
出したいごみ 分別区分 注意してほしいこと

さ サーフボード 燃えるごみ 50ｃｍ程度に切って出す。

座椅子 埋立等

魚網焼き器 金属

作業着 衣類
回収後はリユースされるため、会社のロゴなどにご注意ください。
必要な場合は、ロゴ部分を切り取って出してください。

酒カップ びん

酒パック 古紙（その他の紙） 中が銀色の紙パックは「その他の紙」。

サッカーボール 燃えるごみ

雑誌、週刊誌 古紙（雑誌）

座布団 燃えるごみ 多量の場合は、新環境クリーンセンターへ直接持ち込む。

サポーター 燃えるごみ

サマーベッド 金属 ビニールの部分ははずして燃えるごみ。

皿（ガラス、陶器）
埋立等（埋立）
金属
燃えるごみ

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

ざる
燃えるごみ
金属

竹、木、プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

三角コーナー
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。

三脚（金属製） 金属

酸素ボンベ
（スプレータイプ）

埋立等み（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。

酸素ボンベ
（マリンスポーツ用）

収集しません 販売店にお問合せください。

サンダル 燃えるごみ

三輪車 金属 ほとんどがプラスチック製のものは燃えるごみ。

し シーツ 衣類

CD 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）。

CDプレイヤー 埋立等（家電）

シール・シール台紙 古紙（その他の紙）

ジーンズ 衣類

ジェルマット 燃えるごみ

色紙 古紙（その他の紙）

敷き布団 ふとん類

磁気マット 埋立等（埋立）

磁石 金属 マグネットシート（ゴム、プラスチック製）は燃えるごみ。

下敷き（プラスチック製） 燃えるごみ

支柱（園芸用）
燃えるごみ
金属

プラスチック、竹製は燃えるごみ。
金属製は金属。

七輪 埋立等（埋立）

湿気取りの容器 燃えるごみ



し 自転車 金属
防犯登録を抹消し出す。　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。　ごみの分け方便利帳P32参照。

自動車関係部品 収集しません
販売店に相談してください。
後付けアクセサリーは収集します（キャリヤー等）。

竹刀 燃えるごみ カーボン製を含む。半分に折って出す。

シニアカー（電動） 収集しません 販売店に相談してください。

しめなわ 燃えるごみ

蛇口 金属 業者に交換してもらったものは、業者に処分を依頼してください。

ジャケット 衣類

写真 古紙（その他の紙）

しゃもじ
（プラスチック製、竹製）

燃えるごみ

シャワートイレ 埋立等（家電）
機械部分は埋立等（家電）。　プラスチック部分は、はずすことができたら燃える
ごみ。

ジュータン 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。

充電器 埋立等（家電）

重箱 燃えるごみ

ジュニアシート
（プラスチック製）

燃えるごみ

シュレッダー（本体） 金属 プラスチック部分は、はずすことができたら燃えるごみ。

シュレッダー紙 古紙（その他の紙） 飛散しないよう資源物専用袋に入れて出す。

消火器 収集しません 問合せ先：消火器リサイクル推進センター(☎03-5829-6773）

将棋盤、駒 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。

浄水器 埋立等（家電） カートリッジは燃えるごみ。

照明器具（本体）
金属
埋立等（蛍光管）

８割以上が金属のものは金属。プラスチック製のかさは燃えるごみ。
蛍光管は埋立（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。

