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※ホチキスを外す際はケガに十分
　気を付けてください。

わたしの地区の収集日
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保存版
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・

ごみは種類ごとに分別し、
地区ごとに決められた曜日の午前 7時までに
集積所へ出してください。

このガイドブックは防衛省の交付金を活用して作製しています。
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地区別収集日一覧表
鉾田地区 不燃ごみは全域水曜日です

地区名 可燃ごみ ペットボトル 資源びん
紙類有害ごみ

あ 青柳 月・木 第２、４水 第２、４月
青山 月・木 第１、３水 第２、４木
秋山 火・金 第２、４水 第１、３金
旭町 火・金 第１、３水 第１、３火
粟野 月・木 第２、４水 第２、４月
安房北 火・金 第２、４水 第１、３火
安房高野 月・木 第２、４水 第１、３月
安房南 火・金 第２、４水 第１、３火

い 飯名 火・金 第２、４水 第１、３金
石八戸 火・金 第２、４水 第１、３金

お 大川 月・木 第２、４水 第１、３木
大竹 月・木 第１、３水 第２、４木
大戸 火・金 第２、４水 第２、４金
大和田 月・木 第２、４水 第１、３木
岡堀米 月・木 第１、３水 第２、４木
小高根 月・木 第１、３水 第１、３木

か 額相 火・金 第２、４水 第１、３金
柏熊 火・金 第２、４水 第２、４火
烟田 月・木 第１、３水 第１、３木
上宿 火・金 第１、３水 第２、４火
上諏訪 火・金 第２、４水 第２、４火
上冨田 月・木 第２、４水 第２、４木
借宿 月・木 第２、４水 第２、４月
借宿新田 月・木 第２、４水 第２、４月

く 串挽上 火・金 第１、３水 第１、３金
串挽下 火・金 第１、３水 第１、３金
玄生 月・木 第１、３水 第１、３木
郡境 月・木 第２、４水 第２、４月

こ 駒木根 火・金 第２、４水 第２、４金
さ 坂戸 月・木 第２、４水 第１、３月

桜本 月・木 第１、３水 第１、３月
し 七軒町 月・木 第１、３水 第１、３月

下荒地 月・木 第１、３水 第２、４木
下冨田 月・木 第２、４水 第２、４木
昭和町 火・金 第１、３水 第２、４火
白塚 月・木 第１、３水 第２、４木
新鉾田 月・木 第１、３水 第１、３月

地区名 可燃ごみ ペットボトル 資源びん
紙類有害ごみ

し 新鉾田西 月・木 第１、３水 第２、４月
新町 月・木 第１、３水 第２、４月

す 須賀 月・木 第２、４水 第２、４月
スカイタウン 火・金 第１、３水 第１、３金
菅野谷 月・木 第２、４水 第１、３木

た 高田 火・金 第１、３水 第１、３金
田中 月・木 第１、３水 第１、３木

つ つくし野団地 火・金 第２、４水 第１、３火
と 塔ヶ崎 火・金 第１、３水 第２、４火

当間 月・木 第２、４水 第１、３月
徳宿新田 火・金 第２、４水 第２、４金
徳宿本郷 火・金 第２、４水 第２、４金
鳥栖新田 月・木 第２、４水 第２、４木
鳥栖本郷 月・木 第２、４水 第２、４木

な 仲須 火・金 第１、３水 第１、３火
に 西台 火・金 第１、３水 第２、４火

西半原 火・金 第１、３水 第２、４金
西町 火・金 第１、３水 第２、４火
新里 月・木 第２、４水 第１、３月

の 野友 火・金 第１、３水 第２、４金
は 半原 火・金 第１、３水 第２、４金
ひ 東野 火・金 第２、４水 第２、４金
ふ 藤沼 月・木 第２、４水 第２、４木

舟木 火・金 第２、４水 第１、３金
古宿 月・木 第１、３水 第２、４月

ほ 堀之内 火・金 第１、３水 第１、３金
本町 火・金 第１、３水 第１、３火

み 御城 火・金 第１、３水 第１、３火
南野 火・金 第２、４水 第１、３金
美原 月・木 第１、３水 第２、４木
宮内 月・木 第１、３水 第１、３木

も 本橋町 火・金 第１、３水 第１、３火
紅葉 月・木 第２、４水 第１、３木

や 安塚 月・木 第１、３水 第１、３木
ゆ 靭負 火・金 第２、４水 第２、４火
よ 横町 月・木 第１、３水 第２、４月

寄居 月・木 第２、４水 第１、３月
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地区名 可燃ごみ ペットボトル 資源びん
紙類有害ごみ

あ 青山 月・木 第１、３水 第１、３木
阿玉 火・金 第１、３水 第１、３木
吾妻原 火・金 第１、３水 第１、３木
荒地 月・木 第２、４水 第２、４木

い 飯島 月・木 第２、４水 第２、４木
え 江川 月・木 第２、４水 第２、４木
お 大蔵 火・金 第１、３水 第１、３木
か 梶山 火・金 第１、３水 第１、３木

上沢 月・木 第２、４水 第２、４木
上幡木 月・木 第２、４水 第２、４木

き 京知釜 月・木 第２、４水 第２、４木
く 汲上上宿 月・木 第１、３水 第１、３木

汲上下宿 月・木 第１、３水 第１、３木
組塚 月・木 第２、４水 第２、４木

こ 金並 火・金 第１、３水 第１、３木
さ 堺釜 月・木 第２、４水 第２、４木
し 椎之内 月・木 第１、３水 第１、３木

地区名 可燃ごみ ペットボトル 資源びん
紙類有害ごみ

し 下沢 月・木 第２、４水 第２、４木
た 台浜西部 月・木 第１、３水 第１、３木

台浜第一 月・木 第１、３水 第１、３木
台浜第二 月・木 第１、３水 第１、３木
高釜 月・木 第２、４水 第２、４木
田子沼 月・木 第２、４水 第２、４木
田塚 火・金 第１、３水 第１、３木

て 天神平 火・金 第１、３水 第１、３木
な 中居 月・木 第２、４水 第２、４木
に 濁沢 月・木 第１、３水 第１、３木
ひ 東原 火・金 第１、３水 第１、３木
ふ 札 火・金 第２、４水 第２、４木

二重作 火・金 第１、３水 第１、３木
武与釜 月・木 第２、４水 第２、４木

へ 別所釜 月・木 第１、３水 第１、３木
ま 町山 月・木 第１、３水 第１、３木
わ 和田 火・金 第１、３水 第１、３木

大洋地区 不燃ごみは全域水曜日です

※祝日も収集を行っております。年末年始の収集は通常と異なるため、広報等でお知らせします。
※表記の地区名は、収集日ごとの地区となっております。
　収集日がご不明な方は、集積所の利用者または市役所 生活環境課までお問い合わせください。

一般廃棄物処理業許可業者
家庭から排出される粗大ごみや一時的に出る大量のごみ等について、処理施設へ自己搬入
できない方は、下記許可業者へご相談ください。

※令和２年３月末現在

業者名（50音順） 住　所 電話番号
㈱旭環境 鉾田市勝下770番地 0291-37-0550
㈱石崎商事 鉾田市玉田1047番地4 0291-37-3966
㈱茨城県クリニック・クリーン協会 水戸市鯉淵町1番地5 029-259-7200
小野運送㈲（大洋地区のみ） 鉾田市上沢614番地1 0291-39-2429
㈲川上産業 大洗町五反田11番地1 029-267-2829
北関東通商㈱ 水戸市東前三丁目234番地 029-269-2033
㈲榊原商店 潮来市潮来7166番地 0299-63-1726
髙橋古物商店 鉾田市野友1480番地2 0291-32-2684
㈱出久根運送 鉾田市下冨田805番地5 0291-36-3804
丸善エコアース㈲ 行方市羽生673番地2 0299-57-0530
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可燃ごみ
出し方 鉾田市の指定ごみ袋に入れてください。

枝木・草類（枯らしたもの）
枝木は太さが３cm程度までのものに限ります。
長さを50cm程度にし、直径30cm程度に束ねて
ください。
草類は土を落とし、指定ごみ袋へ入れてください。
一度に出す量は２，３束（袋）ずつにしてください。

