


ごみ分別一覧表
50音 品目 分別区分 備考 50音 品目 分別区分 備考

あ

IHクッキングヒーター 粗大ゴミ

え

SDカード もやせない

ICレコーダー もやせない 枝切りはさみ 有害・危険ごみ

アイロン もやせない 枝類 もやす 直径5cm以内で長さ50cm以内

アイロン台 粗大ごみ
市指定袋に入る場合
木製等はもやすごみ、金属はもやせないごみ 絵の具チューブ もやす

アクセサリー（金属・陶器・ガラス製）もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ ＭＤ（ミニディスク） もやす

アクセサリー入れ物（金属・陶器・ガラス製）もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ 絵本 資源ごみ

アコーディオンカーテン 粗大 LEDライト もやせない

アダプター（電源用） もやせない 延長コード もやせない

アタッシュケース 粗大 鉛筆 もやす

油 もやす 布などに染み込ませて出す 鉛筆削り もやせない

油紙 もやす

お

オイルの容器（缶） もやせない 中身は残さない

油缶 もやせない オイルの容器（プラスチック） もやす 中身は残さない

油びん もやせない オーディオ製品 粗大ごみ

雨具（カッパ） もやす オートバイ 収集しません 販売店へお問い合わせ下さい

網戸 粗大ごみ オーブントースター 粗大ごみ

網戸の網 もやす 金属製はもやせないごみ オーブンレンジ 粗大ごみ

アルバム もやす お菓子箱（紙） 資源ごみ

アルミコーティング袋 もやす お菓子箱（ビニール） もやす

アルミ箔容器（食品用） もやす 屋上の水タンク 収集しません 専門の業者へ

アルミホイル（食品用） もやす 桶（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

安全靴 もやす 桶（木・プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

安全ピン 有害・危険ごみ お座敷ワゴン 粗大ごみ

アンテナ（テレビ用） 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみでも可 押しピン（画びょう） 有害・危険ごみ 危険防止のために、紙などで包む

い

石 収集しません
石はごみではありません。業者へ
お問い合わせ下さい。 お玉杓子（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

衣装ケース（プラスチック製） 粗大ごみ 落ち葉（少量） もやす

椅子 粗大ごみ
市指定袋に入る場合
木製はもやすごみ、金属製はもやせないごみ おまる もやす 金属製・陶器製はもやせないごみ

板きれ もやす 指定袋に入らなければ粗大ごみ おむつ もやす 汚物は取り除く

一輪車 粗大ごみ おもちゃ（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

ETC車載ユニット もやせない おもちゃ（木製・プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

一斗缶 資源ごみ 折りたたみ傘 有害・危険ごみ

一斗缶（ペンキ） 有害・危険ごみ 中身は残さない 折りたたみ机・椅子 粗大ごみ

衣類（古着） 資源ごみ オルガン 粗大ごみ

衣類乾燥機 収集しません 家電リサイクル法により有料 オルゴール もやせない

入れ歯 もやす 温水洗浄便座 粗大ごみ

色鉛筆 もやす 温風ヒーター 粗大ごみ

印鑑 もやす

か

カーコンポ もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

イヤホン もやせない カーテン もやす

インクリボン（ワープロなど） もやす カーテンレール 粗大ごみ

インターホン もやせない カーナビ もやせない

う

植木の枝葉 もやす 直径5cm以内で長さ50cm以内 カーペット 粗大ごみ

植木鉢（陶磁器類） もやせない プラスチック製はもやすごみ 貝殻 もやす

植木用支柱（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 懐中電灯 もやせない 電池、電球は抜き取り有害・危険ごみ

植木用支柱（プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 鏡（鏡台用等の物） 粗大ごみ

ウェットスーツ もやす 鏡（手鏡等小さな物） 有害・危険ごみ

腕時計 もやせない 鍵 もやせない

乳母車 粗大ごみ 学習机 粗大ごみ

羽毛ふとん もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 額縁（金属製） もやせない 木製はもやすごみ

運動靴 もやす 傘 有害・危険ごみ

え

エアコン（クーラー） 収集しません 家電リサイクル法により有料 菓子缶 資源ごみ

映写機 粗大ごみ 加湿器 もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

液晶テレビ 収集しません 家電リサイクル法により有料 ガスコンロ 粗大ごみ
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ごみ分別一覧表
50音 品目 分別区分 備考 50音 品目 分別区分 備考

