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あ アイスクリームの容器・ふた（紙製）燃えるごみ ※強力な防水加工がされているため か 牛乳パック 紙パック た ティッシュペーパー 燃えるごみ （使用済・未使用ともに燃えるごみ）

アイロンプリント紙（昇華転写紙）燃えるごみ 牛乳びんの中蓋（紙製） 燃えるごみ ※強力な防水加工がされているため ティッシュペーパーの空き箱 雑がみ ビニールやセロハン等は取る

厚紙 雑がみ 銀紙（アルミホイル） 燃えるごみ テープ類の芯 雑がみ テープを使い切ってから

圧着はがき（親展はがき等） 燃えるごみ 教科書 雑がみ 手帳 雑がみ 紙以外は取る

油紙・油とり紙 燃えるごみ 薬の袋（紙製） 雑がみ 個人情報を消してから 点字用紙・立体コピー紙（感熱発泡紙）燃えるごみ ※リサイクルの工程で取り除けないため

油を吸った紙 燃えるごみ 薬の箱 雑がみ 電話帳 雑がみ

アルミ加工紙・アルミ箔 燃えるごみ クッキングシート 燃えるごみ トイレットペーパーの芯 雑がみ つぶして出す

アルミホイル（クッキングホイル）燃えるごみ 靴を購入したときの外箱 雑がみ トランプ（紙製） 雑がみ

アルミホイルやラップの芯 雑がみ つぶして出す クラフト紙 雑がみ な においつきの紙 燃えるごみ

アルミホイルやラップの箱 雑がみ 紙以外（刃の部分等）は取る ケーキ、ピザ、ドーナツなどの箱 燃えるごみ ※食品汚れが付着しているため 値札 雑がみ 紙以外は取る

アメの外装・個包装（紙製） 燃えるごみ ※食品汚れが付着しているため 化粧箱 雑がみ 折りたたむ ノート 雑がみ

衣類を購入したときの台紙 雑がみ 合成紙 燃えるごみ ※樹脂を原料としているため は はがき 雑がみ 圧着はがき、写真はがきを除く

いろがみ（折り紙） 雑がみ 金色・銀色等のコーティングされたものは除く 香典袋・ご祝儀袋 雑がみ のし等、紙以外は取る 半紙 雑がみ 未使用又は多少の字を書いたものに限る

印画紙 燃えるごみ コピー用紙 雑がみ パンフレット 雑がみ

インクジェット紙 燃えるごみ さ 雑誌・書籍全般 雑がみ 付録は取る ビール６缶パックなどの紙 雑がみ 折りたたむ

飲料用紙パック 紙パック 酒等アルミ加工されたものは燃えるごみ シール 燃えるごみ ビニール加工紙 燃えるごみ

ウエットティッシュ 燃えるごみ シールの台紙 燃えるごみ ファイル・フラットファイル（紙製）雑がみ 紙以外は取る

うちわ・扇子 燃えるごみ ※骨組みが紙ではないため 辞書・辞典 雑がみ ファックス用紙 雑がみ ※感熱紙は燃えるごみ

ＯＡ用紙 雑がみ 写真プリント紙・感熱紙を除く 写真・写真つきはがき 燃えるごみ 封筒 雑がみ ビニールやセロハン等は取る

お菓子の箱（紙製） 雑がみ テープやシールは取る 写真プリント用紙 燃えるごみ 不織布 燃えるごみ

か カーボン紙（宅配伝票等） 燃えるごみ 習字・書道の半紙 雑がみ 未使用又は多少の字を書いたものに限る ブックカバー（紙製） 雑がみ ※布製等紙以外は燃えるごみ

カタログ 雑がみ 障子紙 燃えるごみ ペーパータオル 燃えるごみ

カップめんの容器・ふた（紙製） 燃えるごみ ※強力な防水加工がされているため 上質紙 雑がみ 包装紙 雑がみ テープやシールは取る

壁紙・防水シート・石膏ボード 燃えるごみ ※建材に使用される紙は素材に異物が多く含まれるため 食品の外箱 雑がみ 汚れが付着したものは燃えるごみ 防水加工された紙 燃えるごみ

紙コップ 燃えるごみ ※強力な防水加工がされているため 食品の個包装紙 燃えるごみ ※食品汚れが付着しているため ポスター 雑がみ テープやシールは取る

紙皿 燃えるごみ ※強力な防水加工がされているため 新聞紙 新聞紙 ま マッチの箱 雑がみ ※側面の擦るところ、防水加工されたものは燃えるごみ

紙テープ 雑がみ 金色・銀色等のコーティングされたものは除く 親展はがき（圧着はがき） 燃えるごみ （はがすと中面に記載されているはがき） マンガ本 雑がみ

紙ひも 雑がみ バラバラにならないように紙袋や封筒に入れて出す せっけんの外箱 雑がみ 匂いがついているものは燃えるごみ 名刺 雑がみ ※熱転写紙などは燃えるごみ

紙箱 雑がみ テープやシールは取る せっけんの外箱の中の紙 燃えるごみ メモ用紙・メモ帳 雑がみ 紙以外は取る

紙袋 雑がみ 雑がみ排出時の袋として活用可能 線香の箱 燃えるごみ 模造紙 雑がみ

紙やすり 燃えるごみ 洗剤容器 燃えるごみ や ヨーグルトの容器・ふた（紙製） 燃えるごみ ※強力な防水加工がされているため

ガムテープ（紙製） 雑がみ ガムテープのみの場合は燃えるごみ 贈答品の箱 雑がみ 匂いがついているものは燃えるごみ 汚れた紙 燃えるごみ

画用紙 雑がみ た ダイレクトメール 雑がみ ビニールやセロハン等は取る ら ラベルシール 燃えるごみ

カレンダー 雑がみ 金属やプラスチックは取る 宅配便の伝票（カーボン紙） 燃えるごみ ラミネート加工紙 燃えるごみ

感光紙 燃えるごみ たばこの空き箱 雑がみ 匂いがついているものは燃えるごみ リーフレット 雑がみ

緩衝材（かばんや靴などの詰め物）燃えるごみ ※リサイクルできない素材か見た目で判断できないため 単行本・マンガ本 雑がみ シール等は取る レシート 燃えるごみ ※ほとんどが感熱紙であるため

感熱紙 燃えるごみ 段ボール 段ボール 粘着テープや伝票は取る ろう紙 燃えるごみ

キッチンタオル・キッチンペーパー 燃えるごみ チラシ（新聞折り込み広告） 新聞紙 わ 和紙 燃えるごみ

切符 燃えるごみ ※ほとんどが感熱紙であるため チラシ（郵送等で届くもの） 雑がみ わりばしの袋 雑がみ

○紙類分別早見表
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雑がみリサイクルが始まりました！分別の理解を深めてリサイクルに取り組みましょう 保存版
保管いただき分別の際に
ご活用ください。

【問い合わせ】衛生課　☎ 0194-66-9090


