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ごみの分け方・出し方 
平成２６(2014)年６月 

～分別の具体例（５０音順）～ 

すべての品目を記載できませんので、電話での問い合わせの 

多いものや代表的なものを載せています。 

詳しくは電話でお問い合わせください。 

 

ぬり絵 

分別をきちんとして、 

決められた曜日に、 

決められたステーションへ

朝７：３０までに 

出してください。 



 



品　　目 分別区分 備　　考

ＩＨ電気コンロ もやせないごみ

アイスノン もやせるごみ

アイロン もやせないごみ

アイロン台 もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

アコーディオンカーテン 粗大ごみ（有料）

足ふきマット もやせるごみ

アタッシュケース もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

油（米油・パーム油・動物性油） もやせるごみ 布に染み込ませる

油（食用油・天ぷら油） 資源回収 米油・パーム油・動物性油は除く

油の容器（びん・かん） もやせないごみ 中身を使いきる

雨戸 粗大ごみ（有料）

編み機 粗大ごみ（有料）

網戸 粗大ごみ（有料）

アルミ缶 資源回収

アルミサッシ（網戸枠含む） 粗大ごみ（有料）

アルミなべ もやせないごみ
アルミホイル・お弁当のアルミ
カップ

もやせないごみ

安全ピン もやせないごみ

アンテナ（BS・CS・室内用） もやせないごみ 家庭で取り外したものに限る

あんま機 粗大ごみ（有料）

石（砂利） 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

衣装ケース（金属製） もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

衣装ケース（プラスチック製） もやせないごみ
５０㎝を超えるものは有料（一段の
ものは無料）

イス（プラスチック製・金属製・
５０㎝以下のもの）

もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

イス（木製・５０㎝以下のもの） もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

板ガラス 埋め立てごみ

板切れ（建設廃材を除く） もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

一輪車（運搬用） 粗大ごみ（有料）

一輪車（乗車用） もやせないごみ

一輪車のタイヤ・ホイル もやせないごみ

一升びん 資源回収

一斗缶 もやせないごみ

衣類 資源回収 濡らさないようにする

衣類（革製品・下着・ダウンジャ
ケットなどの中綿入り）

もやせるごみ

衣類乾燥機 収集しません 家電リサイクル品　１７ページ

ウィンドファン もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

植木鉢（陶磁器製・焼きもの） 埋め立てごみ

植木鉢の土 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

植木鉢（プラスチック製） もやせないごみ 土を取り除く

腕時計 もやせないごみ

乳母車 粗大ごみ（有料）

エアコン 収集しません 家電リサイクル品　１７ページ

枝（庭木等の樹木を剪定したも
の）

もやせるごみ
長さ５０㎝以下・太さ直径１０㎝以
下に切る（４５Ｌ　２袋まで）

MD・MOディスク もやせないごみ ケース含む

MDプレーヤー もやせないごみ

エレクトーン（家庭用） 粗大ごみ（有料）

延長コード もやせないごみ

えんぴつ もやせるごみ
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品　　目 分別区分 備　　考

オイルヒーター 収集しません 販売店へご相談ください

オートバイ 収集しません 販売店へご相談ください

おたま もやせないごみ

落ち葉 もやせるごみ ４５Ｌ　２袋まで

おむつ（紙製・布製） もやせるごみ 汚物は取り除く

おもちゃ もやせないごみ

オルガン（家庭用） 粗大ごみ（有料）

カーコンポ もやせないごみ

カーテン もやせないごみ 十文字にしばる

カーテンレール もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

カーナビゲーション もやせないごみ

カーペット 粗大ごみ（有料）

カーボン紙 もやせるごみ

貝がら もやせるごみ

懐中電灯 もやせないごみ 乾電池は抜く

カイロ（使い捨て） もやせるごみ

鏡 埋め立てごみ ５０㎝を超えるものは有料

