
マーク 分別区分 出し方のポイント

た たい 体温計 燃やせないごみ 電池式は電池を外してから出してください。

水銀使用 有害ごみ
水銀使用のものは指定袋には入れず、空き箱・袋等に入
れて「燃やせないごみの収集日」に出してください。

たい 体重計・体脂肪計 燃やせないごみ
指定袋に入らないものや袋が破れる重さのものは「粗大
ごみ」に。電池式は電池を外してから出してください。

たい タイヤ 粗大ごみ
またはタイヤ店、ガソリンスタンド等タイヤを扱っているお
店に引き取りを依頼してください。

ホイール 粗大ごみ

たお タオル 燃やせるごみ ３０㎝以上のものは「別回収燃やせるごみ」へ。

たお タオルケット 別回収燃やせるごみ

たけ たけのこの皮 生ごみ

たけ 竹串 燃やせるごみ

たた 畳 粗大ごみ

たつ タッパーウェア（タッパー） 燃やせるごみ

たね種（野菜・果物） 生ごみ

たはたばこの吸い殻 燃やせるごみ

容器（紙箱） 紙類 銀紙は「燃やせるごみ」へ

外包装フィルム プラスチック製容器

たま 卵の殻 生ごみ

たま 卵のパック プラスチック製 プラスチック製容器

紙製 紙類

たま 玉ねぎ・みかんなどが入っていたネット プラスチック製容器

たわたわし 金属製 燃やせないごみ

プラスチック・繊維製 燃やせるごみ

たん タンス 粗大ごみ 上下分かれるタイプでも１棹につき処理券１枚です。

たん 丹前（たんぜん） 別回収燃やせるごみ

たん 段ボール 紙類

ち ちき 地球儀
金属とプラスチックの
複合素材 燃やせないごみ

指定袋に入らないものや袋が破れる重さのものは「粗大
ごみ」に。

プラスチック製 別回収燃やせるごみ
指定袋に入らないものや袋が破れる重さのものは「粗大
ごみ」に。

ちや チャイルドシート 粗大ごみ

ちや 茶がら 生ごみ 水分を切ってから出してください。

ちや 茶だんす 粗大ごみ

ちや 茶筒 金属製 燃やせないごみ

プラスチック・木製 燃やせるごみ

ちや 茶葉の容器 缶 空き缶 中身を空にしてから出してください。

プラスチック製 プラスチック製容器 中身を空にしてから出してください。

た行（た・ち・つ・て・と）

品　　目



マーク 分別区分 出し方のポイント

ち ちや 着火剤 燃やせるごみ
水に濡らすなどして発火しないようにしてから出してくださ
い。

ちゆ 注射器（プラスチック製） 燃やせるごみ 針は外して、本体のみ出してください。

ちゆ 注射針 ×
市では回収できません。処方を受けた病院等に引き取り
を依頼してください。

ちよ 彫刻刀 燃やせないごみ 怪我をしないよう新聞紙等に包んでから出してください。

ちら チラシ 紙類

ちり ちりとり 金属製 燃やせないごみ

プラスチック製 燃やせるごみ ３０㎝以上のものは「別回収燃やせるごみ」へ。

つ つく 机 粗大ごみ 椅子は別に「粗大ごみ処理券」が必要です。

つけ漬物 生ごみ

つけ漬物樽（プラスチック製） 別回収燃やせるごみ
指定袋に入らないものや袋が破れる重さのものは「粗大
ごみ」に。

つけ漬物石 燃やせないごみ
指定袋に入らないものや袋が破れる重さのものは「粗大
ごみ」に。自然石は回収できません。

つつ つっぱり棚・棒 粗大ごみ

つま つまようじ 燃やせるごみ

つめつめ切り 燃やせないごみ
プラスチックの受け取り部分は取り外して「燃やせるご
み」へ。

つり 釣り道具 釣り竿 粗大ごみ １０キロを目安に何本かまとめて縛って出してください。

釣り針 燃やせないごみ 怪我をしないよう新聞紙等に包んでから出してください。

リール・おもり 燃やせないごみ

て てい ＤＶＤ（ケース含む） 燃やせるごみ

てい ＤＶＤプレーヤー 燃やせないごみ

てい ティッシュペーパー 燃やせるごみ

外包装フィルム プラスチック製容器

紙箱 紙類
取り口部分（プラスチック製）は取り外して「プラスチック製
容器」へ。

てえ テーブル 粗大ごみ

てふ手袋 燃やせるごみ

てれ テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ） ×
市では回収できません。電器店に引き取りを依頼してくだ
さい。（家電４品目の処分方法は２１ページ参照。）

てれ テレビ台 粗大ごみ

てれ テレフォンカード 燃やせるごみ

てん 電気コード（延長コード） 燃やせないごみ

てん 電球（白熱電球） 燃やせないごみ

てん 電子卓上計算機（電卓） 燃やせないごみ

てん 電子レンジ 粗大ごみ

てん 電池（乾電池） 有害ごみ 市内に設置してある専用回収ボックス（１９ページ参照）へ。

た行（た・ち・つ・て・と）

品　　目

怪我をしないよう新聞紙等に包んでから出してください。
蛍光球であれば、指定袋に入れずに空き箱・袋などに入
れて「燃やせないごみの収集日」に出してください。



マーク 分別区分 出し方のポイント

て てん テント 粗大ごみ

てん 電話機 燃やせないごみ

てん 電話台 粗大ごみ

てん 電話帳 紙類
ＮＴＴの電話帳は交換となっていますので、できるだけ交
換してください。

と とあ ドア 粗大ごみ

とい 砥石（といし） 燃やせないごみ

とい トイレットペーパー 外包装フィルム プラスチック製容器

芯 紙類

とい トイレブラシ 燃やせるごみ ３０㎝以上のものは「別回収燃やせるごみ」へ。

とう 豆腐 生ごみ

容器（プラスチック製） プラスチック製容器 中身を空にして水ですすいでから出してください。

とう とうもろこしの皮・芯 生ごみ

とけ 時計（腕時計、壁掛け時計、置き時計） 燃やせないごみ 電池は外してから出してください。

とた 戸棚 粗大ごみ

とた トタン ブリキ製 燃やせないごみ

プラスチック製（波板） 別回収燃やせるごみ

とな 土鍋 燃やせないごみ

とら ドライバー（工具） 燃やせないごみ 怪我をしないよう新聞紙等に包んでから出してください。

とら ドライヤー 燃やせないごみ

とら ドラム缶 粗大ごみ

とれ トレイ（食品用） プラスチック製容器

とれ ドレッシングの容器瓶 空き瓶
中身を空にして水ですすいでから出してください。中身が
取りきれない場合は「燃やせないごみ」へ。

プラスチック製 プラスチック製容器
中身を空にして水ですすいでから出してください。中身が
取りきれない場合は「燃やせるごみ」へ。

フタ（プラスチック製） プラスチック製容器

とろ トロフィー 燃やせないごみ

品　　目

指定袋に入らないものや袋が破れる重さのものは「粗大
ごみ」に。１０キロを目安にまとめて処理券が１枚必要で
す。

た行（た・ち・つ・て・と）


