは燃やすごみ
プラスチック製 粗大ごみ

ガス警報機 電化製品 廃家電
ガスボンベ LP ガス 収集しない ガス店へ

ガス給湯器 大型ごみ 金物類 中平商店（電話）35-2011 へ相談を。プ
ラ製蛇腹ホース・ゴムホースは燃やすごみ

ガスコンロ・レンジ 小型〜大型 金物類 ゴムホースは燃やすごみへ。大型は河野・
中平商店（電話）35-2011 へ相談を

カセットコンロ
（卓上コンロ）

本体 金物類

ガスボンベ 金物類 必ず穴をあける。穴あけは屋外の火気のな
い場所で行う。ふたは容器プラ

カセットテープ
ケース・テープ 燃やすごみ
歌詞カード 雑紙
包装フィルム 容器プラ

カセットデッキ 電化製品 廃家電 電池は取り除く

肩掛け噴霧器（消毒用）
金属製 金物類 氏名を記入した荷札を付けて金物類。肩掛

けベルト・ゴムホースは燃やすごみ

プラスチック製 燃やすごみ 金属製ノズルはホースから取り除き金物類
へ。専用袋にらないものは粗大ごみ

型紙 紙 雑紙 商品に付いていたものは紙容器
肩（胸）パット 布・プラスチック 古布・燃やすごみ 布製は古布。プラスチックは燃やすごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

肩揉み（かたもみ）機
手動式 金物類・燃やすごみ 金属製は金物類。プラスチック製は燃やす

ごみ
電化製品 廃家電

カタログ 紙 雑紙 ひもで十字にしばる
カチューシャ（髪） 金属・プラスチック 金物類・燃やすごみ

楽器

大型 粗大ごみ

木・プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ又は直接
搬入

金属 金物類
グランドピアノ 収集しない 販売店へ相談を

電化製品 廃家電
粗大ごみ（有料家電） リサイクル店を利用しましょう

カッター
柄 埋立・プラスチック 金属・プラスチックの複合品は埋立。プラ

スチックのみは燃やすごみ
刃 金物類 空き缶などに入れる

合羽（かっぱ）・ヤッケ ビニール 燃やすごみ

カップ麺容器
紙マークあり 紙製容器

ふたや容器に がある。洗って汚れを落
とす。プラスチックのように見える紙製容
器があるので注意

プラマークあり 容器プラ 外装フィルムも容器プラ
付属品（フォーク） 燃やすごみ 容器でも包装でもないので燃やすごみ

割烹着（かっぽうぎ） 布 古布
かつら（ウィック） プラスチック 燃やすごみ 留め金具は金物類

家電製品等の空き箱

紙マークあり 紙製容器 があるものは紙製容器
ダンボール ダンボール
発泡スチロール 容器プラ

プラマークあり 容器プラ 製品が包まれていた気泡緩衝材（通称プチ
プチ）も容器プラ

蚊取り線香

線香 燃やすごみ
電化製品 粗大ごみ（有料家電）

プラスチック 容器プラ 殺虫剤（液体タイプ）のふた・容器は容器
プラ

蚊取り線香立て（ケース）

金属 金物類

グラスウール 埋立 短いガラス繊維でできた綿状の素材。白い
断熱マットのこと

陶器 埋立
プラスチック 燃やすごみ

金網 金属 金物類 プラスチックの持ち手が付いていても良い

金槌（かなづち） 金属 金物類 木柄は燃やすごみ。プラスチック製の柄は
分離しないで金物類へ入れてよい

蟹（かに）の殻 生ごみ 燃やすごみ 貝・サザエの殻も燃やすごみ

鞄（かばん）
革・ビニール 燃やすごみ 金属は取り除く
布 古布

画板 板 燃やすごみ 小さく切って出す
画鋲（がびょう） 金属 金物類 空き缶などに入れる



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
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花瓶