鏡（手鏡・コンパクト等） もやせないごみ

家具（５０㎝以上） 粗大ごみ（有料）

額縁（金属・プラスチック） もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

額縁（木製） もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

傘 もやせないごみ

加湿機 もやせないごみ

菓子の銀紙 もやせるごみ

菓子の箱（紙製・缶） 資源回収

菓子の袋（ビニール製） 容器包装プラスチック

ガス給湯器・湯沸器（小型のも
の）

もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

ガスボンベ（プロパン） 収集しません 販売店へご相談ください

ガスレンジ（家庭用１口・２口タ
イプ）

もやせないごみ 点火用乾電池は抜く

カセットコンロ（卓上） もやせないごみ

カセットコンロ（卓上）用のボン
ベ

資源回収 使いきって穴を開ける

カセットテープ（ケース含む） もやせないごみ 別袋で出す

カセットデッキ もやせないごみ

かっぱ（ビニール製） もやせないごみ

カップラーメンのスープ等の小袋 もやせるごみ

カップラーメンの容器（紙製） もやせるごみ

カップラーメンの容器（発泡スチ
ロール製）

容器包装プラスチック

かつら もやせるごみ

家庭用肥料袋 もやせないごみ

かばん（革製・布製） もやせるごみ

かばん（金属製・プラスチック
製・合成皮革製）

もやせないごみ

画びょう もやせないごみ

花びん（陶器製・ガラス製） 埋め立てごみ

釜（金属製） もやせないごみ

紙おむつ もやせるごみ 汚物は取り除く

紙くず もやせるごみ

紙コップ、紙皿 もやせるごみ

家庭ごみの分別一覧　（５０音順）

お

2

か



品　　目 分別区分 備　　考

カミソリ もやせないごみ 刃の部分をチラシなどで巻く

カミソリ（電動） もやせないごみ

紙箱 資源回収 折り畳んで「雑誌」と一緒に

紙パック 資源回収 水洗いして切り開く

紙パック（内側がアルミ・ビニー
ルコーティング）

もやせるごみ

紙袋 資源回収

紙やすり もやせるごみ

ガムテープ もやせるごみ

カメラ もやせないごみ

カラーボックス（５０㎝以上） 粗大ごみ（有料）

からしのチューブ もやせるごみ

ガラス（びん類除く） 埋め立てごみ

ガラス鉢 埋め立てごみ

革くつ もやせるごみ

瓦 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

革類・革製品 もやせるごみ

缶（油・ペットフードなど油系） もやせないごみ

缶（アルミ・スチール・スプ
レー）

資源回収

換気扇 もやせないごみ

換気扇フィルター もやせるごみ

乾燥剤 もやせるごみ

乾電池 もやせないごみ 別袋で出す

感熱紙 もやせるごみ

缶のふた もやせないごみ
プラスチック製は「容器包装プラス
チック」

キーボード（パソコン用） もやせないごみ

ギター 粗大ごみ（有料）

キックボード もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

キッチンワゴン（プラスチック
製・金属製）

もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

キッチンワゴン（木製） もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

着物・帯 もやせるごみ

キャリーカート もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

キャンバス もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

教科書 資源回収

鏡台 粗大ごみ（有料）

切り花 もやせるごみ

金庫（耐火金庫） 収集しません

金庫（手提げ金庫） もやせないごみ

金属製のたわし もやせないごみ

空気入れ もやせないごみ

空気清浄機 もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

クーラーボックス もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

くぎ・ねじ もやせないごみ

草木類 もやせるごみ
長さ５０㎝以下・太さ１０㎝以下に
切る。４５Ｌ　２袋まで

串（金属製） もやせないごみ

串（竹製） もやせるごみ 紙などに包む

クッション もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

く
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品　　目 分別区分 備　　考

くすり（家庭用の飲み薬・塗り
