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勝浦市 清掃センター 

電話 ７３－２３７０



はじめに 

この冊子は集積所にごみを出すための分別の説明です。いくつかの品目ごとに

ごみの分け方出し方を説明しています。ごみは正しく分別をして収集日当日の

朝８：３０までに集積所に出してください。 

 

分別区分 

可燃ごみ・・・市指定の指定袋（黄色）に入れる。燃やすことの出来るごみ。

生ごみ。ごみを出すときは水気を良く切る。 

 

空き缶類・・・市指定の指定袋（透明）に入れる。飲料用、食品用の缶容器。

中身を取り除いて、缶の中を軽く洗ってください。アルミ缶と

スチール缶は区別しないで一緒に出してかまいません。缶の中

に不純物を入れないでください。スプレー缶などは中のガスを

安全な方法で抜いてから出してください。 

 

金 物 類・・・市指定の指定袋（透明）に入れる。袋に入る大きさの金物類は

缶などとは別の袋に入れて出してください。家電製品は外側が

プラスチックですが中身は金属なので金物です。袋に入らない

ものについては直接清掃センターへ持ち込んでください。 

 

ガラス類・・・市指定の指定袋（透明）に入れる。割れたガラスなどの鋭利で

危険なものは紙などで包んでください。 

 

蛍 光 管・・・市指定の指定袋（透明）に入れる。蛍光管だけを入れて出して

ください。割れないように注意してください。 

 

ペットボトル・・・市指定の指定袋（透明）に入れる。ペットボトル。リサイクル

マーク(ＰＥＴ１)のあるものを出してください。必ずキャップ

（ふた）をはずし、ラベルをはがしてつぶしてください。飲み

残しや残液が無いよう軽く中をすすいでください。 

※ ラベルが付いたもの、残液があるものは収集をしません。 

 

プラ容器・・・市指定の指定袋（透明）に入れる。プラマークのあるプラスチ

ック製容器包装が対象になります。金属やガラス、その他製品

プラスチックなどの異物を混ぜて出さないでください。きれい

に洗ってから出してください。食べ残しや中身が入ったまま出

した場合、清掃センターは収集をしません。 

※ 汚れたものは可燃ごみとして出してください。 



古 紙 類・・・折りたたんでひもで十字にしばってください。新聞紙と広告は

一緒にしてかまいません。ダンボールについている金具・ガム

テープは取りのぞいてください。飲料用紙パックは水洗いし、

切り開いて乾燥させてください。飲料用紙パックであっても内

側にアルミの付いているものは燃やせるごみに出してください。 
 

衣 類・・・折りたたんでひもで十字にしばってください。ボタン、ファス

ナー等ははずさずに出してください。ふとんやカーテン、毛布

は衣類として出せません。粗大ごみとなります。 

 

び ん 類・・・コンテナを前日に設置しますので、コンテナの中にびんを横に

入れてください。ふたを取り、びんの中を洗ってください。  

無色透明のびん→青いコンテナ。色付きびん→黄色のコンテナ。 

※ 割れてしまったびんはガラス類として出してください。 

 

金物７品目・・・市が指定した７品目の品物。 ①ファンヒーター ②ストーブ 

③トタン ④自転車 ⑤電子レンジ ⑥ガスレンジ ⑦扇風機

金物７品目の集積所に出してください。金物７品目の集積所は

各地区に一ヶ所ほどしかないので、場所を確認して出してくだ

さい。不明な場合は、清掃センターにお問い合わせください。 

 

その他プラ・・・袋に入る大きさのものは市指定の指定袋（透明）に入れる。袋

に入らない大きさのものはそのまま金物７品目の集積所に出し

てください。 

※ ビニールトタンや雨どい等の塩化ビニール製品、サーフボード

等のＦＲＰ製品・強化プラスチック製品は収集をしません。 

 

粗大ごみ・・・清掃センターに直接持ち込むか戸別収集を依頼してください。

戸別収集は、各地区により収集日が異なります。（ 勝浦地区：

第一水曜日、興津地区：第二水曜日、上野地区：第三水曜日、

総野地区：第四水曜日 ）の収集です。収集日の１週間前までに

清掃センターへ電話で申込みをしてください。 

 

 

