
品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

あ プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

アイスノン プラスチック 可燃ごみ

アイスピック 金属 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

アイロン 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ

アイロン台 布・金属 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

空き缶 スチール・アルミ 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れがとれないものは不燃ごみ。

ガラスびん 資源回収（ガラスびん）
洗って水を切る。集積所のコンテナに入れる時は必ず寝かせる。割れたものは不燃ご
み。リターナブルびんは販売店へ返却。

化粧品のびん 不燃ごみ

アクセサリー 金属 不燃ごみ

アクリル板 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アコーディオン 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アコーディオンカーテン 粗大ごみ  

足踏みミシン 粗大ごみ

アダプター 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

厚紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

アノラック 綿・ナイロン 可燃ごみ

油のボトル（食用油） プラスチック 可燃ごみ 油が落ちにくいため。

油びん・油缶（食用油） 不燃ごみ 油が落ちにくいため。

雨具（カッパ） ゴム・ナイロン 可燃ごみ

網（みかん・玉ねぎ等） プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

網戸 粗大ごみ

網戸の網 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

編み物機 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

アルバム 可燃ごみ

アルミ缶 アルミ 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れがとれないものは不燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 プラマークがあれば中を洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

アルミサッシ 粗大ごみ

アルミ箔 アルミ 可燃ごみ

アルミ製天ぷらガード アルミ 可燃ごみ

アルミ箔の鍋(うどん等） 可燃ごみ

安全ピン 不燃ごみ

アンテナ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アンプ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

い 紙 可燃ごみ 金属やプラスチック部品が付いていなければ、古紙に出す。

硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

移植コテ 金属 不燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

木製 粗大ごみ 分解するなどして指定袋に入れば可燃ごみ。

板 木 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

アイスの容器

空きびん

アルミコーティング袋

衣装ケース

椅子（イス）
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

板ガラス（窓ガラス） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

一輪車（荷物運搬用・スポーツ用） 粗大ごみ

一輪車のタイヤ 不燃ごみ または、販売店等に処分を依頼してください。

一升瓶 酒等 資源回収（ガラスびん）
中をすすいで水を切る。集積所のコンテナに入れる時は、必ず寝かせる。割れたものは
不燃ごみ。リターナブルびんは販売店へ返却。

一斗缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れがとれないものは不燃ごみ。

犬小屋 粗大ごみ 分解するなどして指定袋に入れば分別して可燃ごみ又は不燃ごみに出す。

犬の首輪 革・布・ビニール 可燃ごみ

犬・猫の死骸（ペット） 直接搬入
長井クリーンセンターへ直接搬入する。布にくるんで段ボール箱に入れる。
大型犬は千代田クリーンセンターへ。（手数料各2,000円）

犬・猫の砂 可燃ごみ 汚物は取り除いて、少量ずつ小分けにして出す。

イヤホン 不燃ごみ

医療系廃棄物 可燃ごみ 在宅医療から出るものに限る。注射針は医療機関に返す。

衣類 資源回収（布類）
無色透明なビニール袋に入れる。ボタンやファスナーは取り外さなくて大丈夫。
綿や羽毛が入ったものは可燃ごみ。

衣類乾燥機 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

入れ歯 可燃ごみ

色鉛筆等のケース 金属 不燃ごみ

木・つの 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

インクカートリッジ プラスチック 可燃ごみ
家庭用プリンターの使用済みインクカートリッジは販売店や荒砥郵便局で回収を行ってい
ます。（ただし荒砥郵便局は純正品に限ります。）

インクリボン プラスチック 可燃ごみ

インスタントラーメンのかやくの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

インスタントラーメンの外袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

インスタントラーメンのたれの袋 プラスチック 可燃ごみ

う ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

ペットボトル ペットボトル 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ウインドブレーカー 可燃ごみ

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

植木鉢・受け皿 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 割れたものは新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入する。

