
品　　　目 構成・素材等 分別区分 分別方法・出し方のアドバイス

ま
行

骨抜き 金属 金物類 魚の骨抜き

ポリタンク プラスチック 燃やすごみ 専用袋に入らないものは粗大ごみ。灯油タ
ンクは灯油を完全に抜く

ポリバケツ プラスチック 燃やすごみ 金属は取り除く

ポリ袋 ビニール 容器プラ

自分で購入したポリ袋や商品ではなく役務
（サービス）の提供に伴う容器包装は燃や
すごみになります。営農用は産業廃棄物で
す。（農業用ビニール欄参照）

保冷剤 ゲル（ジェル）状 燃やすごみ 中身が液体のものは埋立
ポロシャツ 衣類 古布
ぼろ布 布 古布 裁断クズと汚れのひどいものは燃やすごみ

ホワイトボード（白板） プラスチック製 粗大ごみ プラスチック製や木製で専用袋に入れば燃
やすごみ

本 紙 雑紙 ひもで十文字にしばる。ナイロン表紙は切
り除き燃やすごみ

盆飾り 複合素材 材質ごとに分別

盆提灯・盆灯篭など、面倒でも材質ごとに
分別。紙製木枠提灯・房は燃やすごみ、金
属類・ソケット付き電気コードは金物類、
電球は埋立、プラスチックは燃やすごみ

本棚 大型ごみ 粗大ごみ

ボンドの容器
金属製チューブ 埋立
プラスチック 容器プラ 中身は使い切る

ポンプ
水中ポンプ 粗大ごみ
灯油汲出し用 燃やすごみ 電池式の電池は取り除く

ボンベ 着脱式缶以外 収集しない ガス店に引取ってもらう
ま

マーカーペン（蛍光ペン） プラスチック 燃やすごみ

マーガリンの容器

紙箱 紙製容器 あり

シート 埋立・燃やすごみ アルミシートは埋立、紙シートは燃やすご
み

プラスチック 容器プラ 中を洗う
麻雀牌（マージャンパイ） 複合素材 燃やすごみ
麻雀卓 大型ごみ 粗大ごみ
麻雀ケース・マット プラスチック 燃やすごみ
マイク 電化製品 廃家電

マイクスタンド 大型ごみ 金物類 金属製は氏名を記入した荷札を付けて金物
類へ。プラスチックは燃やすごみ

マウス（パソコン用） パソコン用品 廃家電 パソコン欄参照
マウスパッド パソコン用品 燃やすごみ
巻尺 プラスチック 燃やすごみ 金属は取り除く
薪ストーブ 大型ごみ 粗大ごみ
マグカップ 陶器 埋立

マグネット（磁石） 磁石 埋立
冷蔵庫などにメモ用紙などを貼り付けるプ
ラスチック付き磁石。マグネットシートも
含む
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枕

枕袋・中身 布団 枕袋と中身（詰め物）を分離せずそのまま
出す

中身（そば殻） 燃やすごみ
枕袋を切り中身を取出す。枕袋は古布中身（スポンジ・プ

ラ） 燃やすごみ

枕カバー 布 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ

孫の手 木・竹
プラスチック 燃やすごみ

マジックペン
ガラス・鉄 埋立
プラスチック 燃やすごみ

升（ます） 木・プラスチック 燃やすごみ
マスカラ プラスチック 燃やすごみ できるだけ使い切る
マスク 布 燃やすごみ
マチ針 金属 金物類 空き缶などに入れる
松飾り 紙 燃やすごみ
マッサージ機（電動） 電化製品 粗大ごみ（有料家電） 廃家電も参照
マット 大型の敷物 粗大ごみ
マットレス 寝具 布団
窓ガラス ガラス 埋立
まな板 木・プラスチック 燃やすごみ

マニキュア容器
ガラス 埋立
プラスチック 燃やすごみ

マフラー 衣類 古布

魔法びん ガラス 粗大ごみ 大小にかかわらず粗大ごみ。電気ポットも
粗大ごみ（有料家電）

豆炭あんか 暖房器具 粗大ごみ
豆電球 電球 埋立 グローランプも埋立
マヨネーズの容器 プラスチック 容器プラ チューブ中を洗う。ふたも容器プラ

マルチ ビニール 燃やすごみ 営農用は産業廃棄物のため収集しない（農
業用ビニール欄参照）

マレットゴルフの道具 スポーツ用品 粗大ごみ
漫画本 紙 雑紙 ひもで十文字にしばる
マンガン乾電池 乾電池 有害ごみ
万年筆 文房具 燃やすごみ 金属は取り除き金物類
万歩計（歩数計） 電化製品 廃家電

