
スマートフォンの端末から、
手軽にごみの分別や収集日などを確認できます！！
スマートフォンの端末から、
手軽にごみの分別や収集日などを確認できます！！

各ストアより「ひたちナビ」で検索し
ダウンロードしてください。
右記のQRコードからもダウンロード可能です。

使い方の例

ごみに関する主な機能ごみに関する主な機能

対応端末対応端末

ダウンロードダウンロード

アプリ利用料
無料

iPhone …………………… iOS 9.0以上

Android … 対応スマートフォン5.0以上

AppStore GooglePlay

地域情報アプリ「ひたちナビ」で
ごみの分別など早わかり
地域情報アプリ「ひたちナビ」で
ごみの分別など早わかり

スマートフォン
の方は…

スマートフォン
の方は…

ごみの出し方ガイド … ごみや再生資源の出し方等についてご案内します。

ごみカレンダー … お住まいの地区の燃えるごみ・再生資源物の収集日
　 を確認できます。（要設定）

ごみ出し日通知 … ごみや再生資源の収集日を前日に
　 お知らせします。（要設定）

ご み 分 別 検 索 … ごみ分別に迷ったとき、品目名により検索できます。

ごみカレンダーの
収集地区を登録

ごみを出す日が
一目でわかる

何ごみか分からない時も
分別早見表で早わかり

※調べてもわからないものについては清掃センターまでお問い合わせください。

品　名 区　分 注意すること
あ

アイロン 粗大ごみ（小）

アイロン台 粗大ごみ（小）

アコーディオン
カーテン 粗大ごみ（中）

縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

油
（ボロ布などにしみこます） 燃えるごみ

油が入っていた缶・
ビン 再生資源 中身を使い切る

油が入っていた
プラスチック製容器 燃えるごみ 中身を使い切る

雨着／雨ガッパ 燃えるごみ

雨どい（塩ビ） 燃えるごみ 袋に入る長さに切る

アルミサッシ・
ガラス付き 粗大ごみ（中） 1回5枚まで

アルミサッシ・枠のみ 再生資源 はずしたガラスは
燃えないごみ

アルミ製容器 再生資源 中身を使い切る

安全靴 粗大ごみ（小）

アンテナ 粗大ごみ（小）

い

衣装ケース
（プラスチック製） 燃えるごみ

燃えるごみ処理袋に
入らない場合は、粗大
ごみ（中）又は（大）

いす 粗大ごみ（中）

板ガラス 燃えないごみ
燃えないごみ処理袋
に入らない場合は、粗
大ごみ（中）又は（大）

一輪車 粗大ごみ（中）

一斗缶 再生資源 中身を使い切る

鋳物製品 燃えないごみ

ごみの分別早見表ごみの分別早見表

燃えるごみ 生ごみ・刈草・資源にならない紙くず
プラスチック製品など

燃えないごみ 陶磁器類・ガラス製品など

再生資源 金属類・布類・紙類
ビン類・ペットボトル

有害ごみ 電池類・蛍光管・水銀体温計など

粗大ごみ（小） ファンヒーター・傘、ポットなど

粗大ごみ（中）（大） 机、布団、自転車、タンスなど

処理困難物 コンクリート製品など
市では処理ができないごみ

家電リサイクル法
対象品

家電 4品目（テレビ、洗濯機・衣類乾燥、
冷蔵庫・冷凍庫、エアコン）

品　名 区　分 注意すること
衣類（布類のみ） 再生資源 洗って出してください

衣類乾燥機 家電リサイクル法
対象品

P26を参考に
してください

印鑑 燃えるごみ

う

ウィック 燃えるごみ

植木鉢（陶磁器製） 燃えないごみ プラスチック製は
燃えるごみ

ウェットスーツ 燃えるごみ

ウォーターサーバー
（家庭用） 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に

入れば粗大ごみ（小）

腕時計 粗大ごみ（小）

え

エアコン 家電リサイクル法
対象品

P26を参考に
してください

絵の具のチューブ 燃えるごみ 中身を使い切る

延長コード 粗大ごみ（小）

鉛筆削り（電動式） 粗大ごみ（小） P24の事業に
協力してください。

ACアダプター 粗大ごみ（小） P24の事業に
協力してください。

LED電球 有害ごみ

MD 燃えるごみ

エレクトーン 粗大ごみ（中）

エンジンオイル
（ボロ布などにしみこます） 燃えるごみ

エンジンオイル缶 再生資源 中身を使い切る

お

オイルヒーター 粗大ごみ（小） 粗大ごみ処理袋に入らな
い場合は、粗大ごみ（中）

オーブントースター 粗大ごみ（小）



品　名 区　分 注意すること
オーブンレンジ 粗大ごみ（小）

落ち葉 燃えるごみ

プラスチックと金属の
複合物のおもちゃ 粗大ごみ（小）

プラスチック製の
おもちゃ 燃えるごみ

オルガン 粗大ごみ（中）

