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50音別ごみと資源物の分け方ガイド
2016年発行

【分別区分ごとの、出し方など一覧表】
分別区分 項　　　目 出　　し　　方 出  す  場  所

資
　
源
　
物

プラスチック製
容器包装類 指定袋（黄色）を使用してください

集
　
　
積
　
　
所

ペットボトル

集積所のペットボトル専用ネットに入れてください

ビン類
集積所のビン類専用袋に入れてください

カン類
集積所のカン類専用袋に入れてください

紙類 種類ごとにひもで束ねて出してください
細い雑がみ類は紙袋に入れてひもで束ねてください

布類 透明か半透明または指定袋ごみ袋（黄色）に入れて「布
類」と表示してください

スプレー缶類 穴をあけずに、透明な袋に入れてください
中身を使い切ってください

可燃 燃やすごみ 指定袋（青）を使用してください

不燃 燃やさないごみ 指定袋（透明）を使用してください

粗大 粗大ごみ

【回収依頼】
　 粗大ごみ受付センター（491-4753）へ電話してく

ださい。
　（受付時間：午前8時30分～午後5時まで　平日のみ）

戸別収集

【直接搬入】
　 市環境課にて、搬入手続をお済ませの上、印西ク

リーンセンターへ搬入してください。

印西クリーン
センターへ直
接搬入

使用済
小型家電 ─ 使用済小型家電回収ボックスに入れてください

※30㎝×15㎝未満の小型家電のみ
市役所及び各
センター

乾電池

─ 【拠点回収】
　乾電池回収ボックスに入れてください

市役所及び各
センター

─
【集積所回収】
　 他のごみと混ぜないで、燃やさないごみの日に出

してください
集積所

廃食
用油 ─ 廃食用油回収容器に入れてください 各センター及

び保育園
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1 本書の使い方と見方
本書は、ごみを分別するときの資料として使います。
50音順で書いてありますので、それぞれの分別区分に従い、ごみを出してください。

表中の出し方欄で「※１」マークが付いているものは、分別区分は「粗大ごみ」ですが、指定袋に入れて、
袋口が閉じきれば、燃やす又は燃やさないごみで出すことができます。
素材が「紙・プラスチック」等のときは、燃やすごみ袋（青色）に、素材が「金属・陶器」等のときは、
燃やさないごみ袋（透明）に入れてください。

【イメージ図】

2 新しいごみの出し方（前回（2013年2月）発行との主な変更点）

①【穴をあけなくて大丈夫です】
カセット式ガスボンベ・殺虫剤の缶・スプレー缶が、穴をあけずに集積所へ出せます。
中身を必ず使い切り、他のごみと混ぜないで、「資源物の日」に出してください。
（透明な袋に入れてください。）
※「燃やさないごみ袋」「カン類専用袋」には入れられません。

【変更時期】平成28年４月１日から、穴をあけずに集積所へ出せます。

②【乾電池が、集積所にも出せます】
他のごみと混ぜないで、「燃やさないごみの日」に出してください。
（透明な袋か、燃やさないごみの袋に入れてください。）

【変更時期】　平成28年４月１日から、集積所へ出せます。

※従来どおり、白井駅前センターなどの、各センターでも回収します。
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③【化粧品のビンが、資源物になります】
ジュースやお酒のビンと一緒に、「資源物の日」に出してください。
（集積所にある、ビン類専用袋に入れてください。）

【変更時期】平成28年４月１日から、資源物（ビン類）として集積所へ出せます。

④【リサイクルできる布類が増えました】
「資源物の日」に出してください。

【変更時期】　平成28年４月１日から、資源物（布類）として集積所へ出せます。

リサイクルできるようになった布類（一例）
衣類（革）、カーテン、着物、靴下、下着、袴、帽子、マフラー、毛布

⑤【パソコンやカメラなどの小型家電が、各センターに出せます】
市役所や各センターに設置している「回収ボックス」に入れてください。
回収ボックスには、30㎝×15㎝未満のものが入ります。
（入らない場合は、従来どおりの分別方法で出してください。）

小型家電（一例）
パソコン、ビデオカメラ、携帯電話、電話機、ラジオ、ドライヤー、ゲーム機

⑥【リサイクルできる紙類が増えました】
紙封筒や紙袋に入れて、「資源物の日」に出してください。

リサイクルできる紙類（一例）
金紙、銀紙、レシート、コピー用紙、メモ用紙、紙皿、紙コップ、カレンダー

※⑤と⑥は、平成27年度時点ですでに実施済です。

3 指定袋からはみ出ても、収集できるごみがあります
以下の５品目は、指定袋からはみ出ても収集できます。
「燃やさないごみの日」に出してください。（木製バットのみ、「燃やすごみの日」に出してください。）
（排出の意思表示として、指定袋はかぶせてください。）

①枝切りばさみ　　②傘　　③給油ポンプ（電動式）　④金属バット　　⑤空気入れ
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