ガラス 埋立
金属 金物類
陶器 埋立
プラスチック 燃やすごみ

カフスボタン 金属 金物類 エナメル、ガラス、宝石、べっ甲は埋立

鎌（かま） 金属 金物類 危険防止のため刃に新聞紙や古布などを巻
く。木柄は燃やすごみ

かまど 金属 粗大ごみ

紙おむつ 紙 燃やすごみ 汚物はトイレへ流す。ビニール袋に入れな
い

紙コップ・紙皿 紙マークあり 紙製容器 洗う。紙マークがないものは燃やすごみ（防
水加工されているため）

紙製緩衝材 紙 紙製容器 商品を保護又は固定するために加工されて
いるもの。段ボールは除く

紙製トレイ 紙マークあり 紙製容器 3 個組納豆・プリンの台紙など

紙製容器・包装 紙マークが表示され
ている紙 紙製容器

ジュースや麺つゆなどの容器は口元のプラ
スチックを取外さなくて良い。中をゆすぎ、
ふたは容器プラ、汚れが落ちない容器は燃
やすごみ

紙パック
紙パックと表示され
ている、牛乳・酒・
ジュース容器など

店頭回収・雑紙 中を洗い、切り開いて乾かす。 口栓・ふ
たは容器プラ

剃刀（かみそり）

金属 金物類 刃は空き缶などに入れる

金属・プラ複合品 有害ごみ 刃が取り外せないプラスチック製のかみそ
り

着脱式替刃 素材により分別 金属は金物、プラスチックのみ燃やすごみ
電化製品 廃家電

髪留め
（ハサミやペンチなどで
材質ごとに分解する）

木・布
プラスチック・ゴム 燃やすごみ 金属は取り除く

金属 金物類 ほとんどが金属。少し金属以外の装飾品が
ついているもの

複合品 埋立 どうやっても分解できないもの、革製品、
陶器、ビーズ類、べっ甲

紙粘土 紙 燃やすごみ

紙袋 紙マークあり 紙製容器 紙マークがないものは雑紙。ビニールひも
は燃やすごみ

紙やすり 紙 燃やすごみ
ガムテープ ビニール 燃やすごみ 芯は雑紙

ガム
（容器や袋の紙マーク・
プラマーク表示を見る）

ガム 燃やすごみ
紙箱・紙袋 紙製容器 あり

プラスチック 容器プラ あり

包装紙 紙製容器 ガムを噛む前に包んであった紙、ビニール
は容器プラ

カメラ

本体（デジタル） 廃家電 リサイクル店を利用しましょう

ケース 粗大ごみ・燃やすご
み

すべてがプラスチック製で燃やすごみ収集
袋に入る場合は燃やすごみ

三脚 金物類 カーボン製は粗大ごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

カメラ 電池 有害ごみ 充電式電池（ニカド、ニッケル水素、リチ
ウムイオン）は役場にある回収ボックスへ

画用紙 紙 雑紙

カラータイ 金属・プラ複合品 埋立 ビニールテープの中に細い針金の入った食
品等の袋の口を留めるもの

カラーボックス 木製棚 粗大ごみ 分解して袋に入れば燃やすごみ。金属ネジ
は金物類

カラオケデッキ 電化製品 廃家電 カラオケ CD、テープ、CD・テープケー
スは燃やすごみ

ガラス ガラス 埋立 危険防止のため新聞紙や古布に包む。専用
袋に入らなければ粗大ごみ

ガラスクリーナーの容器
スプレー缶 金物類

必ず穴をあける。穴あけは屋外の火気のな
い場所で行う。スプレーノズル・ふたは容
器プラ

プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。スプレーノズル・ふたは容器
プラ

ガラス製品 ガラス 埋立 花瓶、コップ、小皿、小鉢、耐熱容器、灰
皿など

ガラス戸 大型ごみ 粗大ごみ
軽石 石 埋立
かるた 紙 燃やすごみ
瓦礫（がれき）の小片 瓦・ブロック・レンガ 埋立 大量に出る場合は業者へ処分

カレンダー

紙 雑紙 金属の留め具は金物類