温水器 処理困難物 製造メーカーに問い
合わせてください

温度計 粗大ごみ（小） 水銀温度計は、
有害ごみ

か

カーテン 燃えるごみ 燃えるごみ処理袋に入ら
ない場合は、粗大ごみ（中）

カーナビゲーション 粗大ごみ（小）

カーペット 粗大ごみ（中） 燃えるごみ処理袋に入
る場合は、燃えるごみ

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯 粗大ごみ（小） 電池を抜き取る

カイロ（使い捨て） 燃えるごみ

鏡 燃えないごみ

傘 粗大ごみ（小） 袋から少々
出てもかまいません

加湿器 粗大ごみ（小） 袋から少々
出てもかまいません

果実酒用ガラス容器 燃えないごみ

ガスコンロ 再生資源

ガスコンロのガス缶 再生資源 中身を使い切る

ガス瞬間湯沸器 再生資源 ホースは外して、
燃えるごみ

カセットコンロ 再生資源

カセットテープ 燃えるごみ

ガソリン携行缶 再生資源 中身は空に
してください。

かばん 燃えるごみ 大きな金具ははずす

花びん 燃えないごみ プラスチック製は
燃えるごみ

鎌（かま） 粗大ごみ（小）

紙おむつ 燃えるごみ 汚物は取り除く

カミソリ
（全て金属のもの） 再生資源 鉄類の缶の中に

入れて排出

紙箱 再生資源

紙パック 再生資源
水などですすぐ

（ただし、内側がアルミ
は燃えるごみ）

カメラ 粗大ごみ（小）
使い捨てカメラは金
具類を取り除いて燃え
るごみ

カラーボックス 粗大ごみ（中） 分解して燃えるごみ袋
に入れば燃えるごみ

ガラス 燃えないごみ
燃えないごみ袋に入
らない場合は、粗大ご
み（中）又は（大）

ガラスコップ 燃えないごみ

品　名 区　分 注意すること

換気扇（家庭用） 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に入
れば、粗大ごみ（小）

乾電池 有害ごみ

感熱紙 燃えるごみ

加湿器 粗大ごみ（小）

懐中電灯 粗大ごみ（小） 電池を抜き取る

瓦 処理困難物 施工業者に相談

き

ギター 粗大ごみ（小） 粗大ごみ処理袋に入らな
い場合は、粗大ごみ（中）

木の枝
（直径6㎝以内） 燃えるごみ Ｐ８を参考に

してください

鏡台 粗大ごみ（中）

金庫（非耐火用） 再生資源

金庫（耐火用） 処理困難物 販売店等に
相談してください

給湯器 再生資源

キーボード 粗大ごみ（小）

着物 再生資源

脚立 粗大ごみ（中） 全て金属なら
再生資源

牛乳パック 再生資源
水などですすぐ

（ただし、内側がアルミ
は燃えるごみ）

く

空気清浄器 粗大ごみ（小）

クーラーボックス 粗大ごみ（中） 燃えるごみ処理袋に
入れば燃えるごみ

釘 再生資源

くし 燃えるごみ

薬のビン 再生資源 再生ビンに
出してください

靴 燃えるごみ

クッション 燃えるごみ

車いす 粗大ごみ（中）

車の部品 処理困難物 交換部品を購入した
お店に相談してください

グローブ 燃えるごみ

け

蛍光灯 有害ごみ 清掃センターへ持込む
場合は1日20本まで

珪藻土製品 燃えないごみ

携帯電話 粗大ごみ（小） P24の事業に
協力してください

毛糸製品 燃えるごみ

ケーブル 粗大ごみ（小）

化粧品のビン 再生資源 再生ビンに
出してください

下駄箱 粗大ごみ（中）

携帯ゲーム機
（携帯音楽・動画再生機） 粗大ごみ（小） P24の事業に

協力してください。



品　名 区　分 注意すること
こ

碁石 燃えないごみ

こたつ 粗大ごみ（中）

コピー機（家庭用） 粗大ごみ（中）

米袋（紙製） 再生資源

ゴムホース 燃えるごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ（中） 14本以内で1組

ゴルフバッグ 粗大ごみ（中）

ゴルフボール 燃えるごみ 燃えるごみ処理袋に
小出しに出す

米びつ 粗大ごみ（中）

コンポスター 粗大ごみ（中）

さ

サーフボード 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

座椅子 粗大ごみ（中）

座布団 燃えるごみ

サポーター 燃えるごみ 金属が含まれている
ものは粗大（小）

皿（陶磁器類） 燃えないごみ プラスチック製のもの
は燃えるごみ

ざる（金属） 再生資源 プラスチック製のもの
は燃えるごみ

酸素ボンベ 処理困難物
取扱い業者又は製造
メーカに直接問い合
わせください

残飯 燃えるごみ 水気を十分に
切ってください

三輪車 粗大ごみ（中）

し

シーツ 再生資源 ひもなどで束ねる

CD 燃えるごみ

敷きパット 燃えるごみ