植木ポット プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

浮き輪 プラスチック 可燃ごみ

木・竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

腕時計 不燃ごみ

羽毛製品 可燃ごみ

羽毛布団 粗大ごみ 指定袋に入れば可燃ごみ。

運動着 布 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

運動靴 可燃ごみ

え エアコン 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

栄養ドリンクびん ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものやキャップは不燃ごみ。

液晶テレビ 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

液体洗剤容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ウイスキー容器

植木の支柱 50cm程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

うちわ

印鑑
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

枝類 可燃ごみ 50cm程度に切って指定袋に入れるか、切り開いた指定ごみ袋でしばる。

絵の具の容器 金属・ プラスチック 可燃ごみ

ＭＤ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ＭＤのケース 硬質プラスチック 不燃ごみ

園芸用の土等の袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

エンジンオイル 収集できません
布に染みこませるか、薬品で固めて、少量ずつ可燃ごみに混ぜて出す。
または販売店に相談してください。

延長コード 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

鉛筆 可燃ごみ

鉛筆削り器 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

お オアシス（生け花用） 可燃ごみ

オイル缶 金属 不燃ごみ

王冠（キャップ） 金属 不燃ごみ

応接セット、ソファー 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

オートバイ 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

オードブルの容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

オーブン 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

オーブントースター 不燃ごみ

お菓子・パンの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

金属 資源回収（空き缶） 汚れたものは不燃ごみ。

木製 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

木製 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

おたま 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ 金属・硬質プラスチック以外は可燃ごみ。

落ち葉・枯葉 可燃ごみ 野焼きはしないでください。家庭菜園などで肥料にしましょう。

プラスチック プラスチック製容器包装類 中をすすいで水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

お手ふき 紙 可燃ごみ

お手ふきの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

落とし蓋 金属 不燃ごみ

おにぎりの外装フィルム プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

汚物入れ 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ 汚物は取り除く。

おまる 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

おむつ 紙・綿 可燃ごみ 汚物は取り除く。

おむつカバー 可燃ごみ

木製 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

オルガン 粗大ごみ

おろしがね 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

桶 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

お膳

お茶の袋

おもちゃ 電池は抜いて有害ごみ。

お菓子の箱

3



品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

アルコール式 不燃ごみ
指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。水銀式は有害
ごみ。

デジタル式 不燃ごみ 電池は抜いて有害ごみ。

温風ヒーター 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

か カーステレオ 不燃ごみ

カーテン 布 可燃ごみ 50cm角程度に切る。フックは外して不燃ごみ。

カーテンレール 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

木製 可燃ごみ

金属・硬質プラスチック 不燃ごみ

カード プラスチック 可燃ごみ

カーペット 可燃ごみ 50cm角程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

カーペットローラー 硬質プラスチック 不燃ごみ

カーラー 硬質プラスチック 不燃ごみ

貝殻（あさり・しじみ等） 可燃ごみ

飼い犬・飼い猫の死骸 直接搬入
長井クリーンセンターへ直接搬入する。布にくるんで段ボール箱に入れる。
大型犬は千代田クリーンセンターへ。（手数料各2,000円）

懐中電灯 不燃ごみ 電池は抜いて有害ごみ。

カイロ（使い捨て） 可燃ごみ

鏡 有害ごみ
無色透明な小袋に、割れないように入れて出す。
割れたものは新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入し不燃ごみ。

学習机 粗大ごみ

木製 可燃ごみ ガラスは外して不燃ごみ。

金属・硬質プラスチック 不燃ごみ

傘 不燃ごみ 袋からはみ出す場合は、しっかりしばって出す。

菓子缶 金属 資源回収（空き缶） 汚れたものは不燃ごみ。

菓子等の仕切りトレー プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

金属 資源回収（空き缶） 汚れているものは洗って出す。汚れが取れないなど資源にならないものは不燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

加湿器 不燃ごみ コードは50㎝程度に切る。

果実酒のびん ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

ガステーブル 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。電池は取り除く。

ガス缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。

ガスレンジ 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

カセットコンロ 不燃ごみ

カセットテープ 可燃ごみ ケースは不燃ごみ。

カセットテープのケース 不燃ごみ

カセットプレイヤー 不燃ごみ 電池は抜いて有害ごみ。コードは50㎝程度に切る。

カセットボンベ （卓上コンロ用） 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。

ガソリン携帯缶 不燃ごみ 必ずガソリンを抜き取って出す。

かつら 可燃ごみ

カッターの刃 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

温度計

ガーデンフェンス 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

額縁

菓子の箱

菓子袋
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

カッター本体 不燃ごみ

カッパ 可燃ごみ

カップ 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

カップ麺のかやくの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

カップ麺の外袋 プラスチック プラスチック製容器包装類

カップ麺のつゆの袋 プラスチック 可燃ごみ

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

カップ麺の容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

家電製品等の空箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

家電製品の電源コード 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

蚊取り器 不燃ごみ

蚊取りマット 可燃ごみ

金づち 不燃ごみ

カバン 革・プラスチック 可燃ごみ 多少、金具（金属）が付いていても可燃ごみで大丈夫。

画鋲 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

花瓶 陶磁器・ガラス 不燃ごみ 新聞紙等に包み「割れ物」等と記入する。

加熱式たばこ 充電式 有害ごみ ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。

鎌（草刈りがま等） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

紙おむつ 可燃ごみ 汚物は取り除く。

紙おむつの外装 プラスチック プラスチック製容器包装類

紙くず 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

紙コップ 可燃ごみ

紙コップの入った袋 プラスチック プラスチック製容器包装類

カミソリ 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

紙トレー 紙 可燃ごみ

髪の毛 可燃ごみ

中が白色のもの 資源回収（古紙） すすいで、切り開いて乾かす。

内面アルミ加工 可燃ごみ

紙袋 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

紙ヤスリ 可燃ごみ

ガムテープ 紙・布 可燃ごみ

カメラ 不燃ごみ

火薬 収集できません 専門業者に処理を依頼してください。

画用紙 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

カラーボックス 木 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ガラス（窓ガラス・食器等） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

ガラスくず 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

カレンダー 紙 資源回収（古紙）

カレンダー（金属部分） 金属 不燃ごみ

革製品 革 可燃ごみ 多少、金具（金属）が付いていても可燃ごみで大丈夫。

カップ麺のふた

紙パック（生クリーム・お
酒・コーヒーなど）
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

缶（食料品・飲料品） 金属 資源回収（空き缶） 汚れたものは不燃ごみ。

換気扇 不燃ごみ

換気扇フィルター 可燃ごみ

プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

衣類 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

食器・布団 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

乾燥剤 可燃ごみ （菓子袋などに入っているもの）

乾電池（筒型） 有害ごみ 無色透明な小袋に入れて出す。水銀ゼロ表示は不燃ごみ。

乾電池（コイン型）
型式
ＣＲ、ＢＲ

有害ごみ
リチウムコイン電池（型式記号ＣＲおよびＢＲ）は乾電池と同様、無色透明な小袋に入れて
出してください。

乾電池（ボタン型） 
型式
SR、PR、LR

回収協力店の「ボタ
ン電池回収缶」へ

白鷹町内の回収協力店は、「コメリホームセンター白鷹店」です。１つずつビニールテープ
等で絶縁してください。
回収対象電池は、酸化銀電池（型式記号ＳＲ）、空気電池（型式記号ＰＲ）、アルカリボタン
電池（型式記号ＬＲ）。

乾電池用の包装ﾌｨﾙﾑ プラスチック プラスチック製容器包装類

感熱紙 紙 可燃ごみ

き キーボード 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

貴金属 不燃ごみ

木くず・剪定枝 可燃ごみ 50cm程度に切って指定袋に入れるか、切り開いた指定ごみ袋でしばる。

ギター 粗大ごみ

脚立 粗大ごみ

キャッシュカード プラスチック 可燃ごみ 細かく切断して出す。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

