
• 排出頻度が高い品目を50音順に掲載しています。品目が掲載されていない場合は、類似品目を参考にしてください。 

• この分類事典では、家庭から排出されるごみ（生活系ごみ）の分類について説明しています。 

• 事業所や団体から排出される事業系ごみは、市で収集運搬しません。 

• 事業系ごみは、自らごみ処理施設に搬入するか、収集運搬許可業者に依頼してください。 

• 生活系ごみ（家庭ごみ）、事業系ごみにかかわらず、無許可の収集運搬は違法行為であり、依頼者も罰せられます（排出者責任）。 

• 収集運搬許可業者は、市ホームページ（一般廃棄物）や県ホームページ（産業廃棄物）に掲載しています。 

• ごみとして捨てる前に、中古買い取りができないかリサイクルショップに相談しましょう。状態が良いものは、売却できる場合があります。 

• 各品目の一般的な形状や大きさを基準にして分類しているため、実際のごみの状態によっては分類が異なる場合があります。 

• 「もえる」や「もえない」の分類でも、指定ごみ袋に収まらない（袋の口をしっかりと縛ることができない）ものは、「粗大」の扱いになります。 

• 一般的な大きさとして「粗大」に分類したものでも、指定ごみ袋に収まる（袋の口をしっかりと縛ることができる）ものは、材質によって「もえ

る」や「もえない」の扱いになります。 

• 「もえる」、「もえない」の分類は、材質の違いが目安になります。 

• たとえば、木製・竹製・プラスチック製は「もえる」、金属製・石製・カーボン製は「もえない」になります。 

• 収集したごみの中に有価物や貴重品が混入していても、回収することはできませんので、御注意ください。 

お問い合せ先  むつ市民生部環境政策課 廃棄物担当（令和３年３月改訂） 

☎ 0175-22-1111(内線2461～2464） ／ URL http://www.city.mutsu.lg.jp/ ／ 〒035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 



分類

もえる

もえない

資源
【紙類】

資源
【缶類】

資源
【びん類】

資源
【ペットボトル】

資源
【白色トレイ】

粗大

有害

禁止

飲料用ペットボトルのこと。キャップとラベルを外し、中をすすぐ。無色透明で緑文字の指定袋を使用する。
油や薬品（洗剤等）のペットボトルは『もえるごみ』扱い。無料回収しているスーパーマーケットがある（市ホームページ参照）。

白色の食品トレイのこと。水洗いして紐で縛る。指定袋は不要。色つきや模様付きのものは『もえるごみ』扱いになる。
ひもでしばる。指定袋は不要。無料回収しているスーパーマーケットがある（市ホームページ参照）。

市指定ごみ袋に入らないごみのこと。『もえるごみ』『もえないごみ』に分類されるものでも、指定袋に収まらないものは『粗大ごみ』扱いになる。
自らごみ処理施設に搬入するか、市の個別収集を利用する。　（注）有料。電話予約　0175-22-1111 内線2461～2464 環境政策課まで

環境や収集への影響が大きいため、特に分別することが必要なごみのこと。主に、水銀や鉛を含むものがこれにあたる。
種類ごとに透明な袋に入れる（電池類は、まとめて入れてもよい。）。指定袋は不要。蛍光灯は、形状ごとにしばってもよい。

ごみ処理施設での処理はできないため、市の収集やごみ処理施設への搬入が禁止されているごみのこと。
廃棄するときは、販売店や指定された回収業者に依頼する。

ガラス製のびんのこと。キャップを外し、中をすすぐ。無色透明で緑文字の指定袋に入れる。
農薬の瓶や油の瓶、ほ乳瓶は『もえないごみ』扱い。無料回収しているスーパーマーケットがある（市ホームページ参照）。

この分類事典では、次の10種類で表示しています。詳細を確認したい場合は、市ホームページでご確認ください。

説明と主な識別マーク

もえるごみのこと。白色半透明で青文字の指定袋を使用する。指定袋に収まらないものは『粗大ごみ』として排出する。

もえないごみのこと。無色透明で赤文字の指定袋を使用する。スプレー缶やガス缶は、風通しの良い屋外で使いきって穴を開けること。
刃物や鋭利なものを入れたときは「キケン」などと袋に記載する。指定袋に収まらないものは『粗大ごみ』として排出する。