留め具（金属） 金物類
留め具（プラスチッ
ク） 燃やすごみ

革製品
衣類 古布

金属は取り除く
鞄（かばん）・靴（くつ） 燃やすごみ

瓦（かわら）の小片 瓦・ブロック・レンガ 埋立 改築・取壊しを行う場合は業者に引取りを
依頼する

缶
アルミマークあり アルミ缶 中をゆすぐ、スプレー缶は穴をあけてガス

を抜く（金物類のページ参照）スチールマークあり 金物類
換気扇 電化製品 廃家電 カバーのみなら燃やすごみ
缶切り 金属 金物類

玩具類（おもちゃ）
（材質ごとに分解し、電
池は除く）

紙・木・布
プラスチック 燃やすごみ 金属との複合品で分解できない小物は埋

立、大型は粗大ごみ
ガラス・陶器
ビー玉 埋立

金属 金物類 プラスチックとの複合品で分解できないも
のは埋立

コンピューター基盤 廃家電 レアメタル（希少金属）が含まれているの
でリサイクル

電化製品 廃家電 電池は取り除く

その他 粗大ごみ 専用袋に入らない大型のおもちゃ（車の乗
り物など）



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

緩衝材（かんしょうざい）

紙 紙製容器 段ボールを除く
プラスチック
発泡スチロール 容器プラ 製品が包まれていた気泡緩衝材（通称プチ

プチ）も容器プラ

クッション封筒 燃やすごみ 紙封筒の内側に気泡緩衝材（通称プチプチ）
が付いているもの

鑑賞魚用水槽 ガラス 粗大ごみ 金魚鉢など小型のものは埋立

乾燥機

食器用 粗大ごみ（有料家電）

衣類用 収集しない
郵便局で家電リサイクル券の振込み手続き
後に指定引取所へ搬入する。または小売業
者に引取りを依頼する。家電 6 品目参照

乾燥剤 石灰・シリカゲル 燃やすごみ 紙袋を破らない。発熱するので水気のある
ところに置かない。一度に大量に出さない

缶詰の缶 金属 金物類・アルミ缶 はアルミ缶。 は金物類。中を洗う

乾電池 有害ごみ 充電式電池（ニカド、ニッケル水素、リチ
ウムイオン）は役場にある回収ボックスへ

感熱紙 紙 燃やすごみ
ファックス用紙・レシートなど古紙原料に
は不向き（禁忌品）なので雑紙には入れな
い

き

木
剪定枝など 燃やすごみ

屋外で大量に燃やす場合は高森消防署（電
話）35-0119 へ連絡を。家屋の近くで燃
やす場合は近所迷惑になるので風向きや時
間帯に配慮する

廃材 燃やせない 廃材は村が許可した一般廃棄物収集運搬業
者に引取りを依頼する

キーボード

楽器 廃家電

パソコン用 収集しない

パソコンと一緒に処分する。販売店・各
メーカーのリサイクル受付窓口へ問合せ
る。メーカーから郵送された「エコゆうパッ
ク伝票」を貼付して郵送する

キーホルダー

木・竹・布
プラスチック 燃やすごみ

金属 金物類 材質で分別。金属とプラスチックの複合品
で分解不可は埋立

基板 電気部品 廃家電
機械油 油 収集しない ガソリンスタンドで無料処分してくれます

貴金属 金属 金物類 高価なものは貴金属店で買取ってもらえな
いか問合せてみる

義足 難物 粗大ごみ
ギター・ギターケース 楽器 粗大ごみ リサイクル店を利用しましょう
キックボード 金属 金物類
キッチンガード（油よけ） アルミ箔 埋立

キッチンスケール
（調理用はかり）

金属製 金物類
分解して材質ごとに分別する

デジタル式 廃家電



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
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キッチンペーパー