金属 不燃ごみ

キャビネット 粗大ごみ

急須 陶器・ガラス・金属 不燃ごみ 割れたものは新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入する。

牛乳パック 資源回収（古紙） すすいで、切り開いて乾かす。

給油ポンプ 不燃ごみ 電池式は電池を取り除く。

鏡台 粗大ごみ

きり 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

霧吹き 可燃ごみ

金魚鉢 ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入する。

金庫 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

く 空気入れ 不燃ごみ

空気洗浄機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

クーラー 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

クーラーボックス 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

釘 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

釘ぬき 不燃ごみ

草刈り鎌 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

草刈り機 粗大ごみ

草花 可燃ごみ 土は取り除く。

緩衝材

乾燥機

キャップ
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

木・竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

木・竹 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

薬 可燃ごみ 農薬は回収しません。

薬のびん ガラス 不燃ごみ 洗剤を使って中を十分に洗って出す。農薬のびんは回収しません。

薬の容器 プラスチック 可燃ごみ 目薬や水薬等の容器で「プラ」のマークがあるものは、軽くすすいでプラ。

口紅の容器 不燃ごみ

靴 革・合皮 可燃ごみ 金具が付いている場合でも可燃ごみで大丈夫。

靴下 可燃ごみ

靴べら 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

クッキングヒーター 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

クッション 可燃ごみ

グラス ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

クリアファイル プラスチック 可燃ごみ

クリップ 金属 不燃ごみ

クリーニングの袋 プラスチック 可燃ごみ

クレジットカード 可燃ごみ 細かく切断して出す。

クレヨン 可燃ごみ

グローブ 革 可燃ごみ

グローランプ 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

くわ 不燃ごみ

軍手 可燃ごみ

け 蛍光管・蛍光灯 有害ごみ
割らないで無色透明な袋に入れて出す。袋に入らない大きさものは、ひもで束ねる。割れ
たものは、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入して不燃ごみ。

蛍光ペン 不燃ごみ

携帯電話 収集できません
使用済小型家電回収でのリサイクルにご協力ください。役場待合ロビーに回収ボックスが
あります。

計量カップ 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ケーキの箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ゲーム機 不燃ごみ
据置型、携帯型はリサイクルできます。使用済小型家電回収（リサイクル）にご協力くださ
い。

ゲームソフト 不燃ごみ カセット式はリサイクルできます。使用済小型家電回収（リサイクル）にご協力ください。

消しゴム 可燃ごみ

消しゴムの包装ﾌｨﾙﾑ プラスチック プラスチック製容器包装類

化粧品の箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

毛染め剤のビン・金属チューブ 不燃ごみ

毛染め剤の容器 プラスチック 可燃ごみ

下駄箱 粗大ごみ

ケチャップの容器 プラスチック 可燃ごみ 汚れが落ちにくいため。

水銀式 有害ごみ

デジタル式 不燃ごみ 電源コードは50㎝程度に切る。電池は抜いて下さい。

串

化粧びん・ボトル

血圧計

櫛
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

布・ゴム 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

剣山（生け花用） 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

原付バイク 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

こ

工具のケース 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

香水用ビン 不燃ごみ

紅茶等のティーパック 可燃ごみ 十分水切りをする。

広告 紙 資源回収（古紙）

コード 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

コーヒーの空きびん ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

コーヒーメーカー 不燃ごみ

ゴーグル 不燃ごみ

固形石けん 可燃ごみ

ござ い草・ビニール 可燃ごみ 50cm角程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

こたつ（本体） 粗大ごみ こたつ本体とこたつ板は別々になります。

こたつ板 粗大ごみ

こたつ敷き 可燃ごみ 50cm角程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

こたつ布団 可燃ごみ 50cm角程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

コップ ガラス・ 硬質プラスチック 不燃ごみ
ガラスの場合、指定ごみ袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記
入。

粉ミルク缶 缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れたものは不燃ごみ。

コピー機（家庭用） 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

コピー用紙 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

コピー用紙の包装紙 紙 可燃ごみ  

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

小麦粉の紙袋 紙 可燃ごみ 塩等の紙容器も同様。

ゴム 可燃ごみ

ゴム手袋・ゴム長靴 可燃ごみ

ゴムホース 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ゴムマット 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

米びつ 粗大ごみ

コルク 可燃ごみ

コルク抜き 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

コルクボード 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

ゴルフセット（バック含む） 粗大ごみ

ゴルフボール 可燃ごみ

ごみ箱

米の入った外袋

玄関マット 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

コイン電池
型式記号
ＣＲ、ＢＲ

有害ごみ

リチウムコイン電池（型式記号ＣＲおよびＢＲ）は乾電池と同様、有害ごみとして、無色透
明な小袋に入れて出してください。
ボタン電池（型式記号ＳＲ、PR、LR）は回収協力店に１つずつビニールテープ等で絶縁し
てお持ちください。
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

コンセント 不燃ごみ

コンタクト洗浄液の容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。

コンパクト 不燃ごみ

コンパス 不燃ごみ

コンパネ 木 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

梱包用バンド（PPバンド） 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

コンロ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

さ サイクリングマシーン 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

サイドボード 粗大ごみ

財布 革・ビニール 可燃ごみ

材木 木 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

サインペン 不燃ごみ

竿（物干し） 粗大ごみ

作業服 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

酒粕 可燃ごみ

酒の紙パック 紙 可燃ごみ

酒のワンカップ ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

酒びん 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたものは不燃ごみ。リターナブルびんは販売店へ返却。

