
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
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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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品目 分類 分別方法など

カミソリ  (Ｔ字) 埋めるもの

カッターナイフ 資源  (その他金属)

かばん・バッグ  (革・布) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

カップめんの容器 燃やすもの

ガス湯沸かし器 粗大ごみ

缶バッジ 資源  (その他金属)

ガス炊飯器 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (その他金属)です。

ガムテープの芯 資源  (雑誌・雑紙)

カタログ・冊子 資源  (雑誌・雑紙)

カーボン紙 燃やすもの

観葉植物 燃やすもの 50cm以内に切ってください。金属部分を取り除いてください。

感熱紙 燃やすもの

缶詰のふた 資源  (その他金属)

缶詰の缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

乾燥剤  (生石灰) 燃やすもの 水に触れないようにレジ袋などを内袋にして可燃ごみとして出して下さい。

乾燥剤  (生石灰以外) 燃やすもの

緩衝材 燃やすもの

缶切り 資源  (その他金属)

換気扇 粗大ごみ

簡易トイレ・ポータブルトイレ 粗大ごみ

瓦 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。

皮むき器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

皮むき器  (金属製) 資源  (その他金属)

刈り草  (家庭で出たもの) 燃やすもの

刈り草  (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。

画用紙 資源  (雑誌・雑紙) 絵の具などが付着している場合は可燃ごみです。

紙やすり 燃やすもの

紙袋 資源  (紙製容器包装） 紙以外の部分は取り除いて下さい。

紙パック 資源  (牛乳パック) 内面がアルミ加工のものは(可燃ごみ)へ

紙パック  (アルミ加工) 燃やすもの

紙ねんど 燃やすもの

紙皿  (使用済み) 燃やすもの

紙コップ  (使用済み) 燃やすもの

紙くず  (書類等) 資源  (雑誌・雑紙) 個人情報等記載のあるものは可燃ごみです。

紙おむつ 燃やすもの 汚物は取り除いてトイレで処理してください。

釜  (煮炊き釜) 資源  (その他金属)

鎌  (草刈用) 資源  (その他金属)

壁紙 可燃性粗大ごみ

カレンダー  (壁掛け) 資源  (雑誌・雑紙) 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

花瓶  (ガラス・陶器製) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

花瓶  (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。

画鋲  (金属) 資源  (その他金属) 柄がプラスチックのものは(埋めるもの)です。

金槌 資源  (その他金属)

ガソリン 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

加湿器 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

傘 資源  (その他金属) ビニール部分は取り除き可燃ごみとして処理してください

傘立て 粗大ごみ

掛け軸 燃やすもの 30cm以内に切ってください。金属部分を取り除いて資源   (その他金属)です。

額縁 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

かき氷器  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

かき氷器  (手動) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

懐中電灯 資源  (小型家電)

貝殻 燃やすもの

ガラス  (板・割れたもの) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。
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品目 分類 分別方法など

ガスコンロ  (ガスレンジ) 粗大ごみ

ガスファンヒーター 粗大ごみ

カセットコンロ 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

カセットテープ 埋めるもの

カセットテープのケース 資源  (硬質プラスチック)

カセットボンベ  (携帯用) 資源  (その他金属)
中身を使い切ってから出してください。
中身を空にするときは周囲の安全を確認し、屋外で作業してください。

かつら 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源   (その他金属)です。

ガム 燃やすもの

ガムテープ 燃やすもの

カメラ 資源  (小型家電)

カメラのレンズ 埋めるもの

カラオケ機器 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ガラスケース 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

カラーボックス 粗大ごみ

カーキャリア 粗大ごみ

カーステレオ 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ガーゼ 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。

カーテン 可燃性粗大ごみ 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

カーテンレール 粗大ごみ

カード類 燃やすもの

カーナビ 資源  (小型家電)

学生服 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

乾電池・リチウムイオン電池 有害なもの 小型充電式電池とボタン電池は金属端子部分をビニールテープで絶縁してください。

きゅうす 埋めるもの

キャップ ・ふた (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

金庫  (金属製) 資源  (その他金属) 耐火金庫は一般廃棄遺物処分業許可業者で処理して下さい。

切り株 粗大ごみ
土を取り除いて下さい。
事業者が抜根したものは一般廃棄物処分業許可業者で処理して下さい。

魚網 粗大ごみ

鏡台・姿見鏡 粗大ごみ

教科書 資源  (雑誌・雑紙)

牛乳パック 資源  (牛乳パック)

救急箱 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

救急箱  (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。

脚立 粗大ごみ

木彫りの置き物 粗大ごみ 太さ5㎝、長さ50㎝以下のものは燃やすごみです。

基板 資源  (その他金属)

杵 粗大ごみ

木槌 燃やすもの 5cmより太いものは埋めるものです。

木くず  (建築廃材を除く) 燃やすもの 長さ50㎝以上、直径5㎝以上のものは粗大ごみです。

木臼 粗大ごみ

ギター 粗大ごみ

キックボード 粗大ごみ

キッチンペーパー 燃やすもの

キャップ・ふた  (金属製) 資源  (その他金属)

キャリーバッグ 粗大ごみ

キーホルダー・キーケース 埋めるもの 金属製のものは資源 (その他金属)です。

キーボード  (パソコン用) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

キーボード  (楽器) 粗大ごみ

着物・浴衣・和服 資源  (衣類・布類)
きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。
襦袢、帯、腰ひもなどは金属部分を取り除き資源(そのた金属類)です。

くつ下 燃やすもの

グローブ  (野球) 埋めるもの
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品目 分類 分別方法など

口紅（中身） 燃やすもの

軍手 燃やすもの

グロウ管・グロウ球  (照明) 埋めるもの

クレヨン 燃やすもの

車椅子 粗大ごみ 電動車いすのバッテリーは外してください。

車のパーツ  (外装パーツなど) 市で処理できないもの 個人消費したものは粗大ごみとして鳥原処分場で処理できます。

首輪  (ペット用) 埋めるもの

靴べら  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

靴べら  (木製) 燃やすもの 50cmよりも長いものは粗大ごみです。

靴の空き箱 資源  (紙製容器包装）

口紅の容器 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。

薬の容器   (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

薬の包装 燃やすもの

薬のびん 資源  (びん類)