薬）

もやせるごみ

くすりの容器（ビニール・プラス
チック製）

容器包装プラスチック 金属製は「もやせないごみ」

くすりの容器（びん・缶） 資源回収

果物を入れるネット もやせないごみ

口紅ケース もやせないごみ 中身を使いきる

靴（甲の部分が布製・革製） もやせるごみ 安全靴は「もやせないごみ」

靴（甲の部分がビニール製） もやせないごみ

靴下 もやせるごみ

クリーニングのビニール袋 もやせないごみ

車椅子（手動） 粗大ごみ（有料）

車のカバー もやせないごみ

車のシートカバー（布製） もやせるごみ

クレヨン もやせるごみ

グローブ もやせるごみ

蛍光灯 埋め立てごみ

携帯電話 もやせないごみ 販売店へ返却ください

毛糸そのもの、毛糸玉 もやせるごみ

ゲーム機（家庭用） もやせないごみ

毛皮 もやせるごみ

化粧品（スプレー缶） 資源回収 中身を使いきる・穴を空ける

化粧品の容器（びん） もやせないごみ 中身を使いきる

化粧品の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 中身を使いきる

下駄箱 粗大ごみ（有料）

ケチャップの容器（プラスチック
製）

もやせるごみ

血圧計（電子式） もやせないごみ

玄関マット（ゴム製・金属製） もやせないごみ

玄関マット（布製） もやせるごみ

健康器具（ぶら下がり式） 粗大ごみ（有料）

けんざん（金属製） もやせないごみ

碁石 埋め立てごみ
プラスチック製は「もやせないご
み」

ゴーグル もやせないごみ

コード もやせないごみ

コート（革製） もやせるごみ

コート（布製） 資源回収

コーヒーびん 資源回収

コーヒーびんのキャップ（プラス
チック製）

容器包装プラスチック

コーヒーメーカー もやせないごみ

ござ もやせるごみ ２畳を超えるものは有料

こたつ 粗大ごみ（有料）

コップ（ガラス製） 埋め立てごみ

コップ（プラスチック製） もやせないごみ

粉ミルクの缶 資源回収

粉ミルクのふた（プラスチック
製）

容器包装プラスチック

碁盤（薄板型）（木製） もやせるごみ
プラスチック製は「もやせないご
み」

碁盤（据え置き型） 粗大ごみ（有料）

家庭ごみの分別一覧　（５０音順）

け

こ

4

く



品　　目 分別区分 備　　考

ごみ箱（プラスチック製・金属
製）

もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

米びつ（プラスチック製） もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

米びつ（レンジ台一体型） 粗大ごみ（有料）

コルク（栓） もやせるごみ

ゴルフクラブ もやせないごみ

ゴルフシューズ もやせないごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ（有料）

ゴルフボール もやせないごみ

コンクリートブロック 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

コンビニ弁当の容器（ビニール
製）

容器包装プラスチック

座椅子 粗大ごみ（有料）

サイドボード 粗大ごみ（有料）

サインペン もやせないごみ

作業着 もやせるごみ

酒の紙パック（内側へアルミコー
ティング）

もやせるごみ

雑誌 資源回収

雑草 もやせるごみ ４５Ｌ　２袋まで

殺虫剤（スプレー缶） 資源回収 中身を使いきって穴を開ける

殺虫剤のプラスチックキャップ 容器包装プラスチック

座ぶとん もやせるごみ スポンジ製は「もやせないごみ」

皿（陶磁器製） 埋め立てごみ

ざる（金属製・プラスチック製） もやせないごみ 竹・木製は「もやせるごみ」

サングラス もやせないごみ

サンダル もやせないごみ

三輪車（子供用） もやせないごみ

シーツ 資源回収

CD（ケース含む） もやせないごみ

CDプレーヤー もやせないごみ

磁石 もやせないごみ

仕出し弁当の容器（ビニール製） 容器包装プラスチック

湿気取りの容器（プラスチック
製）

もやせないごみ 水を抜く

湿布薬 もやせるごみ

湿布薬の表面のフイルム 容器包装プラスチック

自転車（子供用含む） 粗大ごみ（有料）

自動車部品（ホイールキャップ等） 収集しません 販売店へご相談ください

シャープペンシル もやせないごみ

シャープペンシルの芯ケース 容器包装プラスチック

写真 もやせるごみ

写真のネガ もやせないごみ

シャンプー詰替えパック 容器包装プラスチック

じゅうたん 粗大ごみ（有料）

柔道着 資源回収

シュレッダーで裁断した紙 もやせるごみ

消火器 収集しません 販売店へご相談ください
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品　　目 分別区分 備　　考

