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ごみ分別一覧および粗大ごみ処理手数料

品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

あ アイロン 不燃
アイロン台 不燃・粗大 200
アコーディオンカーテン 粗大 400
アコーディオンドア 粗大 400

油の容器（カン） 不燃 中身は使い切ってから
出してください。

油の容器（ガラス） 不燃 中身は使い切ってから
出してください。

油の容器（プラ製） 可燃 中身は使い切ってから
出してください。

雨戸 粗大 400
編み機 粗大 200
網戸 粗大 200
アルバム 可燃
アルミ缶 資源ごみ 資源ごみステーションへ
アルミ箔 可燃
アルミの器（鍋焼きうどんの器など） 不燃
アンテナ 不燃・粗大 200
アンプ 不燃・粗大 200

い 石 引取りできません。業者へ相談
衣装ケース（プラ製） 可燃・粗大 200
椅子（１脚） 粗大 200
板（１枚） 可燃・粗大 200
一輪車 粗大 200
衣服 再生資源
犬小屋 粗大 200

医療廃棄物 引取りできません。
医療機関・業者へ相談

衣類乾燥機 家電リサイクル法に基づ
いた処理をしてください。

入歯 可燃
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

い インクカートリッジ 可燃 出来るだけ電気店等の回
収ボックスへ。

インクリボン 可燃
う ウインドエアコン 家電リサイクル法に基づ

いた処理をしてください。
ウインドファン 粗大 400
植木（幹の太さ10㎝未満５本まで） 可燃・粗大 200 長さは１m以下に切る。
植木（幹の太さ10㎝以上１本） 可燃・粗大 200 長さは１m以下に切る。
植木鉢（陶磁器製） 不燃 200 土をきれいに取り除く。
植木鉢（プラ製） 可燃・粗大 200 土をきれいに取り除く。
うす（石製） 引取りできません。業者へ相談
うす（木製） 可燃・粗大 400

え 映写機 粗大 600

エアコン 家電リサイクル法に基づ
いた処理をしてください。

枝 可燃
直径５㎝長さ30㎝以内に
して指定ごみ袋に入れる。
その他は生活環境課に相談

絵の具のチューブ 可燃
縁側の台（縁台） 粗大 400

園芸用支柱・（プラ製・5本まで） 可燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折るこ
とができれば可燃ごみ

園芸用支柱・（金属製・5本まで） 不燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折るこ
とができれば不燃ごみ

エンジンオイル 引取りできません。販売店へ相談
お オイル 引取りできません。販売店へ相談

オイル缶 不燃 中身を使い切ってから
出してください。

オイルヒーター 不燃・粗大 400
オートバイ・単車 引取りできません。P19参照
オーディオラック 粗大 400
オーブンレンジ 不燃・粗大 400
オットマン 粗大 200
おむつ 可燃 汚物はトイレに流してください。
オルガン・エレクトーン 粗大 1,000
温風機 不燃・粗大 200

か カーキャリア 不燃・粗大 400
カーテン（一対） 可燃・粗大 200
カーテンレール（5本まで） 不燃・粗大 200

カーナビ 不燃・小型
家電

カーペット（5畳未満） 可燃・粗大 200
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

か カーペット（５畳以上） 可燃・粗大 400
カーポート（屋根の板）2ｍ×1.5ｍ 粗大 200
カーポート柱（１本） 粗大 200
カーポート門扉（ジャバラ式） 粗大 400
貝殻 可燃
カイロ 不燃
額（指定ごみ袋に入らない大きさのもの） 粗大 200
学習机 粗大 600
学習机の棚 粗大 200