紙・不織布 燃やすごみ
紙箱 紙製容器 あり
芯 雑紙
ビニール袋 容器プラ
ホルダー（固定具） 金物類・燃やすごみ 金属は金物類、プラスチックは燃やすごみ

キッチンワゴン 家具 粗大ごみ 分解できれば金属は金物類。プラスチック
は専用袋に入れば燃やすごみ

着物 布 古布 リサイクル店やリフォーム店を利用しま
しょう

脚立 金属 金物類 専用袋に入らないものは氏名を記入した荷
札を付けて出す

キャッシュカード プラスチック 燃やすごみ 不正使用を避けるためハサミで切る

キャットフード
猫の餌（えさ）

缶 アルミ缶・金物類 中を洗う。 があればアルミ缶。 があ
れば金物類

袋 紙製容器・容器プラ があれば紙容器。 があれば容器プラ

急須（きゅうす）

ガラス 埋立
金属 金物類
茶こし 金物類・燃やすごみ 金属は金物類。プラスチックは燃やすごみ

弦（つる） 埋立 着脱式の持ち手のこと。金属との複合品で
分解不可は埋立

陶器 埋立 プラスチックは燃やすごみ

牛乳パック 紙パックと表示 店頭回収・雑紙 中を洗い、切り開いて乾かす。 店頭回収
に出せない方は雑紙

牛乳びん
びん びん類 販売店で回収できないもののみ、中を洗う
ふた（プラスチック） 容器プラ 紙のふたは燃やすごみ

吸盤 プラスチック 燃やすごみ
給油ポンプ（手動式） プラスチック 燃やすごみ 油を抜いて出す。電池式は電池を取り除く
教科書 紙 雑紙

鏡台 大型ごみ 粗大ごみ 割れたガラスは事故防止のため新聞紙や古
布で包んで埋立ごみ

錐（きり） 木・金属 金物類・燃やすごみ 手揉み錐は柄（つか）を切断し、錐は金物
類。柄は燃やすごみ

霧吹き（きりふき）
ガラス 埋立
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

禁煙パイプ プラスチック 燃やすごみ 離煙パイプは燃やすごみ。紙箱・台紙は紙
容器。プラスチックは容器プラ

金魚鉢
ガラス 埋立 浮き玉、鉢など
プラスチック 燃やすごみ プラスチック製の砂利・水草など含む

金庫

耐火金庫 粗大ごみ
手提げ金庫（金属） 金物類

硬貨・小物収納トレー 燃やすごみ 金属が付いていて分解不可は金庫ごと粗大
ごみ

金属キャップ 金属 アルミ缶・金物類 材質で分別。磁石にくっつけば金物類、つ
かなければアルミ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

金属製チューブ 金属 埋立 毛染め・靴磨き・塗り薬などのチューブ、
使い切ること。ふたは容器プラ

く

空気入れポンプ
金属製 金物類 ホースは切り金属のみにする
プラスチック
ホース 燃やすごみ ビーチボールや浮輪などに使うプラスチッ

クのみのポンプ
空気清浄器 電化製品 廃家電
クーピー 文房具 燃やすごみ 削り器の金属は取り除く
クーラー（エアコン以外） 電化製品 粗大ごみ（有料家電） エアコンは家電 6 品目のページ参照
クーラーバック（カバン） ビニール 燃やすごみ 食品・飲料などの保冷容器
クーラーボックス 硬プラスチック 粗大ごみ
釘 金属 金物類 空き缶などに入れる
草掻き（くさかき）
草削り 木・金属 金物類・燃やすごみ 木柄は切断し燃やすごみ。金属は金物類

