
品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

ハードディスク
レコーダー

高品位小型家電
年１回、リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

ハーベストオイル 収集不可

◎中身、容器とも収集不可。
→販売店または処理業者へお問い合わせください。
　（※「農薬」「農業容器」参照）

※ＥＭ菌を利用した生ごみ処理容器にリサイクル可能なため、
ご提供可能な場合は、生活環境課までお知らせください。

灰皿 金物の日（埋立てごみ）
ガラス製や陶器のものはビンの日（埋立てごみ）に
出してください。

パイプ椅子 粗大ごみ

パイプベッド 粗大ごみ

秤
（はかり）

金物の日（埋立てごみ）
家庭用で大型のものは粗大ごみへ。
仕事用のものは処理業者へ。

羽子板 燃料ごみ 金属部分は取り外して出してください。

バイク 収集不可 購入店にご相談ください。

バインダー
（紙製ファイル）

紙の日

金属部分・プラスチックは取り除いてください。
取れない場合は金物の日（埋立てごみ）に出してください。
厚紙の台紙が入ったビニールカバーや布カバーは
燃料ごみに出してください。

バーベキューコンロ 粗大ごみ

白熱球 ビンの日（埋立てごみ） 紙のケースか透明袋に入れて出してください。

バケツ
（金属製）

金物の日（資源） 洗って出してください。

バケツ
（プラスチック製）

金物の日（埋立てごみ） 大型のものは粗大ごみに出してください。

はさみ類 金物の日（埋立てごみ）
刃の部分を保護する、または金属容器に
入れて｢はさみ｣等と明記して出してください。

箸
（はし）

燃料ごみ

柱時計 金物の日（埋立てごみ）

梯子
（はしご）

粗大ごみ

バスケットゴール 粗大ごみ

家庭用のものに限ります。支柱が分解・切断可能であれば、
できる限り行ってください。また土台部分に砂や水が
入っている場合は取り除いてください。高さ３ｍを超える
大型のものである場合は生活環境課まで問い合わせくださ
い。

パソコン 高品位小型家電
希少金属を含む、家庭で不要となった小型家電の回収を
年度内に１回実施します。
収集日等は広報などでお知らせします。

パソコンラック 粗大ごみ

パチンコ台 粗大ごみ 家庭用のみ収集可。

バッグ
（皮・布製）

金物の日（埋立てごみ）
チャック等金属部品や硬いプラスチック部品のないものは
燃料ごみへ出してください。

は

５０音別ごみ・資源分別表（は行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（は行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

バッグ
（ビニール・合皮製）

金物の日（埋立てごみ）
チャック等金属部分のないものは
燃料ごみへ出してください。

バッテリー 収集不可 購入店か処理業者にお問い合わせください。

バット
（台所用品）

金物の日（資源）
プラスチック製のものは金物の日（埋立てごみ）に
出してください。

バット
（野球用品）

粗大ごみ

バットケース 粗大ごみ

発泡スチロール ビンの日（資源）
箱型のものはこぶし大に切ってください。
付着したシール等は外してください。
汚れたものは燃料ごみへ出してください。

発泡スチロール容器
（弁当の容器など）

資源プラスチック
きれいに洗って出してください。ニオイの取れない場合や、
汚れの落ちない場合は燃料ごみに出してください。

花火
（使用済み）

燃料ごみ 未使用のものは収集不可。

歯ブラシ 燃料ごみ

歯磨きチューブ 資源プラスチック 使い切ってから出してください。

刃物類 金物の日（埋立てごみ）
刃の部分を保護する、または金属容器に
入れて｢刃物｣と明記して出してください。

針 金物の日（埋立てごみ） 金属容器等に入れて「針」と明記して出してください。

針金 金物の日（埋立てごみ）

針箱 金物の日（埋立てごみ）
裁縫針や釣針が残っている場合は金属容器等に入れて
「針箱」と明記して出してください。

バルサン
（くん煙殺虫剤）

金物の日（埋立てごみ）

ハンガー 金物の日（埋立てごみ）

ハンガー
（回転式）

金物の日（埋立てごみ）

はんこ 燃料ごみ

飯ごう 金物の日（資源） 洗って乾かしてから、出してください。

半紙 紙の日 墨のついたものもＯＫです。

ピアノ 収集不可 購入店か処理業者にお問い合わせください。

ビー玉 ビンの日（埋立てごみ）

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビールびん ビンの日（資源）
洗って乾燥させてから出してください。
キャップは金物の日（埋立てごみ）に出してください。