リサイクル可能な古紙のこと。防水や光沢などの特殊加工されている紙は『もえるごみ』として排出する。
ひもでしばる。指定袋は不要。無料回収しているスーパーマーケットがある（市ホームページ参照）。

飲料・食品用の缶のこと。中をすすぎ、無色透明で緑文字の指定袋に入れる。アルミとスチールの分別は不要。
ボトルタイプのふた、油缶やスプレー缶は『もえないごみ』扱い。無料回収しているスーパーがある（市ホームページ参照）。



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

カーコンポ もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

ガーゼ もえる

カーテレビ（車載用液晶テレビ） バッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

カーテン もえる
利用可能なものは、リサイクルショップを御利用ください。

市の衣類回収は、新型コロナウイルス感染症対策のため休止中です。

ガーデンパラソル 粗大

ガーデンフェンス 粗大

ガーデンライト 粗大
電球は外して、透明な袋に入れて『有害』。

小型で市指定ごみ袋に収まるものは『もえない』。

カーテンレール 粗大

カード類 もえる 細かく裁断する。特に、磁気部分やICチップ部分は念入りに。

カーナビ バッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

カーペット 粗大 最大で『長さ2m』に収まるように畳むか丸める。

プラスチック製 もえる

金属製 もえない

カーボン紙 もえる

絵画 もえる

貝殻 もえる

カーペットローラー



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

プラスチック製
電池は外して、透明な袋に入れて『有害』

もえる

金属製
電池は外して、透明な袋に入れて『有害』

もえない

外壁材 木製板材 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、最大で『長さ1m・太さ20cm』に収まるよう切断し

市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

木製・プラスチック製 もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

上記以外のもの もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

充電式・オイル式 もえない
充電式の電池やバッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』。

オイル式は内部の脱脂綿を十分に乾燥させる。

使い捨てのもの もえる

鏡 有害 透明な袋に入れる。割れたものは厚紙などに包み『キケン』と記載する。

プラスチック製 もえる

上記以外のもの もえない

鍵・錠前 もえない

木製・プラスチック製 もえる

上記以外のもの もえない

掛け時計 電池は外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

木製、プラスチック製 もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

金属製 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html
パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、