座卓 粗大ごみ 指定袋に入る場合は不燃ごみ。

雑誌 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

スプレー缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。

びん 不燃ごみ 中身を使い切る。資源には出さないこと。

座布団 可燃ごみ

皿 陶磁器・ガラス・金属・　硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

プラスチック 可燃ごみ

缶 不燃ごみ

木・竹 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

三角コーナー 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

三脚 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

サングラス 不燃ごみ

サンダル 可燃ごみ

サンドペーパー 可燃ごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 資源回収（布類） 汚れたものは50ｃｍ角程度に切って可燃ごみ。

ＣＤ 不燃ごみ

ＣＤのケース 不燃ごみ

ＣＤコンポ・ＣＤラジカセ 不燃ごみ 電源コードは50㎝程度に切る。電池は抜く。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

シート ビニール 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

シェーバー 不燃ごみ 充電式の場合は有害ごみ「充電式電池類」の「充電式電気シェーバー」をご覧ください。

殺虫剤容器

サラダ油の容器

ざる
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

歯間ブラシ 不燃ごみ

敷布 資源回収（布類） 汚れたものは50ｃｍ角程度に切って可燃ごみ。

磁石 不燃ごみ

下着類 可燃ごみ

七輪 不燃ごみ

湿布 可燃ごみ

辞典 資源回収（古紙）
外側が布など（紙以外のもの）になっている場合は、なるべく外す。外せない場合は可燃
ごみ。

自転車 粗大ごみ

　 自動車（部品も含む） 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

芝刈り機 粗大ごみ

ジャージ 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

シャープペン 不燃ごみ

写真 可燃ごみ ネガも可燃ごみ。

シャツ 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

ジャムの容器 ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

シャンプー・リンス容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

シャンプーハット 可燃ごみ

ジューサーミキサー 不燃ごみ

絨毯（じゅうたん） 可燃ごみ 50cm角程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

紙 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

充電器 不燃ごみ
使用済小型家電回収でのリサイクルにご協力ください。役場町民課待合ロビーに回収
ボックスがあります。

充電式電池(単体) 有害ごみ
端子の部分をビニールテープ等で絶縁する。ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れ
て出す。または回収協力店のリサイクルにご協力ください。

モバイルバッテリー 有害ごみ
ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。または回収協力店のリサイクルにご
協力ください。

スマートフォン 有害ごみ
ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。または使用済小型家電回収（リサイ
クル）にご協力ください。

加熱式たばこ 有害ごみ ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。

充電式電気シェーバー 有害ごみ ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。

充電式電気歯ブラシ 有害ごみ ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。

瞬間湯沸かし器 粗大ごみ

消火器 収集できません 消火器取扱店または役場に相談してください。

焼却灰 可燃ごみ 少量ずつ、他のごみと一緒に指定袋に入れる。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

