
品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
あ ＩＣレコーダー 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。

アイロン 不燃
アイロン台 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
アイロン台（足付） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
アクリル板 可燃 店の看板は、大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
アコーディオンカーテン 粗大 幅180㎝まで500円。
アタッシュケース（金属製） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
アタッシュケース（プラスチック製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
厚紙 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
圧力鍋 資源（B） 空き缶・金物類へ。
油（食用油・天ぷら油） 資源 「食用油」の項目（P. 29）を参照。
雨戸 × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
編み機 粗大
網戸 粗大 5枚まで500円。
アルバム 可燃
アルミ 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
アルミサッシ × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。

アルミ箔（なべ） 資源（Ｂ） 例：火にかけるだけの鍋焼きうどん用のもの。洗って、空き缶・金物類へ。
汚れていれば、燃やせるごみへ。

アルミホイル（アルミ箔） 可燃
アンテナ（ＢＳ・CS・室内用） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

い 石（砂利） × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
衣装ケース 粗大 一段タイプは3個まで500円。多段タイプは1個につき500円。
衣装ケース（ダンボール製） 資源（A） 解体して、段ボールへ。
椅子（金属製） 粗大 有料袋に入るものは、燃やせないごみへ。
椅子（木製） 粗大 有料袋に入るものは、燃やせるごみへ。
板（建設廃材を除く） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。5枚まで500円。
板ガラス 粗大 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。5枚まで500円。
一輪車（16インチ以下） 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。16インチを超える物は、粗大ごみへ。ご
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
い 一斗缶 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。中は空にして、きれいにする。

衣類（肌着、下着を含む）※洗って乾かす 資源（A） 布類へ。布でないもの、綿入りは燃やせるごみへ。
衣類乾燥機 × 家電のリサイクル（P. 21）を参照。

う ウィンドファン 粗大 冷房機能のあるものは、エアコンの項目（P. 21）を参照。
植木鉢（素焼き） 不燃 土は取り除く。有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。5個まで500円。
植木鉢（プラスチック製） 可燃 土は取り除く。有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。5個まで500円。
ウッドカーペット 粗大 丸めて長さ250㎝まで。小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
ウッドデッキ × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
腕時計 不燃

え エアコン × 家電のリサイクル（P. 21）を参照。
ＡＣアダプター（付属品） 資源（小型家電） 使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
枝（庭木等の樹木を剪定したもの） 可燃 P. 5下部「剪定枝」参照。
絵の具チューブ（金属製） 不燃 絵の具は使い切る。
絵の具チューブ（プラスチック製） 資源（容器包装プラ）「チューブ」の項目（P. 31）を参照。
ＭＤ・ＭＯディスク（ケース含む） 可燃
ＭＤ・ＭＯディスクの包装フィルム 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
ＭＤプレーヤー 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。携帯用は「音楽プレーヤー（携帯用）」の項目を参照。
エレクトーン（家庭用） 粗大 1,000円、キーボード型は500円。
園芸用支柱 粗大 10本まで500円。
延長コード 不燃 ひもで縛るか50cmごとに切り、有料袋に入れて出す。

お オイルヒーター 粗大 大きさに関係なく粗大ごみへ。
オートバイ × 二輪車リサイクルコールセンター（☎050-3000-0727）へ。
オーブンレンジ 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。
おたま（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
落ち葉 可燃 P. ５下部「枯葉・雑草」参照。
おむつカバー 可燃 資源にならない。
おもちゃ（金属製） 不燃
おもちゃ（木製・プラスチック製） 可燃
オルガン（家庭用） 粗大 1,000円、キーボード型は500円。
音楽プレーヤー（携帯用） 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
温水洗浄便座 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

か カーステレオ（その他、車の部品） × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
カーテン 資源（A） 布類へ（プラスチックのフックは燃やせるごみへ。金属のフックは資源（B）へ）。
カーテンレール（金物） 粗大 5本まで500円。
カーペット 粗大 小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
カーボン紙 可燃
貝殻 可燃
懐中電灯（金属製） 不燃 電池は外す。
懐中電灯（プラスチック製） 可燃 電池は外す。
カイロ（使い捨て） 可燃
鏡 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
家具 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。
額縁・額（キャンバス） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。5枚まで500円。

傘 不燃 燃やせないごみの組み合わせで出す。1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋
を巻き付ける。有料袋に入れば入る袋で可。

加湿機 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
果実酒のびん 資源（Ｂ） 空びん類へ。
菓子の銀紙 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、燃やせるごみへ。 ご
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
か 菓子の包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。

