
出したいごみ 分別区分 注意してほしいこと

は ハードディスク（外付け） 埋立等（家電）
高品位小型家電回収ボックスをご利用ください（ごみの分け方便利帳P24参
照）。

バーベキューコンロ 金属

ハーモニカ
金属
燃えるごみ

プラスチック製は燃えるごみ。

灰 収集しません

バイク 収集しません 2輪車リサイクルの対象。ごみの分け方便利帳P39参照。

ハイザー（米入れ）
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製や、プラスチックの部品は燃えるごみ。

灰皿
埋立等（埋立）
金属

陶器、ガラス製は埋立等（埋立）。
金属製は金属。

廃食用油（てんぷら油） 廃食用油 ごみの分け方便利帳P35～36参照。

パイプ（塩ビ管） 燃えるごみ 50cm以下に切って出す。

パイプハンガー、パイプ
ベッド

金属

廃油（機械油） 収集しません 販売店に相談してください。

羽織 衣類

はがき 古紙（その他の紙）

はかま 衣類

はかり
金属
埋立等（家電）

８割以上が金属でできているものは金属。
電子タイプは電池を外して埋立等（家電）。電池は埋立等（電池）。

はく製 燃えるごみ

はけ 燃えるごみ

バケツ
燃えるごみ
金属

プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

はさみ 金属

はしご（金属製） 金属

バスタオル 衣類

バスローブ 衣類

パソコン 持ち込み ごみの分け方便利帳P38参照。

パソコンラック
金属
埋立等（粗大）

８割以上が金属でできているものは金属。
木製は埋立等（粗大）。

はたき 燃えるごみ

肌着 衣類 衣類に出しにくい場合は、燃えるごみ。

パチンコ台 収集しません 販売店に相談してください。

発煙筒（使用済） 燃えるごみ 未使用のものは濡らしてから燃えるごみ。

バッグ 衣類（小物類）

パック類（卵のパックな
ど）

プラスチック製容器包
装

紙製は古紙（その他の紙）。

バッテリー（家電用） 収集しません リサイクル協力店に持ち込む（ごみの分け方便利帳P24参照）。

バッテリー（自転車用） 収集しません リサイクル協力店に持ち込む（ごみの分け方便利帳P32参照）。

バッテリー
（自動車・バイク用）

収集しません 販売店に相談してください。

発電機（家庭用） 持ち込み 新環境クリーンセンター（☎0545-35-0081）に事前連絡してから持ち込む。



は バット（野球用）
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
木製、プラスチック製、カーボン製は燃えるごみ。

バット（調理用）
金属
埋立等（埋立）

金属製は金属。
ホーロー製は埋立等（埋立）。

発泡スチロール
プラスチック製容器包
装

袋に入らないものは、袋に入れずにそのまま出す。

花火 燃えるごみ 必ず水で湿らして少量ずつ出す。

歯ブラシ 燃えるごみ 電動歯ブラシ本体は埋立等（家電）。

歯磨き粉のチューブ 燃えるごみ 中身をきれいに使い切った場合はプラスチック製容器包装で出せる。

刃物類 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

パラソル 埋立等（埋立） なるべく骨と布（ビニール）を分けて骨は金属、布（ビニール）は燃えるごみ。

針（医療用） 収集しません ごみの分け方便利帳P34参照。

針（裁縫用、釣針） 金属 散乱しないようにふた付のかん等に入れ、中身を明記して出す。

針金 金属

バリカン 埋立等（家電）

ハロゲンヒーター 埋立等（家電）

ハンガー
燃えるごみ
金属

木製、プラスチック製はプラマークがあっても燃えるごみ。（「容器包装」ではない
ため。）多少金属がついていても燃えるごみ。
金属製は金属。

ハンカチ 衣類

飯ごう 金属

半紙（墨付） 古紙（その他の紙） 墨付きでもリサイクルできる。

パンフレット類 古紙（その他の紙） 製本してあるものは古紙（雑誌）。

ハンマー
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
ゴム、木、プラスチック製は燃えるごみ。

ひ ピアノ 収集しません 販売店に相談してください。電子ピアノは埋立等（家電）。

ビーズ（プラスチック製） 燃えるごみ ガラス製は埋立等（埋立）。金属製は金属。

ビー玉 埋立等（埋立）

ビーチサンダル 燃えるごみ

ビーチボール 燃えるごみ

ビート版 燃えるごみ

ひげそり（電動） 埋立等（家電）
小型充電式電池はリサイクル協力店に持ち込む（ごみの分け方便利帳P24参
照）。

PPバンド 燃えるごみ

ビデオカメラ 埋立等（家電）
必ずテープ、小型充電式電池を抜く。テープは燃えるごみ。小型充電式電池はリ
サイクル協力店に持ち込む（ごみの分け方便利帳P24参照）。