薬の空き箱 資源  (紙製容器包装）

櫛・ブラシ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

串  (金属製) 資源  (その他金属)

串  (木製) 燃やすもの

鎖  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

鎖  (金属製) 資源  (その他金属)

草花 燃やすもの

草刈機 粗大ごみ

釘・ネジ・ボルト・ナット 資源  (その他金属) 細かい金属は金属の入れ物に入れて出してください

空気清浄機 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

空気入れ  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

空気入れ  (金属製以外) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

クッション・カバー 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。金属部分は取り除き資源(その他金属)です。

クリアファイル 燃やすもの

クリップ（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

クリップ（金属製） 資源  (その他金属)

グローブ  (スキー・ゴルフ) 埋めるもの

クーラーボックス 粗大ごみ

化粧品（中身） 燃やすもの

血圧計  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ゲームソフト  (DVD盤) 埋めるもの

ゲーム機・ゲームカセット 資源  (小型家電)

顕微鏡 埋めるもの

剣道防具 粗大ごみ

原動機付き自転車 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/

柔道着・剣道着 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

剣山 資源  (その他金属)

玄関マット  (ゴム製) 埋めるもの

玄関マット  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

玄関マット  (布製) 可燃性粗大ごみ

毛抜き  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

毛抜き  (金属製) 資源  (その他金属)

血圧計  (水銀を含むもの) 有害なもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

下駄箱 粗大ごみ

下駄 燃やすもの

化粧品の容器 資源  (硬質プラスチック) 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

化粧品の空き箱 資源  (紙製容器包装）

化粧品のびん 資源  (びん類) ラベルははがさず、キャップを外して中を洗ってください。

消しゴム 燃やすもの

け
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品目 分類 分別方法など

劇薬 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

軽油 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

携帯トイレ 燃やすもの

携帯電話 資源  (小型家電)

蛍光ペン 埋めるもの

蛍光灯・蛍光管 有害なもの

ケミカルライト 燃やすもの

コーヒーメーカー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

こたつ 粗大ごみ

ゴルフボール 埋めるもの

こたつ布団・カバー 可燃性粗大ごみ
金属部分は取り除き資源(その他金属)です。
ポールは長さ100㎝以内、太さ5㎝未満のものは粗大ごみです。

コードレス電話機  (子機) 資源  (小型家電)

工具  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

コースター・茶托（珪藻土・陶器） 埋めるもの

コースター・茶托（陶器以外） 燃やすもの

コルク栓 燃やすもの

ゴーグル  (スキー・水泳用) 埋めるもの

米びつ 粗大ごみ

米の袋  (ビニール製) 燃やすもの

米の袋  (紙製) 資源  (雑誌・雑紙)

米つき機 粗大ごみ

ごみ箱  (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。

ごみ箱  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

コピー用紙  (使用済み) 資源  (雑誌・雑紙)

コピー機・プリンター 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

粉ミルクの缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

工具  (かなづち、のこぎりなど) 資源  (その他金属)

碁石 埋めるもの

コップ  (ガラス製) 埋めるもの

コップ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

コンポ  (音楽機器) 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

コート  (衣類) 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

こいのぼり 可燃性粗大ごみ
金属部分は取り除き資源(その他金属)です。
ポールは長さ100㎝以内、太さ5㎝未満のものは粗大ごみです。

こいのぼりのポール 資源  (その他金属) 長さ100㎝以上、太さ5㎝以上のものは粗大ごみです。

ござ 可燃性粗大ごみ

ゴムホース 埋めるもの 100cmより長いものは粗大ごみです。

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

コンクリートブロック 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。

コンポスト 粗大ごみ

コードリール 粗大ごみ

コーヒーカップ 埋めるもの

コンドーム・避妊具 燃やすもの

小型充電式電池 有害なもの 金属端子部分をビニールテープで絶縁してください。

こ
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品目 分類 分別方法など

ざる  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ざる  (金属製) 資源  (その他金属)

三輪車 粗大ごみ

サンダル 埋めるもの

三脚 粗大ごみ

三角コーナー  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

三角コーナー  (金属製) 資源  (その他金属)

三角コーン 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。

皿  (ガラス、陶器製) 埋めるもの

座布団・カバー 可燃性粗大ごみ
金属部分は取り除き資源(その他金属)です。
ポールは長さ100㎝以内、太さ5㎝未満のものは粗大ごみです。

雑誌 資源  (雑誌・雑紙)

座卓 粗大ごみ

作業着 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

魚の骨・皮 燃やすもの

財布  (皮製) 埋めるもの

サインペン 埋めるもの

サイクリングマシン 粗大ごみ

サイドボード 粗大ごみ

サスペンダー 埋めるもの

サッシ 粗大ごみ

サーキュレーター 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

サーフボード 粗大ごみ

食用油のびん (汚れているもの) 埋めるもの

食品の容器(缶) 資源  (アルミ缶・スチール缶)
金属の種類がわかればスチール缶またはアルミ缶、
わからなければその他金属へ出してください。

絨毯・カーペット 可燃性粗大ごみ 電気カーペットは粗大ごみです。

ＣＤのケース
(コンパクトディスクのケース)

資源  (硬質プラスチック)

食品のびん 資源  (びん類)

じょうろ  (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。

じょうろ  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

しょうゆさし  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

シャンプーの容器
(プラスチック製)

資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

自転車  (電動式) 粗大ごみ

シルバーカー  (電動式) 粗大ごみ

シュレッダー機  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

シャンプーの詰め替えパック 燃やすもの

ＣＤ  (コンパクトディスク) 埋めるもの

ＣＤの歌詞カード 資源  (雑誌・雑紙)

新聞紙 ・折り込みチラシ 資源  (新聞・広告)

