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受入可能な可燃ごみ一覧表

名称 特記事項

ア アイスノン

油 （食用） 固めるか紙や布に吸着　液状はｻﾝﾃﾞｰﾘｻｲｸﾙへ

油紙 （パラフィン紙）

油のボトル （プラスチック製）

雨具 (カッパ）

網戸の網

アルバム 金属等は不燃ごみへ

アルミコーティング袋　(菓子等包装紙／紙製）
プラマークのないもの
※プラマークのあるもは、プラスチックごみ（資源ごみ）として出してください。

アルミマット レジャー用（断熱用）のもの

アレチウリ 外来種のため、枝葉不可

安全靴

イ 椅子 （木製）
大きさ制限注意　ピアノ用は不燃　スプリング入りのものはソファー参照
木製の椅子のみ受け入れ可能です。金属・プラスチック製は受入れできません。

板切れ （コッパ） 大きさ制限注意

犬小屋 （木製） 金属・プラスチック製は不燃　大きさ制限注意

犬の首輪

衣類 袋に入れるか、たたんで紐で縛る

印鑑（木製） 木製以外は不燃

インク 紙や布に吸わせる

インスリン注射器 布等で包む

インクリボン

ウ ウイッグ

植木用支柱 (木製） 金属・プラ製は不燃　大きさ制限注意

浮輪 空気を抜く

臼 （木製） 木製のみです。石臼は取扱い業者へ依頼してください

うちわ

ウレタン

運動靴

エ エアーベッド 空気を抜く

縁台 （木製） 樹脂・金属製は不燃　大きさ制限注意

鉛筆

オ オアシス

王冠 (木製） 金属・プラ製は不燃

おがくず

桶 (木製） 金属・プラ製は不燃

お玉 （木製） 金属・プラ製は不燃

おむつ 汚物はトイレへ流す

おむつカバー 汚物はトイレへ流す

カ カーテン 金属等は不燃

カーペット 大きさ制限注意

カーボン紙

貝殻

カイロ （使い捨て） 金属製は不燃

額縁 (木製） 金属・プラ製は不燃　大きさ制限注意

掛け軸

掛矢 （木製）

カセットテープ テープﾟが破砕機に絡むため　ケースは不燃

かつら

カテーテル 布・ビニール等で包む

門松

かばん スーツケースは不燃

紙コップ

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。
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受入可能な可燃ごみ一覧表

名称 特記事項

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。

髪の毛

ガムテープ

亀の甲羅 （等のはく製品） 紙に包む

カラーボックス （木製） プラ製は不燃　大きさ制限注意

革製品

換気扇カバー （プラスチック製） 金属製は不燃

乾燥剤 （食品用）

感熱紙

キ 木くず (板切れ) 大きさ制限注意

ギター (木製） 金属製の弦は不燃ごみ

木づち

球根

鏡台 （木製） 木製品以外は不燃　大きさ制限注意　鏡は不燃

ク 杭 （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

クーラーバック 硬質製品は不燃

くし （木製） 木製品以外は不燃

串 （竹製） 金属製は不燃

薬 （劇薬等危険物以外） 液体は紙や布に吸わせる

靴類 （布、革、ゴム、スパイク） スキー・スケート靴は不燃

クッション

グラスウール
請負業者による解体を伴うものは不可。
多量の場合は、現物確認をさせてもらう事があります。

クリアファイル

クリーニング袋

グリス 紙や布に吸わせる

クレジットカード

クレヨン

グローブ (スポーツ用）

軍手

ケ 携帯用トイレ 汚物はトイレへ流す

毛糸

消しゴム

化粧板 (ベニヤ） 大きさ制限注意　　※石膏ボードは受入れできません。

化粧品 中身を紙や布に包む　　※化粧品のビンは受入れできません。

げた (木製）

下駄箱 （木製） 木製品以外は不燃　大きさ制限注意

玄関マット (布・籐・竹・ゴム） 金属・プラスチック製については不燃

剣道防具 面と胴は不燃へ　その他は可燃へ

コ ござ （ビニール製含む）

こたつ掛け毛布・布団

こたつ敷

こたつ板 大きさ制限注意　金属等は不燃

琴 （大正琴含む） 金属製の弦は不燃

粉石けん （粉洗剤）

粉ミルク 容器は別途（素材ごと）に案内

碁盤

ゴム手袋

ゴムホース 1ｍ程度に切るか束ねる

ゴムボート

ゴムマット

米ぬか

米びつ (木製) 金属・プラ製は不燃　大きさ制限注意

米袋 （紙製） ナイロン・プラ製品はプラ
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受入可能な可燃ごみ一覧表

