
参考（大型・小型の説明は２０センチを基準としています）

品名 ごみ出し区分 出し方・ワンポイント

か

124 カーキャリア 粗大ごみ

125 カーテン 可燃ごみ 可燃ごみとして出す場合は１ｍ以内に切ること

126 カーテンレール 粗大ごみ

127 カーブミラー 粗大ごみ 事業系は×

128 カーペット 粗大ごみ

129 カーボン紙 可燃ごみ

130 カーマット（自動車用） 可燃ごみ 可燃ごみとして出す場合は１ｍ以内に切ること

131 カーラー 可燃ごみ

132 貝殻 可燃ごみ 船舶からの大量発生は処理不可

133 懐中電灯（金属製） 資源物 乾電池は取り外し埋立ごみ

134 懐中電灯（プラスチック製） 可燃ごみ 乾電池は取り外し埋立ごみ

135 外壁材 処理できません 個人での解体による内壁材の石膏ボードは○、断熱材は×

136 買い物カート 粗大ごみ

137 買い物袋（スーパー袋） 可燃ごみ

138 カイロ（金属製） 資源物

139 カイロ（使い捨て） 可燃ごみ

140 鏡 埋立ごみ 大型のものは粗大ごみ

141 鏡（金属製） 粗大ごみ

142 家具 粗大ごみ 事業系は木製のみ

143 学習机 粗大ごみ 事業系は木製のみ

144 拡声器（電池式） 粗大ごみ 乾電池は埋立

145 家具調こたつ 粗大ごみ 事業系は木製のみ

146 額縁（木・プラ製、一辺20cmまで） 可燃ごみ 20cmを超えるものは粗大ごみ（ガラスは埋立ごみ）

147 額縁（金属製、一辺20cmまで） 資源物 20cmを超えるものは粗大ごみ（ガラスは埋立ごみ）

148 掛け軸 可燃ごみ 大型のものは粗大ごみ

149 囲いのれん 粗大ごみ

150 傘（骨組） 資源物 骨組以外は可燃ごみ

151 傘立て（陶磁器製） 埋立ごみ 小さく砕いて袋へ入れる

152 傘立て（木製・金属製） 粗大ごみ

153 菓子缶（金属製） 資源物

154 加湿器 粗大ごみ

155 菓子箱（紙製） 紙類資源

156 菓子袋（ビニール製） 可燃ごみ

157 ガスコンロ 粗大ごみ

158 ガスストーブ 粗大ごみ

159 ガス台 粗大ごみ

160 カスタネット 可燃ごみ

161 ガスボンベ 処理できません 購入店等に確認下さい

162 ガス湯沸器 粗大ごみ

163 ガスレンジ 粗大ごみ

164 カセットコンロ 資源物 カセットボンベは取り外す

165 カセットテープ 可燃ごみ

166 カセットデッキ 粗大ごみ

167 カセットボンベ 資源物 必ず使い切ってから、火の気のない屋外で穴をあけて出す

168 ガソリン 処理できません 購入店等に確認下さい

169 ガソリン缶 粗大ごみ 個人のみ

170 カタログ（紙製） 紙類資源

171 カッターナイフ 埋立ごみ 運搬の際刺さらないようにする

172 カッターの刃 埋立ごみ 運搬の際刺さらないようにする

173 かっぱ 可燃ごみ

174 カップ麺の容器 可燃ごみ

175 かつら 可燃ごみ 事業系は産廃

176 かどまつ（門松） 可燃ごみ 大型のものは粗大ごみ

177 蚊とり器（電器式・プラ製） 可燃ごみ 陶磁器製は埋立ごみ
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178 蚊とり器（陶磁器製） 埋立ごみ

179 蚊とりﾏｯﾄ 可燃ごみ

180 かなづち 資源物 柄は可燃ごみ

181 カヌー（カヤック） 処理できません 購入店へ確認下さい

182 曲尺（かね尺） 資源物

183 金たわし 資源物

184 かばん（革・合成革製、布製） 可燃ごみ 大型のものは粗大ごみ

185 画鋲 埋立ごみ 運搬の際危険のないようにする

186 花瓶（金属製） 資源物 大型のものは粗大ごみ

187 花瓶（陶磁器製・ガラス製） 埋立ごみ 大型のものは粗大ごみ

188 花瓶（プラスチック製） 可燃ごみ 大型のものは粗大ごみ

189 壁掛け時計 埋立ごみ 大型のものは粗大ごみ

190 壁紙 可燃ごみ

191 鎌（かま） 埋立ごみ 運搬の際危険のないようにする

192 紙おむつ 可燃ごみ 汚物はトイレへ

193 紙くず 可燃ごみ

194 紙コップ 可燃ごみ

195 かみそり 可燃ごみ 電動も同じ。運搬の際危険のないようにする。

196 髪の毛 可燃ごみ

197 ガムテープ 可燃ごみ

198 カメラ 埋立ごみ

199 蚊帳（かや） 粗大ごみ 可燃ごみとする場合は小さく切ること

200 火薬 処理できません 購入店等に確認下さい

201 カラーボックス 粗大ごみ

202 カラオケセット 粗大ごみ 業務用は処理不可

203 ガラスコップ 埋立ごみ 運搬の際危険のないようにする

204 ガラス食器 埋立ごみ 運搬の際危険のないようにする

205 ガラステーブル 粗大ごみ 割れたガラスは埋立ごみへ

206 ガラス戸（木製） 粗大ごみ

207 軽石 埋立ごみ

208 カレンダー 可燃ごみ

209 カレンダー（金具部分） 可燃ごみ

210 革靴 可燃ごみ

211 革ジャンパー 可燃ごみ

212 かわら 埋立ごみ 少量のもの

213 換気扇（家庭用） 埋立ごみ

214 缶切り器（金属製） 資源物

215 乾燥機（衣類） 処理できません 家電リサイクル法による処理

216 乾燥機（食器） 粗大ごみ システムキッチンの解体物は不可

217 乾燥機（布団） 粗大ごみ

218 乾燥剤 可燃ごみ

219 缶詰の缶 資源物 軽く洗ってから出す。

220 缶詰のフタ 可燃ごみ

221 乾電池 埋立ごみ

222 感熱紙 可燃ごみ

223 看板、標識 粗大ごみ 事業系は木製のみ


