
あ行 区別 備考（注釈）

アイスクリームの棒 可燃ごみ

アイスクリームの容器（紙製） 可燃ごみ

アイスクリームの容器（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

アイスピック 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

アイロン 家電品

アイロン台 可燃粗大ごみ 金属部分は資源物「金属」

アコーディオン（楽器） 可燃粗大ごみ

アコーディオンカーテン 不燃ごみ

空き缶 資源物「カン」
中をすすぐ。スプレー缶は使い切って，屋外で
専用器具等を使って穴をあける

空きびん（食品用・飲み薬用） 資源物「ビン」

空きびん（化粧品・劇薬剤） 不燃ごみ

空きびん（割れたもの） 不燃ごみ 危険のないように，新聞紙などで包んでください

足ひれ 可燃ごみ

足ふきマット 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

あぜなみ（農業用） 排出禁止物

アタッシュケース（金属製） 資源物「金属」

アタッシュケース（金属製以外） 可燃粗大ごみ

アダプター（電気製品） 家電品

厚紙 資源物「雑がみ」

圧力なべ 資源物「金属」

穴あけパンチ（金属製） 資源物「金属」

穴あけパンチ（金属製以外） 可燃ごみ

油（食用油） 可燃ごみ 凝固剤で固めたり新聞紙などにしみ込ませて

油（ガソリン・灯油） 排出禁止物 販売店及び購入店で引き取ってもらう

油（オイル・潤滑油） 排出禁止物 販売店及び購入店で引き取ってもらう

油紙 可燃ごみ

油こし容器（金属製） 資源物「金属」

油のびん 資源物「ビン」

油の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

油ねんど 可燃ごみ

雨がっぱ 可燃ごみ

雨戸（金属製） 資源物「金属」

雨戸（木製） 可燃粗大ごみ

網（投げ網などオモリ付） 資源物「金属」

網（虫捕などプラスチック製） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

編み機（金属製） 資源物「金属」

編み機（その他） 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

網戸 資源物「金属」 ナイロン製の網は可燃ごみ

飴の外包装 プラスチック製容器包装

アルバム（金属付） 可燃ごみ 金属部分は資源物「金属」

アルミ缶（飲料用など） 資源物「カン」

アルミサッシ 資源物「金属」

アルミ鍋類 資源物「金属」

アルミはく 可燃ごみ
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アルミホイル（食材使用分） 可燃ごみ

アルミホイール（自動車） 資源物「金属」 タイヤ付きは，排出禁止

アルミ容器（鍋焼きうどんなど
の簡易なアルミ製容器）

可燃ごみ 食品汚れのついてないものは，資源物「金属」

アンカ（金属製） 資源物「金属」

アンカ（金属製以外） 可燃ごみ

アンカ（電気式） 家電品

安全かみそり（金属製） 不燃ごみ かみそり刃がなければ，資源物「金属」

安全かみそり（プラスチック
製）

不燃ごみ かみそり刃がなければ，可燃ごみ

安全靴 可燃ごみ

安全ピン 資源物「金属」 危険のないように，金属の容器等に入れて

アンテナ（テレビ用） 資源物「金属」

アンプ 家電品

あんま器 家電品 大型はメーカー引き取りを利用ください

ETC車載器 家電品

囲碁盤 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

石（いし） 不燃ごみ

衣装ケース（金属製） 資源物「金属」

衣装ケース（プラスチック製） 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

衣装箱 可燃粗大ごみ

椅子（木製・プラスチック製） 可燃粗大ごみ

椅子（金属製） 資源物「金属」

板ガラス 不燃ごみ 危険のないように，新聞紙などで包んでください

板くず 可燃ごみ

板状プラスチック 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

イチゴパック プラスチック製容器包装

一輪車 資源物「金属」

一升びん 資源物「ビン」 販売店の引き取りもご利用ください

一升びんのふた 可燃ごみ

一斗缶 資源物「金属」

糸類 可燃ごみ

犬小屋（金属製） 資源物「金属」

犬小屋（金属製以外） 可燃粗大ごみ

衣服 資源物「布類」 ボタン・ファスナーはそのままで

イヤホン 可燃ごみ

衣類（汚れているもの） 可燃ごみ

衣類（汚れてないもの） 資源物「布類」

衣類乾燥機
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

衣類台紙 資源物「雑がみ」

入れ歯 可燃ごみ

色鉛筆 可燃ごみ

印鑑 可燃ごみ

インクリボン・カートリッジ 可燃ごみ リサイクルの為に販売店の回収もご利用ください

印刷機（プリンター） 家電品

インスタント麺の袋 プラスチック製容器包装
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飲料容器のふた（プラスチック
製）

プラスチック製容器包装

飲料容器のふた（金属製） 資源物「カン」 資源物「カン」といっしょに出してください

飲料用紙パック

　　　　   のついたもの 資源物「飲料用紙パック」
※開いて洗って乾かす
※量販店等の回収もご利用ください

飲料用紙パック

　　　　   のついていないもの 可燃ごみ 内側にアルミを貼っているものなど

飲料用のびん 資源物「ビン」

ウインドファン 家電品
窓用エアコンは排出禁止（家電リサイクル法対
象品）

植木鉢（プラスチック製） 可燃ごみ

植木鉢（陶磁器） 不燃ごみ

植木鉢用支柱（プラスチック
製）

可燃ごみ

植木鉢用支柱（金属製） 資源物「金属」

ウェットスーツ 可燃ごみ

ウォータージャグ（金属製） 資源物「金属」

ウォータージャグ（金属製以外） 可燃ごみ

ウォシュレット・ウォームレッ
ト（温水洗浄便座・暖房便座）

家電品

浮き輪 可燃ごみ

うす（木製） 可燃粗大ごみ 石うすは不燃ごみ，排出前に環境業務課へ連絡

うちわ 可燃ごみ

ウッドカーペット 可燃粗大ごみ

腕時計（ベルト部分金属製） 資源物「金属」

腕時計（ベルト部分金属以外） 資源物「金属」 ベルト部分は可燃ごみ

乳母車（金属製） 資源物「金属」

乳母車（プラスチック製） 可燃粗大ごみ

梅酒のびん 不燃ごみ

羽毛布団 可燃粗大ごみ

ウレタン 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

上靴・運動靴（布製・革製・ゴ
ム製）

可燃ごみ

AIスピーカー（スマートスピー
カー）

家電品

AIロボット（AIBO・ペッパー
くんなど）

家電品

エアークッション・気泡緩衝材
（プチプチなど）

プラスチック製容器包装

エアーベッド（空気入れは除く） 可燃粗大ごみ

エアコン（室内機・室外機）
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

エアゾール（スプレー缶） 資源物「カン」 使い切って穴を開ける
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ACアダプター 家電品

映写機 家電品

液晶テレビ
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み
携帯用・車載用は「家電品」

液晶ディスプレイ（パソコン
用）

排出禁止物
（リサイクル法対象品）

メーカーの回収受付窓口に直接申し込んでくだ
さい

液晶保護シート 可燃ごみ

エスプレッソマシーン 家電品

枝 可燃ごみ 80cm程度に切って束ねる

枝切りばさみ 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

絵の具チューブ（プラスチック
製）

可燃ごみ

絵の具チューブ（金属製） 不燃ごみ

ＦＲＰ船 排出禁止物
高知県土木部港湾・海岸課（８２３－９８８
３）に問い合わせてください

ＭＤ・ＭＤケース 可燃ごみ

ＭＤプレーヤー 家電品

ＬＥＤ蛍光灯・ＬＥＤ電球 不燃ごみ

ＬＰガスボンベ 排出禁止物
販売店に引き取ってもらう。販売店が不明な場
合は，高知県ＬＰガス協会（８０５－１６２
２）に相談

ＬＰレコード 可燃ごみ

エレクトーン 家電品 販売店の引き取りもご利用ください

園芸用の支柱（金属製） 資源物「金属」

園芸用の支柱（金属製以外） 可燃ごみ 80cm程度に切って束ねる

園芸用ポット・トレイ（農業
用・事業用除く）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

園芸用肥料袋（プラスチック
製）（農業用・事業用除く）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

エンジンオイル 排出禁止物 販売店で引き取ってもらう

縁台 可燃粗大ごみ

円柱型紙缶 資源物「雑がみ」

延長コード 家電品

塩ビ管 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り（電動） 家電品

鉛筆削り（電動以外） 可燃ごみ

オイル（自動車等） 排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

オイル缶 資源物「カン」 中身を除いて

オイルパック（自動車・バイク
用エンジンオイル廃油パック）

可燃ごみ

オイルヒーター（暖房器具） 家電品 メーカー・販売店での引き取りもご利用ください

王冠（びんの栓） 資源物「カン」 資源物「カン」といっしょに出してください

ＯＡ用紙（感熱紙） 可燃ごみ

ＯＡ用紙（感熱紙以外） 資源物「雑がみ」

オーディオデッキ 家電品
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オーディオラック（金属製） 資源物「金属」 ガラス扉は不燃ごみ

オーディオラック（木製） 可燃粗大ごみ ガラス扉は不燃ごみ

オートバイ・原動機付自転車
（部品含む）

資源物「金属」
燃料・バッテリーを抜いて，廃車手続き。
排出前に環境業務課へ連絡
（販売店でも引き取り可能）

オーブントースター 家電品

オーブンレンジ 家電品

桶（金属製） 資源物「金属」

桶（金属製以外） 可燃ごみ

おしゃぶり 可燃ごみ

お掃除ロボット 家電品

おたま（金属製） 資源物「金属」

おたま（金属製以外） 可燃ごみ

落ち葉 可燃ごみ

おぼん（金属製） 資源物「金属」

おぼん（金属製以外） 可燃ごみ

おまる 可燃粗大ごみ

おむつ（紙・布おむつ） 可燃ごみ 汚物を除いて

おもちゃ（プラスチック製） 可燃ごみ

おもちゃ（木製） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

おもちゃ（金属製） 資源物「金属」

折り紙 可燃ごみ

折り込みチラシ 資源物「新聞・チラシ」

折りたたみ傘 資源物「金属」

折りたたみ自転車 資源物「金属」

折りたたみベッド 資源物「金属」

オルガン（電子） 家電品 販売店の引き取りもご利用ください

オルゴール 可燃ごみ 金属部分は外して資源物「金属」

おろしがね（金属製） 資源物「金属」

おろしがね（金属製以外） 可燃ごみ

温水洗浄便座 家電品

温度計（水銀） 水銀を含むごみ

温度計（電子） 可燃ごみ

温風ヒーター 家電品

か行 区別 備考（注釈）

カーステレオ 家電品

ガーゼ 可燃ごみ

カーテン 資源物「布類」 アコーディオンカーテンは不燃ごみ

カーテンフック（金属製） 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

カーテンフック（金属製以外） 可燃ごみ

カーテンレール 資源物「金属」

カード（キャッシュカード等） 可燃ごみ

カーナビ 家電品

カーペット 可燃粗大ごみ

カーボン紙 可燃ごみ

カーラー 可燃ごみ

貝殻 可燃ごみ

懐中電灯（金属製） 不燃ごみ 電池は水銀を含むごみ
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懐中電灯（プラスチック製） 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