磁石（マグネット） 粗大ごみ（小）

下着 燃えるごみ

支柱
（園芸用、洗濯干し） 再生資源 その他の金属として

出す

自転車 粗大ごみ（中）

写真 燃えるごみ

ジュ－タン 粗大ごみ（中） 燃えるごみ処理袋に
入れば燃えるごみ

充電式電池 有害ごみ

消火器 処理困難物 Ｐ28で確認して
ください

照明器具 粗大ごみ（小） 電球・蛍光灯は、
はずし、有害ごみ

除湿機 粗大ごみ（小）

除湿剤 燃えるごみ

新聞紙 再生資源

品　名 区　分 注意すること

食器（陶磁器類） 燃えないごみ プラスチック製の
ものは、燃えるごみ

食器洗い乾燥機 粗大ごみ（小） 粗大ごみ処理袋に入ら
なければ粗大ごみ（中）

す

水銀体温計 有害ごみ

水槽 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に
入れば粗大ごみ（小）

水筒・魔法ビン 粗大ごみ（小）

炊飯器 粗大ごみ（小）

スーツケース 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に
入れば粗大ごみ（小）

スキーの板 粗大ごみ（中）

スキーのストック 粗大ごみ（小）

スキーのブーツ
（スノーボードのブーツ） 燃えるごみ 金具ははずす

スケートボード 粗大ごみ（小）

すだれ 粗大ごみ（中） 燃えるごみ処理袋に
入れば燃えるごみ

ステレオ
（ミニコンポ） 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に

入れば粗大ごみ（小）

ストーブ（石油） 再生資源 灯油は使い切る

ストーブ（電気、ガス） 粗大ごみ（小）

ストッキング 燃えるごみ

スノーボード 粗大ごみ（中）

スプレー缶 再生資源
中身を使い切る
穴を空ける必要はあ
りません

スパイクシューズ 粗大ごみ（小）

砂
（庭先から出る程度） 処理困難物 周りの迷惑のかから

ないよう自然に還す

スマートフォン 粗大ごみ（小） 小型家電回収ボックス
へ出すこともできます。

炭（木炭、竹炭） 燃えるごみ 量が多い場合は
分けて出す

せ

洗剤の容器 燃えるごみ

洗濯機 家電リサイクル法
対象品

P26を参考に
してください

扇風機 粗大ごみ（小）

洗面器 燃えるごみ プラスチック製
のもの

洗面台 粗大ごみ（中）

せん定枝 燃えるごみ P８を参考に
してください

そ

造花（針金無し） 燃えるごみ 針金が入っているも
のは粗大（小）

双眼鏡 粗大ごみ（小）

掃除機 粗大ごみ（小） 袋から少々でても
かまいません

ソファー 粗大ごみ（中）
縦横高さ合計の長さ
が3ｍを超えるものは
粗大ごみ（大）



品　名 区　分 注意すること
そり

（プラスチック製） 燃えるごみ 燃えるごみ処理袋に入
らなければ粗大（小）

外付け
ハードディスク 粗大ごみ（小） P24の事業に

協力してください

た

体温計（電子） 粗大ごみ（小）

体重計 粗大ごみ（小）

耐熱ガラス 燃えないごみ

タイヤ 処理困難物 Ｐ28を参考に
してください

卓上コンロ 再生資源 電池、ボンベは外す

竹 燃えるごみ P8を参考に
してください

畳 粗大ごみ（中）
清掃センターでは最
大８枚まで持ち込みで
きます

脱臭剤 燃えるごみ

タッパー
（プラスチック製） 燃えるごみ

たんす 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

段ボール 再生資源

ダンベル（金属製） 再生資源

ち

チェーン（金属製） 再生資源 自動車関係部品
は除く

チェーンソー 粗大ごみ（小）

チャイルドシート 粗大ごみ（中）

チャッカマン 粗大ごみ（小） 中身を使い切る

茶わん（陶磁器類） 燃えないごみ プラスチック製のもの
は、燃えるごみ

注射針 処理困難物 医療系ごみのため、P29
を参考にしてください

彫刻刀 粗大ごみ（小）

つ

杖（木、プラスチック） 燃えるごみ

机 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

漬物石 処理困難物 販売店に
ご相談ください

爪切り 再生資源

土
（庭先からでる程度） 処理困難物 周りの迷惑にならな

いよう、自然に還す

つり道具（竿、リール） 粗大ごみ（小）

て

ＤＶＤ 燃えるごみ

ＤＶＤレコーダー／
プレーヤー 粗大ごみ（小） P24の事業に

ご協力ください

ディスプレーモニター 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