草刈鎌（くさかりがま） 木・金属 金物類・燃やすごみ 木柄は切断し燃やすごみ。刃は金物類（新
聞紙・古布で包む）

鎖（くさり）・チェーン
金属 金物類 金属製タイヤチェーンを含む
プラスチック 燃やすごみ プラスチック製タイヤチェーンを含む

串
木・竹 燃やすごみ 専用袋に穴があかないよう注意
金属 金物類 空き缶などに入れる

櫛（くし） 複合素材 素材により分別 髪留め欄参照
薬（古い薬・不要な薬） 薬 燃やすごみ 薬のみ。錠剤容器は容器プラ

薬の容器・包装

紙箱 ･ 紙袋 紙製容器 あり

ビニール
プラスチック 容器プラ あり、錠剤のアルミ容器も容器プラ。

ボトルは中をゆすぐ
びん びん類 中をゆすぐ

ふた 金物類・容器プラ はアルミ缶。 は金物類。 は容器
プラ

口紅ケース
金属 埋立

プラスチック 容器プラ 中身は使いきる。残った口紅は取外し燃や
すごみ

靴

靴
中敷（プラスチック） 燃やすごみ 金属入りの安全靴は埋立

型紙 紙製容器 型崩れを防ぐ厚紙
紙箱・包装紙 紙製容器 があるもの

形成用ビニール風船 容器プラ 型崩れを防ぐプラスチック製（風船状）の
詰め物

クッキングタイマー 電化製品 廃家電 電池は取り除く

靴下
布 古布 汚れがひどいものは燃やすごみ
包装（ビニール袋） 容器プラ あり
紙帯 紙製容器

クッションカバー
合皮 燃やすごみ
布 古布

クッション中身
スポンジ・発泡スチ
ロール・プラスチッ
ク・綿

燃やすごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

靴べら
木・竹・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

靴磨きブラシ・スポンジ プラスチック 燃やすごみ
首輪 革・ビニール 燃やすごみ 金属は取り除く

熊手
金属 金物類 柄が金属製は氏名を記入した荷札を付けて

出す。プラスチックとの複合品は粗大ごみ

竹 燃やすごみ 切断して専用袋に入れる。切断できなけれ
ば粗大ごみ

グラシン紙 紙 雑紙

オブラートを分厚くしたような白くて半透
明の薄い紙。ケーキの底紙、パンの袋、本
のカバー、窓付き封筒のビニールフィルム
代替品などに使われている

グラス ガラス 埋立
グラスウール ガラス繊維 埋立 蚊取り線香立て参照
クリアホルダー・ファイ
ル 燃やすごみ

クリーニング（衣服）

ハンガー 金物類・燃やすごみ
できるだけクリーニング店へ返す。金属（ビ
ニールで覆ったもの含む）は金物類。プラ
スチックは燃やすごみ

ビニールカバー 燃やすごみ

クリーニングは役務（サービス）の提供と
考えられるので、返されるときに付される
袋等は「商品の容器包装」ではない。この
ため容器プラの対象外

クリスタル製灰皿 ガラス 埋立

クリスマスツリー
木・紙・プラスチック 燃やすごみ
電飾
イルミネーション 粗大ごみ（有料家電） 電球は埋立。コードは金物類

クリップ 金属・プラスチック 金物類・燃やすごみ 金属製は金物類。プラスチック製は燃やす
ごみ

車椅子 大型ごみ 金物類
クレッジトカード プラスチック 燃やすごみ 不正使用を避けるためハサミで切る

クレヨン
文房具 燃やすごみ
紙箱 紙製容器 あり

グローブ 燃やすごみ

グローランプ 埋立 蛍光管を点灯させる放電管のこと。蛍光管
は有害ごみ

クロージャー パン・野菜袋留め具 容器プラ あり、プラスチックの留め具。芯が針
金のものは埋立

鍬（くわ） 金属 金物類 木柄は切断し燃やすごみ。金属は金物類。
切断不可は粗大ごみ

軍手 布製 燃やすごみ
け

蛍光管（蛍光灯）
蛍光管（蛍光灯） 有害ごみ 販売店回収を利用する。LED は埋立ごみ
紙箱 紙製容器 あり。蛍光管を入れて出さない

蛍光灯機器 電化製品 粗大ごみ（有料家電） 蛍光管は取り除く
蛍光ペン プラスチック 燃やすごみ
計算機 太陽電池式・電気式 廃家電



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

消しゴム ゴム 燃やすごみ
携帯電話・充電器 電化製品 廃家電 機種変更時に販売店で引取ってもらう
携帯ラジオ 電化製品 廃家電 電池は取り除く
毛糸 糸 燃やすごみ

計量カップ
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ
耐熱ガラス 埋立

ケーキの箱 紙マークあり 紙製容器 フィルムがついている箱はフィルムをはが
す。フィルムは容器プラ

ケーブル 金属 金物類
ゲーム機 本体 廃家電 電池は取り除く

化粧品の容器

紙箱 紙製容器 あり

金属 金物類 スプレー缶は必ず穴をあける（金物類の
ページ参照）

ビニール製の袋 容器プラ

びん びん類
中栓を外す（容器プラ）、中をゆすぐ。口
元の色で透明・茶色・その他の色に分別、
口元が乳白色・陶器は埋立

プラスチック 容器プラ ボトルはゆすぐ。中栓・ふたは容器プラ

毛染め用チューブ
金属チューブ 埋立 中栓・ふたは容器プラ
プラスチックチュー
ブ 容器プラ 中を洗う。中栓・ふたは容器プラ

下駄 木製 燃やすごみ 金属は取り除く。分解不可は埋立
下駄箱 大型ごみ 粗大ごみ
ケチャップの容器 プラスチック 容器プラ 容器は中を洗う。ふたも容器プラ
血圧計 手動式 粗大ごみ 電動式も粗大ごみ（有料家電）
結束テープ ナイロン 燃やすごみ 紙テープは燃やすごみ