菓子箱（紙、プラスチック製） 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
菓子箱（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ガス給湯器・湯沸器（小型のもの） 不燃
ガスボンベ（プロパン） × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
ガスレンジ（２口） 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。電池は外す。
ガスレンジ（３口以上） 粗大 単体のもの（備付でないもの）は500円。
ガスレンジ（備付・システムキッチン） × システムキッチン等の備付のものは大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
カセットコンロ（卓上） 資源（Ｂ） ガスボンベを取って、空き缶・金物類へ。
カセットテープ（ケース含む） 可燃
カセットデッキ 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
カセットボンベ 資源（Ｂ） 必ず使い切って、空き缶・金物類へ。
かっぱ（ビニール製） 可燃
カップ麺等のふた 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、燃やせるごみへ。
カップ麺等の容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
門松 可燃 剪定枝ではない。有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
カバン（革、布、プラスチック製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
カバン（金属製） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
画びょう 不燃 プラスチック製のものは、燃やせるごみへ。
花瓶（陶器、ガラス） 不燃
壁紙 × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
釜（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
紙おむつ（使用済） 可燃 排せつ物を取り除き透明・半透明の袋（レジ袋可）に入れて燃やせるごみへ。
紙おむつ（未使用） 可燃 有料袋に入れて出す。
紙コップ、紙皿 可燃 があれば紙製容器包装へ。
カミソリ（使い捨て、金属製） 不燃 カミソリの柄が金属製のもの。
カミソリ（使い捨て、プラスチック製） 可燃 カミソリの柄がプラスチック製のもの。
カミソリ(電動) 資源（小型家電） 電気シェーバーの項目（P. 31）を参照
紙箱 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、資源（A）の雑誌・本・その他の紙へ。
紙パック（内側が白色） 資源（Ｂ） 紙パックへ。紙パックの内側が白くないものは、紙製容器包装へ。
紙袋 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、資源（A）の雑誌・本・その他の紙へ。
紙やすり 可燃
ガムテープ 可燃
カメラ（フィルム式） 不燃 使い捨てカメラは、燃やせるごみへ。デジタルカメラは、「デジタルカメラ」の項目（P. 31）を参照
カラーボックス 粗大 解体して有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
からしのチューブ 資源（容器包装プラ）「チューブ」の項目（P. 31）を参照。
ガラス製品 不燃 紙に包んで品名を書く（出し方については、P. 6上段参照）。
カレンダー（紙製） 資源（A） 金具類を外して、雑誌・本・その他の紙へ。
革製品 可燃 革製の衣類も燃やせるごみへ。
缶 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。ふたは燃やせないごみへ。
換気扇 不燃
換気扇フィルター（金属製） 不燃
換気扇フィルター（使い捨て） 可燃
乾燥剤 可燃
乾電池 不燃 対象となる電池および出し方については、P. 6を参照。
感熱紙 可燃

き キーボード 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。また、パソコンのキーボードだけなら、燃やせないごみへ。
ギター（エレキ） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。ご
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
き ギター（木製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

ギターケース(箱型) 粗大 小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
ギターとギターケース 粗大 一緒に出せばセットで500円。
キックボード 粗大 有料袋に入れば、燃やせないごみへ。
キッチン収納庫 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。
キッチンワゴン 粗大
着物 資源（A） 布類へ。綿入りは、燃やせるごみへ。
キャリア（スキー・スノボー（家庭用）） 粗大
キャリーカート（買い物用） 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。
牛乳びん 資源（Ｂ） 空きびん類へ。
教科書 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。

鏡台 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。鏡は破損防止のため、テープを鏡に十字に貼る。
付属の椅子はセットで500円（大型150cm以上は1,000円）

切り花 可燃
キルティング 可燃
金庫 × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
金庫（手提げ金庫） 不燃 耐火金庫は「金庫」参照。

く クイックルワイパー（床掃除用ワイパー） 可燃
不燃

柄の部分の材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。有料袋に入れば入る袋で可。

空気入れ 不燃 プラスチック製のものは、燃やせるごみへ。
空気清浄機 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
クーラーボックス 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
くぎ・ねじ 不燃
くさり（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
くさり（プラスチック製） 可燃
串（金属製） 資源（Ｂ） 束ねて、空き缶・金物類へ。
串（竹製） 可燃
薬（医薬品）の容器（びん・缶） 資源（Ｂ） 飲み薬のびんは空きびん類へ、飲み薬以外のびんは、燃やせないごみへ。缶は空き缶・金物類へ。
薬（医薬品）の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
薬（家庭用） 可燃
果物入れのプラスチック容器 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
果物ネット 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
口紅 可燃
口紅ケース（金属製） 不燃
口紅ケース（プラスチック製） 可燃
靴 可燃
靴下 資源（A） 洗って乾かして、布類へ。
クッション 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
靴墨容器（金属チューブ） 不燃
靴墨容器（びん） 不燃
靴墨容器（プラスチック製） 可燃
クリーニングの袋 可燃 があれば、容器包装プラへ。
クリスタルガラス 不燃
クリップ 不燃
車椅子 粗大
クレヨン 可燃
グローブ 可燃

け 蛍光灯 不燃 透明・半透明の袋（レジ袋可）または蛍光灯のケースに入れて、燃やせないごみへ。

珪藻土マット 可燃 有料袋に入らないものは粗大ごみへ。
※製造者で回収を行っているものについては、ごみ収集には出さず、製造者の指示どおりに処理してください。

携帯電話 資源（小型家電） 電池等を取り除き、個人情報を消去し使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
け 携帯電話用充電器 資源（小型家電） 使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。