将棋駒 もやせるごみ
プラスチック製は「もやせないご
み」

将棋盤（薄板型） もやせるごみ
プラスチック製は「もやせないご
み」

将棋盤（据え置き型） 粗大ごみ（有料）

定規（プラスチック製） もやせないごみ 木製は「もやせるごみ」

障子 粗大ごみ（有料）

障子紙 もやせるごみ

消臭剤 もやせないごみ

浄水器 もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

使用済天ぷら油 資源回収 米油・やし油・動物性油は除く

使用済の米油・やし油・動物性油 もやせるごみ 布に染み込ませる

照明器具 もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

醤油のペットボトル ペットボトル

食品用トレー 容器包装プラスチック 店頭回収へ

食用油 資源回収
米油・やし油は布に染み込ませ「も
やせるごみ」

食用油のびん もやせないごみ

食用油のプラスチック容器 もやせるごみ

除湿機 もやせないごみ

除湿剤の容器 もやせないごみ 中の水を抜く

除草剤の容器（プラスチック製） もやせるごみ 中身を使いきる

書棚 粗大ごみ（有料）

食器洗い乾燥機 もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

食器棚 粗大ごみ（有料）

食器（陶磁器製・ガラス製） 埋め立てごみ

食器（プラスチック製・金属製） もやせないごみ

人工芝 もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

新聞紙 資源回収

新聞の折込チラシ 資源回収

水槽（ガラス製） 埋め立てごみ ５０㎝以上は有料

水槽（プラスチック製） もやせないごみ ５０㎝以上は有料

水筒 もやせないごみ

炊飯器 もやせないごみ

スーツ 資源回収

スーツケース（旅行用） 粗大ごみ（有料）

スキー板（ストック含む） 粗大ごみ（有料）

スキーウエア もやせるごみ

スキーキャリア 粗大ごみ（有料）

スキー用ブーツ もやせないごみ

スケートボード もやせないごみ

スコップ もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

すずり（プラスチック製） もやせないごみ

すだれ もやせるごみ

スチール缶 資源回収

ステレオ（一体型） 粗大ごみ（有料）

ステレオ（ミニコンポ） もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

ストーブ もやせないごみ 灯油・乾電池は抜く

す
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品　　目 分別区分 備　　考

ストッキング もやせるごみ

ストロー もやせないごみ

砂（家庭から出たもの） 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

ス二一カー（布製） もやせるごみ

ス二一カー（ビニール製） もやせないごみ

スノーボード 粗大ごみ（有料）

すのこ 粗大ごみ（有料）

スパイクシューズ もやせないごみ

スピーカー もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

スプーン もやせないごみ

スプリングマットレス 粗大ごみ（有料）

スプレー缶 資源回収 中身を使いきり穴を開ける

スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック

スポンジ もやせないごみ

スリッパ・ぞうり（ゴム製） もやせないごみ 布製は「もやせるごみ」

制服 資源回収

生理用品 もやせるごみ

セーター類 資源回収

石油ポンプ（プラスチック製・電
動式）

もやせないごみ

石膏（せっこう）ボード 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

接着剤の容器 もやせないごみ 中身を使いきる

せともの 埋め立てごみ

セメント（日曜大工で出たもの） 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

ゼリーの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

洗剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック 紙製は「もやせるごみ」

洗濯かご もやせないごみ

洗濯機 収集しません 家電リサイクル品　１７ページ

洗濯ばさみ もやせないごみ

剪定枝 もやせるごみ
長さ５０㎝以下・太さ１０㎝以下に
切る

扇風機 もやせないごみ

洗面器 もやせないごみ

造花 もやせないごみ

雑巾 もやせるごみ

惣菜の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

掃除機 もやせないごみ

ソースのプラスチック容器 もやせるごみ 中身を使いきる

ソファー 粗大ごみ（有料）

そり（プラスチック製） もやせないごみ

家庭ごみの分別一覧　（５０音順）
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品　　目 分別区分 備　　考