買い物かご 可燃ごみ

買い物ネット 可燃ごみ

カイロ（使い捨て） 可燃ごみ

鏡 不燃ごみ

鍵 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

かき氷機（家庭用） 可燃ごみ 電動式は家電品

角材（建築等の事業用は除く） 可燃粗大ごみ

家具類（木製） 可燃粗大ごみ 鏡・ガラス・金属等をはずす

家具類（金属製） 資源物「金属」

学習机（木製） 可燃粗大ごみ 金属等をはずす

学習机（金属製） 資源物「金属」

額縁（金属製） 資源物「金属」 ガラスの板は不燃ごみ

額縁（金属製以外） 可燃ごみ ガラスの板は不燃ごみ

掛け軸 可燃ごみ

掛け時計 不燃ごみ 本体と文字盤がプラスチック製のものは可燃ごみ

かご（金属製） 資源物「金属」

かご（金属製以外） 可燃ごみ

火災ごみ 排出禁止
自己搬入，または一般廃棄物収集運搬許可業者
に委託（搬入前に各施設に連絡）

傘 資源物「金属」
※骨組みと布（ビニール）部分に，分離しなく
てよい

傘立て（金属製） 資源物「金属」

傘立て（金属製以外） 可燃粗大ごみ

加湿器 家電品

菓子の缶 資源物「カン」

菓子箱（紙製） 資源物「雑がみ」

菓子袋（ビニール製・アルミ
付）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ガス温水器（家庭用） 資源物「金属」

ガスコンロ 資源物「金属」

ガスストーブ 資源物「金属」

ガスボンベ（プロパン） 排出禁止物
販売店に引き取ってもらう。販売店が不明な場
合は，高知県ＬＰガス協会（８０５－１６２
２）に相談

ガス湯沸し器 資源物「金属」

ガスレンジ 資源物「金属」

ガスレンジフード 資源物「金属」 油はね防止のアルミ製のついたてのこと

カセットコンロ（卓上用） 資源物「金属」

カセットテープ 可燃ごみ ケースも可燃ごみ

カセットデッキ 家電品

カセットボンベ 資源物「カン」 ※中身を使い切り，カンに穴をあける

ガソリン 排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

固めた食用油 可燃ごみ

カタログ 資源物「雑誌」

カッター 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

カッターシャツ 資源物「布類」

カット練習用マネキン 可燃粗大ごみ
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カッパ（雨カッパ） 可燃ごみ

カップ麺の容器（プラスチック
製）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

カップ麺の容器（紙製） 可燃ごみ

かつら 可燃ごみ

ガチャガチャのケース プラスチック製容器包装

家電製品 家電品
家電リサイクル法対象品（エアコン・テレビ・
冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）及びパ
ソコンはステーションには出せません

金網 資源物「金属」

金槌 資源物「金属」

かばん 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

画板 可燃ごみ

画びょう 資源物「金属」 危険のないように，金属の容器等に入れて

花瓶（金属製） 資源物「金属」

花瓶（金属製以外） 不燃ごみ

壁紙 可燃ごみ

鎌 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

釜 資源物「金属」

かまぼこ板 可燃ごみ

紙おむつ 可燃ごみ 汚物を除いて

紙くず 可燃ごみ

紙コップ 可燃ごみ

かみそり 不燃ごみ 危険のないように，新聞紙などで包んでください

紙筒 資源物「雑がみ」

蚊取り線香容器（金属製） 資源物「金属」

紙ねんど 可燃ごみ

髪の毛 可燃ごみ

紙の箱 資源物「雑がみ」

紙パック（飲料用）

　　　　   のついたもの 資源物「飲料用紙パック」
※開いて洗って乾かす
※量販店等の回収もご利用ください

紙パック（飲料用）

　　　　   のついていないもの 可燃ごみ 内側にアルミを貼っているものなど

紙袋 資源物「雑がみ」

紙やすり 可燃ごみ

ガム 可燃ごみ

ガムテープ 可燃ごみ

亀の子たわし 可燃ごみ

カメラ 不燃ごみ

（使い捨て）カメラ 可燃ごみ 販売店等の回収もご利用ください

（デジタル）カメラ 家電品 電池は水銀を含むごみ

カメラケース 可燃ごみ

カメラの望遠レンズ 不燃ごみ

蚊帳 可燃粗大ごみ

画用紙 可燃ごみ
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カラーボックス 可燃粗大ごみ

カラオケセット 家電品 音楽テープセットは可燃粗大ごみ

からしチューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ガラス板 不燃ごみ 危険のないように，新聞紙などで包んでください

ガラスケース 不燃ごみ

ガラスコップ・ガラス食器 不燃ごみ

ガラス戸 不燃ごみ

唐津 不燃ごみ

空手着 資源物「布類」

かるた（紙製） 資源物「雑がみ」
ばらけないように紙袋，紙箱に入れて
※プラスチック製の容器は可燃ごみ

かるた（プラスチック製） 可燃ごみ

枯れ草（袋に入る量） 可燃ごみ 多量にある場合は何回かに分けて

カレンダー 資源物「雑がみ」

ガロンボトル（家庭用ウォー
ターサーバーのボトル）

可燃ごみ

キャップ・ラベル（プラスチック製容器包装）
をはずし，可燃ごみ

               　のマークがあるものは，回収協力
　　　　　　店が 受け入れ可能であれば，回収
　　　　　　ボックスへ

革靴 可燃ごみ 　

革製衣類 資源物「衣類」

革手袋 可燃ごみ

皮むき器（金属製） 資源物「金属」

皮むき器（金属製以外） 可燃ごみ

瓦 不燃ごみ

カン（飲料用など） 資源物「カン」

カン（塗料や薬品のカン） 不燃ごみ

簡易式便座（ポータブルトイ
レ）

可燃ごみ

換気扇 家電品

換気扇カバー 可燃ごみ

缶切り（金属製） 資源物「金属」

玩具（金属製） 資源物「金属」

玩具（木・プラスチック製） 可燃ごみ

緩衝材（紙製） 可燃ごみ

緩衝材（プラスチック製） プラスチック製容器包装

（衣類）乾燥機
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

（食器）乾燥機（卓上型含む） 家電品

乾燥剤 可燃ごみ シリカゲル乾燥剤含む

缶詰の空き缶 資源物「カン」

乾電池 水銀を含むごみ

感熱紙 可燃ごみ

看板（金属製） 資源物「金属」

看板（金属製以外） 可燃粗大ごみ

缶ビールのマルチパック
（６缶パック）

可燃ごみ
紙パックのみ。カンは資源物「カン」
※防水加工紙のためリサイクルできません。
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木・木の枝（少量） 可燃ごみ 土は除く，80㎝程度に切って束ねる

木（大きいもの） 可燃粗大ごみ
80㎝程度に切って出す。直径は10㎝以下にし
て

木くず 可燃ごみ

キーボード（パソコン） 可燃ごみ（単品のもの）
パソコンとセット購入したものはパソコン廃棄
時にメーカーの回収に出すこともできます

キーボード（楽器） 家電品

ギター・エレキギター 可燃粗大ごみ

ギターケース（ソフトケース） 可燃粗大ごみ

ギターケース（ハードケース）
（金属製）

資源物「金属」

ギターケース（ハードケース）
（金属製以外）

可燃粗大ごみ

キックボード 資源物「金属」

キッチンタイマー 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

キッチンパネル（金属製） 資源物「金属」

キッチンパネル（金属製以外） 不燃ごみ

キッチンペーパー 可燃ごみ

キッチンマット 可燃ごみ

キッチンワゴン 可燃粗大ごみ

切手 可燃ごみ

切符 可燃ごみ

木箱 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

基盤（PC） 家電品

着物 資源物「布類」 着物の帯も，資源物「布類」

脚立 資源物「金属」

キャップ・王冠（金属製） 資源物「カン」

キャップ（プラスチック製） プラスチック製容器包装

キャビネット 可燃粗大ごみ

キャリーケース・キャリーバッ
ク（金属製）

資源物「金属」

キャリーケース・キャリーバッ
ク（金属製以外）

可燃粗大ごみ

ＣＡＰＤ（腹膜透析）バッグ 可燃ごみ

球型蛍光灯 水銀を含むごみ

救急箱（金属製） 資源物「金属」

救急箱（金属製以外） 可燃ごみ

きゅうす 不燃ごみ

給湯器 資源物「金属」

吸入器 可燃ごみ

牛乳パック 資源物「飲料用紙パック」

牛乳びん 資源物「ビン」 販売店の引き取りもご利用ください

給油ポンプ（手動・電動） 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

教科書・参考書 資源物「雑誌」

鏡台（鏡） 不燃ごみ 鏡と台ははずして出す。台は素材によって分別

キャッシュカード 可燃ごみ

錐（きり）・千枚通し 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

霧吹き 可燃ごみ
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キルト・キルト製品 可燃ごみ

金魚ばち 不燃ごみ

金庫 資源物「金属」
耐火金庫は不燃ごみ
排出前に環境業務課へ連絡

金属線 資源物「金属」

金属たわし 資源物「金属」

空気入れ（金属製） 資源物「金属」

空気入れ（金属製以外） 可燃ごみ

空気清浄機 家電品

クーハン（ベビー用品） 可燃粗大ごみ

クーラー（エアコン）
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

クーラーボックス 可燃粗大ごみ 電気で冷やせるタイプは家電品

クーラント液（自動車・バイク
用冷却水）

排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

くぎ 資源物「金属」 危険のないように，金属の容器等に入れて

草 可燃ごみ 土をのけて袋に入れるか束にする

草刈機（家庭用） 資源物「金属」

くさり（金属製） 資源物「金属」

くさり（金属製以外） 可燃ごみ

串（金属製） 資源物「金属」 危険のないように束ねてください

串（金属製以外） 可燃ごみ 危険のないように束ねてください

櫛（金属製） 資源物「金属」

櫛（金属製以外） 可燃ごみ

薬（医薬品） 可燃ごみ

薬の錠剤シート プラスチック製容器包装

薬のびん 資源物「ビン」 薬品のびん（飲食できない）は不燃ごみ

薬袋（紙製） 可燃ごみ

薬袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装

果物かご（プラスチック製、針
金入り）

資源物「金属」

果物のネット（プラスチック製） プラスチック製容器包装

口紅 可燃ごみ

靴 可燃ごみ

靴下 可燃ごみ

クッキングヒーター 家電品

クッション 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

靴べら（金属製） 資源物「金属」

靴べら（金属製以外） 可燃ごみ

グラス 不燃ごみ

グラス立て（金属製） 資源物「金属」

クリアファイル 可燃ごみ

クリーニングの袋 可燃ごみ

クリスタルガラス 不燃ごみ

クリスマスツリー 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

クリップ（金属製） 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

クリップ（金属製以外） 可燃ごみ
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グリル網・金網 資源物「金属」

