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品　目 分別区分 備 考
あ アイスピック もやせないごみ
アイスまくら もやせるごみ
アイペンシル（木製） もやせるごみ
アイペンシル（その他） もやせないごみ
アイロン もやせないごみ
アイロン台 粗大ごみ(不燃性)
アコーディオンカーテン 粗大ごみ(不燃性)
葦簾（あしすだれ） 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るように切ればもやせるごみ
足ふきマット もやせるごみ
アタッシュケース 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
アダプター もやせないごみ
油 種類による 【え】エンジンオイル、【し】食用油、【と】灯油　を参照
油とり紙 もやせるごみ
雨どい 粗大ごみ(不燃性) 認定袋に入らない大きなもの(2mまで)　自分で取り外したもののみ
網（プラスチック製） もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。　麻製のものはもやせるごみ
網戸 粗大ごみ(不燃性) 家屋解体に伴うものを除く。
アルバム（バインダー付） もやせないごみ 台紙・写真はもやせるごみ
アルバム（バインダーなし） もやせるごみ
アルミサッシ 粗大ごみ(不燃性) 家屋解体に伴うものを除く。
アルミ箔 もやせないごみ
アルミ容器 もやせないごみ
安全ピン もやせないごみ
アンテナ（テレビ用） 粗大ごみ(不燃性) 4mまで　　認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ

い 石うす 粗大ごみ(不燃性)
衣装ケース（紙製） もやせるごみ 認定袋に入るようにする。
衣装ケース 粗大ごみ(不燃性) プラスチック製・金属製　　認定袋にすっぽり入れば、もやせないごみ
板ガラス（窓ガラス等） もやせないごみ 割れたものは、紙等で包み、明記する。
板くず もやせるごみ
板戸 粗大ごみ(可燃性) 家屋解体に伴うものを除く。
イチゴパック プラスチックごみ
一輪車（スポーツ用） 粗大ごみ(不燃性)
一輪車（家庭菜園用） 粗大ごみ(不燃性)
一升瓶 資源ごみB あきびん　できるだけ販売店へ返却
一斗缶 資源ごみB あきかん　食用油の一斗缶と飲食料品以外の一斗缶は対象外
糸 もやせるごみ 釣り糸は【つ】釣り糸　を参照
犬小屋 粗大ごみ 小型のものに限る。木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ

鋳物鍋 もやせないごみ
医薬品 もやせるごみ 容器は除く。　錠剤、カプセル等

50音順ごみ分別一覧表
　ここに掲載した品目は、一般的によく使用されると思われる材質・サイズについて区分しました。一部特
殊なもの等については、取扱いが異なる場合があります。分別区分がプラスチックごみのものは必ず汚れを
落としてください。疑問に思われる場合は、廃棄物対策課（☎382-7609　FAX382-2214）までお問合わせく
ださい。粗大ごみを直接搬入される場合、可燃性のものは清掃センターへ、不燃性のものは不燃物リサイク
ルセンターへ搬入してください。
インターネットで詳しい分別辞典を公開しています。パソコン・スマートフォンでご利用ください。

http://www.gomisaku.jp/0026/　　（表紙のGRコードもご利用ください。）
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品　目 分別区分 備 考
イヤリング もやせないごみ
衣類 資源ごみB 衣類　汚れているもの、下着、くつ下等はもやせるごみ
衣類乾燥機 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
入れ歯 もやせないごみ
色鉛筆 もやせるごみ
印鑑 もやせないごみ 木製・象牙のものはもやせるごみ
インクリボン もやせるごみ

う ウィッグ（かつら） もやせるごみ
ウィンドファン 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ウィンドブレーカー もやせるごみ
植木台 粗大ごみ 木製のものであれば、可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
植木鉢（陶磁器類） もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
ウェットスーツ もやせないごみ 半分くらいに切る。
ウェットティッシュ もやせるごみ 容器はプラスチックごみ
ウォーターベッド 粗大ごみ(不燃性) マットレス内の水は取り除く。
ウォーターベッド（ジェル） 粗大ごみ(可燃性)
浮輪 もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
うちわ（骨が木製） もやせるごみ
うちわ（骨がプラスチック製） もやせないごみ
乳母車 粗大ごみ(不燃性)
羽毛布団 粗大ごみ(可燃性) 認定袋にすっぽり入るものは、もやせるごみ
上履き（上靴） もやせないごみ

え エアクッション プラスチックごみ エアキャップ・エアパッキン　　商品を包んでいた緩衝材
エアコン 家電４品目 室外機も含む。購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
液晶テレビ 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
枝切りばさみ もやせないごみ 認定袋に入らない大きなものは不燃性の粗大ごみ
枝類 もやせるごみ 認定袋に入るように小さく切る。
絵具チューブ（アルミ製） もやせないごみ 中身が残っていないようにして出す。
絵具チューブ（プラスチック製） プラスチックごみ 中身が残っていないようにして出す。　汚れが落とせないものはもやせるごみ

ＦＲＰ船 ＦＲＰ船リサイクルシステム 詳しくはＦＲＰ船リサイクルセンターへ（☎03-5542-1202）
ＭＤディスク もやせないごみ ケースももやせないごみ
ＭＤプレーヤー もやせないごみ
エレキギター 粗大ごみ(不燃性)
エレクトーン 粗大ごみ(不燃性)
園芸用の支柱 もやせないごみ 長いものは50㎝くらいに切る。
園芸用の苗ポッド プラスチックごみ 土は必ず落とす。汚れが落とせないものはもやせるごみ
エンジンオイル 販売店 容器はもやせないごみ　市販の吸着マット使用時は清掃センターへ搬入可能