市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。
https://www.renet.jp/

かご

懐中電灯

買物かご

カイロ

かき氷器

額縁



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

傘 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

傘立て 粗大
市指定ごみ袋に収まるもののうち、プラスチックや木製のものは『もえる』
市指定ごみ袋に収まるもののうち、金属や陶器製のものは『もえない』

加湿器 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

紙製
資源
【紙類】

『雑誌(のり製本)・雑紙』として、ひもで縛ってまとめる。

プラスチック製、木製 もえる

金属製（箱や缶）
資源
【缶類】

アルミ缶とスチール缶の分別は不要。

金属製（包装） もえない

アルミ蒸着の袋、プラスチック製の袋 もえる

個包装 もえる

ガスこんろ 粗大 市指定ごみ袋に収まるものは『もえない』

ガス台 粗大

ガスボンベ 禁止 ごみ処理施設で処理できません。購入店または販売店へ御相談ください。

ガスレンジマット もえる

化石 禁止 ごみ処理施設で処理できません。市環境政策課または市教育委員会へ御相談ください。

カセットこんろ もえない カセットボンベや電池は取り外す。

カセットテープ（ケースを含む） もえる

菓子の箱、包装、仕切りなど



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

カセットデッキ もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

カセットボンベ カートリッジ式 もえない 風通しの良い屋外で使い切って、穴をあける。

ガソリン携行缶 もえない 中身を空にして乾燥させる。

カタログ
資源
【紙類】

製本方法ごとに分別して、ひもで縛ってまとめる。

カッターナイフ もえない 厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

カッターシート もえる

ガット（テニス・バドミントン） もえる

カット綿 もえる

カッパ 化繊のもの、ゴム、ビニール製 もえる

カップ 陶器製 もえない 割れたものは、厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

カップボード 粗大

カップめんなどの外包装フィルム、
具（かやく）・スープの袋

もえる

カップめんなどのふた・容器 紙製、プラスチック製 もえる

かつら もえる

金網 もえない

金だらい もえない



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

金たわし もえない

かなづち もえない

曲尺（かねじゃく）
（指矩（さしがね））

もえない

金属製 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

上記以外のもの もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

木製、プラスチック製 もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

上記以外のもの もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

画びょう もえない 厚紙やケースなどで包む。

花びん もえない 割れたものは、厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

兜 もえない

壁紙 もえる
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、最大で『長さ2m』に収まるよう切断し、

市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

鎌 もえない 刃先を厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

紙おむつ もえる 汚物はトイレで処理する。

紙コップ・紙皿 もえる

かみそり もえない 刃先を厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

かみそり機（電動） 電池やバッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

かばん

画板



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

神棚 粗大

紙粘土 もえる
紙粘土、小麦粘土、土粘土　…　『もえる』

石粘土、陶芸用粘土　…　市で収集しない。ごみ処理施設に自ら搬入することは可能。搬入
には、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

髪の毛 もえる

牛乳やジュースなど
資源
【紙類】

中をすすいで開いて、『紙パック』として、ひもで縛ってまとめる。

アルミ蒸着してあるもの（紙パックの内側が銀色のもの） もえる

紙袋
資源
【紙類】

『雑誌(のり製本)・雑紙』として紐で縛ってまとめる。雑紙入れなどに御活用ください。
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,40520,23,168,html

ガムテープ もえる

カメラ 電池やバッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

カメラレンズ もえない

蚊帳 粗大 市指定ごみ袋に収まるものは『もえる』

画用紙 絵を描いた物、工作した物を含む。 もえる

カラーコーン 粗大

カラーボックス 粗大

からしのチューブ もえる 中身を使い切る。

ガラス もえない 厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

ガラス戸 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

紙パック



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

プラスチック製 もえる 風通しの良い屋外で使い切って、中身を空にする。

金属製 もえない 風通しの良い屋外で使い切って、穴をあける。

エンジンで動作するもの 禁止
ごみ処理施設で処理できません。

市内の収集運搬業者、販売店または購入店へ御相談ください。

電動モーターで動作するもの 粗大

軽石 もえない

枯葉 もえる できるだけ乾燥させてから袋に入れる。

カレンダー
資源
【紙類】

プラスチックや金属は取り外す。『雑誌(のり製本)・雑紙』として、ひもで縛ってまとめる。

皮むき器 もえない

飲料用や食料品のもの
資源
【缶類】

アルミ缶とスチール缶の分別は不要。

上記以外のもの もえない

簡易トイレ もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

換気扇 もえない

缶切り もえない 鋭利な部分を厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

防水加工がされていない紙類　　　＿
資源
【紙類】

種類ごとに分別して、ひもで縛ってまとめる。

上記以外のもの もえる

ガラスクリーナー容器

緩衝材・梱包材

刈払い機

缶



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

衣類乾燥機 禁止
家電リサイクル法の対象品。郵便局で家電リサイクル券を購入し青森三八五流通㈱に搬入

するか、市内の収集運搬業者、販売店に御相談ください。　http://www.rkc.aeha.or.jp/

ふとん乾燥機 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

乾燥剤 もえる

乾電池 有害 透明な袋に入れる。充電式電池、ボタン電池等の種類ごとの分別は不要。『電池』を参照

缶のふた もえない

観葉植物 もえる 土は『もえない』。市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

キーボード（楽器） 粗大

キーボード（パソコン） もえない パソコンの周辺器機は『もえない』。市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