皮革製品
（合成皮革製品）

ゴム・
ビニール製品・
発泡スチロール

衣類廃食油
紙などに染み込ませる
か、固めてください。

凝固剤

生ごみ・貝殻
しっかりと水切りを
してください。

プラスチック製品

集積所 〇 自己搬入 〇

⃝野外焼却の禁止： ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則
　　　　　　　　　禁止されておりますので、ルールを守って適切に処理してください。（野焼き）

紙オムツ
汚物はトイレで
処理してください。

指定ごみ袋

5 鉾田市（鉾田・大洋地区）　ごみの出し方ガイドブック
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不燃ごみ
出し方 プラスチック製のコンテナに入れて出してください。

ライター

集積所 〇 自己搬入 〇

フライパン・
なべ・やかん

ジ
ュ
ー
ス

お茶

空き缶
中身を残さず、
中を水ですすいで
ください。

お茶

⃝１辺が30cmを超えるものは、粗大ごみとなります。（９ページ参照）
⃝小型家電については「小型家電回収ボックス」も利用可能です。（10ページ参照）
⃝電池が入っているものは必ず取り外してください。
⃝蛍光灯、電球、電池、水銀体温計等は有害ごみとなります。（８ページ参照）

スプレー缶
中身を使い切って、穴を開け
てから出してください。

（穴を開ける際は火気・換気
などに十分ご注意ください）

中身を必ず使い切って
から出してください。

殺
虫
剤

Ｇ
Ａ
Ｓ

※空き缶は不燃ごみとして収集していますが、処理施設で分別し、リサイクルをしています。

食器・ガラス
割れたものは新聞紙
などで包み、「キケン」
と表示してください。

刃物類
新聞紙などで包み、

「キケン」と表示して
ください。
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資源物（びん・紙類）

資源びん
出し方 中身を残さず、中を水ですすいで指定コンテナに入れてください。

茶色びん

茶色びん
専用

酒

無色びん

無色びん
専用

その他びん

その他びん
専用

紙パック

集積所 〇 自己搬入 〇

⃝飲食用以外のもの、割れたり汚れたりしているものは、不燃ごみとして出してください。

紙類（新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パック）
種類ごとにひもで十字に縛ってください。

ダンボール新聞紙
（折込みチラシを含む）

雑誌
（週刊誌・カタログなど）

出し方

⃝紙類はぬれるとリサイクルに影響するため、雨の日に出すのは控えてください。
⃝新聞販売店の袋を利用する際も、ひもで十字に縛ってください。
⃝ 新聞紙や雑誌類を束ねる際は、粘着テープを使用したり、ダンボールに入れて
　出さないでください。
⃝紙パックは中を水ですすいでください。
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ペットボトル

キャップとラベルを取る
キャップとラベルは可燃ごみへ

中を水洗い 専用収集かごへ

集積所 〇 自己搬入 〇

出し方 中身を残さず、中を水ですすいで専用収集かごに入れてください。

材質表示マーク
リサイクルできるペットボトルには、
ラベル部分やボトルの底にこのマークが表示されています。

集積所 〇 自己搬入 〇

蛍光灯・電球 電池・携帯電話の
バッテリー等

水銀体温計

35
6

8
9
40
1
42

37

出し方 透明か半透明の袋に入れ、有害シールを貼り付けてください。
（有害シールはごみ袋販売店及び市役所にて無料で配布しています。）

有害ごみ

⃝汚れの落ちないものは、可燃ごみとして出してください。
⃝風の強い日は、収集かごが飛ばないようご注意ください。

CR20XX
3V

ペットボトル
　鉾田市

⃝その他のごみと混ざらないよう、必ず分別して出してください。
⃝ 処理施設へ自己搬入する場合は、有害シールは不要です。
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処分方法 各自 鉾田クリーンセンターへ搬入してください。

処理料金 50kgを超える場合25円/kgの手数料がかかります。
計算例：45kg＝無料　60kg＝250円

粗大ごみ（１辺が30cmを超えるごみ）

カーペット
その他： ファンヒーター、電子レンジ、ガスコンロ、自転車、ポリタンク等

ポット・トースター

家電製品 木製家具

ふとん・マットレス

石油ストーブ

集積所 × 自己搬入 〇

⃝ふとん、カーペットなどは２、３箇所を縛って搬入してください。
⃝リサイクル家電の処分にはリサイクル料金がかかります。→10ページ参照
⃝電池が入っているものは必ず取り外してください。

在宅医療廃棄物 集積所 〇 自己搬入 〇

チューブ類

輸液バッグ

使用済みの
ガーゼ、
脱脂綿等

指定ごみ袋指定ごみ袋 指定ごみ袋指定ごみ袋

⃝廃液などは適切に処分してから出してください。
⃝注射針等の鋭利なものや、血液が多量に付着しているものは収集ができませんので、

処方された医療機関または薬局へご相談ください。

カテーテル
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使用済み小型家電

回収対象品目
使用済み小型家電のボックス回収を実施しています。

回収ボックス設置場所（市内７箇所）
施設名 開庁（開館）時間

鉾田市役所本庁舎
平日 午前８時30分～午後５時15分旭市民センター

大洋市民センター
鉾田中央公民館

月曜を除く 午前 ９時～午後５時
旭公民館
とっぷさんて大洋 月曜を除く 午前10時～午後９時
ほっとパーク鉾田 水曜を除く 午前10時～午後９時

※ とっぷさんて大洋、ほっとパーク鉾田の休館日が祝日の場合は翌日が休館となります。

回収対象品目サイズ

15cm×30cm

⃝携帯電話、PHS、スマートフォン、タブレット端末　　　　　⃝電子辞書、電卓、電子書籍端末
⃝デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ　　　　　　⃝ゲーム機（据置型、携帯型）
⃝ハードディスク、USBメモリ、メモリーカード　　　　　　　⃝ICレコーダー
⃝カー用品（カーナビ、ETC・VICSユニット等）　　　　　　　⃝ラジオ
⃝理容用機器（ドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ等）　 ⃝電子血圧計、電子体温計
⃝ポータブル音響機器（MD・CDプレーヤー、ヘッドホン、イヤホン等）　　　　　　　　　など

（テレビ・洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・衣類乾燥機）
リサイクル家電

処理料金
リサイクル料金がかかります。

⃝個人情報は必ず消去してください。
⃝一度投入されたものは返却できませんのでご注意ください。
⃝電池が入っているものは必ず取り外してください。

⃝ 鉾田クリーンセンターへ自己搬入する場合、リサイクル料金とは別に処理を行う指定
取引場所への運搬料金がかかりますので、クリーンセンター窓口にて納入をお願いし
ます。（運搬料金：１台につき1,000円）

に入る大きさの
小型家電を
入れてください

処分方法
①買い換えをするお店や、その製品を購入した販売店に処分依頼をしてください。
②郵便局でリサイクル料金を納入し、鉾田クリーンセンターへ自己搬入してください。

次の方法で処分することができます。
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至水戸・茨城町
至水戸・岩間IC

ともえ川 鉾田
総合公園

至石岡・
千代田石岡IC

旧鉾田駅

ほっとパーク鉾田
GS

旧串挽小学校

鉾田クリーンセンター
至行方市
（旧北浦）

しんほこた

鉾田市役所

上山・鉾田
工業団地

北　浦

大
洗
鹿
島
線

至行方市
（旧北浦・旧玉造）

至行方市
（旧麻生・旧北浦）

至鉾田市街 至水戸市

至鹿嶋市

JA選別
施設 台濁沢

交差点

国
道
51
号

N

一般廃棄物
積替え保管場所

鉾田クリーンセンターの利用案内
家庭から出るごみ 鉾田クリーンセンター　☎0291-32-4187

⃝�祝日の家庭ごみの収集は行いますが、自己搬入はできませんのでご注意ください。
⃝�年末年始の利用については、広報等でお知らせします。

※上記以外のものについては、鉾田クリーンセンターへ自己搬入してください。

所在：鉾田市二重作1688番地1

開所日 搬入時間
毎月　第１・第３日曜日

（但し祝日と年末年始を除く） 午前９時～
午後４時30分毎月　第２・第４金曜日

（但し祝日と年末年始を除く）

搬入できるもの
粗大ごみ

（金属製のもの）
アンテナ、鋳物なべ、草刈り機、
自転車、ストーブ、バケツ　など

資源物（びん・紙類） 新聞、雑誌、ダンボール、紙パック

有害ごみ 蛍光灯、電球、電地　など

ペットボトル

一般廃棄物積替え保管場所利用案内

処理手数料 備考

可燃ごみ 無料 指定ごみ袋を
使用してください

不燃ごみ 無料

資源物
(びん・紙類) 無料

有害ごみ 無料 有害シールは
不要です

ペットボトル 無料

粗大ごみ 有料 ９ページ参照

事業系ごみ
処理手数料 備考

事 業 所・ 店 舗 
からの自己搬入

有料 
（20円/kg）

指定ごみ袋以外
でも搬入可能です 所在：鉾田市串挽2126番地

開所日 搬入時間
毎週　月曜日～金曜日 午前８時～午後４時
毎月　第２日曜日（家庭ごみ） 午前８時～正午

生活環境課　☎0291-36-7486
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鉾田クリーンセンターで受入れできないもの
品　目 処理相談先