人工芝 埋めるもの

食器用洗剤の容器 燃やすもの 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

食器棚 粗大ごみ

食器洗浄機 粗大ごみ

食器乾燥機 粗大ごみ

食器  (ガラス製・陶器製) 埋めるもの

食器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

書籍 資源  (雑誌・雑紙)

除湿機 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

食用油の容器(プラスチック) 燃やすもの

食用油 資源  (食用油)
Ａコープしんしろ店、Ａコープ作手店、ココカラファイン長篠店、バロー新城店、ピアゴ
新城店に回収ボックスが設置されています。
お店に持っていけない場合は布などにしみこませて可燃ごみへ出してください。

食用油のびん 資源  (びん類)

さ

し
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品目 分類 分別方法など

食用油の缶 資源  (アルミ缶・スチール缶) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

食品トレー  (白色) 資源  (白色トレイ)

食品トレー  (白色以外) 燃やすもの

照明器具 粗大ごみ

焼酎の容器  (ペットボトル) 資源  (ペットボトル)

焼酎のびん 資源  (びん類)

焼酎のボトル 埋めるもの

浄水器  (蛇口取付型) 埋めるもの

浄水器カートリッジ 埋めるもの

障子戸 粗大ごみ

焼却灰 燃やすもの

定規  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

定規  (木製) 燃やすもの

消火器 市で処理できないもの
消火器リサイクル推進センター特定窓口にご相談下さい。
https://www.ferpc.jp/accept/

収納ケース 粗大ごみ

充電器 資源  (小型家電)

修正液・修正ペン 埋めるもの

習字道具 埋めるもの

習字紙  (使用済み) 燃やすもの

習字紙  (使用前) 資源  (雑誌・雑紙)

週刊誌 資源  (雑誌・雑紙)

シャープペンシル 埋めるもの

ジャンバー 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

写真 燃やすもの

写真のネガフィルム 燃やすもの

車載用テレビ 資源  (小型家電)

竹刀 粗大ごみ

自転車 粗大ごみ

湿布 燃やすもの

七輪 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは埋めるものです。

下敷き（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

下敷き（紙製） 燃やすもの

下着 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

辞書・辞典 資源  (雑誌・雑紙)

磁石  (マグネット) 埋めるもの

磁気枕 粗大ごみ

色紙 資源  (雑誌・雑紙)

シリカゲル  (乾燥剤) 燃やすもの

シャツの型紙・台紙・タグ 資源  (雑誌・雑紙)

ジャケット  (衣類) 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

しゃもじ（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

しゃもじ（木製） 燃やすもの

シュレッダー機  (手動) 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。

ジューサー・ミキサー 資源  (小型家電)

ショーケース 粗大ごみ
店舗で使っていた場合は産業廃棄物となり市で処理できません。
産業廃棄物の処理業者に処理を依頼してください。

シーツ 資源  (衣類・布類)

篠笛（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

篠笛（竹製） 燃やすもの

食品の包装紙 資源  (紙製容器包装）

スプレー缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)
中身を使い切ってから出してください。
中身を空にするときは周囲の安全を確認し、屋外で作業してください。

すのこ 粗大ごみ

すだれ 可燃性粗大ごみ

スプーン  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

す
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品目 分類 分別方法など

スプーン  (金属製) 資源  (その他金属)

すずり 埋めるもの

スパナ 資源  (その他金属)

ストローの包装袋
 (プラスチック製)

燃やすもの

ストローの包装袋  (紙製) 資源  (紙製容器包装）

スカート 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

ズボン 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

ストッキング 燃やすもの

スタンド  (電気) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

スチール棚 粗大ごみ

すり鉢 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

炭 燃やすもの

すべり台  (子供用遊具) 粗大ごみ

スノーボード 粗大ごみ

寿司おけ 粗大ごみ

スケートボード 粗大ごみ

水筒  (ステンレス製) 資源  (その他金属)

水筒  (プラスチック) 埋めるもの

水槽 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

スチール缶 資源  (スチール缶)

スプレー缶のキャップ 資源  (硬質プラスチック)

スライサー（プラスチック部分） 資源  (硬質プラスチック)

スライサー（金属部分） 資源  (その他金属)

スキー板  (ストックを含む) 粗大ごみ

スイミングキャップ 燃やすもの

スキャナー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

スキーウェア 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

スキーキャリア 粗大ごみ

スキーブーツ 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

スケートブーツ 埋めるもの

スコップ  (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。

スコップ  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ステレオ 粗大ごみ

ストラップ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

ストラップ  (金属製) 資源  (その他金属)

ストロー 燃やすもの

ストーブ 粗大ごみ

スパイクシューズ 埋めるもの

スピンドルケース 資源  (硬質プラスチック)

スピーカー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

スポンジ 燃やすもの

スマホケース・スマートフォン
のケース（プラスチック製）

資源  (硬質プラスチック)

スマホケース・スマートフォン
のケース（金属製）

資源  (その他金属)

スマホケース・スマートフォン
のケース（皮製）

埋めるもの

すりこぎ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

すりこぎ  (木製) 燃やすもの

スリッパ 燃やすもの

スーパーボール 埋めるもの

炊飯器 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

髪染剤の容器 燃やすもの

洗濯洗剤（粉末） 燃やすもの

石けん 燃やすもの

せ
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品目 分類 分別方法など

せいろ  (蒸し器)  (金属製) 資源  (その他金属)

せいろ  (蒸し器)  (木製) 燃やすもの

説明書  (取扱説明書) 資源  (雑誌・雑紙)

セロハンテープの台 埋めるもの

洗面器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

洗面器  (金属製) 資源  (その他金属)

洗面台 粗大ごみ

扇風機 粗大ごみ

剪定ばさみ 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

剪定木  (家庭で出たもの) 燃やすもの 長さ50㎝以上、直径5㎝以上のものは粗大ごみです。

剪定木  (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。

洗濯機 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

洗濯カゴ・ランドリーバスケット 粗大ごみ

洗濯バサミ 資源  (硬質プラスチック)