毛糸玉 可燃 資源にならない。

ゲートボールのスティック 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

ゲーム機（家庭用    据置型、携帯型） 資源（小型家電） 電池等を取り除き、個人情報を消去し使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
毛皮 可燃
化粧品スプレー 資源（Ｂ） 空にして、空き缶・金物類へ。
化粧品の容器（びん・缶） 資源（Ｂ） びんは空きびん類へ（乳白色のびんは燃やせないごみへ）。缶は金物類へ。
下駄箱 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。
ケチャップの容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものや汚れているものは、燃やせるごみへ。
血圧計 不燃 水銀使用のものは透明・半透明の袋（レジ袋可）に入れて、燃やせないごみへ。
玄関マット 可燃 金属製は、燃やせないごみへ。有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
健康器具（大きな物） 粗大 小型で有料袋に入ればプラスチック製等は、燃やせるごみへ。金属製等は、燃やせないごみへ。
けんざん 不燃
建設廃材 × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。

こ 碁石 不燃
ゴーグル 可燃
コート（革製） 可燃
コート（布製） 資源（A） 布類へ。
コーヒーのびん 資源（Ｂ） 空きびん類へ。
コーヒーびんの内ぶた 可燃
コーヒーびんのキャップ（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
コーヒーメーカー 不燃
氷枕 可燃 金属製の止め具は空き缶・金物類へ。
ござ 粗大 1畳ものは5枚まで500円。小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
こたつ 粗大 天板、やぐらを合わせて１台分。天板のみは2枚まで500円。
コップ（ガラス製） 不燃
コップ（プラスチック製） 可燃 があれば、容器包装プラへ。
粉ミルクの缶 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
粉ミルクのふた（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。  がないものは、燃やせるごみへ。
碁盤 可燃 盤の厚さ10㎝以上のものは大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
コピー紙 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
ごみ箱（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。コンテナに入らなければ、粗大ごみへ。

ごみ箱（プラスチック製） 可燃 40ℓの袋に入らないものは、40ℓ分の有料袋を貼り付ける。
ただし、投入口が2つ以上または2段以上のものは、粗大ごみへ。

米びつ（金属製） 粗大 小さくしてコンテナに入れば、空き缶・金物類へ。
米びつ（プラスチック製） 粗大 小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
ゴルフクラブ 不燃 燃やせないごみの組み合わせで出す。1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。
ゴルフシューズ 可燃

ゴルフセット 粗大 ゴルフクラブとゴルフバッグを一緒に出せばセットで500円。
ゴルフクラブはゴルフバッグに入る分のみ。

ゴルフバッグ 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
ゴルフボール 可燃
コンクリートブロック × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
コンパクト（金属製） 不燃
コンパクト（プラスチック製） 可燃

さ サーフボード 粗大 長さ250㎝まで。
座椅子 粗大 折りたたんで有料袋に入れば、燃やせないごみへ。ご
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
さ サイドボード 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。

サインペン 可燃
作業着 資源（A） 布類へ。汚れの落ちないものは、燃やせるごみへ。
酒（料理酒）のペットボトル 資源（Ｂ） ペットボトル（P. 12）を参照。
酒の紙パック 資源（Ｂ） があるものは、紙製容器包装へ。 があるものは、紙パックへ。
酒の紙パックの注ぎ口（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
雑誌 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
雑誌の紙以外の表紙（ビニール等） 可燃
雑草 可燃 P. ５下部「枯葉・雑草」参照。
殺虫剤（スプレー缶） 資源（Ｂ） 中身を使い切って、空き缶・金物類へ。
殺虫剤のプラスチックキャップ 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
殺虫剤の包装フィルム 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
座布団 可燃 有料袋に入らなければ、粗大ごみへ。5枚まで500円。
サマーベッド 粗大 有料袋に入れば、燃やせないごみへ。
皿（磁器・陶器） 不燃
ざる（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ざる（木製・プラスチック製） 可燃
サングラス（ガラス・金属製） 不燃
サングラス（プラスチック製） 可燃
サンダル 可燃
三輪車（三輪自転車は除く） 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける（三輪自転車は粗大）。

し シーツ 資源（A） 布類へ。
ＣＤ（ケース含む） 可燃
ＣＤプレーヤー 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。携帯用は「音楽プレーヤー（携帯用）」の項目（P. 24）を参照。
地下足袋 可燃
磁石 不燃
下敷き 可燃
湿気取りの容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
湿布薬 可燃
湿布薬の表面のフィルム 可燃
湿布薬の包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
自転車（16インチ以下）（三輪自転車は除く） 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける（三輪自転車は粗大）。
自転車（17インチ以上。タイヤの直径44cm以上） 粗大 電動アシスト自転車は（P. 31）を参照。
竹刀 可燃 燃やせるごみの組み合わせで出す。1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。
芝刈り機 粗大 500円
シャープペンシル（金属製） 不燃
シャープペンシル（プラスチック製） 可燃
シャープペンシルの芯ケース 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
蛇口（自分で外したもの） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。家庭用のものに限る。
写真 可燃
写真のネガ 可燃
ジャッキ 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。乗用車用のものに限る。
シャンプー容器 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
じゅうたん 粗大 小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
シュレッダーで裁断した紙 可燃 資源にならない。
消火器 × 処理困難物（P. 22）を参照。大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
消火器(スプレータイプ) 資源 「スプレー缶」（P. 29）参照。
定規（木製・プラスチック製） 可燃
将棋の駒 可燃
定規のビニールケース 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
将棋盤 可燃 盤の厚さ10㎝以上のものは大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
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品　　  名 分 類 出 し 方 の ポ イ ン ト
し 障子 粗大 5枚まで500円、1回5枚まで。