引き取りできないもの 

市の施設で処理が困難なごみは、販売店や収集運搬許可業者（勝浦市の許可業

者）、産業廃棄物処理業者（千葉県の許可業者）に依頼してください。取扱品目、

手数料などは業者に直接確認してください。 



ア行

品名 分別区分 処理方法 備考

アイスノン 可燃ごみ 収集

アイスピック 金物類 収集

アイロン 金物類 収集

アイロン台 粗大ごみ 直接持込

アクセサリー 金物類 収集

アコーディオンカーテン 粗大ごみ 直接持込

アスファルト片 － 引き取りしません

雨どい － 引き取りしません

編み機／あみき(家庭用) 粗大ごみ 直接持込 業務用は引き取りしません

網戸／あみど 粗大ごみ 直接持込

アルバム 可燃ごみ 直接持込 バラバラにして金具を外す

アルミ缶 空き缶類 収集

アルミ鍋 金物類 収集

アルミホイル 可燃ごみ 収集

石 － 引き取りしません

石うす － 引き取りしません

衣装ケース(プラ) その他プラ 収集

イス(木材) 粗大ごみ 直接持込

イス(金属) 粗大ごみ 直接持込

一升びん びん類 収集

一斗缶／いっとかん 金物類 収集

一輪車／いちりんしゃ(作業用) 金物類 直接持込

一輪車／いちりんしゃ(遊具) 金物７品目 収集

医療用カテーテル

医療用チューブ

衣類／いるい 衣類 収集 ひもで十字にしばる

衣類乾燥機／いるいかんそうき

犬のフン 可燃ごみ 収集 トイレに流さない

色鉛筆のケース(金属) 金物類 収集

インクカートリッジ その他プラ 収集

植木鉢／うえきばち(陶器) ガラス類 収集

植木鉢／うえきばち(プラ) その他プラ 収集

植木ポット その他プラ 収集

植木用支柱(中が金属) 金物類 収集 長さ５０ｃｍ以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０ｃｍを超えるもの

植木用支柱(プラ) その他プラ 収集

ウォシュレットの便座 金物類 収集

浮き輪／うきわ 可燃ごみ 収集

うちわ(竹) 可燃ごみ 収集

うちわ(プラ) その他プラ 収集

羽毛布団／うもうぶとん 粗大ごみ 直接持込

ウレタンマット 可燃ごみ 収集 ３０ｃｍ四方以下に切断

ＭＤ その他プラ 収集 ケース含む

処方した医療機関にお返しください

処方した医療機関にお返しください

家電リサイクル法により引き取りできません



ア行

品名 分別区分 処理方法 備考

エアコン

エアゾール缶 空き缶類 収集 中身は使い切る

枝・幹(直径５㎝以下) 可燃ごみ 収集 長さ５０ｃｍ以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０ｃｍを超えるもの

