
品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

苗ポット 可燃 土や泥は取り除いて出す。農業用は出せません。
長靴 可燃
納豆の容器（紙製） 可燃
納豆の容器（白色発泡スチロール製） 白色発泡 きれいに洗って出す。シールなどは取り除いて可燃ごみへ。
鍋 不燃

生ごみ処理機＜電気式＞
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

中身を取り除いて出す。

波板（ポリカーボネート・塩化ビニール・
ブリキ製）

不燃粗大 指定袋に入らない場合、長さ2m以内、直径40㎝以内、重さ15㎏以内に束ねて出す。

日本酒のビン 缶・ビン類 中をきれいに洗って、ラベルはできるだけ取って出す。ふたは外して不燃ごみへ。
入浴剤の缶 不燃 中をカラにして出す。

ぬいぐるみ 可燃
縫い針 不燃 危険がないように厚紙などに包んで出す。
塗り薬のチューブ（アルミ容器） 不燃 中身を使い切って出す。
塗り薬のチューブ（ビニール容器） 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。

ネガフィルム 可燃
猫砂〔ペットの砂〕 可燃 少量ずつ何回かに分けて出す。
ネコ車〔一輪車〕 不燃粗大 車輪だけ出す場合は、タイヤ（ゴム部分）は外してあること。
粘土 可燃 紙粘土、油粘土、小麦粘土など工作用に限る。

農機具 持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。購入先や販売店、専門の業者にご相談くださ
い。

農業用ビニール、農業用シート 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
農薬 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
ノート 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。紙以外のものは取り除く。※個人情報に注意

ノートパソコン
小型家電リサイクル対象　（ごみ置場に
は持ち出し不可）

小型家電リサイクルを利用する。または、パソコン製造メーカーに回収を依頼する。

のこぎり〔工具〕 不燃
刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。木製部分
はできるだけ取り除いて可燃ごみへ。

のこぎり＜電動＞ 不燃
刃は外して不燃ごみ。「のこぎりの刃」参照　　コードレス式のバッテリーははリサイクル協力
店（電器店等）の窓口等で回収しています。

のこぎりの刃 不燃 刃の部分は危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。
飲み薬〔錠剤・カプセル・粉状〕 可燃

HDD（ハードディスクドライブ） 不燃　（小型家電リサイクル対象） データは消去してください。
バーベキューコンロ 不燃（不燃粗大） 小型家電リサイクル対象品ではありません。
バーベル 不燃
廃食用油 可燃 凝固剤で固めるか、紙や布などにしみ込ませて出す。
パイプベッド〔マットレスは除く〕 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。木・布・スポンジ部分は取り除いて可燃ごみへ。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

バインダーファイル（プラスチック製） 可燃又は不燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。はさみで切れない程度の硬さのものは不燃
ごみ。金具・硬質プラスチックは外して不燃ごみへ。

バインダーファイル（紙製） 古紙類「ダンボール・紙箱」 ひもでしばって出す。金具、止め具は外して出す。
はがき 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。圧着はがきは可燃ごみへ。※個人情報に注意
白熱灯（白熱電球） 乾電池・蛍光管等 「蛍光管・水銀体温計等」で出す。
バケツ（プラスチック・金属製） 不燃
はさみ 不燃 刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。
はしご（アルミ製） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。

はしご（竹・木製） 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
があれば取り除いて不燃ごみへ。

バスマット（珪藻土） 不燃

パソコン、パソコンディスプレイ
小型家電リサイクル対象　（ごみ置場に
は持ち出し不可）

小型家電リサイクルを利用する。または、パソコン製造メーカーに回収を依頼する。

パソコンデスク・ラック 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。木製部分があれば取り除いて可燃ごみへ。

パチンコ台 持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。購入先や販売店、専門の業者にご相談くださ
い。

発煙筒 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

バッテリー〔車・オートバイ用〕 持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。購入先や販売店、専門の業者にご相談くださ
い。

