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50音 50音

IHクッキングヒーター 燃えない 指定ごみ袋に入らない場合は粗大ごみ オートバイ 収集不可 沖縄本島にて処理してください

アイロン 燃えない オーブントースター 燃えない

アイロン台 粗大ごみ オーブンレンジ 粗大ごみ

アダプター（電流用） 燃えない お菓子の箱（紙） 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ

厚紙 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ 屋上の水タンク 収集不可

油 燃える お玉杓子（金属製） 燃えない

油の容器（缶） あきかん 落ち葉 草・木
油の容器（びん） あきびん おまる 燃える
油の容器（プラスチック） 燃える おむつ 燃える
網戸の網 燃える 金網は、燃えないごみ おもちゃ（プラスチック・木製） 燃える
アルバム 燃える おもちゃ（金属製） 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

アルミ皿 燃える オルガン・エレクトーン 粗大ごみ

アルミホイル 燃える オルゴール 燃えない

安全靴 燃える カーテン 燃える
安全ピン 燃えない カーテンレール 粗大ごみ

アンテナ（テレビ用） 粗大ごみ カーナビ 燃えない

石 収集不可 カーペット 粗大ごみ

衣装ケース 粗大ごみ カーボン紙 燃える
イス 粗大ごみ 貝殻 燃える
板きれ 粗大ごみ 懐中電灯 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

一輪車 粗大ごみ カイロ（使い捨て） 燃える
一升瓶 あきびん 鏡 燃えない 割れた物は、きけんごみ

ETC車載器 燃えない かさ 燃えない

一斗缶 燃えない 加湿器 燃えない

衣服・衣類 燃える ガスコンロ 粗大ごみ 電池は外し、ゆうがいごみへ

イヤホン 燃える ガスコンロカバー 燃える
入れ歯 燃える ガスボンベ 収集不可

インク 燃える ガス湯沸かし器 粗大ごみ

インクカートリッジ 燃える カセットコンロ 粗大ごみ

植木 草・木 カセットテープ 燃える
植木鉢（陶器） 燃えない プラスチック製は、燃えるごみ カセットボンベ（カセットコンロ用） あきかん 穴をあける
ウェットスーツ 燃える カッターナイフの本体 燃えない

ウォークマン 燃えない カッターナイフの刃 きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む

浮き輪 燃える カッパ（雨ガッパ） 燃える
うちわ 燃える カップ麺の容器 燃える
腕時計 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ かつら・ウィッグ 燃える
エアコン 家　電 郵便局で券を購入 門松 粗大ごみ 指定ごみに入れば燃えるごみ

エアゾーン缶 あきかん カナヅチ 燃えない

SDカード 燃える 金たわし 燃えない

枝 草・木 カバン（布製・革製・ランドセル） 燃える
枝きりばさみ きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む 画びょう 燃えない

絵の具のチューブ 燃える 花びん（陶器） 燃えない プラスチック製は燃えるごみ

MD（ミニディスク） 燃える 壁紙 燃える
延長コード 燃える かま きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む

鉛筆削り 燃えない 紙くず 新聞・雑誌 ティッシュは、燃えるごみ

オイル容器（缶) 燃えない 紙コップ 燃える
オイル容器（プラスチック) 燃える かみそり・刃物 きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む
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紙パック 新聞・雑誌 コーヒーメーカー 燃えない

紙袋 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ 紅茶・茶などの缶 あきかん

カメラ 燃えない 氷まくら 燃える
蚊帳 燃える ござ 燃える
ガラス 燃えない 割れた物は、きけんごみ こたつ 粗大ごみ

ガラス鍋 燃えない 割れた物は、きけんごみ コップ（ガラス・陶器製） 燃えない 割れた物は、きけんごみ
プラスチック製は、燃えるごみ

カレンダー 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ ゴミ箱（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ

皮製品 燃える ゴム製品 燃える
缶 あきかん 米袋 燃える
乾燥機 家　電 郵便局で券を購入 コルク製品 燃える
乾燥剤 燃える ゴルフクラブ 燃えない

感熱紙（レシートなど） 燃える ゴルフバッグ 粗大ごみ

木 草・木 ゴルフボール 燃える
キーボード（楽器） 粗大ごみ 裁縫箱 燃える
キーボード（パソコン用） 燃えない 雑誌 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ

