
品目 部品・素材名 分別区分 出し方

か
カーコンポ 埋める
ガーゼ 燃やす 衛生処理のため
カーテン 燃やす １m四方に切って出す、１m四方に切れないものは「粗大ごみ」
カーテンレール 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
カード類 紙製 資源 【古紙】
カード類 プラスチック製 埋める
カーナビ 埋める
カーペット 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
カーボン紙 燃やす
カーラー 埋める 電池使用のものははずす、電池は「有害ごみ」
貝（身） 生ごみ
貝殻 燃やす
懐中電灯 埋める 電池使用のものははずす、電池は「有害ごみ」
カイロ 埋める
鏡 埋める 割れ物は危険と表示し、紙などに包む
カギ 埋める
額縁 木製 燃やす ガラスをはずす、３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
額縁 金属、プラスチック製 埋める ガラスをはずす、指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
かご 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
かご 金属、プラスチック製 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
傘 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
加湿器 埋める
菓子包み 紙製 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
菓子包み プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる
菓子箱 紙製 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
菓子箱 プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる
菓子箱 金属製 埋める
菓子類 生ごみ
ガスオーブン 粗大
ガスコンロ 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ガス台 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
カスタネット 木製 燃やす
カスタネット プラスチック製 埋める
ガスボンベ 処理できない 販売店へ
ガスボンベ（カセットコンロ用） 危険 穴を空けてガスを抜き、「危険物」として出す
ガスマット 埋める 汚れているものは衛生処理のため「燃やすごみ」
カセットコンロ 埋める ボンベをはずす
カセットコンロ用ボンベ 危険 穴を空けてガスを抜き、「危険物」として出す
カセットテープ 埋める
カセットテープケース 埋める
カセットデッキ 埋める
カセットプレーヤー 埋める
型紙 資源 【古紙】
片手鍋 埋める
滑車 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
滑車 金属、プラスチック製 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
カッターナイフ 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
カッパ 埋める
カップ麺などの容器 紙製 資源 【紙製容器】すすいでから紙類のみを袋にまとめる
カップ麺などの容器 プラスチック製 資源 【廃プラ】よく洗って、プラスチック類のみを袋にまとめる
カップ麺などの容器 発泡スチロール製 資源 よく洗って出す
かつら 人毛 燃やす 衛生処理のため
かつら（パーティー用など） プラスチック製 埋める
蚊取り線香 燃やす 立て台は「埋めるごみ」
蚊取り線香カバー 埋める
金網（バーべキュー用など） 埋める
かなづち 埋める
カニの甲羅 生ごみ
かばん 布、革製 燃やす ３０㎝を超えるものは「埋めるごみ」、指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
かばん ビニール、プラスチック製 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
画板 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
画鋲 埋める 刺さらないように紙などに包む
花瓶 埋める 割れ物は危険と表示し、紙などに包む
壁紙 燃やす
釜 埋める
鎌（草刈用） 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
紙オムツ 燃やす 汚物を取り除く
紙コップ、紙皿 燃やす 衛生処理のため
カミソリ 埋める 刺さらないように紙などに包む
髪留め 埋める
紙粘土 燃やす
髪の毛 燃やす 衛生処理のため
紙箱 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
紙パック（中がアルミ） 燃やす 衛生処理のため
紙パック（中が白いもの） 資源 中をすすいで開く
紙やすり 燃やす
ガムテープ 燃やす
ガムの箱、包み紙 紙製 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
ガムの箱、包み紙 プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる
カメラ 埋める 電池使用のものははずす、電池は「有害ごみ」
画用紙 資源 【古紙】
カラーボックス 木製 粗大 ３０㎝以下に解体した場合は「燃えるごみ」
カラーボックス プラスチック製 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
カラオケ演奏機器 粗大
ガラス（板ガラス、コップ） 埋める 割れ物は危険と表示し、紙などに包む
ガラス（びん） 資源 キャップをはずす
ガラス（びん）のフタ プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
軽石 埋める
カルタ 紙製 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
カルタ プラスチック製 埋める
カレンダー 資源 【古紙】紙以外のもの（金具など）ははずして「埋めるごみ」へ
革靴 燃やす 安全靴は「埋めるごみ」
革手袋 燃やす
缶（飲食用） 資源 素材ごとに分別
缶（飲食用以外） 埋める
缶（スプレー缶） 危険 穴を空けてガスを抜き、「危険物」として出す
換気扇 埋める
換気扇フィルター 燃やす 衛生処理のため
缶切り 埋める
乾燥機 粗大