体温計 もやせないごみ 水銀式は別袋で出す

体重計 もやせないごみ

耐熱ガラス 埋め立てごみ

タイヤ・チューブ（自転車用） もやせないごみ リム付は収集しません

タイヤ（自動車・バイク用） 収集しません 販売店へご相談ください

タイヤチェーン（金属製） 収集しません クリーンセンターへ持ち込み可

タイヤチェーン（ゴム・プラス
チック製）

もやせないごみ

ダウンジャケット もやせるごみ

タオル・バスタオル・タオルケッ
ト

資源回収

畳 粗大ごみ（有料）

タッパー類 もやせないごみ

たてす 粗大ごみ（有料）

卵パック（プラスチック製） 容器包装プラスチック

たまねぎ用ネット もやせないごみ

たんす 粗大ごみ（有料）

ダンベル（金属製） 収集しません クリーンセンターへ持ち込み可

ダンベル（プラスチック製） もやせないごみ

段ボール 資源回収

チェーン（金属製） 収集しません クリーンセンターへ持ち込み可

チェーン（プラスチック製） もやせないごみ

地球儀 もやせないごみ

チャイルドシート 粗大ごみ（有料）

注射針 収集しません 医療機関へお返しください。

チューブ状のもの（絵の具チュー
ブ等・金属製）

もやせないごみ

チューブ状のもの（わさびチュー
ブ等・プラスチック製）

もやせるごみ

調味料の容器（びん・缶） 資源回収

調味料の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

チラシ 資源回収

ちりとり もやせないごみ

杖（プラスチック製・金属製） もやせないごみ

杖（木製） もやせるごみ

使い捨てカイロ もやせるごみ

使い捨てゴム手袋 もやせるごみ

机 粗大ごみ（有料）

土（家庭の植木鉢の土等） 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

つぼ（陶磁器製） 埋め立てごみ

積み木 もやせるごみ

釣竿 もやせないごみ

8

家庭ごみの分別一覧　（５０音順）

た
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品　　目 分別区分 備　　考

DVD もやせないごみ

DVDプレーヤー もやせないごみ

ティッシュペーパー もやせるごみ

ティッシュペーパーの箱 資源回収

テーブル 粗大ごみ（有料）

手押し車（一輪車） 粗大ごみ（有料）

鉄アレイ 収集しません クリーンセンターへ持ち込み可

テニスラケット もやせないごみ

手袋（布製・革製） もやせるごみ
ゴム・ナイロン製は「もやせないご
み」

テレビゲーム機 もやせないごみ

テレビ台 粗大ごみ（有料）

テレビ（ブラウン管・液晶・プラ
ズマ）

収集しません 家電リサイクル品　１７ページ

電気コード もやせないごみ

電気製品（小型のもの） もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

電気毛布 もやせないごみ

電球 埋め立てごみ

電子ピアノ 粗大ごみ（有料）

電子レンジ もやせないごみ ５０㎝を超えるものは有料

電卓 もやせないごみ

電話機 もやせないごみ

電話帳 資源回収

陶磁器 埋め立てごみ

豆腐のパック 容器包装プラスチック

灯油 収集しません 販売店へご相談ください

灯油用ポリタンク もやせないごみ 中身は抜く

トースター もやせないごみ

時計 もやせないごみ

トタン板（日曜大工） 粗大ごみ（有料）

土鍋 埋め立てごみ

ドライヤー もやせないごみ

ドラム缶 粗大ごみ（有料）

トランプ もやせないごみ 紙製は「もやせるごみ」

トレー 容器包装プラスチック 店頭回収へ

ドレッシング容器（びん） もやせないごみ

ドレッシング容器（プラスチック
製）

もやせるごみ

ナイフ もやせないごみ 刃の部分をチラシなどで巻く

苗ポット（苗を入れる黒いビニー
ル容器）

容器包装プラスチック

長靴 もやせないごみ

なた もやせないごみ 刃の部分をチラシなどで巻く

納豆のからし・たれの袋 もやせるごみ

納豆の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

なべ（金属製） もやせないごみ

なべ（陶器・土鍋） 埋め立てごみ

なべ（ホーロー製・テフロン製） もやせないごみ

生ごみ もやせるごみ

9
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品　　目 分別区分 備　　考

入浴剤の袋 容器包装プラスチック

人形（プラスチック製） もやせないごみ

ぬいぐるみ もやせるごみ