障子紙 可燃
浄水器（蛇口取付型） 可燃
浄水器（据え置き型） 不燃
照明器具 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。蛍光灯は取りはずす。
醤油のペットボトル 資源（Ｂ） すすいで、ペットボトルへ。
食用油 資源 拠点回収（P. 17）へ。または、紙・布にしみ込ませるか固めて、燃やせるごみへ。
食用油のびん・缶 資源（Ｂ） すすいで、びんは空きびん類へ、缶は空き缶・金物類へ。
食用油のプラスチックボトル 資源（容器包装プラ） すすいで、容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
食用油容器の包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
除湿機 粗大 大きさに関係なく粗大ごみへ。
除草剤 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
除草剤の容器（びん） 不燃 除草剤は使い切る。
除草剤の容器（プラスチック製） 可燃 除草剤は使い切る。
書棚 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。
食器（磁器・陶器） 不燃
食器洗い乾燥機 粗大 備え付けのものは大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
食器乾燥機 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
食器棚 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。※ガラスに飛散防止をする。
人工芝 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
新聞 資源（A） 新聞・折り込みチラシへ。

す 水槽 粗大 有料袋に入れば、材質により燃やせるごみまたは燃やせないごみへ。
水筒（ステンレス製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。内ふた（プラスチック製）は燃やせるごみへ。
水筒（外側プラ・内側金属製） 不燃
炊飯器 不燃
炊飯器の内釜 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
スーツ 資源（A） 布類へ。
スーツケース（旅行用） 粗大 有料袋に入れば、材質により燃やせるごみまたは燃やせないごみへ。
姿見 粗大 鏡は破損防止のため、テープを鏡に十字に貼る。
スキー板（ストック含む） 粗大 5セットまで500円。
スキーウエア 可燃
スキーのストック 不燃 燃やせないごみの組み合わせで出す。1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。
スキー用ブーツ 可燃
スケートボード 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

スコップ 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。1～5本は20ℓ分、
6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

すずり 不燃
すだれ 粗大 5枚まで500円。小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
スチール缶 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ステレオ（ミニコンポ） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
ステレオラック 粗大 アンプ等の電気製品は有料袋に入れば、燃やせないごみへ。
ステンドグラス 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
ストーブ 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。必ず灯油・電池を抜く。
ストッキング 可燃
ストロー 可燃
砂 × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
スニーカー 可燃
スノーボード 粗大 5枚まで500円。
すのこ 粗大 5枚まで500円。小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。布団・ベッドサイズは1枚500円。
スパイクシューズ 可燃
スピーカー 粗大 2個１組500円。有料袋に入れば、燃やせないごみへ。
スプーン（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
スプーン（プラスチック製） 可燃
スプレー缶 資源（Ｂ） 使い切って、空き缶・金物類へ。
スプレー缶のキャップ 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
スプレー缶の包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
スポンジ 可燃
スポンジの包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
スリッパ・ぞうり 可燃

せ 製図版（家庭用） 粗大 事業用の製図版は、大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
制服 資源（A） 布類へ。

ご
み
の
分
別
品
目
一
覧
表

大和市ごみBOOK_23-36.indd   29 2021/02/09   16:54



品　　  名 分 類 出 し 方 の ポ イ ン ト
せ 生理用品 可燃

セーター（毛糸のセーター含む） 資源（A） 布類へ。
接着剤容器（金属製） 不燃
接着剤容器（プラスチック製） 可燃
瀬戸物 不燃
セメント × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
セロハンテープ 可燃
セロハンテープの金具 不燃
セロハンテープの芯 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
洗剤のプラスチック製計量器 可燃
洗剤容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
洗濯かご（プラスチック製） 粗大 有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
洗濯機 × 家電のリサイクル（P. 21）を参照。
洗濯機ラック 粗大
洗濯ばさみ（プラスチック製） 可燃
剪定枝 可燃 P. 5下部「剪定枝」参照。
扇風機 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。
洗面器（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
洗面器（プラスチック製） 可燃

そ 造花 可燃
雑巾 可燃
そう菜の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
掃除機 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。
ソースのプラスチック容器 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
ソファー 粗大 2人掛け（おおむね120㎝）以上は、1,000円。ソファーベッド1,000円。
そり（プラスチック製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