枝切りバサミ 金物類 直接持込

絵の具入りのチューブ 可燃ごみ 収集 中身は使い切る

LＤ その他プラ 収集 ケース含む

エレクトーン(楽器) － 引き取りしません

延長コード 金物類 収集

鉛筆削り 金物類 収集

オイルヒーター 金物類 直接持込

オーブントースター 金物類 収集

お菓子・パン等の袋 プラ容器 収集

桶／おけ(木製) 粗大ごみ 直接持込

桶／おけ(プラ) その他プラ 収集

落ち葉・枯れ葉 可燃ごみ 収集

お手拭き 可燃ごみ 収集

おにぎりの外装フィルム プラ容器 収集

おまる その他プラ 収集 汚物はトイレに流す

おむつ 可燃ごみ 収集 汚物はトイレに流す

おもちゃ(金属) 金物類 収集・直接持込 電池は外す

おもちゃ(プラ) その他プラ 収集・直接持込 電池は外す

オルガン(楽器) － 引き取りしません

温度計／おんどけい ガラス類 収集

家電リサイクル法により引き取りできません



カ行

品名 分別区分 回収方法 備考

カーテン 粗大ごみ 直接持込

カーテンレール(金属) 粗大ごみ 直接持込

カーテンレール(プラ) その他プラ 収集

カーペット 粗大ごみ 直接持込

貝殻／かいがら 可燃ごみ 収集

海藻／かいそう(海岸漂着物) － 引き取りしません

懐中電灯/かいちゅうでんとう 金物類 収集 電池は外す

カイロ(使い捨て) 可燃ごみ 収集

鏡／かがみ ガラス類 収集

額縁／がくぶち(木材) 可燃ごみ 収集

額縁／がくぶち(金属) 不燃ごみ 収集

傘の皮 可燃ごみ 収集 骨を外す

傘の骨 金物類 収集 皮を外す

加湿器／かしつき 金物類 収集

菓子等の箱(紙) 可燃ごみ 収集

菓子等の箱(プラ) プラ容器 収集

ガスコンロ 金物７品目 収集 電池は外す

ガスボンベ － 引き取りしません

ガスレンジ 金物７品目 収集 電池は外す

カセットコンロ 金物類 収集 ガス缶は外す

カセットテープ その他プラ 収集 ケース含む

カセットデッキ 金物類 収集

カセットボンベ 空き缶類 収集 中身は使い切る

カッターの刃 空き缶類 収集

カッターの本体 金物類 収集

カップめんの容器・ふた プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

かなづち 金物類 収集

鞄／かばん 可燃ごみ 収集 金具は外す

花瓶／かびん ガラス類 収集

壁材／かべざい － 引き取りしません

鎌／かま 金物類 収集

紙おむつ 可燃ごみ 収集 汚物はトイレに流す

紙くず 可燃ごみ 収集

カミソリ 金物類 収集

紙パック 古紙類 収集 洗って乾かす

紙パック(内側が銀紙) 可燃ごみ 収集 リサイクルできないため

紙袋／かみぶくろ 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

ガムの包み紙 可燃ごみ 収集 内側の銀紙は可燃ごみ

蚊帳／かや 粗大ごみ 直接持込

カラーボックス 粗大ごみ 直接持込

ガラス ガラス類 収集

刈払機／かりばらいき 金物類 直接持込

カレンダー(金属部) 金物類 収集



カ行

品名 分別区分 回収方法 備考

カレンダー(台紙) 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

かわら － 引き取りしません

緩衝剤／かんしょうざい(紙) 可燃ごみ 収集

緩衝剤／かんしょうざい(プラ) プラ容器 収集

乾燥剤／かんそうざい 可燃ごみ 収集

缶詰／かんづめ 空き缶類 収集 中身は使い切る

乾電池／かんでんち － 電池収集ボックス

感熱紙／かんねつし 可燃ごみ 収集 リサイクルできないため

キーボード(楽器) 粗大ごみ 直接持込

木の板(厚さ３㎝以下) 可燃ごみ 収集 長さ５０ｃｍ以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０ｃｍ以上のもの

木の枝・幹(直径５㎝以下) 可燃ごみ 収集 長さ５０ｃｍ以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０ｃｍ以上のもの

木の根(切り株) － 引き取りしません

脚立／きゃたつ 金物類 直接持込

キャップ(金属) 金物類 収集

キャップ(プラ) プラ容器 収集

キャリーバッグ(布製) 粗大ごみ 直接持込

きゅうす(陶器) ガラス類 収集

牛乳パック 古紙類 収集

漁網／ぎょもう － 引き取りしません

銀紙／ぎんがみ 可燃ごみ 収集 リサイクルできません

金庫／きんこ(耐火) － 引き取りしません

金庫／きんこ(手提げ) 金物類 収集

空気清浄機/くうきせいじょうき 金物類 収集 指定袋に入るもの

クーラーボックス その他プラ 収集

釘／くぎ 金物類 収集

草／くさ 可燃ごみ 収集

草刈機／くさかりき 金物類 直接持込

薬の容器(びん) びん類 収集

薬の容器(プラ) プラ容器 収集

靴／くつ・スニーカー 可燃ごみ 収集

靴下／くつした 衣類 収集

クッション(５0cm以内) 可燃ごみ 収集

クッション(５0cmを超えるもの) 粗大ごみ 直接持込

靴の空き箱 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

グローブ 可燃ごみ 収集

軍手／ぐんて 可燃ごみ 収集

蛍光灯／けいこうとう 蛍光管 収集 袋からはみ出しても可

蛍光ペン 可燃ごみ 収集

携帯電話／けいたいでんわ 金物類 収集

消しゴム 可燃ごみ 収集

化粧品の箱 古紙類 収集



カ行

品名 分別区分 回収方法 備考

化粧品のびん ガラス類 収集 リサイクルできません

化粧品のボトル プラ容器 収集

ケチャップの容器 プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

血圧計／けつあつけい(水銀) － 引き取りしません

建築廃材／けんちくはいざい － 引き取りしません

工具のケース(プラ) その他プラ 収集

工具のケース(金属) 金物類 収集

ござ 可燃ごみ 収集 長さ５０ｃｍ以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０ｃｍを超えるもの

コップ(ガラス) ガラス類 収集

コップ(プラ) その他プラ 収集

コップ(金属) 金物類 収集

ゴム手袋 可燃ごみ 収集

ゴムホース 可燃ごみ 収集 長さ５０ｃｍ以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０ｃｍを超えるもの