あ アイスの棒 木 燃やすごみ

アイスの容器
紙 資源物（紙類）

プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

アイスピック 燃やさないごみ 紙に包み「危険物」と表示してください

アイロン 燃やさないごみ

アイロン台 粗大ごみ ※１

アクセサリー 金属 燃やさないごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ ※１

あぜシート 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

アタッシュケース 粗大ごみ ※１

アダプター 燃やさないごみ

油紙 燃やすごみ

雨どい 粗大ごみ 180㎝以内のもの　※１

雨戸 粗大ごみ ※１

網戸 粗大ごみ ※１

アルミ缶 資源物（カン類）

アルミ箔の鍋 燃やさないごみ

アルミホイル（箱・芯） 資源物（紙類）

アンテナ 粗大ごみ ※１

アンプ 粗大ごみ ※１

い 石 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

衣装箱（カラーボックス、茶箱等） 粗大ごみ ※１

イス 粗大ごみ ※１

板ガラス 燃やさないごみ 割れたものは紙などに包み「危険物」と表示し
てください

一輪車 粗大ごみ ※１

一升びん 資源物（ビン類）

一斗缶 粗大ごみ 中を空にしてください　※１

井戸用ポンプ 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

イヌ・ネコの砂
樹脂製 燃やすごみ

天然砂 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

イヌ小屋 粗大ごみ ※１

医療付随物（点滴パック等） プラスチック 資源物（プラスチック）
在宅医療用に限り、資源物です
プラマークのない物は「燃やすごみ」です
チューブ類や注射針は、購入先や専門業者に処
理を依頼してください

衣類
綿入り 燃やすごみ

革 資源物（布類）
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

衣類
繊維 資源物（布類） 透明か半透明の袋または市指定のごみ袋（プラ

スチック製容器包装類）に「布類」と表示して
ください化学繊維 資源物（布類）

衣類乾燥機 収集不可 家電リサイクル法対象品目です
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

入れ歯 燃やさないごみ

印鑑 燃やすごみ 金属製のものは「燃やさないごみ」へ

インクカートリッジ 燃やすごみ

インスタントラーメンの容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

紙 燃やすごみ 特殊加工が施されているので、紙マークが付い
てるものでも、「燃やすごみ」へ

インスタントラーメンの調味料の袋 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

インターホン 燃やさないごみ

う 植木（剪定枝等） 燃やすごみ 長さ45㎝以内に切ってから束ねてしばってください
太さ直径３㎝まで（乾燥させて出してください）

植木（幹等） 粗大ごみ 長さ180㎝以内に切ってください　※１
太さ直径10㎝まで（乾燥させて出してください）

植木鉢
陶器 燃やさないごみ

指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
プラスチック 燃やすごみ

植木ポット（苗ポット） プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください
プラマークのない物は、「燃やすごみ」へ

ウォーターサーバー 金属・プラス
チック等 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

浮き輪 燃やすごみ

うちわ 燃やすごみ

乳母車 粗大ごみ ※１

腕時計 燃やさないごみ

ウレタン 燃やすごみ

え エアコン（室外機も含む） 収集不可 家電リサイクル法対象品目です
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

栄養ドリンクのびん 資源物（ビン類） 中身を洗い、フタは「燃やさないごみ」へ

液晶テレビ 収集不可 家電リサイクル法対象品目です
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

液体洗剤の容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、

フタは外して出してください

紙 燃やすごみ 紙マークがあっても臭いが取れないので「燃や
すごみ」へ

枝（枝木、剪定枝等） 燃やすごみ 長さ45㎝以内に切ってから束ねてしばってください
太さ直径３㎝まで（乾燥させて出してください）

枝切りばさみ 金属 燃やさないごみ 指定袋からはみ出てても収集可能です

エレクトーン 粗大ごみ ※１

エンジン類 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

エンジンオイル 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

縁台 粗大ごみ ※１

延長コード 燃やさないごみ しばってください

鉛筆削機 燃やさないごみ

お オーディオラック 粗大ごみ ※１
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

オートバイ 収集不可 指定引取場所へ持ち込むか、廃棄二輪車取扱店
にご相談ください

オーブントースター 粗大ごみ ※１

オーブンレンジ 粗大ごみ ※１

オイル（自動車・バイク用） 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

王冠 資源物（カン類）

お菓子・パンの袋
紙 資源物（紙類） 食品かすをよく取り除いてください

プラスチック 資源物（プラスチック）

置き時計 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、「燃やさないごみ」へ

「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収ボックスへ

桶 木・竹・プラ
スチック 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

落ち葉・枯れ葉 燃やすごみ

お茶の袋（真空パック等） 資源物（プラスチック）

お茶の缶 資源物（カン類）

おにぎりの外装フィルム 資源物（プラスチック）

おまる 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

おむつ 燃やすごみ 汚物は取り除いてください

おもちゃ
金属 燃やさないごみ

「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収
ボックスへ

プラスチック 燃やすごみ

おもり（釣具用・スポーツ用） 燃やさないごみ

オルガン 粗大ごみ ※１

温度計 燃やさないごみ 他のごみと混ぜないで出してください

か カーステレオ 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、販売店または
廃棄物処理業者にご相談ください

カーテン 資源物（布類） 金物のフックをはずす

カーテンレール 粗大ごみ 180㎝以内のもの　※１

カーナビゲーション 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、販売店または
廃棄物処理業者にご相談ください

カーペット 布類 粗大ごみ 80㎝以内に切り、つづら折りで束ねてください　※１

カーボン紙 資源物（紙類）

カーラー 燃やすごみ

貝殻 燃やすごみ

外装フィルム（タバコ、お菓子等） 資源物（プラスチック）

懐中電灯 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「燃やさないごみ」へ

「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収ボックスへ

カイロ 燃やさないごみ

カイロ（使い捨て） 燃やすごみ

鏡 燃やさないごみ 割れたものは紙などに包み「危険物」と表示してください
指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