傘（5本まで） 不燃・粗大 200 袋に入る大きさに折るこ
とができれば不燃ごみ

果実酒を作るビン 不燃
ガスオーブン 粗大 400
ガスコンロ（家庭用小） 不燃・粗大 400
ガスコンロ（家庭用大） 粗大 600
ガスストーブ 不燃・粗大 200
ガス台（オーブンレンジ付） 粗大 600
かばん（布・皮・合皮・ビニール製） 可燃
壁紙 可燃
紙粘土 可燃
紙パック（中が白色） 再生資源
紙パック（中が銀・茶色） 可燃
カラオケセット 粗大 400
ガラス戸 不燃・粗大 400
皮製品 可燃
瓦 引取りできません。業者へ相談
缶（アルミ・スチール） 資源ごみ 資源ごみステーションへ
簡易金庫（40㎝×60㎝未満） 不燃・粗大 600
簡易金庫（40㎝×60㎝以上） 粗大 1,000
簡易トイレ（ポータブルトイレ） 粗大 400 枠のみ200円
換気扇 不燃・粗大 200
緩衝材（プチプチ） プラ

乾燥剤（シリカゲル） 可燃 水気に触れないように必
ずビニール袋に入れる

乾電池 有害ごみ 有害ごみボックスへ
感熱紙 可燃

き キーボード（卓上電子ピアノ） 不燃・粗大 200
キーボード（パソコン） 小型家電
ギター 粗大 200
ギターケース 粗大 200
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

き キックボード 不燃・粗大 200
キッチンワゴン 粗大 200
脚立 粗大 200
キャットタワー 粗大 400
キャンバス 可燃・粗大 200
キャンプ用テーブル（折りたたみ式） 粗大 400
キャンプ用ベッド（折りたたみ式） 粗大 400
キャリーカート（買い物用） 粗大 200
教科書 再生資源

鏡台 粗大 600 台のみ400円、鏡のみ
200円

金庫（置き型） 引取りできません。業者へ相談
く 杭（1本） 不燃・粗大 200

空気清浄機 不燃・粗大 400
クーラーボックス 可燃・粗大 200
草 可燃 土を落とし、乾かしてから出す。
草刈機（燃料は抜く） 粗大 200

薬（錠剤・カプセル）の包装シート プラ アルミがはがせなくても
プラで出してＯＫ。

口紅 可燃
靴（革靴・スニーカー・パンプス・サンダル） 可燃
クッション 可燃・粗大 200
果物を入れるネット
（みかん・りんご・たまねぎ等） プラ

クリスマスツリー 可燃・粗大 200
車いす 粗大 400 電動は引取り不可
クレヨン・クレパス 可燃
グレーチング（溝蓋） 不燃・粗大 400

け ゲーム機 不燃・
小型家電

蛍光灯・蛍光管 有害ごみ 有害ごみボックスへ
携帯電話 小型家電
消しゴム 可燃
下駄箱（90㎝以上） 粗大 600
下駄箱（90㎝未満） 粗大 400
健康器具 粗大 600
現像機 粗大 600
建築廃材 引取りできません。業者へ相談

こ 工具箱（プラ製） 可燃・粗大 200
工具箱（金属製） 不燃・粗大 200
合皮 可燃
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

こ ござ 可燃・粗大 200

こたつ 粗大 400 天板のみ200円、下のみ
200円

琴 粗大 400
骨壺 引取りできません。
子供用遊具（ブランコ・滑り台を除く） 粗大 200
コピー機（家庭用） 不燃・粗大 400
ごみ箱（45ℓ以上） 可燃・粗大 400
ごみ箱（45ℓ未満） 可燃・粗大 200
ゴムホース 可燃
米びつ 可燃・粗大 200
ゴルフクラブ（１束１４本まで） 粗大 400
ゴルフネット 粗大 400
ゴルフバッグ 粗大 200
ゴルフボール 可燃 大量にある場合は生活環境課へ相談
ゴルフマット 粗大 200
コンタクトレンズ 可燃
コンクリート 引取りできません。業者へ相談
コンパネ（１枚） 粗大 200
コンポスト 粗大 400

さ サークル（４枚１セット） 粗大 200
サーフボード 引取りできません。業者へ相談
サイクリングマシーン（トレーニング機器） 粗大 600
座椅子 粗大 200
サイドボード 粗大 1,000
サウナ機（家庭用） 粗大 1,000
座布団（５枚まで） 可燃・粗大 200
三角コーン 可燃・粗大 200
三段ボックス 粗大 200
サンドバッグ 粗大 800 中が砂のものは引取りできません。
サンドバッグ台 粗大 400
三面鏡 粗大 400 上のみ200円、下のみ200円
三輪車 粗大 200