グリル鍋 資源物「金属」

グリル鍋のプレート 資源物「金属」

車椅子 資源物「金属」

車椅子（電動式） 資源物「金属」 排出前に環境業務課へ連絡

車のカバー 可燃ごみ

車のホイール 資源物「金属」

クレパス・クレヨン 可燃ごみ

グロー球 不燃ごみ

グローブ 可燃ごみ

グローランプ 不燃ごみ

くわ 資源物「金属」

軍手 可燃ごみ

くん煙殺虫剤容器（金属製） 不燃ごみ

くん煙殺虫剤容器（プラスチッ
ク製）

可燃ごみ

蛍光管 水銀を含むごみ

蛍光灯（本体） 家電品 蛍光管を取り除いて

蛍光ペン 可燃ごみ

珪藻土マット 不燃ごみ

携帯音楽プレーヤー 家電品

携帯電話・ＰＨＳ 家電品 販売店等の回収もご利用ください

携帯電話の充電器 家電品

携帯用液晶テレビ 家電品

毛糸（くず・単品） 可燃ごみ

計量カップ（金属製） 資源物「金属」

計量カップ（プラスチック製） 可燃ごみ

計量器（調理用） 可燃ごみ

ケーキの焼型 資源物「金属」

ゲーム機 家電品

ゲームソフト 可燃ごみ

ケーブル 家電品

毛皮 可燃ごみ

消しゴム 可燃ごみ

化粧台（木製） 可燃粗大ごみ 鏡が付いているものは不燃ごみ

化粧品のびん 不燃ごみ

化粧品の容器（プラスチック
製）

プラスチック製容器包装
水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ご
み，鏡のついているものは不燃ごみ

下駄 可燃ごみ

下駄箱 可燃粗大ごみ

ケチャップの容器 プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

血圧計（電子） 家電品

血圧計（水銀） 水銀を含むごみ

結束テープ・バンド 可燃ごみ

ケトル（金属製） 資源物「金属」

ケトル（電気製品） 家電品

ケミカルライト（サイリウム） 可燃ごみ 折ると発光する棒やバンドなど

玄関マット（金属製） 資源物「金属」
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玄関マット（布製・プラスチッ
ク製）

可燃ごみ

剣山 資源物「金属」

原付バイク 資源物「金属」
燃料・バッテリーを抜いて，廃車手続き。
排出前に環境業務課へ連絡
（販売店でも引き取り可能）

剣道着 資源物「布類」

剣道の防具 可燃粗大ごみ

鍵盤ハーモニカ（ピアニカ、メ
ロディオン）

可燃ごみ

顕微鏡（金属製） 資源物「金属」

顕微鏡（金属製以外） 可燃ごみ

碁石 不燃ごみ

耕運機（家庭用のミニ耕運機） 資源物「金属」
メーカー・販売店に相談
燃料・バッテリーを抜いて，排出前に環境業務
課へ連絡

工具箱（金属製） 資源物「金属」

工具箱（金属製以外） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

工具（ドライバー・スパナ等） 資源物「金属」

工具（電動工具） 家電品

広告紙 資源物「雑がみ」 新聞の折込チラシ以外

香水容器 不燃ごみ

合成樹脂ホース（塩化ビニール
製）

可燃ごみ

鋼鉄 資源物「金属」

香典袋 可燃ごみ

鋼板 資源物「金属」

行李（こうり） 可燃粗大ごみ 葛篭（つづら）かごの一種

コーキングガン（金属製） 資源物「金属」

コーキング材 可燃ごみ

ゴーグル 可燃ごみ

コート 資源物「布類」

コード（各種ケーブル類） 家電品

コードリール 家電品

コーヒーのびん 資源物「ビン」

コーヒー（インスタント）の容
器のふた（プラスチック製）

プラスチック製容器包装

コーヒーフィルター 可燃ごみ

コーヒーメーカー 家電品

コーラのびん 資源物「ビン」

コールタール 排出禁止物 販売店に相談

氷枕 可燃ごみ

小型制御弁式鉛蓄電池（Pd：
充電式電池）

水銀を含むごみ

小型電気製品 家電品

小型二次電池（充電式電池） 水銀を含むごみ

五月人形 可燃粗大ごみ

黒板 可燃粗大ごみ
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固形燃料 可燃ごみ

ござ（い草） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

ござ（プラスチック製） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

こたつ 可燃粗大ごみ 電熱器は家電品

こたつの電熱器具 家電品

コップ（陶器・ガラス） 不燃ごみ

コップ（プラスチック製） 可燃ごみ

琴 可燃粗大ごみ

五徳（ガスコンロの置き口） 資源物「金属」

子ども用遊具 可燃粗大ごみ

粉ミルクの缶 資源物「カン」

碁盤・将棋盤（木製） 可燃ごみ

ごみ箱（金属製） 資源物「金属」

ごみ箱（金属製以外） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

コピー機 家電品

ゴム手袋 可燃ごみ

ゴム長靴 可燃ごみ

ゴムホース 可燃ごみ

米びつ（金属製） 資源物「金属」

米びつ（金属製以外） 可燃粗大ごみ

米袋（紙製） 資源物「雑がみ」

米袋（ビニール製） プラスチック製容器包装

コルク栓 可燃ごみ

コルセット 可燃ごみ

ゴルフシューズ 可燃ごみ

ゴルフボール 可燃ごみ

ゴルフクラブ 不燃ごみ すべて金属製のものは資源物「金属」

ゴルフバッグ 可燃粗大ごみ

コンクリートブロック 不燃ごみ

コンセント 家電品

コンセントカバー 可燃ごみ

コンテナ（プラスチック製） 可燃粗大ごみ

コンパクト 可燃ごみ
プラマークのついているものはプラスチック製
容器包装（中身を使い切って）
※ただし，鏡がはずせないものは不燃ごみ

コンパス 可燃ごみ すべて金属製のものは資源物「金属」

コンポ・ミニコンポ 家電品

梱包材（プラスチック製） プラスチック製容器包装

コンポスト（生ごみ処理容器） 可燃粗大ごみ 電動式は家電品

さ行 区別 備考（注釈）

サーフボード 可燃粗大ごみ

サイクリングマシーン（健康器
具）

資源物「金属」

座いす（木製） 可燃粗大ごみ

座いす（金属を含む） 不燃ごみ

在宅医療用具（バッグ、チュー
ブ、注入器等）

可燃ごみ

サイドボード（金属製） 資源物「金属」
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サイドボード（金属製以外） 可燃粗大ごみ

財布 可燃ごみ

サイリウム（ケミカルライト） 可燃ごみ 折ると発光する棒やバンドなど

サウナスーツ 可燃ごみ

魚焼き網 資源物「金属」

酒パック 可燃ごみ

酒類のびん 資源物「ビン」

座卓 可燃粗大ごみ

サッシ 資源物「金属」

雑誌（週刊誌・漫画など） 資源物「雑誌」

殺そ剤（ねずみ駆除用） 排出禁止物 販売店に相談

殺虫剤（スプレー缶） 資源物「カン」 ※中身を使い切り，カンに穴をあける

殺虫剤（缶入り以外） 可燃ごみ

錆びた缶類 不燃ごみ

座布団 可燃ごみ

サマーベッド 資源物「金属」

皿（紙・木・プラスチック製） 可燃ごみ ※防水加工紙はリサイクルできません。

皿（金属製） 資源物「金属」

皿（ガラス製・陶磁器製） 不燃ごみ

ざる（金属製） 資源物「金属」

ざる（金属製以外） 可燃ごみ

三角コーナー（金属製） 資源物「金属」

三角コーナー（金属製以外） 可燃ごみ

三脚（カメラ・ビデオ用）（金
属製）

資源物「金属」

三脚（カメラ・ビデオ用）（金
属製以外）

可燃粗大ごみ

サングラス 可燃ごみ

サンダル・ビーチサンダル 可燃ごみ

残飯 可燃ごみ

三輪車（プラスチック製） 可燃粗大ごみ

ＣＡＰＤ（腹膜透析）バッグ 可燃ごみ

シーツ 資源物「布類」

ＣＤ 可燃ごみ ケースも可燃ごみ

ＣＤプレーヤー 家電品

ＣＤラジカセ 家電品

ジーパン 資源物「布類」

地下足袋 可燃ごみ

敷きパット 可燃粗大ごみ

敷物 可燃ごみ

ジグソー（電動のこぎり） 家電品

磁石 不燃ごみ

辞書・辞典 資源物「雑誌」

下着・肌着 可燃ごみ ストッキング・靴下等含む

下敷き 可燃ごみ

七輪 不燃ごみ
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室外機（エアコン）
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