自動車解体部品
（タイヤ・バッテリー・ドア・バンパー など）

ガソリンスタンド、カーショップ、
タイヤ専門店、解体許可業者 など

農薬缶、廃ビニール など 市（協議会）で実施している集団回収へ
廃油（ガソリン・軽油・灯油・オイル など） ガソリンスタンド など
薬品 購入した販売店、メーカー など

パソコン、消火器、バイク など 各種リサイクル制度に沿って処理を
してください

建築廃材、住宅設備 など 購入した販売店、専門処理業者 など

建築廃材・産業廃棄物等
建築廃材・産業廃棄物等については、次にご相談ください。

（一社）茨城県産業資源循環協会
☎029-301-7100　http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/

各種リサイクル制度

パソコンリサイクル
購入店に相談または各メーカーが行う回収・リサイクルへ出してください。
詳しくは次にお問い合わせください。

（一社）パソコン３R推進協会　☎03-5282-7685　http://www.pc3r.jp/

消火器リサイクル制度
購入店または（一社）日本消火器工業会に登録された消火器販売店（特定窓口）に
ご相談ください。詳しくは、次にお問い合わせください。

（株）消火器リサイクル推進センター
☎03-5829-6773　http://www.ferpc.jp/accept/

自動二輪リサイクル制度
店頭にリサイクルネットワークのステッカーが提示してある二輪車販売店か指定取引
窓口への引渡しにご協力ください。詳しくは、次にお問い合わせください。

（公財）自動車リサイクル促進センター
☎050-3000-0727　http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

リサイクル家電
購入店に依頼するかリサイクル料金納入後自己搬入してください。
詳しくは次にお問い合わせください。
家電リサイクル券センター（各種リサイクル制度）
☎0120-319640　http://www.rkc.aeha.or.jp/

⃝ これらのごみを集積所に出すことや、鉾田クリーンセンターへ搬入することは
　できませんのでご注意ください。

12鉾田市（鉾田・大洋地区）　ごみの出し方ガイドブック

鉾
田
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
受
入
れ
で
き
な
い
も
の 

╱ 

各
種
リ
サ
イ
ク
ル
制
度

NTH鉾田市_鉾田・大洋地区_本文.indd   12 2020/03/05   14:55:32



品　目 分類 出し方と注意点
あ I・Hコンロ 不燃 30cm以上は粗大

アイスノン 可燃
アイロン 不燃
アイロン台 粗大
空き缶 不燃 30cm以上は粗大

空きびん 資源 飲食用以外は不燃
7ﾍﾟｰｼﾞ参照

アクセサリー
（金属製・複合素材） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃

アコーディオンカーテン 粗大

あぜ波 不可 販売店、専門業者等に
相談

アダプター（AC・DC） 不燃 ★小型家電回収可
圧力釜・鍋 不燃 30cm以上は粗大

油（食用のもの） 可燃 紙などに染みこませる
か凝固剤などで固める

油（食用以外のもの） 不可 販売店、専門業者等に
相談

油の容器（機械油用） 不燃 30cm以上は粗大

雨戸 不可 販売店、専門業者等に
相談

ごみの分別早見表
⃝この早見表は、家庭系のごみを対象としています。
⃝品目によっては、材質等の違いにより、この早見表の分別とは異なる場合があります。
⃝家電製品等に入っている乾電池は取り外し、有害ごみとして出してください。
⃝�一度に大量のごみを排出する場合や、掲載されていない品目の処理方法については、
　生活環境課または鉾田クリーンセンターへお問い合わせください。

分別の種類

品　目 分類 出し方と注意点

雨どい 不可 販売店、専門業者等に
相談

網（料理用） 不燃
編み機 粗大

網戸 不可 販売店、専門業者等に
相談

アルバム 可燃
アルミ缶 不燃

アルミ鍋 不燃
鍋焼きうどんなどの
容器は可燃
30cm以上は粗大

アルミ箔（アルミホイル） 可燃
安全靴（鉄板なし） 可燃 鉄板ありは不燃
安全ピン 不燃 ふた付きの缶へ入れる

アンテナ（BS・CS・
アナログ・パラボラ） 粗大

アンプ（音響機器） 粗大

い 育苗箱（水稲） 不可 販売店、専門業者等に
相談

石（石製品） 不可 販売店、専門業者等に
相談

可燃ごみ…………P5可燃

不燃ごみ…………P6不燃

資源ごみ…………P7資源

有害ごみ…………P8有害

粗大ごみ…………P9粗大

鉾田クリーンセンター
で受入れできないもの不可

リサイクル家電…P10家電

生活環境課または
鉾田クリーンセンター
へ相談

相談

⃝�この早見表の分類による排出のほか、「★小型家電回収可」の
　記載がある品目は、小型家電回収ボックスが利用できます。
⃝�限りある資源を有効に活用するため、小型家電回収へのご協力を
　お願いいたします。

使用済み小型家電（P10）に該当する品目について

⃝ １辺が30cmを超える大きさのごみは、可燃、不燃
に関わらず、粗大ごみとなります。

⃝ 粗大ごみは集積所での回収ができません。
　鉾田クリーンセンターへの直接搬入をお願いします。
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品　目 分類 出し方と注意点
衣装ケース 粗大
板又は板切れ

（木くずも同じ） 可燃 厚みは3cm程度まで
長さは50cm程度

一斗缶（中身のないもの） 粗大
犬小屋 粗大

医薬品（錠剤等） 可燃 液体は紙などに
染みこませる

イヤホン 不燃 ★小型家電回収可
医療廃棄物 可燃 9ﾍﾟｰｼﾞ参照
衣類（衣装類） 可燃
入れ歯 不燃
印鑑（はんこ） 可燃 金属製は不燃

インクカートリッジ
（プリンターカートリッジ） 可燃

う 植木鉢（素焼き・陶器製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
ウェットスーツ 粗大
浮き輪（レジャー用） 可燃 空気は抜く

臼（木製・石製） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ウッドデッキ 不可 販売店、専門業者等に
相談

腕時計 不燃 ★小型家電回収可
羽毛布団 粗大 2、3箇所縛る

え エアーコンプレッサー 不可 販売店、専門業者等に
相談

エアコン 家電 10ﾍﾟｰｼﾞ参照
エアマット 可燃 空気は抜く
枝切りはさみ 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
絵具チューブ（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
MD（ミニディスク） 可燃
MDコンポ 粗大
MDプレーヤー 不燃 ★小型家電回収可
LED電球 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照

塩化ビニール（農業用） 不可 販売店、専門業者等に
相談

塩化ビニール管 不可 販売店、専門業者等に
相談

園芸用支柱（家庭用） 粗大 事業系を除く

エンジンオイル 不可 販売店、専門業者等に
相談

縁台 粗大
延長コード 不燃 ★小型家電回収可

鉛筆削り機 不燃 携帯式は金属を
取り外して可燃

お オイル（食用以外のもの） 不可 販売店、専門業者等に
相談

品　目 分類 出し方と注意点
オイルヒーター 粗大 燃料は抜き取る
応接いす・セット 粗大
オーディオセット 粗大
オートバイ（バイク） 不可 12ﾍﾟｰｼﾞ参照
オーブントースター 粗大
オーブンレンジ 粗大