障子戸 粗大ごみ

消臭剤 プラスチック 可燃ごみ

消臭剤スプレー スプレー缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。キャップはプラ。

消臭剤の包装 プラスチック プラスチック製容器包装類

照明器具 不燃ごみ 蛍光灯は割らないで有害ごみ。詳しくは「蛍光管・蛍光灯」をご覧ください。

収納ケース
収納ボックス

指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

充電式電池類
　　（６品目）

定規

しゃもじ
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

ペットボトル ペットボトル

プラスチック プラスチック製容器包装類

じょうろ 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

食品トレイ・袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

食用油 油 可燃ごみ
布、新聞紙などにしみ込ませるか、凝固剤で固める。または使用済てんぷら油回収（リサ
イクル）にご協力ください。

プラスチック 可燃ごみ

缶・ガラス 不燃ごみ

除湿機 粗大ごみ フロンガス回収のため、小さくても粗大ごみ。

　 除湿剤 可燃ごみ たまった水を捨てる。

食器 陶磁器・ガラス・金属・　硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

食器乾燥機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

食器棚 粗大ごみ

除草剤容器 プラスチック 可燃ごみ 必ず使い切ってから出す。

シンナー類 収集できません 販売店に相談してください。

新聞紙 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

す 水銀体温計 有害ごみ 無色透明な小袋に、割れないように入れて出す。

水銀血圧計 有害ごみ 無色透明な小袋に、割れないように入れて出す。

水槽 ガラス・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

水中メガネ 不燃ごみ

水筒 不燃ごみ

炊飯器（ジャー） 不燃ごみ

スーツ 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

スーツケース 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

スキー、ストック 粗大ごみ スキー板とストックを一緒に束ねる。

スキーウェア 可燃ごみ プラ・ビニールが混ざっているので資源ごみ（布類）にはなりません。

スキーキャリア 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

スキー靴 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

スクーター 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

スコップ・雪ハネ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

硯 不燃ごみ

すだれ 竹 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

スタンド（電気） 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

スタンプ台 不燃ごみ

スチール缶 資源回収（空き缶） 汚れているものは不燃ごみ。

スチール本立て 不燃ごみ

ズック類 可燃ごみ

ステレオコンポ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

電気ストーブなど 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

ストーブガード 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ストーブ台 不燃ごみ

食用油の容器

ストーブ

しょうゆの容器 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

ストッキング 可燃ごみ

ストロー プラスチック 可燃ごみ

紙 資源回収（古紙）

プラスチック プラスチック製容器包装類

スニーカー 可燃ごみ

スノーダンプ 粗大ごみ

スノーブラシ 不燃ごみ

スノーボード 粗大ごみ

布製などソフトタイプ 可燃ごみ

硬質プラスチックなどハードタイプ 不燃ごみ

スパイクシューズ 可燃ごみ

スピーカー 粗大ごみ 指定袋に入れば不燃ごみ。

スプーン 金属・硬質プラスチック 不燃ごみ

スプリングベット 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

スプレー缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。キャップはプラ。

滑り台（子供用） 粗大ごみ

スポーツボール 可燃ごみ

スポンジ（食器・風呂洗い用） 可燃ごみ

スマートフォン 有害ごみ
ほかの電池とは別に、無色透明な袋に入れて出す。または使用済小型家電回収でのリ
サイクルにご協力ください。

炭 可燃ごみ

スライサー 硬質プラスチック 不燃ごみ

スリッパ 可燃ごみ

すり鉢 陶器・硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

せ 製氷皿 硬質プラスチック 不燃ごみ

生理用品 可燃ごみ

セーター類 可燃ごみ

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

石油ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

石油ポンプ 不燃ごみ 電池式は、電池は外して有害ごみ。

石けん 可燃ごみ

瀬戸物 不燃ごみ

瀬戸くず 不燃ごみ 新聞紙等に包んで「割れ物」「危険」等と記入する。

ゼリー容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

セロハンテープ 可燃ごみ

洗顔石けん容器 プラスチック 可燃ごみ

線香 可燃ごみ

紙 可燃ごみ  

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

洗濯機 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

洗濯ネット 可燃ごみ

洗濯ばさみ 不燃ごみ

ストロー（スプーン）の袋 汚れたものは可燃ごみ。

スノーボード靴

洗剤等の容器
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

剪定ばさみ 不燃ごみ

剪定木、枝 可燃ごみ 50cm程度に切って袋に入れるか、切り開いた可燃ごみ袋でしばる。

栓抜き 不燃ごみ

扇風機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

洗面器 不燃ごみ

洗面台 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

そ 造花 可燃ごみ

掃除機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

掃除機のごみパック 可燃ごみ

ソースの容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ソーセージの外袋 プラスチック プラスチック製容器包装類

ソーセージのビニール 可燃ごみ

ソックス 可燃ごみ

ソファー 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

そり 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

た 水銀式 有害ごみ 無色透明な小袋に、割れないように入れて出す。

デジタル式 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

体温計のケース 不燃ごみ

体重計 不燃ごみ 電池式は電池を抜いて出す。

台所洗剤容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

台所マット 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

耐熱製品 ガラス・硬質プラスチック・陶磁器 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

タイマー 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

タイヤ 収集できません 販売店に相談してください。

タオル、タオルケット 資源回収（布類） 小さいもの、汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

卓上コンロ 不燃ごみ カセットボンベは必ず外す。電池を取り除く。

竹ぼうき 可燃ごみ 50cm程度に切る。または切らずに粗大ごみ。

畳 粗大ごみ

脱臭剤 可燃ごみ

タッパー（台所用品） 硬質プラスチック 不燃ごみ

たばこ等の外装フィルム プラスチック プラスチック製容器包装類

たばこ等の紙箱、中紙 紙 可燃ごみ

紙 資源回収（古紙）

プラスチック プラスチック製容器包装類

たらい 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

天然素材・ プラスチック 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

そろばん

体温計

卵パック 汚れたものは可燃ごみ。

樽

たわし
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

タンス 粗大ごみ

ダンボール 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ち チェーン 金属 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

地球儀 硬質プラスチック 不燃ごみ

チャイルド・ジュニアシート 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

茶がら 可燃ごみ 十分水切りをする。

茶器（茶道具） 陶磁器 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

茶碗 陶磁器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

注射器、注射針 収集できません 医療機関に返す。

チューブ 可燃ごみ

彫刻刀 木 可燃ごみ 金属部分が多い場合は不燃ごみ。

缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れているものは不燃ごみ。

ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

チョーク 可燃ごみ

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

つ 使い捨てカイロ 可燃ごみ

使い捨てライター 不燃ごみ
使い切った後、さらに上部の金具を取り外すか、下部に穴をあけるなどして、完全にガス
を抜いてから出す。

使い捨てカメラ 収集できません 販売店に出して、リサイクル。

机類 粗大ごみ

漬物石（市販のもの） 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

詰め替え用パック プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

爪切り 不燃ごみ

竹製 可燃ごみ

グラス・カーボン 不燃ごみ

て ＤＶＤ 不燃ごみ

ＤＶＤのケース 不燃ごみ

ＤＶＤプレーヤー 不燃ごみ

ディスプレー（パソコン） 収集できません
ＰＣリサイクル法により、町で収集できません。メーカーに問い合わせてリサクルしてくださ
い。

ティッシュペーパーの空き箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ティッシュペーパー等の集積包装 プラスチック プラスチック製容器包装類

テーブル 粗大ごみ

テープ類 可燃ごみ

手鏡 有害ごみ
無色透明な小袋に、割れないように入れて出す。
割れたものは新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入し不燃ごみ。