延長コード もやせないごみ 50㎝くらいに切る。
鉛筆（えんぴつ） もやせるごみ
鉛筆削り もやせないごみ

お オアシス もやせないごみ 吸水スポンジ・生け花用スポンジ　　乾燥させて出す。
オイルヒーター 販売店 製造元が回収する。
王冠（びんのふた） もやせないごみ
応接セット 粗大ごみ セットで購入しても、テーブル・ソファそれぞれに処理券が必要。
オーディオラック 粗大ごみ 木製のものであれば、可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
オートバイ 二輪車リサイクルシステム 詳しくは二輪車リサイクルコールセンターへ（☎050-3000-0727）
オーブントースター もやせないごみ
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品　目 分別区分 備 考
オーブンレンジ 粗大ごみ(不燃性)
桶（プラスチック製） もやせないごみ 認定袋に入らない大きなものは不燃性の粗大ごみ
桶（木製） もやせるごみ 認定袋に入らない大きなものは可燃性の粗大ごみ
おしゃぶり もやせないごみ
お玉 もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
おひつ もやせるごみ
お盆（木製） もやせるごみ
お盆（その他） もやせないごみ
おまる（ポータブルトイレを含む） 粗大ごみ(不燃性) 汚物は取り除く。認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ。
おむつ もやせるごみ 汚物は取り除く。
おむつカバー もやせるごみ
おもちゃ（木製） もやせるごみ
おもちゃ（その他） もやせないごみ 乾電池は取り除いて、有害ごみ
オルガン 粗大ごみ(不燃性)
おろしがね もやせないごみ
温水器 不燃物リサイクルセンター 自分で取り外したもののみ
温度計（水銀未使用） もやせないごみ 水銀計は有害ごみ

か カーテン もやせるごみ 認定袋に入るようにする。金具はもやせないごみ
カーテンレール 粗大ごみ(不燃性)
カーペット 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るようにすれば、もやせるごみ
カーボン紙 もやせるごみ
カーマット もやせないごみ じゅうたんのようなものは、もやせるごみ
貝殻 もやせるごみ
懐中電灯 もやせないごみ 乾電池は取り除いて、有害ごみ
買い物袋（マイバック） もやせるごみ 【か】かばん　を参照　　レジ袋はプラスチックごみ
鏡 有害ごみ 専用収集袋に入らない大きなものは、不燃性の粗大ごみ
学習机 粗大ごみ(可燃性) 蛍光灯やコンセント付きのものは不燃性の粗大ごみ
額縁（木製） もやせるごみ 認定袋に入らない大きなものは可燃性の粗大ごみ
額縁（その他） もやせないごみ 認定袋に入らない大きなものは不燃性の粗大ごみ
かご（植物性） もやせるごみ 認定袋に入らない大きなものは可燃性の粗大ごみ
かご（その他） もやせないごみ 認定袋に入らない大きなものは不燃性の粗大ごみ
傘 もやせないごみ 認定袋からはみ出してもよい。　番傘はもやせるごみ
加湿器 もやせないごみ 認定袋に入らない大きなものは不燃性の粗大ごみ
菓子の缶 資源ごみB あきかん
菓子の筒 もやせるごみ 紙製以外のフタと底板は、取り外す。
菓子の箱 資源ごみA 雑誌　折りたたんで、他の雑誌類と一緒にしばる。
菓子のビニール袋 プラスチックごみ 内側が銀色のものも含む
ガスストーブ・ガスファンヒーター 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ガスコンロ 粗大ごみ(不燃性) 乾電池は取り除いて、有害ごみ　認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ガステーブル（ガスレンジ） 粗大ごみ(不燃性) 乾電池は取り除いて、有害ごみ
ガスボンベ 販売店
ガスマット もやせないごみ ガス台敷き・レンジカバー
カセットコンロ もやせないごみ 【か】カセットボンベ（卓上）は取り外す。
カセットテープ もやせるごみ 分解せずにそのまま出す。ケースはもやせないごみ
カセットデッキ 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
カセットボンベ（卓上） もやせないごみ 使い切り、風通しのよい場所で穴をあけて、他のもやせないごみとは別の透明袋に入れる。

固めた食用油 もやせるごみ 少量のもの
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品　目 分別区分 備 考
カタログ 資源ごみA 雑誌
カッターナイフ もやせないごみ 紙等に包んで明記する。
カッパ もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
カップ麺の具などの袋 プラスチックごみ
カップ麺の包装フィルム プラスチックごみ
カップ麺の容器 プラスチックごみ 紙製の容器はもやせるごみ
かつら もやせるごみ
蚊とり器 もやせないごみ 蚊とりマットはもやせるごみ
蚊とり線香 もやせるごみ
金網 もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
かなづち もやせないごみ
かばん（布製） もやせるごみ 簡易なチャックやボタンはそのままでよい。
かばん（その他） もやせないごみ
画鋲 もやせないごみ
花瓶 もやせないごみ
鎌 もやせないごみ 刃物は、紙等に包んで明記する。
紙おむつ もやせるごみ 汚物は取り除く。
紙コップ もやせるごみ
かみそり（電池式を含む） もやせないごみ 刃物は、紙等に包んで明記する。乾電池は取り除いて、有害ごみ
紙粘土 もやせるごみ
髪の毛 もやせるごみ
紙やすり もやせるごみ
ガムテープ もやせるごみ クラフトテープ・布テープ
カメラ もやせないごみ
蚊帳（かや） もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
火薬 販売店
カラーボックス 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
カラオケセット 粗大ごみ(不燃性)
ガラス食器 もやせないごみ
ガラステーブル 粗大ごみ(不燃性)
ガラス片 もやせないごみ 紙等に包んで中身を明記する。
カレンダー 資源ごみA 雑誌　　金具は取り外し、もやせないごみ
革靴 もやせないごみ
革ジャンパー 資源ごみB 衣類　　資源ごみで出せない場合はもやせるごみ
革手袋 もやせるごみ
瓦 不燃物リサイクルセンター 家屋解体に伴うものを除く。
換気扇 もやせないごみ
缶切り もやせないごみ
玩具 種類による 【お】おもちゃ　を参照
乾燥機（衣類） 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
乾燥機台 粗大ごみ(不燃性)
乾燥剤 もやせないごみ
かんづめの缶 資源ごみB あきかん　ふたも含む。
乾電池 有害ごみ 拠点回収対象品目　充電式電池は店頭回収か、もやせないごみ
感熱紙 もやせるごみ
観葉植物 もやせるごみ 土は必ず落とす。プランター等はもやせないごみ