キックボード 粗大ごみ 殺虫剤 あきかん

木彫りの置物 燃える 座布団 燃える
脚立 粗大ごみ 皿（陶器・ガラス類） 燃えない 割れた物は、きけんごみ

プラスチック製は、燃えるごみ

キャップ（金属製のふた） あきかん プラスチック製は、燃えるごみ 三脚 燃えない 指定ごみ袋に入らない場合は粗大ごみ

キャリーバッグ 粗大ごみ サングラス 燃える
きゅうす 燃えない 割れた物は、きけんごみ 三線（サンシン） 燃える
鏡台 粗大ごみ 三輪車 粗大ごみ

金魚鉢 燃えない 割れた物は、きけんごみ シーツ 燃える
空気入れ（自転車用） 燃えない CD 燃える
空気清浄機 粗大ごみ CDプレイヤー 燃えない

クーラーボックス 燃える ジーンズ 燃える
釘 きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む 磁石 燃えない

草木類 草・木 下着 燃える
くし、ブラシ（プラスチック） 燃える 下敷き 燃える
靴、ぞうり、サンダル 燃える しちりん 燃えない

クッション 燃える 自転車 粗大ごみ

首輪 燃える 竹刀 燃える
クリップ（金属製） 燃えない プラスチック製は、燃えるごみ シャープペンシル 燃える
クレヨン 燃える 写真 燃える
車イス 粗大ごみ シャンプー・リンスの容器 燃える ガラス・陶器は、燃えないごみ

グローブ 燃える 習字紙 燃える
蛍光灯 ゆうがいごみ じゅうたん 粗大ごみ

携帯電話 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ 充電器 燃えない

毛糸 燃える 浄水器 燃えない

ゲーム機（本体） 燃えない 消火器 収集不可

ゲームソフト（カセット） 燃える じょうろ（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ

化粧品の容器（びん） 燃えない プラスチック製は、燃えるごみ 食器清浄機 粗大ごみ

血圧計 燃えない 除湿機 粗大ごみ

建築廃材 粗大ごみ 除湿剤 燃える
けんばんハーモニカ 燃えない 食器（陶器・ガラス製） 燃えない 割れた物は、きけんごみ

コイン 燃えない 食器（プラスチック・木製） 燃える
コード類 燃える 新聞紙 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ
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※指定ごみ袋に入らない場合は「そ大ごみ」です。
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水槽 粗大ごみ 竹串 燃える
水中メガネ 燃える 畳 粗大ごみ

水筒（金属製） 燃えない プラスチック製は、燃えるごみ 脱臭剤 燃える
炊飯器 燃えない タバコの吸い殻 燃える
スーツケース 粗大ごみ タブレット、電子書籍端末 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

スケート靴 燃えない 卵のパック 燃える
スケートボード 粗大ごみ たらい 粗大ごみ

指定ごみに入る場合は、金属製は燃
えないごみ、プラスチックは燃えるごみ

スコップ 粗大ごみ たわし 燃える
すずり 燃えない タンス 粗大ごみ

スターター 燃えない 段ボール 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ

すだれ 粗大ごみ 指定袋に入れば、燃えるごみ チェーン・ワイヤー・鎖 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ チャイルドシート 粗大ごみ

ストップウォッチ 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ 茶碗 燃えない

砂 収集不可 注射針 収集不可 各病院へ返却
砂時計（金属製） 燃えない チョーク 燃える
すのこ 粗大ごみ 指定袋に入れば、燃えるごみ 調味料の容器（ペットボトル） ペットボトル

スピーカー（オーディオ機器） 粗大ごみ 調味料の容器（びん） あきびん

スプーン（金属製） 燃えない プラスチック製は、燃えるごみ チラシ 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ

スプレー缶 あきかん 穴をあける ちりとり（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ

スポンジ 燃える 杖（木製） 燃える 金属製は、燃えないごみ

炭 燃える 机 粗大ごみ

スリッパ 燃える 土・肥料 収集不可

生理用品 燃える 壺（陶器） 燃えない 割れた物は、きけんごみ

石油給油器 粗大ごみ 爪切り 燃えない

石けん 燃える 釣り糸 燃える
接着剤 燃える 釣り竿・釣り針・おもり 燃えない 針は危険防止のため、紙などで包む

瀬戸物 燃えない 割れた物は、きけんごみ テーブル 粗大ごみ

線香 燃える ティッシュ 燃える
洗剤の箱 燃える 鉄アレイ・ダンベル 粗大ごみ

洗濯バサミ（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ 鉄パイプ 粗大ごみ

洗濯機 家　電 郵便局で券を購入 鉄板 粗大ごみ

栓抜き 燃えない 手袋 燃える
扇風機 燃えない テレビ 家　電 郵便局で券を購入

洗面器（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ テレビ（浴室用） 燃えない 家電リサイクル対象外
電池は外し、ゆうがいごみへ

