
出したいごみ 分別区分 注意してほしいこと

か カーテン 燃えるごみ 衣類として収集しません。

カーテンレール
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
木製、プラスチック製は、50cm程度に切って燃えるごみ。

カード
古紙（その他の紙）
燃えるごみ

紙製は古紙（その他の紙）。
プラスチック製は燃えるごみ。

カーナビ（ポータブル） 埋立等（家電）

カーナビ（ビルドイン） 要相談 新環境クリーンセンター(☎0545-35-0081)に相談してください。

カーペット（木・竹製含む） 燃えるごみ
1辺70cm（木・竹は50cm）以下に切って出す。裏からカッターの刃を垂直に当て
て切ると比較的容易に切れます。電気カーペットは埋立等（埋立）。

カーボン紙 古紙（その他の紙）

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯
燃えるごみ
金属

プラスチック製は、電池を外して燃えるごみ。
金属製は、電池を外して金属。乾電池は埋立等（電池）。

カイロ(使い捨て） 燃えるごみ

鏡 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

鍵 金属

かき氷機
埋立等（家電）
燃えるごみ

電動は埋立等（家電）。
手動は燃えるごみ。

額縁（枠）
燃えるごみ
金属

解体して木、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は燃えるごみ。
金属製は金属。

額縁（ガラス部分） 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

掛け布団 ふとん類 羽毛布団は羽毛布団だけでしばって出す。

傘 埋立等
できるだけ骨と布（ビニール）を分解し、骨（金属）は金属、　布（ビニール）は燃え
るごみ。

傘立て
金属
埋立等
燃えるごみ

金属製は金属。
陶器製は埋立等（埋立）。
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製は燃えるごみ。

加湿器 埋立等（家電） プラスチック部分ではずせる部品は燃えるごみ。

菓子の箱 古紙（その他の紙）

菓子の袋（プラスチック
製）

プラスチック製容器包
装

食べかすは軽く払う。

ガスコンロ 金属
必ず電池をはずして出す。
電池は埋立等（電池）、ゴムホースは燃えるごみ。

ガス炊飯器 金属 ゴムホースは燃えるごみ。

ガスボンベ（カセットコン
ロ用）

埋立等（スプレー缶）
必ず使い切り、無色透明の袋に入れて出す。
※有害ごみなので取り扱いに注意が必要です。他のごみと混ぜずに出してくだ
さい。

ガス湯沸かし器（台所用） 金属
高さ37cm×幅24cm×奥行13cm程度まで。必ず電池を抜いて出す。
電池は埋立等（電池）。

ガスレンジ類 金属
必ず電池を抜いて出す。電池は埋立等（電池）。　ビルドインタイプは販売店に
相談。

カセットコンロ 金属 ガスボンベと電池ははずして埋立等（スプレー缶・電池）。

カセットテープ 燃えるごみ ケースも含む。

カセットデッキ 埋立等（家電）

カタログ 古紙（雑誌）

楽器
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
木製、プラスチック製は燃えるごみ。



か カッターナイフ（本体） 金属 刃は外して埋立等（埋立）。

カッターナイフの刃 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

カッパ 燃えるごみ

カップ麺の容器

プラスチック製容器包
装
古紙（その他の紙）
燃えるごみ

外装フィルムはプラスチック製容器包装。プラスチック製の容器は軽くすすいで
プラスチック製容器包装。
紙製の容器は軽くすすいで古紙（その他の紙）。
調味料袋、汚れが落ちにくいものは燃えるごみ。

かつら 燃えるごみ

蚊取り機（電子蚊取り） 埋立等（家電）

蚊取りマット、カートリッジ 燃えるごみ

金網 金属

かなづち 金属

カバン 衣類（小物類） 壊れているものは燃えるごみ。

画びょう 金属 ふた付のかん等に入れて中身を明記して出す。

花瓶
埋立等（埋立）
燃えるごみ
金属

陶器、ガラス製は埋立等（埋立）。
プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

壁紙 要相談 新環境クリーンセンター(☎0545-35-0081)に相談してください。

鎌 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

釜 金属

紙コップ 古紙（その他の紙） 食品などの異物は洗い落とす。汚れの取れないものは燃えるごみ。

紙皿 古紙（その他の紙） 食品などの異物は洗い落とす。汚れの取れないものは燃えるごみ。

カミソリ、T字カミソリ 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

紙箱 古紙（その他の紙）

紙パック
古紙（紙パック）
古紙（その他の紙）

内側が白いものは、洗って、開いて紙ひもでしばって古紙（紙パック）。
内側が銀色の物は古紙（その他の紙）。

紙袋 古紙（その他の紙） 「その他の紙」を出す時の袋としても使える。

紙やすり 燃えるごみ

カメラ類、ビデオカメラ 埋立等（家電）
高品位小型家電回収ボックスをご利用ください（ごみの分け方便利帳P24参照）。
SDカード、テープは燃えるごみ。小型充電式電池ははずしてリサイクル協力店
（ごみの分け方便利帳P24参照）。