コルク 可燃ごみ 収集

コルクボード 粗大ごみ 直接持込

ゴルフバッグ 粗大ごみ 直接持込

ゴルフクラブ － 引き取りしません

ゴルフボール － 引き取りしません

コンクリート片 － 引き取りしません

コンクリートブロック － 引き取りしません



サ行

品名 分別区分 回収方法 備考

財布／さいふ 可燃ごみ 収集

サインペン 可燃ごみ 収集

作業服／さぎょうふく 衣類 収集 ひもで十字にしばる

酒のワンカップ びん類 収集

雑誌／ざっし 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

座布団／ざぶとん 粗大ごみ 直接持込

皿(陶器) ガラス類 収集

皿(プラ) その他プラ 収集

サラダ油(廃食油)

サラダ油の容器 プラ容器 収集

サーフボード － 引き取りしません

三輪車／さんりんしゃ 金物７品目 収集

シーツ 衣類 収集

ＣＤ その他プラ 収集 ケース含む

磁石／じしゃく 金物類 収集

下着類／したぎるい 衣類 収集 可燃ごみでも可

湿布／しっぷ 可燃ごみ 収集

自転車／じてんしゃ 金物７品目 収集

ジャムの容器 びん類 収集 ふたは金物類

シャンプー等の容器 プラ容器 収集

絨毯／じゅうたん 粗大ごみ 直接持込

収納ボックス その他プラ 収集

消化器 － 引き取りしません

定規(竹) 可燃ごみ 収集

定規(プラ) その他プラ 収集

定規(金属) 金物類 収集

しょう油の容器(プラ) プラ容器 収集

しょう油の容器(ＰＥＴ１) ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 収集 ラベルを剥がしてつぶす