扇子 燃やすもの

洗車ブラシ 埋めるもの

洗剤の容器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

洗剤の計量カップ 資源  (硬質プラスチック)

洗剤の空き箱 燃やすもの 臭いや汚れがある為、資源にできません。

線香の空き箱 燃やすもの 臭いや汚れがある為、資源にできません。

線香 燃やすもの

洗顔料の容器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

セロハンテープ 燃やすもの

背広  (スーツ) 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

瀬戸物 埋めるもの

接着剤の容器 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。

チューブ容器(金属類) 資源  (その他金属) 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

接着剤  (固化したもの) 燃やすもの

石膏ボード 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。

石けんの空き箱 燃やすもの 臭いや汚れがある為、資源にできません。

石けんの包装袋 燃やすもの

石油ストーブ 粗大ごみ

石油ファンヒーター 粗大ごみ

生理用品の包装袋 燃やすもの

生理用品 燃やすもの

整髪料の容器  (ガラス製) 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。

整髪料の容器  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

セロハンテープの芯 資源  (雑誌・雑紙)

セメント 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。

洗車剤の缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

そろばん 燃やすもの

草履  (プラスチック製) 埋めるもの

草履  (わら製) 燃やすもの

掃除機 粗大ごみ

雑巾 燃やすもの

双眼鏡 埋めるもの

造花 燃やすもの

ソファー 粗大ごみ

そり  (玩具) 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは埋めるものです。

そ
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品目 分類 分別方法など

たらい 粗大ごみ

ダンボール 資源  (ダンボール)

たんす 粗大ごみ

たばこの吸殻 燃やすもの

たばこの空き箱 燃やすもの 臭いや汚れがある為、資源にできません。

体脂肪計  (電子式) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

体重計  (電子式) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ダンベル 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

タマネギの包装ネット 燃やすもの

卵の殻 燃やすもの

卵パック  (プラスチック製) 燃やすもの

卵パック  (紙製) 資源  (雑誌・雑紙)

足袋 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

タッパー 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

脱臭剤容器 資源  (硬質プラスチック)

脱臭剤 燃やすもの

脱脂綿 燃やすもの

脱酸素剤 燃やすもの

卓球のラケット・ボール 燃やすもの

たたみ表 燃やすもの

畳 可燃性粗大ごみ 12枚以上搬入する場合は事前にクリーンセンターへご連絡ください。

竹み・石み 粗大ごみ

竹ぼうき 粗大ごみ

竹 燃やすもの 50cmよりも長いものは粗大ごみです。

卓上コンロ 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

耐熱ガラス 埋めるもの

台所マット 可燃性粗大ごみ

体重計  (電子式以外) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

台車 粗大ごみ

体脂肪計  (電子式以外) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

耐火金庫 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。

体温計(電子式以外) 有害なもの

体温計のケース 資源  (硬質プラスチック)

タイヤ  (自動車用) 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。

タイヤ  (自動車用以外) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

タイヤチェーン  (金属製) 資源  (その他金属)

タイヤチェーン  (上記以外) 埋めるもの

タイヤホイール 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (その他金属)です。

タイル 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。

タイルカーペット 燃やすもの 裏面に滑り止めのゴムがついているものは埋めるものです。

ダイレクトメール 資源  (雑誌・雑紙)

タオル類 資源  (衣類・布類)

たわし  (金属製) 資源  (その他金属)

たわし  (金属製以外) 埋めるもの

調味料の容器  (ペットボトル) 資源  (ペットボトル) 汚れが取れないものは可燃ごみです。

ちょうちん 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ちょうつがい 資源  (その他金属)
調味料のチューブ容器
 (マヨネーズ・ケチャップ・からし・わさ
び)

燃やすもの 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

チェーンソー（電動） 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ちり紙 燃やすもの

調味料のびん 資源  (びん類)

彫刻刀 埋めるもの

た

ち
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品目 分類 分別方法など

中華鍋 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

茶碗（プラスチック製） 資源  (硬質プラスチック)

茶碗（陶器） 埋めるもの

チャイルドシート 粗大ごみ

地図帳 資源  (雑誌・雑紙)

地球儀 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

茶殻 燃やすもの

チェーンソー（エンジン式） 粗大ごみ 燃料は市で処理できません。販売店、取り扱い店へご相談ください。

チョコレートの内紙  (アルミ) 燃やすもの

チャック  (金属製) 資源  (その他金属)

チョーク 燃やすもの

ちりとり  (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。

ちりとり  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

チューブ容器  (プラスチック製) 燃やすもの 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

調理用ボウル  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

調理用ボウル  (金属製) 資源  (その他金属)

調理用ボウル  (木製) 燃やすもの

調味料の包装袋 燃やすもの

つまようじ 燃やすもの

釣り針 資源  (その他金属)

釣り糸 燃やすもの 30cm以内に切ってください。金属部分を取り除いて資源   (その他金属)です。

爪切り  (金属製) 資源  (その他金属)

爪切り  (金属製以外) 埋めるもの

詰め替え容器 燃やすもの

積み木 燃やすもの

壷 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

綱  (ペット用) 燃やすもの 30cm以内に切ってください。金属部分を取り除いて資源   (その他金属)です。

突っ張り棒  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 100cmより長いものは粗大ごみです。

突っ張り棒  (金属製) 資源  (その他金属) 100cmより長いものは粗大ごみです。

土・砂 市で処理できないもの 残土処理を行っている事業者へお問い合わせください。

机 粗大ごみ

杖  (木製) 可燃性粗大ごみ

使い捨てライター 埋めるもの
中身を使い切ってから出してください。
中身を空にするときは周囲の安全を確認し、屋外で作業してください。

使い捨てカイロ 燃やすもの

杖  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 100cmより長いものは粗大ごみです。

杖  (金属製) 資源  (その他金属) 100cmより長いものは粗大ごみです。

釣り竿 粗大ごみ

電動泡立て機  (電動ホイッパー) 資源  (小型家電)

電子タバコ・加熱式タバコ 有害なもの

電動ベッド 粗大ごみ

電話帳 資源  (雑誌・雑紙)