乾燥剤 燃やす 衛生処理のため
乾電池 有害
カンナ 埋める
感熱紙 燃やす

き
キーボード（楽器） 粗大
木、枝、丸太 粗大 直径５㎝又は長さ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
ギター 粗大
キックボード 粗大
キッチンタオル 燃やす 衛生処理のため
キッチンペーパー 燃やす 衛生処理のため
きね 粗大
木箱 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
木べら 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
脚立 粗大
キャッシュカード 埋める 切断して出す
キャットフード 生ごみ
キャップ（フタ） プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる
キャップ（フタ） 金属製 埋める
急須 埋める
給湯器 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
牛乳パック 資源 中をすすいで開く
鏡台 粗大
きり 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
霧吹き 埋める
禁煙用パイプ 埋める
金魚のエサ 生ごみ
金魚鉢 埋める 割れ物は危険と表示し、紙などに包む
金庫 粗大 手提げ金庫は「埋めるごみ」
金属チューブ 埋める
金属チューブのフタ プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」

く
空気入れ 埋める
空気清浄機 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
クーラーボックス 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
釘 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
釘抜き 埋める
草 燃やす
草刈機（家庭用） 粗大
鎖 埋める
クシ 木製 燃やす
クシ 金属、プラスチック製、べっ甲 埋める
薬 燃やす 衛生処理のため
薬の紙袋 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
果物 生ごみ 水分を切る
果物ナイフ 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
靴 燃やす 安全靴は「埋めるごみ」
靴下 燃やす
クッション 布製 燃やす ３０㎝を超えるものは「埋めるごみ」、指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
クッション ビニール、プラスチック製 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
靴べら 木製 燃やす
靴べら 金属、プラスチック製 埋める
熊手 埋める
グラス 埋める 割れ物は危険と表示し、紙などに包む
グラスウール 粗大 解体などに伴う場合は産業廃棄物に該当する場合がある
クリアファイル 埋める
クリスマスツリー 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
クリップ 埋める
車イス 粗大
クレジットカード 埋める 切断して出す
クレヨン 燃やす プラスチックケースは「埋めるごみ」
グローブ（野球用） 燃やす
くわ 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
軍手 燃やす

け
蛍光管 有害 割れないようにケースに入れる
蛍光灯 埋める 蛍光管ははずして「有害ごみ」へ
蛍光ペン 埋める
携帯電話 処理できない 販売店へ
毛糸 燃やす
計量カップ 埋める
ケーブル 埋める 丸めて指定袋に入れる
ゲーム機本体 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ゲーム機紙箱 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
ゲーム機緩衝材 発泡スチロール製 資源
ゲーム機ビニール袋 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる
ゲーム機説明書 資源 【古紙】
ゲームソフト 埋める
消しゴム 燃やす
化粧品 燃やす 紙などに染み込ませる
化粧品の容器 埋める よく洗って出す
下駄 燃やす
下駄箱 粗大
ケチャップなどのチューブ、びん 資源 フタを取り、よく洗って素材ごとに分別
ケチャップなどのチューブ、びんのフタプラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
血圧計 埋める 水銀を使用しているものは「有害ごみ」
毛抜き 埋める
けん引ロープ 埋める
玄関マット 埋める
建材 処理できない 事業者へ相談
剣山 埋める 刺さらないように紙などに包む
けん玉 木製 燃やす
けん玉 金属、プラスチック製 埋める

こ
碁石 埋める
鯉のぼり 埋める
鯉のぼりポール 粗大
工具箱 埋める
ゴーグル 埋める
コースター 布、革、木製、コルク 燃やす



コースター 金属、プラスチック製 燃やす
コート 燃やす ロングコートは半分に切る
コート掛け 粗大
コード類 埋める 丸めて指定袋に入れる
コーヒー、紅茶などの豆、葉、粉 生ごみ 水分を切る
コーヒー、紅茶などのティパック、フィルター 燃やす 衛生処理のため
コーヒー、紅茶などのびん、缶 資源 フタを取り、よく洗って素材ごとに分別
コーヒー、紅茶などのびん 、缶のフタプラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
コーヒーメーカー 埋める
黒板消し 木製 燃やす
黒板消し 金属、プラスチック製 埋める
ゴザ 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
こたつ 粗大
コットン（綿） 燃やす
コップ 埋める 割れ物は危険と表示し、紙などに包む
琴 粗大
子供用紙オムツ 燃やす 汚物を取り除く
碁盤 埋める
コマ（玩具） 木製 燃やす
コマ（玩具） 金属、プラスチック製 埋める
コミック 資源 【古紙】
ごみ箱 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ゴム（輪ゴム） 燃やす
ゴム印 ゴム、木製 燃やす
ゴム印 プラスチック製 埋める
ゴム手袋 燃やす
ゴムホース 燃やす １m以下に切る
ゴムボート 粗大
米びつ 粗大
コルク 燃やす
コルク抜き 埋める
コルクボード 燃やす ３０㎝を超えるものは「埋めるごみ」、指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ゴルフ用具（グローブ、シューズ、ボール） 燃やす
ゴルフ用具（クラブ、バッグ） 粗大
コンクリート、ブロック類（家庭用） 粗大 解体などに伴う場合は産業廃棄物に該当する場合がある
混合栓 埋める
コンセント 埋める
コンテナ 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
コンドーム 燃やす 衛生処理のため
コンパス 埋める 刺さらないように紙などに包む
コンポ 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
コンポスト容器 粗大
コンロ（焼肉用） 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」