き キーボード（楽器） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
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品　目 分別区分 備 考
キーボード（パソコン用） もやせないごみ
キーホルダー もやせないごみ
木うす 粗大ごみ(可燃性)
木くず もやせるごみ
ギター 粗大ごみ(不燃性)
木づち もやせるごみ
着物 資源ごみB 衣類　　帯はもやせるごみ
脚立 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
キャップ・ふた（金属製） もやせないごみ
キャップ・ふた（プラスチック製） プラスチックごみ プラスチック製容器包装のみ　　商品・製品はもやせないごみ
キャップ（帽子） もやせるごみ
キャリア 粗大ごみ(不燃性) カーキャリア・スキーキャリア等
キャリーバック 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
急須（きゅうす） もやせないごみ
給湯器 粗大ごみ(不燃性)
給油ポンプ もやせないごみ 電池式のものは乾電池を取り除いて有害ごみ
鏡台 粗大ごみ(不燃性) 木製のもので、鏡を外せれば、可燃性の粗大ごみ
金庫（家庭用耐火金庫） 販売店

く 空気入れ もやせないごみ
空気清浄機 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
クーラー(エアコン) 家電４品目 室外機も含む。購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
クーラーボックス 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
釘 もやせないごみ
草 もやせるごみ
草刈機 粗大ごみ(不燃性) 燃料は空にして出す。
串（木製） もやせるごみ 刺さらないように半分に折る。またはとがった部分を紙に包む。
串（その他） もやせないごみ
薬 もやせるごみ 容器は除く。少量
薬のプラスチック容器 プラスチックごみ
薬のびん 資源ごみB あきびん　　錠剤・飲み薬のびん
果物ネット プラスチックごみ
口紅（プラスチック容器） プラスチックごみ 使い切ってから出す。
靴 もやせないごみ
くつ下 もやせるごみ
クッション（布製） もやせるごみ 認定袋に入らない大きなものは、可燃性の粗大ごみ
首輪 もやせないごみ
熊手（木製） もやせるごみ
熊手（その他） もやせないごみ
車いす 粗大ごみ(不燃性)
クリーニングの袋 もやせないごみ
クレジットカード もやせないごみ
クレヨン もやせるごみ
グローブ（野球） もやせるごみ
グローランプ もやせないごみ
軍手 もやせるごみ

け 蛍光管 有害ごみ 拠点回収対象品目　　専用収集袋からはみ出してもよい。
携帯電話 もやせないごみ できるだけお店の回収ボックスへ
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品　目 分別区分 備 考
毛糸 もやせるごみ
計量ばかり もやせないごみ
ゲーム機本体（家庭用） もやせないごみ
ゲームソフト もやせないごみ
消しゴム もやせないごみ
化粧品瓶 資源ごみB あきびん　香水の瓶も含む。
下駄箱 粗大ごみ 木製のものであれば、可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
ケチャップのプラ容器 プラスチックごみ 汚れが落とせないものはもやせるごみ
血圧計 もやせないごみ 水銀血圧計は不燃物リサイクルセンターへ直接搬入
玄関泥落としマット 粗大ごみ(不燃性)
玄関マット もやせるごみ
健康器具 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
原付バイク 二輪車リサイクルシステム 詳しくは二輪車リサイクルコールセンター（☎050-3000-0727）

こ 鯉のぼり（布・紙製） もやせるごみ
鯉のぼり（その他） もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
鯉のぼりポール（長） 粗大ごみ(不燃性) 木製のものであれば、可燃性の粗大ごみ
鯉のぼりポール（短） もやせないごみ 袋に入るようなもの（ベランダ用等の短いもの）
広告（新聞折り込み） 資源ごみA 新聞
ゴーグル もやせないごみ
固形石けん もやせるごみ
ござ（花ござ） もやせるごみ ビニール製は50㎝×50㎝くらいに切って、もやせないごみ
こたつ 粗大ごみ(不燃性)
こたつ布団（掛け・敷き） 粗大ごみ(可燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせるごみ
コップ もやせないごみ 紙コップ・木製のコップはもやせるごみ
粉ミルクの缶 資源ごみB あきかん　　フタのプラスチック部分はプラスチックごみ
コピー機（家庭用） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
ゴムチェーン もやせないごみ 50㎝くらいに切る。
ゴム手袋 もやせないごみ
ゴムホース もやせないごみ 50㎝くらいに切る。
ゴムボート もやせないごみ 50㎝くらいに切る。
ゴムマット もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
ゴム類 もやせないごみ
米びつ（ハイザー） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
米袋（ビニール製） プラスチックごみ 紙製のものはもやせるごみ
ゴルフクラブ（セットも含む） 粗大ごみ(不燃性) アイアン等で長さ1m程度までであればもやせないごみ　袋からはみ出してもよい。
ゴルフバッグ 粗大ごみ(不燃性)
ゴルフボール もやせないごみ
コンクリートの粉 不燃物リサイクルセンター