電話線 資源  (小型家電)

電話機 資源  (小型家電)

電動歯ブラシ 資源  (小型家電)

電動ドリル 資源  (小型家電)

電動マッサージ機  (いす式) 粗大ごみ

電動マッサージ機  (手持ち式) 資源  (小型家電)

電動リール 資源  (小型家電)

点滴パック  (在宅医療用) 市で処理できないもの 処方先の医療機関に返却してください。

電卓 資源  (小型家電)

天体望遠鏡 粗大ごみ

電飾コード 資源  (小型家電)

つ

て
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品目 分類 分別方法など

電子手帳 資源  (小型家電)

電子体温計 資源  (小型家電)

電子書籍端末 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

電子辞書 資源  (小型家電)

電子オルガン・電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

電球・豆電球 埋めるもの

電気毛布 粗大ごみ

電気生ごみ処理機 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

電気掃除機 粗大ごみ

電気バリカン 資源  (小型家電)

電気ポット 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

電気カミソリ洗浄機 資源  (小型家電)

電気コンロ 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

電気カミソリ・髭剃り 資源  (小型家電)

電気あんか 資源  (小型家電)

電気カーペット・ホットカーペット 粗大ごみ

電気ストーブ 粗大ごみ

手袋  (皮・ゴム製) 埋めるもの

手袋  (布製) 燃やすもの

鉄板 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

鉄鍋 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

手筒花火 粗大ごみ

鉄アレイ 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

鉄網 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

手帳 資源  (雑誌・雑紙)

デジタルカメラ 資源  (小型家電)

手鏡 有害なもの

DVD 埋めるもの

ＤＶＤプレイヤー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ＤＶＤレコーダー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

DVDのケース 資源  (硬質プラスチック)

DVDの中紙 資源  (雑誌・雑紙)

Tシャツ・ワイシャツ 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

テレビ台 粗大ごみ

ティーバッグ  (紅茶など) 燃やすもの

ティッシュの空き箱 資源  (紙製容器包装）

ティッシュペーパーの空き箱 資源  (紙製容器包装）

ティッシュペーパー 燃やすもの

テニスラケット 粗大ごみ

テレビアンテナ 粗大ごみ

テント 粗大ごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス 可燃性粗大ごみ

テープレコーダー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

デスクトップパソコン 市で処理できないもの
PC3R推進協会へお問い合わせください。
http://www.pc3r.jp/home/index.html

電池パック(モバイルバッテリー) 有害なもの 小型充電式電池とボタン電池は金属端子部分をビニールテープで絶縁してください。

どんぶり 埋めるもの

とっくり・おちょこ 埋めるもの

トイレットペーパーの包装袋
 (プラスチック製)

燃やすもの

とんかち 埋めるもの

泥 市で処理できないもの 残土処理を行っている事業者へお問い合わせください。

塗料の缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)
液が垂れない状態のもの。
乾燥し取り出せない固形物が多量に残っているものは埋めるものへ出してください。

と
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品目 分類 分別方法など

塗料 燃やすもの 紙や布に染み込ませて流れない状態にして可燃ごみとして処理してください。

鳥かご 粗大ごみ

土鍋 埋めるもの

トタン板 粗大ごみ

時計  (置時計・掛時計) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

灯油缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

灯油ポンプ  (電動) 資源  (小型家電)

灯油 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

灯油タンク  (ポリタンク) 粗大ごみ

灯油ポンプ  (手動) 資源  (硬質プラスチック)

豆腐のパック 燃やすもの

銅鍋 資源  (その他金属)

銅線 資源  (その他金属)

陶磁器 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

砥石 埋めるもの

戸 粗大ごみ

トロフィー・楯 埋めるもの

トイレットペーパーの芯 資源  (雑誌・雑紙)

ドライバー  (工具) 埋めるもの

ドラム缶 粗大ごみ

ドラムセット  (音楽機器) 粗大ごみ

トレー  (プラスチック製お盆) 資源  (硬質プラスチック)

トイレブラシ 埋めるもの

トイレマット 可燃性粗大ごみ

トランク・スーツケース 粗大ごみ

トランシーバー 資源  (小型家電)

トランプカード 燃やすもの

ドレッサー 粗大ごみ

トレーニングマシン 粗大ごみ

15



品目 分類 分別方法など

なた 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

なわとび 埋めるもの

鍋のふた（ガラス製） 埋めるもの

鍋のふた（金属製） 資源  (その他金属)

鍋やきうどんの容器 資源  (その他金属) 食品残渣が付着していて取り除けない場合は可燃ごみです。

鍋 資源  (その他金属)

納豆の容器 燃やすもの

流し台 粗大ごみ

長靴 埋めるもの

苗箱 市で処理できないもの
農業で使っていた場合は産業廃棄物となり市で処理できません。
産業廃棄物の処理業者に処理を依頼してください。

苗木用ポット 埋めるもの

人形  (陶器・ガラス、プラ製) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

人形  (木・布製) 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源   (その他金属)です。

人形ケース 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

入浴剤の缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

乳製品  (ヨーグルト)の容器 燃やすもの 防水加工されているため資源になりません。

ニット製衣類 資源  (衣類・布類) きれいなものでボタンやチャックはそのままで出してください。

ぬいぐるみ 燃やすもの
金属部分は取り除いて資源   (その他金属)です。
30cmよりも大きなものは可燃性粗大ごみです。

布きれ 燃やすもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

年賀はがき 資源  (雑誌・雑紙)

粘土  (教材用) 埋めるもの

粘着カーペットクリーナー 燃やすもの

寝袋・シュラフ 可燃性粗大ごみ 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

ネクタイ 燃やすもの

ノンオイルドレッシングの容器
 (ペットボトル)

資源  (ペットボトル) 汚れが取れないものは可燃ごみです。

のこぎり 資源  (その他金属)

ノートパソコン 市で処理できないもの
PC3R推進協会へお問い合わせください。
http://www.pc3r.jp/home/index.html

糊  (のり) 燃やすもの

のみ 埋めるもの

ノート 資源  (雑誌・雑紙)

