
品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

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。

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。

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。

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

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

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。
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