貴金属 もえない 廃棄する前に、貴金属商やリサイクルショップに御相談ください。

ギター 粗大

キックスクーター 粗大

キッチン（流し台） 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

キッチンタオル・キッチンペーパー もえる

切符 もえる

木戸 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

杵 粗大

乾燥機



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

木（庭木）の枝・幹・根 もえる
袋に収まらなければ『粗大』。

ごみ処理施設に自ら搬入するときは、最大で『長さ1m・太さ20cm』に収まるよう切断する。

着物 もえる
利用可能なものは、リサイクルショップを御利用ください。

市の衣類回収は、新型コロナウイルス感染症対策のため休止中です。

脚立 粗大 長さ2mを超える物は、ごみ処理施設で処理できません。金属商へ御相談ください。

キャッシュカード もえる 細かく裁断する。特に、磁気部分やICチップ部分は念入りに。

キャットタワー 粗大

キャビネット 粗大
重量が40kgを超えるものは、市で収集できません。自らごみ処理施設に搬入するか

一般廃棄物収集運搬業者、販売店や購入店に御相談ください。

金属製 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

上記以外のもの もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

キャンバス もえる

給湯器 電気温水器を除く。 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

救急箱 もえる

急須 もえない

教科書
資源
【紙類】

製本方法ごとに分別して、紐で縛ってまとめる。

鏡台 粗大

プラスチック製 もえる

ガラス製 もえない

金魚鉢

キャリーバッグ



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

手提式 もえない

設置式、据置式 禁止 市で収集しない。金属商へ御相談ください。

義肢 粗大

牛乳パック
資源
【紙類】

水洗いして切り開き、『紙パック』として、ひもで縛ってまとめる。

牛乳びん
資源

【びん類】
中をすすぐ。色別の分別は不要。宅配の場合は、販売店が回収する場合があります。

プラスチック製 もえる

金属製 もえない

空気清浄機 粗大

空気清浄機のフィルター もえない

クーラーボックス 粗大

くぎ もえない ケースに入れるか、ガムテープで束ねるなどする。

くぎ抜き 金属製 もえない

草 もえる 土を払い、できるだけ乾燥させてから袋に入れる。

電動モーターで動作するもの 粗大

エンジンで動作するもの 禁止
ごみ処理施設で処理できません。

市内の収集運搬業者、販売店または購入店へ御相談ください。

草刈り機

空気入れ

金庫



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

金属製 もえない

プラスチック製 もえる

金属製 もえない

上記以外のもの もえる

串 焼きとり・だんごの竹串など もえる 袋がやぶれないようガムテープで束ねるなどする。

薬 錠剤・カプセルなど もえる

金属製 もえない 中身を使い切る。

プラスチック製 もえる 中身を使い切る。

ガラス製
資源

【びん類】
金属製のふたは『もえない』、プラスチック製のふたは『もえる』。

中をすすぐ。色別の分別は不要。

プラスチック製 もえる 金属製のふたは『もえない』、プラスチック製のふたは『もえる』。

薬（錠剤・カプセル）の個装シート アルミとプラの複合品 もえる

果物かご プラスチック製や木製の果物が入って販売されていたもの もえる

果物の網・ネット 発泡スチロール製ネットを含む もえる

プラスチック製 もえる

金属製 もえない

口紅の容器

薬のチューブ

櫛

鎖

薬の容器



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

革製、合皮製 もえる

金属を含むもの（安全靴等） もえない

クッキングヒーター
（IHクッキングヒーター）

もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

靴下 もえる

クッション もえる

クッションフロア 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、最大で『長さ2m』に収まるよう切断または丸めるなどし、