暖簾 可燃性粗大ごみ

な
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品目 分類 分別方法など

はさみ 資源  (その他金属)

はがき 資源  (雑誌・雑紙)

はかり  (金属製) 資源  (その他金属)

はかり  (金属製以外) 埋めるもの

パイプ類  (金属製) 資源  (その他金属)

はしご 粗大ごみ

はけ 燃やすもの

バスマット（珪藻土） 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

バター・マーガリンの容器 燃やすもの

ハンディカメラ 資源  (小型家電)

半田ごて 資源  (その他金属)

絆創膏 燃やすもの

パンティーストッキング 燃やすもの

針 資源  (その他金属)

針金 資源  (その他金属)

歯ブラシの台紙 資源  (紙製容器包装）

歯ブラシ 資源  (硬質プラスチック)

花火 燃やすもの
火災の原因になるのを防ぐため、未使用のものは水に十分に浸してから
（目安は1週間以上）出して下さい。

発泡スチロール 燃やすもの 30cm以内に細かくしてください。

発電機 粗大ごみ

発炎筒  (使用済み) 埋めるもの

パチンコ台 粗大ごみ

鉢  (陶磁器製) 埋めるもの

鉢  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

肌着 燃やすもの

機織り機  (はたおりき) 粗大ごみ

柱  (建築材) 粗大ごみ

箸  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

箸  (金属製) 資源  (その他金属)

箸  (木製) 燃やすもの

廃油（自動車・工場用） 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

灰皿  (ガラス製) 埋めるもの

灰皿  (金属製) 資源  (その他金属)

灰  (焼却灰) 燃やすもの

バッテリー  (自動車用) 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

ハイヒール 埋めるもの

ハーモニカ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ハーモニカ  (金属製) 資源  (その他金属)

バスケット  (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。

バスケット  (金属製) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

バスケット・籠  (籐製) 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。

パレット（絵画用・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。

パレット（絵画用・木製） 燃やすもの 30cmをこえるものは可燃性粗大ごみ

は
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品目 分類 分別方法など

バイク 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/

パイプ類  (金属製以外) 埋めるもの

ハンガー  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ハンガー  (金属製) 資源  (その他金属)

ハンガー  (木製部分を含むもの) 埋めるもの

ハンガーラック 粗大ごみ

パンチ（穴あけ用） 資源  (その他金属)

パソコンラック・デスク 粗大ごみ

ハードディスク  (外付け用) 資源  (小型家電)

バインダー 埋めるもの

バケツ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

バケツ  (金属製) 資源  (その他金属)

バスケットボールのゴール台 粗大ごみ

バスマット（脱衣所用・布製） 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。

パラボナアンテナ 粗大ごみ

ハンカチ 燃やすもの

パンフレット 資源  (雑誌・雑紙)

バーベキューコンロ 粗大ごみ

びんのキャップ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

びんのキャップ  (金属製) 資源  (その他金属)

ビールびん 資源  (びん類)

肥料袋 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。

百科事典 資源  (雑誌・雑紙)

火鉢 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

光ディスク 埋めるもの

ビニールシート  (敷物) 粗大ごみ

ピアノ 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

ビデオカメラ 資源  (小型家電)

ビデオデッキ 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

ビデオテープ 埋めるもの

ビデオテープのケース 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

ビニールテープ 燃やすもの

ビニールプール 埋めるもの

ピンセット 資源  (その他金属)

ビーズ 埋めるもの

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビールジョッキ 埋めるもの

ヒーター付き・ファン付き洋服 埋めるもの

ビニールシート  (農業用) 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。

舟・小型船舶 (FRP船) 市で処理できないもの
一般社団法人日本マリン事業協会へお問い合わせください。
http://www.marine-jbia.or.jp/recycle/

ファンデーション(鏡のついてるもの) 有害なもの 中身は使いきるか、可燃ごみとして処理してください。

ふろしき 燃やすもの

ひ

ふ
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品目 分類 分別方法など

ふとんカバー 資源  (衣類・布類)

ふとんカバー ・シーツ (汚れたもの) 可燃性粗大ごみ

ふとん・羽毛布団 可燃性粗大ごみ

ふすま 粗大ごみ

プリン・ゼリーの容器 燃やすもの

ふとん干し 粗大ごみ

噴霧器 粗大ごみ

文鎮 資源  (その他金属)

風呂おけ 資源  (硬質プラスチック)

風呂いす 資源  (硬質プラスチック)

風呂のふた 粗大ごみ

風呂マット（ゴム製） 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは埋めるものです。

風呂マット（木、布、ポリエチレン製） 可燃性粗大ごみ 30cmよりも小さいものは可燃ごみです。

ブラウン管テレビ 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

布団たたき  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

布団たたき  (木製) 可燃性粗大ごみ

布団ばさみ 資源  (硬質プラスチック)

筆 燃やすもの

仏壇 粗大ごみ

付箋 燃やすもの 粘着物を含むため資源になりません。

服の値札 資源  (雑誌・雑紙)

服  (上記以外) 燃やすもの 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

笛  (教材用) 埋めるもの

風鈴 埋めるもの

封筒 資源  (雑誌・雑紙)

風船 燃やすもの

ファクス機 粗大ごみ

ファクス用紙  (感熱紙) 燃やすもの

フィルムの外箱 資源  (紙製容器包装）

フィギュア  (人形) 埋めるもの

フィルムの筒型ケース 資源  (硬質プラスチック)

ブリキ製品 資源  (その他金属)

ふとん収納袋  (ビニール製) 可燃性粗大ごみ 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

ファスナー（金属製） 資源  (その他金属)

ファスナー（プラ） 資源  (硬質プラスチック)

ブランコ  (子供用) 粗大ごみ

ぶらさがり健康器 粗大ごみ

フロアマット  (車内用) 可燃性粗大ごみ

ブーツ  (履物) 埋めるもの

ふとん乾燥機 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

ファイル  (紙製) 資源  (雑誌・雑紙)