か

ガスレンジ 粗大ごみ

く

串（木製） もやす 金属製は有害・危険ごみ

ガスボンベ（ＬＰ・高圧） 収集しません 専門の業者へ くし（櫛） もやす 金属製はもやせないごみ

カセットコンロ もやせない 口紅ケース もやせない

カセットテープ もやす くつ（靴） もやす 金具類は出来るだけ取り除いてください

カセットデッキ 粗大ごみ クッション もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

カセットボンベ（カセットコンロ用）有害・危険ごみ 使い切ってから出す。穴あけの必要なし。 首輪 もやす 金具類は出来るだけ取り除いてください

固めた食用油 もやす 熊手 粗大ごみ

カタログ 資源ごみ クリスタルガラス 有害・危険ごみ

カッターナイフ 有害・危険ごみ クリスマスツリー（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

かつら もやす クリスマスツリー（プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

門松 もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ クリップ もやせない

かなづち 有害・危険ごみ クレヨン もやす

かばん（布・皮革類） もやす グローブ もやす

花びん 有害・危険ごみ

け

蛍光灯 有害・危険ごみ

鎌 有害・危険ごみ 携帯電話 もやせない

カミソリ 有害・危険ごみ 計量はかり もやせない

紙パック（内側が白色） 資源ごみ ゲーム機（本体） もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

紙パック（内側が銀色） もやす ゲームソフト（カセット、ディスク） もやす

カメラ もやせない 電池は有害・危険ごみ 化粧品びん もやせない

カラーボックス 粗大ごみ
分解して市指定袋に入るなら
もやすごみでも可 下駄 もやす

ガラス食器類 有害・危険ごみ 下駄箱 粗大ごみ

ガラス戸 粗大ごみ 血圧計（電動式） もやせない

カレンダー 資源ごみ 金属部分はもやせないごみ 玄関マット もやす

革ジャンパー もやす 玄関泥落としマット（金属製）もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

換気扇（家庭用） 粗大ごみ 玄関泥落としマット（ナイロン） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

缶切り器 もやせない 原付バイク 収集しません 販売店・専門業者へ

乾電池 有害・危険ごみ
透明な袋に小分けして、もやせな
いごみ袋で出す。 鍵盤ハーモニカ もやせない

かんづめ缶 資源ごみ 中身をきれいにして出す

こ

コイン もやせない

き

キーボード（楽器） 粗大ごみ 広告類（チラシ・ポスター） 資源ごみ

キーボード（パソコン） もやせない ゴーグル（水中めがね） もやす ガラスレンズはもやせないごみ

キーホルダー もやせない もえる部分はもやすごみ コード類 もやせない

木くず もやす コーヒーメーカー もやせない

ギター 粗大ごみ 小型ラジオ もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

キックボード もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 小型家電製品 もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

脚立 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみでも可 ござ もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

キャリーバック 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみでも可 こたつ 粗大ごみ

きゅうす もやせない こたつ掛け毛布 もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

牛乳パック 資源ごみ 洗って切り開き、ひもで結んで出す。 こたつ掛け布団 もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

牛乳パック（中が銀色） もやす コップ（ガラス製・陶磁器） 有害・危険ごみ

教科書 資源ごみ ひもで結んで出す コップ（金属製） もやせない プラスチック製はもやすごみ

鏡台 粗大ごみ ゴムホース もやす

禁煙パイプ もやす 米びつ 粗大ごみ

金魚鉢 有害・危険ごみ コルクボード もやす

金属キャップ もやせない ゴルフクラブ 粗大ごみ

く

空気入れ（自転車用） もやせない ゴルフバック 粗大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ ゴルフボール もやす

クーラー（エアコン） 収集しません 家電リサイクル法により有料 ゴルフマット もやす

クーラーボックス 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやすごみでも可 コンクリート 収集しません

釘 有害・危険ごみ 混合燃料缶 もやせない

草刈機（家庭用） 粗大ごみ コンパス もやせない プラスチック製はもやすごみ

草花 もやす 梱包用発砲スチロール もやす
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ごみ分別一覧表
50音 品目 分別区分 備考 50音 品目 分別区分 備考