しょう油の容器(ガラス) びん類 収集

食品トレイ(白色トレイ) プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

除湿剤／じょしつざい 可燃ごみ 収集

シルバーカー(手押し車) 粗大ごみ 直接持込

シンナー類 － 引き取りしません

新聞紙／しんぶんし 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

炊飯器／すいはんき 金物類 収集 内釜も含む

水槽／すいそう(ガラス) 粗大ごみ 直接持込

水槽／すいそう(プラ) その他プラ 収集

スーツケース － 引き取りしません

スキー板・スノーボード － 引き取りしません

スキーウェア 衣類 収集 ひもで十字にしばる

スキー靴・スノーボード靴 － 引き取りしません

すだれ 粗大ごみ 直接持込

スチール缶 空き缶類 収集

お近くの指定回収場所にお願いします



サ行

品名 分別区分 回収方法 備考

ステレオ 金物類 収集

ストーブ 金物７品目 収集

ストッキング 可燃ごみ 収集

ストロー 可燃ごみ 収集

砂／すな － 引き取りしません

酢のびん びん類 収集

すのこ 粗大ごみ 直接持込

スパイクシューズ 可燃ごみ 収集 ねじ式の金属スパイクは外す

スパイクシューズ(金属部) 金物類 収集

スプーン(プラ) その他プラ 収集

スプーン(金属) 金物類 収集

スプレー缶 空き缶類 収集 中身は使い切る

スポンジ 可燃ごみ 収集

スリッパ 可燃ごみ 収集

整髪料の容器(金属) 空き缶類 収集 中身は使い切る

整髪料の容器(プラ) プラ容器 収集 中身は使い切る

セーター 衣類 収集 ひもで十字にしばる

生理用品／せいりようひん 可燃ごみ 収集

石膏ボード － 引き取りしません

せともの・焼きもの ガラス類 収集

セロハンテープの箱 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

船外機／せんがいき － 引き取りしません

洗剤等の容器(紙類) 可燃ごみ 収集 リサイクルできません

洗剤等の容器(プラ) プラ容器 収集 中身は使い切る

洗濯機／せんたくき

扇風機／せんぷうき 金物７品目 収集

洗面器／せんめんき(金属) 金物類 収集

洗面器／せんめんき(プラ) その他プラ 直接持込

掃除機／そうじき 金物類 直接持込

ソースの容器 プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

造花／ぞうか 可燃ごみ 収集 針金が入ってれば金物類

ソファー 粗大ごみ 解体・直接持込 解体して持込

家電リサイクル法により引き取りできません



タ行

品名 分別区分 回収方法 備考

体温計／たいおんけい(水銀) － 引き取りしません

耐熱ガラス ガラス類 収集

タイヤ(自動車・オートバイ) － 引き取りしません

ダウンジャケット 衣類 収集 ひもで十字にしばる

タオル 衣類 収集 ひもで十字にしばる

タオルケット 粗大ごみ 直接持込

高枝切りバサミ 金物類 直接持込

卓上コンロ 金物類 収集 ガス缶と電池は外す

卓球ラケット 可燃ごみ 収集

脱臭剤／だっしゅうざい 可燃ごみ 収集

たたみ 粗大ごみ 直接持込 四等分に切断(約45×90cm)

たばこの紙箱 古紙類 収集 内側の銀紙は可燃ごみ

卵パック(プラ) プラ容器 収集

卵パック(紙) 可燃ごみ 収集

たわし 可燃ごみ 収集

タンス 粗大ごみ 解体・直接持込 解体して持込

ダンボール 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

チャッカマン(着火ライター) 金物類 収集 中身は使い切る

茶箱／ちゃばこ 粗大ごみ 直接持込

茶わん ガラス類 収集

中華なべ 金物類 収集

注射器／ちゅうしゃき

注射針／しゅうしゃばり

調味料のびん びん類 収集 中身は使い切る

チョコレートの包装 古紙類 収集 内側の銀紙は可燃ごみ

ちりとり(金属) 金物類 収集

ちりとり(プラ) その他プラ 収集

使い捨てカイロ 可燃ごみ 収集

土(つち) － 引き取りしません

詰め替えパック プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

釣りざお 金物類 収集

ティッシュペーパーの箱 古紙類 収集 ビニールは箱から外す

手桶／ておけ(木製) 粗大ごみ 直接持込

手桶／ておけ(プラ) その他プラ 収集

テニスボール 可燃ごみ 収集

テニスラケット － 引き取りしません

テニスシューズ 可燃ごみ 収集

テレビ

電気カミソリ 金物類 収集

電気コード 金物類 収集

電気スタンド 金物類 収集

電気ストーブ 金物７品目 収集

電気ポット 金物類 収集

処方した医療機関にお返しください

処方した医療機関にお返しください

家電リサイクル法により引き取りできません



タ行

品名 分別区分 回収方法 備考

電気毛布 粗大ごみ 直接持込

電球／でんきゅう ガラス類 収集

電子レンジ 金物７品目 収集

電卓／でんたく 金物類 収集

点滴バッグ 可燃ごみ 収集 中身は使い切る

電動工具／でんどうこうぐ 金物類 収集

電動ハブラシ 金物類 収集

天ぷら油(廃食油)