コンクリートブロック 不燃物リサイクルセンター 家屋解体に伴うものを除く。40cm角くらいにして一輪車一杯程度まで搬入可。

コンパクト（化粧道具） 有害ごみ 鏡のついたもの
コンポスト 粗大ごみ(不燃性)

さ サーフボード 粗大ごみ(不燃性)
座いす 粗大ごみ(不燃性)
サイドボード 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
酒パック もやせるごみ 内側にアルミ箔が貼ってあるもの
酒びん 資源ごみB あきびん　　一升瓶はできるだけ販売店へ返却
雑誌 資源ごみA 雑誌
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品　目 分別区分 備 考
座布団 もやせるごみ
サマーベッド 粗大ごみ(不燃性) 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ
皿 もやせないごみ 紙皿・木製の皿はもやせるごみ
サングラス もやせないごみ
サンダル（木製） もやせるごみ
サンダル（その他） もやせないごみ
三輪車 粗大ごみ(不燃性)

し シーツ もやせるごみ
ＣＤ もやせないごみ ケースももやせないごみ
ＣＤラジカセ 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
磁気製品 もやせないごみ 磁気カード、磁気ネックレスなど
磁気マットレス 粗大ごみ(不燃性)
磁石 もやせないごみ
辞書・辞典 資源ごみA 雑誌
下着類 もやせるごみ
下敷（プラスチック製） もやせないごみ 紙製のものはもやせるごみ
七輪（しちりん） もやせないごみ 5㎏以上のものは不燃性の粗大ごみ
シップ薬 もやせるごみ はがしたビニールフィルムはプラスチックごみ
自転車 粗大ごみ(不燃性)
自転車空気入れ もやせないごみ
竹刀 粗大ごみ(可燃性) 50㎝くらいに切れば、もやせるごみ
シャープペンシル もやせないごみ
シャープペンシルの芯 もやせるごみ ケースはプラスチックごみ
写真 もやせるごみ フィルムやネガはもやせないごみ
しゃもじ もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
シャンプー容器 プラスチックごみ 汚れが落とせないものはもやせるごみ
ジューサー（ミキサー） もやせないごみ
じゅうたん（絨毯） 粗大ごみ(可燃性) 【か】カーペット　を参照
充電器 もやせないごみ
充電式電池 もやせないごみ できるだけお店の回収ボックスへ
収納ケース（紙製） もやせるごみ
収納ケース（プラスチック製） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
瞬間湯沸器 もやせないごみ 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のもの
消火器 販売店 不明な場合は消火器リサイクルシステムへ（☎03-5829-6733）
焼却炉 粗大ごみ(不燃性) 灰は必ず取りのぞく。簡易なものに限る。
障子戸 粗大ごみ(可燃性) 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
浄水器 もやせないごみ
照明器具 もやせないごみ 蛍光管は有害ごみ
醤油入れ（プラ容器） プラスチックごみ 弁当に入っているもの等
醤油瓶 資源ごみB あきびん
醤油容器（PET容器） 資源ごみB ペットボトル
じょうろ もやせないごみ
食品トレイ プラスチックごみ できるだけ店頭回収へ。
食用油 もやせるごみ 薬剤で固める。少量であれば布に染みこませてもやせるごみ
食用油のプラ容器 プラスチックごみ 汚れが落とせないものはもやせるごみ
食用油容器（缶・瓶） 資源ごみB あきかん・あきびん　　汚れているものはもやせないごみ
除湿機 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
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品　目 分別区分 備 考
除湿剤（乾燥剤） もやせないごみ
除湿剤（プラマーク付き） プラスチックごみ 中に水がたまるタンク型のもの　中の水を抜く。
書棚 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
食器洗い機・乾燥機 粗大ごみ(不燃性)
食器棚 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
人工芝 もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。

す 水銀体温計 有害ごみ
水槽 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
水筒 もやせないごみ
炊飯器 もやせないごみ
スーツ 資源ごみB 衣類
スーツケース 粗大ごみ(不燃性) 【き】キャリーバックを参照
姿見 粗大ごみ(不燃性)
スキー板 粗大ごみ(不燃性)
スキーウェア もやせるごみ
スキーキャリア 粗大ごみ(不燃性)
スキー靴 もやせないごみ
スキーグローブ（手袋） もやせるごみ
スコップ もやせないごみ
硯（すずり） もやせないごみ
すだれ 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るようにすればもやせるごみ
スタンプ台 もやせないごみ
スチール棚 粗大ごみ(不燃性)
スティックのり プラスチックごみ 中身を使い切ってから出す。
ステレオ 粗大ごみ(不燃性)
ステンレスジャー もやせないごみ 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のもの
ストーブ（ガス、電気） 粗大ごみ(不燃性) 乾電池は取り除いて有害ごみ　認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
ストーブ（石油） 粗大ごみ(不燃性) 灯油は必ず抜く。乾電池は取り除いて有害ごみ　5kg未満のものでも、もやせないごみでは排出不可