こ コンロ用カセットボンベ 有害・危険ごみ 使い切ってから出す。穴あけの必要なし。

し

食用油 もやす 布などに染み込ませて出す。

さ

サーフボード 粗大ごみ 除湿器 粗大ごみ

座椅子 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやすごみ 除湿剤 もやす

サイドボード 粗大ごみ 除草剤の容器 もやす 使い切ってから出す

座敷ぼうき もやす 50cm以内に束ねる 食器（木製・プラスチック製） もやす ガラス・陶磁器は有害・危険ごみ

座卓 粗大ごみ 食器洗い機 粗大ごみ

サッカーボール もやす 食器乾燥機 粗大ごみ

雑誌 資源ごみ 食器棚 粗大ごみ

殺虫剤スプレー缶 有害・危険ごみ 使い切ってから出す。穴あけの必要なし。 新聞紙 資源ごみ ひもで結んで出す

錆びた缶 もやせない

す

水槽 粗大ごみ

座布団 もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 水中めがね もやす ガラスレンズはもやせないごみ

皿（ガラス・陶磁器類） 有害・危険ごみ 水筒 もやせない

皿（金属製） もやせない 炊飯器 粗大ごみ

ざる類（竹・プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ スーツ 資源ごみ

三脚 もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 姿見（鏡） 粗大ごみ

サングラス もやせない プラスチック製はもやすごみ スキー板 粗大ごみ

三線（サンシン） 粗大ごみ スキャナー 粗大ごみ

残飯 もやす
よく水切りをして出す。
なるべく堆肥化する。 スケート靴 もやす 鉄の部分はもやせないごみ

三輪車 粗大ごみ スケートボード もやせない

し

シーツ 資源ごみ スコップ 粗大ごみ

ＣＤ（コンパクトディスク） もやす 硯（すずり） もやせない

ＣＤプレーヤー もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ すだれ（よしず） 粗大ごみ

ＣＤラジカセ 粗大ごみ スタンプ台（プラスチック） もやす 金属製はもやせないごみ

磁気マットレス 粗大ごみ スチール棚 粗大ごみ

自在スケール（メジャー）金属製 もやせない ズック袋 もやす

磁石 もやせない ステレオ 粗大ごみ

辞書・辞典 資源ごみ ステンレスジャー もやせない

下着類 もやす ステンレスパイプ棚 粗大ごみ

下敷 もやす ストーブ 粗大ごみ

七輪（しちりん） もやせない ストック（スキーの杖） もやせない

自転車 粗大ごみ ストップウォッチ もやせない

自転車の空気入れ もやせない 砂時計 もやせない

自転車のタイヤ（チューブ） もやす すのこ 粗大ごみ

竹刀 もやす 指定袋に入らない場合は粗大ごみ スパイクシューズ（金具付き） もやす 金属部分はもやせないごみ

芝刈機（家庭用） 粗大ごみ スピーカー 粗大ごみ

シャープペン（金属製） もやせない プラスチック製はもやすごみ スプーン（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

写真たて（木製・プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ スプレー缶 有害・危険ごみ 使い切ってから出す。穴あけの必要なし。

シャンプー空き容器 もやす すべり台（家庭幼児用） 粗大ごみ

ジューサー（ミキサー） もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ ズボンプレッサー 粗大ごみ

シューズケース（靴箱） 粗大ごみ

せ

石油ストーブ 粗大ごみ

ジュースのふた（金属製） 資源ごみ 空き缶等に入れて出す 石油ポンプ（プラスチック製） もやす

充電器（カメラ・携帯） もやせない 石けん もやす

瞬間湯沸器（台所用） 粗大ごみ 瀬戸物 有害・危険ごみ

消火器 収集しません 販売店・専門業者へ 瀬戸物くず類 有害・危険ごみ

定規（木製・プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ 背広 資源ごみ

障子戸 粗大ごみ 洗剤容器 もやす

消臭剤 もやす 洗濯機 収集しません 家電リサイクル法により有料

消臭スプレー缶 有害・危険ごみ 使い切ってから出す。穴あけの必要なし。 栓抜き類 もやせない

浄水器 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみ 洗濯ばさみ（スチール製） もやせない プラスチック製はもやすごみ