おけ（タライ） 粗大 30cm以下は可燃
または不燃

おたま（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
落ち葉 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
斧（おの） 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
お風呂マット 可燃 珪藻土ﾏｯﾄは不可

お盆（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

おまる 粗大 汚物は取り除く
オムツ 可燃 汚物は取り除く

おもちゃ（金属製） 不燃
電池は取り外す
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

折込みチラシ（広告） 資源 新聞紙と同じ

オルガン 不可 販売店、専門業者等に
相談

オルゴール 不燃
おろしがね（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

温水器（電気・太陽光） 不可 販売店、専門業者等に
相談

温度計 不燃 水銀式は有害
温風ヒーター 粗大

か カーキャリア 粗大
カーステレオ（カーコンポ） 不燃 ★小型家電回収可
カーテン 可燃
ガーデンシュレッダー
(枝木粉砕機） 相談

カーテンレール 粗大
カーナビゲーション 不燃 ★小型家電回収可
カーペット 粗大 2、3箇所縛る
貝殻 可燃
懐中電灯 不燃 電池は取り外す

外壁材 不可 販売店、専門業者等に
相談

カイロ 可燃 金属製は不燃
鏡 不燃 30cm以上は粗大
学習机 粗大

額縁（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
ｶﾞﾗｽは外す
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品　目 分類 出し方と注意点

かご（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃
30cm以上は粗大

傘（折り畳み傘） 不燃 30cm以上は粗大
火災廃材 相談
傘立て 粗大
加湿器 不燃 30cm以上は粗大
菓子類の紙箱 資源 雑誌と同じ
ガスコンロ（ガスレンジ） 粗大
ガスストーブ 粗大
ガスボンベ

（プロパンガス） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ガスレンジフード・パネル 不燃 30cm以上は粗大
カセットコンロ 粗大 ｶｾｯﾄﾎﾞﾝﾍﾞは取り外す
カセットテープ 可燃
カセットデッキ 粗大
カセットボンベ 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照

ガソリン 不可 販売店、専門業者等に
相談

ガソリン携行缶 粗大 中身のないもの
カタログ 資源 雑誌と同じ
活性炭（家庭用消臭剤） 可燃

カッターナイフ 不燃 刃は外し、ふた付きの
缶へ入れる

合羽（レインコート） 可燃
かつら 可燃
蚊取り器 不燃 ★小型家電回収可
かなづち 不燃
かばん

（布・革・ビニール製） 可燃 30cm以上は粗大
金属は取り外す

画びょう 不燃 ふた付きの缶へ入れる

花びん
（プラスチック・木製） 可燃 金属・陶器製は不燃

壁紙（クロス） 相談
建築・ﾘﾌｫｰﾑ等で
発生するもの、耐火性
等の不燃物は不可

釜 不燃 30cm以上は粗大
鎌 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
紙オムツ 可燃 汚物は取り除く

カミソリ（金属製） 不燃
刃は外し、ふた付きの
缶へ入れる
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

紙粘土 可燃
紙類・紙くず 可燃
カメラ 不燃 ★小型家電回収可
カラーボックス 粗大
ガラス 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照

品　目 分類 出し方と注意点

瓦・スレート瓦 不可 販売店、専門業者等に
相談

缶 不燃 30cm以上は粗大
缶（一斗缶） 粗大 中身のないもの

換気扇（台所用） 粗大 業務用は販売店、専門
業者等に相談

缶切り 不燃

玩具（金属製） 不燃
電池は取り外す
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

乾燥機（衣類乾燥機） 家電 10ﾍﾟｰｼﾞ参照
乾燥機（食器・布団） 粗大
乾燥剤 可燃
乾電池 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
かんな 不燃 30cm以上は粗大

き キーボード（パソコン用） 不燃 30cm以上は粗大

木くず
（板又は板切れも同じ） 可燃 厚みは3cm程度まで

長さは50cm程度

ギター 粗大
木づち 可燃
キッチンワゴン 粗大

きね 不可 販売店、専門業者等に
相談

キャスター 粗大
脚立（はしご） 粗大
キャップ（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
キャリーケース 粗大
急須 不燃
給湯機（湯沸し器） 粗大
牛乳パック 資源

給油ポンプ（電池式） 不燃
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
30cm以上は粗大
電池は取り外す

教科書 資源 雑誌と同じ

金庫（手提げ金庫以外） 不可 販売店、専門業者等に
相談

く 空気入れ（自転車用） 不燃 30cm以上は粗大
空気清浄機 粗大
クーラー（送風機） 粗大 ｴｱｺﾝは除く
クーラーボックス 粗大
釘 不燃 ふた付きの缶へ入れる
草刈り機 粗大 燃料は抜き取る
草花 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
鎖（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
櫛（くし） 可燃 金属製は不燃
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品　目 分類 出し方と注意点

串（竹串） 可燃 金属製は不燃
（6ﾍﾟｰｼﾞ参照）

薬（錠剤・顆粒・
貼り薬等医薬品） 可燃

薬の包装シート 可燃
薬のびん（家庭用） 不燃
口紅 不燃

靴 可燃 鉄板が入っているもの
は不燃

クッション 可燃 30cm以上は粗大
靴べら（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
首輪 不燃
グラス 不燃
車いす 粗大
クレヨン 可燃
グローブ 可燃
グローランプ 不燃

け 蛍光管・蛍光灯 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
計算機（電卓） 不燃 ★小型家電回収可
携帯電話 不燃 ★小型家電回収可

計量器（はかり） 不燃 電池は取り外す
30cm以上は粗大

ケース入り人形 粗大 ｶﾞﾗｽは外す
ケーブル 不燃 ★小型家電回収可
ゲーム機器 不燃 ★小型家電回収可
ゲームソフト 可燃
化粧品のびん（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
下駄 可燃
血圧計 不燃 ★小型家電回収可
剣山 不燃

建築廃材 不可 販売店、専門業者等に
相談

剣道用具 粗大
鍵盤ハーモニカ（ピアニカ） 不燃 30cm以上は粗大
顕微鏡 不燃 30cm以上は粗大

こ 碁石 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・貝製は可燃
高圧洗浄機 相談
工具類（ドライバー・
スパナ・レンチ等） 不燃

ゴーグル（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃
コードリール 粗大
コード類 不燃
コーヒーメーカー 粗大
氷枕 可燃 留め金具は不燃
ござ・むしろ 粗大 2、3箇所縛る
こたつ 粗大

品　目 分類 出し方と注意点
こたつ布団・毛布 粗大 2、3箇所縛る

コップ（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・紙製は可燃

コピー機（家庭用） 粗大 業務用は販売店、専門
業者等に相談

ごみ箱（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

ゴムボート 可燃 空気は抜く
米びつ 粗大
コルクボード 可燃 30cm以上は粗大
ゴルフクラブ 粗大
ゴルフバッグ 粗大
ゴルフボール 不燃
コンクリート

（ブロック片） 不可 販売店、専門業者等に
相談

コンタクトレンズ 可燃
コンテナ 粗大

コンパネ 不可 販売店、専門業者等に
相談

コンプレッサー 不可 販売店、専門業者等に
相談

コンポスト 粗大
さ サーフボード 粗大

災害廃棄物 相談
座椅子 粗大
サイドボード 粗大
財布 可燃
サッカーボール 可燃 空気は抜く

サッシ 不可 販売店、専門業者等に
相談

雑誌 資源
座布団 粗大 2、3箇所縛る
皿（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
ざる（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
三脚 粗大
サングラス（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃

酸素ボンベ 不可 販売店、専門業者等に
相談

し CD 可燃
CDケース 可燃
CDプレーヤー・
CDラジカセ 粗大

シートカバー
（自動車・二輪車用） 可燃

シェーバー（髭剃り） 不燃 ★小型家電回収可
磁石（マグネット） 不燃
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品　目 分類 出し方と注意点
下着類 可燃