た 体温計（水銀） 不燃 透明・半透明の袋（レジ袋可）に入れて、燃やせないごみへ。
体温計（デジタル） 可燃
体重計 不燃
耐熱ガラス 不燃
タイヤ（自転車用） 可燃
タイヤ（自動車・バイク用） × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
タイヤキャリア 粗大
タイヤチェーン（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
タイヤチェーン（プラスチック製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
大理石 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ
ダイレクトメール 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。紙以外のビニール等の部分ははがして、燃やせるごみへ。
ダウンジャケット 可燃
タオル・タオルケット 資源（A） 布類へ。
畳 粗大 1回6畳分まで、1畳1,000円。半畳500円。ユニット畳は3畳分（6枚）まで500円。
脱臭剤（中の活性炭等） 可燃
脱臭剤容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
タッパー 可燃
卵パック（紙製） 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。
卵パック（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
たわし 可燃
たんす 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。
ダンベル（プラスチック製） 可燃 金属製は「鉄アレイ」の項目（P. 31）を参照。
段ボール 資源（A） 段ボールへ。

東京都町田市図師町319-5

ご
み
の
分
別
品
目
一
覧
表

大和市ごみBOOK_23-36.indd   30 2021/02/09   16:54



品　　  名 分 類 出 し 方 の ポ イ ン ト
ち チェーン（金属） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。

チェーン（プラスチック） 可燃 ひもで縛るか50cmごとに切り、有料袋に入れて出す。
チャイルドシート 粗大 有料袋に入れば、燃やせないごみへ。
注射針（家庭で使用） × 医療機関に相談する。

チューブ（ラミネート・プラスチック製） 資源
（容器包装プラ）

食品・化粧品等のチューブで、 があれば容器包装プラへ。
がないものや があっても汚れているものは、燃やせるごみへ。

調味料の容器（びん・缶） 資源（Ｂ） びんは空きびん類へ、缶は空き缶・金物類へ。
調味料の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
チラシ（新聞の折り込みチラシ） 資源（A） 新聞と折り込みチラシへ。
チラシ（新聞の折り込みチラシを除く） 資源（A） 雑誌･本・その他の紙へ。
ちりとり（プラスチック製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

つ ついたて 粗大

杖 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

机 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円
漬物石 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
土 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。

つっぱり棚 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。有料袋に入らないものは粗大
ごみへ。横につっぱる棚板→５枚まで500円。縦につっぱる棚やパーティション状のもの→１枚で500円。

つっぱり棒 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。1～5本は
20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。有料袋に入れば入る袋で可。

釣竿 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。1～5本は
20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。有料袋に入れば入る袋で可。

て ＤＶＤ 可燃
ＤＶＤプレーヤー 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
ティッシュペーパー 可燃 ポケットティッシュも、燃やせるごみへ。
ティッシュペーパーの箱 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
テーブル 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。有料袋に入れば、材質により燃やせるごみまたは燃やせないごみへ。
手押し車（一輪車） 粗大
デジタルカメラ 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
鉄アレイ 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。

デッキブラシ 可燃
不燃

柄の部分の材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

鉄板（バーベキュー用） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。

テニスラケット 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

手袋 可燃 きれいなら布類へ。革製・ゴム製の手袋は、燃やせるごみへ。
テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ） × 家電のリサイクル（P. 21）を参照。
テレビゲーム機 資源（小型家電）「ゲーム機」の項目(P. 27）を参照
テレビ台 粗大 有料袋に入れば、材質により燃やせるごみまたは燃やせないごみへ。
電気コード 不燃 ひもで縛るか50cmごとに切り、有料袋に入れて出す。
電気シェーバー 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
電気製品 不燃 使用済小型家電対象品以外のもの。（使用済小型家電はP. 15）を参照。
電気毛布・敷布 可燃 電気コードの部分は、燃やせないごみへ。
電球 不燃 透明・半透明の袋（レジ袋可）に入れて、燃やせないごみへ。
電子辞書 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
電子ピアノ 粗大 キーボード型500円、大型1,000円。
点字本 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。触図部分は取り除き、燃やせるごみへ。このパンフレットの点字版は再生利用できます。
電子レンジ 不燃 有料袋に入らなければ40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。
電卓 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
電池類 不燃 対象となる電池および出し方については、P. 6 を参照。
テント（タープ） 粗大 500円。有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
電動アシスト自転車 粗大 バッテリーは本体から外した状態で、一緒にお出しください。
電動工具 不燃
電動歯ブラシ 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
電動ベッド 粗大 医療用の電動ベッドは大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
電話機 資源（小型家電） 電池等を取り除き、個人情報を消去し使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
電話帳 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。

と 砥石 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
トイレットペーパーの芯 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
トイレットペーパーの包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
と 陶磁器 不燃

豆腐の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
灯油 × 大和市環境事業協同組合 (☎046-264-2033)へ。
灯油ポンプ（電動式） 不燃 電池を外す。
灯油ポンプ（プラスチック製） 可燃
トースター 不燃
時計 不燃
トタン板 × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
土鍋 不燃
ドライヤー 不燃
ドラム缶 × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
トランプ 可燃
トレイ（色付きトレイ） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
トレイ（白色トレイ） 資源（Ｂ） 白色トレイへ。
トレイ（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
ドレッシング容器（びん） 資源（Ｂ） 空きびん類へ。
ドレッシング容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。

