
品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

あ プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

アイスノン プラスチック 可燃ごみ

アイスピック 金属 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

アイロン 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ

アイロン台 布・金属 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

空き缶 スチール・アルミ 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れがとれないものは不燃ごみ。

ガラスびん 資源回収（ガラスびん）
洗って水を切る。集積所のコンテナに入れる時は必ず寝かせる。割れたものは不燃ご
み。リターナブルびんは販売店へ返却。

化粧品のびん 不燃ごみ

アクセサリー 金属 不燃ごみ

アクリル板 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アコーディオン 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アコーディオンカーテン 粗大ごみ  

足踏みミシン 粗大ごみ

アダプター 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

厚紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

アノラック 綿・ナイロン 可燃ごみ

油のボトル（食用油） プラスチック 可燃ごみ 油が落ちにくいため。

油びん・油缶（食用油） 不燃ごみ 油が落ちにくいため。

雨具（カッパ） ゴム・ナイロン 可燃ごみ

網（みかん・玉ねぎ等） プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

網戸 粗大ごみ

網戸の網 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

編み物機 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

アルバム 可燃ごみ

アルミ缶 アルミ 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れがとれないものは不燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 プラマークがあれば中を洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

アルミサッシ 粗大ごみ

アルミ箔 アルミ 可燃ごみ

アルミ製天ぷらガード アルミ 可燃ごみ

アルミ箔の鍋(うどん等） 可燃ごみ

安全ピン 不燃ごみ

アンテナ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アンプ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

い 紙 可燃ごみ 金属やプラスチック部品が付いていなければ、古紙に出す。

硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

移植コテ 金属 不燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

木製 粗大ごみ 分解するなどして指定袋に入れば可燃ごみ。

板 木 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アイスの容器

空きびん

アルミコーティング袋

衣装ケース

椅子（イス）
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板ガラス（窓ガラス） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

一輪車（荷物運搬用・スポーツ用） 粗大ごみ

一輪車のタイヤ 不燃ごみ または、販売店等に処分を依頼してください。

一升瓶 酒等 資源回収（ガラスびん）
中をすすいで水を切る。集積所のコンテナに入れる時は、必ず寝かせる。割れたものは
不燃ごみ。リターナブルびんは販売店へ返却。

一斗缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れがとれないものは不燃ごみ。

犬小屋 粗大ごみ 分解するなどして指定袋に入れば分別して可燃ごみ又は不燃ごみに出す。

犬の首輪 革・布・ビニール 可燃ごみ

犬・猫の死骸（ペット） 直接搬入
長井クリーンセンターへ直接搬入する。布にくるんで段ボール箱に入れる。
大型犬は千代田クリーンセンターへ。（手数料各2,000円）

犬・猫の砂 可燃ごみ 汚物は取り除いて、少量ずつ小分けにして出す。

イヤホン 不燃ごみ

医療系廃棄物 可燃ごみ 在宅医療から出るものに限る。注射針は医療機関に返す。

衣類 資源回収（布類）
無色透明なビニール袋に入れる。ボタンやファスナーは取り外さなくて大丈夫。
綿や羽毛が入ったものは可燃ごみ。

衣類乾燥機 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

入れ歯 可燃ごみ

色鉛筆等のケース 金属 不燃ごみ

木・つの 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

インクカートリッジ プラスチック 可燃ごみ
家庭用プリンターの使用済みインクカートリッジは販売店や荒砥郵便局で回収を行ってい
ます。（ただし荒砥郵便局は純正品に限ります。）

インクリボン プラスチック 可燃ごみ

インスタントラーメンのかやくの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

インスタントラーメンの外袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

インスタントラーメンのたれの袋 プラスチック 可燃ごみ

う ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

ペットボトル ペットボトル 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ウインドブレーカー 可燃ごみ

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

植木鉢・受け皿 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 割れたものは新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入する。

植木ポット プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

浮き輪 プラスチック 可燃ごみ

木・竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

腕時計 不燃ごみ

羽毛製品 可燃ごみ

羽毛布団 粗大ごみ 指定袋に入れば可燃ごみ。

運動着 布 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

運動靴 可燃ごみ

え エアコン 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

栄養ドリンクびん ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものやキャップは不燃ごみ。

液晶テレビ 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

液体洗剤容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ウイスキー容器

植木の支柱 50cm程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

うちわ

印鑑
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枝類 可燃ごみ 50cm程度に切って指定袋に入れるか、切り開いた指定ごみ袋でしばる。

絵の具の容器 金属・ プラスチック 可燃ごみ

ＭＤ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ＭＤのケース 硬質プラスチック 不燃ごみ

園芸用の土等の袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

エンジンオイル 収集できません
布に染みこませるか、薬品で固めて、少量ずつ可燃ごみに混ぜて出す。
または販売店に相談してください。

延長コード 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り器 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

お オアシス（生け花用） 可燃ごみ

オイル缶 金属 不燃ごみ

王冠（キャップ） 金属 不燃ごみ

応接セット、ソファー 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

オートバイ 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

オードブルの容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

オーブン 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

オーブントースター 不燃ごみ

お菓子・パンの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

金属 資源回収（空き缶） 汚れたものは不燃ごみ。

木製 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

おたま 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ 金属・硬質プラスチック以外は可燃ごみ。

落ち葉・枯葉 可燃ごみ 野焼きはしないでください。家庭菜園などで肥料にしましょう。

プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

お手ふき 紙 可燃ごみ

お手ふきの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

落とし蓋 金属 不燃ごみ

おにぎりの外装フィルム プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

汚物入れ 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ 汚物は取り除く。

おまる 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

おむつ 紙・綿 可燃ごみ 汚物は取り除く。

おむつカバー 可燃ごみ

木製 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

オルガン 粗大ごみ

おろしがね 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

桶 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

お膳

お茶の袋

おもちゃ 電池は抜いて有害ごみ。

お菓子の箱
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アルコール式 不燃ごみ
指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。水銀式は有害
ごみ。

デジタル式 不燃ごみ 電池は抜いて有害ごみ。

温風ヒーター 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

温度計
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