布製のくつ もやせるごみ

ネクタイ もやせるごみ

ネット もやせないごみ ４５Ｌ袋に入れる

寝袋 もやせないごみ

粘土（工作用） もやせるごみ

農薬 収集しません 販売店へご相談ください

農薬（家庭用）の容器（びん） もやせないごみ

農薬（家庭用）の容器（プラス
チック製）

もやせるごみ 中身を使いきる

ノート 資源回収

のこぎり もやせないごみ 刃の部分をチラシなどで巻く

バーベル 収集しません クリーンセンターへ持ち込み可

灰 埋め立てごみ 土のう袋に入れる

バインダー もやせないごみ

はきもの（甲がゴム・ビニール
製）

もやせないごみ

はきもの（甲が布製・革製） もやせるごみ

バケツ もやせないごみ

はさみ もやせないごみ

はしご 粗大ごみ（有料）

パソコン 収集しません 販売店へご相談ください１７ページ

バッグ（革・布製） もやせるごみ ビニール製は「もやせないごみ」

バッテリー 収集しません 販売店へご相談ください

バット（金属製） もやせないごみ 木製は「もやせるごみ」

発泡スチロール 容器包装プラスチック

発泡スチロール（劣化し汚れのと
れないもの）

もやせないごみ

花火 もやせるごみ 発火しないよう水に濡らす

歯ブラシ もやせないごみ

歯みがきチューブ もやせるごみ

刃物 もやせないごみ 刃の部分をチラシなどで巻く

バラン（弁当の中の緑色の仕切
り）

もやせないごみ

針 もやせないごみ 注射針、鍼灸針は収集しません

針金 もやせないごみ

ハンガー（プラスチック・金属
製）

もやせないごみ 木製は「もやせるごみ」

パンティーストッキング もやせるごみ

ハンドル 収集しません 販売店へご相談ください

パンフレット 資源回収

に
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家庭ごみの分別一覧　（５０音順）
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品　　目 分別区分 備　　考

ピア二カ もやせないごみ

ピアノ 収集しません 販売店へご相談ください

ビールびん 資源回数

ビールびんのふた もやせないごみ

ビデオカメラ もやせないごみ

ビデオテープ もやせないごみ 別袋で出す

ビデオデッキ もやせないごみ

ビニールホース もやせないごみ

ひも（紙製・布製） もやせるごみ

ひも（ビニール製） もやせないごみ

百科事典 資源回収

肥料袋（家庭菜園用） もやせないごみ

びん 資源回収

びんのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック 金属製は「もやせないごみ」

ファンヒーター もやせないごみ 灯油・乾電池は抜く

フイルム もやせないごみ

フォーク もやせないごみ

ふすま（板） 粗大ごみ（有料）

ふすま紙 もやせるごみ

プチプチ（空気入緩衝材） 容器包装プラスチック

ふとん もやせないごみ 十文字にしばる

ふとん圧縮袋 もやせないごみ

ふとん乾燥機 もやせないごみ

フライパン もやせないごみ

ブラインド 粗大ごみ（有料）

プラスチック容器（食器） もやせないごみ

プラモデル もやせないごみ

プランター もやせないごみ

プリンター（家庭用） もやせないごみ

プリンの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

ブルーシ－ト もやせないごみ ４５Ｌ袋に入れる

風呂桶（洗面器） もやせないごみ

ブロック 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

フロッピーディスク もやせないごみ

風呂のふた・イス もやせないごみ

ベッドマット 粗大ごみ（有料）

ベッド枠 粗大ごみ（有料）

ペットの砂 もやせるごみ 袋へ「ペットの砂」と書く

ペットボトル ペットボトル 料理酒、酒、醤油　含む

ペットボトルのふた・ラベル 容器包装プラスチック

ヘッドホン もやせないごみ

ベニア板（建設廃材は除く） もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

ベビーカー 粗大ごみ（有料）

ヘルメット もやせないごみ

ペンキの缶 もやせないごみ 中身は使いきる

ペンキのスプレー缶 資源回収 中身は使いきり、穴を開ける

弁当箱 もやせないごみ

家庭ごみの分別一覧　（５０音順）
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品　　目 分別区分 備　　考