デジタルカメラ 不燃ごみ 電池を抜いて出す。または小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

鉄アレイ 不燃ごみ

手袋 可燃ごみ

テレビ 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

調味料の容器

ちりとり

漬物桶（樽） 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

釣竿
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

テレビゲーム機 不燃ごみ

テレホンカード 可燃ごみ

電気あんか 不燃ごみ

電気温水器 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

電気カーペット 可燃ごみ
50cm角程度に切る。電源コードは50cm程度に切って不燃ごみ。指定袋に入らない場合
は粗大ごみ。

電気かみそり 不燃ごみ
電池を抜いて出す。充電式の場合は有害ごみ「充電式電池類」の「充電式電気シェー
バー」をご覧ください。

電気コード 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

電気こたつ 粗大ごみ こたつ本体とこたつ板は別々になります。

電気コンロ 不燃ごみ

電気炊飯器 不燃ごみ

電気スタンド 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみへ。

電気ストーブ 不燃ごみ

電気ハブラシ 不燃ごみ
電池を抜いて出す。充電式の場合は有害ごみ「充電式電池類」の「充電式電動歯ブラシ」
をご覧ください。

電気ポット 不燃ごみ

電気マッサージ機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

電気毛布 可燃ごみ 50cm角程度に切る。電源コードは50cm程度に切って不燃ごみへ。

電球（白熱球、豆電球） 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

電源アダプター 不燃ごみ

電子体温計 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

電子レンジ 粗大ごみ フロンガス回収のため、小さくても粗大ごみ。

電卓 不燃ごみ 電池式は電池を取り除く。

テント 可燃ごみ 50cm角程度に切る。骨組みは不燃ごみ。

天ぷら油 可燃ごみ
布、新聞紙などにしみ込ませるか、凝固剤で固める。または使用済てんぷら油回収（リサ
イクル）にご協力ください。

電話機 不燃ごみ 携帯電話は、販売店に出してリサイクル。

電話帳 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。または配布時に回収してもらう。

乾電池（筒型） 有害ごみ 無色透明な小袋に入れて出す。水銀ゼロ表示は不燃ごみ。

乾電池（コイン
型）ＣＲ、ＢＲ 有害ごみ

リチウムコイン電池（型式記号ＣＲおよびＢＲ）は乾電池と同様、無色透明な小袋に入れて
出してください。

乾電池（ボタン
型）SR、PR、LR

回収協力店の「ボタン電池回収缶」へ

白鷹町内の回収協力店は、「コメリホームセンター白鷹店」です。１つずつビニールテープ
等で絶縁してください。
回収対象電池は、酸化銀電池（型式記号ＳＲ）、空気電池（型式記号ＰＲ）、アルカリボタン
電池（型式記号ＬＲ）。

と ドアノブ 不燃ごみ

砥石 不燃ごみ

トイレ洗剤ポリ容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

トイレットペーパーの芯 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

トイレットペーパーの包装紙 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

トイレットペーパー等の集積包装 プラスチック プラスチック製容器包装類

トイレブラシ 不燃ごみ

投光器 不燃ごみ

陶磁器製品 不燃ごみ 割れたものは新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入する。

動物の死骸（ペット、犬猫等） 直接搬入
長井クリーンセンターへ直接搬入する。布にくるんで段ボール箱に入れる。大型犬は千代
田クリーンセンターへ搬入。（手数料各2,000円）