市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

金属製 もえない 中身を使い切る。

プラスチック製 もえる 中身を使い切る。

靴の空き箱
資源
【紙類】

種類ごとに分別して、ひもで縛ってまとめる。
防水加工等がされているものは『もえる』

靴の中敷き もえる

プラスチック製 もえる

金属製 もえない

熊手 粗大

グラスウール（断熱材、吸音材） 禁止
市で収集しない。ごみ処理施設に自ら搬入することは可能。

搬入には、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

クラッカー（爆竹） もえる 水に浸して発火しないようにする。

グランドピアノ 禁止
ごみ処理施設で処理できません。

市内の収集運搬業者、販売店または購入店へ御相談ください。

靴墨のチューブ

靴べら

靴



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

クリアファイル もえる

クリスタル（ガラス製品） もえない

クリップ もえない

グリル鍋 もえない

車いす 粗大 バッテリーははずして販売店へ

クレジットカード もえる 細かく裁断する。特に、磁気部分やICチップ部分は念入りに。

クレヨン もえる

クレヨンセットのケース プラスチック製 もえる

グロー球（点灯管） 有害 透明な袋に入れる。

グローブ 野球やゴルフなどのスポーツで使用する物 もえる

くわ 粗大

軍手 もえる

蛍光管（蛍光灯） 有害 まとめて縛るか、透明な袋に入れる。割れたものは、厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

蛍光ペン もえる

軽自動車 禁止
自動車リサイクル法の対象品。（公財）自動車リサイクル促進センターにお問い合せいただくか、

販売店または購入店へ御相談ください。　http://www.jarc.or.jp/

携帯電話 バッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

携帯用音楽プレーヤー バッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

エンジン付きのもの 禁止 ごみ処理施設で処理できません。販売店または購入店へ御相談ください。

上記以外のもの もえない 袋に収まらないものは『粗大』

毛糸 もえる

ガラス製・金属製 もえない

プラスチック製 もえる

木製 もえる 袋に収まらないものは『粗大』

上記以外のもの もえない 袋に収まらないものは『粗大』

ケーブル もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

ゲーム機
テレビゲーム機、携帯ゲーム機など

バッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』
もえない

小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html
パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、

市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

ゲームコントローラー バッテリーは外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

ディスク式 もえる

カセット式 もえない

消しゴム もえる

化粧品携帯ポーチ もえる

ゲートボールのクラブ

ゲームソフト

計量カップ

携帯用発電機



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

マニキュアのびん、汚れが落ちないびん もえない

上記以外のもの
資源

【びん類】
中をすすぐ。色別の分別は不要。

化粧品のびんのふた プラスチック製 もえる

プラスチック製 もえる 袋に収まらないものは『粗大』

金属製 もえない 袋に収まらないものは『粗大』

化粧パフ もえる

げた箱 粗大

ケチャップの容器・チューブ もえる 中身を使い切る。

水銀式 有害 銀色の液体が、ガラス管の内部を上下し血圧を示すもの。

アナログ式（矢印が数字を指して血圧を表すもの）
デジタル式（血圧の表示がデジタル式のもの）

もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

毛抜き 金属製 もえない

金属製 もえない

上記以外のもの もえる

金属製 もえない 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

布製、ゴム製、プラスチック製 もえる

剣山 もえない 袋がやぶれないように、厚紙などで包む。

けん引ロープ

血圧計

玄関マット

化粧棚

化粧品のびん



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

剣道道具 もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

金属製 もえない

上記以外のもの もえる

鍵盤ハーモニカ（ピアニカ） もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

ガラス製、自然石 もえない

上記以外のもの もえる

こいのぼり もえる

コイン ゲームセンターなどで交換されるもの もえない
硬貨などの有価物は金属商や古物商に御相談ください。
有価物を発見したときは、警察へ通報することがあります。

また、収集後に有価物を回収することはできませんので、御注意ください。

コイン電池 リチウムコイン電池、ボタン電池 有害
充電式電池、コイン電池は、販売店で無料回収を行っている場合があります。

有害ごみとして出す場合は、透明な袋に入れる。種類ごとの分別は不要。『電池』を参照

プラスチック部分 もえる

金属部分 もえない

金属製 もえない

木製・プラスチック製 もえる

工具類 スパナ・ドライバー・ペンチなど もえない

紅茶の缶
資源
【缶類】

中をすすぐ。アルミ缶とスチール缶の分別は不要。

紅茶のティーバッグ もえる 十分に水気を切る。

工具箱

弦

碁石

高圧洗浄機



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

香炉 陶器製・金属製 もえない

氷枕 もえる 金属の留具は『もえない』

コーキングガン もえない

コークス もえる 水に浸して発火しないようにする。

ゴーグル もえる

コート掛け 粗大

コードリール もえない

コードレス電話 電池は外して、透明な袋に入れて『有害』 もえない
小型家電無料回収も御利用ください。　http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,46433,23,168,html