湿気取りの容器 可燃ごみ 中の水を除いて

室内用物干し 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

湿布薬 可燃ごみ

湿布薬の箱 資源物「雑がみ」

湿布薬のフィルム 可燃ごみ

自転車 資源物「金属」

自転車のカバー 可燃ごみ

自転車のバッテリー 水銀を含むごみ

自転車のライト 資源物「金属」

自転車用空気入れ（金属製） 資源物「金属」

自転車用空気入れ（プラスチッ
ク製）

可燃ごみ

自動車の部品（金属製） 資源物「金属」

自動車の部品（プラスチック製） 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

竹刀 可燃粗大ごみ

芝刈り機 資源物「金属」

シャープペンシル 可燃ごみ

シャープペンシルの芯 可燃ごみ

ジャケット（上着） 資源物「布類」

車載用液晶テレビ 家電品

写真・ネガ 可燃ごみ

写真たて（金属製） 資源物「金属」 ガラスの板は不燃ごみ

写真たて（金属製以外） 可燃ごみ ガラスの板は不燃ごみ

シャベル（金属製） 資源物「金属」

シャベル（金属製以外） 可燃粗大ごみ

三味線 可燃粗大ごみ

しゃもじ（金属製） 資源物「金属」

しゃもじ（金属製以外） 可燃ごみ

シャワーヘッド（金属製） 資源物「金属」

シャワーヘッド（金属製以外） 可燃ごみ

シャワーホース（金属製） 資源物「金属」

シャワーホース（金属製以外） 可燃ごみ

シャンプー・リンスのボトル容
器、詰め替え用品

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ジャンパー 資源物「布類」

シャンプーハット（布製） 可燃ごみ

シャンプーハット（ビニール
製）

可燃ごみ

週刊誌 資源物「雑誌」

祝儀袋 可燃ごみ

ジューサーミキサー 家電品

ジュースの缶（アルミ・スチー
ル）

資源物「カン」
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ジュースの紙パック

　　　　   のついたもの 資源物「飲料用紙パック」
※開いて洗って乾かす
※量販店等の回収もご利用ください

ジュースのびん 資源物「ビン」

じゅうたん 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

充電器 家電品

充電用電池 水銀を含むごみ 販売店等の回収もご利用ください

柔道着 資源物「布類」

収納ケース（金属製） 資源物「金属」

収納ケース（金属製以外） 可燃粗大ごみ

重箱 可燃ごみ

ジュエリーボックス 可燃ごみ

数珠 可燃ごみ

朱肉 可燃ごみ

シュレッダー 家電品 電動製以外のものは可燃ごみ

シュレッダーごみ 可燃ごみ

瞬間湯沸かし器 資源物「金属」

ジョイントマット 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

消火器 排出禁止物
高知県消防設備協会（856-8211）に相談。
※エアゾール式簡易消火器は，使い切って穴を
開けて資源物「カン」へ

定規（金属製） 資源物「金属」

定規（金属製以外） 可燃ごみ

将棋のコマ 可燃ごみ

将棋盤 可燃ごみ

錠剤（かぜ薬、ビタミン剤な
ど）

可燃ごみ

錠剤パック（シート） プラスチック製容器包装

障子 可燃粗大ごみ

障子紙 可燃ごみ

消臭剤 可燃ごみ

消臭剤容器（プラスチック製） 可燃ごみ

浄水器（金属製・電動） 家電品

浄水器（金属製・電動以外） 可燃粗大ごみ

浄水器のカートリッジ 可燃粗大ごみ

浄水器のフィルター 可燃ごみ

照明器具 家電品 蛍光管を除く

照明器具の傘 可燃粗大ごみ

醤油の容器（ペットボトル製） 回収協力店へ
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

じょうろ（金属製） 資源物「金属」

じょうろ（金属製以外） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

食品の缶（金属製） 資源物「カン」

食品チューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

食品トレイ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

食品パック プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ
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食用油 可燃ごみ 凝固剤で固めたり，新聞紙などにしみこませて

食用油の容器（缶） 資源物「カン」 中身を抜いて水洗いをして

食用油の容器（びん） 資源物「ビン」 中身を除いて水洗いをして

食用油の容器（プラスチック
製）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

除湿機 家電品

除湿剤（容器） 可燃ごみ 中の水を除いて

書籍 資源物「雑誌」

食器（紙・木・プラスチック
製）

可燃ごみ ※防水加工紙はリサイクルできません。

食器（金属製） 資源物「金属」

食器（ガラス・陶磁器製） 不燃ごみ

食器乾燥機 家電品

食器洗浄機 家電品

食器棚（木・プラスチック製） 可燃粗大ごみ

シリカゲル（乾燥剤） 可燃ごみ

シーリング材 可燃ごみ

シルバーカー（手押し車） 資源物「金属」

シンク・流し台 資源物「金属」

人工芝 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

伸縮棚 可燃粗大ごみ

シンナー 排出禁止物 販売店に相談

新聞 資源物「新聞・チラシ」 折り込みチラシと混合してもよい

新聞折り込みチラシ 資源物「新聞・チラシ」 新聞と混合してもよい

吸い殻 可燃ごみ

水上オートバイ 排出禁止物
高知県土木部港湾・海岸課（８２３－９８８
３）に問い合わせてください

水槽（ガラス製） 不燃ごみ

水槽（プラスチック製） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

水槽用のエアーポンプ 家電品

水筒（金属・ステンレス製） 資源物「金属」

水筒（プラスチック製） 可燃ごみ

水筒（その他） 不燃ごみ

水道パイプ（金属製を除く） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

水道継手（金属製を除く） 可燃ごみ

炊飯器 家電品 内釜は資源物「金属」

炊飯器の内釜 資源物「金属」

スーツ 資源物「布類」

スーツ購入時のカバー プラスチック製容器包装

スーツケース（金属製） 資源物「金属」

スーツケース（金属製以外） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

スカート 資源物「布類」

スカーフ 資源物「布類」

姿見（鏡） 不燃ごみ

図鑑 資源物「雑誌」

すき（農具） 資源物「金属」

スキー板 可燃粗大ごみ
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スキーウェア 資源物「布類」

スキーキャリア（金属製） 資源物「金属」

スキーキャリア（金属製以外） 可燃粗大ごみ

スキー靴 可燃ごみ

スキーグローブ 可燃ごみ

スキーストック（金属製） 資源物「金属」

スキーストック（金属製以外） 可燃粗大ごみ

スキャナー 家電品

スケート靴 可燃粗大ごみ

スケートボード 可燃粗大ごみ

スケッチブック 資源物「雑がみ」 金属部分は外す

スコップ（金属製） 資源物「金属」

スコップ（金属製以外） 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

すずり 不燃ごみ

すだれ（竹・木） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

すだれ（ビニール製） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

スタンド（照明） 家電品 蛍光管は取り外して

スタンプ台 可燃ごみ カバーが金属のものは不燃ごみ

スチール家具 資源物「金属」

スチール缶（飲料用など） 資源物「カン」

ステーキ皿（金属製） 資源物「金属」

ステレオ 家電品

ステンドグラス 不燃ごみ

ストーブ 資源物「金属」 灯油は抜いて，電池は水銀を含むごみ

ストーブ（電気） 家電品

ストッキング 可燃ごみ

ストロー 可燃ごみ

砂（少量） 不燃ごみ
ペットのトイレ用の砂は，市販で可燃表示があ
るものは可燃ごみ。ないものは不燃ごみ

スニーカー 可燃ごみ

スノーボード 可燃粗大ごみ

スノーボードブーツ 可燃ごみ

すのこ 可燃粗大ごみ

スパイクシューズ 可燃ごみ

スパナ 資源物「金属」

スピーカー 家電品

スプーン（金属製） 資源物「金属」

スプーン（金属製以外） 可燃ごみ

スプリングマットレス 不燃ごみ

スプレー缶 資源物「カン」 ※中身を使い切り，カンに穴をあける

スプレー缶（塗料） 不燃ごみ ※中身を使い切り，カンに穴をあける

すべり台（子ども用遊具） 可燃粗大ごみ

ズボン 資源物「布類」

スポンジ 可燃ごみ

ズボンプレッサー 家電品

スマートスピーカー（AIスピー
カー）

家電品

スマートフォン 家電品 販売店の回収もご利用ください
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炭 可燃ごみ

スライサー（電動） 家電品

スライサー（電動以外） 可燃ごみ

スリッパ 可燃ごみ

スリッパ立て（金属製） 資源物「金属」

スリッパ立て（金属製以外） 可燃ごみ

すりこぎ 可燃ごみ

すり鉢（瀬戸物） 不燃ごみ

スレート 不燃ごみ

スロットマシン 家電品

制服（学生服など） 資源物「布類」

整理ダンス 可燃粗大ごみ

生理用品 可燃ごみ

せいろ 可燃ごみ

セーター 資源物「布類」

石灰 不燃ごみ

石油（灯油） 排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

石油ストーブ 資源物「金属」 灯油は抜いて，電池は水銀を含むごみ

石油ファンヒーター 家電品 灯油は抜いて

石油ポンプ（手動式プラスチッ
ク製）

可燃ごみ

石油ポンプ（電動式） 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

石鹸 可燃ごみ

石鹸の箱・石鹸の袋（紙製） 可燃ごみ

石鹸の袋（ビニール製） プラスチック製容器包装

石膏 不燃ごみ

石膏ボード 不燃ごみ

接着剤 可燃ごみ

接着剤のチューブ 可燃ごみ

瀬戸物 不燃ごみ

背広 資源物「布類」

セメント 不燃ごみ

セラミックヒーター 家電品

セロハン状の透明フィルム（包
装材）

プラスチック製容器包装

セロハンテープ・セロハンテー
プの台

可燃ごみ

線香 可燃ごみ

洗剤の箱 可燃ごみ 計量スプーンも可燃ごみ

洗剤の容器 プラスチック製容器包装
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

扇子 可燃ごみ

ぜん息吸入器（プラスチック
製）

可燃ごみ
プラマークのついているものはプラスチック製
容器包装

洗濯かご（金属製） 資源物「金属」

洗濯かご（金属製以外） 可燃ごみ

19



洗濯機
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

洗濯ネット 可燃ごみ

洗濯ばさみ（金属製） 資源物「金属」

洗濯ばさみ（金属製以外） 可燃ごみ

洗濯ハンガー（金属製） 資源物「金属」

洗濯ハンガー（金属製以外） 可燃ごみ

洗濯物干し竿（金属製） 資源物「金属」

洗濯物干し竿（金属製以外） 可燃粗大ごみ

洗濯物干し台（金属製） 資源物「金属」

洗濯物干し台（コンクリート
製）

不燃ごみ

洗濯物干し台（プラスチック
製）

可燃粗大ごみ

剪定ごみ（袋に入る量） 可燃ごみ

剪定ごみ（袋に入らない大量） 可燃粗大ごみ 多量の場合は何回かに分けてください

剪定ごみ（袋に入らない大きさ） 可燃粗大ごみ 多量の場合は何回かに分けてください

剪定ばさみ 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

栓抜き 資源物「金属」

扇風機 家電品

洗面器（金属製） 資源物「金属」

洗面器（金属製以外） 可燃ごみ

洗面化粧台 可燃粗大ごみ

双眼鏡（金属製） 不燃ごみ

双眼鏡（金属製以外） 可燃ごみ

造花 可燃ごみ

雑巾 可燃ごみ

掃除機 家電品

ぞうり 可燃ごみ

ソースのびん 資源物「ビン」

ソースの容器（プラスチック
製）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ソーラーライト 可燃ごみ