デジタルカメラ 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

品　名 区　分 注意すること

テーブル 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

鉄アレイ 再生資源

テレビ 家電リサイクル法
対象品

P26を参考に
してください

テレビゲーム機 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

テレビ台 粗大ごみ（中）

電気カミソリ 粗大ごみ（小）

電気カーペット 粗大ごみ（小）

電気スタンド 粗大ごみ（小） 電球、蛍光管ははずす

電気毛布 粗大ごみ（小）

電球 有害ごみ 透明・半透明の袋に
入れる

電子レンジ 粗大ごみ（小）
粗大ごみ処理袋に入
らない場合は、粗大ご
み（中）又は（大）

電卓 粗大ごみ（小）

電池 有害ごみ 透明・半透明の袋に
入れる

電話機 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

と

砥石 燃えないごみ

陶器類 燃えないごみ

灯油
（ボロ布などにしみこます） 燃えるごみ

トースター 粗大ごみ（小）

時計 粗大ごみ（小）

トタン板（波板） 再生資源 その他の金属

土鍋 燃えないごみ

ドライヤー 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

塗料
（ボロ布などにしみこます） 燃えるごみ ボロ布などに

しみこませる

塗料の容器（金属製） 再生資源 中身を使い切る

塔婆 燃えるごみ

な

ナイフ 粗大ごみ（小）

長靴 燃えるごみ

流し台（シンク） 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

鍋 再生資源 ガラスを含むフタは
粗大ごみ（小）

なまり（鉛） 処理困難物

に

人形 燃えるごみ

ぬ

ぬいぐるみ 燃えるごみ



品　名 区　分 注意すること
布きれ 燃えるごみ

ね

ネクタイ 燃えるごみ

ねじ 再生資源

粘土 燃えないごみ 紙粘土は燃えるごみ

の

農機具 処理困難物

農薬ビン 燃えないごみ

のこぎり 粗大ごみ（小）

糊 燃えるごみ

は

ハードディスク
（外付け） 粗大ごみ（小） P24の事業に

ご協力ください

ハーモニカ 粗大ごみ（小）

バケツ
（プラスチック製） 燃えるごみ

バイク 処理困難物 販売店に
相談してください。

バイクの部品 処理困難物 交換部品を購入した店
舗に相談してください

バウンサー 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に
入れば粗大（小）

はく製 粗大ごみ（中） 粗大ごみ処理袋に
入れば粗大（小）

はさみ 再生資源

パソコン 粗大ごみ（小） P27を参考に
してください

発煙筒（車用） 処理困難物 販売店に
相談してください。

バッテリー 処理困難物 交換部品を購入した店舗
に相談してください

バット（金属） 再生資源

バット（木製） 燃えるごみ 袋から少々出ても
構いません

発泡スチロール 燃えるごみ

花火 燃えるごみ
使用済み花火に限る
未使用品は清掃セン
ターに直接持ち込む

針 再生資源

針金 再生資源

ハロゲンヒーター 粗大ごみ（小）
粗大ごみ処理袋に入
らない場合は、粗大ご
み（中）又は（大）

ハンガー（金属製） 再生資源

ハンガー
（プラスチック製） 燃えるごみ

はんてん 燃えるごみ

ひ

ピアニカ 粗大ごみ（小）

ピアノ 処理困難物 販売店に
相談してください

ＢＳアンテナ 粗大ごみ（小）

品　名 区　分 注意すること
ビー玉 燃えないごみ

ビールケース 燃えるごみ 再利用可能な場合は、酒店
で引取る場合もあります

ビールビン 再生資源

ビデオカメラ 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

ビデオテープ 燃えるごみ

ビデオデッキ 粗大ごみ（小）

ビンのふた／
キャップ（金属） 再生資源 スチール缶または

その他の金属

ふ

ファンヒーター 粗大ごみ（小）
粗大ごみ処理袋に入
らない場合は、粗大ご
み（中）又は（大）

ファクシミリ 粗大ごみ（小）

ブーツ 燃えるごみ 金具は取り外す

風鈴 粗大ごみ（小）

ふすま 粗大ごみ（中）

仏壇 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3ｍを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