造花 燃える テレホンカード 燃える
双眼鏡 燃えない 電気カーペット 粗大ごみ

雑巾 燃える 電気蚊取り機 燃えない

掃除機 燃えない 電気コード 燃える
ソファ（スプリング入り） 収集不可 沖縄本島にて処理してください 電気シェーバー 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

ソファ（スプリングなし） 粗大ごみ 電気スタンド 燃えない

体温計（水銀） ゆうがいごみ 電動ハブラシ 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

体温計（電子） 燃えない 電気毛布 燃える
体重計 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ 電球（蛍光灯） ゆうがいごみ

耐熱ガラス鍋 燃えない 電球（白熱灯・LED) 燃えない

タイヤ（自転車） 燃えない 電子辞書 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

タイヤ（自動車、バイク） 粗大ごみ 電子ピアノ 粗大ごみ

タイル 収集不可 少量なら燃えないごみ 電子レンジ 粗大ごみ
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電卓 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ ハンガー（金属製） 燃えない

電池 ゆうがいごみ ステーションのバケツに入れる ハンガー（プラスチック） 燃える
電動ドリル 粗大ごみ ハンマー 粗大ごみ

電話機（固定） 燃えない ヒーター・電気ストーブ 粗大ごみ

電話帳 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ ピアノ 収集不可 沖縄本島にて処理してください

陶器類 燃えない 割れた物は、きけんごみ ビー玉・おはじき 燃えない

トースター 燃えない ビデオカメラ 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

灯油 収集不可 ビデオデッキ 燃えない

時計 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ びん（飲料用） あきびん

ドライバー 燃えない びん（化粧品用） 燃えない

ドライヤー 燃えない ファックス 燃えない

トランシーバー 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ 封筒 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ

鳥かご 粗大ごみ フードプロセッサ 燃えない

トレイ 燃える フォーク（金属製） 燃えない プラスチック製は、燃えるごみ

トレーニング機器 粗大ごみ ふすま 粗大ごみ

トロフィー（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ 筆 燃える
ナイフ きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む 筆箱（布・プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ

長靴 燃える 布団 粗大ごみ 指定袋に入れば、燃えるごみ

鍋 燃えない 布団乾燥機 燃えない

生ごみ 生ごみ 水分を十分に切ってください フライパン 燃えない

庭木 草・木 ブラインド 粗大ごみ

人形 燃える ブラシ・くし 燃える
ぬいぐるみ 燃える プラスチック容器 燃える
布・古着 燃える プラモデル 燃える
ネガ 燃える ブリキ製品 燃えない

ネクタイ 燃える プリンター 燃えない

ネジ・ビス 燃えない ブルーシート 燃える
寝袋 燃える 古着 燃える
粘土 燃える プレイヤー（CD・MD・DVD) 燃えない

ノート 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ フロアマット 燃える
のこぎり きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む ブロック 収集不可

飲み薬 燃える フロッピーディスク 燃える
バーベキューセット 粗大ごみ 文鎮 燃えない

ハーモニカ 燃えない ヘアスプレー あきかん

剥製 燃える ヘッドホン 燃えない

バケツ（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ ペット（死骸） 燃える
羽子板 燃える ペット用トイレの砂 燃える
ハサミ きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む ペットのフン 燃える
箸 燃える ペットボトル ペットボトル キャップとラベルは、外す

はしご 粗大ごみ ペットボトルのキャップ・ラベル 燃える
パソコン 収集不可 ベッド（フレーム） 粗大ごみ

発煙筒（保安煙筒） 収集不可 ベニヤ板 粗大ごみ

バッテリー 粗大ごみ ベビーカー 粗大ごみ

バット（金属製） 燃えない 木製は、燃えるごみ ベビーバス 粗大ごみ

発泡スチロール 発泡スチロール ベルト 燃える
花火 収集不可 使用済みは燃えるごみ ヘルメット 燃える
針 燃えない 危険防止のため、紙などで包む ペン類（プラスチック） 燃える 金属製は、燃えないごみ

は へ

て
は

ひ

と

ふ

な

に

ぬ

ね

の

「大きさ」や「素材」で分別してください。
※指定ごみ袋に入らない場合は「そ大ごみ」です。

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考
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50音 50音

ペンキ・ニス 燃える 虫めがね 燃える
ペンキの缶 燃えない むしろ 粗大ごみ

ペンチ 燃えない 無線機 燃えない

ホイール 粗大ごみ めがね 燃える
望遠鏡、天体望遠鏡 粗大ごみ メジャー（金属製） 燃えない

ほうき 燃える 毛布 燃える
防止 燃える 木材 草・木
包装紙 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ モップ 燃えない