ビデオテープ 燃えるごみ ケースも燃えるごみ。

ビデオデッキ 埋立等（家電） 必ずテープを抜く。テープは燃えるごみ。

ひな人形 燃えるごみ プラスチックのケースは燃えるごみ。ガラスのケースは埋立等（埋立）。

ビニールシート 燃えるごみ

ビニールひも 燃えるごみ

ビニール袋
プラスチック製容器包
装



ひ 火鉢
金属
埋立等（埋立）

金属製は金属。
陶器は埋立等（埋立）。

百科事典 古紙（雑誌）

ヒューズ 埋立等（埋立）

肥料袋（家庭用） 燃えるごみ

びん（食料、飲料、化粧
品、医薬品、アロマオイ
ル）

びん
必ず空にして洗って出す。中身入りは収集しません。乳白色のびんは埋立。
人体に害がないものが入っていたびんが対象。

びん（乳白色、割れ、、塗
料、マニュキア）

埋立等（埋立）
空にして出す。割れているものは、紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して
出す。

ピンチハンガー
燃えるごみ
金属

プラスチック製は燃えるごみ。多少金属がついたままでも燃えるごみ。
8割以上が金属でできているものは金属。

ピンポン玉 燃えるごみ

ふ ファイル
古紙（その他の紙）
燃えるごみ

金属部分はできるだけ外して金属。紙製は古紙（その他の紙）。
プラスチック製は燃えるごみ。

ファスナー（金属） 金属 金属製は金属。プラスチック製は燃えるごみ。

ファックス機器（家庭用） 埋立等（家電） 感熱紙ははずして古紙（その他の紙）。

ファックス用紙 古紙（その他の紙）

ファンヒーター 金属
灯油を必ず抜き、電池をはずしてください。電池は埋立等（電池）へ。灯油は販
売店に相談してください。

風船 燃えるごみ

ブーツ 衣類（靴類） 再使用できないものは燃えるごみ。

封筒 古紙（その他の紙） 集積所に出す場合は、窓付きも可。

フードプロセッサー 埋立等（家電）

風鈴（金属製）
金属
埋立等

金属製は金属。
陶器、ガラス製は埋立等。

プール（ビニール製） 燃えるごみ

笛
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製、木製は燃えるごみ。

フェンス 収集しません 問合せ先：（株）富士環境保全公社（☎0545-35-2345）

フォーク
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製、木製は燃えるごみ。

不織布 燃えるごみ 例：使い捨てマスク

ふすま 収集しません 問合せ先：（株）富士環境保全公社（☎0545-35-2345）

プチプチ
プラスチック製容器包
装

仏壇 埋立等（粗大）

筆 燃えるごみ

ふとん ふとん類
リサイクルに支障が出るため、出すときに雨が降っていたら出さない。羽毛布団
は羽毛布団だけでしばる。

布団乾燥機、掃除機 埋立等（家電）

ふとんばさみ、ふとんた
たき

金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製は燃えるごみ。

踏み台
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
木製、プラスチック製は燃えるごみ。

フライパン
金属
埋立等（埋立）

ホーロー製、ガラスコーティング、ガラスの蓋は埋立等（埋立）。

ブラインド
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製は燃えるごみ。



ふ ぶら下がり健康器 金属 解体し、ひもでしばって出す。

プラスチック製ボトル
プラスチック製容器包
装

PET１マークがついているものはペットボトル。

プラモデル 燃えるごみ

ブランコ
燃えるごみ
金属

解体して出す。プラスチック、木製部分は燃えるごみ。金属部分は金属。

プランター
燃えるごみ
金属
埋立等（埋立）

プラスチック製、木製のものは燃えるごみ。
金属製は金属。
陶器、ガラス、石製は埋立等（埋立）。

フリース衣類 衣類