な ナイフ 不燃 紙に包んで品名を書く（出し方については、P. 6上段参照）。
苗ポット 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 のないものは、燃やせるごみへ。
長靴（ゴム・プラスチック製） 可燃
なた 不燃 紙に包んで品名を書く（出し方については、P. 6上段参照）。
納豆のからし・たれの袋 可燃 「容器」の項目（P. 36）を参照。
納豆の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものや汚れているものは、燃やせるごみへ。
なべ（アルミ箔） 資源（Ｂ） 例：火にかけるだけの鍋焼きうどん用のもの。洗って、空き缶・金物類へ。汚れていれば、燃やせるごみへ。
なべ（陶器・土鍋） 不燃
なべ（ホーロー・金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。さびている場合は、不燃ごみへ。

に 入浴剤の袋・容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
人形 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

ぬ ぬいぐるみ 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
布おむつ（一度以上使用したもの） 可燃
布おむつ（未使用のもの） 資源（A） 布類へ。

ね ネクタイ 資源（A） 布類へ。
ネット状の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
寝袋 可燃

粘着カーペットクリーナー 可燃
不燃

柄の部分の材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。有料袋に入れば入る袋で可。

粘土（工作用） 可燃 陶芸用は大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ
の 農機具（くわ、すき、レーキのみ） 粗大 5本まで500円

農薬（家庭用） × 販売店または、大和市環境事業協同組合（046-264-2033）へ
農薬（家庭用）の容器（びん） 不燃 農薬は使い切る。
農薬（家庭用）の容器（プラスチック製） 可燃 農薬は使い切る。
ノート 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
のこぎり 不燃 紙に包んで品名を書く（出し方については、P. 6上段参照）。

は バーベル 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
灰 × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
バインダー 可燃 金属の止め具のバインダーは、燃やせないごみへ。
はがき 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。圧着はがきは、燃やせるごみへ。
はく製 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
バケツ（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
バケツ（プラスチック製） 可燃 40ℓの袋に入らないものは、40ℓ分の有料袋を貼り付ける。 ご
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品　　  名 分 類 出 し 方 の ポ イ ン ト
は はさみ 不燃 紙に包んで品名を書く（出し方については、P. 6上段参照）。

はし（木・プラスチック製） 可燃
はしご 粗大 250㎝まで。
はし箱（木・プラスチック製） 可燃

パソコン・パソコンモニター × パソコンの処分（P．21）を参照。ノート型・タブレット型PC は使用済小型家電の回収
ボックス（P．15参照）へ。

肌かけ（中綿入り） 可燃
パチンコ台 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
バッグ（革・布・ビニール製） 可燃
バッテリー（モバイルバッテリー） 不燃 出し方（P．6）を参照。鉛バッテリーは大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ

バット（野球用） 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

発泡スチロール 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。
バドミントンのシャトル 可燃

バドミントンのラケット 可燃
不燃

材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

花火（発煙筒含む） 可燃 未使用の場合は、水にぬらしておく。
花火の包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
歯ブラシ 可燃
歯ブラシ（電動） 資源（小型家電）「電動歯ブラシ」の項目（P. 31）を参照
歯磨きチューブ 資源（容器包装プラ）「チューブ」の項目（P. 31）を参照。
針金 不燃 束状のものは、空き缶・金物類へ。
ハンガー（木、プラスチック製） 可燃
ハンガー（針金） 資源（Ｂ） 束ねて、空き缶・金物類へ。コーティングがされていても可。パイプハンガーは粗大ごみへ。
ハンカチ 資源（A） 布類へ。
半紙 可燃 資源にならない。
パンフレット 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。

ひ ピアニカ 可燃
ピアノ × 販売店へ。電子ピアノは「電子ピアノ」の項目（P. 31）を参照。
ビーチパラソル 粗大
ビールケース × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
ビールびん 資源（Ｂ） 空きびん類へ。なお、販売店でも回収する。
ビールびんのふた 不燃
ビデオカメラ（家庭用） 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
ビデオテープ 可燃
ビデオデッキ 不燃
百科事典 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
漂白剤の容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。

びん 資源（Ｂ）
不燃

資源は飲料・飲み薬・化粧品のびんのみ。乳白色・汚れているもの・指定以外のびんは
燃やせないごみへ。

ふ ファクシミリ（家庭用） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。

ファンヒーター 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。必ず灯油を抜く。FF式、外部燃料タンクは、 
販売店または大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。