学習机 粗大ごみ ※１

家具類 粗大ごみ ※１

額縁 粗大ごみ ※１

傘（折りたたみ傘も含む） 燃やさないごみ 指定袋からはみ出てても収集可能です

傘立て 粗大ごみ ※１

加湿器 粗大ごみ ※１

菓子の缶 資源物（カン類）

菓子の箱 紙 資源物（紙類）

菓子の袋 プラスチック 資源物（プラスチック） すすぐまたははたいてから出してください

ガスコンロ 粗大ごみ ※１

ガスボンベ 収集不可 販売店にご相談ください

ガスレンジ・ガスオーブンレンジ 粗大ごみ ※１

ガス温水器 粗大ごみ ※１

カセットテープ・ケース 燃やすごみ

カセット式ガスボンベ 資源物
穴をあけずに、透明な袋に入れてください。
カセット式ガスボンベ・殺虫剤の缶・スプレー缶
のみを袋に入れ、必ず中身を使い切ってください

（カン類専用袋、燃やさないごみ袋では出せません）

ガソリン 収集不可 ガソリンスタンドにご相談ください

カタログ 資源物（紙類） 束ねてしばってください

カッター・刃 燃やさないごみ 刃は紙などに包み「危険物」と表示してください

カッパ（レインコート） 燃やすごみ

カップラーメンの容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

紙 燃やすごみ 紙マークがあっても資源化できないので「燃や
すごみ」へ

カップラーメンのフィルム プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

カップラーメンのふた 紙 燃やすごみ 紙マークがあっても資源化できないので「燃や
すごみ」へ

カバン 布・
プラスチック 燃やすごみ

花瓶 燃やさないごみ 割れたものは紙などに包み「危険物」と表示し
てください

壁紙（クロス） 紙・ビニール 燃やすごみ

カメラ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ

髪（髪の毛） 燃やすごみ

紙おむつ 燃やすごみ 汚物は取り除いてください

紙おむつの外袋 資源物（プラスチック）

紙コップ 資源物（紙類）

カミソリ 燃やさないごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください

紙パック
紙 資源物（紙類）

開いて洗って束ねてください
中が銀色 資源物（紙類）
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

カラオケセット 粗大ごみ ※１

ガラス食器 燃やさないごみ

ガラス戸（ガラス窓等） 粗大ごみ ※１

カラーボックス 粗大ごみ ※１

カレンダー 資源物（紙類） 金属部分は「燃やさないごみ」へ

瓦 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

換気扇 粗大ごみ ※１

乾燥機（食器・布団） 粗大ごみ ※１

乾燥剤 燃やすごみ

缶詰の缶 資源物（カン類） すすいで水気を切ってください

缶詰のフタ 燃やさないごみ 食品が入っていたものは、「資源物（カン類）」へ

乾電池

燃やさないごみ 他のごみと混ぜずに、透明または指定袋（透明）
に入れてください

拠点回収
市役所・各センターに設置の回収ボックスへ

「充電式電池」は販売店または専門業者にご相
談ください

かんな 燃やさないごみ

感熱紙 資源物（紙類）

き キーボード（楽器） 粗大ごみ ※１

木くず 燃やすごみ

ギター 粗大ごみ ※１

キックボード 粗大ごみ ※１

キッチンペーパー 燃やすごみ

脚立 粗大ごみ ※１

キャップ
金属 資源物（カン類） 中身が食品以外の場合は、「燃やさないごみ」へ

プラスチック 資源物（プラスチック） プラマークの無い場合は、「燃やすごみ」へ

きゅうす 燃やさないごみ

牛乳パック 資源物（紙類） 開いて洗って束ねてください

牛乳びん 資源物（ビン類） すすいで水気を切ってください
配達されるものは販売店へ

給油ポンプ

手動式 燃やすごみ

電動式 燃やさないごみ
「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収
ボックスへ
指定袋からはみ出てても収集可能です