し CD・CDケース 可燃
磁石 不燃
システムキッチン 引取りできません。業者へ相談
下着 可燃

自転車 粗大 400 電動自転車はバッテリー
をはずす

芝刈り機 粗大 200
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

し 事務机 粗大 600
写真 可燃
ジャングルジム（家庭用） 粗大 200
充電器 引取りできません。販売店へ相談
消火器 引取りできません。P19参照
障子 粗大 200
浄水器 不燃・粗大 400
照明器具 粗大 200 蛍光管・電球ははずす
除湿器 粗大 400
食器洗浄機・食器乾燥機 粗大 400
食器棚（高さ90㎝以上のもの） 粗大 600
食器棚（高さ90㎝未満のもの） 粗大 400
食品トレー（白） 資源ごみ 資源ごみステーションへ
食品トレー（色・柄） プラ
人工芝（５畳以上） 可燃・粗大 400
人工芝（５畳未満） 可燃・粗大 200
新聞紙 再生資源

す 水槽 不燃・粗大 400
炊飯器 不燃
スイングラック 粗大 200
スーツケース 不燃・粗大 200
姿見 粗大 400
スキー板（ストック含む） 粗大 200
すずり 不燃
すだれ 可燃・粗大 200
スタンプ台（金属） 不燃
スチール缶 資源ごみ 資源ごみステーションへ
スチール棚（高さ90㎝以上のもの） 粗大 600
スチール棚（高さ90㎝未満のもの） 粗大 400
ステレオ（一式） 粗大 600
ステレオラック 粗大 400
砂 引取りできません。業者へ相談
スノーボード・スケートボード 粗大 200
スノコ（１枚） 可燃・粗大 200
スパイクシューズ 可燃 可能な限り金属部分をはずす

スピーカー　２個 粗大・
小型家電 200

スプレー缶 不燃 中身を使い切ってから出
してください。

すべり台 粗大 600
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

す ズボンプレッサー 粗大 200
炭 可燃
スリッパ立て 粗大 200
スロットマシーン 粗大 1,000

せ 精米機（家庭用） 不燃・粗大 400
セーフティガード（子供用） 粗大 200
石油ストーブ 不燃・粗大 200 灯油は抜く
石油タンク 粗大 600 灯油は抜く
接着剤 可燃
セメント 引取りできません。業者へ相談

洗濯機 家電リサイクル法に基づ
いた処理をしてください。

洗濯機台 粗大 200
扇風機・送風機 不燃・粗大 200
洗面器（プラ製） 可燃

そ 造花 可燃・粗大 200
掃除機 不燃・粗大 200
ソファー（１人用） 粗大 400
ソファー（２人以上用） 粗大 600

た 体温計（水銀使用） 有害ごみ 有害ごみボックスへ
体温計（電子式） 小型家電 電池ははずす
台車 不燃・粗大 200
タイヤ 引取りできません。販売店へ相談
タイヤチェーン 引取りできません。販売店へ相談
タイヤホイール 引取りできません。販売店へ相談
太陽熱温水器 引取りできません。販売店へ相談
高枝ばさみ 不燃・粗大 200
竹馬（一対） 粗大 200
ダストボックス（コンテナ） 粗大 600
ダストボックスのふた 粗大 200
脱衣かご 可燃・粗大 200
卓球台 粗大 400
畳 引取りできません。販売店へ相談
脱臭剤 可燃
棚（高さ90㎝以上のもの） 粗大 600
棚（高さ90㎝未満のもの） 粗大 400
たらい 粗大 200
タンス（高さ90㎝以上のもの） 粗大 800
タンス（高さ90㎝未満のもの） 粗大 400
タンス上の飾り棚 粗大 200
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