七輪（木炭コンロ） 不可 販売店、専門業者等に
相談

シップ薬 可燃
自転車 粗大
自転車タイヤ（チューブ） 粗大

自動車部品 不可 販売店、専門業者等に
相談

竹刀 粗大
シニアカー

（セニアカー・電動車両） 不可 販売店、専門業者等に
相談

シャープペンシル 可燃 金属製は不燃
蛇口 不燃
ジャッキ 粗大
シャベル・スコップ

（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃
30cm以上は粗大

シャンプーの容器 可燃
週刊誌 資源 雑誌と同じ
ジューサー（ミキサー） 不燃 30cm以上は粗大
じゅうたん 粗大 2、3箇所縛る
充電器 不燃 ★小型家電回収可
ジュニアシート 粗大
瞬間冷却材（冷却材） 可燃
消火器 不可 12ﾍﾟｰｼﾞ参照
将棋盤・碁盤 粗大 厚み3cm以下は可燃

障子戸 不可 販売店、専門業者等に
相談

浄水器 不燃 30cm以上は粗大

照明器具 不燃 電球は取り外す
30cm以上は粗大

じょうろ 可燃 金属製は不燃
30cm以上は粗大

食品トレイ 可燃 金属製は不燃
除湿器 粗大
除湿剤（シリカゲル） 可燃

食器（陶器・金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・紙・木製は
可燃

食器乾燥機 粗大
食器棚 粗大
シルバーカー（歩行補助具） 粗大

シンナー 不可 販売店、専門業者等に
相談

新聞紙 資源

す 水槽（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
30cm以上は粗大

水中ポンプ 粗大

品　目 分類 出し方と注意点

水筒（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
30cm以上は粗大

炊飯器 粗大
スーツケース 粗大
スキー・スノーボード板 粗大
スキー・スノーボード靴 粗大
スキャナー 不燃 30cm以上は粗大
スケート靴 粗大
スケートボード 粗大
スケール（コンベックス） 不燃
スコップ・シャベル

（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃
30cm以上は粗大

硯（すずり） 不可
販売店、専門業者等に
相談
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

すだれ 粗大 2、3箇所縛る
スタンプ台 可燃 金属製は不燃
スチールウール 不燃
ステレオセット 粗大
ストーブ 粗大 燃料は抜き取る
ストップウォッチ 不燃

砂 不可 販売店、専門業者等に
相談

砂（ペット用） 不可
販売店、専門業者等に
相談
紙製は可燃

すのこ 粗大 30cm以下は可燃
スパイク（金具あり） 不燃 金具なしは可燃
スピーカー 不燃 30cm以上は粗大
スプーン（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
スプレー缶 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
ズボンプレッサー 粗大
スマートフォン 不燃 ★小型家電回収可
炭 可燃
すり鉢 不燃

せ 生花 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
生理用品 可燃
石油ストーブ 粗大 燃料は抜き取る
石鹸 可燃

石膏・石膏ボード 不可 販売店、専門業者等に
相談

瀬戸物 不燃

セメント 不可 販売店、専門業者等に
相談

センサーライト 不燃 30cm以上は粗大
洗車ブラシ 可燃
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品　目 分類 出し方と注意点
扇子（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
洗濯機 家電 10ﾍﾟｰｼﾞ参照
洗濯ばさみ（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
剪定枝 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
扇風機 粗大

洗面器（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃
30cm以上は粗大

洗面台 不可 販売店、専門業者等に
相談

そ 造花 可燃 針金入りは不燃
双眼鏡 不燃 30cm以上は粗大
掃除機 粗大
ソーラーパネル

（太陽電池パネル） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ソファー・ソファーベッド 粗大
そり（幼児用玩具） 粗大
そろばん 可燃

た 体温計（水銀使用） 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
体温計（電子） 不燃 ★小型家電回収可
体重計（ヘルスメーター） 不燃 30cm以上は粗大
耐熱ガラス製品 不燃

タイヤ（自転車以外） 不可 販売店、専門業者等に
相談

タイル 不可 販売店、専門業者等に
相談

高枝切りばさみ 粗大

竹（青竹） 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
（剪定枝同様）

畳 不可 販売店、専門業者等に
相談

卓球台 粗大
卓球ラケット 可燃
脱臭剤 可燃
棚 粗大
タブレット端末 不燃 ★小型家電回収可
たまごパック 可燃
樽 相談 30cm以上は粗大
たわし（金属製） 不燃 毛質・ﾅｲﾛﾝ製は可燃
たんす 粗大

断熱材 不可 販売店、専門業者等に
相談

ダンベル（鉄アレイ） 不燃 30cm以上は粗大
ダンボール 資源

ち チェーン（タイヤチェーン） 不燃
地球儀 粗大 30cm以下は不燃
チャイルドシート 粗大

品　目 分類 出し方と注意点
チャッカマン 不燃 中身は使い切る

ちゃぶ台
（食事用座卓・座卓） 粗大

茶碗（瀬戸物） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

注射器（プラスチック製） 可燃 9ﾍﾟｰｼﾞ参照
針は取り外す

チューブ（医療用） 可燃 9ﾍﾟｰｼﾞ参照

提灯 可燃 30cm以上は粗大
電球・金属等は取り外す

チラシ（広告） 資源 新聞紙と同じ

ちりとり（プラスチック製） 可燃 金属製は不燃
30cm以上は粗大

つ 杖（つえ） 不燃 30cm以上は粗大
使い捨てカイロ 可燃
使い捨てライター 不燃 中身は使い切る
机（デスク） 粗大

漬物石 不可 販売店、専門業者等に
相談

土・砂 不可 販売店、専門業者等に
相談

壺（つぼ） 不燃 30cm以上は粗大
積み木 可燃
爪きり 不燃
釣り網（捕獲網・玉網） 可燃 金属は取り外す
釣り竿 粗大

て DVDプレーヤー 粗大
ディスク

（DVD・BD・CD・MD） 可燃

ディスプレイ 不可 販売店、専門業者等に
相談

ティッシュペーパー 可燃
ティッシュペーパーの箱 資源 雑誌と同じ
テープカッター 不燃
テーブル 粗大
テーブルクロス 可燃
テープレコーダー・
テープデッキ 粗大

デジタルカメラ 不燃 ★小型家電回収可
デジタルビデオカメラ 不燃 ★小型家電回収可
デスクマット 可燃
テニスボール 可燃
テニスラケット 粗大
テレビ 家電 10ﾍﾟｰｼﾞ参照
電気あんか 不燃 30cm以上は粗大
電気オーブン 粗大
電気カーペット 粗大 2、3箇所縛る
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品　目 分類 出し方と注意点
電気カミソリ 不燃 ★小型家電回収可
電気コード（ドラム） 粗大

電気スタンド 不燃 電球は取り外す
30cm以上は粗大

電気ストーブ 粗大 燃料は抜き取る
電気ポット 不燃 30cm以上は粗大
電気毛布 粗大 2、3箇所縛る
電球・電灯 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照

電子オルガン 不可 販売店、専門業者等に
相談

電子辞書・手帳 不燃 ★小型家電回収可
電子タバコ 不燃 電池は取り外す
電子ピアノ 相談
電子レンジ 粗大
電卓（計算機） 不燃 ★小型家電回収可
電池 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照

点滴バッグ・チューブ
（在宅医療） 可燃 9ﾍﾟｰｼﾞ参照

テント 粗大
電動工具（ドライバー等） 不燃 ★小型家電回収可
電動自転車 粗大
電動歯ブラシ 不燃 ★小型家電回収可
電話機 不燃 ★小型家電回収可
電話帳 資源 雑誌と同じ

と ドア 不可 販売店、専門業者等に
相談

ドアノブ 不燃

砥石 不可 販売店、専門業者等に
相談

陶磁器類 不燃

灯油 不可 販売店、専門業者等に
相談

灯油ポリタンク 粗大 中身のないもの
30cm以下は可燃

灯油ポンプ（電池式） 不燃
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
30cm以上は粗大
電池は取り外す

トースター 粗大
時計 不燃 30cm以上は粗大
戸棚 粗大

トタン 不可 販売店、専門業者等に
相談

トナー
（トナーカートリッジ） 不可 販売店、専門業者等に

相談

土鍋 不燃 30cm以上は粗大
ドライヤー 不燃 ★小型家電回収可

品　目 分類 出し方と注意点
ドラム（コードリール） 粗大

ドラム缶 不可 販売店、専門業者等に
相談

塗料 不可 販売店、専門業者等に
相談

塗料類の缶 不燃 中身は空にし、ふき取る
トレーニング機器 粗大
ドレッサー（鏡台） 粗大
トロフィー 不燃 30cm以上は粗大

な ナイフ類 不燃
苗木・苗ポッド（家庭用） 可燃 事業系を除く

長靴 可燃 鉄板が入っているもの
は不燃

流し台（シンク） 不可 販売店、専門業者等に
相談

なべ（鍋） 不燃 30cm以上は粗大
生ごみ 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
生ごみ処理機 粗大 電気式も含む