フロッピーディスク 埋めるもの

フロッピーディスクのケース 資源  (硬質プラスチック)

ファイル  (プラ製) 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。
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品目 分類 分別方法など

ファンヒーター 粗大ごみ

フォーク  (金属製) 資源  (その他金属)

ブックエンド  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ブックエンド  (金属製) 資源  (その他金属)

フライパン 資源  (その他金属)

ブラインド 粗大ごみ

プラモデル 資源  (硬質プラスチック)

フラワースタンド 粗大ごみ

プランター 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (硬質プラスチック)です。

プリン・ゼリー・ヨーグルト等のふた 燃やすもの

フルフェイスヘルメット 粗大ごみ

ブルーシート 粗大ごみ 金属部分は取り除いて資源  (その他金属)です。

ブルーレイディスク 埋めるもの

プロジェクションテレビ 粗大ごみ

ブロック玩具 資源  (硬質プラスチック)

プロパンガスボンベ 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/

フローリングワイパー（付替え用シート） 燃やすもの

フローリングワイパー（本体） 資源  (硬質プラスチック)

フードプロセッサー 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ヘアーアイロン 資源  (小型家電)

ペットのふん 燃やすもの

弁当箱  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

弁当箱  (金属製) 資源  (その他金属)

便座 粗大ごみ

便座カバー 燃やすもの

ペットボトルのキャップ 資源  (硬質プラスチック)

ベビーバス 粗大ごみ

ペットフードの袋 燃やすもの

ペットのトイレ  (猫砂) 燃やすもの

ヘルスメーター 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

へら  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

へら  (金属製) 資源  (その他金属)

へら  (木製) 燃やすもの

ペーパータオルの芯 資源  (雑誌・雑紙)

ペーパータオル(使用済み) 燃やすもの

ペットフードの缶 資源  (アルミ缶・スチール缶)

ペット用サークル  (檻) 粗大ごみ

ベニヤ板 可燃性粗大ごみ

ベビーチェア 粗大ごみ

ベンチ  (椅子) 粗大ごみ

ペットフードの空き箱 資源  (紙製容器包装）

ヘアピン 資源  (その他金属)

ヘアードライヤー 資源  (小型家電)

へ
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品目 分類 分別方法など

ベッド 粗大ごみ

ペットフード 燃やすもの

ペットボトルのラベル 燃やすもの

ペットボトル飲料のボトル 資源  (ペットボトル) 汚れが取れないものは可燃ごみです。

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーベッド 粗大ごみ

ベルト 埋めるもの

ヘルメット 埋めるもの

ペン(筆記用具) 埋めるもの

ペンチ 資源  (その他金属)

ボダン電池 有害なもの 金属端子部分をビニールテープで絶縁してください。

ほうき 埋めるもの

ボタン  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ボタン  (金属製) 資源  (その他金属)

ボタン  (木製) 燃やすもの

ポスト  (金属) 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ポスト  (金属以外) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

本棚 粗大ごみ

本・絵本 資源  (雑誌・雑紙)

保冷剤  (硬いもの) 埋めるもの

保冷剤  (軟らかなもの) 燃やすもの

保冷米びつ 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

保冷ボックス 埋めるもの 30cmよりも大きいものは粗大ごみです。

哺乳びん  (ガラス製) 埋めるもの

哺乳びん  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

補聴器 資源  (小型家電)

ホッチキス 資源  (その他金属)

歩行器  (幼児用) 粗大ごみ

木刀 可燃性粗大ごみ

墨汁 燃やすもの 紙や布に染み込ませて流れない状態にして可燃ごみとして処理してください。

保温庫・保冷庫・温冷庫 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

ポット  (保温用) 埋めるもの

ボーリング玉 埋めるもの

包丁・ナイフ類 資源  (その他金属)

包丁研ぎ機  (手動) 埋めるもの

包丁研ぎ機  (電動) 資源  (その他金属)

防虫剤 燃やすもの

包帯 燃やすもの 30cm以内に切ってください。金属部分を取り除いて資源   (その他金属)です。

包装フィルム 燃やすもの

宝石 埋めるもの

帽子・キャップ 燃やすもの

芳香剤 ・消臭剤 (置き型) 埋めるもの

望遠鏡 粗大ごみ

ほ
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品目 分類 分別方法など

ホーロー鍋 資源  (その他金属)

ポット  (電気式) 資源  (小型家電)

ポンプ  (水槽用) 資源  (小型家電)

ホイール  (自動車用) 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (その他金属)です。

ボール  (球技用) 埋めるもの

ポテトチップなどの紙缶  (筒型) 燃やすもの

ポンプ  (井戸用) 粗大ごみ

ボイラー 粗大ごみ

ポケットティッシュ 燃やすもの

ポスター 資源  (雑誌・雑紙)

ホットプレート 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (小型家電)です。

ポリタンク 粗大ごみ 30cmよりも小さいものは資源  (硬質プラスチック)です。

ポリバケツ 資源  (硬質プラスチック)

ホースリール 粗大ごみ

ボーリングピン 粗大ごみ

ボールペン 埋めるもの
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品目 分類 分別方法など

まくら・抱きまくら 可燃性粗大ごみ 30cmより小さいものは可燃ごみです。

マットレス(スプリング) 粗大ごみ

マンガ本・雑誌 資源  (雑誌・雑紙)

まくらカバー 燃やすもの

マーガリンの容器 燃やすもの

麻雀稗  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

麻雀稗  (竹製) 燃やすもの

麻雀マット 粗大ごみ

麻雀台 粗大ごみ

万歩計 資源  (小型家電)

万年筆 埋めるもの

魔法びん 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

まな板  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

まな板  (木製) 燃やすもの

松葉杖 粗大ごみ

マッサージチェア 粗大ごみ

マジックインキ 埋めるもの

巻尺・メジャー(金属性) 資源  (その他金属)