トイレットペーパーの芯 古紙類 収集

動物の死骸 － 直接持込

豆腐の容器 プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

灯油／とうゆ － 引き取りしません

灯油用のポリタンク その他プラ 収集 中身は使い切る

トースター 金物類 収集

時計／とけい 金物類 収集 電池は外す

トタン 金物７品目 収集 金属のものに限る

ドライヤー 金物類 収集

ドラム缶 － 引き取りしません

ドリンク剤のびん びん類 収集 割れたものはガラス類

ドレッシングの容器(びん) びん類 収集 割れたものはガラス類

ドレッシングの容器(プラ) プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

お近くの指定回収場所にお願いします



ナ行

品名 分別区分 回収方法 備考

苗木等販売用の鉢(プラ) その他プラ 収集

苗木等販売用の鉢(陶器) ガラス類 収集

納豆の容器 プラ容器 収集 水洗いしてヌルヌルを取る

長靴／ながぐつ 可燃ごみ 収集

鍋／なべ(金属) 金物類 収集

鍋／なべ(陶器) ガラス類 収集

生ごみ 可燃ごみ 収集 水をよくきって

生花／せいか 可燃ごみ 収集

人形ケース(木材) 可燃ごみ 収集

人形ケース(プラ) その他プラ 収集

人形ケース(金属) 金物類 収集

人形ケース(ガラス) ガラス類 収集

ぬいぐるみ(５０㎝以下) 可燃ごみ 収集

ぬいぐるみ(５０㎝を超えるもの) 粗大ごみ 直接持込

猫のフン 可燃ごみ 収集 トイレに流さない

ネット(台所用) 可燃ごみ 収集

ネット(防球用など) － 引き取りしません

粘土／ねんど 可燃ごみ 収集

農業用機械／のうぎょうようきかい － 引き取りしません

農業用廃プラスチック

農薬／のうやく － 引き取りしません

ノンカーボン紙 可燃ごみ 収集 リサイクルできません

農林水産課で回収していますので、そちらへ相談して下さい



ハ行

品名 分別区分 回収方法 備考

バイク(５０ｃｃ以下) 粗大ごみ 直接持込 廃車登録済のものに限る

はがき 古紙類 収集

はがき(圧着) 可燃ごみ 収集 リサイクルできません

バケツ(金属) 金物類 収集

バケツ(プラ) その他プラ 収集

はさみ 金物類 収集

はし(木製) 可燃ごみ 収集

はし(プラ) その他プラ 収集

はしご 粗大ごみ 直接持込

パソコン

バター・マーガリンの容器 プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

鉢／はち(園芸用陶器) ガラス類 収集

鉢／はち(園芸用プラ) その他プラ 収集

バッテリー － 引き取りしません

発泡スチロール プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

歯ブラシ その他プラ 収集

歯磨きチューブ プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

針金／はりがね 金物類 収集

パレット(輸送・物流用) － 引き取りしません

ハンガー(金属) 金物類 収集

ハンガー(プラ) その他プラ 収集 金属フック部分を外す

ピアノ － 引き取りしません

ビールびん びん類 収集 割れたものはガラス類

ビデオテープ その他プラ 収集 ケース含む

ビニールとたん － 引き取りしません

ビニール袋 プラ容器 収集

ひも 可燃ごみ 収集

びん びん類 収集

フィルム(ケース含む) その他プラ 収集

ファンヒーター 金物７品目 収集

封筒／ふうとう(紙のみ) 古紙類 収集

布団／ふとん 粗大ごみ 直接持込

腐葉土 － 引き取りしません

フライ返し(プラ) その他プラ 収集

フライ返し(金属) 金物類 収集

フライパン 金物類 収集

ブラインド 粗大ごみ 解体・直接持込

ブラシ その他プラ 収集

プラスチックケース その他プラ 収集

プラモデル その他プラ 収集

プリン・ゼリーの容器 プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

プリンター 金物類 収集

古着／ふるぎ・ぼろ(きれいな物) 衣類 収集 ひもで十字にしばる

PCリサイクル法により引き取りできません



ハ行

品名 分別区分 回収方法 備考

ブルーシート 粗大ごみ 直接持込 ５０ｃｍ四方以下に切断

風呂桶／ふろおけ(木製手桶) 粗大ごみ 直接持込

風呂桶／ふろおけ(プラ手桶) その他プラ 収集

風呂のフタ(木材) 粗大ごみ 直接持込

風呂のフタ(プラ) その他プラ 収集

風呂敷／ふろしき 衣類 収集

風呂マット 可燃ごみ 収集 ３０ｃｍ四方以下に切断

ブロック塀 － 引き取りしません

フロッピーディスク その他プラ 収集

ベッド 粗大ごみ 解体・直接持込 マットは解体して持込

ベッドマット 粗大ごみ 解体・直接持込 解体して骨だけにする

ペットフードの容器(プラ) プラ容器 収集

ペットフードの容器(金属) 金物類 収集

ペットボトル(PET1) ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 収集 ラベルを剥がしてつぶす

