
出したいごみ 分別区分 注意してほしいこと

た
体温計（デジタル、アル
コール）

埋立等（埋立）

デジタル体温計のボタン電池ははずして協力店に持ち込む（ごみの分け方便利
帳P24参照）。
水銀を使用している体温計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。

体重計（ヘルスメーター）
金属
埋立等（埋立）

デジタル式は電池をはずす。
踏み台がガラス製は埋立（埋立）。

大正琴 燃えるごみ 金属の弦ははずして金属。

タイピン 金属

タイヤ 収集しません 自転車用は燃えるごみ（個人で交換した場合）。

タイヤチェーン
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
ゴム、プラスチック製は燃えるごみ。

タイル 埋立等（埋立）

ダウンジャケット 衣類

タオル類 衣類

高枝切りハサミ 金属

竹製品、竹串 燃えるごみ とがった先を短く折る、紙で包むなどの処置をして出す。

凧 燃えるごみ

畳 収集しません
業者が張り替えたものは収集できないので業者に引き取ってもらってください。
自分で張り替えた場合は新環境クリーンセンターにご相談ください。

卓球台 埋立等（粗大）

脱臭剤 燃えるごみ

タッパー 燃えるごみ

棚
埋立等（粗大）
金属

木製は埋立等（粗大）。50cm以下に分解すると燃えるごみ。
金属製は金属。

タバコの空き箱 古紙（その他の紙）

タバコの吸い殻 燃えるごみ ポイ捨て禁止！

タブレット端末 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）。

たわし
燃えるごみ
金属

金属のたわしは金属。

たんす 埋立等（粗大） 50ｃｍ以下に解体すれば燃えるごみ。

タンブラー
金属
埋立等（埋立）
燃えるごみ

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

ダンベル
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。中に水などを入れるタイプは、水を抜いてから出
す。

ダンボール 古紙（ダンボール） 紙ひもでしばって出す。

ち チェーンソー 金属 家庭で使用したものに限る。

地下たび 燃えるごみ

地球儀
燃えるごみ
埋立等（家電）

電動式は埋立等（家電）

チャイルドシート 埋立等（粗大） すべてプラスチックと布でできているものは燃えるごみ。

茶釜（金属製） 金属

チャッカマン
埋立等
（使い捨てライター）

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。



ち 茶こし（金属製） 金属

茶碗
燃えるごみ
埋立等（埋立）

プラスチック製、木製は燃えるごみ。
陶器、ガラス製は埋立等（埋立）。

チューナー 埋立等（家電） テレビ、ラジオ用、音楽機器用を含む。

彫刻
埋立等（埋立）
燃えるごみ

石、陶器製は埋立等（埋立）。
木製は燃えるごみ。大型のものは埋立等（粗大）。

彫刻刀 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。

提灯 燃えるごみ

チョーク 燃えるごみ

チラシ 古紙（その他の紙） 新聞の折り込みチラシは新聞と一緒に出す。

ちりとり
燃えるごみ
金属

プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

つ 杖
燃えるごみ
金属

木、プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

使い捨てライター
埋立等（使い捨てライ
ター）

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。

机
埋立等（粗大）
金属

木製は埋立等（粗大）。50ｃｍ以下に解体すれば燃えるごみ。
金属製は金属。

漬物石
（市販のコンクリート製）

埋立等（埋立） 自然の石は収集しません。

土 収集しません
民間業者に相談してください。　※民間に処理を依頼すると有料です。
相談先例：望月砂利興業（株）（富士市横割４丁目3-24　☎0545-61-4558）