じょうろ
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。

燭台（金属製）
金属
埋立等（埋立）

金属製は金属。
陶器製は埋立等（埋立）。

除湿機 埋立等（家電）

除草剤(粉末含む）（家庭
用）

収集しません 販売店等に相談してください。

除草剤の容器
（家庭用に限る）

埋立等
プラスチック製容器包
装

びんは洗って埋立等（埋立）。
プラスチック製の容器は洗ってプラスチック製容器包装。汚れが落ちないプラス
チック容器は燃えるごみ。

食器
埋立等（埋立）
燃えるごみ
金属

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

食器乾燥機 埋立等（家電）

食器洗浄機 埋立等（家電） ビルドインタイプは収集しないので、販売業者に相談してください。

食器棚 埋立等（粗大）

シルバーカー
（高齢者手押し車）

埋立等（粗大）

人工芝 燃えるごみ



し 新聞紙 古紙（新聞） 折込チラシを含む。

甚平 衣類

す
水泳用ゴーグル、水中メ
ガネ

燃えるごみ

水槽
埋立等（埋立）
燃えるごみ

ガラス製は埋立等。
プラスチック製は燃えるごみ。

水筒
金属
埋立等（埋立）

金属製は金属。
内側がガラス製のものは埋立等（埋立）。

炊飯器 埋立等（家電） 内蓋、内釜ははずして金属。　ガス炊飯器は金属。

スーツ 衣類

スーツケース 燃えるごみ 袋に入らないものはそのまま出す。

スカーフ 衣類

スキー板 埋立等（埋立）

スキーウェア 衣類

スキー靴、スノーボード
の靴

燃えるごみ

スキーのストック
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
カーボン製は燃えるごみ。

スキャナー 埋立等（家電）

スケート靴 埋立等（埋立）

スケートボード 埋立等（埋立）

スケッチブック 古紙(その他の紙）

スコップ
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。

鈴 金属

硯（すずり）
埋立等（埋立）
燃えるごみ

石、陶器製は埋立等。
プラスチック製は燃えるごみ。

すだれ(ビニール、竹製） 燃えるごみ 丸めてしばる。長い物は50cm以下に切る。

スタンドライト 埋立等（家電）

スチール缶 かん アルミ缶と一緒に資源物専用袋に入れて出す。

スチール製物置 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。

ステレオ類 埋立等（家電）

ストーブ
（灯油、ガス、電気）

金属
灯油を必ず抜き、電池をはずしてください。電池は埋立等（電池）。灯油は販売
店に相談してください。

ストッキング 衣類

ストップウォッチ
埋立等（家電）
金属

８割以上が金属のものは金属。

ストロー 燃えるごみ
ストローが入っていたビニール袋はプラスチック製容器包装。
紙袋は古紙（その他の紙）。

砂 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）

砂（犬、猫のトイレ） 燃えるごみ 市販されているものに限る（紙、木等を加工したもの）。

スノーボード 埋立等（埋立） 靴は燃えるごみ。

すのこ
（木製、プラスチック製）

燃えるごみ
埋立等（粗大）

ベッドのすのこは埋立等（粗大）

スパイク 燃えるごみ 金属のピンははずして金属。



す スピーカー 埋立等（家電）

スプーン
金属
埋立等
燃えるごみ

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

スプレー缶 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。

スポーツウェア 衣類

ズボンプレス機 埋立等（家電）

スマートフォン 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）。

スリッパ 燃えるごみ

すり鉢（陶器製） 埋立等

スロット台 収集しません 販売店に相談してください。

せ 精米機（家庭用） 金属

セーター 衣類

石鹸 燃えるごみ

石膏製品 埋立等

接着剤 燃えるごみ チューブタイプの容器は、プラスチック製、金属製ともに燃えるごみ。

せともの･陶器 埋立等（埋立）

セラミックヒーター 埋立等（家電）

セロハンテープ 燃えるごみ

セロハンテープ台
燃えるごみ
埋立等（埋立）

プラスチック製は燃えるごみ。
重いものは埋立等（埋立）。

洗剤、石鹸の小箱 古紙（その他の紙）

洗剤の容器（プラスチック
製）

プラスチック製容器包
装

中身は使い切って洗ってから出す。紙製は古紙（その他の紙）。

扇子 燃えるごみ

洗濯板（木、プラスチック
製）

燃えるごみ

洗濯機 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。

洗濯ハサミ、ハンガー
燃えるごみ
金属

プラスチック製は燃えるごみ。金属部分は外すことができたら金属、外せない場
合はそのまま燃えるごみ。
８割以上が金属でできているものは金属。

剪定枝 剪定枝 ごみの分け方便利帳P33参照。

剪定ハサミ 金属

栓抜き 金属

扇風機 埋立等（家電） できれば解体し金属部分は金属、プラスチック部分は燃えるごみ。

洗面器
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。

そ 造花 埋立等（埋立） 芯など、全てがプラスチックでできているものは燃えるごみ。

双眼鏡 埋立等（埋立）

雑巾 衣類 汚れたものは燃えるごみ。

掃除機 埋立等（家電）
中のごみは取り除く。小型充電式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）。小型充電式電池がはずせない場合は充電をゼロにして
出す。

足温器 埋立等（家電）



そ ソファー 埋立等（粗大）

そり（木、プラスチック製） 燃えるごみ

そろばん 燃えるごみ