発電機 持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。購入先や販売店、専門の業者にご相談くださ
い。

バット〔野球用品〕 可燃または不燃粗大 木製は可燃ごみ。プラスチック・金属製は不燃性粗大ごみ。
発泡スチロールの容器（白色） 白色発泡 白色ではないもの、汚れているものは可燃ごみへ。
発泡スチロールの容器（白色以外） 可燃
バトミントンのシャトル 可燃
花火 可燃 使い切って十分に消火して出す。未使用のものは出せません。
歯ブラシ 不燃

歯ブラシ＜電動＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池、ボタン電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器
店等）の窓口等で回収しています。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、補聴器店
など）でも回収しています。

歯磨きチューブ 可燃 ふたは外して不燃ごみへ。アルミ容器の場合は、中身を使い切って不燃ごみへ。

刃物類 不燃
刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。木製部分
があればできるだけ取り除いて可燃ごみへ。

針 不燃 危険がないように厚紙などに包んで出す。
針金 不燃 できるだけ60㎝以内に切って出す。

バリカン＜電気式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。

ハロゲンヒーター
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

ハンガー（プラスチック・針金製） 不燃
ハンガー（木製） 可燃 金属部分は取り除いて不燃ごみへ。
半紙 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。使用済みのものは可燃ごみへ。
パンフレット 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。
パン焼き機（ホームベーカリー） 不燃　（小型家電リサイクル対象）
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと
ピアノ 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。

PHS端末 不燃　（小型家電リサイクル対象）
データを消去し、電池パック（バッテリー）は外して捨てる（できるだけ販売店に返却してくだ
さい。）。電池パック（バッテリー）は、販売店に返却するか、小型充電式電池リサイクル協力
店（電器店等）の窓口等で回収しています。

ビーチパラソル 不燃粗大と可燃
可燃物と不燃物に分けて出す。布・ビニール部分は可燃ごみ。金属・プラスチック部分は長
さ2m以内、直径40㎝以内にして不燃性粗大ごみ。

ビールケース 不燃粗大 できるだけ酒屋等の販売店へ返してください。

ビールビン〔国内大手メーカー〕 再利用ビン
中をきれいに洗って、ラベルは取らずに出す。ふたは外して不燃ごみへ。キリン、アサヒ、サ
ントリー、サッポロ（エビス含む）のビン（大・中・小）が対象。※できるだけ酒屋等の販売店へ
返してください。

ビールビン〔国内大手メーカー以外〕 缶・ビン類
中をきれいに洗って、ラベルはできるだけ取って出す。ふたは外して不燃ごみへ。国内大手
メーカーのビールビンは、再利用ビンで出す。

ひげそり 不燃 刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。

ひげそり＜電気式＞ 不燃（小型家電リサイクル対象）
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。

ビデオカメラ 不燃　（小型家電リサイクル対象）
乾電池は「乾電池・蛍光管等」で出す。充電式電池はリサイクル協力店（電器店等）の窓口
等で回収しています。

ビデオテープ 不燃と可燃 本体（不燃ごみ）と磁気テープ（可燃ごみ）に分けて出す。
ビデオデッキ（ビデオテープレコーダー） 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ビニールコーティング紙 可燃 古紙類で出せない（ビニールが付いている）紙のため。

ビニールハウス〔家庭園芸用〕 可燃と不燃粗大
可燃物と不燃物に分けて出す。ビニール部分は可燃ごみ。骨組みは長さ2m以内、直径40
㎝以内、重さ15kg以内に束ねて不燃性粗大ごみ。農業用は出せません。

ビニールプール 可燃
火鉢（陶磁器・金属製） 不燃
百科事典 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。ビニールカバーは外して可燃ごみへ。
肥料〔固体、液体〕 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
肥料袋〔家庭園芸用〕 可燃 中身を使い切って出す。農業用は出せません。