鏡台（ドレッサー） 粗大ごみ ※１

金庫 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

金属バット 燃やさないごみ 指定袋からはみ出てても収集可能です

く クーラーボックス 粗大ごみ ※１

空気入れ 燃やさないごみ 指定袋からはみ出てても収集可能です

空気清浄機 粗大ごみ ※１
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

釘 燃やさないごみ

草刈機（電動式） 粗大ごみ ※１

薬 燃やすごみ

薬の容器・袋（農薬を除く）

ガラス 資源物（ビン類） 市販のものに限る

プラスチック 資源物（プラスチック） 錠剤用の容器など

紙 資源物（紙類）

果物が入っていたかご・ネット
プラスチック 資源物（プラスチック）

その他 燃やすごみ

靴 燃やすごみ

靴下 資源物（布類）

クッション 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

熊手 粗大ごみ ※１

クリーニングのビニール袋 燃やすごみ

車イス 粗大ごみ ※１

クレンザーの容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、

フタは外して出してください

その他 燃やすごみ

グローブ 燃やすごみ

くわ 粗大ごみ ※１

軍手 燃やすごみ

け ゲートボールのボール 燃やすごみ

 ゲートボールスティック 粗大ごみ ※１

ゲーム機器 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「燃やさないごみ」へ

ゲームソフト 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
CDのものは「燃やすごみ」へ

蛍光管 燃やさないごみ 他の「燃やさないごみ」と混ぜずに透明な袋に
入れるか、購入時の箱に入れてください

携帯電話 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

携帯電話のバッテリー 収集不可 販売店にご相談ください

携帯電話の充電器 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

毛糸 燃やすごみ

消しゴム 燃やすごみ

消しゴムの包装フィルム 資源物（プラスチック）

化粧品のビン 資源物（ビン類）

化粧品の箱 資源物（紙類）

化粧品のボトル（プラマークがあるもの） 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

下駄箱 粗大ごみ ※１

ケチャップの容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

血圧計（水銀式） 金属・ガラス 燃やさないごみ 他のごみと混ぜないで出してください

血圧計（電子式） 金属・
プラスチック 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック

スへ

玄関マット 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

健康器具（サイクリングマシン、ラ
ンニングマシン、マッサージ機等） 粗大ごみ ※１

剣山 燃やさないごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください

原付バイク（50cc以下） 収集不可 指定引取場所へ持ち込むか、廃棄二輪車取扱店
にご相談ください

こ 鯉のぼり 布・
ポリエステル 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

コード 燃やさないごみ しばってください

コードリール 粗大ごみ ※１

耕うん機 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

広告紙 資源物（紙類） 束ねて出してください

氷まくら 燃やすごみ

ござ 粗大ごみ しばってください　※１

こたつ 粗大ごみ ※１

こたつ板 粗大ごみ ※１

こたつ布団 粗大ごみ しばってください　※１

コップ

ガラス・陶器等 燃やさないごみ

プラスチック 燃やすごみ

紙 資源物（紙類）

子供用遊具 粗大ごみ ※１

コピー機（卓上用） 粗大ごみ ※１

コピー用紙 資源物（紙類） 束ねてしばってください

コピー用紙の包装紙 資源物（紙類）

ごみ箱
金属 燃やさないごみ

指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
プラスチック 燃やすごみ

小麦粉の袋（砂糖、塩などの袋）
プラスチック 資源物（プラスチック）

紙 燃やすごみ

ゴム手袋 燃やすごみ

ゴムホース 燃やすごみ しばってください

米びつ 粗大ごみ ※１

米袋
紙 資源物（紙類）

プラスチック 資源物（プラスチック）

ゴルフクラブ 粗大ごみ ※１

ゴルフバッグ 粗大ごみ ※１

ゴルフボール 燃やすごみ
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

コンクリートブロック 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

コンパクトディスク・ケース 燃やすごみ

コンビニの袋 資源物（プラスチック）

さ サーフボード 粗大ごみ ※１

サイクリングマシン 粗大ごみ ※１

座イス 粗大ごみ ※１

サイドボード 粗大ごみ ※１

サイフ 燃やすごみ

裁縫箱 燃やすごみ 針（燃やさないごみ）など中身は取り除いてく
ださい

材木
燃やすごみ 長さ45㎝以内に切ってから束ねてしばってください

太さ直径３㎝まで

粗大ごみ 長さ180㎝以内、太さ直径10㎝以内に切ってか
ら束ねてください

サインペン 燃やすごみ

酒のパック 資源物（紙類）

酒のワンカップ 資源物（ビン類） キャップは資源物（プラスチック）、アルミ製
のフタは「燃やさないごみ」へ

酒ふた 燃やすごみ

雑誌 資源物（紙類） 束ねてしばってください

サッカーボール 燃やすごみ 空気を抜いてください

殺虫剤の缶 資源物
穴をあけずに、透明な袋に入れてください。カセ
ット式ガスボンベ・殺虫剤の缶・スプレー缶のみ
を袋に入れ、必ず中身を使い切ってください（カ
ン類専用袋、燃やさないごみ袋では出せません）

座布団 燃やすごみ

皿

プラスチック 燃やすごみ プラマークのあるものは、資源物（プラスチッ
ク）で出してください

ガラス・陶器 燃やさないごみ

紙 資源物（紙類）

サラダ油の容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、

フタは外して出してください

ガラス 資源物（ビン類）

三脚 粗大ごみ ※１

サンダル 燃やすごみ

三輪車 粗大ごみ ※１

し シーツ 資源物（布類） 中の見える袋に入れ「布類」と表示してください
濡れたものは、「燃やすごみ」へ

ＣＤ 燃やすごみ

ＣＤケース 燃やすごみ

ＣＤプレーヤー 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「粗大ごみ」へ　※１

シェーバー 燃やさないごみ

磁石 燃やさないごみ

自転車 粗大ごみ
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

自動車 収集不可 販売店にご相談ください

自動車部品 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

竹刀 粗大ごみ ※１

芝刈機（家庭用） 粗大ごみ ※１

写真 燃やすごみ

ジャッキ 金属 粗大ごみ
パンタグラフ式・油圧式のもので、持ち上げら
れる重量が３ｔまでのもの
３ｔを超えるものは、販売店または廃棄物処理
業者にご相談ください

シャツ類（綿入除く）
布 資源物（布類） 透明か半透明の袋または指定袋（プラスチック

製容器包装類）に「布類」と表示してください

ポリエステル

ジャムの容器
ガラス 資源物（ビン類） すすいで水気を切ってください

紙 資源物（紙類） すすいで水気を切ってください

ジャンパー（ブルゾン）
布・羽毛 資源物（布類）

革 資源物（布類）

シャンプー等の容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

じゅうたん 粗大ごみ 80㎝以内に切り、つづら折りで束ねてください　※１

収納ケース 粗大ごみ ※１

消火器 収集不可 販売店また廃棄物処理業者にご相談ください

定規 燃やすごみ

錠剤のシート 資源物（プラスチック）

浄水器カートリッジ 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

浄水器 粗大ごみ ※１

障子（戸） 粗大ごみ ※１

照明器具 粗大ごみ 蛍光管又は電球は「燃やさないごみ」へ　※１

しょう油さし ガラス・陶器 燃やさないごみ

しょう油の容器（ボトル）
ガラス 資源物（ビン類） すすいで水気を切ってください

プラスチック 資源物（ペットボトル） すすいで水気を切りなるべくつぶしてください
キャップは資源物（プラスチック）へ

じょうろ
プラスチック 燃やすごみ

金属 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

食品用トレイ 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

食用油 拠点回収 各センター・各保育園に設置の回収容器へ

食用油の容器（ボトル）
ガラス 資源物（ビン類）

プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

除湿機 粗大ごみ ※１

除湿剤（容器と一体型） 燃やすごみ

除草剤の容器 プラスチック 燃やすごみ 中身を使い切ってください
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