波トタン 不可 販売店、専門業者等に
相談

に ニス（塗装面の保護塗料） 不可 販売店、専門業者等に
相談

庭木 可燃 5ﾍﾟｰｼﾞ参照
人形 可燃 30cm以上は粗大

ぬ ぬいぐるみ 可燃 30cm以上は粗大
布類 可燃

ね ネクタイ 可燃
ネジ（ナット・ボルト） 不燃 ふた付きの缶へ入れる
ネット（スポーツ用） 粗大
ネット（野菜・果物用） 可燃
ネット（園芸用） 可燃 事業系を除く
寝袋 可燃 30cm以上は粗大
粘土 不燃
燃料（ガソリン・灯油・
石油等） 不可 販売店、専門業者等に

相談

の 農機具（部品を含む） 不可 販売店、専門業者等に
相談

農業用ビニール 不可 事業系を除く
家庭用は可燃

農業用肥料袋 不可 販売店、専門業者等に
相談

農薬（農薬・塩酸・殺虫剤・
除草剤等の薬品） 不可 販売店、専門業者等に

相談

農薬の紙袋 不可 販売店、専門業者等に
相談
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品　目 分類 出し方と注意点

農薬の容器（ビン・かん・
プラスチック容器） 不可 販売店、専門業者等に

相談

ノート 資源 雑誌と同じ
ノートパソコン 不可 12ﾍﾟｰｼﾞ参照
のこぎり 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照

は バーベキューセット 粗大
バーベル 粗大
ハーモニカ 不燃

灰 不可 販売店、専門業者等に
相談

バイク（オートバイ） 不可 12ﾍﾟｰｼﾞ参照
灰皿（卓上用） 不燃 設置型は粗大

廃油（車両・機械油） 不可 販売店、専門業者等に
相談

バインダー
（プラスチック・紙製） 可燃 金属は取り外す

はかり 不燃 電池は取り外す
30cm以上は粗大

はく製 可燃 30cm以上は粗大
白熱灯 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
バケツ（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
羽子板（飾り用） 粗大 玩具用は可燃
はさみ 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
箸（プラスチック・木製） 可燃 金属製は不燃
はしご 粗大
バスマット 可燃 珪藻土ﾏｯﾄは不可
パソコン 不可 12ﾍﾟｰｼﾞ参照

鉢（素焼き・陶器製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

バッグ
（布・革・ビニール製） 可燃 30cm以上は粗大

金属は取り外す

バッテリー（自動車等） 不可 販売店、専門業者等に
相談

発電機 不可 販売店、専門業者等に
相談

バット 粗大
発砲スチロール 可燃 30cm以上は粗大

花火 可燃 水につけ、引火しない
状態にする

歯ブラシ 可燃
刃物 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
針 不燃 ふた付きの缶へ入れる
針金 不燃

パレット（積載用） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ハロゲンヒーター 粗大

品　目 分類 出し方と注意点
ハンガー（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
はんこ（印鑑） 可燃 金属製は不燃
飯ごう 不燃
ハンドミキサー 不燃 30cm以上は粗大
ハンマー 不燃 30cm以上は粗大

ひ ピアニカ（鍵盤ハーモニカ） 不燃 30cm以上は粗大

ピアノ 不可 販売店、専門業者等に
相談

ヒーター 粗大 燃料は抜き取る
ビーチパラソル 粗大
ビールケース 粗大
皮革製品（合成皮革含む） 可燃 30cm以上は粗大
ピクニックテーブル 粗大

髭剃り 不燃
刃は外し、ふた付きの
缶へ入れる
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

ビデオカメラ 不燃 ★小型家電回収可
ビデオテープ 可燃
ビデオデッキ 粗大
ひな段 粗大
ビニール合羽 可燃
ビニールシート 可燃
火鉢 粗大
ヒューズ 不燃

肥料 不可 販売店、専門業者等に
相談

肥料袋 不可 事業系を除く
家庭用は可燃

びん（飲食用） 資源 7ﾍﾟｰｼﾞ参照
びん（飲食用以外） 不燃
ピンポン玉 可燃

ふ ファックス（家庭用） 不燃 ★小型家電回収可
ファンヒーター 粗大
フィルム（ネガ） 可燃
フィン（足ひれ） 粗大
風鈴 不燃
プール（幼児用） 可燃 空気は抜く
フォーク（食器・金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
服 可燃

ふすま 不可 販売店、専門業者等に
相談

ふすま紙 可燃
仏壇 粗大

不凍液 不可 販売店、専門業者等に
相談

ふとん（布団） 粗大 2、3箇所縛る
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品　目 分類 出し方と注意点
布団乾燥機 粗大
フライパン 不燃 30cm以上は粗大
ブラインド 粗大
ブラシ（金属） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
プラスチック容器・製品 可燃
フラッシュメモリー 不燃 ★小型家電回収可

プランター（陶器製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

プリンター 不燃 30cm以上は粗大
ブルーシート 粗大 十字に縛る

フレコンバッグ 不可 販売店、専門業者等に
相談

フロアマット（自動車用） 粗大

風呂がま 不可 販売店、専門業者等に
相談

プロジェクター 不燃 30cm以上は粗大

ブロック（建築資材用） 不可 販売店、専門業者等に
相談

フロッピーディスク 可燃
風呂のふた 粗大

プロパンガス 不可 販売店、専門業者等に
相談

ぶんちん
（ペーパーウェイト） 不燃

噴霧器（手動式・電動式） 粗大 ｴﾝｼﾞﾝ式は販売店、
専門業者等に相談

へ ヘアブラシ 可燃
ベッド 粗大
ペットの汚物（フン） 不可 ﾄｲﾚに流す
ペットボトル 資源 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
ヘッドホン 不燃 ★小型家電回収可

ペット用トイレ砂 不可
販売店、専門業者等に
相談
紙製は可燃

ベビーカー（乳母車） 粗大
ベビーバス 粗大
ヘルスメーター（機械式） 不燃 30cm以上は粗大
ヘルメット 粗大
ペン（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

便器 不可 販売店、専門業者等に
相談

ペンキ 不可 販売店、専門業者等に
相談

ペンキ缶 不燃 中身は空にし、ふき取る
便座 粗大
ベンチ 粗大

品　目 分類 出し方と注意点
弁当箱（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃

ほ ホイール（自動車） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ボイラー 不可 販売店、専門業者等に
相談

望遠鏡 不燃 30cm以上は粗大
ほうき 可燃 30cm以上は粗大
芳香剤の容器 可燃 びん・缶は不燃

防災ラジオ 不可 市の総務課危機管理室
まで返却

包丁 不燃 6ﾍﾟｰｼﾞ参照
包丁研ぎ器（砥石以外） 不燃

ボウル（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
30cm以上は粗大

ホース 可燃 長さ50cm以内に切断
それ以上のものは粗大

ホースリール 粗大
ポータブルトイレ 粗大 携帯用は可燃
ボールペン 可燃 金属製は不燃
木刀 粗大
歩行器 粗大

ボストンバッグ 可燃 30cm以上は粗大
金属は取り外す

ボタン（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
ホチキス 不燃
ポット 粗大
ホットカーペット 粗大 2、3箇所縛る
ホットプレート 不燃 30cm以上は粗大
ボディボード 粗大
哺乳びん（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

ポリタンク（20ℓ以下） 粗大 中身のないもの
30cm以下は可燃

ポリバケツ 粗大
保冷剤 可燃
本 資源 雑誌と同じ

ポンプ（井戸等） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ま 麻雀卓 粗大
麻雀パイ 不燃
マイク 不燃 電池は取り外す
マウス（パソコン用） 不燃 ★小型家電回収可
巻尺 不燃 30cm以上は粗大
薪ストーブ 相談
マグネット 不燃
枕（まくら） 可燃 30cm以上は粗大
マジックペン 可燃 金属製は不燃
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品　目 分類 出し方と注意点
マッサージチェア 粗大
マッサージ器具 粗大
マット 粗大 2、3箇所縛る
マットレス 粗大
まな板 可燃 30cm以上は粗大
魔法瓶 不燃 30cm以上は粗大
豆電球（常夜灯） 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
万年筆 可燃 金属製は不燃
万歩計 不燃

