
分  別  区  分 注  意  事  項 出し方のﾎﾟｲﾝﾄ
　

は バーベキューコンロ 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

バーベル（バーと重り
が一体）

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

バーベルの重り 燃えないごみ（その他）

排尿パック　 燃えるごみ ★汚物をトイレに流して

廃油・塗料　 燃えるごみ ★布・紙などに染み込ませて

バケツ（プラスチック製） 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

パソコンキーボード　 受入不可

●パソコンと一緒にメーカーに引
き取りを依頼する
●パソコンがなくキーボードのみ
の場合は、燃えないごみ（その
他）で出す

パソコンディスプレイ
一体型　

受入不可
●メーカーに引き取りを依頼す
る

パソコンラック 粗大ごみ

バター等の容器（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

バター等の容器（紙製） 燃えるごみ

はたき（掃除用品）　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

発炎筒　 燃えるごみ
★水に浸し、発火しないように
して出す

バッテリー　 受入不可
●メーカー・販売店等に引き取り
を依頼する

発電機（携帯用） 粗大ごみ
★燃料を使うものは、燃料をき
れいに抜く

バット（金属製）　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

バット（木製・プラスチッ
ク製）　

粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

発泡スチロール（箱・緩
衝材など）

プラスチック製容器包装
●製品の容器包装以外のもの
（保冷容器として購入したもの
等）は、燃えるごみで出す

花火　 燃えるごみ
★水に浸し、発火しないように
して出す

パネルヒーター　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

パフ（化粧用） 燃えるごみ

歯ブラシ 燃えるごみ
●電動歯ブラシは燃えないごみ
（その他）で出す（電池は有害ご
みへ）

歯磨き粉のチューブ　 プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす（半分
に切って洗って出しても可）

刃物類（はさみ・包丁・
かみそりなど）

燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで出す

パラソル　 粗大ごみ
★布部分と骨部分を分けて出
す

バラン（弁当用仕切り） 燃えるごみ

針（裁縫用など）　 燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで出す

ご　み　分　類　早　見　表　　(は行）
品    目    名
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針金 燃えないごみ（その他）

ハンガー（金属製） 燃えないごみ（その他）
★たくさんある場合は、ハン
ガーをくくる

ハンガー（木・プラス
チック製）

燃えるごみ

ハンカチ 燃えるごみ

飯ごう 燃えないごみ（その他）

絆創膏（ばんそうこう） 燃えるごみ

はんだ 燃えないごみ（その他）

はんだごて　 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

パンチ（穴あけ） 燃えないごみ（その他）

パンプス（靴） 燃えるごみ

　

は
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ひ ＢＳアンテナ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

ＢＳチューナー　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ＰＨＳ　 燃えないごみ（その他）
●できるだけ販売店に返却する
（資源化ルートがある）

★電池は、外して有害ごみへ

ピアノ　 粗大ごみ ●販売店に相談

ビーチパラソル　 粗大ごみ
★布部分と骨部分と分けて布
部分は燃えるごみ

ビールケース　 粗大ごみ ●できるだけ販売店等へ

ビールびん　 燃えないごみ（びん類） ●できるだけ販売店等へ ★中を軽く水洗いする

ビールびんのふた 燃えないごみ（その他）

ビデオカメラ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電池は、外して有害ごみで
出す

ビデオテープ(ケースを
含む）

燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器
包装ではないので、燃えるごみ
へ

ビデオデッキ　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ひな人形（人形のみ） 燃えるごみ

ひな人形セット 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ひな段 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ビニールテープ 燃えるごみ

ビニール手袋 燃えるごみ

ビニールひも 燃えるごみ ●50cm未満に切断

火バサミ 燃えないごみ（その他）

ひも（紙） 燃えるごみ ●50cm未満に切断

ひも・バンド（プラスチッ
ク製）　

燃えるごみ ●50cm未満に切断

肥料 燃えるごみ
●できるだけ使用する。仕方が
ない場合、燃えるごみで出す

肥料袋（プラスチック
製）　

プラスチック製容器包装
●事業（農業等）に伴って出たも
の（農産物の出荷等）は受入不
可

★中をきれいに洗って乾かす

肥料袋（紙製） 燃えるごみ
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ふ ファクシミリ　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ファンヒーター　 粗大ごみ
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ
★燃料はきれいに抜く