食器洗い機（乾燥機） 粗大ごみ ※１

食器棚 粗大ごみ ※１

シンナー類 収集不可 販売店にご相談ください

新聞紙 資源物（紙類） 束ねてしばってください

す スーツケース 粗大ごみ ※１

水槽 粗大ごみ ※１

水筒 燃やさないごみ

炊飯器 粗大ごみ ※１

スキーキャリア 粗大ごみ ※１

スキー用品（板・ストック） 粗大ごみ ※１

スキーウェア 燃やすごみ

スキー靴 燃やすごみ

スケートボード 粗大ごみ ※１

スコップ 粗大ごみ ※１

硯（すずり） 燃やさないごみ

すだれ 粗大ごみ ※１

スチール缶（食品が入ってたもの） 資源物（カン類） すすいで水気を切ってください

ステレオ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

ストーブ（ファンヒーター含む） 粗大ごみ ※１

ストロー 燃やすごみ

ストローの袋
紙 資源物（紙類）

プラスチック 資源物（プラスチック）

砂 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

スノーボード 粗大ごみ ※１

すのこ 粗大ごみ ※１

スピーカー 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

スプリング類 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

スプレー缶（塗料・ヘアー等） 資源物
穴をあけずに、透明な袋に入れてください。
カセット式ガスボンベ・殺虫剤の缶・スプレー缶
のみを袋に入れ、必ず中身を使い切ってください

（カン類専用袋、燃やさないごみ袋では出せません）

ズボンプレッサー 粗大ごみ ※１

スポンジ 燃やすごみ 緩衝材として商品の間に入っていたものは資源
物（プラスチック）へ

炭 燃やすごみ

スリッパ 燃やすごみ

せ セーター 資源物（布類） 透明か半透明の袋または指定袋（プラスチック
製容器包装類）に「布類」と表示してください



14

50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

整髪料の容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、

フタは外して出してください

ガラス 資源物（ビン類） 中身を使い切ってください

生理用品 燃やすごみ

瀬戸物 燃やさないごみ

洗剤等の容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、

フタは外して出してください

紙 燃やすごみ 中身を使い切ってください
紙マークがあっても資源化できないので「燃やすごみ」へ

洗濯機 収集不可 家電リサイクル法対象品目です
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

洗濯ばさみ 燃やすごみ

剪定枝 燃やすごみ 長さ45㎝以内に切ってから束ねてしばってください
太さ直径３㎝まで（乾燥させて出してください）

栓抜き 燃やさないごみ

扇風機 粗大ごみ ※１

洗面器
金属 燃やさないごみ

プラスチック 燃やすごみ

洗面台 粗大ごみ ※１

そ ソースの容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

ソーラー温水器 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

ソーラーパネル 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

造花 燃やすごみ

掃除機 粗大ごみ ※１

ソファー 粗大ごみ スプリングの入っているものは収集できません
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください　※１

ソファーベット 粗大ごみ スプリングの入っているものは収集できません
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください　※１

そり 粗大ごみ ※１

そろばん 燃やすごみ

た 体温計（水銀計） 金属・ガラス 燃やさないごみ 他のごみと混ぜないで出してください

体温計（電子式） 金属・
プラスチック 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ

体温計のケース 燃やすごみ

台紙 資源物（紙類）

体重計 粗大ごみ ※１

タイヤ 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

タイヤホイール 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

タイヤチェーン 金属・
プラスチック 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

タイル 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

タオル 資源物（布類） 透明か半透明の袋または指定袋（プラスチック
製容器包装類）に「布類」と表示してください

卓上コンロ 粗大ごみ カセット式ガスボンベは取り除いてください　※１

竹 燃やすごみ 長さ45㎝以内に切ってから束ねてしばってください
太さ直径3㎝まで　※１
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

竹串 燃やすごみ 紙などに包んでください

畳 粗大ごみ ３等分にしてください　※１

脱脂綿 燃やすごみ

脱臭剤の容器 資源物（プラスチック） 中身は取り除いてください

タッパー 燃やすごみ

棚 粗大ごみ ※１

タバコ（吸い殻） 燃やすごみ

タバコの外装フィルム 資源物（プラスチック）

タバコの箱 資源物（紙類）

卵のパック 資源物（プラスチック）

たらい 粗大ごみ ※１

たわし
金属 燃やさないごみ

その他 燃やすごみ

タンス 粗大ごみ ※１

ダンボール 資源物（紙類） 束ねてしばってください

断熱材 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

ち 地球儀 粗大ごみ ※１

チャイルドシート 粗大ごみ ※１

茶箱 粗大ごみ ※１

ちゃぶ台 粗大ごみ ※１

茶碗 燃やさないごみ 新聞紙などに包み、「危険物」と表示してください

チューナー 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ

注射針 収集不可 市内の保険薬局にご相談ください

調味料のびん 資源物（ビン類） すすいで水気を切ってください

チラシ 資源物（紙類） ひもで束ねて出してください

ちりとり
プラスチック 燃やすごみ

金属 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

つ 使い捨てカイロ 燃やすごみ

机 粗大ごみ ※１

漬け物の袋・容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください
樽は「燃やすごみ」または「粗大ごみ」へ