み ミキサー 不燃 30cm以上は粗大
ミシン 粗大
水枕 可燃 留め金具は不燃
耳かき 可燃 金属製は不燃
ミルク缶 不燃

む 虫かご（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・木製は可燃
30cm以上は粗大

虫取り網 粗大
虫眼鏡（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃

め メガネ（金属製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
目覚まし時計 不燃 ★小型家電回収可
メジャー 不燃 30cm以上は粗大

も 毛布 粗大 2、3箇所縛る
餅つき機 粗大
モップ 可燃 30cm以上は粗大

物置 不可 販売店、専門業者等に
相談

物干し竿及びポール 粗大

物干し台（セメント・石）不可 販売店、専門業者等に
相談

モバイルバッテリー 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照

や やかん 不燃 30cm以上は粗大
焼き網 不燃 30cm以上は粗大
野球グローブ 可燃
野球ボール 不燃

薬品（農業用・工業用） 不可 販売店、専門業者等に
相談

ゆ 遊具（家庭用） 粗大
湯たんぽ 粗大
ゆりかご 粗大
湯沸かし器（給湯器） 粗大

よ 洋服 可燃

浴槽（バスタブ） 不可 販売店、専門業者等に
相談

よしず 粗大 2、3箇所縛る

ら ライター 不燃 中身は使い切る
ラケット 可燃 30cm以上は粗大

品　目 分類 出し方と注意点
ラジオ 不燃 ★小型家電回収可
ラジカセ 粗大

ラジコン 不燃 電池は取り外す
30cm以上は粗大

ラック（棚） 粗大
ランチジャー
（保温性弁当箱） 不燃 30cm以上は粗大

ランドセル 粗大
ランプ・ランタン 不燃 30cm以上は粗大

り リール（釣具） 不燃
リコーダー（笛） 可燃
リチウムイオン電池 有害 8ﾍﾟｰｼﾞ参照
リモコン 不燃 ★�小型家電回収可
リュックサック 可燃

る ルアー（釣具） 不燃
ルームランナー
（ランニングマシン） 粗大

れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電 10ﾍﾟｰｼﾞ参照
冷風機 粗大 ｴｱｺﾝは除く
レインコート（合羽） 可燃
レーザーディスクプレーヤー 粗大
レコードプレーヤー 粗大
レジ袋 可燃
レジャーシート 可燃

レンガ 不可 販売店、専門業者等に
相談

レンズ（ガラス製） 不燃 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は可燃
練炭 可燃

ろ ロウソク 可燃
ロープ 可燃 長さ1ｍ以内に切断
ローラースケート 粗大
ロッカー 粗大

わ ワープロ 粗大
ワイヤーロープ 不燃 30cm以上は粗大
ワゴン 粗大
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はじめに

ごみの出し方

　このガイドブックは、鉾田市におけるごみの出し方や分別方法を明確化することで、皆様
の日常生活における適切なごみの排出をサポートすることを目的として作成いたしました。
　ごみを適切に排出し、減量化・資源化していくことは、収集や焼却の際に排出される二酸
化炭素（CO2）を減らし環境への負担を少なくするとともに、ごみ処理施設の維持や収集業
務にかかる費用を減らすというメリットもあります。
　限りある資源を大切にし、豊かな自然環境と快適な生活環境を守っていくため、ルールを
守ったごみ出しにご協力をいただきますようお願いいたします。

集積所に出せるごみ
※処理施設への自己搬入も可能です

ごみを減らすための工夫　～3R運動について～
①Reduce（リデュース）
　�必要のないものは買わない（貰わない）など、ごみとなるものを減らす取り組みです。
②Reuse（リユース）
　�いらなくなったものを譲りあうなど、使えるものを繰り返し使用する取り組みです。
③Recycle（リサイクル）
　�空き缶やペットボトルなどを資源として利用し、再商品化する取り組みです。

⃝�鉾田市の指定ごみ袋
を使用してください。

指定ごみ袋の価格（税込）
45L　200円／10枚
30L　170円／10枚

⃝�プラスチック製のコ
ンテナに入れて出し
てください。
※�コンテナの指定はあ
りません

⃝�びんは中を水ですす
ぎ、ふたは外して、
色ごとに指定のコン
テナに入れてくださ
い。
⃝�紙類は種類ごとにひ
もで十字に縛ってく
ださい。

⃝�中を水ですすぎ、専
用収集かごに入れて
ください。
⃝�キャップとラベルは
外してください。

可燃ごみ
⃝生ごみ
⃝紙オムツ
⃝プラスチック製品
　など

不燃ごみ
⃝缶類
⃝�資源にならないびん
類（割れたもの、化
粧品のびん等）
⃝陶磁器類　など

資源物
⃝びん（飲食用）
⃝�紙類
　�（新聞紙、雑誌、ダ
ンボール、紙パック)

ペットボトル

５ページ ６ページ ７ページ ８ページ
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ごみの出し方
ガイドブック

家 庭 用

鉾田市

鉾田市（鉾田・大洋地区）
ごみの出し方ガイドブック

令和２年４月発行

鉾田市　環境経済部　生活環境課
〒311-1592　茨城県鉾田市鉾田 1444番地 1

発　行

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

☎0291-33-2111（代表）
☎0291-36-7486（直通） 概要版 ごみの分け方・出し方と資源物

は本のホチキスを外して使用できます。
※ホチキスを外す際はケガに十分
　気を付けてください。

わたしの地区の収集日

鉾田地区 大洋地区

保存版

第月２回
収集

ペットボトル・有害ごみ

曜日第 ・

月２回
収集

資源物（びん・紙類）

曜日第 ・

週１回
収集

不燃ごみ

曜日水

可燃ごみ

曜日週２回
収集

・

ごみは種類ごとに分別し、
地区ごとに決められた曜日の午前 7時までに
集積所へ出してください。

このガイドブックは防衛省の交付金を活用して作製しています。

取り外して
使用
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可
燃
ご
み

ごみと資源物
⃝�ごみは種類ごとに分別し、地区ごとに決められた曜日の午前７時までに集積所へ出してください。
⃝収集日は３・４ページの「地区別収集日一覧表」で確認し、□の中へ記入してください。

出し方 鉾田市の指定ごみ袋に入れてください。

衣類生ごみ・貝殻
しっかりと水切り
をしてください。

廃食油
紙などに染み込ませる
か、固めます。

枝木・草類（枯らしたもの）
枝木は太さが３cm程度までのもの
に限ります。
長さを50cm程度にし、直径30cm
程度に束ねてください。
草類は土を落とし、指定ごみ袋へ
入れてください。
一度に出す量は２，３束（袋）ずつ
にしてください。

紙オムツ
汚物はトイレで
処理してください。

皮革製品
（合成皮革製品）

凝固剤

プラスチック製品

ごみの分け方・出し方と資源物鉾田市

概要版
（令和２年４月発行）

鉾田地区
大洋地区

週２回 収集

曜日

曜日

ゴム・ビニール製品・
発泡スチロール

不
燃
ご
み

週１回 収集

曜日

出し方 プラスチック製のコンテナに入れて出してください。

水
スプレー缶
中身を使い切って、穴を開けてから出してください。
（穴を開ける際は火気・換気などに十分ご注意ください）

空き缶
中身を残さず、中
を水ですすいで
ください。

フライパン・
なべ・やかん

集積所 〇
自己搬入 〇

集積所 〇
自己搬入 〇

粗大ごみ リサイクル家電 　裏面をご参照ください。

●１辺が30cmを超えるものは、粗大ごみとなります。 
●小型家電については「小型家電回収ボックス」も利用可能です。
●蛍光灯、電球、電池、水銀体温計等は有害ごみとなります。 
●電池が入っているものは必ず取り外してください。