ビニールカッパ 燃料ごみ
金属部分等は取り外して
５０cm以内に切って出してください。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（は行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

ビニールシート 燃料ごみ
金属部分は取り外して
５０cm四方以内に切って出してください。
大型のものは、折りたたんで粗大ごみに出してください。

ビニールプール 燃料ごみ
５０ｃｍ四方以内に切って、出してください。
無理な場合は、粗大ごみに出してください。

ビニール風呂敷 資源プラスチック 匂い・汚れの取れないものは燃料ごみへ。

肥料袋 収集不可
産業廃棄物。透明なものはワレモノ等の排出の際の袋として
代用できますが、袋だけの排出は不可。

ビデオカメラ 小型家電
デジタルビデオカメラは年１回、
リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

ビデオテープ 金物の日（埋立てごみ）

ビデオデッキ 粗大ごみ ４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

火鉢 粗大ごみ 灰は収集不可。（畑などでご利用ください）

百科辞典 紙の日
紙製の収納ケースも一緒に出せます。
取り外せるビニールカバーは資源プラスチックへ。

ひも類 燃料ごみ
５０ｃｍ以内に切って、出してください。
ロープは、金物の日（埋立てごみ）に出してください。

ピンポン玉 資源プラスチック

 ファスナー 金物の日（埋立てごみ）

ファックス一体型電話機
（家庭で使用のもの）

高品位小型家電
年１回、リサイクルセンターへ直接持込みできます。
収集日等は広報などでお知らせします。

ファンシーケース 粗大ごみ ４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

ファンヒーター 粗大ごみ 燃料は抜いて出してください。

フィルム
（ネガ・ポジ･スライド）

燃料ごみ ５０ｃｍ以内に切って、出してください。

フォーク
（台所用品）

金物の日（埋立てごみ）

笛
（木製・竹製）

燃料ごみ
プラスチック製のものは金物の日（埋立てごみ）に
出してください。

ふすま 粗大ごみ

筆 燃料ごみ

筆入れ（布製含む） 燃料ごみ
硬いプラスチックや金属部分は取り除いてください。
取り除けない場合は金物の日（埋立てごみ）に出してください。

布団 燃料ごみ
晴天の収集日に、ひもなどでしばって丸めるなどして
出してください。

布団乾燥機 粗大ごみ

ぶら下がり健康機 粗大ごみ

フライパン 金物の日（資源）
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（は行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

ブラインド 粗大ごみ

ブランコ
（幼児用）

粗大ごみ

プラスチック波板 粗大ごみ
４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。
仕事で出たものは処理業者へ。

プラスチック容器（卵や
豆腐の容器など）

資源プラスチック 匂い・汚れの取れないものは燃料ごみへ。

プラモデル 金物の日（埋立てごみ）
紙箱は紙の日（ダンボール）へ。
汚れのない部品の包装袋は資源プラスチックへ。

プランター
(木製)

燃料ごみ
４５ℓのごみ袋に入らないものは粗大ごみに出してください。
土は収集不可。

プランター
(プラスチック製)

金物の日（埋立てごみ）
４５ℓのごみ袋に入らないものは粗大ごみに出してください。
土は収集不可。

プリンター 粗大ごみ
家庭用に限る。業務用は収集不可。
４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

ブルーシート 粗大ごみ
家庭用のみ収集可。４５ℓのごみ袋に入るものは
金物の日（埋立てごみ）でも可。

プレーヤー 粗大ごみ ４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

ブロアモーター
（トイレ）

粗大ごみ ４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

フロッピーディスク 金物の日（埋立てごみ）

フロッピーケース 金物の日（埋立てごみ）

風呂がま（バスタブ） 粗大ごみ
自分で取り外したものについて収集可。
※業者が取り外したものは、業者で処分。

風呂ぶた
（木製）

粗大ごみ

風呂ぶた
（プラスチック製）

粗大ごみ ４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。

風呂マット 燃料ごみ
５０ｃｍ四方に切って出してください。
できない場合は、粗大ごみへ。

噴霧器
（手動式）

粗大ごみ
家庭から排出されたもののみ収集可。
エンジンの付いたものは収集不可。
農業系（農薬を散布したもの）は収集不可。

文鎮
（ぶんちん）

金物の日（埋立てごみ）
ガラス製のものはビンの日（埋立てごみ）に出してください。
自然石のものは収集不可。

ヘアーブラシ 燃料ごみ
ブラシ部分が金属のものや、厚さ３ｃｍ以上の硬い柄が
ついているものは金物の日（埋立てごみ）へ。

ヘッドホン 金物の日（埋立てごみ）

ベッド 粗大ごみ

ベッドマット 粗大ごみ

ペットボトル ビンの日（資源）
キャップは取り除いて小袋に入れて出してください。
洗って乾燥させてから、出してください。

ベニヤ板 粗大ごみ 建築廃材は収集不可。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（は行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