ストッキング もやせるごみ
ストック（スキー用具） 粗大ごみ(不燃性)
ストロー もやせないごみ
ストローの外袋 プラスチックごみ 紙製のものはもやせるごみ
スノーダンプ 粗大ごみ(不燃性)
スノーボード 粗大ごみ(不燃性)
すのこ 粗大ごみ(可燃性)
スパイクシューズ もやせないごみ
スピーカー 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
スプーン もやせないごみ
スプリングベッドマット 粗大ごみ(不燃性)
スプレー缶 もやせないごみ 使い切り、風通しのよい場所で穴をあけて、他のもやせないごみと別の透明袋に入れる。

すべり台（幼児用） 粗大ごみ(不燃性)
スポンジ もやせないごみ
ズボンプレッサー 粗大ごみ(不燃性)
炭（使用済・使用前） 清掃センター 完全に熱がない状態になってから搬入する。
スリッパ（底の厚いもの） もやせないごみ 全体がプラスチックのもの等
スリッパ（底の薄いもの） もやせるごみ 台所用等
すり鉢 もやせないごみ
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品　目 分別区分 備　　　　　考
せ 生理用品 もやせるごみ

石油ストーブ（芯出し式・反射式） 粗大ごみ(不燃性) 【す】ストーブ（石油）　を参照
石鹸（せっけん） もやせるごみ
瀬戸物くず もやせないごみ
セロハンテープ もやせるごみ テープカッターはもやせないごみ
洗濯ばさみ もやせないごみ
洗濯物干し竿 粗大ごみ(不燃性)
洗濯物干し台 粗大ごみ(不燃性)
洗濯機 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
栓抜き もやせないごみ
扇風機 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
洗面器 もやせないごみ
洗面台 粗大ごみ(不燃性) 幅が120cm以内のもの

そ 造花（紙、布製） もやせるごみ
造花（その他） もやせないごみ
双眼鏡 もやせないごみ
雑巾 もやせるごみ
掃除機 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
ソースのプラ容器 プラスチックごみ 弁当に入っているもの等
ソックス もやせるごみ
ソファー 粗大ごみ 木製でスプリングが入っていないものは可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ

ソファーベッド 粗大ごみ(不燃性)
ソフトボール もやせないごみ
そり（子供用玩具） もやせないごみ

た 体温計（水銀） 有害ごみ
体温計（電子） もやせないごみ
体重計 もやせないごみ 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のもの
ダイニングセット 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
耐熱ガラス製品 もやせないごみ
タイヤ 販売店 自転車・一輪車のタイヤは、50cmくらいに切って、もやせないごみ
タイヤチェーン 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
タオル（タオルケット） 資源ごみB 衣類　汚れているものはもやせるごみ
竹ぼうき 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るように切ればもやせるごみ
畳（たたみ） 粗大ごみ(可燃性) 直接搬入の場合は１日10枚まで搬入可。
卓球台（家庭用） 粗大ごみ(不燃性) 全て木製のものであれば可燃性の粗大ごみ
脱酸素剤 もやせないごみ
タッパー もやせないごみ
タバコ（吸殻を含む） もやせるごみ 火が完全に消えたことを確認する。
卵パック プラスチックごみ
たわし類（アクリル） もやせるごみ
たわし類（その他） もやせないごみ
たんす 粗大ごみ(可燃性)

ち 地球儀 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
チャイルドシート 粗大ごみ(不燃性)
チャッカマン もやせないごみ 使い切り，風通しの良い所で分解し，ガスを抜く。拠点回収対象品目。【ら】ライターを参照

茶碗 もやせないごみ
チューブ類 プラスチックごみ 歯磨き粉・わさびのチューブ等　汚れが落とせないものはもやせるごみ
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品　目 分別区分 備　　　　　考
チョーク もやせるごみ

つ 使い捨てカイロ もやせるごみ
使い捨てライター もやせないごみ 使い切り、風通しの良いところで分解し、ガスを抜く。拠点回収対象品目。

　 机 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
土 不燃物リサイクルセンター 水分を含まないように乾かす。一輪車一杯程度まで搬入可。
釣り糸 もやせないごみ 50cmくらいに切る。
釣り竿（木製） 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るようにすればもやせるごみ
釣り竿（その他） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋に入るようにすればもやせないごみ

て ＤＶＤ もやせないごみ
ＤＶＤプレーヤー もやせないごみ
ディスプレイ（パソコン用） 直接搬入またはメーカー 不燃物リサイクルセンターへの直接搬入または各メーカーの受付窓口に回収申し込み。

ティッシュペーパー もやせるごみ
ティッシュボックス（紙箱） 資源ごみA 雑誌　ビニールを取り除く
テーブル 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
テーブルクロス（布製） もやせるごみ ビニール製は50㎝×50㎝くらいに切ってもやせないごみ
デスクマット もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
手袋（布・皮製） もやせるごみ
手袋（その他） もやせないごみ
テプラのテープカートリッジ もやせるごみ 使い切ればもやせないごみ
テレビ 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
テレビ台 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
テレホンカード もやせないごみ
電気あんか もやせないごみ
電気温水器 不燃物リサイクルセンター

電気カーペット 粗大ごみ(可燃性) 【か】カーペット　を参照　コントローラ部分は切って、もやせないごみ
電気カーペットカバー もやせるごみ
電気カミソリ もやせないごみ 【か】カミソリ　を参照
電気スタンド もやせないごみ
電気ストーブ 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
電気ピアノ 販売店 弦が付いているもの
電気布団 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入らない大きなもの。コントローラー部分は切って、もやせないごみ
電気布団 もやせるごみ 認定袋にすっぽり入るもの。コントローラー部分は切って、もやせないごみ