カラーボックス
燃えるごみ
埋立等（粗大）

解体して燃えるごみ。　（金属製ビスは金属）。
解体できない場合は埋立等（粗大）。

カラオケ機 埋立等（家電）

ガラス、ガラス製品 埋立等（埋立） 割れたものは、紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

カレンダー 古紙（その他の紙） 金属（ハトメなど）がついたまま出せる。

皮製品（衣類、靴、バッグ
等）

衣類（小物類） 壊れているものは燃えるごみ。

かわら 要相談 新環境クリーンセンター(☎0545-35-0081)に相談してください。

かん（４L未満） かん 中身を空にして出す。蓋も一緒に指定袋に入れて出す。

かん（４L以上） 金属 中身を空にして出す。袋に入れないで出す。

かん（スプレータイプ） 埋立等（スプレー缶）
必ず使い切り、無色透明の袋に入れて出す。　※有害ごみなので取り扱いに注
意が必要です。他のごみと混ぜずに出してください。

換気扇 金属 羽根は外して燃えるごみ。



か 換気扇のフィルター 燃えるごみ

缶きり 金属

緩衝材
プラスチック製容器包
装
古紙（その他の紙）

プラスチック製はプラスチック製容器包装。
紙製は古紙（その他の紙）。

乾燥機（衣類） 収集しません 家電リサイクル法対象品。ごみの分け方便利帳P37参照。

乾燥機（食器・ふとん） 埋立等（家電） 布、プラスチックで外せる部品は燃えるごみ。

乾燥剤 燃えるごみ ピアノ乾燥剤を含む。

乾電池 危険ごみ（電池）
集積所に設置された赤い缶に直接入れる。袋ごと入れない。　※有害ごみなの
で取り扱いに注意が必要です。他のごみと混ぜずに出してください。

感熱紙（レシートなど） 古紙（その他の紙）

き キーケース 燃えるごみ

キーボード（音楽用） 埋立等（家電）

キーボード（パソコン用） 埋立等（家電）

キーホルダー
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製、木製、布等は燃えるごみ。

木ぎれ 燃えるごみ
50ｃｍ以内に切って出す。多量の場合は、新環境クリーンセンターへ事前連絡し
てから持ち込む。

ギター 燃えるごみ エレキギターは埋立等（家電）。金属弦は金属、ナイロン弦は燃えるごみ。

キックボード 金属

きね 持ち込み 新環境クリーンセンター（☎0545-35-0081）に事前連絡してから持ち込む。

着物 衣類 帯等を含む。

脚立（金属製） 金属

キャップ
プラスチック製容器包
装
金属

プラスチック製はプラスチック製容器包装。
金属製は金属。

キャリーバッグ 燃えるごみ 袋に入らないものはそのまま出す。

キャリヤー（自動車用） 金属 ゴム、プラスチックははずして燃えるごみ。

急須（陶器、ガラス製） 埋立等（埋立）

給湯器 要相談 新環境クリーンセンター(☎0545-35-0081)に相談してください。

牛乳パック 古紙（紙パック） 洗って、開いて紙ひもでしばって出す。

救命胴衣 燃えるごみ

給油ポンプ（石油ポンプ）
埋立等
燃えるごみ

電動は電池をはずして埋立等（家電）。乾電池は埋立等（電池）。
プラスチック製は燃えるごみ。

教科書 古紙（雑誌）

鏡台 埋立等（粗大）

金庫（耐火） 収集しません 問合せ先：（株）富士環境保全公社（☎0545-35-2345）

金庫（手提げ） 金属

く 空気入れ
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製は燃えるごみ。

空気清浄機 埋立等（家電）

クーラーボックス 燃えるごみ

釘 金属 散乱しないようにふた付のかん等に入れて中身を明記して出す。

釘抜き 金属



く 草 燃えるごみ 土を落とし、できるだけ乾かしてから出す。

草刈り鎌 埋立等 刃先は紙で包み、透明の袋に入れて中身を明記して出す。

草刈り機 金属

くさり
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製は燃えるごみ。

串
金属
燃えるごみ

金属製は金属へ。
プラスチック製は燃えるごみ。燃えるごみに出すときは、先端は紙で包むか、
折ってテープ等でとめてから出す。

薬（家庭用）・容器

燃えるごみ
古紙（その他の紙）
びん
金属
埋立等（埋立）
プラスチック製容器包
装

薬本体とチューブ型の容器は燃えるごみ。
外箱は古紙（その他の紙）。
医薬品のびん容器はびん。
金属製の容器は金属。
乳白色のびん、農薬等のびんは埋立等（埋立）。
プラスチック容器はプラスチック製容器包装。