ソケット 可燃ごみ

ソファー（スプリング有り） 不燃ごみ

ソファー（スプリング無し） 可燃粗大ごみ

ソファーベッド（スプリング有り） 不燃ごみ

ソファーベッド（スプリング無し） 可燃粗大ごみ

そり 可燃粗大ごみ

そろばん 可燃ごみ

た行 区別 備考(注釈)

体温計（水銀） 水銀を含むごみ

体温計（デジタル） 可燃ごみ

耐火金庫 不燃ごみ 排出前に環境業務課へ相談

体重計（金属製） 資源物「金属」

体重計（プラスチック製） 不燃ごみ

台車 資源物「金属」
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台付きミシン 資源物「金属」

台所のごみ（生ごみ・残飯） 可燃ごみ 水切りを忘れずに

耐熱食器（ガラス） 不燃ごみ

タイプライター 資源物「金属」

タイヤ（自動車） 排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

タイヤ（自動車以外） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

タイヤチェーン（金属製） 資源物「金属」

タイヤチェーン（ゴム製） 可燃粗大ごみ

太陽熱温水器 不燃ごみ 排出前に環境業務課へ相談

太陽熱ソーラーパネル 不燃ごみ 排出前に環境業務課へ相談

タイル 不燃ごみ

ダイレクトメール 資源物「雑がみ」

ダウンジャケット 資源物「布類」

タオル・タオルケット 資源物「布類」

高枝ばさみ 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

抱き枕 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

竹串 可燃ごみ 束ねるなどして危険のないようにしてください

竹ぼうき 可燃粗大ごみ

たこ焼きの鉄板 資源物「金属」

畳 可燃粗大ごみ

卓球台 可燃粗大ごみ

卓球のラケット 可燃ごみ

脱臭剤 可燃ごみ

脱臭剤の容器（プラスチック製
容器）

可燃ごみ

タッチペン 可燃ごみ

タッパー容器 可燃ごみ

脱毛器 家電品

建具 可燃粗大ごみ

たとう紙 可燃ごみ

棚（金属製） 資源物「金属」

棚（金属製以外） 可燃粗大ごみ

タバコの吸殻 可燃ごみ

タバコの箱 資源物「雑がみ」

タバコの包装フィルム プラスチック製容器包装

足袋 可燃ごみ

タブレットPC（PCリサイクル
マークがついているもの）

排出禁止物
（リサイクル法対象品）

メーカーの回収受付窓口に直接申し込んでくだ
さい。

タブレットPC（PCリサイクル
マークがついていないもの）

家電品

卵の殻 可燃ごみ

卵のパック（紙製） 資源物「雑がみ」

卵のパック（プラスチック製） プラスチック製容器包装

たらい（金属製） 資源物「金属」

たらい（金属製以外） 可燃粗大ごみ

たわし 可燃ごみ

たわし（アルミ） 資源物「金属」

たんす 可燃粗大ごみ
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タンブラー（金属製） 資源物「金属」

タンブラー（プラスチック製） 可燃ごみ

ダンベル（金属製） 資源物「金属」

ダンベル（プラスチック製） 可燃ごみ

ダンボール箱 資源物「ダンボール」 ガムテープ等は取り除く

チェーンソー（電動式） 家電品

チェスト（金属製） 資源物「金属」

チェスト（金属製以外） 可燃粗大ごみ

地球儀 可燃ごみ

蓄音機 家電品

茶殻 可燃ごみ

茶こし 資源物「金属」

茶だんす 可燃粗大ごみ

着火剤（固形・ジェル状） 可燃ごみ

茶箱 可燃ごみ

ちゃぶ台 可燃粗大ごみ

チャイルドシート 可燃粗大ごみ

茶碗（陶磁器） 不燃ごみ

茶碗（プラスチック製） 可燃ごみ

注射針 排出禁止物 病院等へ返してください

チューナー 家電品

（食品）チューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

チューブの容器類（製品） 可燃ごみ

中華鍋 資源物「金属」

チョーク 不燃ごみ

彫刻刀 資源物「金属」

超合金のおもちゃ 資源物「金属」

チラシ（汚れていないもの） 資源物「雑誌」

チラシ（汚れているもの） 可燃ごみ

ちり紙 可燃ごみ

ちりとり（金属製） 資源物「金属」

ちりとり（金属製以外） 可燃ごみ

つい立 可燃粗大ごみ

杖（金属製） 資源物「金属」

杖（木製） 可燃ごみ

使い捨てカイロ 可燃ごみ

使い捨てライター 発火器具・ライター類

机（金属製） 資源物「金属」

机（木製） 可燃粗大ごみ 金属・ガラス等をはずして

漬け物石 不燃ごみ

漬け物用樽 可燃粗大ごみ

土（少量） 不燃ごみ できるだけ再利用をお願いします

筒型乾電池 水銀を含むごみ

つっぱり棒（金属製） 資源物「金属」

つっぱり棒（金属製以外） 可燃ごみ

つぼ（金属製） 資源物「金属」

つぼ（金属製以外） 不燃ごみ

積み木 可燃ごみ
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爪切り 資源物「金属」

釣り糸 可燃ごみ

釣り竿 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

吊り戸棚 可燃粗大ごみ

釣り針 資源物「金属」 危険のないように，金属の容器等に入れて

釣り用リール（金属製） 資源物「金属」

釣り用リール（プラスチック
製）

可燃ごみ

Ｔシャツ 資源物「布類」

ティーパック 可燃ごみ

ディスク類（CD・LD・MD・
DVD・FD）

可燃ごみ

ディスクのケース 可燃ごみ

ディスプレイ（パソコン）
排出禁止物
（リサイクル法対象品）

メーカーの回収受付窓口に直接申し込んでくだ
さい

ティッシュの箱 資源物「雑がみ」 窓のビニールは取り除く

ティッシュペーパー 可燃ごみ

ＤＶＤソフト 可燃ごみ ケースも可燃ごみ

ＤＶＤドライブ 家電品 パソコンの部品

ＤＶＤプレイヤー、デッキ 家電品

テープ類（ガムテープなど） 可燃ごみ

テープ類（録音テープなど） 可燃ごみ

テーブル（金属製） 資源物「金属」

テーブル（木製） 可燃粗大ごみ 金属・ガラス等をはずして

テーブルクロス（布製） 可燃ごみ

テーブルクロス（ビニール製） 可燃ごみ

テープレコーダー 家電品

手押し車（シルバーカー） 資源物「金属」

手鏡 不燃ごみ

手さげ袋（紙製） 資源物「雑がみ」

手さげ袋（レジ袋） プラスチック製容器包装

デジタルオーディオプレーヤー 家電品

デジタルカメラ 家電品 電池は水銀を含むごみ

デスクマット 可燃ごみ

手帳（紙だけのもの） 可燃ごみ

手帳（紙以外を使っているも
の）

可燃ごみ 紙以外の部分を除いて

鉄アレイ 資源物「金属」

デッキブラシ 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

鉄筋 資源物「金属」

鉄板 資源物「金属」

鉄灸（鉄架） 資源物「金属」

鉄鍋 資源物「金属」

鉄瓶 資源物「金属」

テニスボール 可燃ごみ

手袋 可燃ごみ

23



テレビ（ブラウン管式・液晶・
プラズマ式）

排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

テレビゲーム機 家電品

テレビ台 可燃粗大ごみ ガラス部分は不燃ごみ

テレビデオ
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

テレホンカード 可燃ごみ

電化製品 家電品

天眼鏡 不燃ごみ

電気あんか 家電品

電気温水器 資源物「金属」 メーカー・販売店での引き取りも利用

電気カーペット 家電品

電気カーペットカバー 可燃ごみ

電気釜 家電品 釜は資源物「金属」

電気ケトル 家電品

電気コード 家電品

電気こたつ 可燃粗大ごみ 電熱器は家電品

電気コンロ 家電品

電気シェーバー（剃刀） 家電品

電気芝刈機 家電品

電気スタンド 家電品

電気ストーブ 家電品

電気ポット 家電品

電気マッサージ器 家電品

電気毛布 家電品

電球（白熱電球・グロー球・Ｌ
ＥＤ電球）

不燃ごみ

電球型蛍光灯 水銀を含むごみ

電子オルガン 家電品

電子辞書 家電品

電子タバコ 可燃ごみ

電子ピアノ 家電品

電子レンジ 家電品

天体望遠鏡 不燃ごみ

電卓 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

電池 水銀を含むごみ

テント 可燃ごみ
45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ
金属製の骨組みは資源物「金属」

電動車椅子 資源物「金属」 排出前に環境業務課へ連絡

電動三輪車 可燃粗大ごみ

電動自転車 資源物「金属」 バッテリー（充電式電池）は水銀を含むごみ

電動生ごみ処理機 家電品

電動歯ブラシ 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

電動麻雀台（家庭用） 家電品

伝票 可燃ごみ

天ぷら油 可燃ごみ 凝固剤で固めたり新聞紙などにしみ込ませて

電話機（親機・子機） 家電品
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電話線 家電品

電話台 可燃ごみ

電話帳 資源物「雑誌」
ＮＴＴタウンページセンター（0120－506－
309）でも回収

ドア（木製） 可燃粗大ごみ

ドア（金属製） 資源物「金属」

ドア（車の部品） 資源物「金属」

ドアノブ（金属製） 資源物「金属」

ドアノブ（金属製以外） 可燃ごみ

とい（雨どい）トタン製 資源物「金属」

とい（雨どい）プラスチック製 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

砥石 不燃ごみ

トイレカバー 可燃ごみ

トイレシート（ペット用） 可燃ごみ

トイレブラシ 可燃ごみ

トイレットペーパー 可燃ごみ

トイレットペーパーのしん 資源物「雑がみ」

陶磁器類 不燃ごみ

豆腐のパック プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

灯油缶（金属製） 資源物「金属」 中身を除いて

灯油缶（ポリ製） 可燃ごみ
中身を除いて（45ℓの袋に入らないものは可燃
粗大ごみ）

灯油 排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

トースター・オーブントースター 家電品

時計 不燃ごみ
本体と文字盤の覆いがプラスチック製のものは
可燃ごみ

土砂（少量） 不燃ごみ 土はできるだけ再利用をお願いします

塗装スプレー 不燃ごみ

戸棚 可燃粗大ごみ

トタン（金属製） 資源物「金属」 ひも等でしばって出す

トタン（プラスチック製） 可燃粗大ごみ

とっくり（酒をそそぐもの） 不燃ごみ

トナー 可燃ごみ メーカー・販売店での引き取りも利用

土鍋 不燃ごみ

扉（木製） 可燃粗大ごみ

扉（金属製） 資源物「金属」

ドライバー（工具） 資源物「金属」

ドライヤー 家電品

ドラム缶 資源物「金属」 販売店での引き取りも利用

ドラムセット 資源物「金属」

トランク 可燃粗大ごみ

トランシーバー 家電品

トランペット 資源物「金属」

鳥かご（金属製） 資源物「金属」

鳥かご（金属製以外） 可燃ごみ

塗料 可燃ごみ 紙類にしみこませるか，固めて

塗料缶 不燃ごみ

ドリル 家電品
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ドリンク剤のびん 資源物「ビン」

トレイ（肉・魚・惣菜等の入っ
ていたもの）

プラスチック製容器包装
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

トレイ（製品として購入したも
の）

可燃ごみ

トレーニング機器 家電品

ドレッサー 可燃粗大ごみ 鏡は不燃ごみ

ドレッシングの容器（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

ドレッシングの容器（ペットボ
トル製）

回収協力店へ
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

泥 不燃ごみ

トロフィー（金属製） 資源物「金属」

トロフィー（金属製以外） 可燃粗大ごみ

どんぶり 不燃ごみ

な行 区別 備考(注釈)