名称 特記事項

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。

ゴルフシューズ

ゴルフボール

コンパネ

サ サーフボード （木製） ※木製以外（FRPなど）は受け入れできません。

座椅子 （木製） 金属・プラ製は不燃

サイドボード 木製以外は不燃　大きさ制限注意

酒パック （中がアルミ蒸着） アルミ蒸着のないものは紙（資源）

座卓 （木製） 木製以外は不燃

座布団

三脚 (木製) 木製以外は受け入れできません。

サンダル

残飯

シ シーツ

磁気マット 大きさによって集積所も可能

湿布薬 はがしたセロフィンも可燃

ジップロック

竹刀

尺八

写真

三味線

しゃもじ （木、竹製） プラスチック製は不燃

シューズ

シューズケース （木製） 金属・プラ製は不燃　大きさ制限注意

重曹（ジュウソウ）

ジュータン たたんで紐で縛る

定規 （木製） 木製以外は不燃

将棋盤

障子戸 （木製） 木製以外は不燃　請負業者による解体を伴うものは不可

食器棚 （木製） 金属等は不燃　大きさ制限注意

ショルダーバッグ

シリコン製品

人工芝 素材が硬質なものは不燃　大きさ制限注意

ス スーツ

スキーウェア

スケール （木製） 木製以外は不燃

スタイロフォーム （断熱材・畳用） 請負業者による解体を伴うものは不可

すだれ

ストッキング

ストロー

すのこ （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

スパイクシューズ

スプーン （木製） 木製以外は不燃

すべり台 (木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

スポンジ

炭

スリッパ

セ 製図版 （木製） 木製以外は不燃

整理棚 （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

生理用品

セーター

石灰

石鹸

せった
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受入可能な可燃ごみ一覧表

名称 特記事項

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。

背広 （スーツ）

セロハンテープ

洗剤容器 （紙製） プラスチック類はプラ（中をすすぐ）　フタもプラ

ソ 造花

ぞうり (草履）

ソフビ人形

そろばん

タ 堆肥 （家庭用）

タイヤ （自転車・一輪車のゴムのみ）

タイヤチューブ

タオル

タオルケット

竹ぼうき

畳 事業系のスタイロ畳は不可

脱臭剤

卵の殻

樽 （木製） 大きさ制限注意　木製以外は不燃

たわし （植物性） 植物製以外は不燃

タンス 大きさ制限注意

断熱材 （家庭用） グラスウール以外のもの　請負業者による解体を伴うものは不可

チ 茶がら

茶箱 内張りのあるものは不燃（内側が見えるように出す）

注射針 病院に引取りを依頼する。引取りない場合は持ち込み可（受入窓口で申し出る）

注射器 紙・布等で包む

ちょうちん

調味料

ツ 机 （木製） 木製以外は受入れできません。　大きさ制限注意

漬物

つまようじ

積木 （木製） 木製以外は不燃

釣り糸

テ ティッシュ

デイバッグ

Ｔシャツ

テーブル （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

テーブルクロス

手押し車 （木製カタカタ）

デッキ （木製） 木製以外は不燃　大きさに注意

テニスボール

手ぬぐい

手袋

テレビ台 （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

テレホンカード

電気カーペット 一部小型家電対象　差込コードは不燃ごみ　コード類は1ｍ程度に切る

電気毛布 一部小型家電対象　差込コードは不燃ごみ　コード類は1ｍ程度に切る

点滴 （家庭用）

テント （家庭用） フレーム・パイプは不燃

天ぷら油 固めるか、紙や布に吸着　液状はサンデーリサイクルへ

ト 戸板 金属等は不燃　大きさ制限注意　請負業者による解体を伴うものは不可

トイレカバー

トイレブラシ 衛生管理上可燃

登山靴

戸棚 木製以外は不燃　大きさ制限注意
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受入可能な可燃ごみ一覧表