帽子 もやせるごみ

包装紙 資源回収

包丁 もやせないごみ 刃の部分をチラシなどで巻く

ボウル（調理用） もやせないごみ

ホース もやせないごみ

ホースリール もやせないごみ

ボール（スポーツ用） もやせないごみ

ボールペン もやせないごみ

ポット もやせないごみ

ホットカーペット 粗大ごみ（有料）

ホットプレート もやせないごみ

ポリタンク もやせないごみ

ポリバケツ もやせないごみ

保冷剤 もやせるごみ

本 資源回収

本棚 粗大ごみ（有料）

枕 もやせるごみ ウレタン製は「もやせないごみ」

マジックペン もやせないごみ

マッサージ機 粗大ごみ（有料）

マッチ もやせるごみ 発火しないよう水に濡らす

マット（玄関・足拭用） もやせるごみ ５０㎝を超えるものは有料

マットレス 粗大ごみ（有料）

窓ガラス 埋め立てごみ ５０㎝を超えるものは有料

まな板（プラスチック製） もやせないごみ 木製は「もやせるごみ」

マヨネーズ容器（プラスチック
製）

もやせるごみ

万年筆 もやせないごみ

みかん用ネット もやせないごみ

ミキサー もやせないごみ

ミシン（卓上式） もやせないごみ 足ふみ式は「粗大ごみ（有料）」

水枕 もやせないごみ

虫かご もやせないごみ

めがね もやせないごみ

毛布 もやせないごみ 十文字にしばる

木製品（建設廃材を除く） もやせるごみ
長さ５０㎝四方以下・太さ１０㎝以
下に切る

物干し竿 粗大ごみ（有料）

物干し台 粗大ごみ（有料）

やかん もやせないごみ

湯たんぽ もやせないごみ

湯沸かし器 もやせないごみ

洋服 資源回収

ヨーグルトの容器（プラスチック
製）

容器包装プラスチック 紙製は「もやせるごみ」

よしず 粗大ごみ（有料）
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家庭ごみの分別一覧　（５０音順）



品　　目 分別区分 備　　考

ライター もやせないごみ 別袋で出す

ラジオ・ラジカセ もやせないごみ

ラップ類 もやせるごみ

ランドセル もやせるごみ

リール もやせないごみ

リモコン もやせないごみ
るルームランナー 粗大ごみ（有料）

冷蔵庫・冷凍庫 収集しません 家電リサイクル品　１７ページ

冷凍食品の袋・パック 容器包装プラスチック

レコード もやせないごみ

レシート もやせるごみ

レジ袋 容器包装プラスチック

レジャーシート もやせないごみ

煉瓦 収集しません 少量（土のう袋２袋）持ち込み可

レンジフード もやせないごみ

ロープ もやせないごみ

ローラーブレード もやせないごみ

ワープロ もやせないごみ

ワイシャツ 資源回収

ワインびん 資源回収

輪ゴム もやせないごみ

わさびのチューブ もやせるごみ

綿壁 もやせるごみ

割り箸 もやせるごみ

家庭ごみの分別一覧　（５０音順）
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１４ 
 

もやせるごみ 透明または半透明袋 
●台所の生ごみは、水分をよくきってください 

 

容器包装プラスチック 透明袋 
●容器包装プラスチックはリサイクルしています。洗って出してください。 

●中身を残したままや、汚れたまま出さないでください。 

●「容器包装プラスチック」とは、中身を食べたり、使ったりしていらなくなるプラ

スチック・ビニール製の容器や包装で  マークがあるものです。 

●大きな袋の中に小さな袋(レジ袋等)を入れないでください。「二重袋」で出さないで

ください。 

※チューブ状の容器、汚れの落ちにくい容器包装プラスチックは「もやせるごみ」へ

出してください。 

※プラスチック・ビニール製でも、繰り返し使う日用品・道具類の製品は容器包装で

はありませんので、月２回の「もやせないごみ」へ出してください。 

 

もやせないごみ 透明袋 
※携帯ガスボンベ、スプレー缶は、使いきって穴を開けて「資源回収」へ出してくだ

さい。 

 

ペットボトル 透明袋 
●ペットボトルは、 のマークのついた容器です。 

●ふたとラベルを外して、簡単に中を水洗いしてください。 

●ふた（プラスチック）とラベルは「容器包装プラスチック」へ出してください。 

●ソース系の容器、油系の容器は「もやせるごみ」へ出してください。 



１５ 
 

埋立ごみ等 

●紙の箱に入れて「ワレモノ」と書いて出してください。 

●蛍光灯・電球（使用済みのもの）…購入時の箱・筒に入れて出してください。 

●蛍光灯はリサイクルしていますので、割らずに出してください。 

●長さ１５０ｃｍを超える蛍光灯は直接クリーンセンターへ持ち込んでください。 

●灰…ＰＰ土のう袋に入れて出してください。 

※埋立ごみは月１回の収集です。必ずごみステーションの横（ごみ箱の外）へ目立つ

ように出してください。 

 