フィルム 可燃
フィルムケース 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
封筒 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。透明ビニールの窓の部分は燃やせるごみへ。
フォーク（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ふすま（板） 粗大 1枚500円、1回2枚まで。
ふすま（紙） 粗大 5枚まで500円、1回5枚まで。
プチプチ（空気入緩衝材） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
仏壇 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。
布団 粗大 3枚まで500円。有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
布団カバー 資源（A） 布類へ。
布団乾燥機 不燃
フライパン 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ブラインド 粗大 5枚まで500円。
プラスチック容器（食器） 可燃
プラモデル（プラスチック製） 可燃 金属製のものは、燃やせないごみへ。
プランター（木・プラスチック製） 可燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。5個まで500円。
プリンター（家庭用） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
プリンのふた（銀紙） 可燃 があれば、紙製容器包装へ。
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品　　  名 分 類 出 し 方 の ポ イ ン ト
ふ プリンのふた（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。

プリンの容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
風呂桶 × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
風呂釜 × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
フロッピーディスク 可燃
風呂のふた(プラスチック製) 可燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。プラスチック製以外のふたは、「板」（P. 23）参照。
風呂用品（木・プラスチック製） 可燃
ぶんちん（書道用） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
文房具（金属製） 不燃
文房具（プラスチック製） 可燃

へ ヘアカラーのスプレー缶 資源（Ｂ） 使い切って、空き缶・金物類へ。
ヘアカラーのチューブ（プラスチック製） 可燃
ヘアピン 不燃
米袋（紙製） 資源（B） 紙製容器包装へ。
米袋（ビニール製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。

ベッド 粗大
×

マットレス付きベッド、2段ベッド、ソファーベッド等は粗大ごみへ（1,000円）。
介護用ベッドは大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。

ペットのトイレ砂 可燃 人工の土・砂以外は大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
ペットボトル 資源（Ｂ） ペットボトル（P. 12）を参照。
ペットボトルのふた・ラベル 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
ヘッドホンステレオ 不燃
ペット用オムツ・ペットシート 可燃
ベニヤ板（建設廃材を除く） 粗大 5枚まで500円。小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
ベビーカー（折りたためるもの） 不燃 40ℓ分の有料袋を巻き付けるか、貼り付ける。折りたためなければ、粗大ごみへ。
ベビーバス 粗大 有料袋に入れば、燃やせるごみへ。
ベビーラック 粗大
ベルト 可燃 金属のバックルは外して、燃やせないごみへ。

ヘルメット（プラスチック製） 可燃 金属製のヘルメットは、燃やせないごみへ。
業務用ヘルメットは大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。

便器 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
ペンキの缶 不燃 ペンキが残っていれば、大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
ペンキのスプレー缶 資源（Ｂ） 使い切って、空き缶・金物類へ。
ペンキのびん 不燃 ペンキが残っていれば、大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
便座カバー 可燃 布類へは出さない。
弁当容器（コンビニ等） 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。

ほ ホイール（自動車･バイク用） × 販売店または大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。

ほうき（竹ほうきを含む） 可燃
不燃

柄の部分の材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。  
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。有料袋に入れば入る袋で可。

芳香剤ケース（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
帽子 可燃

包装（プラスチック・紙製） 資源
可燃

プラスチックで があれば、容器包装プラへ、 がないものは、燃やせるごみへ。  
があれば、紙製容器包装へ。 のない紙は、雑誌・本・その他の紙へ。ただし、紙

以外の物が混入しているもので のない紙は、燃やせるごみへ。
包装紙 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、雑誌・本・その他の紙へ。
包丁 不燃 紙に包んで品名を書く（出し方については、P. ６上段参照）。
ボウリングの玉 × 大和市環境事業協同組合（☎046−264−2033）へ。
ボウル（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ボウル（プラスチック製） 可燃
ホース 可燃 ひもで縛るか50cmごとに切り、有料袋に入れて出す。
ホースリール（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ホースリール（プラスチック製） 可燃
ボール（ゴム・プラスチック製） 可燃
ボールペン（金属製） 不燃
ボールペン（プラスチック製） 可燃
墨汁の容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
ポスター 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
ボタン（貝・プラスチック製） 可燃
ボタン（金属製） 不燃
ホチキス（本体・針） 不燃
ポット 不燃
ホットカーペット 粗大 小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。コード類は燃やせないごみへ。
ホットプレート 不燃
ほ乳びん（ガラス製） 不燃
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
ほ ほ乳びん（プラスチック製） 可燃

ポリタンク（灯油用等） 可燃 中身は使い切る。
ポリバケツ 可燃 40ℓの袋に入らないものは、40ℓ分の有料袋を貼り付ける。
保冷剤・保温剤 可燃
本 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
本棚 粗大 大型（150㎝以上）は、1,000円。

ま マーガリン・バターの容器 資源 「容器」の項目（P. 36）を参照。
マージャンの牌 可燃
枕 可燃
マジックペン（ガラス・金属製） 不燃
マジックペン（プラスチック製） 可燃
マッサージ機 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
マッチ 可燃 未使用の場合は、水にぬらしておく。
マット（玄関・足拭用） 可燃 金属製は、燃やせないごみへ。有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
マットレス（磁気入り） 粗大
マットレス（スプリング） 粗大
マットレス（スポンジ） 粗大 「布団」の項目（P. 33）を参照。
まな板（木・プラスチック製） 可燃
マフラー 資源（A） 布類へ。
マヨネーズ容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものや汚れているものは、燃やせるごみへ。
マヨネーズ容器の包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
万年筆（金属製） 不燃
万年筆（プラスチック製） 可燃
万年筆のスペアインク 可燃