結束バンド プラスチック 燃やすごみ 梱包用テープのこと。金属は切り取り金物
類

毛抜き 金属 金物類

玄関マット
金属 金物類
布・プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らなければ粗大ごみ

健康食品の容器

紙箱 紙製容器 汚れを落とす
缶 アルミ缶・金物類 はアルミ缶。 は金物類

びん びん類 中をゆすぐ。口元の色で透明・茶色・その
他の色に分別

プラスチック 容器プラ チューブは切り中を洗う。ボトルはゆすぎ、
中栓・ふたは容器プラ

剣山（けんざん） 金属 金物類

建設廃材 産業廃棄物 収集しない 建設廃材の野焼きは 5 年以下の懲役、ま
たは 1000 万円以下の罰金

けん玉 木・プラスチック 燃やすごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

こ

碁石（ごいし） 石、蛤
プラスチック 埋立

碁石を入れる碁笥（ごけ）はプラスチック
製や木製なら燃やすごみ。碁盤はプラ製な
ら燃やすごみ。木製で切断できれば燃やす
ごみ。切断不可は粗大ごみ

鯉幟（こいのぼり） 旗・支柱など一式 粗大ごみ 分解できれば素材で分別

工具
木・ゴム
プラスチック 燃やすごみ 金属は取り除く

金属 金物類 刃物など危険なものは新聞紙や布で巻く
広告・チラシ 紙 雑紙 ひもで十字にしばる

香水の容器

ガラス 埋立 香水を移し替えるためのガラス製容器

びん びん類
購入時に香水が入っていたびん。中栓は容
器プラ。口元の色で透明・茶色・その他の
色に分別。中をゆすいでください

プラスチック 容器プラ スプレーノズル・中栓・ふたは容器プラ

紅茶

缶 アルミ缶・金物類 はアルミ缶。 は金物類

紙・紙箱 紙製容器 あり
茶殻 燃やすごみ
ビニール
プラスチック 容器プラ あり

こうもり傘
ビニール 燃やすごみ ビニールを取り除く
親骨・受骨 金物類 柄にプラスチックなどがついていても良い

氷枕 ゴム・ビニール 燃やすごみ 金属は金物類

ゴーグル プラスチック 燃やすごみ スポーツや加工作業等で目を保護するため
顔面に装着する道具

コースター 紙・木・布・コルク・
革 燃やすごみ

コート 衣類 古布 レインコートは燃やすごみ

コードリール
（コンセント付コード）

コード・ドラム 金物類
プラスチック 廃家電

コード類 電気系 金物類

コーヒーサイフォン 複合素材 粗大ごみ 分解できればガラスは埋立。金属は金物類。
プラスチックは燃やすごみ

コーヒーメーカー 電化製品 粗大ごみ（有料家電） 耐熱ガラスのみなら埋立
ゴキブリ取りマット 紙 燃やすごみ

ござ いぐさ 100％
プラスチック 粗大ごみ 専用袋に入れば燃やすごみ

古紙 紙 新聞・雑紙
ダンボール

ひもで十文字にしばる。雑紙とは、カタロ
グ・雑誌・チラシ・パンフレット・封筒・ラッ
プ類（トイレットペーパー）の芯など紙製
容器包装以外の紙

漉し器（こしき）
裏漉し

木枠本馬毛
プラスチック 燃やすごみ 網が金属やプラスチックのものは木枠のみ

燃やすごみ
金属 金物類 金属は取外して金物類

炬燵（こたつ）
電化製品 粗大ごみ（有料家電） 電気コードだけなら金物類
堀ごたつ（木枠） 粗大ごみ 分解して専用袋に入れば燃やすごみ
豆炭式 粗大ごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

炬燵（こたつ）

天板 粗大ごみ 着脱式こたつ板のこと。表面はプラスチッ
クだが中は木製

こたつ掛け 古布 ビニール製は燃やすごみ
毛布 古布
下敷き（マット）

粗大ごみ（布団）
布団

骨壷（こつつぼ） 陶器 埋立 中に何が入っているのか分からないので、
できるだけ割って出す

コップ
紙・プラスチック 燃やすごみ

防水加工されているので古紙原料には不向
き（禁忌品）。 があれば紙製容器（中を
洗う）

ガラス 埋立
金属 金物類

粉ミルクの容器

缶 金物類 汚れがあれば中を洗う
軽量スプーン 燃やすごみ 容器でも包装でもないので燃やすごみ
ふた 容器プラ 缶に あり
プラスチックの個袋 容器プラ 携帯用粉ミルクの袋など