ナイフ 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

苗木のポット プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

長靴（雨靴） 可燃ごみ

流し台・シンク 資源物「金属」

ナット 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

納豆の容器（紙製） 可燃ごみ

納豆の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

鍋（ガラス・陶器製） 不燃ごみ

鍋（金属製） 資源物「金属」

鍋（土鍋） 不燃ごみ

鍋敷き（金属製） 資源物「金属」

鍋敷き（金属製以外） 可燃ごみ

鍋のふた（金属製） 資源物「金属」

鍋のふた（金属製以外） 不燃ごみ

生ごみ 可燃ごみ

生ごみ処理機（電動） 家電品

生ごみ処理機（コンポスト等） 可燃粗大ごみ

なまり 資源物「金属」

波板（金属製） 資源物「金属」

波板（プラスチック製） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

縄跳び 可燃ごみ

縄はしご 可燃粗大ごみ

南京錠 資源物「金属」

ニッカド電池 水銀を含むごみ 販売店等の回収ボックスもご利用ください

ニッケル水素電池 水銀を含むごみ 販売店等の回収ボックスもご利用ください

ニッパー 資源物「金属」

荷造り用ひも 可燃ごみ
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庭石 不燃ごみ

乳児用具 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

庭木（少量） 可燃ごみ 80cm程度に切って束にするか，袋に詰める

人形 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

人形（陶器製） 不燃ごみ

人形ケース（ガラス製） 不燃ごみ

人形ケース（プラスチック製） 可燃ごみ

ぬいぐるみ 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

縫い針 資源物「金属」 危険のないよう，金属の容器等に入れて

布くず 可燃ごみ

布類 資源物「布類」 下着，靴下，ぼろ布，汚れたものは可燃ごみ

ネガフィルム 可燃ごみ

ネクタイ 可燃ごみ

ネクタイピン（金属製） 資源物「金属」

猫砂 可燃ごみ 市販で可燃表示のあるもの。ないものは不燃ごみ

ねじ 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

ネット（農業・漁業・事業用除
く）

可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ネット（野菜・果物） プラスチック製容器包装

寝袋 可燃粗大ごみ

粘着テープ 可燃ごみ

粘土（油ねんど・紙ねんど） 可燃ごみ

粘土（陶芸用ねんど） 不燃ごみ

燃料缶 資源物「金属」 中身を取り除いて

農機具 資源物「金属」 メーカー・販売店での引き取りも利用

農薬 排出禁止物 販売店に相談

農薬容器（ガラス製） 不燃ごみ

農薬容器（プラスチック製） 可燃ごみ

ノート 資源物「雑誌」

ノートパソコン 排出禁止物
メーカーの回収受付窓口に直接申し込んでくだ
さい

のこぎり 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

海苔の缶 資源物「カン」

のれん 可燃ごみ

は行 区別 備考(注釈)

ハードディスク 家電品

バーベキューグリル・バーベ
キューコンロ

資源物「金属」

灰（線香・練炭など） 可燃ごみ

バイオリン 可燃粗大ごみ

バイク 資源物「金属」
燃料・バッテリーを抜いて，廃車手続き。
排出前に環境業務課へ連絡
（販売店でも引き取り可能）

灰皿（ガラス・陶器） 不燃ごみ 金属製は資源物「金属」へ

廃食油（固形か紙に染み込ませ
たもの）

可燃ごみ

排水パイプ継手 可燃ごみ

パイプイス 資源物「金属」
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パイプハンガー 資源物「金属」

廃油 排出禁止物 販売店に相談

バインダー 可燃ごみ

バウンサー 可燃粗大ごみ

ハガキ 資源物「雑がみ」

計り（調理用） 可燃ごみ

白金カイロ 資源物「金属」

はく製 可燃ごみ

白熱電球 不燃ごみ

刷毛 可燃ごみ

バケツ（金属製） 資源物「金属」

バケツ（プラスチック製） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

羽子板 可燃ごみ

ハサミ 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

箸（木・プラスチック製） 可燃ごみ

箸置き（金属製） 資源物「金属」

箸置き（陶磁器製） 不燃ごみ

箸置き（金属製・陶磁器製以
外）

可燃ごみ

はしご（鉄製） 資源物「金属」

はしご（鉄製以外） 可燃粗大ごみ

柱時計 可燃粗大ごみ

バスケット 可燃ごみ

バスタオル 資源物「布類」

バスマット 可燃ごみ

バスローブ 資源物「布類」

パソコン（モニターも含む）
排出禁止物
（リサイクル法対象品）

メーカーの回収受付窓口に直接申し込んでくだ
さい。自作パソコンは，パソコン３R推進協会
（０３－５２８２－７６８５）に相談

肌着・下着 可燃ごみ

鉢（黒いビニール製） プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

鉢（陶器製） 不燃ごみ

鉢（プラスチック製） 可燃ごみ

パチンコ台 家電品

発煙筒 排出禁止物 販売店などで引き取ってもらう

バッグ（革製・布製・ビニール
製）キャスター付除く

可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

バックル（ベルトの金具） 資源物「金属」

パック類（卵、豆腐、果物な
ど）

プラスチック製容器包装

バッテリー 排出禁止物
販売店などで引き取ってもらう（自動車・オー
トバイ等に使われる鉛蓄電池）

発電機（小型） 資源物「金属」 燃料は抜いて

バット（木製） 可燃ごみ

バット（金属製） 資源物「金属」

はっぴ 資源物「布類」

発泡ウレタン（断熱材） 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ
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発泡スチロール（商品の梱包や
緩衝材）

プラスチック製容器包装
緩衝材・トレイ等
水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

発泡スチロール（商品の梱包や
緩衝材でないもの）

可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

バドミントンの羽 可燃ごみ

花 可燃ごみ

花火（使用済み） 可燃ごみ 発火しないように水につけて

花火（未使用品） 発火器具・ライター類 発火しないように水につけて

ばね計り 資源物「金属」

歯ブラシ 可燃ごみ 電動歯ブラシは電池をのけて可燃ごみ

破魔矢 可燃ごみ

歯磨きチューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

刃物 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

パラソル（海水浴用など） 資源物「金属」

針 資源物「金属」 危険のないよう，金属の容器等に入れて

針金 資源物「金属」

針金ハンガー 資源物「金属」

バリカン（電動） 家電品

バルサン（噴煙式殺虫剤） 不燃ごみ

ハロゲンヒーター 家電品

ハンガー（木・プラスチック
製）

可燃ごみ

ハンガー（針金） 資源物「金属」

ハンガースタンド（金属製） 資源物「金属」

ハンガースタンド（木製） 可燃粗大ごみ

ハンカチ 資源物「布類」

はんこ 可燃ごみ

半紙 可燃ごみ

はんてん 資源物「布類」

ハンドクリーナー 家電品

ハンドクリームチューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

パンの袋（ビニール製） プラスチック製容器包装

パンの袋の留め具（プラスチッ
ク製）

プラスチック製容器包装

バンパー（自動車部品） 可燃粗大ごみ

ハンマー 資源物「金属」

パン焼き機 家電品

ピアノ 排出禁止物 販売店に相談

ＰＨＳ 家電品 販売店・代理店に引き取ってもらう

ＢＳアンテナ 資源物「金属」

ＢＳチューナー 家電品

ＰＰバンド 可燃ごみ 梱包用のひも

ヒーター（セラミック・ハロゲ
ン）

家電品

ヒーター（石油） 家電品

ビー玉 不燃ごみ

ビーチパラソル（金属製） 資源物「金属」
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ビーチパラソル（プラスチック
製）

可燃粗大ごみ

ビーチベット（ボンボンベッ
ト）

資源物「金属」

ビーチボール 可燃ごみ

ビーチマット 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ピーラー 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

ビール缶 資源物「カン」

ビールケース・一升瓶ケース 可燃粗大ごみ 販売店へ返すことも可能

ビールサーバー 不燃ごみ

ビール瓶 資源物「ビン」
リターナブル瓶はできるだけ販売店に返却して
ください

ビール瓶のふた 資源物「カン」 カンといっしょに出してください

引き出し（金属製） 資源物「金属」

引き出し（金属製以外） 可燃粗大ごみ

引き戸（金属製） 資源物「金属」

引き戸（木製） 可燃粗大ごみ

皮革衣類 資源物「布類」

髭剃り 家電品

ビス 資源物「金属」 危険のないよう，金属の容器等に入れて

ビデオカメラ 家電品

ビデオテープ 可燃ごみ ケースも可燃ごみ

ビデオデッキ 家電品

ひな壇 可燃粗大ごみ

ひな人形 可燃ごみ

ビニール 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ビニールシート 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

ビニールテープ 可燃ごみ

ビニールトタン 可燃粗大ごみ

ビニールパイプ 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ビニールバンド 可燃ごみ

ビニールひも 可燃ごみ

ビニールプール 可燃粗大ごみ

ビニール袋 可燃ごみ

ビニール袋 プラスチック製容器包装
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

ビニールホース 可燃ごみ

火ばさみ 資源物「金属」

火鉢 不燃ごみ 灰は可燃ごみ

ひも 可燃ごみ

百科事典 資源物「雑誌」

肥料 可燃ごみ 多い場合は複数回に分けて出してください

肥料袋（家庭菜園で発生したも
の）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

瓶 資源物「ビン」

ピンチハンガー（金属製） 資源物「金属」
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ピンチハンガー（金属製以外） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ファイル 可燃ごみ