ペットボトルのキャップ プラ容器 収集

ペットボトルのラベル プラ容器 収集

ベルト 可燃ごみ 収集 金具は外す

ベルトのバックル 金物類 収集

ヘルメット － 引き取りしません

ペンキ缶 金物類 収集 中身は使い切る

ベンチコート 衣類 収集 ひもで十字にしばる

弁当箱／べんとうばこ(プラ) その他プラ 収集

弁当箱／べんとうばこ(金属) 金物類 収集

芳香剤／ほうこうざい 可燃ごみ 収集

包装紙／ほうそうし 古紙類 収集 ひもで十字にしばる

包丁／ほうちょう 金物類 収集

ボウリングの球 － 引き取りしません

ホース 可燃ごみ 収集 長さ５０㎝以下に切断

粗大ごみ 直接持込 長さ５０㎝を超えるもの

ホースのリール その他プラ 収集

ボールペン(金属) 金物類 収集

ボールペン(プラ) その他プラ 収集

ボールペンの芯 可燃ごみ 収集

ボタン電池 － 電池収集ボックス

ホッチキス 金物類 収集

ポット 金物類 収集

ホットカーペット 粗大ごみ 直接持込

ポリタンク その他プラ 収集 中身は使い切る

保冷剤／ほれいざい 可燃ごみ 収集



マ行

品名 分別区分 回収方法 備考

マーカーペン 可燃ごみ 収集

枕／まくら 粗大ごみ 直接持込

マジックペン 可燃ごみ 収集

マットレス 粗大ごみ 解体・直接持込 解体して骨だけにする

マッサージチェア 粗大ごみ 直接持込

まな板(木製) 可燃ごみ 収集 長さ５０ｃｍまで

まな板(プラ) その他プラ 収集

魔法瓶／まほうびん 金物類 収集

マヨネーズの容器 プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

ミカンのネット袋 プラ容器 収集

ミシン 金物類 収集

耳かき(竹) 可燃ごみ 収集

耳かき(プラ) その他プラ 収集

名刺ケース(金属) 金物類 収集

名刺ケース(プラ) その他プラ 収集

めがねフレーム 金物類 収集

めがねレンズ(ガラス) ガラス類 収集

めがねレンズ(プラ) その他プラ 収集

目薬／めぐすり 可燃ごみ 収集

毛布／もうふ 粗大ごみ 直接持込

物干し竿 粗大ごみ 直接持込

物干し台 粗大ごみ 直接持込 土台のコンクリートは不可

物干し台の土台(コンクリ) － 引き取りしません

ヤ行

品名 分別区分 回収方法 備考

やかん 金物類 収集

薬品・農薬類 － 引き取りしません

野菜用の結束テープ 可燃ごみ 収集 リサイクルできません

やすり(紙) 可燃ごみ 収集 リサイクルできません

やすり(金属) 金物類 収集

湯飲み茶碗 ガラス類 収集

ヨーグルトの容器(紙) 可燃ごみ 収集

ヨーグルトの容器(プラ) プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

ヨーグルトのふた 可燃ごみ 収集

浴槽 － 引き取りしません

よしず 粗大ごみ 直接持込

ラ行

品名 分別区分 回収方法 備考

ライター 金物類 収集 中身は使い切る

ライター(使い捨て) 金物類 収集 中身は使い切る

ラジカセ 金物類 収集



ラ行

品名 分別区分 回収方法 備考

調理用ラップ プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

調理用ラップの箱・芯 古紙類 収集

調理用ラップの切り口(金属) 金物類 収集

ランドセル 粗大ごみ 直接持込

流木(海岸漂着物) － 引き取りしません

冷蔵庫・冷凍庫

レジ袋 プラ容器 収集

レジャーシート 可燃ごみ 収集 ５０㎝四方以下に切断

レトルトパック プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

ロープ 可燃ごみ 収集 長さ５０㎝以下に切断

ワ行

品名 分別区分 回収方法 備考

ワイヤー 金物類 収集 ほどけない様に束ねる

ワインのびん びん類 収集 割れたものはガラス類

輪ゴム 可燃ごみ 収集

わさび等の入ったチューブ プラ容器 収集 汚れたものは可燃ごみ

割り箸 可燃ごみ 収集

割り箸の袋 古紙類 収集

家電リサイクル法により引き取りできません



 

 

 

業者名 所在地 電話番号 FAX 番号 

㈲たかばし産業 
勝浦市 

名木 95 
76-1964 76-3258 

㈲妻本商店 
鴨川市 

浜荻 430-1 
04-7094-2610  

㈱エイド 
勝浦市 

沢倉 639-7 
73-8760  

岡田物流㈱ 
勝浦市 

荒川 153-6 
76-145 76-1286 

㈱一潮(ｲﾁｼｵ) 

勝浦市 

墨名 801-24 

タウンズビル 1F 

62-5379 62-5379 

 

 

 

 

業者名 所在地 電話番号 事業範囲 

㈱イタミエコテック 
勝浦市 

杉戸 639-1 
77-0041 

廃プラ・金属・

ガラス・陶磁器 

㈲ナカムラ防災 
勝浦市 

墨名 601-13 
73-0119 消火器 

 

 

 

 

 

一般廃棄物収集運搬業許可業者（勝浦市許可） 

産業廃棄物処理業者（千葉県許可） 
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