積み木
（木製、プラスチック製）

燃えるごみ

爪切り 金属

釣糸 燃えるごみ

釣竿 燃えるごみ 釣竿は燃えるごみ。リールは金属（カーボン製は燃えるごみ）。

て ＤＩＹで出たごみ 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。

ＤＶＤ盤 燃えるごみ ケースも燃えるごみ。歌詞カードは古紙（その他の紙）。

ＤＶＤプレイヤー 埋立等（家電）

ティッシュペーパー 燃えるごみ

ティッシュペーパーの空き
箱

古紙（その他の紙） 市の回収には、取り出し口のフィルムがついたままでも出せる。

テーブル
埋立等（粗大）
金属

木製は埋立等（粗大）。50ｃｍ以下に解体すれば燃えるごみ。
金属製は金属。

テーブルクロス 燃えるごみ

デスクトップ型パソコン 持ち込み ごみの分け方便利帳P38参照。

手帳 古紙（その他の紙）

鉄アレイ 金属 ダンベル、ウエイト等も金属。

鉄窯（鍋） 金属

鉄板 金属

テニスボール 燃えるごみ

手袋 燃えるごみ

テレビ
（液晶、ブラウン管方式）

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。

テレビゲーム機（本体） 埋立等（家電） CD・DVD・BDは燃えるごみ。



て テレビ台 埋立等（粗大） 50ｃｍ以下に解体すれば燃えるごみ。

電気カーペット 埋立等（埋立）

電気カミソリ 埋立等（家電）

電気コード 埋立等（家電）

電気スタンド
埋立等（家電）
金属

ＬＥＤ電球ははずして埋立等（埋立）。蛍光電球は埋立等（蛍光管）。※蛍光管は
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。
本体の8割以上が金属製の場合は金属。

電気治療器 埋立等（家電） パットは外して燃えるごみ。

電気ポット 埋立等（家電）

電気毛布 埋立等（家電）

電球類 埋立等（埋立・蛍光管）
ＬＥＤ電球は埋立等（埋立）。蛍光電球は埋立等（蛍光管）。※蛍光管は有害ご
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。

電子辞書 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）。

電子タバコ（機械部分） 埋立等（家電）
充電をゼロにし、高品位小型家電回収ボックスに入れてください（ごみの分け方
便利帳P24参照）。

電子ピアノ 埋立等（家電）

電子保温ジャー 埋立等（家電） 内蓋、内釜ははずして金属。

電子レンジ 金属 ホーロー、耐熱皿は埋立等。

天体望遠鏡 埋立等（埋立）

電卓 埋立等（家電）

電池 埋立等（電池） 品目により回収方法が異なります、詳しくはごみの分け方便利帳P22～24参照。

テント
金属
燃えるごみ

金属部分は金属。
布、プラスチック、木製部分は燃えるごみ。

電動工具 金属
家庭用に限る。小型充電式電池は外してリサイクル協力店に持ち込む（ごみの
分け方便利帳P24参照）。

電動自転車 金属
防犯登録を抹消して出す。電動自転車のバッテリーははずして、リサイクル協力
店へ持ち込む。詳しくはごみの分け方便利帳P32参照。

天ぷら油 廃食用油 ごみの分け方便利帳P35～36参照。

天ぷらガード 金属

電話機 埋立等（家電）
蓄電池ははずしてリサイクル協力店に持ち込む（ごみの分け方便利帳P24参
照）。

と 砥石 埋立等（埋立）

トイレットペーパーの芯 古紙（その他の紙）

陶器・壺 埋立等（埋立）

銅線 金属

動物の死骸 収集しません ごみの分け方便利帳P44参照。

灯油缶 金属 中の灯油は必ず抜いてください。灯油は販売店に相談してください。

灯油容器（ポリ容器） 燃えるごみ 中の灯油は必ず抜いてください。灯油は販売店に相談してください。

トースター 金属

時計
埋立等（埋立）
金属

柱時計、壁掛け時計は埋立等（埋立）。
金属製は金属。

戸棚（木製） 埋立等（粗大） 50ｃｍ以下に解体すれば燃えるごみ。

トタン板 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。



と とっくり（ガラス・陶器） 埋立等（埋立）

土鍋 埋立等（埋立）

土瓶 埋立等（埋立） 陶器は埋立等へ。

ドライバー 金属

ドライフラワー 燃えるごみ

ドライヤー 埋立等（家電）

ドラムセット
埋立等（埋立）
金属

シンバル、スタンドは金属。

鳥かご（金属製） 金属 プラスチック受け皿、木製、プラスチック製の鳥かごは燃えるごみ。

塗料のかん かん
使いきり、４Ｌ未満はかんと一緒に資源物専用袋へ入れて出す。４Ｌ以上は袋に
入れずに金属。中身入りは収集しません。

塗料のびん 埋立等（埋立） 使いきる。中身入りは収集しません。

トレイ（白色、色つき）
プラスチック製容器包
装

汚れを落とす。

ドレス 衣類

トロフィー
燃えるごみ
埋立等（埋立）
金属

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