た 段ボール 再生資源
ち チャイルドシート 粗大 200

注射器・注射針（在宅医療用） 引取りできません。
医療機関・業者へ相談

チョーク 可燃
調理台 粗大 400
つい立て（１枚） 粗大 200

つ 机（折りたたみ式の小さいもの） 粗大 400
机（引き出し有） 粗大 1,000
机（引き出し無） 粗大 600
土 引取りできません。業者へ相談

つっぱり棒（プラ製） 可燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折る
ことができれば可燃ごみ

つっぱり棒（金属製） 不燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折る
ことができれば不燃ごみ

釣り竿（５本まで） 可燃・粗大 200
て テーブル 粗大 400
デッキブラシ（５本まで） 可燃・粗大 200
手作り台 粗大 200
鉄パイプ（１本） 粗大 200
テニスボール 可燃

テレビ 家電リサイクル法に基づ
いた処理をしてください。

テレビ台 粗大 400
電球（LED電球） 不燃
電球（蛍光管） 有害ごみ 有害ごみボックスへ
電球（白熱） 不燃
電気カーペット 不燃
電気スタンド 不燃・粗大 200
電気ストーブ 不燃・粗大 200
電子ピアノ 粗大 1,000
電気毛布 不燃
電子レンジ 不燃・粗大 200
テント一式 粗大 400
電話台 粗大 200

と ドア 粗大 400

豆腐のパック プラ 容器を水でゆすいで蓋と
パックを分けて出す。

灯油 引取りできません。業者へ相談
トイレ（ペット用） 粗大 200
藤のかご 可燃・粗大 200
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

と ドラフター（製図機） 粗大 600
ドラム缶 引取りできません。業者へ相談
ドラムセット 粗大 1,000
トランポリン（家庭用） 粗大 200

な ナイフ 不燃 厚紙にくるんで「危険」
の張り紙を貼る

長靴 可燃
流し台 粗大 1,000
生ごみ処理機 不燃・粗大 400
波板（180㎝×90㎝）１枚 粗大 200
波板（90㎝×90㎝）２枚 粗大 200

に ニス 引取りできません。業者へ相談
人形ケース 粗大 200

ぬ ぬいぐるみ 可燃・粗大 200
ね ネガフィルム 可燃
粘土 可燃

の 農機具 引取りできません。業者へ相談
農業用ビニール 引取りできません。業者へ相談
農薬 引取りできません。業者へ相談

は バーベキューセット 粗大 200
パイプハンガー（ファンシーケース） 粗大 200
はしご 粗大 400
柱時計 粗大 200
バスケットゴールセット 粗大 600
パソコン 引取りできません。P18参照
パソコンラック 粗大 400
はた織り機 粗大 1,000
パチンコ台 粗大 800
バッテリー 引取りできません。P19参照

バット（木製） 可燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折る
ことができれば可燃ごみ

バット（金属製） 不燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折る
ことができれば不燃ごみ

発泡スチロール プラ 大きなものは小さくして出す。
花火（使用済み） 可燃
花火（未使用） 引取りできません。業者へ相談
パンチングボール 粗大 400

は パン焼き機 不燃・粗大 200
ひ ピアニカ 可燃
ピアノ 引取りできません。販売店へ相談
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

ひ ビーチパラソル 粗大 200
ビデオテープ 可燃
ビデオデッキ 粗大 200
ひな壇 粗大 400
火ばち 不燃・粗大 400

ビン（飲料用・調味料用・薬用・化粧品用） 資源ごみ 中身を空にして資源ごみ
ステーションへ。

ふ ファンヒーター 不燃・粗大 200 灯油は抜く。
ふすま 粗大 200
仏壇・仏具 引取りできません。
ふとん 可燃・粗大 200
布団干し 粗大 200
ブラインド 粗大 600
ぶら下がり健康器 粗大 200
フラワースタンド 粗大 400
ブランコ（家庭用） 粗大 200
プランター（20㎝×60㎝）５個まで 可燃・粗大 200
プリンター 粗大 200