土 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

壷 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

つまようじ 燃やすごみ

積み木 燃やすごみ

詰め替えパック プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

釣り糸 燃やすごみ

釣り竿 粗大ごみ ※１

釣り針 燃やさないごみ 紙などに包んでください

て テーブル 粗大ごみ ※１

Ｔシャツ 資源物（布類） 透明か半透明の袋または指定袋（プラスチック
製容器包装類）に「布類」と表示してください

低周波治療器 燃やさないごみ

手鏡 燃やさないごみ

デジタルカメラ・
デジタルビデオカメラ ガラス・金属 拠点回収

市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「燃やさないごみ」へ

「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収ボックスへ
「充電式電池」は、販売店または専門業者にご相談ください

デスクマット 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

鉄アレイ 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

テッシュペーパーの箱 資源物（紙類） ビニール部分は資源物（プラスチック）へ

テニスボール 燃やすごみ

テニスラケット 粗大ごみ ※１

テレビ 収集不可 家電リサイクル法対象品目です
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

テレビ台 粗大ごみ ※１

テレホンカード 燃やすごみ

電気カーペット 粗大ごみ 80㎝以内にたたんでしばってください　※１

電気カミソリ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

電気コード 燃やさないごみ しばってください

電気スタンド 粗大ごみ 蛍光灯は「燃やさないごみ」へ　※１

電気毛布 粗大ごみ 80㎝以内にたたんでしばってください　※１

電球 燃やさないごみ

電子手帳 ガラス・金属 拠点回収

市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収
ボックスへ

「充電式電池」は販売店または専門業者にご相
談ください

電子ピアノ 粗大ごみ ※１

電子レンジ 粗大ごみ ※１

電卓 拠点回収

市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収
ボックスへ

「充電式電池」は、販売店または専門業者にご
相談ください

テント 粗大ごみ ※１

天ぷら油（植物性） 拠点回収 各センター・各保育園に設置の回収容器へ

電話機 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「粗大ごみ」へ　※１
子機の「充電式電池」は、販売店または専門業
者にご相談ください

と ドア（扉、門扉等） 粗大ごみ ※１

トイレットペーパーの包装紙 資源物（紙類）
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

トイレットペーパーの芯 資源物（紙類）

動物のフン 天然 燃やすごみ 家庭用のペットに限ります

豆腐のパック 資源物（プラスチック）

灯油 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

灯油ポンプ（手動） プラスチック 燃やすごみ

灯油ポンプ（電動） 金属 燃やさないごみ 指定袋からはみ出てても収集可能です

トースター 粗大ごみ ※１

時計 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「粗大ごみ」へ　※１

「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収
ボックスへ

トタン板 粗大ごみ 180㎝以内のもの　※１

土鍋 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ドライヤー 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

ドラム缶 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

トランプ
紙 資源物（紙類）

プラスチック 燃やすごみ

塗料 収集不可 販売店にご相談ください

塗料缶
金属 燃やさないごみ 中身は取り除いてください

プラスチック 燃やすごみ

トレイ
紙 資源物（紙類）

すすいで水気を切ってください
プラスチック 資源物（プラスチック）

ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ ※１

トロフィー 粗大ごみ ※１

な ナイフ 燃やさないごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください

苗木のポット 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

長靴 燃やすごみ

中仕切り（料理ごとに分けるため
に使用するもの） プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

バラン（緑色で竹笹の形など）は、「燃やすごみ」へ

流し台（家庭用） 粗大ごみ ※１

納豆の容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

鍋 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

鍋焼きうどん等の容器 アルミ 燃やさないごみ

生ごみ 燃やすごみ

波板（トタン） 粗大ごみ 180㎝以内のもの　※１

に 乳酸飲料の容器 資源物（プラスチック） フタは「資源物（カン類）」へ

入浴剤の容器
金属 燃やさないごみ すすいで水気を切ってください

プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

人形 燃やすごみ

人形ケース 粗大ごみ ※１

ぬ ぬいぐるみ 燃やすごみ

ね ネット（果物などを包んでいたもの） 資源物（プラスチック）

寝袋 粗大ごみ しばってください　※１

粘土（工作用） 燃やすごみ

の ノート・帳面 資源物（紙類）

農業用ビニール 収集不可 販売店または農協にご相談ください

農薬 収集不可 販売店または農協にご相談ください

のこぎり 粗大ごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください　※１

のれん 燃やすごみ

は バイク 収集不可 販売店にご相談ください

パイプ又はポール 粗大ごみ 長さ180㎝以下、太さ直径10㎝以下のもの
束ねて出してください　※１

パイプイス 粗大ごみ ※１

廃油（食用以外） 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

ハガキ 資源物（紙類） 写真プリント、圧着ハガキは燃やすごみ

はかり 粗大ごみ ※１

バケツ
金属 燃やさないごみ

指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
プラスチック 燃やすごみ

はさみ 燃やさないごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください

はしご 粗大ごみ 180㎝以内のもの　※１

柱時計 粗大ごみ ※１

パソコン 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、「パソコン３
Ｒ推進協会」またはメーカーの受付窓口へ

バスタブ（浴槽） 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

バターの容器 資源物（プラスチック） 紙などで拭き取るかすすいで乾かしてください

バッグ 燃やすごみ なるべく金具ははずしてください

バッテリー 収集不可 ガソリンスタンドまたは販売店にご相談ください

バッテリー充電器 金属 燃やさないごみ 家庭用に限ります
指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

バット（球技用）
金属 燃やさないごみ

指定袋からはみ出てても収集可能です
木製 燃やすごみ

発泡スチロール製容器 資源物（プラスチック） 容器そのものを製品として購入した場合は「燃
やすごみ」へ

発泡スチロールの緩衝材 資源物（プラスチック）

パチンコ台（家庭用） 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

花火 燃やすごみ 必ず水に十分つけてから出してください
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