マフラー  (防寒用) 燃やすもの 30cm以内に切ってください。金属部分は取り除いて資源   (その他金属)です。

マッチ・マッチ箱  (使用済み) 燃やすもの

マフラー  (自動車部品) 粗大ごみ

マニキュア（中身） 燃やすもの 紙などに浸み込ませて可燃ごみとしてください

マニキュアのびん 資源  (びん類) ラベルははがさず、キャップを外して中を洗ってください。

マイク 資源  (小型家電)

マウス  (パソコン用) 資源  (小型家電)

マウスパッド 埋めるもの

マスク 燃やすもの

マットレス (スプリングなし) 可燃性粗大ごみ

マヨネーズのキャップ 資源  (硬質プラスチック)

巻尺・メジャー(金属製以外) 埋めるもの

耳かき  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

耳かき  (金属製) 資源  (その他金属)

耳かき  (木製) 燃やすもの

ミニカー  (子供用乗り物) 粗大ごみ

水切りかご・ラック（金属製） 資源  (その他金属) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

水着 燃やすもの

みかんの包装ネット 燃やすもの

ミシン  (電動) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ミシン  (足踏み式) 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

虫めがね・ルーペ 埋めるもの

虫ピン 資源  (その他金属)

虫取り網 粗大ごみ

ま

み

む
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品目 分類 分別方法など

蒸し器  (せいろ)  (金属製) 資源  (その他金属)

蒸し器  (せいろ)  (木製) 燃やすもの

虫かご 資源  (硬質プラスチック)

麦わら帽子 燃やすもの

無線機 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

メモ用紙 資源  (雑誌・雑紙)

麺棒 可燃性粗大ごみ

目薬の容器 資源  (硬質プラスチック)

目薬の空き箱 資源  (紙製容器包装）

名刺 資源  (雑誌・雑紙)

名刺入れ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

名刺入れ  (金属製) 資源  (その他金属)

名刺入れ  (布製) 燃やすもの

メガホン  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

眼鏡・サングラス・老眼鏡(ケースを含む) 埋めるもの

持ち帰り弁当の容器 燃やすもの

モデム 資源  (小型家電)

物干し竿 粗大ごみ

物干し台（コンクリート基礎を除く） 粗大ごみ コンクリートは市で処理できません一般廃棄物処分業許可業者で処理して下さい。

物置 粗大ごみ

餅つき機 粗大ごみ

木製家具 粗大ごみ

毛布(キルト加工していないもの) 資源  (衣類・布類)

毛布  (古くなったもの) 可燃性粗大ごみ

モニター  (パソコン用) 市で処理できないもの
Pc3R推進協会へお問い合わせください。
http://www.pc3r.jp/home/index.html

モップ  (プラスチック製) 粗大ごみ

モップ  (木製) 可燃性粗大ごみ

モーター 資源  (小型家電)

も

め
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品目 分類 分別方法など

野球バット 粗大ごみ

やかん 資源  (その他金属)

薬品・農薬 市で処理できないもの 販売店、取扱店へご相談下さい。

薬品・農薬のびん 埋めるもの 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

焼き鳥の串 燃やすもの

USBケーブル 資源  (小型家電)

USBメモリー 資源  (小型家電)

湯沸かし器  (室内用) 粗大ごみ

湯呑み茶碗 埋めるもの

湯たんぽ  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

湯たんぽ  (金属製) 資源  (その他金属)

浴槽 粗大ごみ

洋服ダンス 粗大ごみ

洋酒のびん 資源  (びん類)

よしず 可燃性粗大ごみ

や

ゆ
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品目 分類 分別方法など

LANケーブル 資源  (小型家電)

ラップの空き箱 資源  (紙製容器包装）

ラップの刃 資源  (その他金属)

ラケット 粗大ごみ

ラップの芯 資源  (雑誌・雑紙)

ラジオ 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ラジカセ 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

ラジコンカー 資源  (小型家電)

ラップ  (食品用) 燃やすもの

ランチプレート  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ランチプレート  (金属製) 資源  (その他金属)

ランドセル 埋めるもの

ラムネびん 資源  (びん類)

料理くず・残飯 燃やすもの

リンスの容器 (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック) 柔らかいものは可燃ごみです。

リール  (釣り具)  (電動) 資源  (小型家電)

リール  (釣り具)  (手動) 埋めるもの

リュックサック 埋めるもの

リクライニングチェア 粗大ごみ

リップクリームの容器 資源  (硬質プラスチック)

リモコン 資源  (小型家電)

リヤカー 粗大ごみ

ルーター 資源  (小型家電)

ルアー  (プラスチック製) 資源  (硬質プラスチック)

ルアー  (金属製) 資源  (その他金属)

ルームランナー 粗大ごみ

レンガ 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。

冷風機・冷風扇 粗大ごみ

冷凍庫  (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

冷凍ストッカー 粗大ごみ

冷蔵庫(業務用) 市で処理できないもの

冷蔵庫  (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

冷水機 粗大ごみ

レトルト食品の容器 燃やすもの

レジ袋 燃やすもの

レンジ  (電子レンジ) 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

レコード盤 埋めるもの

レシート 燃やすもの

レンジ台 粗大ごみ

ろうそく 燃やすもの

ロープ  (上記以外) 埋めるもの

ら
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品目 分類 分別方法など

ロープ  (布製) 燃やすもの

ロッカー 粗大ごみ

ローラースケート・ブレード 埋めるもの
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品目 分類 分別方法など

わら・わら細工 燃やすもの

ワープロ 資源  (小型家電) 30cmよりも大きなものは粗大ごみです。

割り箸の包装袋 資源  (紙製容器包装）

割り箸の包装袋  (汚れたもの) 燃やすもの

割り箸 燃やすもの

綿 燃やすもの

輪ゴム 燃やすもの

ワイン庫・ワインセラー 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

ワイシャツの包装袋 燃やすもの

ワイングラス 埋めるもの

ワイパーゴム  (自動車用) 埋めるもの

ワイヤー（金属製） 資源  (その他金属)

ワイヤー（金属製以外） 埋めるもの

わ
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