照明器具 粗大ごみ 洗濯物干し台 粗大ごみ

じょうろ（プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ 扇風機 粗大ごみ
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ごみ分別一覧表
50音 品目 分別区分 備考 50音 品目 分別区分 備考

せ
洗面器（金属製） もやせない

て

テニスラケット もやす 金属製はもやせないごみ

洗面器（プラスチック製） もやす テレビ 収集しません 家電リサイクル法により有料

そ

造花 もやす 針金等があればもやせないごみ テレビ台 粗大ごみ

双眼鏡 もやせない テレビアンテナ 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみでも可

雑巾 もやす 電気あんか 粗大ごみ

掃除機 粗大ごみ 電気温水器 粗大ごみ

草履（ぞうり） もやす 電気カーペット 粗大ごみ

そり 粗大ごみ 電気蚊取り器 もやせない

そろばん もやす 電気ケーブル・コード もやせない

た

体温計（水銀） 有害・危険ごみ 電気シェーバー もやせない

体温計（デジタル） もやせない 電気スタンド 粗大ごみ

体重計 もやせない 電気ストーブ 粗大ごみ

体重計（デジタル） 粗大ごみ 電気毛布 粗大ごみ

タイル（少量） 有害・危険ごみ 電球 有害・危険ごみ

タオルケット 資源ごみ 電子ピアノ 粗大ごみ

畳 粗大ごみ 電子レンジ 粗大ごみ

卓球台 粗大ごみ 電卓 もやせない

脱臭剤 もやす 電池 有害・危険ごみ
透明な小袋に小分けして、もやせ
ないごみ袋で出す。

たも網 粗大ごみ 電動歯ブラシ もやせない

たらい（金属） 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみ 電話機 もやせない

たらい（プラスチック） 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやすごみ 電話帳 資源ごみ

樽 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやすごみ

と

ドアノブ もやせない

たわし もやす 金属製はもやせないごみ トイレ便座 もやせない 温水洗浄便座は粗大ごみ

単行本 資源ごみ ひもで結んで出す トイレコーナー（プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ

タンス 粗大ごみ 砥石（といし） もやせない

ダンボール 資源ごみ ひもで結んで出す 陶磁器類 有害・危険ごみ

ち

チェーン（金属製） もやせない プラスチック製はもやすごみ トースター 粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ 時計 もやせない

茶器 もやせない 戸棚 粗大ごみ

茶碗（陶磁器） 有害・危険ごみ トタン 粗大ごみ

調味料の缶・びん 資源ごみ 中身をきれいにして出す 土鍋 有害・危険ごみ

調味料容器（紙・プラスチック製） もやす ドライバー（家庭工具） もやせない

注射器 収集しません 処方された病院で処分してください ドライヤー もやせない

チラシ（広告） 資源ごみ ひもで結んで出す ドラム缶 粗大ごみ

ちりとり もやす 金属製はもやせないごみ トランシーバー もやせない

つ

杖（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 鳥かご（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

杖（木製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ 鳥かご（木製・プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

使い捨てライター 有害・危険ごみ 中身を使い切ってから出す トレーニング器具 粗大ごみ

机 粗大ごみ トレー類（色つき） もやす

壷（つぼ） 有害・危険ごみ トレー類（白色） 資源ごみ 白色以外はもやすごみ

積み木 もやす ドレッサー（鏡台） 粗大ごみ

爪切り もやせない トロフィー（プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ

釣り糸 もやす とんかち 有害・危険ごみ

釣り竿 もやす

な

ナイフ類 有害・危険ごみ 刃先を厚紙などで包む

て

Ｔ字ひげ剃り 有害・危険ごみ 長靴 もやす

Ｔシャツ 資源ごみ ひもで結んで出す 流し台 粗大ごみ 家庭用の流し台

テーブル 粗大ごみ 鍋 もやせない

デスクマット もやす 生ごみ もやす
よく水切りをして出す。
なるべく堆肥化する。

鉄アレイ 粗大ごみ 収集車を破損させる恐れがあるため

に
荷造りひも もやす

鉄板 粗大ごみ 人形 もやす 市指定袋に入らない場合は粗大ごみ

テニスボール もやす ぬ 縫い糸 もやす
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ごみ分別一覧表
50音 品目 分別区分 備考 50音 品目 分別区分 備考