ファスナー 不燃
ファックス付き電話機 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ブースターケーブル〔車用〕 不燃 小型家電リサイクル対象品ではありません。できるだけ60cm以内に切って出す。
封筒 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。窓あき封筒のフィルムは可燃ごみへ。※個人情報に注意
フードプロセッサー 不燃　（小型家電リサイクル対象）
フェンス（プラスチック・金属製） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
筆 可燃又は不燃 プラスチック製のものは不燃ごみ。
筆箱、筆入れ 可燃又は不燃 硬質プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。
ふとん 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。

ふとん乾燥機
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

ナイロン部分は可燃ごみへ。

ブラインド 不燃粗大 長さ2m以内、直径40㎝以内に束ねて出す。
プラグ・ジャック 不燃　（小型家電リサイクル対象）
プラモデル 不燃

ブランコ〔幼児用〕 不燃粗大
3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。分解して束ねる場合は、長さ2m以内、直径40㎝以
内、重さ15㎏以内にして出す。

プランター 不燃（不燃粗大） 土は取り除いて出す。指定袋に入らない場合は、１個につき収集シール１枚貼って出す。
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品　名 分　別　区　分 出し方　・　気をつけてほしいこと

プリンター
不燃（不燃粗大）　（小型家電リサイクル
対象）

インクカートリッジは取り外して不燃ごみへ。

プリンの容器 可燃又は不燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。はさみで切れない程度の硬さのものは不燃
ごみ。

ブルーシート 可燃
指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金属
部分があれば取り除いて不燃ごみへ。

BD（ブルーレイディスク）プレーヤー・レ
コーダー

不燃　（小型家電リサイクル対象）

プロジェクションテレビ 不燃粗大　（小型家電リサイクル対象）
プロジェクター 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ブロック（コンクリート製） 持ち出しできません 購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。
フロッピーディスク 不燃
風呂ぶた 不燃粗大 指定袋に入らない場合、長さ2m程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
風呂マット（ウレタン製） 可燃
フン（ペットのフン） 可燃
文鎮 不燃
噴霧器＜電気式・電池式＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 家庭用のものに限ります。乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」で出す。

ヘアアイロン 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ヘアースプレー缶 不燃 必ず、中身を使い切ってから火気のない屋外で穴を開けて出す。
ヘアーブラシ 可燃又は不燃 木製は可燃ごみ。プラスチック製は不燃ごみ。
ペットのトイレ用シート 可燃
ペットの砂〔猫砂〕 可燃 少量ずつ何回かに分けて出す。
ペットの首輪（皮・布製） 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
ペットのフン 可燃
ペットフードの缶 缶・ビン類 中をきれいに洗って、シールはできるだけ取って、つぶさずに出す。
ヘッドフォン・イヤフォン 不燃と可燃※ 可燃物と不燃物に分けて出す。※可燃部分がないものは小型家電リサイクル対象品

ペットボトル 〔マークがついているものに
限る〕

ペットボトル
ふた、ラベルを取って、中をきれいに洗って、つぶさずに出す。色つきの取っ手はできるだけ
取り外す。ふた、色つきの取っ手は不燃ごみへ、ラベルは可燃ごみへ。本体が汚れているも
の、マークのないものは可燃ごみへ。

ペットボトルのふた 不燃

ベッド木枠 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
は取り除いて不燃ごみへ。

ベニヤ板 可燃
指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ね
て出す。

ベビーカー 不燃粗大と可燃 可燃物と不燃物に分けて出す。布・スポンジ等は取り除いて可燃ごみ。
ベビーバス 不燃粗大

ベビーベッド（木製） 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
は取り除いて不燃ごみへ。

ベルト 可燃 金属部分はできるだけ取り除いて不燃ごみへ。
ヘルメット 不燃と可燃 布・ビニール・クッション部分は取り除いて可燃ごみ。

ペンキ 持ち出しできません
購入先や販売店、専門の業者にご相談ください。※紙や布などにしみ込む程度の量は、紙
や布などにしみ込ませて可燃ごみで出せます。

ペンキ缶 不燃 中をカラにして出す。
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ベンチ（木製） 可燃
解体し、長さ90㎝程度、幅40㎝程度、高さ25㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。金具等
は取り除いて不燃ごみへ。