ベビーバス 粗大ごみ

ベビーベッド 粗大ごみ

ヘルスメーター 金物の日（埋立てごみ） ４５ℓのごみ袋に入らないものは、粗大ごみに出してください。

ベルト 燃料ごみ
金属部分は取り除いてください。
５０ｃｍ程度に切って出してください。

ヘルメット 金物の日（埋立てごみ）

ペンキ缶 金物の日（埋立てごみ）
ペンキが使い切れない場合は、ふたを開けて中身が
固まるまで乾燥させてから出してください。
仕事で出たものは処理業者へ。

ペンキ缶
（スプレー缶タイプ）

金物の日（埋立てごみ）
使い切って穴を開けてから出してください。
仕事で出たものは処理業者へ。

ペンチ 金物の日（埋立てごみ）

ペン類 金物の日（埋立てごみ）

ほうき 燃料ごみ
金属のついているものや４５ℓのごみ袋に入らないものは、
粗大ごみに出してください。

帽子 燃料ごみ

ホイール
（自動車用）

収集不可

ホース
(農業用)

収集不可 産業廃棄物

ホース
(家庭用)

燃料ごみ
５０ｃｍ程度に切って出してください。
切断が困難な場合は金物の日（埋立てごみ）か
粗大ごみに出してください。

ポータブルガスボンベ 金物の日（資源）
使い切って穴を開けて出してください。
穴開けは風通しがよく火の気のない場所で行ってください。

ポータブルトイレ
（便器）

粗大ごみ

包丁 金物の日（埋立てごみ）
刃の部分を保護してまたは金属容器に
入れて｢刃物｣と明記して出してください。

包丁研ぎ器 ビンの日（埋立てごみ） 金属部品が入っているものは金物の日（埋立てごみ）へ。

ボイラー 粗大ごみ
燃料を抜いて出してください。
業者取替分は収集不可。

ボウリングの球 金物の日（埋立てごみ）

ボウル（台所用品）
（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

金物の日（埋立てごみ）

ボール
（スポーツ用品・玩具）

燃料ごみ
柔らかいゴム等でできたもののみ収集可。
ソフトボール、ゴルフボール、野球ボールは
金物の日（埋立てごみ）へ出してください。

ボールペン 金物の日（埋立てごみ）

ホーロー鍋 金物の日（資源） 洗ってから出してください。
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品　目 分　類 備考（出し方の注意等）

５０音別ごみ・資源分別表（は行）
※　　　　は「資源持込」の日に持込可能な品目です。

歩行器
（幼児用）

粗大ごみ

ポット
（魔法瓶）

金物の日（埋立てごみ）

ホットカーペット 粗大ごみ

哺乳びん
（ガラス製）

ビンの日（埋立てごみ）
洗って乾かしてから出してください。
硬いキャップは金物の日（埋立てごみ）へ。
ゴム乳首は外して燃料ごみへ。

哺乳びん
（プラスチック製）

金物の日（埋立てごみ） ゴム乳首は外して燃料ごみへ。

ポリタンク 粗大ごみ
４５ℓのごみ袋に入るものは金物の日（埋立てごみ）でも可。
中身は抜いてから出してください。

ポリ袋
（パンなどの袋）

資源プラスチック 匂い・汚れの取れないものは燃料ごみへ。

保冷庫 リサイクル家電製品
※リサイクル券の購入が必要な品目になります。
買替先または購入先に引取ってもらってください。
不可能な場合はお問い合わせください。

保冷剤 金物の日（埋立てごみ）

保冷バッグ 金物の日（埋立てごみ）

本
(カタログ)

紙の日 ビニール等は取り除いて燃料ごみに出してください。

本
(布・皮表紙製)

紙の日 表紙は取り除いて燃料ごみに出してください。

本
(雑誌類)

紙の日

本棚 粗大ごみ
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