み
みかんネット袋 プラスチック 容器プラ
ミキサー 電動 粗大ごみ（有料家電）

ミシン
足踏み式 金物類 袋に入らない大型のものは氏名を記入した

荷札を付けて出してください
電化製品 廃家電

水引 紙 燃やすごみ
味噌の容器 プラスチック 容器プラ 中を洗う。アルミシートも容器プラ

ミニカー
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ
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耳かき
木・竹・プラスチッ
ク 燃やすごみ

金属 金物類

民芸ミニ提灯（ちょうち
ん）・土産用

紙・木・房・プラス
チック 燃やすごみ 上下筒状枠（加輪・重化）、火袋の張り紙

ビニール提灯

金属 金物類 半円状の吊り手、ろうそく立て、弓張り提
灯の弓状（持ち手）

ミルクの缶（粉ミルク）
缶 金物類
スプーン 燃やすごみ
ふた 容器プラ

む
ムース（整髪）スプレー
缶

スチール缶 金物類 必ず穴をあける（金物類のページ参照）
ふた 容器プラ

麦わら帽子 プラスチック 燃やすごみ

虫かご
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ

蒸し器（せいろ）
木・竹 燃やすごみ
金属 金物類

虫眼鏡 ガラス 埋立
め

名刺 紙 燃やすごみ

名刺入れ
金属 金物類
革・プラスチック 燃やすごみ

眼鏡 複合素材 埋立 レンズがプラスチックは燃やすごみ、ガラ
スは埋立

眼鏡ケース 布・革・プラスチッ
ク 燃やすごみ 眼鏡拭きは古布

メガホン プラスチック 燃やすごみ

目薬の容器
紙箱 紙製容器 あり

プラスチック 容器プラ 薬は使い切る。携帯ケース・ビニール袋も
容器プラ

目覚し時計 電池式・電気コンセ
ント付 廃家電 電池は取り除く

メジャー（巻尺）
複合素材 燃やすごみ 金属は取り除く
金属 金物類

メモリーカード
（SDカード） 複合素材 廃家電

免許証 紙 燃やすごみ 不正使用を避けるためハサミで切る
綿棒（めんぼう） 木・紙・綿 燃やすごみ

も

毛布
寝具 古布 厚手、薄手どちらも古布
電気 粗大ごみ（有料家電）

モーター 金物類 専用袋に入らないものは氏名を記入した荷
札を付けて出す

木製玩具（おもちゃ） 木 燃やすごみ
餅つき機 電化製品 廃家電
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木工ボンドの容器 プラスチック 容器プラ 使い切る。ふたも容器プラ

モップ

柄が木 燃やすごみ 金属は取り除く

柄が金属 金物類 専用袋に入らないものは氏名を記入した荷
札を付けて出す

柄がプラスチック 粗大ごみ・燃やすご
み

金属付きで専用袋に入らないものは粗大ご
み。金属なしで袋に入れば燃やすごみ

パイル（ぞうきん） 燃やすごみ 金属付きパイル（ぞうきん）は粗大ごみ

ものさし
木・竹・プラスチック 燃やすごみ
金属 金物類

物干し竿（さお） 竹・金属・プラスチッ
ク 粗大ごみ 木製・竹製は切り燃やすごみ

物干し台 複合素材 粗大ごみ 屋内用組立て式は分解して材質で分別
や

やかん 金属 金物類 ふたの取っ手（着脱可能なもの）はドライ
バーで取外して燃やすごみ

焼き物 陶磁器 埋立 フリーマーケッやリサイクル店を利用しま
しょう

野球ボール 硬式・軟式 燃やすごみ

薬品びん
（劇薬・農薬以外）

びん 埋立 薬品は使い切る。劇薬・農薬は収集しない
（JA に相談を）

ふた・包装フィルム 容器プラ

ヤクルトの容器
本体 容器プラ 中をよくゆすぐ
アルミぶた 埋立

野菜の袋 ビニール 容器プラ 汚れがあれば洗う

やすり

角質・爪用 材質ごとに分別 金属製は金物類、プラスチック製は燃やす
ごみ、その他は埋立

紙 燃やすごみ

工具 廃家電・金物類 電動式は廃家電。工具は金物類（木柄が長
いものは切る）

ヤッケ（合羽） プラスチックビニー
ル 燃やすごみ

ゆ
USBメモリー 複合素材 廃家電
湯かき棒 木・プラスチック 燃やすごみ
浴衣 衣類 古布

床ワックス容器
缶 金物類
びん 埋立 プラスチックぶたは容器プラ
プラスチック 容器プラ 中をゆすぐ。中身を入れたまま出さない

雪かき 除雪器具 粗大ごみ 木製やプラスチック製は切断して収集袋に
入れば燃やすごみへ

湯たんぽ
金属 金物類
プラスチック 燃やすごみ
カバー 古布 汚れのひどいものは燃やすごみ