プレイヤー（CD・レコード等） 粗大・
小型家電 200

風呂用品（各１点ごと） 粗大 200
へ ベッド（シングル・マットを除く） 粗大 600
ベッド（セミダブル・マットを除く） 粗大 800
ベッド（ダブル以上・マットを除く） 粗大 1,000
ベッド（２段） 粗大 1,200
ペット小屋・ペットサークル 粗大 200
ペットボトル 資源ごみ 資源ごみステーションへ
ペットボトルのふた プラ
ペットボトルのラベル プラ
ベビー用品（タンス・ベッドを除く） 粗大 200
ベビーダンス 粗大 400
ベビーベッド 粗大 400
部屋の物干し 粗大 200
便座（ウォシュレット） 粗大 400
便器・トイレのタンク
（それぞれ１点ごとに） 粗大 400

ペンキ 引取りできません。業者へ相談
へ ベンチ 粗大 400
望遠鏡 不燃・粗大 200

ほ ホース（ビニール・ゴム） 可燃
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

ほ ボーリングの玉 引取りできません。業者へ相談
ボール 可燃
ボールペン 可燃

ほうき（５本まで） 可燃・粗大 200 袋に収まる大きさに折る
ことができれば可燃ごみ

防虫剤 可燃
防腐剤 可燃
歩行器具（ベビー、老人用） 粗大 200
ポスト 粗大 400
補聴器 小型家電
ホットプレート 不燃・粗大 200
ほ乳瓶（ガラス製） 不燃
ほ乳瓶（プラスチック製） 可燃
ポリタンク 可燃・粗大 200 中身を必ず抜く

ポリバケツ（45ℓ未満） 可燃・粗大 200 袋に収まる大きさにでき
れば可燃ごみ

ポリバケツ（45ℓ以上） 粗大 400
保冷剤 可燃
本棚（高さ・幅90㎝以上のもの） 粗大 600
本棚（高さ・幅90㎝未満のもの） 粗大 400
ボンボンベッド 粗大 400

ま マウス（パソコン用） 可燃・
小型家電

まくら木 粗大 400
マジックペン 可燃
マッサージチェアー（座椅子型） 粗大 600
マッサージチェアー 粗大 1,000
マット（電動・簡単装置付き） 粗大 400
マットレス（シングル） 粗大 400
マットレス（スプリングなし） 粗大 400
マットレス（セミダブル） 粗大 600
マットレス（ダブル以上） 粗大 800
窓 粗大 200
マネキン 粗大 400

み ミシン（卓上式以外のもの） 粗大 1,000
ミシン（卓上式） 不燃・粗大 400

ミニコンポ 不燃・粗大
・小型家電 200

も モーター（発電機） 引取りできません。販売店へ相談
毛布 可燃
餅つき機 粗大 200
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品　　　　　　　名 分別区分 粗大ごみ手数料（円） 出し方・注意点

も もち箱（プラスチック製）３箱まで 粗大 200
物置（解体した状態にあるもの） 粗大 2,000 簡易であるものに限る。
物干し竿 粗大 200

物干し台（１対） 粗大 400 ブロック・レンガは引取
りできません。

ゆ 湯沸し器（電池を除く） 粗大 200
よ ヨーグルトのフタ（銀紙製） 可燃
ヨーグルトのフタ（プラ製） プラ
よしず 粗大 200

ら ライター 不燃 必ず中身のガスを抜く
ラップ 可燃
ラティス 粗大 400
ランドセル 可燃

り リコーダー 可燃
リモコン 小型家電
リュックサック 可燃

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル法に基づ
いた処理をしてください。

冷風器 不燃・粗大 400
レコード 可燃
レジスター 粗大 400
レジの袋 プラ

レトルト食品の袋 プラ ただし、汚れが落ちない
ものは可燃ごみ

レンガ 引取りできません。販売店へ相談
レンジ台（米びつ付き含む） 粗大 400
レンジフード 粗大 400

ろ ローイングマシーン
（家庭用トレーニング器具） 粗大 600

ローソファー（２人以上用） 粗大 400
ロールスクリーン（2ｍ未満５本まで） 粗大 200
ロールスクリーン（2ｍ以上） 粗大 400
ろうそく 可燃
ロッカー 粗大 400

わ ワープロ一式 粗大 200
ワゴン（60㎝×30㎝） 粗大 200

※品名に記載のないものなどは、お気軽に生活環境課へ
お問い合わせください。
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