豆腐の容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

電池
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

灯油用ポリタンク 不燃ごみ 灯油を抜いてから出す。

灯油ポンプ 不燃ごみ 電池式は電池を抜いて出す。

トースター 不燃ごみ

時計 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

戸棚 粗大ごみ

トタン波板 粗大ごみ

トナーカートリッジ 収集できません 販売店に出して、リサイクル。

土鍋 不燃ごみ

ドライバー 不燃ごみ

ドライヤー 不燃ごみ

トランシーバー 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

木・竹 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

塗料（ペンキ類） 収集できません
大量の場合は、販売店に相談してください。少量であれば、布などにしみ込ませた状態で
可燃ごみに混ぜて出す。

塗料の缶 不燃ごみ 塗料は取り除く。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

金属 不燃ごみ

ドリンク剤のびん 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

トロフィー 硬質プラスチック 不燃ごみ

どんぶり 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

な ナイフ・包丁類 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

苗木等販売用のポット プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

長くつ 可燃ごみ

流し台 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

ナット、ボルト 不燃ごみ

納豆の容器 プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

鍋 不燃ごみ

生ごみ類（調理くず、食べ残し等） 可燃ごみ 十分水切りをする。

生花 可燃ごみ

波トタン 金属・ 硬質プラスチック 粗大ごみ 5枚まで束ねる。畳1枚分（90㎝×180㎝）の大きさまでのもの。

縄 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

に 荷縄 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

乳酸飲料のふた アルミ 可燃ごみ

乳酸飲料の容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

木・布 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

人形ケース ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

鳥かご 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ドリンク剤のキャップ

トレイ

ドレッシング等の容器

人形
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

ぬ ぬいぐるみ 可燃ごみ

布 資源回収（布類） 汚れたものは可燃ごみ。

布きれ・布くず・繊維くず 可燃ごみ 小さい布は資源回収の対象外です。

ね ネクタイ 可燃ごみ

ネジ 不燃ごみ

ネット プラスチック プラスチック製容器包装類 果物等（みかんや玉ねぎ等）を包むもの。汚れたものは可燃ごみ。

練りからし、わさび（チューブ） 可燃ごみ

寝袋 可燃ごみ

粘土（ねんど） 可燃ごみ

の 農機具 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

農業用ビニール（農ポリ） 家庭菜園用 可燃ごみ
50cm角程度に切る。事業によるものは収集できませんので販売店や農協に相談してくだ
さい。

農薬（農薬びん） 収集できません 販売店に相談してください。

ノートパソコン 収集できません
ＰＣリサイクル法により、町で収集できません。メーカーに問い合わせていただくか、小型
家電回収(リサイクル)にご協力ください。

のこぎり 不燃ごみ

缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れたものは不燃ごみ。

ガラス 資源回収（ガラスびん） 中をすすいで水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

のり容器（工作用） 可燃ごみ

ノン・カーボン紙 可燃ごみ 資源回収（古紙）になりません。

は ハードディスクドライブ 不燃ごみ

バーベキューコンロ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ハーモニカ 不燃ごみ

灰 可燃ごみ 少量ずつ、他のごみと一緒に指定袋に入れて出す。

バイク 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

灰皿 金属・ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

パイプ椅子 粗大ごみ

ハウスビニール 家庭菜園用 可燃ごみ
50cm角程度に切る。事業によるものは収集できませんので販売店や農協に相談してくだ
さい。

はかり 不燃ごみ 電池式は電池を抜いて出す。

はく製 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

白熱球 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

バケツ 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

はさみ 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

はしご 粗大ごみ

バスタオル 資源回収（布類） 汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

バスマット 可燃ごみ

パソコン 収集できません
ＰＣリサイクル法により、町で収集できません。メーカーに問い合わせていただくか、小型
家電回収(リサイクル)にご協力ください。

バター・マーガリンの容器 プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

海苔の容器

はけ

箸・箸箱
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

鉢 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

革製・布製・ビニール 可燃ごみ
金具、プラスチック部分を外せるようであれば、取り外して不燃ごみ。取り外すのが難しい
場合はそのままで大丈夫。

金属 不燃ごみ

バッテリー 収集できません 販売店に相談してください。

発煙筒 収集できません 販売店または自動車整備工場に相談してください。

発電機 粗大ごみ

バット（食品用） 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

木 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

発泡スチロール類（容器・緩衝材） プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

花火 可燃ごみ 必ず水で濡らしてから出す。

歯ブラシ 不燃ごみ 充電式の場合は有害ごみ「充電式電池類」の「充電式電動歯ブラシ」をご覧ください。

プラスチック プラスチック製容器包装類

紙 資源回収（古紙）

歯磨きチューブ 可燃ごみ

歯磨きチューブのキャップ プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

針 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入するか、小さい缶等に入れる。

針金 不燃ごみ 50cm程度に切る。新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

パンの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

針金・硬質プラスチック 不燃ごみ

ひ ピアノ 粗大ごみ

ＢＳアンテナ・チューナー 不燃ごみ 小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ＰＨＳ 収集できません 販売店に出す。または小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ヒーター（電気式・ハロゲン式） 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ビーチサンダル 可燃ごみ

ＰＰバンド 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ビールびん 資源回収（ガラスびん）
中をすすいで水を切る。集積所のコンテナに入れる時は、必ず寝かせる。割れたものは
不燃ごみ。リターナブルびんは販売店へ返却。

木 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

ビデオカメラ 不燃ごみ 小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ビデオテープ 可燃ごみ ケースに入れたままで大丈夫です。

ビデオデッキ 不燃ごみ 小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ビニールカッパ 可燃ごみ

ビニールシート 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

ビニール製品 可燃ごみ

ビニールテープ・ひも 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ビニール袋(レジ袋) プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

ビニールホース 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

袋からはみ出す場合は、しっかりしばって出す。

歯ブラシ等の包装

ハンガー

ひしゃく

はたき

バック

バット（スポーツ用）
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

ひも 紙・布・ビニール 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

漂白剤の容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

肥料袋 家庭菜園用 プラスチック製容器包装類
洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。事業用は収集できませんので販売店や農協に
相談して下さい。

びん ガラス 資源回収（ガラスびん）
洗って水を切る。集積所のコンテナに入れる時は必ず寝かせる。割れたものは不燃ご
み。リターナルびんは販売店へ返却。

プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

金属 不燃ごみ

ふ 紙・プラスチック 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

フィルム（写真用） 可燃ごみ

封筒 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プール（子供用） ビニール 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

フォーク 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

筆入れ・筆箱 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

布団 粗大ごみ 1枚ごと束ねる。

布団乾燥機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

布団袋 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

フライパン 不燃ごみ

紙・木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

プラスチック 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

プラスチック（包装）フィルム プラスチック プラスチック製 容器包装類 乳酸飲料・プリン・ヨーグルト等、複数の商品を包むもの。汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック・トタン波板 粗大ごみ

プラグ 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

プラスチックケース プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

プラモデル 硬質プラスチック 不燃ごみ

プランター 硬質プラスチック 不燃ごみ 土などは取り除く。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

レーザー・複合機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

インク 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。または小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

プリンター用紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プリン・ゼリーの容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

アルミ 可燃ごみ

ブルーシート 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

ブラシ

プリンター

プリンのふた

ファイル

筆

布団たたき

ブラインド 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

プラスチック製品

びんのキャップ
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

古着 資源回収（布類） 汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

風呂敷 布・ビニール 可燃ごみ

フロッピーディスク 不燃ごみ

フロッピーディスクのケース 不燃ごみ

風呂のふた 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

風呂マット 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

風呂用ブーツ プラスチック 可燃ごみ

へ ヘアースプレーの缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。キャップはプラ。

ヘアピン 金属 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

ベット（枠) 粗大ごみ

ベットマット 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

ペット運搬ケース 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ペット小屋 粗大ごみ

ペット砂 可燃ごみ 汚物は取り除いて、少量ずつ小分けにして出す。

ペットフードの缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れたものは不燃ごみ。

ペットフードの箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ペットフードの袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ヘッドホン 不燃ごみ

ペットボトル ペットボトル 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ペットボトルのキャップ プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ベニヤ 木 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーチェア 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ベビーバス 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ベビーベット 粗大ごみ

ヘルスメーター 不燃ごみ 電池式は電池を抜いて出す。

ベルト 革製・布製・ビニール 可燃ごみ 金具部分は不燃ごみ。取り外すのが難しい場合はそのままで大丈夫です。

ヘルメット 不燃ごみ

ペン（ボールペン・サインペン・マジック） 不燃ごみ

ベンジン 収集できません 販売店に相談してください。

ペンキ 収集できません
大量の場合は、販売店に相談してください。少量であれば、布などにしみ込ませた状態で
可燃ごみに混ぜて出す。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ほ ボイラー 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

望遠鏡 不燃ごみ

木・竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

芳香剤容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

芳香剤（中芯） 可燃ごみ

ヘアーブラシ

弁当箱

ほうき
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

芳香剤スプレー缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。キャップはプラ。

帽子 可燃ごみ

包装紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

包装フィルム プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

防虫剤・防虫シート 可燃ごみ

包丁 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

ホース 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ポータブルコンロ 不燃ごみ カセットボンベは必ず取り外す。

ポータブルトイレ 粗大ごみ きれいに洗って出す。

ホームタンク 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

ボール（料理用） 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ボール（スポーツ用） 可燃ごみ

ボールペン 不燃ごみ

ホーロー製品 不燃ごみ

ポケットティッシュの包装袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ボタン電池
型式
SR、PR、LR

回収協力店の「ボタン電池回収缶」へ

白鷹町内の回収協力店は、「コメリホームセンター白鷹店」です。１つずつビニールテープ
等で絶縁してください。
回収対象電池は、酸化銀電池（型式記号ＳＲ）、空気電池（型式記号ＰＲ）、アルカリボタン
電池（型式記号ＬＲ）。