布団 粗大ごみ（中）

布団乾燥機 粗大ごみ（小）

プランター 燃えるごみ

ブリキトタン・波板含む 再生資源 束ねる

プリンター 粗大ごみ（小）

風呂釜 粗大ごみ（中）

ブロック
（コンクリート） 処理困難物 Ｐ29を参考に

してください

フロッピーディスク 燃えるごみ

へ

ベッド 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

ペットボトル 再生資源 P16を参考に
してください

ベビーカー 粗大ごみ（中）

ベビーバス
（プラスチック） 燃えるごみ 燃えるごみ処理袋に入ら

ない場合は、粗大ごみ（中）

ベビーベッド 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

ベルト 燃えるごみ 金具ははずす

ヘルメット 粗大ごみ（小）

便座
（ポータブル便座） 燃えるごみ 燃えるごみ処理袋に入らない

場合は粗大ごみ（中）又は（大）

ほ

ほうき 燃えるごみ

帽子 燃えるごみ

芳香剤 燃えるごみ

包丁（金属製） 再生資源



品　名 区　分 注意すること
包丁（複合品） 粗大ごみ（小）

ホース 燃えるごみ
50cm程 度 に 短く切
断、長いままでは粗大
ごみ（小）

ボール 燃えるごみ

ホーロー鍋 再生資源 ガラス製のふたは
燃えないごみ

ポット 粗大ごみ（小）

ホットカーペット 粗大ごみ（小）
粗大ごみ処理袋に入
らない場合は、粗大ご
み（中）又は（大）

ホットプレート 粗大ごみ（小）

ポリタンク 燃えるごみ
燃えるごみ処理袋に
入らないものは
粗大ごみ（中）

保冷剤 燃えるごみ

ま

マイク 粗大ごみ（小） P 24の事業に
協力してください

マウス
（パソコン部品） 粗大ごみ（小） P 24の事業に

協力してください

枕 燃えるごみ

マジックペン 燃えるごみ

マットレス
（スプリングあり） 粗大ごみ（中）

マットレス
（スプリングなし） 燃えるごみ

燃えるごみ処理袋に
入らないものは、粗大
ごみ（中）または（大）

まな板 燃えるごみ

魔法瓶 粗大ごみ（小）

み

ミキサー 粗大ごみ（小）

ミシン 粗大ごみ（小）
粗大ごみ処理袋に
入らないものは、
粗大ごみ（中）

む

虫かご（プラスチック） 燃えるごみ

蒸し器（金属） 再生資源

め

メガネ 粗大ごみ（小）

メモリーカード 粗大ごみ（小） データは
消してください

も

毛布 燃えるごみ

模造刀 粗大ごみ（小）

餅つき機 粗大ごみ（小）
粗大ごみ処理袋に
入らないものは、
粗大ごみ（中）

物置
（市販のもので１坪程度） 粗大ごみ（中）

縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は、粗大ごみ（大）

品　名 区　分 注意すること
物干し竿（金属製） 再生資源 3m以内

物干し竿
（プラスチック・木製）

粗大ごみ（中） 1本の長さが3mまで

燃えるごみ 50cm程度に切り
指定袋に入れる

物干し台
（土台コンクリト製のもの） 処理困難物 販売店に相談

してください

モバイルバッテリー 有害ごみ 透明・半透明の袋に
入れる

や

やかん 再生資源

ゆ

USBメモリ 粗大ごみ（小） データは
消してください

浴衣 再生資源 布類

湯たんぽ（金属） 再生資源 その他の金属

湯たんぽ
（プラスチック） 燃えるごみ

湯沸器（家庭用） 再生資源 その他の金属

よ

浴槽 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
は粗大ごみ（大）

ら

ライター（使い捨て） 有害ごみ 使い切る

ラジカセ 粗大ごみ（小） P24の事業に
ご協力ください

ランドセル 燃えるごみ 金具ははずす

る

ルーフボックス（車の
屋根に付けるもの） 粗大ごみ（中）

縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
粗大ごみ（大）

ルームランナー 粗大ごみ（中）
縦・横・高さ合計の長
さが3mを超えるもの
粗大ごみ（大）

れ

レーザーディスク盤 燃えるごみ

冷蔵・冷凍庫 家電リサイクル法
対象品

P26を参考に
してください

レコード盤 燃えるごみ

ろ

ローソク 燃えるごみ

ローラーブレード 粗大ごみ（小）

わ

ワープロ 粗大ごみ（小） P24の事業に
協力してください