殺
虫
剤

Ｇ
Ａ
Ｓ

ライター
中身を必ず使い
切ってから出し
てください。

食器・ガラス
割れたものは新聞紙な
どで包み、「キケン」
と表示してください。

刃物類
新聞紙などで包み、
「キケン」と表示し
てください。

有
害
ご
み

月２回 収集

曜日

第　・
透明か半透明の袋に入れ、有害シールを貼り付けてください。
（有害シールはごみ袋販売店及び市役所にて無料で配布しています。）

出し方

集積所 〇
自己搬入 〇

●その他のごみと混ざらないよう、必ず分別して出してください。
●処理施設へ自己搬入する場合は、有害シールは不要です。

蛍光灯・電球 電池・携帯電話のバッテリー等 水銀体温計

35
6

8
9
40
1
42

37

CR20XX
3V

資
源
物（
び
ん・紙
類
）

月２回 収集 出し方 中身を残さず、中を水ですすいで指定コンテナに入れてください。

出し方 種類ごとにひもで十字に縛ってください。曜日

第　・

ダンボール 紙パック新聞紙（折込み
チラシを含む）

雑誌（週刊誌・
カタログなど）

茶色びん 無色びん
酒

その他びん

茶色びん
専用

無色びん
専用

その他びん
専用

資源びん

紙類（新聞・雑誌・ダンボール・紙パック）

集積所 〇
自己搬入 〇

● 飲食用以外のもの、割れたり汚れたりしているものは、不燃ご
みとして出してください。

● 紙類はぬれるとリサイクルに影響するため、雨の日に出すの
は控えてください。
● 新聞販売店の袋を利用する際も、ひもで十字に縛ってください。
● 新聞紙や雑誌類を束ねる際は、粘着テープを使用したり、
　ダンボールに入れて出さないでください。
●紙パックは中を水ですすいでください。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

月２回 収集

曜日

第　・

材質表示マーク
リサイクルできるペットボトルには、ラベル部分や
ボトルの底にこのマークが表示されています。

中身を残さず、中を水ですすいで専用収集かごへ入れてください。出し方

集積所 〇
自己搬入 〇

キャップとラベルを取る
キャップとラベルは可燃ごみへ

中を水洗い 専用収集かごへ
ペットボトル
　鉾田市

●汚れの落ちないものは、可燃ごみで出してください。
●風の強い日は、収集かごが飛ばないようご注意ください。

ジ
ュ
ー
ス

お茶

NTH鉾田市_鉾田・大洋地区_概要版.indd   1 2020/03/04   20:4 :21



各種リサイクル制度
●消火器リサイクル制度

 購入店または（一社）日本消火器工業会に登録された消火器販売店（特
定窓口）にご相談ください。詳しくは、次にお問い合わせください。
（株）消火器リサイクル推進センター
☎03-5829-6773　http://www.ferpc.jp/accept/

●自動二輪リサイクル制度
店頭にリサイクルネットワークのステッカーが提示してある二輪車販
売店か指定取引窓口への引渡しにご協力ください。詳しくは、次に
お問い合わせください。
（公財）自動車リサイクル促進センター
☎050-3000-0727 http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

●リサイクル家電
購入店に依頼するかリサイクル料金納入後自己搬入してください。
詳しくは次にお問い合わせください。
家電リサイクル券センター（各種リサイクル制度）
☎0120-319640　http://www.rkc.aeha.or.jp/

●パソコンリサイクル
購入店に相談または各メーカーが行う回収・リサイクルへ出してくだ
さい。詳しくは次にお問い合わせください。
（一社）パソコン３R推進協会
☎03-5282-7685　http://www.pc3r.jp/

※令和２年３月末現在

一般廃棄物処理業許可業者
家庭から排出される粗大ごみや一時的に出る大量のごみ等について、
処理施設へ自己搬入できない方は、下記許可業者へご相談ください。

業者名 電話番号
㈱旭環境 鉾田市勝下770番地 0291-37-0550
㈱石崎商事 鉾田市玉田1047番地4 0291-37-3966
㈱茨城県クリニック・クリーン協会 水戸市鯉淵町1番地5 029-259-7200
小野運送㈲（大洋地区のみ） 鉾田市上沢614番地1 0291-39-2429
㈲川上産業 大洗町五反田11番地1 029-267-2829
北関東通商㈱ 水戸市東前三丁目234番地 029-269-2033
㈲榊原商店 潮来市潮来7166番地 0299-63-1726
髙橋古物商店 鉾田市野友1480番地2 0291-32-2684
㈱出久根運送 鉾田市下冨田805番地5 0291-36-3804
丸善エコアース㈲ 行方市羽生673番地2 0299-57-0530

リ
サ
イ
ク
ル
家
電

処分方法

処理料金 リサイクル料金がかかります。

次の方法で処分することができます。
① 買い換えをするお店や、その製品を購入した販売
店に処分依頼をしてください。
② 郵便局でリサイクル料金を納入し、鉾田クリーン
センターへ自己搬入してください。

洗濯機

衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管、
液晶、プラズマ）

エアコン

冷蔵庫 冷凍庫

● 鉾田クリーンセンターへ自己搬入する場合、リサイクル料金とは別に処理を行う指定取引場所への運搬料金が
かかりますので、クリーンセンター窓口にて納入をお願いします。（運搬料金：１台につき1,000円）

粗
大
ご
み

処分方法

処理料金 50kgを超える場合25円/kgの手数料がかかります。　計算例：45kg＝無料　60kg＝250円

カーペット
ふとん・
マットレス ポット・トースター石油ストーブ

木製家具

家電製品

各自 鉾田クリーンセンターへ搬入してください。
●１辺が30cmを超えるごみ

集積所 ×
自己搬入 〇

●ふとん、カーペットなどは２、３箇所を縛って搬入してください。
●リサイクル家電の処分にはリサイクル料金がかかります。
●電池が入っているものは必ず取り外してください。

その他： ファンヒーター、電子レンジ、
　　　　ガスコンロ、自転車、ポリタンク等

品　目 処理相談先

処
理
で
き
な
い
も
の

自動車解体部品（タイヤ・バッテリー・ドア・バンパー など） ガソリンスタンド、カーショップ、タイヤ専門店、解体許可業者 など
農薬缶、廃ビニール など 市（協議会）で実施している集団回収へ
廃油（ガソリン・軽油・灯油・オイル など） ガソリンスタンド など
薬品 購入した販売店、メーカー など
パソコン、消火器、バイク など 各種リサイクル制度に沿って処理をしてください
建築廃材、住宅設備 など 購入した販売店、専門処理業者 など

鉾田クリーンセンターで受入れできないもの

建築廃材・産業廃棄物等
建築廃材・産業廃棄物等については、次にご相談ください。

（一社）茨城県産業資源循環協会
☎029-301-7100
http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/

● これらのごみを集積所に出すことや、鉾田ク
リーンセンターへ搬入することはできませんの
でご注意ください。

鉾田クリーンセンターの利用案内

※ 祝日の家庭ごみの収集は行いますが、自己搬入はできませ
んのでご注意ください。
※ 年末年始の利用については、広報等でお知らせします。

至水戸・茨城町
至水戸・岩間IC

ともえ川 鉾田
総合公園

至石岡・
千代田石岡IC

旧鉾田駅

ほっとパーク鉾田
GS

旧串挽小学校

鉾田クリーンセンター
至行方市
（旧北浦）

しんほこた

鉾田市役所

上山・鉾田
工業団地

北　浦

大
洗
鹿
島
線

至行方市
（旧北浦・旧玉造）

至行方市
（旧麻生・旧北浦）

家庭から出るごみ

開所日 搬入時間
毎週　月曜日～金曜日 午前８時～午後４時
毎月　第２日曜日（家庭ごみ） 午前８時～正午

処理手数料 備考
可燃ごみ 無料 指定ごみ袋を

使用してください
不燃ごみ 無料
資源物
（びん・紙類） 無料

有害ごみ 無料 有害シールは
不要です

ペットボトル 無料

粗大ごみ 有料
（25円/kg） 50kgを超える場合

事業系ごみ
処理手数料 備考

事業所・店舗からの
自己搬入

有料
（20円/kg）

指定ごみ袋以外
でも搬入可能です

お問い合わせ先
●鉾田市役所　生活環境課　鉾田市鉾田1444番地1　☎0291-36-7486（課直通） ●鉾田クリーンセンター　　鉾田市串挽2126番地　  ☎0291-32-4187
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