ホッカイロ 可燃ごみ

ホッチキス 不燃ごみ

ホッチキスの針 不燃ごみ

ポット（魔法瓶） 不燃ごみ

ホットカーペット 可燃ごみ
50cm角程度に切る。電源コードは50cm程度に切って不燃ごみへ。または切らずに粗大ご
み。

ホットプレート 不燃ごみ

ポテトチップスの紙筒 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ポテトチップスの紙筒の中袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

ポテトチップスの袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

哺乳びん ガラス・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

ポリタンク 硬質プラスチック 不燃ごみ

保冷剤 可燃ごみ

本 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ま マーカーペン 硬質プラスチック 不燃ごみ

マーガリン容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

マイク 不燃ごみ

マウス 不燃ごみ

マウスパット 可燃ごみ

枕 可燃ごみ

ボタン

本立て
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

マグネット 不燃ごみ

マジック 不燃ごみ

マスカラ 不燃ごみ

マッチ 可燃ごみ 発火しないように湿らせてから出す。

マットレス 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

窓ガラス 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

魔法瓶 不燃ごみ

豆炭の灰 可燃ごみ 少量ずつ、他のごみと一緒に指定袋に入れて出す。

豆炭アンカ 不燃ごみ

マヨネーズ容器 プラスチック 可燃ごみ 汚れが落ちにくいため。

マルチシート（家庭菜園用） プラスチック 可燃ごみ
50cm角程度に切る。事業によるものは収集できません。販売店や農協に相談してくださ
い。

万年筆 不燃ごみ

み ミカン等のネット プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

ミキサー 不燃ごみ

ミシン 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

水差し ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

水枕 ゴム 可燃ごみ

みその容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ミット 革 可燃ごみ

竹 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ミルク缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れが落ちないものは不燃ごみ。

む 竹・木 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

竹・木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

竹・木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

虫眼鏡 不燃ごみ

無線機 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

め 名刺ケース プラスチック プラスチック製 容器包装類

布 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

メガネ類 不燃ごみ

目薬の携帯用ケース プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

目薬の容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

目覚まし時計 不燃ごみ 電池式は電池を取り除く。

メジャー 不燃ごみ 50㎝程度に切る。

も 毛布 資源回収（布類） 汚れたものは50ｃｍ角程度に切って可燃ごみ。

虫とり網

メガネケース

まな板

耳かき

蒸し器

虫かご
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

木材 木 可燃ごみ
指定袋に入らない場合は粗大ごみ。家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してく
ださい。

木炭 可燃ごみ

餅つき器 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

モップ 可燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

竹・木 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

や やかん 不燃ごみ

焼き鳥の串 可燃ごみ

木 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

薬品（飲み薬） 可燃ごみ

薬品（農薬類） 収集できません 販売店に相談してください。

ヤクルトなどの容器 プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

野菜の結束用のテープ 可燃ごみ

野菜等の外装フィルム プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

ゆ 湯たんぽ 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

湯飲み茶碗 陶磁器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

湯沸かし器 不燃ごみ

湯沸かしポット 不燃ごみ

よ プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

アルミ 可燃ごみ

プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

洋服 資源回収（布類） 汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

紙 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

浴槽 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

ら ライター 不燃ごみ
使い切った後、さらに上部の金具を取り外すか、下部に穴をあけるなどして、完全にガス
を抜いてから出す。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ラジカセ・コンポ 不燃ごみ 電源コードは50㎝程度に切る。電池は抜く。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ラジコン 不燃ごみ

ラップ プラスチック 可燃ごみ

ラップの芯 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ラップの箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみへ。切り口（金属）は取り外して不燃ごみ。

ラップの箱の切り口 金属 不燃ごみ

ランチジャー 不燃ごみ

ランドセル 可燃ごみ

ランニングマシーン 粗大ごみ

ヨーグルトのふた

ヨーグルトの容器

洋服ケース 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ラケット

モップの柄 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

物干し竿

野球バット 袋からはみ出す場合は、しっかりしばって出す。
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

り リップクリームの容器 プラスチック 可燃ごみ

リモコン 不燃ごみ 電池を抜いて出す。

リュックサック 可燃ごみ
金具、プラスチック部分を外せるようであれば、取り外して不燃ごみへ。取り外すのが難し
い場合はそのままで大丈夫。

両面テープ 可燃ごみ

リンス容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

れ 冷蔵庫 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

冷蔵庫脱臭剤 プラスチック 可燃ごみ

冷凍庫 収集できません 家電リサイクル法による処分のため、販売店にお問い合わせください。

冷凍食品の袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

レコード盤 硬質プラスチック 不燃ごみ

レコードプレイヤー 不燃ごみ

レジ袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

レジャーシート プラスチック 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

レトルトパック プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

レンゲ 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

練炭 可燃ごみ

練炭・豆炭の灰 可燃ごみ 少量ずつ、他のごみと一緒に指定袋に入れて出す。

ろ ろうそく 可燃ごみ

ロープ 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ローラースケート・ブレード 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 不燃ごみ 電池や電源コードを外して出す。

ワープロリボン 可燃ごみ

ワイシャツ 資源回収（布類） 汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

ワイパー 不燃ごみ

ワイヤー 不燃ごみ 50cm程度に切る。新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

ワインのキャップ 不燃ごみ

ワインのコルク 可燃ごみ

ワインのびん ガラス 資源回収（ガラスびん） 洗って水を切る。割れたり汚れたものは不燃ごみ。

輪ゴム 可燃ごみ

輪ゴムの箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

わさび等の入ったチューブ プラスチック 可燃ごみ

綿入れ製品 可燃ごみ 資源回収（布類）にはなりません。

割り箸 木・竹 可燃ごみ

紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。
割り箸の袋
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