靴 衣類（靴類） 壊れている場合、片方しかない場合は燃えるごみ。

くつした 衣類

クッション 燃えるごみ

首輪（皮製・布製） 燃えるごみ 金属製は金属。

熊手
燃えるごみ
金属

竹、プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

グラス 埋立等

クリーニングの袋 燃えるごみ

クリップ
金属
燃えるごみ

8割以上が金属でできているものは、散乱しないようにふた付のかん等に入れ、
中身を明記して金属。
プラスチック製、木製のものは燃えるごみ。少量の金属がついていても燃えるご
み。

車イス 金属

クレジットカード 燃えるごみ ハサミで裁断して燃えるごみ。

クレヨン 燃えるごみ

グローブ 燃えるごみ

くわ 金属

くん煙剤（虫よけなど） 埋立等

軍手 燃えるごみ

け 蛍光管、蛍光球 埋立等（蛍光管）
パッケージに入れて出すか、紙に包み中身を明記して出す。※有害ごみなので
取り扱いに注意が必要です。他のごみと混ぜずに出してください。

蛍光灯器具（金属部分） 金属

珪藻土製品 埋立等（埋立） コースターやバスマットなど。

携帯電話 埋立等（家電）
高品位小型家電回収ボックスをご利用ください（ごみの分け方便利帳P24参
照）。

毛糸 燃えるごみ

ゲーム機 埋立等（家電） CD・DVD・BDは燃えるごみ。

ゲームソフト 燃えるごみ

ケーブル 埋立等（家電）

毛皮製品 衣類

化粧品のびん
びん
埋立等（埋立）

中を空にする。
乳白色びん、マニュキアのびんは埋立等（埋立）。



け げた箱
埋立等（粗大）
燃えるごみ

50ｃｍ以下に解体できる場合は、解体して燃えるごみ。

血圧計 埋立等（家電）
電気式の物は電池を抜いて埋立等（家電）。電池は埋立等（電池）。
水銀式を使用しているものは新環境クリーンセンターまたは富士市役所10階廃
棄物対策課まで持ち込む。

玄関マット 燃えるごみ 金属製は金属。

剣山 金属 プラスチック製は燃えるごみ。

原付バイク 収集しません ごみの分け方便利帳P39参照。

顕微鏡 埋立等（埋立）

こ 碁石
燃えるごみ
埋立等（埋立）

プラスチック、貝殻製は燃えるごみ。
石製は埋立等（埋立）。

鯉のぼり 燃えるごみ 布、プラスチック部分のみ。金属部分は金属。

コイン電池 埋立等（電池）
CRまたはBRから始まる型番のもの。集積所に設置された赤い缶に直接入れ
る。袋ごと入れない。　※有害ごみなので取り扱いに注意が必要です。他のごみ
と混ぜずに出してください。

耕運機（家庭用） 持ち込み
新環境クリーンセンター（☎0545-35-0081）に事前連絡してから持ち込む。農業
で使用しているものは収集しないので販売店に相談。

工具（金属製） 金属 ドライバー、スパナ等金属製のもの。

香炉
金属
埋立等（埋立）

金属製は金属。
陶器製は埋立等（埋立）。

コード 埋立等（家電）

コーヒーメーカー 埋立等（家電）

氷枕 燃えるごみ ゴム製、ゲルタイプを含む。

五月人形 燃えるごみ 金属部分はできるだけはずして金属。

ござ 燃えるごみ

こたつ 埋立等（粗大） 50ｃｍ四方未満の板は燃えるごみ。ヒーター部分はできるだけはずして金属。

こたつ布団 ふとん類

コップ
埋立等（埋立）
燃えるごみ

ガラス、陶器、磁器製は埋立等（埋立）。　※ワンカップのコップはびん。
木製、プラスチック製は燃えるごみ。

碁盤（薄いもの） 燃えるごみ 大型のものは新環境クリーンセンターへ直接持ち込む。

コピー用紙 古紙（その他の紙）

ゴム製品 燃えるごみ ゴムボール、ゴムホース、長靴など。

米入れ（ハイザー）
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製や、プラスチックではずせる部品は燃えるごみ。

コルク 燃えるごみ

ゴルフクラブ
金属
燃えるごみ

ヘッドが金属製のものは金属。
ヘッド及びシャフトが木製かカーボン製のものは燃えるごみ。

ゴルフバッグ 燃えるごみ

ゴルフボール 燃えるごみ

コンクリートブロック 要相談 新環境クリーンセンター(☎0545-35-0081)に相談してください。

コンセント 埋立等（家電）

コンタクトレンズ 燃えるごみ

コンテナ（プラスチック製） 燃えるごみ