み みかんネット 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
ミキサー 不燃
ミシン 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
水枕 可燃 金属製の止め具は、空き缶・金物類へ。
味噌の容器（ビニール・プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものや汚れているものは、燃やせるごみへ。

む 虫めがね 不燃
無線機（小型、家庭用） 不燃

め 名刺 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
名刺ケース（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
めがね（ガラス・金属製） 不燃
めがね（プラスチック製） 可燃
めがねケース（プラスチック製） 可燃
目薬の容器（プラスチック製） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
目薬容器の外包装 資源 「包装」の項目（P. 34）を参照。
メモ用紙 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。

も 毛布 資源（A） 布類へ。綿入りは「布団」の項目（P. 33）を参照。
木材（建設廃材を除く） 可燃 厚さ10㎝以内で有料袋に入らないものは長さ250㎝までであれば粗大ごみへ。5本まで500円。
木炭 可燃 未使用のものに限る。使用済みの木炭→「灰」の項目（P. 32）を参照。

モップ 可燃
不燃

柄の部分の材質により、燃やせるごみ、燃やせないごみごとの組み合わせに分けて出す。 
1～5本は20ℓ分、6～10本は40ℓ分の有料袋を巻き付ける。

物置（スチール製） 粗大 分解しておく。大型（床面積3.3㎡まで）は、1,000円。1帖1.65㎡までは500円。

物干し竿 粗大
資源（B）

5本まで500円。金属製であれば、空き缶・金物類へ（250㎝まで）。
250㎝以上は大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
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品　　  名 分類 出 し 方 の ポ イ ン ト
も 物干し台（コンクリート台を除く） 粗大 １組500円（コンクリートの台を除く）。

コンクリートの台は、大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
や やかん 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
ゆ 遊具（大型） 粗大

湯たんぽ（金属製） 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。
湯たんぽ（プラスチック製） 可燃
湯沸し器（台所用） 不燃 有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
湯沸し器（風呂用） × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。

よ

容器（プラスチック・紙製） 資源
可燃

プラスチックで があれば、容器包装プラへ。 がないものや があっても汚れ
ているものは、燃やせるごみへ。
があれば、紙製容器包装へ。 のない紙は、雑誌・本・その他の紙へ。ただし、紙

以外のものが混入しているもので のない紙や汚れている紙製容器包装は、燃やせ
るごみへ。

洋裁用のボディ 粗大 家庭用の物に限る。事業用は大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
洋服 資源（A） 布類へ。革製、綿入りは、燃やせるごみへ。
ヨーグルト容器 資源 「容器」の項目（このページ）を参照。
よしず 粗大 小さくして有料袋に入れば、燃やせるごみへ。

ら ライター（使い捨て・金属製） 不燃 使い切ったもの。透明・半透明の袋（レジ袋可）で、燃やせないごみへ。
ラジオ（携帯用） 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
ラジカセ 不燃
ラップ（家庭用） 可燃
ラップ（生鮮食品トレイ等） 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
ラップの芯 資源（A） 雑誌・本・その他の紙へ。
ラップの箱 資源 「容器」の項目（このページ）を参照。
ラティス 粗大 90×180㎝は1枚500円、90×90㎝は2枚500円。小さくして有料袋に入れば燃やせるごみへ。
ランドセル 可燃

り リモコン 資源（小型家電） 電池等を取り除き、使用済小型家電回収ボックスへ。（P. 15）を参照。
リュックサック 可燃

れ 冷蔵庫・冷凍庫 × 家電のリサイクル（P. 21）を参照。
冷風機 粗大 大きさに関係なく粗大ごみへ。
レコード 可燃
レシート 可燃
レジ袋 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものは、燃やせるごみへ。
レジャーシート 可燃
レトルトパック 資源（容器包装プラ） 容器包装プラへ。 がないものや汚れているものは、燃やせるごみへ。
レトルトパックの外箱（紙） 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、雑誌・本・その他の紙へ。
レンガ × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。
レンジパネル 資源（Ｂ） 空き缶・金物類へ。汚れているものは燃やせないごみへ。
レンジフード × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ。

ろ ロープ 可燃 ひもで縛るか50cmごとに切り、有料袋に入れて出す。
ローラーブレード 可燃
ロールカーテン 粗大 「ブラインド」の項目（P. 33）参照。

わ ワープロ 不燃 パソコンと区別するために、有料袋に「ワープロ」と明記する。有料袋に入らないものは、粗大ごみへ。
ワイシャツ 資源（A） 布類へ。
ワインセラー × 大和市環境事業協同組合（☎046-264-2033）へ
割り箸 可燃
割り箸の袋（紙） 資源（Ｂ） 紙製容器包装へ。 がないものは、雑誌・本・その他の紙へ。
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