ぬ
ぬいぐるみ もやす 市指定袋に入らない場合は粗大ごみ

ふ

ファンシーケース（パイプ式） 粗大ごみ

布・古着類 資源ごみ ファンヒーター 粗大ごみ

ね

ネクタイ もやす 封筒 資源ごみ

ねじ（ビス） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ 風鈴 もやせない

寝袋 もやす 笛 もやす

粘土 もやす フォーク（台所用品） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

の

ノート 資源ごみ ふすま 粗大ごみ

農薬 収集しません 販売店・専門業者へ ふた（金属製） もやせない プラスチック製はもやすごみ

のこぎり 有害・危険ごみ 筆箱（金属製） もやせない 布・プラスチック製はもやすごみ

飲み薬 もやす 布団 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやすごみ

のり缶・びん 資源ごみ 中身をきれいにして出す 布団カバー もやす

のれん もやす 布団乾燥機 粗大ごみ

は

バーベキューセット 粗大ごみ フライパン もやせない

ハーモニカ もやせない ブラインド 粗大ごみ

パイプイス 粗大ごみ ぶら下り健康器具 粗大ごみ

パイプベッド 粗大ごみ ブラシ もやす 金属製はもやせないごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ プラスチック収納ケース 粗大ごみ

バインダー もやす プラスチック水槽 粗大ごみ

はがき 資源ごみ プラズマテレビ 収集しません 家電リサイクル法により有料

はかま 資源ごみ プランター もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

はかり もやせない ブリキ製品 もやせない

バケツ（金属製） もやせない 市指定袋に入らなければ粗大ごみ プリンター 粗大ごみ

バケツ（プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ プリンターインクカートリッジ もやす

はさみ類 有害・危険ごみ ブルーシート もやす

箸（はし） もやす 古着 資源ごみ 下着類はもやすごみ

はしご 粗大ごみ ブロック 収集しません 専門の業者へ

バスケットゴール 粗大ごみ フロッピーディスク もやす

パソコン 収集しません 製造メーカーによる回収 風呂ぶた もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

バッテリー 収集しません 販売店・専門業者へ 風呂マット もやす

バット（木製） もやす 金属製はもやせないごみ 文鎮 もやせない

発砲スチロール もやす 分度器（プラスチック製） もやす 金属製はもやせないごみ

歯磨きチューブ もやす

へ

ヘアースプレー缶 有害・危険ごみ 使い切ってから出す。穴あけの必要なし。

刃物 有害・危険ごみ 厚紙などで包んで出す ヘアーブラシ もやす

針 有害・危険ごみ 厚紙などで包んで出す ベッド木枠 粗大ごみ

針金 有害・危険ごみ ペットのトイレ砂 もやす

はんこ もやす ペットボトル 資源ごみ

ハンガー（木製・プラスチック製） もやす 針金製は有害・危険ごみ ペットボトルのふた（金属製）もやせない プラスチック製は資源ごみ

バンド もやす 金属部分はもやせないごみ ベビー椅子（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

ハンマー 有害・危険ごみ ベビーカー 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみ

ひ

ピアノ 収集しません 販売店・専門業者へ ベビーバス 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやすごみ

ビー玉 もやせない ベビー布団 もやす

ひげ剃り 有害・危険ごみ ベビーラック 粗大ごみ

ビデオカメラ もやせない ヘルスメーター（体重計） 粗大ごみ

ビデオテープ もやす ベルト（ズボン用） もやす 金属部分はもやせないごみ

ビデオデッキ 粗大ごみ ヘルメット もやせない プラスチック製はもやすごみ

ビニールシート もやす 農業用は収集できません ペンキ 収集しません 専門の業者へ

ビニールテーブルクロス もやす ペンキ缶 有害・危険ごみ

ビニール風呂敷 もやす ペンチ もやせない

百科事典 資源ごみ 弁当箱（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

ふ
ファイル もやす 金属部分はもやせないごみ

ほ
ほうき（木製・プラスチック製） もやす 50cm以内に切って束ねる

ファックス（本体） 粗大ごみ 帽子 もやす
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ごみ分別一覧表
50音 品目 分別区分 備考 50音 品目 分別区分 備考