フィルム（ネガ） 燃えるごみ

ブースターケーブル
（自動車用品）　

燃えないごみ（その他） ★束ねて出す

風船 燃えるごみ

封筒　 古紙類（ざつ紙）
●ビニール製の窓付きのもの
は、ビニール部分を取り除く

★小さいものは、紙袋等に入
れて、チラシ等と一緒にくくる

封筒（ビニール製）　 燃えるごみ

プール（ビニール製遊
戯具）　

粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

フォーク　 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

ふきん 燃えるごみ

ふすま 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ふた（紙製） 燃えるごみ

ふた（プラスチック製容
器）

プラスチック製容器包装
●小さいものは燃えるごみで出
す

★きれいに洗って乾かす

ふた（金属製） 燃えないごみ（その他）

ブックカバー 燃えるごみ

筆箱　 燃えないごみ（その他）
●木・布・プラスチック製は、燃え
るごみで出す

不凍液の容器（プラス
チック製）

プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

布団（子供用を含む）　 粗大ごみ
★布団は1枚座布団・毛布は5
枚までに梱包

布団カバー 粗大ごみ
★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

布団乾燥機　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

布団たたき（木製）　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

布団袋 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す　

★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる

フライパン・鍋・やかん 燃えないごみ（その他）

ブラインド 粗大ごみ

フライ返し　 燃えないごみ（その他）
●金属製以外のものは、燃える
ごみで出す

プラグ（自動車用品） 燃えないごみ（その他）

ブラシ・櫛（木・プラス
チック製）　

燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

プラスチック製収納箱　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す　

プラモデル 燃えるごみ
★電池は、外して有害ごみで
出す

ブランコ（子供用遊具）　粗大ごみ

プランター（プラスチック
製）　

燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ぶら下がり健康器 粗大ごみ
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ふ プリンター　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

プリンなどの容器（プラ
スチック製）

プラスチック製容器包装 ★きれいに洗って乾かす

プリンなどの容器（紙
製）

燃えるごみ

ブルーシート　 粗大ごみ
●50cm未満に切断すれば燃え
るごみ

風呂いす　 燃えるごみ
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

風呂釜　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

ブロック（レンガを含む）
燃えないごみ
（陶器・ガラス類）

●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

フロッピーディスク
（ケース含む）

燃えるごみ
●ケースもプラスチック製容器包
装ではないので、燃えるごみへ

風呂の蓋 粗大ごみ

プロパンガスボンベ　 受入不可
●販売店等に引き取りを依頼す
る

ぶんちん（文鎮） 燃えないごみ（その他）

噴霧器　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃えな
いごみ（その他）で出す
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へ ヘアースプレー　 燃えないごみ（缶類）

★使いきって、穴は空けなくて
もよい

ヘアースプレーの
キャップ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

プラスチック製容器包装

ヘアピン 燃えないごみ（その他）

ベッド　 粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

ペットシート 燃えるごみ

ペットの運搬ケース
（ケージ）

粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外→燃えるごみ

動物の死体　 燃えるごみ
●大型のもの(鹿等）はきれいセ
ンターに相談する

ペットの小屋 粗大ごみ

●指定袋に入るもので
　◇金属製
　　　　→燃えないごみ（その他）
　◇金属製以外→燃えるごみ

ペットボトル プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★中を軽く水洗いする
★キャップ、ラベルは取り外す

ペットボトルのキャップ・
ふた

プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★軽く水洗いする

ペットボトルのラベル プラスチック製容器包装

ヘッドホン 燃えないごみ（その他）
★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ベッドマットレス　 粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

ベッドマットレスと一体
のベット　

粗大ごみ
★布部分とバネ部分を分けて
出す

弁当の容器 プラスチック製容器包装
●汚れが落ちないものは、燃え
るごみで出す

★軽く水洗いする
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包丁 燃えないごみ（その他） ★厚紙などで包んで

ボールペン 燃えるごみ

ボールペンの芯 燃えるごみ

木刀 粗大ごみ

ポケットティッシュ 燃えるごみ

歩行器（子供用遊具）　 粗大ごみ

ボストンバック　 粗大ごみ
●指定袋に入るものは、燃える
ごみで出す

ボタン　 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

ボタン電池　 受入不可 ●販売店・協力店の回収箱へ

ホッチキス 燃えないごみ（その他）

ポット　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す　

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ホットカーペット　 粗大ごみ

★長さ1.8ｍ以下、重さ10kg以
内にして、くくる
★電気コードは、根元で切断
し、束ねて燃えないごみへ

ホットプレート　 燃えないごみ（その他）
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ボディブラシ（プラス
チック製）

燃えるごみ

ポテトチップの袋
（アルミ蒸着型）

プラスチック製容器包装
●汚れが取れないものは、燃え
るごみで出す

★きれいに洗って乾かす

ポリタンク　 粗大ごみ ★中身をすべて抜いて

ポリバケツ　 燃えるごみ

●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

ポリ袋 燃えるごみ

ボウル（器）　 燃えるごみ
●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す

ボール（野球用等） 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

本　 古紙類（雑誌）
★重さ10ｋｇ以内にして、十文
字にくくって出す

本立て
（木・プラスチック製） 

燃えるごみ

●金属製のものは、燃えないご
み（その他）で出す
●指定袋に入らないものは、粗
大ごみで出す

本棚（家具） 粗大ごみ

ポンプ 燃えるごみ
●タンク等から灯油等を手動で
汲むもの

ポンプ 燃えないごみ（その他）
●タンク等から灯油等を電動で
汲むもの

★電池は、外して有害ごみで
出す

ポンプ（電気式）　 粗大ごみ
●業者に依頼して発生したもの
は受入不可（産業廃棄物）

★電気コードは根元で切断し、
束ねて燃えないごみへ

ほ乳瓶 燃えないごみ（その他）
●プラスチック製のものは、燃え
るごみで出す

　

ほ


