
五十音 品　　　　　名 区　分 搬入場所 持　込　む　時　の　注　意　事　項

真鍮(しんちゅう)・ブリキ・銅 資源物（金属類） リサイクル棟

新聞紙 資源物（紙類） リサイクル棟

シーツ（衣類） 資源物（布類） リサイクル棟 衣類でまとめて透明・半透明袋に入れる。

ＣＤ（コンパクトディスク）ＤＶＤ・ＢＤ 可燃ごみ エネルギー棟

ＣＤプレーヤー 不燃ごみ リサイクル棟

ＣＤラジカセ 不燃ごみ リサイクル棟 電池は抜く。（電池は透明袋に入れて有害ごみへ）

ジーンズ（衣類） 資源物（布類） リサイクル棟 衣類でまとめて透明・半透明袋に入れる。

シェーバー（電気式） 不燃ごみ リサイクル棟 電池は抜く。（電池は透明袋に入れて有害ごみへ）

シェーバー（電気式以外） 不燃ごみ リサイクル棟

死骸（ペット） エネルギー棟

磁気マットレス 布団類 エネルギー棟 丸めて縛る。

磁石 資源物 リサイクル棟

辞書・辞典・書籍 資源物（紙類） リサイクル棟 まとめられる量でまとめて縛る。

下着類（衣類） 資源物（布類） リサイクル棟 衣類でまとめて透明・半透明袋に入れる。洗ったものに限る。

七輪（しちりん） 不燃ごみ リサイクル棟

室外機（エアコン） 持込むことができません！ 購入先や専門業者に処理を依頼する。（家電リサイクル法対象品目）

自転車 資源物（金属類） リサイクル棟 タイヤは外して可燃ごみ。（自動車のタイヤは持ち込めません）

自転車(電気式) 資源物（金属類） リサイクル棟 バッテリーパックは購入元や専門業者へ処理を依頼する。タイヤは外して可燃ごみ。（自動車のタイヤは持ち込めません）

自転車の空気入れ 不燃ごみ リサイクル棟 金属製は、資源物（金属類）へ。

自転車のタイヤ・チューブ 可燃ごみ エネルギー棟

自動車 持込むことができません！ 購入先や専門業者に処理を依頼する。

自動車の座席カバー 布団類 エネルギー棟 丸めて縛る。

自動車の車体カバー 布団類 エネルギー棟 丸めて縛る。

自動車の部品 持込むことができません！

自動麻雀卓 不燃性粗大ごみ リサイクル棟

竹刀（しない） 可燃性粗大ごみ エネルギー棟

芝刈り機 資源物（金属類） リサイクル棟 家庭用に限る。金属以外のパーツは極力外す。

シャーペン（プラスチック製） 可燃ごみ エネルギー棟

シャーペン（金属複合製） 不燃ごみ リサイクル棟

蛇口（水道の蛇口） 資源物（金属類） リサイクル棟 金属以外のパーツは外す。

尺八 可燃ごみ エネルギー棟

写真 資源物（紙類） リサイクル棟 ミックスペーパー

シャツ 資源物（布類） リサイクル棟

ジャッキ 資源物（金属類） リサイクル棟 金属製のもの。

シャベル（柄が金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

シャベル（柄が木製） 不燃ごみ リサイクル棟

シャベル（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ エネルギー棟

しゃもじ 可燃ごみ エネルギー棟

シャンプーの容器 資源物（プラ包装） リサイクル棟 中身を使いきり、中を洗う。

週刊誌（雑誌類） 資源物（紙類） リサイクル棟 まとめられる量でまとめて縛る。

習字紙 資源物（紙類） リサイクル棟 汚れていないもの。ミックスペーパー

ジューサーミキサー 不燃ごみ リサイクル棟

シューズ（運動靴） 可燃ごみ エネルギー棟

ジュースの缶 資源物（缶類） リサイクル棟 中を洗う。

ジュースのびん 資源物（ビン類） リサイクル棟 ふたを外し中を洗う。金属製のふたは金属類、その他のふたは可燃ごみ。

じゅうたん 布団類 エネルギー棟 丸めて縛る。

充電器 不燃ごみ リサイクル棟

充電式電池・バッテリーパック 持込むことができません！ 購入先や専門業者に処理を依頼する。

収納ケース（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ エネルギー棟 最大寸法（幅1.5ｍ×奥行0.8ｍ×高さ1.8ｍ）

収納ケース（金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

重箱 可燃ごみ エネルギー棟

シュノーケル 可燃ごみ エネルギー棟

シュレッダー紙くず 資源物（紙類） リサイクル棟 ミックスペーパー

し

し



瞬間湯沸器（小型台所用） 資源物（金属類） リサイクル棟 電池は抜く。（電池は透明袋に入れて有害ごみへ）

消毒用タンク 不燃性粗大ごみ リサイクル棟 家庭用に限る。中身除く。

消毒用ホース 不燃性粗大ごみ リサイクル棟 家庭用に限る。

消火器 持込むことができません！ 購入先や専門業者に処理を依頼する。

定規（金属製以外） 可燃ごみ エネルギー棟

定規（金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

将棋の駒 可燃ごみ エネルギー棟

将棋盤 可燃性粗大ごみ エネルギー棟 厚さ１５ｃｍ以内にカットする。

障子紙 資源物（紙類） リサイクル棟 ミックスペーパー

障子戸 可燃性粗大ごみ エネルギー棟 長さ１ｍ、幅１ｍ以内に解体する。

浄水器 不燃性粗大ごみ リサイクル棟 蛇口につける小型のものは不燃ごみへ。

照明器具 不燃ごみ リサイクル棟 蛍光管は外す。（蛍光管は、購入時のケースにいれて、有害ごみ）

しょうゆびん 資源物（ビン類） リサイクル棟

食卓テーブル 可燃性粗大ごみ エネルギー棟 最大寸法（幅1.5ｍ×奥行0.8ｍ×高さ1.8ｍ）

食用油 可燃ごみ エネルギー棟 固めるか、紙などに浸す。

食用油の缶・びん 資源物 リサイクル棟 中身を使いきり、中をよく洗う。

食用油のペットボトル 資源物（プラ包装） リサイクル棟 中身を使いきり、中をよく洗う。PETマークに限る。

書庫（金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

書庫（木製） 可燃性粗大ごみ エネルギー棟 最大寸法（幅1.5ｍ×奥行0.8ｍ×高さ1.8ｍ）

除湿機 不燃性粗大ごみ リサイクル棟

除湿剤（紙製） 可燃ごみ エネルギー棟

除湿剤の容器（プラスチック製） 資源物（プラ包装） リサイクル棟 中の水を抜く。その他プラマーク付いているもの以外は可燃ごみへ。

書籍・本 資源物（紙類） リサイクル棟 まとめて縛る。

食器（金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

食器（陶磁器・ガラス製） 不燃ごみ リサイクル棟

食器洗い乾燥機 不燃性粗大ごみ リサイクル棟

食器戸棚（金属製以外） 可燃性粗大ごみ エネルギー棟 最大寸法（幅1.5ｍ×奥行0.8ｍ×高さ1.8ｍ）

食器戸棚（金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

ジョロ（じょうろ）（プラスチック製） 可燃性粗大ごみ エネルギー棟

ジョロ（じょうろ）（金属製） 資源物（金属類） リサイクル棟

人工芝 可燃ごみ エネルギー棟 袋（最大４５L）に入れる。

し

し