ほ

包丁 有害・危険ごみ

も

モップ（金属製） もやせない

包丁研ぎ器 もやせない ものさし（金属製） もやせない 竹・プラスチック製はもやすごみ

ボウリングボール 粗大ごみ 物干し（プラスチック製） もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ

ホース もやす 2m以内に切って出す 物干し竿 粗大ごみ

墨汁 もやす 布などに染み込ませて出す 物干し台 粗大ごみ

歩行器 粗大ごみ

や

やかん もやせない

ホッチキス もやせない 焼肉用たれびん 資源ごみ 中身をきれいにして出す

補聴器 もやせない 野球ボール もやす

ポット（魔法瓶） もやせない 焼き物（陶磁器類） 有害・危険ごみ

ホットカーペット 粗大ごみ 野菜くず もやす
よく水切りをして出す。
なるべく堆肥化する。

ホットプレート 粗大ごみ やすり 有害・危険ごみ

ほ乳瓶（ガラス製） 有害・危険ごみ プラスチック製はもやすごみ

ゆ

郵便受け（金属製） もやせない プラスチック製はもやすごみ

ボール（スポーツ用品） もやす 浴衣（ゆかた） 資源ごみ

ボールペン もやす 湯たんぽ（金属） もやせない プラスチック製はもやすごみ

ホーロー鍋 もやせない 湯飲み茶碗（陶磁器類） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

ホワイトボード 粗大ごみ 市指定袋に入るならもやせないごみ 湯沸かし器（台所用） 粗大ごみ

本棚 粗大ごみ

よ
よしず（すだれ） 粗大ごみ

本類 資源ごみ ひもで結んで出す 洋タンス 粗大ごみ

ま

麻雀パイ もやす

ら

ライサー（米びつ） 粗大ごみ

マイク もやせない ライター（使い捨て） 有害・危険ごみ

マウス もやせない ラケット（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ

マグネット（磁石） もやせない ラジオ もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

枕 もやす 市指定袋に入らなければ粗大ごみ ラジカセ もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

マジックペン もやす ラティス 粗大ごみ

マッサージ機 粗大ごみ ランチジャー もやせない

マットレス 粗大ごみ ランドセル もやす

窓ガラス 粗大ごみ ランプ もやせない

まな板 もやす

り

リール（釣り用） もやせない

マニキュアのびん もやせない リコーダー（笛） もやす

豆電球 有害・危険ごみ リモコン もやせない 電池は有害・危険ごみ

万年筆 もやせない リュックサック もやす

万歩計 もやせない 料理くず もやす
よく水切りをして出す。
なるべく堆肥化する。

み

ミキサー もやせない る ルームランナー 粗大ごみ

ミシン 粗大ごみ

れ

冷蔵（冷凍）庫 収集しません 家電リサイクル法により有料

水枕 もやす 冷房器具（エアコン） 収集しません 家電リサイクル法により有料

耳かき（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ レコード盤 もやす

ミルク缶・びん 資源ごみ 中身をきれいにして出す レジャーシート もやす

む

麦わら帽子 もやす レンジ（電子・ガス） 粗大ごみ

虫かご（金属製） もやせない 木製・プラスチック製はもやすごみ レンジフード（アルミホイル）もやせない

蒸し器 もやせない レンズ もやせない

虫取り網 もやせない もやせる部分はもやすごみへ

ろ

老眼鏡 もやせない

虫めがね もやせない ロープ もやす

むしろ もやす ローラースケート もやせない

無線機 もやせない アイロンより大きい物は粗大ごみ

わ

ワープロ 粗大ごみ

め

めがね もやせない Yシャツ 資源ごみ

目覚まし時計 もやせない 電池は有害・危険ごみ ワインのコルク もやす

メジャー（ビニール製） もやす 金属製はもやせないごみ 和タンス 粗大ごみ

綿パン 資源ごみ ワックスの缶 もやせない 油汚れのため再利用できません

も

毛布 もやす ワッペン（鉄製） もやせない

木片 もやす 直径5cm以内で長さ50cm以内 割れたガラス・びん類 有害・危険ごみ

餅つき機 粗大ごみ 腕章 もやす
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