パソコン本体を含む場合は、ダンボール１箱分まで無料（ブラウン管モニターは有料）で、
市の連携事業者「リネットジャパンリサイクル」の宅配便回収も御利用できます。

コーヒーがら及びフィルター もえる
固く水気を切る。生ごみ減量に御協力ください。

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,54674,23,168,html

コーヒーのびん
資源

【びん類】
中をすすぐ。色別の分別は不要。

プラスチック製 もえる

上記以外のもの もえない

コーヒーメーカー もえない

木製・プラスチック製 もえる

金属製 もえない

小型船舶 禁止
ごみ処理施設で処理できません。一般社団法人日本マリン事業協会、

販売店または購入店に御相談ください。　http://www.marine-jbia.or.jp/

コーヒーミル

コーヒーのびんのふた



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

固形燃料 もえる 缶のまま出す場合は、必ずふたを取る。

こけし もえる

ござ 粗大

こたつ・こたつ板 粗大

骨壺 もえない

ガラス製・金属製 もえない 割れたものは、厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

プラスチック製 もえる

コップ洗い（ブラシ） もえる

コップ型のびん 日本酒などの飲料用
資源

【びん類】
中をすすぐ。色別の分別は不要。

五徳 もえない

子供用自転車 粗大

粉ミルクの缶
資源
【缶類】

中をすすぐ。アルミ缶とスチール缶の分別は不要。

碁盤 もえる 市指定ごみ袋に収まらないものは『粗大』

コピー機・家庭用複合機
（家庭用プリンター）

もえない 大型のものや40kgを超えるものは、購入店または販売店へ御相談ください。

コピー用紙
資源
【紙類】

『雑誌(のり製本)･雑紙』として、ひもで縛ってまとめる。

コップ



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

金属製 もえない

木製・プラスチック製 もえる

小麦粘土 もえる
紙粘土、小麦粘土、土粘土　…　『もえる』

石粘土、陶芸用粘土　…　市で収集しない。ごみ処理施設に自ら搬入することは可能。搬入
には、市が発行した『ごみ搬入確認証』が必要。

ゴム手袋 もえる

ゴム長靴 もえる

浮輪のような遊戯具 もえる

底板付きのもの 粗大 長さ2mを超えるものは、ごみ処理施設で処理できません。販売店や購入店に御相談ください。

米びつ（ハイザー） 粗大

コルク栓 もえる

コルク抜き もえない 厚紙などで包んで、『キケン』と記載する。

コルクボード 粗大

ゴルフシューズ もえる

ゴルフボール もえる

ゴルフ用具一式 粗大

コンクリート廃材 禁止 市で収集できません。

コンタクトレンズ もえる

ゴムボート

ごみ箱



か行

品名 主な材質や大きさ、識別マーク
家庭ごみ
分類区分

備考

コンタクトレンズケース もえる

昆虫標本 もえる

コンテナボックス プラスチック製 粗大 折りたたみ式で市指定ごみ袋に収まる場合は『もえる』。

コンドーム もえる

コンパクトフラッシュなどの
カード型記録媒体

もえない

コンパス もえない 針の部分を厚紙などで包み、『キケン』と記載する。

コンパネ（ベニヤ板） 粗大
ごみ処理施設に自ら搬入するときは、最大で『長さ1m・太さ20cm』に収まるよう切断し市が発行し

た『ごみ搬入確認証』が必要。市指定袋に収まるものは『もえる』。
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,38683,23,166,html

コンビニ弁当の容器 もえる

プラスチック製 もえる

紙製
資源
【紙類】

種類ごとに分別して、紐で縛ってまとめる。

コンポスト容器 粗大

梱包材


