
品目 分類 分別方法など

アクセサリー（金属製以外） 埋めるもの 指輪、ピアス、ブローチ、ネックレスなど

アクセサリー（金属製） 資源  (その他金属) 指輪、ピアス、ブローチ、ネックレスなど

アイスクリームのふた・カップ  (プラスチック製) 燃やすもの

アルミホイル  (未使用) 資源  (その他金属) アルミホイルの芯は資源  (雑誌・雑紙)です。

アイスキャンディの棒  (木製) 燃やすもの 防水加工されているため資源になりません。

アルミホイルの箱 資源  (紙製容器包装） 金属部分は取り除いて資源   (その他金属)です。

アイロン台 粗大ごみ

アタッシュケース 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは埋めるものです。

アルミホイルの芯 資源  (雑誌・雑紙)

アルミホイル  (使用済) 燃やすもの 食品残渣が付着していて取り除けない場合

アルミホイール  (自動車用) 粗大ごみ

アルミ缶 資源  (アルミ缶)

安全ピン 資源  (その他金属)

安全靴 埋めるもの

網戸の網（プラスチック製） 燃やすもの

網戸の網（金属製） 資源  (その他金属)

網戸 粗大ごみ

編み機  (家庭用) 粗大ごみ

雨戸 粗大ごみ

雨合羽・レインコート 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

アルミ製油よけ  (ガスコンロ用) 資源  (その他金属) 汚れが取れないものは埋めるものです。

圧力鍋  (陶器製) 埋めるもの

圧力鍋  (金属製) 資源  (その他金属)

ＩＣレコーダー 資源  (小型家電)

アイスクリームのカップ  (紙製) 燃やすもの

アイロン 資源  (小型家電)

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

アルバム  (紙製) 燃やすもの

アルミサッシ 粗大ごみ

アンプ 粗大ごみ 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

あぜなみ 市で処理できないもの 産業廃棄物処分業者へ処理を依頼してください。

いちごのパック 燃やすもの

いす 粗大ごみ

インスタント食品の袋 燃やすもの

ETC車載ユニット 資源  (小型家電)

印鑑  (木製) 燃やすもの

印鑑  (木製以外) 埋めるもの

入れ歯 埋めるもの

衣類乾燥機 家電４品目
家電4品目のページを参照してください。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,8511,139,630,html

衣類  (破れたり汚れたもの) 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

医療系廃棄物  (注射器・注射針など) 市で処理できないもの 処方先などへお問い合わせください。

犬小屋 粗大ごみ

一斗缶 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (アルミ・スチール)です。

一升びん 資源  (一升びん)

一輪車  (遊具) 粗大ごみ

一輪車  (運搬作業用) 粗大ごみ

衣装箱・衣装ケース 粗大ごみ

石臼 市で処理できないもの 一般廃棄物処分業許可業者で処理して下さい。

イヤホン・ヘッドホン 資源  (小型家電)

インクカートリッジ 埋めるもの 販売店でも回収しているところがあります。

インターフォン 資源  (小型家電)

飲料用のびん 資源  (びん類)

うちわ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

うちわ  (竹製) 燃やすもの

ウエットスーツ 埋めるもの

あ

い

う

1



品目 分類 分別方法など

ウエストポーチ 埋めるもの

ウォークマン  (音楽機器) 資源  (小型家電)

運動靴 埋めるもの

乳母車 粗大ごみ

腕時計 資源  (小型家電)

浮き輪 埋めるもの

植木鉢  (陶器製) 埋めるもの

植木鉢  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ウィンドウファン 粗大ごみ

ウエットティッシュ 燃やすもの

ウレタンマット 粗大ごみ

梅漬けびん 資源  (びん類) 耐熱びんは埋めるものです。

エアコン室外機 家電４品目
家電4品目のページを参照してください。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,8511,139,630,html

エアコン  (業務用) 市で処理できないもの

エアコン  (家庭用) 家電４品目
家電4品目のページを参照してください。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,8511,139,630,html

ACアダプター 資源  (小型家電)

鉛筆削り器  (電動式) 資源  (小型家電)

鉛筆削り器  (手動式) 埋めるもの

鉛筆・色鉛筆 燃やすもの

塩ビ管  (建築廃材等除く) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

延長コード 資源  (小型家電)

エンジンオイル 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

LPガスボンベ 市で処理できないもの 愛知県LPガス協会にご相談下さい。http://www.aichilpg.or.jp/member/

LED電球 埋めるもの

ＭＤ(ミニディスク) 埋めるもの

ＭＤプレーヤー 資源  (小型家電)

ＭＯディスク 埋めるもの

ＭＯドライブ 資源  (小型家電)

絵具のチューブ 埋めるもの 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

枝葉  (家庭で出たもの) 燃やすもの 50cm以内に切ってください。太さが5㎝以上あるものは可燃性粗大ごみです。

枝葉  (上記以外) 市で処理できないもの 道路、河川清掃事業による場合は一般廃棄物処理業許可業者で処理して下さい。

SDカード 資源  (小型家電)

液晶テレビ 家電４品目
家電4品目のページを参照してください。
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,8511,139,630,html

衛星チューナー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

衛星アンテナ 粗大ごみ

おぼん  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

おぼん  (木製) 燃やすもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

おもちゃ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

おもちゃ  (金属製) 資源  (その他金属) 電気で動くものは資源  (小型家電)、30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

おもちゃの空き箱 資源  (紙製容器包装）

檻  (ペット用) 粗大ごみ

オフトーク受信機 資源  (小型家電)

温風器 粗大ごみ

温度計(電子式以外) 有害なもの

温水器 粗大ごみ ソーラーパネルは市で処理できません。

温室ビニール 市で処理できないもの 家庭菜園で使用したものは粗大ごみとして受け入れできます。

折りたたみ傘の骨 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

帯 燃やすもの 30cm以内に切ってください。

落ち葉・草 燃やすもの

お玉杓子（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

お玉杓子（金属製） 資源  (その他金属)

押し車 粗大ごみ

桶  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

桶  (木製) 燃やすもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

お菓子の袋 燃やすもの
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品目 分類 分別方法など

お菓子・食品の空き箱 資源  (紙製容器包装）

オイルヒーター 粗大ごみ

おまる 粗大ごみ

オートバイ 市で処理できないもの
全国軽自動車協会連合会加盟の廃棄二輪車取扱店にご相談下さい。
http://www.zenkeijikyo.or.jp/nirin/shop/

オーブントースター 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

オーブンレンジ 粗大ごみ

オイルドレッシングの容器  (ペットボトル) 燃やすもの
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