電気マッサージ機（いす式） 粗大ごみ(不燃性)
電気毛布 もやせるごみ コントローラー部分は切って、もやせないごみ
電球（白熱灯） もやせないごみ ＬＥＤ電球も含む
電球型蛍光灯 有害ごみ 拠点回収対象品目
電工ドラム 粗大ごみ(不燃性) ドラム部分のみ　5kg未満のものはもやせないごみ　コードは50cmくらいに切って、もやせないごみ

電子辞書・電子手帳 もやせないごみ
電子ピアノ 粗大ごみ(不燃性) 弦が付いていないもの
電子レンジ 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
天体望遠鏡 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
電卓 もやせないごみ
電池 種類による 【か】乾電池【し】充電式電池【に】ニカド電池【ほ】ボタン電池【り】リチウム電池　を参照

テント（家庭用） もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
電動自転車 粗大ごみ(不燃性)
電話機 もやせないごみ ＦＡＸ付きも含む。

と 陶磁器製品 もやせないごみ
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品　目 分別区分 備　　　　　考
豆腐のパック プラスチックごみ
灯油 販売店
トースター もやせないごみ
時計 もやせないごみ
土砂 不燃物リサイクルセンター 水分を含まないように乾かす。一輪車一杯程度まで搬入可。
トタン板 粗大ごみ(不燃性)
どてら（綿入り） もやせるごみ
土鍋（どなべ） もやせないごみ
土のう袋 もやせないごみ
ドライバー もやせないごみ
ドライヤー もやせないごみ
ドラム缶 粗大ごみ(不燃性)
トランクケース 粗大ごみ(不燃性) 【き】キャリーバック　を参照
トランプ（紙製） もやせるごみ プラスチックトランプはもやせないごみ
鳥かご（木製） 粗大ごみ(可燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせるごみ
鳥かご（その他） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
トレイ プラスチックごみ できるだけ店頭回収へ。ついていたラップも含む。
ドレッサー 粗大ごみ(不燃性) 【き】鏡台　を参照

な ナイフ類 もやせないごみ 刃物は、紙等に包んで明記する。
苗木ポッド プラスチックごみ 土は必ず落とす。汚れが落とせないものはもやせるごみ
長靴 もやせないごみ
納豆のパック プラスチックごみ 汚れが落とせないものはもやせるごみ
鍋 もやせないごみ
縄跳び（ビニール類） もやせないごみ 50cmくらいに切る。
縄跳び（布製） もやせるごみ

に ニカド電池 もやせないごみ できるだけお店の回収ボックスへ。
ニッパー もやせないごみ
荷縄（になわ） もやせるごみ
乳酸飲料のプラ容器 プラスチックごみ アルミのふたはもやせないごみ
人形（木、布、紙製） もやせるごみ
人形（プラスチック、金属） もやせないごみ
人形ケース（ガラス製） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ

ぬ ぬいぐるみ もやせるごみ 中に機械が入っているものは、もやせないごみ
布くず もやせるごみ

ね ネクタイ もやせるごみ
猫砂 もやせるごみ 生分解性物質系・シリカゲル系のもの　汚物は取り除く。
猫砂（ベントナイト系） もやせないごみ 汚物は取り除く。
寝袋 粗大ごみ(可燃性) 認定袋にすっぽり入るものは、もやせるごみ
粘土 もやせないごみ 紙粘土はもやせるごみ

の 農薬 販売店
農薬の容器（プラスチック製） プラスチックごみ 必ず洗浄してから出す。
農薬の容器（缶・びん） もやせないごみ 必ず洗浄してから出す。
ノート 資源ごみA 雑誌
ノートパソコン 直接搬入またはメーカー 不燃物リサイクルセンターへの直接搬入または各メーカーの受付窓口に回収申し込み。

のこぎり もやせないごみ 刃を紙等で包んで明記する。
のり缶 資源ごみB あきかん　プラスチック部分は取り除く。
のりびん 資源ごみB あきびん　プラスチック部分は取り除く。
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品　目 分別区分 備　　　　　考
は 灰 清掃センター
パイプベッド 粗大ごみ(不燃性)
バインダー もやせないごみ
ハエたたき もやせないごみ
はかり（家庭用小型） もやせないごみ
白色トレイ プラスチックごみ できるだけ店頭回収へ。汚れを落とす。
はく製 粗大ごみ(可燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせるごみ
バケツ もやせないごみ
はさみ もやせないごみ
梯子（はしご） 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
バスケットゴール 粗大ごみ(不燃性) 購入時の状態まで分解する。簡易なものに限る。
バスマット（布製） もやせるごみ
パソコン 直接搬入またはメーカー 不燃物リサイクルセンターへの直接搬入または各メーカーの受付窓口に回収申し込み。

パソコン付属品 もやせないごみ キーボード、マウス、プリンター等
バッグ もやせないごみ 全て布製のバッグであればもやせるごみ
バッテリー 粗大ごみ(不燃性) 普通自動車までの大きさのものに限る。漁船用・トラック用等は不可
発泡スチロール緩衝材 プラスチックごみ
発泡スチロール箱 プラスチックごみ 割ってもよい。
花ござ もやせるごみ
花火（使用済） もやせるごみ 水に一晩程度浸してから。
花火（未使用） 清掃センター 水に一晩程度浸してから。もやせるごみでは出せません。
歯ブラシ もやせないごみ
歯みがきチューブ プラスチックごみ 汚れを落とす。汚れが落とせないものはもやせるごみ
ばらん もやせないごみ
針 もやせないごみ 紙等に包んで明記する。
針金 もやせないごみ 50cmくらいに切る。
ハンガー もやせないごみ
はんこ（木製） もやせるごみ
はんこ（その他） もやせないごみ
パンスト もやせるごみ