ベンチ（木製以外） 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。

弁当の容器（プラスチック製） 不燃又は可燃
はさみで切れる程度の硬さのものは可燃ごみ。はさみで切れない程度の硬さのものは不燃
ごみ。

ペン類（プラスチック製） 不燃

ホイール〔自転車、自動車、単車など〕 不燃（不燃粗大） 車輪だけ出す場合は、タイヤ（ゴム部分）は外してあること。
ボイラー〔灯油用〕 不燃粗大 小型家電リサイクル対象品ではありません。３辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。
望遠鏡 不燃
ほうき 可燃又は不燃 金属部分は取り除いて不燃ごみへ。プラスチック製は不燃ごみ。
包装紙 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみへ。
包丁 不燃 刃の部分は、危険がないように紙などに包んで、指定袋に「刃物」等と表示する。
包丁研ぎ器 不燃
包丁研ぎ器＜電動＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象） 乾電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。
ボウリング球 持ち出しできません 購入先や販売店、ボウリング店、専門の業者にご相談ください。
ホース（ゴム・ビニール製） 可燃 指定袋に入らない場合、長さ90㎝程度、直径40㎝程度、重さ15㎏以内に束ねて出す。
ホースリール 不燃 ホースは外して可燃ごみへ。

ポータブル温冷庫 不燃又は持ち出しできません
小型家電リサイクル対象品ではありません。家電４品目の対象かどうか製造メーカーへ問
い合わせてください。家電４品目対象のものの処分方法は「家電４品目の処分方法」参照。
家電４品目対象外のものは不燃ごみへ。

ポータブルトイレ、介護用トイレ 不燃（不燃粗大） 汚物を必ず取り除く。
ボート（ゴム・ビニール製） 可燃 不燃部分は取り除く。
ボール〔スポーツ用品〕 可燃 グランドゴルフ、ゲートボールの球は、不燃ごみへ。ボウリングの球は持ち出しできません。
ポスター 古紙類「本・雑誌」 ひもでしばって出す。ビニールコーティングのあるものは可燃ごみへ。
ボタン 不燃又は可燃 プラスチック・金属製のものは不燃ごみ。貝・木製などのものは可燃ごみ。

ボタン電池 乾電池・蛍光管等
「乾電池」で出す。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、補聴器店など）でも回収し
ています。

補聴器 不燃　（小型家電リサイクル対象）
電池は外して「乾電池・蛍光管等」へ。ボタン電池はボタン電池回収協力店（電器店、補聴
器店など）でも回収しています。

ポット 不燃
ポット＜電気＞ 不燃　（小型家電リサイクル対象）

ホットカーペット 可燃と不燃
可燃物（カーペット部分）と不燃物（電気コードとコントローラー）に分けて出す。カーペット部
分が指定袋に入らない場合、長さ90cm程度、直径40cm程度に束ねて出す。

ホットプレート 不燃　（小型家電リサイクル対象）
ポリタンク〔灯油用等〕 不燃 必ず、中をカラにして、ふたを開けて出す。
ポリバケツ 不燃

ポリ袋 可燃
透明・半透明（色のついていないもの）の袋は、資源物、「乾電池・蛍光管等」の持ち出しに
利用可。

保冷剤〔アイスノンなど含む〕 可燃 中がジェル状でビニール等に入ったもの。
保冷剤〔プラスチックケース〕 不燃 中をカラにして出す。
ホワイトボード 不燃粗大 3辺の長さが1m×1m×2m以下のもの。

盆提灯 可燃と不燃
小型家電リサイクル対象品ではありません。可燃物と不燃物に分けて出す。乾電池は外し
て「乾電池・蛍光管等」で出す。

ほ乳ビン 不燃 吸い口は取り外して可燃ごみへ。

ほ