歯ブラシ 燃やすごみ

歯ブラシの入った容器 資源物（紙・プラスチック） 台紙、紙の場合は、資源物（紙類）

歯磨き粉のチューブ 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

針 燃やさないごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください

針金 燃やさないごみ

ハンガー
金属 燃やさないごみ

木・
プラスチック 燃やすごみ

ひ ビー玉 燃やさないごみ

ビーチチェアー 粗大ごみ ※１

ビーチパラソル 粗大ごみ ※１

ビールケース 粗大ごみ なるべく販売店に返却してください　※１

ビールびん 資源物（ビン類） なるべく販売店に返却してください　※１

ピアノ 収集不可 販売店にご相談ください

ひげそり機 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボック
スへ

筆記用具
金属 燃やさないごみ

プラスチック 燃やすごみ

ビデオカメラ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
充電式電池は電気店などの回収ボックスへ

ビデオテープ・ケース 燃やすごみ

ビデオデッキ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、「粗大ごみ」へ　※１

ビニールシート 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ビニールテープ 燃やすごみ

ビニールハウスのビニール 収集不可 販売店または農協にご相談ください

ビニールプール プラスチック 燃やすごみ

ビニール袋（レジ袋ではないもの） 燃やすごみ

火鉢 粗大ごみ ※１

肥料袋（家庭用） 資源物（プラスチック）

ふ ファクシミリ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、「粗大ごみ」へ　※１

ファーストフードの容器・包装
紙 資源物（紙類）

プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

ファンヒーター 粗大ごみ ※１

封筒 資源物（紙類） 窓付き封筒はフィルムを取り除いてください
取り除いたフィルムは、「燃やすごみ」へ

風鈴 燃やさないごみ

笛
プラスチック 燃やすごみ

金属 燃やさないごみ

ふすま 粗大ごみ ※１
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

布団 粗大ごみ

布団カバー 資源物（布類）

布団乾燥機 粗大ごみ ※１

フライパン 燃やさないごみ

ブラインド 粗大ごみ 長さ180㎝以内のもの　※１

ブラシ 燃やすごみ

プラスチック（容器包装）フィルム 資源物（プラスチック） 商品を包むプラスチック包装

プラスチックケース 燃やすごみ

プラモデル 燃やすごみ

プランター プラスチック 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

プリンター（卓上用） 粗大ごみ ※１

プリン・ゼリーの容器
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってくだい

紙 資源物（紙類）

プリン・ゼリーのフタ プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってくだい

ブルーシート 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

古着 資源物（布類） 着用できるもの（ボタンやファスナーは取り外さない）
ワタの入ったものは「燃やすごみ」へ

風呂釜 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

プロジェクターテレビ 粗大ごみ 家電リサイクル法、対象外品目

風呂敷
繊維 燃やすごみ

ビニール 燃やすごみ

ブロック 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

フロッピーディスク・ケース 燃やすごみ

風呂のフタ 粗大ごみ ※１

風呂用マット 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

文鎮 燃やさないごみ

へ ベッド・ベッドマット 粗大ごみ スプリングの入っているものは収集できません
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください　※１

ペットの小屋 粗大ごみ ※１

ペットフードの缶 金属 資源物（カン類） すすいで水気を切ってくだい

ペットフードの箱 資源物（紙類）

ペットフードの袋 資源物（紙・プラスチック）

ヘッドホン 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ

ペットボトル 資源物（ペットボトル） すすいで水気を切りなるべくつぶしてください
キャップ・ラベルは資源物（プラスチック）へ

ペットボトルのキャップ・ラベル 資源物（プラスチック）

ベニヤ板 粗大ごみ 指定袋に入るものは「燃やすごみ」へ
長さ180㎝以内のもの　※１

ベビーカー 粗大ごみ ※１
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

ベビーバス 粗大ごみ ※１

ベビーベッド 粗大ごみ スプリングの入っているものは収集できません
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください　※１

ベビーラック 粗大ごみ ※１

ヘルスメーター 粗大ごみ ※１

ベルト 燃やすごみ なるべく金具ははずしてください

ヘルメット 粗大ごみ 指定袋に入るものは「燃やさないごみ」へ　※１

便器 粗大ごみ ※１

便座 粗大ごみ ※１

便座カバー 燃やすごみ

ペンチ 燃やさないごみ

ベンチ 粗大ごみ ※１

弁当の容器・包装（コンビニの弁当等） 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

ほ ホース 燃やすごみ しばってください

ホースリール（ホース含む） 粗大ごみ ※１

ボールペン
金属 燃やさないごみ

プラスチック 燃やすごみ

ホイール（車） 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

望遠鏡 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ほうき 粗大ごみ ※１

芳香剤などの容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

包装紙 資源物（紙類）

包装フィルム 資源物（プラスチック）

包帯 燃やすごみ

包丁 燃やさないごみ 紙などに包み「危険物」と表示してください

ボウル（器）
金属 燃やさないごみ

プラスチック 燃やすごみ

ポケットティッシュの包装 資源物（プラスチック）

歩行器 粗大ごみ ※１

ボタン電池 収集不可 販売店にご相談ください

補聴器 燃やさないごみ

ホッチキス 燃やさないごみ

ホッチキスの針 燃やさないごみ

ポット 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ホットカーペット 粗大ごみ 80㎝以内にたたんでしばる