ひ ピアノ 販売店
ビー玉 もやせないごみ
ビーチパラソル 粗大ごみ(不燃性)
ビーチパラソル台 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ビールびん（リターナブルびん） 資源ごみB できる限り販売店へ返却
ピクニックテーブル 粗大ごみ(不燃性)
ひげそり もやせないごみ
ビデオカメラ もやせないごみ
ビデオテープ もやせるごみ 分解せずにそのまま出す。
ビデオテープのケース（プラスチック製） もやせないごみ 紙製はもやせるごみ
ビデオデッキ 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
ビニール傘 もやせないごみ 認定袋からはみ出してもよい。
ビニール合羽 もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
ビニールシート もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
ビニールテーブルクロス もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
ビニール紐 もやせないごみ 50cmくらいに切る。
ビニールプール もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
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品　目 分別区分 備　　　　　考
ビニール袋（レジ袋） プラスチックごみ
ビニール風呂敷 プラスチックごみ
肥料袋（家庭菜園用） プラスチックごみ 汚れが落とせないものはもやせるごみ

ふ ファクシミリ もやせないごみ 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のもの
ファンヒーター（ガス） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ファンヒーター（石油） 粗大ごみ(不燃性) 灯油は必ず空にする。5kg未満のものでも、もやせないごみでは排出不可
フィルム もやせないごみ 50㎝くらいに切る。ネガフィルムも含む。
風船 もやせないごみ 紙風船はもやせるごみ
笛 もやせないごみ
フォーク もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
プチプチ プラスチックごみ 【え】エアクッション　を参照
筆 もやせるごみ プラスチック製のものはもやせないごみ
筆箱 もやせないごみ
ふとん 粗大ごみ(可燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせるごみ
ふとん乾燥機 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ふとんたたき（木製） もやせるごみ 認定袋に入るようにする。
ふとんたたき（プラスチック製） もやせないごみ 認定袋に入るようにする。
フライパン もやせないごみ
ブラインド 粗大ごみ(不燃性)
ぶらさがり健康器 粗大ごみ(不燃性)
プラズマテレビ 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
プラモデル もやせないごみ
フラワースタンド 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ブランコ（幼児用） 粗大ごみ(不燃性)
プランター もやせないごみ 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のもの　土は不燃物リサイクルセンターへ直接搬入

プリンター（パソコン用） もやせないごみ 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のもの
ブルーシート もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
風呂桶 もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
ブロック（コンクリート） 不燃物リサイクルセンター 家屋解体に伴うものを除く。40cm角にして一輪車一杯程度まで搬入可。

フロッピーディスク もやせないごみ
風呂のいす もやせないごみ
風呂ぶた 粗大ごみ(不燃性) 認定袋に入るようにすればもやせないごみ
風呂マット もやせないごみ 50cm×50cmくらいに切る。
文鎮 もやせないごみ

へ ヘアスプレー もやせないごみ 使い切り、風通しのよい場所で穴をあけて、他のもやせないごみとは別の透明袋に入れる

ヘアブラシ もやせないごみ
ヘアピン もやせないごみ
ヘアバンド もやせないごみ
ヘッドフォン もやせないごみ
ベッド 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
ペット砂 もやせるごみ 生分解性物質系・シリカゲル系のもの　汚物は取り除く。
ペット砂（ベントナイト系） もやせないごみ 汚物は取り除く。
ペットフードの缶 資源ごみB あきかん
ペットボトルのフタ プラスチックごみ
ベッドマット 粗大ごみ(可燃性) スプリングの入っているものは不燃性の粗大ごみ
ベビーカー 粗大ごみ(不燃性)
ベビーふとん もやせるごみ
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品　目 分別区分 備　　　　　考
ベビーベッド 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ
ベビーラック 粗大ごみ(不燃性)
ベルト もやせないごみ
ヘルメット もやせないごみ
ペンキ 販売店
便器 不燃物リサイクルセンター 汚物は取り除く。
便座 もやせないごみ 認定袋にすっぽり入るもの　　認定袋に入らないものは不燃性の粗大ごみ

ペンチ もやせないごみ
弁当箱 もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
弁当容器 プラスチックごみ コンビニやスーパーの弁当容器等

ほ ホイール 粗大ごみ(不燃性) タイヤがついている場合は処分不可　【た】タイヤ　を参照
ボイラー 不燃物リサイクルセンター

ほうき もやせないごみ 袋からはみ出してもよい。（30cm程度）
芳香剤（脱臭剤）の容器 プラスチックごみ 中の薬剤が費消されたもの（プラマークがついているもの）
帽子（ぼうし） もやせるごみ
包装紙 資源ごみA 雑誌
包帯 もやせるごみ
防虫剤 プラスチックごみ 中の薬剤が費消されたもの（プラマークがついているもの）
包丁 もやせないごみ 紙等に包んで明記する。
ボウリングのボール 粗大ごみ(不燃性)
ボウル（台所用品） もやせないごみ
ホース もやせないごみ 50cmくらいに切る。
ホースリール 粗大ごみ(不燃性) リール部分のみ　5㎏未満のものはもやせないごみ　ホース部分は【ほ】ホース参照
ポータブルトイレ 粗大ごみ(不燃性) 【お】おまる　を参照
ボール もやせないごみ 空気の抜けるものは抜く。
ボールペン もやせないごみ
歩行器（幼児用） 粗大ごみ(不燃性)
ボタン電池 もやせないごみ できるだけお店の回収ボックスへ
ホッチキス（ステープラ） もやせないごみ 針ももやせないごみ
ポット もやせないごみ
ホットカーペット 粗大ごみ(可燃性) 【て】電気カーペット　を参照
ホットプレート 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5kg未満のものはもやせないごみ
ボトル缶 資源ごみB あきかん　フタはもやせないごみ
ほ乳びん もやせないごみ
ポリタンク もやせないごみ
ポリバケツ もやせないごみ
保冷剤 もやせるごみ ハードケース型を含む。
本 資源ごみA 雑誌
本立て もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
本棚 粗大ごみ 木製のものであれば可燃性の粗大ごみ　その他は不燃性の粗大ごみ