包丁 きけんごみ 危険防止のため、刃は紙などで包む 物干し竿 粗大ごみ

ボウリングのボール 粗大ごみ やかん 燃えない

ホース 燃える 焼物 燃えない

ホームベーカリー 燃えない やすり（金属製） 燃えない

ボール（バレー・野球・テニス等） 燃える USBメモリなどの記憶媒体 燃える
墨汁 燃える 湯たんぽ（金属製） 燃えない

歩行器 粗大ごみ 指輪 燃えない

補聴器 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ ライター きけんごみ ガスは全て使い切る

ホッチキス 燃えない ラケット 燃える
ポット 燃えない ラジオ 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

ホットカーペット 粗大ごみ ラジカセ 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

ホットプレート 燃えない ラジコンカー 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

ほ乳瓶（ガラス） 燃えない ラップ 燃える
ボトル・ナット 燃えない ラップの芯 燃える
保冷剤 燃える ラティス（木製） 粗大ごみ

ホワイトボード 粗大ごみ ランドセル 燃える
盆 燃える リール（釣り用） 燃えない

本（単行本・文庫本等） 新聞・雑誌 汚れた物は、燃えるごみ リモコン 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ

マージャン牌 燃える 冷蔵庫・冷凍庫 家　電 郵便局で券を購入

マイク 燃えない レインコート 燃える
マウス（パソコン用） 燃える レコード 燃える
枕 燃える レジャーシート 燃える
マジックペン 燃える レンガ 収集不可

マスク（野球用） 燃えない レンズ 燃える
マッサージ機 粗大ごみ 電池は外し、ゆうがいごみへ レンジフードカバー（アルミ） 燃える
マットレス（スプリングあり） 収集不可 沖縄本島にて処理してください ろうそく 燃える
マットレス（スプリングなし） 粗大ごみ ロープ 燃える
まな板 燃える ローラーブレード・ローラースケート 燃えない

マニキュアのびん 燃えない ワードプロセッサー 燃えない

魔法瓶 燃えない ワープロリボン 燃える
豆電球 燃えない ワイヤー 燃えない

万年筆 燃えない ワインセラー 収集不可 沖縄本島にて処理してください

万歩計 燃えない 電池は外し、ゆうがいごみへ 割れたガラス・びん・陶器 燃えない

ミキサー・ジューサー 燃えない

ミシン 燃えない

水着 燃える
水枕 燃える
虫かご 燃える
虫取り機 燃える

ま
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や
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り

　　ごみ分別早見表

品　名　・　分　別　区　分　・　備　考 品　名　・　分　別　区　分　・　備　考
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・エアコン ・テレビ

・冷蔵庫、冷凍庫 ・洗濯機、衣類乾燥機

家電４品目の出し方（家電リサイクル法）
　エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の４品目はごみとして出さずにリサイクルすることが義務づけ
られています。
　処理の流れとしては、消費者が、郵便局でリサイクル券を購入し、役場窓口にて受付をする仕組みです。
　リサイクル券をご購入の際は、メーカーと品目、またテレビ、冷蔵庫・冷凍庫においては大きさまで確認していただき
郵便局にて申請してください。
　処理費等お金がかかりますが、資源の有効利用とクリーンな環境のために、リサイクルはますます大切になっていき
ますので、ご協力をお願いします。

パソコンの出し方（資源有効利用促進法）
　平成15年10月から、「資源有効利用促進法」に基づき、家庭から出される使用済みパソコンの回収・リサイクルをする
PCリサイクルがはじまりました。これは、消費者とメーカーが協力しながら、使用済みパソコンを再資源化することによ
り、廃棄物の削減と資源の有効利用の促進をめざすものです。（対象：PC本体、液晶ディスプレイ）

　　　　　　　　　・パソコン

         マウスやキーボード、プリンター等製品はPCリサイクルの対象外です。 

       『ごみ分別早見表』をご確認ください。 

電
話
受
付 

住民 

郵便局 

役場 ごみ収集員 

リサイクル券発行 

引き取り依頼 

リサイクル申請 

住民 

リサイクル工場 

ゆうパック伝票の送付 

回収申請・料金支払

PCメーカー 

郵 送 

持
ち
込
み 

郵便局 

このマークがPCリサイクル

マークです。 

このマークがついている製品については、販売価

格にリサイクル料金が含まれています。 

マークがついていない場合は、リサイクル料金が

発生します。 

注 意 
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