名称 特記事項

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。

鳥かご （木・竹製） 金属・プラ製は不燃

塗料 （少量） 固めるか紙や布に吸わせる　液状は不可（廃棄物処理業者へ）

トレイ （紙製）

長靴

生ごみ しっかりと水切りをする

縄

ニ 荷札

人形 （木・紙製） 木・紙製以外は不燃

ヌ ぬいぐるみ

ぬか

布切れ

ネ ネクタイ

ネット

寝袋

粘土 （油性、紙粘土）

ノ のれん

ハ 培養土 製品に限る　自作は土参照

はく製 大きさ制限注意

羽子板

はし （木製） 木製以外は不燃ごみ

はしご （木製） 大きさ制限注意。　※木製以外は受け入れできません。

バスケットボール

バスマット

発煙筒

バッグ

バット （木製） 金属製は不燃

花 （商品）

花火 水に浸けてから出す

歯磨きチューブ ｷｬｯﾌﾟはﾌﾟﾗ製容器包装へ

ハンガーラック （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

バンド （ベルト）

ハンドバック

ヒ ビデオテープ テープﾟが破砕機に絡むため。　ケースも可燃

雛人形 （木・紙製） 木・紙製以外は不燃

ビニールシート （家庭用） 農業用は農協か廃棄物取扱業者へ

ビニールのすだれ

ビニール紐

ビニール袋 （プラマーク無し） プラマークがあればプラ

ビニールプール

ビニールホース 1ｍ程度に切るか束ねる

びょうぶ 大きさ制限注意

肥料 家庭用にかぎる

フ ファイル

フィルム （ネガ）

ふすま 請負業者による解体を伴うものは不可

筆

布団 たたんで紐で縛る

布団圧縮カバー

腐葉土 製品に限る　自作は土参照

プラダン （プラスチックダンボール）

フラワーポット （木製） 木製以外は不燃ごみ

古着

ブルーシート 袋に入らないものはたたんで紐で縛る
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受入可能な可燃ごみ一覧表

名称 特記事項

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。

フロアーマット類

風呂マッ ト（洗い場用）

糞 （ペットのフン）

文房具 （木製） 木製以外は不燃

へ ベッド （木製） 大きさ制限注意　スプリング入マットレスは不可。

ペット砂 汚物は取り除く

ベビーゲート （木製） 木製以外は不燃

ベビーベッド （木製） 木製以外は不燃

ベビーラック （木製） 木製以外は不燃

ベルト （バンド） バックルは不燃

ホ ほうき （木製・竹製） 木製・竹製以外は不燃

帽子

包帯

ホース 1ｍ程度に切るか束ねる

ボーリングのピン

ボール ボーリングボール以外

木刀 （竹刀）

ボストンバック

ホットカーペット 一部小型家電対象　差し込みコードは不燃　コード類は電気コード参照

保冷剤 （ソフトタイプ）

本棚 （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

マ 枕

枕木 （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

マッチ 水に浸けてからだす

マットレス （スプリングなし） 大きさ制限注意

豆炭

丸椅子 （木製） 木製以外は不燃

マルチシート （家庭菜園用） 農業用は農協か廃棄物取扱業者へ

マンドリン 金属製の弦は不燃

耳かき （紙・木製） 紙・木製以外は不燃

ム 蒸し器 （木製） 木製以外は不燃

むしろ 大きさ制限注意

メ 綿棒

モ 毛布 袋に入らなければたたんで紐で縛る

木材 （太さ25cm以下） 請負業者による解体を伴うものは不可

籾殻

ヤ 薬品 （劇薬等危険物以外） 液体は紙や布に吸わせる

野菜くず

ヤッケ

ユ ゆかた

ヨ 洋服ダンス 大きさ制限注意

ヨシズ 大きさ制限注意

ラ ラケット （木製）（テニス、卓球） グラスファイバー製は不燃

ラップ （家庭用の商品）

ランドセル （学生鞄）

リ リュックサック （デイパック）

料理くず

レ レトルト食品の袋 きれいなものはプラ（資源）

練炭 （レンタン）

ロ ローソク

ロープ （金属以外）

ロッキングチェア （木製） 木製以外は不燃　大きさ制限注意

ワ ワープロ用インクリボン ﾃｰﾌﾟが破砕機に絡むため
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名称 特記事項

　ここに掲載されているものは、一般家庭から排出されたものを対象としています。
　事業者（店舗、事務所、工場、農家等）から排出されたものは取り扱いが違います。

Ｙシャツ

輪ゴム

ワゴン （木製台所用） 木製以外は不燃

綿

和だんす 大きさ制限注意

ワッペン

わら

割り箸

腕章

ワンピース

     