資源物回収 

資源物回収は、「資源物専用のステーション」へ出してください。 

１ 紙 類  

●新聞・雑誌・紙パックに分けて、十文字にしばって出してください。 

●飲料紙パックは水洗いして切り開き、十文字にしばって出してください。 

 

２ 布 類  

●十文字にしばるか、透明袋に入れて出してください。 

※雨天の場合は、濡れないよう透明袋に入れて出してください。 

※革製・綿や羽毛の入った衣類は、「もやせるごみ」へ出してください。 

 

３ 缶 類 （簡単に中を水洗いしてください） 

透明袋に①②③を入れて出してください。 

①スチール缶 

②アルミ缶 

③スプレー缶、携帯ガスボンベ 

（使いきって穴を開けてください） 

※ふたを外して出してください。金属のふたは、月２回の「もやせないごみ」へ、プ

ラスチックのふたは、「容器包装プラスチック」へ出してください。 

 

 



１６ 
 

４ びん類 （簡単に中を水洗いしてください） 

生きびんと駄びんを分けて、透明袋に入れて出してください。 

①生きびん 

②駄びん 

※ふたを外して出してください。金属のふたは、月２回の「もやせないごみ」へ、プ

ラスチックのふたは、「容器包装プラスチック」へ出してください。 

 

５ 使用済み天ぷら油 （米油・パーム油を除く「植物性の油」） 

※ペットボトルに入れて、水色のコンテナに入れてください。 

 

ごみステーションへ出せないもの 

●粗大ごみ（５０cmを超える大きなもの） 

※粗大ごみは有料です。ごみステーションへは出せません。 

①尾道市クリーンセンター又は「向島クリーンセンター」へ直接持ち込んでください。

（処理手数料が必要です。） 

②持込みができない場合は、尾道市クリーンセンター（電話48-2900）に収集の申

し込みをしてください。（収集手数料と処理手数料が必要です。） 

●一時的多量ごみ 

①引越しごみ、草木剪定枝など 

※ごみ袋が２袋を超える場合には、クリーンセンターに持ち込んでください。 

●土砂、ガレキ、瓦など 

●クリーンセンターで処理できないもの （Ｐ１７参照） 

 

クリーンセンターへの持ち込み受付 
① 尾道市クリーンセンター及び向島クリーンセンター 
平日の持ち込み受付（祝日を除く） 

受付時間 ８:３０～１２:００、１３:００～１６:００ 

② 尾道市クリーンセンターのみ 
※向島クリーンセンターの休日受付はありません。 

第４日曜日（詳しくは、持ち込みカレンダー又は広報をご覧ください。） 

受付時間 ８:３０～１２:００ 



１７ 
 

クリーンセンターで処理できないもの 
クリーンセンターでは処理できないものがありますので、次のものはステーション

へ出さないでください。 

●テレビ ●洗濯機 ●冷蔵庫 及び 冷凍庫 ●エアコン ●衣類乾燥機 

① 買い替えの場合は買い替える小売店に、買い替えでない場合は過去にその製品を

購入した小売店に引き取ってもらってください。  

② 買い替えでない場合で購入店での引き取りも不可能な場合（購入店不明又は廃業、

遠隔地転居の場合など）は、事前に郵便局でリサイクル料金を支払って、家電製品

協会が指定する引き取り場所に直接持ち込んでください。 

※引き取り場所については、尾道市クリーンセンターにお問合せください。 

●パソコン 

① メーカーの担当窓口へ連絡して、手続きを行ってください。資源有効利用促進法

によりメーカーがリサイクルします。 

 

② 自作パソコン等（メーカー不在等パソコン）については、一般社団法人パソコン

３Ｒ推進協会（TEL03-5282-7685 FAX03-3233-6091）に直接申し込

んでください。 

●消火器・タイヤ・バッテリー・プロパンガスボンベ・バイク・農機具 

販売店へ相談してください。自動車用品については自動車ディーラーへ相談してく

ださい。 

 

 

お問い合わせ：尾道市清掃事務所（尾道市クリーンセンター） 

所在地 尾道市長者原一丁目２２０番地７５ 

ＴＥＬ ０８４８－４８－２９００ 

ＦＡＸ ０８４８－４８－２８２０ 

メール seiso@city.onomichi.hiroshima.jp 