ま マウス（パソコン用） もやせないごみ
マウスパッド もやせないごみ 紙製のものはもやせるごみ
マグネット（磁石） もやせないごみ
まくら もやせるごみ
まくらカバー もやせるごみ
孫の手 もやせるごみ プラスチック製のものはもやせないごみ
枡（ます） もやせるごみ
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品　目 分別区分 備　　　　　考
マスク もやせるごみ
マッサージ機 もやせないごみ 認定袋に入らない大きなものは不燃性の粗大ごみ
マッチ（使用済） もやせるごみ
マッチ（未使用） 清掃センター 水に一晩程度浸してから。
マットレス 粗大ごみ(可燃性) スプリングの入っているものは不燃性の粗大ごみ
窓ガラス もやせないごみ ガラスのみ　紙等に包んで明記する。
マフラー もやせるごみ
まな板（木製） もやせるごみ
まな板（その他） もやせないごみ
マニキュアびん もやせないごみ 中身を使い切ってから出す。
豆電球 もやせないごみ
マヨネーズの容器 プラスチックごみ 汚れが落とせないものはもやせるごみ
万年筆 もやせないごみ
万歩計 もやせないごみ

み みかんネット プラスチックごみ
ミキサー もやせないごみ
ミシン 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
水枕 もやせないごみ 水は抜く。
ミニコンポ もやせないごみ

む 虫かご もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
蒸し器（木製） もやせるごみ
蒸し器（その他） もやせないごみ
虫めがね もやせないごみ
むしろ もやせるごみ 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のもの

め メガネ もやせないごみ
メガネケース もやせないごみ 木製のものはもやせるごみ
メガホン もやせないごみ
目薬の容器 プラスチックごみ 中身を使い切ってから出す。
メジャー もやせないごみ
メモリーカード もやせないごみ

も 毛布 資源ごみB 衣類　汚れているものはもやせるごみ
モップ（木製） 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るようにすればもやせるごみ
モップ（その他） 粗大ごみ(不燃性) 認定袋に入るようにすればもやせないごみ
モップの繊維部分 もやせるごみ
物干し竿 粗大ごみ(不燃性)
物干し台 粗大ごみ(不燃性)

や やかん もやせないごみ
野球グローブ もやせるごみ
野球バット（木製） もやせるごみ 認定袋からはみ出してもよい。
野球バット（その他） もやせないごみ 認定袋からはみ出してもよい。
野球ボール もやせないごみ

ゆ ＵＳＢメモリー もやせないごみ
湯たんぽ もやせないごみ
指輪 もやせないごみ

よ 浴槽 不燃物リサイクルセンター 解体に伴うものは除く。
葦簀（よしず） 粗大ごみ(可燃性) 認定袋に入るようにすればもやせるごみ

ら ライター もやせないごみ 使い切り、風通しのよいところで分解し、ガスを抜く。拠点回収対象品目
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品　目 分別区分 備　　　　　考
ラケット（木製） もやせるごみ ガットははずして、もやせないごみ
ラケット（その他） もやせないごみ
ラジオ もやせないごみ
ラジカセ 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ
ラップ プラスチックごみ
ラムネのビン 資源ごみB あきびん　中のビー玉はもやせないごみ　ビー玉が取れない場合はまとめてもやせないごみ

ラムネのボトル 資源ごみB ペットボトル　中のビー玉はもやせないごみ　ビー玉が取れない場合はまとめてもやせないごみ

ランドセル もやせないごみ
り リコーダー もやせないごみ
リチウム電池 もやせないごみ できるだけお店の回収ボックスへ
リモコン もやせないごみ 乾電池は取り除いて有害ごみ
旅行用バック 粗大ごみ(不燃性) 認定袋にすっぽり入り、5㎏未満のものはもやせないごみ

る ルームランナー 粗大ごみ(不燃性)
れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電４品目 購入店または㈱鈴友（☎382-1155）
冷風機 粗大ごみ(不燃性)
レコード盤 もやせないごみ
レジ袋 プラスチックごみ
レジャーシート もやせないごみ 50㎝×50㎝くらいに切る。
レトルト食品の袋 プラスチックごみ 汚れが落ちないものはもやせるごみ
レンガ 不燃物リサイクルセンター 家屋解体に伴うものを除く。一輪車一杯程度まで搬入可。
レンジフード（アルミ製） もやせないごみ

ろ ローソク もやせるごみ
ロープ（麻製・布製） もやせるごみ
ロープ（その他） もやせないごみ 50cmくらいに切る。
ローラースケート もやせないごみ
ロール袋 プラスチックごみ レジ後のサッカー台にある薄手のビニール袋

わ ワープロ もやせないごみ
ワイパー もやせないごみ
輪ゴム もやせないごみ
綿 もやせるごみ
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