コネクター 金物類
コピー機 電化製品 廃家電

コピー用紙 普通紙 雑紙 感熱紙（熱に反応して黒くなるよう加工さ
れた印刷用紙）は燃やすごみ

コミック雑誌 紙 雑紙 カタログやチラシなどと一緒にひもで十文
字にしばる

ごみ取りネット（観賞魚
用）

紙・プラスチック 燃やすごみ ビニールで覆った金属がついているものは
切り取り金物類

金属 金物類
魚の水槽などを掃除する時に使うプラス
チックとの複合品。プラスチックは燃やす
ごみ

ごみ箱
プラスチック 粗大ごみ 専用袋に入れば燃やすごみ
複合素材 粗大ごみ
金属 金物類

ゴム印 木・プラスチック 燃やすごみ

ゴム製品 ゴム 燃やすごみ サンダル（ぞうり）・手袋・ホース・輪ゴ
ムなど

ゴム手袋 ゴム・プラスチック 燃やすごみ
ゴムべら ヘラの部分のみ 燃やすごみ 柄は材質で分別
ゴムホース プラスチック 燃やすごみ 金属は取外して金物類
ゴムボール ゴム 燃やすごみ

米糠（こめぬか） 生ごみ 燃やすごみ 米ぬかと腐葉土をダンボール箱に入れて生
ごみを堆肥化することができます

米櫃（こめびつ） 大型ごみ 金物類・粗大ごみ 金属製は氏名を記入した荷札を付けて出す

米袋
紙（30 ㎏袋） 紙製容器・ダンボー

ル があれば紙製容器

ビニール 容器プラ あり
コルク コルク・合成コルク 燃やすごみ
コルク抜き 金属 金物類
コルクボード コルク板 燃やすごみ



品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

か
行

ゴルフ用品

クラブ 粗大ごみ

シャフト（柄）が金属製のアイアン・シャ
フトとフェースが金属製のパターは金物
類。氏名を記入した荷札を付けて出す。リ
サイクル店を利用しましょう

バック 粗大ごみ
ボール
マット（練習用） 燃やすごみ 金属は金物類

コンクリートブロック 破砕ガラ 埋立 大量にある場合は業者へ相談
コンセントコード 金属 金物類

コンタクトレンズ
ガラス 埋立
ガラス以外 燃やすごみ

コンディショナーの容器 プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。ふた・ポンプも容器プラ

コンテナ

プラスチック 粗大ごみ

営農用 収集しない

JA の農業用廃プラスチック回収または産
業廃棄物処理業者に相談を。事業活動で生
じた農業用プラスチック廃材はすべて産業
廃棄物です

コンパクトケース 化粧品 埋立 できるだけ金づちでガラスを割り、ガラス
は埋立。プラスチックは燃やすごみ

コンパクトディスク
（ＣＤ） 燃やすごみ

コンパス（文房具） 金属 金物類

コンビニ弁当
容器・包装 容器プラ 外装フィルム・容器・調味液袋・スプーン

等の袋・レジ袋、洗って出す

付属品 燃やすごみ スプーン・バラン（緑色のプラスチック）・
フォーク

コンピューターゲーム
本体 廃家電

できるだけリサイクル店を利用しましょう
ソフト

コンポ 電化製品 廃家電 木製は粗大ごみ（有料家電）

コンポスト容器 生ごみ堆肥化容器 粗大ごみ 畑がある方はできるだけコンポストで生ご
みを処理しましょう

コンロ
電気 廃家電
ガス 金物類 着脱式ガスボンベを使用するもの

さ
サーフボード 粗大ごみ
サイクリングマシン 大型ごみ 金物類
サイコロ プラスチック 燃やすごみ
座椅子 大型ごみ 粗大ごみ
裁断くず 布 燃やすごみ 古布には出せない
サイドボード（家具） 大型ごみ 粗大ごみ
サインペン プラスチック 燃やすごみ
財布 革・プラスチック 燃やすごみ

作業服 衣類 古布

事業者が出すことはできません。事業系の
ごみは、廃棄物処理法により自らの責任に
おいて適正に処理しなければならないとさ
れています（法第 3 条）。直接処理施設へ
搬入するか、一般廃棄物（事業系ごみ）許
可業者へ直接依頼してください