ホットプレート 粗大ごみ ※１
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

ポテトチップスの容器・包装
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

紙 燃やすごみ

ポリタンク 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ポリバケツ 燃やすごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ボルト 燃やさないごみ

保冷剤 燃やすごみ

本 資源物（紙類） 束ねてしばってください

本棚 粗大ごみ ※１

ま マーガリンの容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

麻雀パイ 燃やすごみ

枕 燃やすごみ

マッサージ機 粗大ごみ ※１

マットレス 粗大ごみ スプリングの入っているものは収集できません
販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

まな板 燃やすごみ

魔法瓶 燃やさないごみ

マヨネーズの容器 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

み 幹 粗大ごみ 長さ180㎝以内に切ってください
太さ直径10㎝まで（乾燥させて出してください）　※１

みかん等のネット 資源物（プラスチック） ラベル部分にプラマークがあるもの

ミキサー 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ミシン 粗大ごみ ※１

水枕 燃やすごみ

みそのパック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

ミルサー 燃やさないごみ

む 虫かご 燃やすごみ

蒸し器 粗大ごみ ※１

むしろ 粗大ごみ しばってください

め 名刺 資源物（紙類）

メガネ 燃やさないごみ

目薬の容器・包装
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、

フタは外して出してください

外箱 資源物（紙類）

目覚し時計 燃やさないごみ

めん類の袋（うどん・そば・ラーメン等）
プラスチック 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

紙 資源物（紙類） すすいで水気を切ってください
紙カップは、「燃やすごみ」へ

も モーター 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

毛布 資源物（布類）
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50音 品　　　　　名 素　　材 分別区分 出し方など

燃えがら 収集不可 廃棄物処理業者にご相談ください

餅つき機 粗大ごみ ※１

モップ 粗大ごみ ※１

モデルガン 燃やさないごみ 紙に「モデルガン」と記入し、ごみ袋に貼り付
けてください

モニターテレビ 粗大ごみ 家電リサイクル法、対象外品目

モニターテレビ（パソコン用） 収集不可 「パソコン３R推進協会」にご相談ください

物置（家庭用） 粗大ごみ ※１

物干し竿 粗大ごみ 180㎝以内のもの　※１

物干しの台（コンクリート製） 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

もやしの袋 資源物（プラスチック）

門扉 粗大ごみ

や やかん 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

焼き鳥の串 燃やすごみ 紙などに包んでください

焼きのりの外袋 資源物（プラスチック）

薬品 収集不可 販売店にご相談ください

野菜くず 燃やすごみ 水気を切ってください

野菜の外装フィルム 資源物（プラスチック）

ヤスリ 燃やさないごみ

ゆ 浴衣（ゆかた） 資源物（布類）

指輪 燃やさないごみ

湯たんぽ
金属 燃やさないごみ

プラスチック 燃やすごみ

湯飲み 燃やさないごみ

湯沸器 粗大ごみ ※１

よ 浴槽 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

ヨーグルトの容器
プラスチック 資源物（プラスチック）

すすいで水気を切ってください
紙 資源物（紙類）

ら
ライター

金属 燃やさないごみ
必ずガスを使い切ってください

プラスチック 燃やすごみ

ラジオ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「粗大ごみ」へ　※１

ラジカセ 拠点回収 市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは「粗大ごみ」へ　※１

ラジコン 燃やさないごみ 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

ラップ（購入時に商品を包んでいたもの） 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

ラップ（家庭で使ったもの） 燃やすごみ 中身が商品でないため、プラスチック製容器包
装類ではありません

ラップの芯 資源物（紙類）
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ラップの箱 資源物（紙類） 刃の部分は外して「燃やさないごみ」へ

ランドセル 燃やすごみ

ランニングマシン 粗大ごみ ※１

ランプ 燃やさないごみ 燃料は使い切るか取り除いてください

り リール 燃やさないごみ 釣り糸は「燃やすごみ」へ

リモコン
（使用済小型家電回収ボックスを利用できないもの） 燃やさないごみ 「乾電池」は市役所・各センターに設置の回収

ボックスへ

リヤカー 粗大ごみ ※１

れ 冷蔵庫 収集不可 家電リサイクル法対象品目です。販売店または
廃棄物処理業者にご相談ください

冷凍庫 収集不可 家電リサイクル法対象品目です。販売店または
廃棄物処理業者にご相談ください

冷風機 粗大ごみ ※１

レインコート 燃やすごみ

レコード 燃やすごみ

レジ袋（ポリ袋） 資源物（プラスチック）

レジャーシート 燃やすごみ

レトルト食品の容器・包装 資源物（プラスチック） すすいで水気を切ってください

レンガ 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

レンジ台 粗大ごみ ※１

ろ ロッカー（家庭用） 粗大ごみ ※１

ロープ 燃やすごみ しばってください

ローボード 粗大ごみ ※１

ローラースケート 燃やさないごみ

わ ワープロ 拠点回収
市役所・各センターに設置している回収ボックスへ
回収ボックスに入らないものは、パソコンと区別す
るため「ワープロ」と表示し、「粗大ごみ」へ　※１

ワイヤー 収集不可 販売店または廃棄物処理業者にご相談ください

ワインのびん 資源物（ビン類） すすいで水気を切ってください
キャップは「資源物（カン類）」へ

ワゴン 粗大ごみ ※１

ワサビなどのチューブ 資源物（プラスチック） すすいで水気を切り、洗ったことが分かるよう、
フタは外して出してください

割り箸 燃やすごみ

割り箸の袋 資源物（紙類）

白 井 市
お問い合わせ：白井市役所 環境課きれいなまちづくり班

047-492-1111