ファスナー（金属製） 資源物「金属」

ファスナー（金属製以外） 可燃ごみ

ファックス（ファクシミリ） 家電品

ファックス用感熱紙 可燃ごみ

ファックス用リボン 可燃ごみ

ファンシーケース（洋服を掛け
る収納ケース）

資源物「金属」 プラスチックのものは可燃粗大ごみ

ファンヒーター（石油） 家電品 灯油を抜いて

ファンヒーター（セラミック） 家電品

ファンヒーター（蓄熱） 家電品

フィルター（エアコン・空気清
浄機用）

可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

フィルム（写真） 可燃ごみ

フィルムケース 可燃ごみ

フィルムネガ 可燃ごみ

フィン（足ひれ） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

風船 可燃ごみ

ブーツ 可燃ごみ

封筒 資源物「雑がみ」 窓付きはビニールやセロハンを取り除く

フードプロセッサー 家電品

風鈴（金属製） 資源物「金属」

風鈴（金属製以外） 不燃ごみ

笛（金属製） 資源物「金属」

笛（金属製以外） 可燃ごみ

フォーク（金属製） 資源物「金属」

フォーク（金属製以外） 可燃ごみ

布巾 可燃ごみ

不織布 可燃ごみ

ふすま 可燃粗大ごみ

付せん紙 可燃ごみ

プチプチ（気泡入り緩衝材） プラスチック製容器包装

仏具（金属製） 資源物「金属」

仏具（金属製以外） 可燃ごみ

ブックエンド（金属製） 資源物「金属」

ブックエンド（金属製以外） 可燃ごみ

ブックカバー 可燃ごみ

仏壇 可燃粗大ごみ

フットバス 家電品

フットマッサージャー 家電品

筆 可燃ごみ

筆箱（金属製） 資源物「金属」

筆箱（プラスチック製） 可燃ごみ

布団 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

布団圧縮袋・布団袋 可燃ごみ

布団カバー 資源物「布類」

布団乾燥機 家電品
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布団たたき（金属製） 資源物「金属」

布団たたき（金属製以外） 可燃ごみ

布団干し 資源物「金属」

布団干しハサミ（プラスチック
製）

可燃ごみ

フライ返し（金属製） 資源物「金属」

フライ返し（金属製以外） 可燃ごみ

フライパン（金属製） 資源物「金属」

フライパン（セラミック製） 資源物「金属」

ブラインド（金属製） 資源物「金属」

ブラインド（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ブラウン管テレビ 排出禁止物 販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

ぶら下がり健康器 資源物「金属」

ブラシ（金属製） 資源物「金属」

ブラシ（プラスチック製） 可燃ごみ

プラスチックカップ（プリンな
ど）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

プラスチックケース（製品） 可燃ごみ

プラスチックパック（マーガリ
ンなど）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

プラスチックボトル（食油・
ソース等・洗剤・シャンプーな
ど）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

プラズマテレビ 排出禁止物 販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

プラモデル 可燃ごみ

プラモデルの枠 可燃ごみ

フラワーポット（金属製） 資源物「金属」

フラワーポット（陶器製） 不燃ごみ

フラワーポット（木・プラス
チック製）

可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ブランコ（子ども用遊具） 資源物「金属」 プラスチック製は可燃粗大ごみ

プランター（陶器製） 不燃ごみ 土はできるだけ再利用をお願いします

プランター（金属製） 資源物「金属」 土はできるだけ再利用をお願いします

プランター（木・プラスチック製） 可燃ごみ 土はできるだけ再利用をお願いします

フリースの衣類 資源物「布類」

プリンター 家電品
インクカートリッジは量販店等のリサイクル回
収ボックスへ

プリント類 資源物「雑誌」

プリンのケース プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ブルーシート 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

古着 資源物「布類」

風呂おけ（金属製） 資源物「金属」

風呂おけ（金属製以外） 可燃ごみ

風呂釜（木製・プラスチック
製）

可燃粗大ごみ

風呂釜（木製・プラスチック製
以外）

資源物「金属」

プロジェクター 家電品
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ブロック（コンクリート製） 不燃ごみ

ブロック積み木 可燃ごみ

風呂のいす 可燃ごみ

風呂のふた 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

風呂のマット（ウレタン製） 可燃ごみ

ブロック・コンクリート片 不燃ごみ

フロッピーディスク 可燃ごみ ＭＯも含む

フロッピーディスクケース 可燃ごみ

プロパンガスボンベ 排出禁止物
販売店に引き取ってもらう。販売店が不明な場
合は，高知県ＬＰガス協会（８０５－１６２
２）に相談

文化鍋 資源物「金属」

噴霧器 可燃ごみ

文鎮（金属） 資源物「金属」

文鎮（石） 不燃ごみ

ヘアスプレー缶 資源物「カン」 ※中身を使い切り，カンに穴をあける

ヘアピン（金属製） 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

ヘアピン（金属製以外） 可燃ごみ

ヘアブラシ 可燃ごみ

ペットの小屋・ケージ（金属製） 資源物「金属」

ペットの小屋・ケージ（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ヘッドホン 可燃ごみ

ペットのトイレ用の砂 可燃ごみ 市販で可燃表示のあるもの。ないものは不燃ごみ

ベッドパット（敷きパッド） 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

ペットのふん 可燃ごみ
飛び散らないよう新聞紙などに包んで
※浄化槽では処理できません

ペットボトル 回収協力店へ

　　　　 のマークがあるもの
　　　　 ※キャップ・ラベル（プラスチック製
　　　　 容器包装）をはずし，中をすすいで
　　　　 回収協力店の回収ボックスへ

ペットボトルのふた（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装

ペットボトルのラベル プラスチック製容器包装

ベッドマットレス（スプリング有り） 不燃ごみ

ベッドマットレス（スプリング無し） 可燃粗大ごみ

ベッド枠（木製） 可燃粗大ごみ 金属製枠は資源物「金属」。マットの欄も参照

ベニヤ板 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

ベビーカー（フレームが金属） 資源物「金属」

ベビーカー（フレームがプラスチック） 可燃粗大ごみ

ベビーゲート（安全ゲート） 可燃粗大ごみ

ベビータンス 可燃粗大ごみ

ベビーチェアー（金属製） 資源物「金属」

ベビーチェアー（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ベビーバス 可燃粗大ごみ

ベビーベッド 可燃粗大ごみ

ヘルスメーター 資源物「金属」

ベルト 可燃ごみ

ヘルメット 可燃ごみ
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変圧器 家電品

便器（プラスチック製） 可燃粗大ごみ 洗浄してください

便器（陶器） 不燃ごみ 洗浄してください

便器カバー（布製） 可燃ごみ

ペンキ 可燃ごみ 新聞紙などにしみこませて

ペンキの缶 不燃ごみ

勉強机 可燃粗大ごみ

ペンケース（金属製） 資源物「金属」

ペンケース（金属製以外） 可燃ごみ

ペンチ 資源物「金属」

ベンチ（小型家庭用） 可燃粗大ごみ

ベンチプレス 資源物「金属」

弁当箱（プラスチック製） 可燃ごみ

弁当箱（金属製） 資源物「金属」

弁当の容器（使い捨てプラス
チック製）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

弁当の容器（使い捨て紙製） 可燃ごみ

ペン類（ボールペン・サインペ
ンなど）

可燃ごみ

ホイール（車） 資源物「金属」

ホイッスル（金属製） 資源物「金属」

ホイッスル（金属製以外） 可燃ごみ

ボイラー 資源物「金属」

望遠鏡（金属製） 資源物「金属」

望遠鏡（金属製以外） 可燃ごみ

ほうき（木・竹・プラスチック
製）

可燃粗大ごみ 80㎝程度以下に切れば可燃ごみでも可

芳香剤容器（プラスチック製） 可燃ごみ

防災頭巾 可燃ごみ

ほう酸ダンゴ 可燃ごみ

帽子 可燃ごみ

包装紙 資源物「雑がみ」

包帯 可燃ごみ

防虫剤 可燃ごみ

包丁（金属製） 資源物「金属」 危険のないように，新聞紙などで包んでください

包丁（セラミック製） 不燃ごみ 危険のないように，新聞紙などで包んでください

包丁研ぎ（砥石） 不燃ごみ

包丁研ぎ（プラスチック製） 可燃ごみ

防腐剤 可燃ごみ

ボウリングの玉 不燃ごみ

ボウル（調理用、金属製） 資源物「金属」

ボウル（調理用、ガラス製） 不燃ごみ

ボウル（調理用、上記以外） 可燃ごみ

ホース 可燃ごみ

ホースリール（金属製） 資源物「金属」

ホースリール（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ポータブルトイレ（簡易式便
座）

可燃粗大ごみ
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ポーチ 可燃ごみ

ホームベーカリー 家電品

ボール（球） 可燃ごみ

ボールペン 可燃ごみ

ホーロー鍋 資源物「金属」

木刀 可燃粗大ごみ 80㎝程度以下に切れば可燃ごみでも可

ポケットティッシュ 可燃ごみ

歩行器 資源物「金属」

ポスター 資源物「雑がみ」

ポスト（金属製） 資源物「金属」

ポスト（金属製以外） 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

ボタン 可燃ごみ

ボタン電池 水銀を含むごみ 販売店等の回収ボックスもご利用ください

補聴器 可燃ごみ

ホッカイロ 可燃ごみ

ホッチキス（本体） 資源物「金属」 プラスチック製は可燃ごみ

ホッチキスの針 資源物「金属」 危険のないよう，金属の容器等に入れて

ホットカーペット 家電品

ホットカーペットカバー 可燃粗大ごみ

ホットプレート 家電品

ポット 不燃ごみ 電気ポットは家電品

ボディーボード 可燃粗大ごみ

哺乳瓶 不燃ごみ プラスチック製は可燃ごみ

ボルト 資源物「金属」 金属の容器等に入れて

ポリタンク 可燃ごみ

ポリバケツ 可燃ごみ

保冷剤 可燃ごみ

ホワイトボード 不燃ごみ

本 資源物「雑誌」

盆（金属製） 資源物「金属」

盆（金属製以外） 可燃ごみ

盆飾り 可燃粗大ごみ

本立て（金属製） 資源物「金属」

本立て（金属製以外） 可燃粗大ごみ

本棚（金属製） 資源物「金属」

本棚（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ボンベ（水槽用・ダイビング用） 排出禁止物 販売店に相談

ボンボンベット（ビーチベット） 資源物「金属」

ま行 区別 備考(注釈)

マーガリンの容器 プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

マージャンパイ（プラスチック製） 可燃ごみ 陶器製のものは不燃ごみ

マージャンマット 可燃ごみ

マイク 資源物「金属」

マウス 可燃ごみ（単品のもの）
パソコンとセット購入したものはパソコン廃棄
時にメーカーの回収に出すこともできる

巻尺（スケール） 可燃ごみ 金属製のものは資源物「金属」

マグカップ（金属製） 資源物「金属」

マグカップ（陶磁器製） 不燃ごみ
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マグカップ（木・プラスチック
製）

可燃ごみ

マグネット 不燃ごみ

枕 可燃ごみ

枕カバー 可燃ごみ

マジック 可燃ごみ

まち針 資源物「金属」 危険のないよう，金属の容器等に入れて

マッサージ機 家電品

マッサージチェア 家電品 排出前に環境業務課へ連絡

マッチ（使用済み） 可燃ごみ 発火しないように水につけて

マッチ（未使用品） 発火器具・ライター類 発火しないように水につけて

マット（足ふき・玄関・キッチ
ン）

可燃ごみ

マット（スプリング入り） 不燃ごみ

マット（スプリング無し） 可燃粗大ごみ

窓ガラス 不燃ごみ

まな板 可燃ごみ

マニキュアのびん 不燃ごみ

マフラー（防寒具） 可燃ごみ

マフラー（自動車・バイク用部
品）

資源物「金属」

魔法瓶 不燃ごみ

豆電球 不燃ごみ

マヨネーズの容器 プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

漫画本 資源物「雑誌」

万年筆 可燃ごみ

万歩計 可燃ごみ

ミキサー 家電品 ガラスの部分は不燃ごみ

ミシン（足踏式） 資源物「金属」 木製の台は可燃粗大ごみ

ミシン（電動式） 家電品

水着 可燃ごみ

水切りかご（金属製） 資源物「金属」

水切りかご（金属製以外） 可燃ごみ

水枕 可燃ごみ

水屋（食器棚） 可燃粗大ごみ ガラス・金属などははずして

味噌の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ミニカー（金属製） 資源物「金属」

ミニカー（金属製以外） 可燃ごみ

ミニコンポ（ステレオ） 家電品

耳かき（金属製） 資源物「金属」

耳かき（金属製以外） 可燃ごみ

みりんの容器（ペットボトル製） 回収協力店へ 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ミルクの缶 資源物「カン」

麦わら帽子 可燃ごみ

虫かご（金属製） 資源物「金属」

虫かご（金属製以外） 可燃ごみ

蒸し器（金属製） 資源物「金属」

虫取り網（金属製） 資源物「金属」
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虫取り網（金属製以外） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

虫ピン 資源物「金属」 危険のないよう，金属の容器等に入れて

虫眼鏡 不燃ごみ

無線機 家電品

無線LANルーター 家電品

名刺（紙製） 可燃ごみ

眼鏡 不燃ごみ レンズがプラスチック製のものは可燃ごみ

眼鏡ケース（金属製） 資源物「金属」

眼鏡ケース（金属製以外） 可燃ごみ

目薬の容器 可燃ごみ

メジャー 可燃ごみ

メダル（金属製） 資源物「金属」

メダル（金属製以外） 可燃ごみ

メトロノーム 資源物「金属」

メモリカード 可燃ごみ

麺棒 可燃ごみ

綿棒 可燃ごみ

綿ロープ 可燃ごみ

毛布 可燃粗大ごみ
電気毛布は家電品，45ℓの袋に入るものは可燃
ごみ

木馬（子ども用遊具） 可燃粗大ごみ

木片 可燃ごみ

モジュラー 家電品

餅つき器 家電品

餅つき器の内釜 資源物「金属」

モップ（柄付き・金属製） 資源物「金属」

モップ（柄付き・金属製以外） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

モデム 家電品

物置 資源物「金属」

ものさし（金属製） 資源物「金属」

ものさし（金属製以外） 可燃ごみ

物干し竿（木・竹製） 可燃粗大ごみ 80㎝程度に切れば可燃ごみでも可

物干し竿（金属製） 資源物「金属」

物干し台（コンクリート製） 不燃ごみ

物干し台（プラスチック製） 可燃粗大ごみ

モバイルバッテリー（充電式） 水銀を含むごみ 充電器，ケーブルは家電品

モバイルバッテリー（乾電池タ
イプ）

水銀を含むごみ
充電器，ケーブルは家電品。プラスチックの
ケースは可燃ごみ

や行 区別 備考(注釈)

やかん 資源物「金属」

焼肉のたれのびん 資源物「ビン」 水洗いをして汚れが落ちにくいものは不燃ごみ

焼き物（陶磁器製） 不燃ごみ

野球用ボール 可燃ごみ

薬品用チューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

薬品用チューブ（金属製） 不燃ごみ

薬品類（劇物・毒物・農薬） 排出禁止物 販売店に相談

37



野菜くず 可燃ごみ

野菜ネット プラスチック製容器包装

ＵＳＢメモリ 可燃ごみ

浴衣 資源物「布類」

油性マジック 可燃ごみ

湯たんぽ（金属製） 資源物「金属」

湯たんぽ（プラスチック製） 可燃ごみ

ユニフォーム（野球・サッカー
などのスポーツ用）

資源物「布類」

湯のみ 不燃ごみ

ゆりかご 可燃粗大ごみ

湯沸かし器 家電品

湯沸しポット 家電品

溶剤（シンナーなど） 排出禁止物 販売店に相談

ようじ 可燃ごみ

ヨーグルトの容器（紙製） 可燃ごみ

ヨーグルトの容器（プラスチッ
ク製）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

洋服 資源物「布類」

洋服ダンス 可燃粗大ごみ

浴槽（金属製） 資源物「金属」

浴槽（木製・プラスチック製） 可燃粗大ごみ

浴槽（金属製・木製・プラス
チック製以外）

不燃ごみ

汚れた缶 不燃ごみ

汚れたびん 不燃ごみ

よしず 可燃粗大ごみ

ら行 区別 備考(注釈)

ラーメンカップ プラスチック製容器包装
　　　　　のマークがあるもの
　　　　　※水洗いをして汚れが落ちにくい
　　　　　ものは可燃ごみ

ライター 発火器具・ライター類 使い切って出す（発火の原因となるため）

ラグ（じゅうたん） 可燃粗大ごみ

ラケット（金属製） 資源物「金属」

ラケット（金属製以外） 可燃ごみ

ラジオ・ラジカセ 家電品

ラジコン 可燃ごみ

ラティス 可燃粗大ごみ

ラック（金属製） 資源物「金属」

ラック（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ラップ（家庭で保存用等に使用
したもの）

可燃ごみ

ラップ（販売されている生鮮品
等を包装しているもの）

プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ラップの箱 資源物「雑がみ」
刃がプラスチック，金属の場合は取り除いてく
ださい

ラップのしん 資源物「雑がみ」
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ランチョンマット 可燃ごみ

ランドセル 可燃ごみ

ランニングマシーン（健康器具） 資源物「金属」

リール（釣り用） 資源物「金属」

リクライニングチェア 不燃ごみ

リコーダー 可燃ごみ

リチウム電池 水銀を含むごみ 販売店等の回収ボックスもご利用ください

リチウムイオン電池 水銀を含むごみ 販売店等の回収ボックスもご利用ください

リモコン 可燃ごみ 電池は水銀を含むごみ

リヤカー 資源物「金属」

リュックサック 可燃ごみ

料理くず 可燃ごみ

旅行バッグ 可燃粗大ごみ 45ℓの袋に入るものは可燃ごみ

リンスの容器 プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

ルーター 家電品

ルームランナー 家電品

冷温庫 家電品

家電リサイクル法対象品の場合は，販売店に収
集依頼又は指定引取場所に持ち込み。詳細につ
いては家電リサイクル券センター（0120-
319640）へ

冷却水（自動車・バイク用クー
ラント液）

排出禁止物 販売店等で引き取ってもらう

冷蔵庫
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

冷凍庫
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

冷凍食品トレイ（プラスチック
製）

プラスチック製容器包装

冷風機 家電品

冷風扇 家電品

レインコート 可燃ごみ

レーザーディスク 可燃ごみ

レーザーディスクプレーヤー 家電品

レコード盤 可燃ごみ

レコードプレーヤー 家電品

レジ袋 プラスチック製容器包装

レジャーシート 可燃ごみ

レターケース 可燃ごみ 45ℓの袋に入らないものは可燃粗大ごみ

レトルトパック プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

れんが 不燃ごみ

レンジ 家電品

レンジ台（金属製） 資源物「金属」

レンジ台（金属製以外） 可燃粗大ごみ

レンジパネル（アルミ） 資源物「金属」

レンジフード 資源物「金属」 汚れているものは可燃ごみ

老眼鏡 不燃ごみ レンズがプラスチック製のものは可燃ごみ

ろう紙 可燃ごみ
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ロースター（電気調理器） 家電品

ローソク 可燃ごみ

ロープ 可燃ごみ

ローボード（金属製） 資源物「金属」

ローボード（金属製以外） 可燃粗大ごみ

ローラースケート（プラスチック製） 可燃ごみ

ローラースケート（その他） 不燃ごみ

ロールカーテン 資源物「布類」

ロッカー 資源物「金属」

わ行 区別 備考（注釈）

ワープロ 家電品

ワイシャツ 資源物「布類」

ワイヤーロープ 資源物「金属」

ワイン庫（ワインセラー）
排出禁止物
（家電リサイクル法対象品）

販売店に収集依頼又は指定引取場所に持ち込み

ワインのびん 資源物「ビン」

輪ゴム 可燃ごみ

ワゴン 可燃粗大ごみ

わさびのチューブ プラスチック製容器包装 水洗いをして汚れが落ちにくいものは可燃ごみ

綿 可燃ごみ

和ダンス 可燃粗大ごみ

ワックス（缶） 不燃ごみ

ワックス（缶以外） 可燃ごみ

和服 資源物「布類」

わら 可燃ごみ

割り箸 可燃ごみ

割れたガラス・びん 不燃ごみ 危険のないように，新聞紙などで包んでください

腕章 可燃ごみ
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