ブリキのおもちゃ 金属

プリンター 埋立等（家電） インクカートリッジははずして燃えるごみ、または販売店等の回収ボックスへ。

ブルーシート 燃えるごみ

ブルーレイプレーヤー・レ
コーダー

埋立等（家電） ディスクは燃えるごみ。

風呂桶
（木製、プラスチック製）

燃えるごみ 金属製は金属。

ブローチ
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製、木製は燃えるごみ。

プロジェクションテレビ 持ち込み 新環境クリーンセンター（☎0545-35-0081）に事前連絡してから持ち込む。

フロッピーディスク 燃えるごみ

風呂のふた（プラスチック
製、木製）

燃えるごみ 袋に入らない場合はそのまま出す。

文鎮
金属
埋立等（埋立）

金属製は金属。
陶器、ガラス製は埋立等（埋立）。

文房具
燃えるごみ
金属

プラスチック製、木製は燃えるごみ。
金属製は金属。

噴霧器
燃えるごみ
金属

プラスチック製は燃えるごみ。
金属製は金属。

へ ヘアピン（金属製） 金属 散乱しないようにふた付のかん等に入れて中身を明記して出す。

ペーパーナイフ（金属製） 金属 木製、プラスチック製は燃えるごみ。

ベッド 埋立等（粗大） パイプベッドは、分解し金属。

ペットの衣類 燃えるごみ

ペットの小屋
金属
燃えるごみ

解体し、金属部分は金属。
プラスチック、木製部分（50cm以下に切る）は燃えるごみ。

ペットのトイレ砂 燃えるごみ ２～３袋程度で市販されているもの（紙、木等を加工した物）。

ペットボトル本体（ペット１
マークの付いているも
の）

ペットボトル
洗って乾かし、つぶしてから出す。ラベルとキャップは外してプラスチック製容器
包装。

ペットボトルのラベルと
キャップ

プラスチック製容器包
装

ヘッドホン 埋立等（家電）

ベニヤ板 燃えるごみ 50ｃｍ以下に切って出す。

ベビーカー（乳母車） 埋立等（粗大）

ベビーベッド 埋立等（粗大）

ベビー浴槽（ビニール、プ
ラスチック製）

燃えるごみ

ベビーラック
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック部分、布部分は燃えるごみ。



へ
ベランダストッカー（プラ
スチック製）

燃えるごみ 1辺が1mを超える場合は新環境クリーンセンターへ直接お持ち込みください。

ベルト 衣類（小物類）

ヘルメット 燃えるごみ 金属製は金属。

ペンキのかん
かん
金属

使いきり、中を空にする。４Ｌ未満のかんは資源物専用袋に入れて出す。
４Ｌ以上のかんは袋に入れずに金属。

便座（プラスチック製） 燃えるごみ 洗浄機能・保温機能があるものは、機械部分を埋立等（家電）に出す。

ほ ホイール（車用） 収集しません 販売店へ相談してください。

ホイールキャップ
（車用・プラスチック製）

燃えるごみ 出せるのは1台分（4枚）まで。

望遠鏡 埋立等（埋立）

ほうき 燃えるごみ

防具（剣道用）
燃えるごみ
埋立等（埋立）

小手、胴、垂は燃えるごみ。
面は埋立等（埋立）。

帽子 衣類（小物類）

防臭剤、防虫剤 燃えるごみ

包装紙 古紙（その他の紙） 古紙（その他の紙）を包んで出すために使える。

包丁 埋立等（埋立） 紙で包み、透明な袋に入れて中身を明記して出す。

ボウリングの球 埋立等（粗大）

ボウル（調理器具）
金属
燃えるごみ
埋立等（埋立）

金属製は金属。
プラスチック製は燃えるごみ。
ガラス製は埋立等（埋立）。

ホース 燃えるごみ 1m以下に切り、束ねて出す。

ホースリール
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
プラスチック製は燃えるごみ。

ボート（ビニール） 燃えるごみ

ホームベーカリー 金属

ボール
（サッカーボールなど）

燃えるごみ

ボールペン
（プラスチック製）

燃えるごみ 金属製は金属。

ホーロー製品 埋立等（埋立）

保温プレート 金属

木刀 燃えるごみ 半分に切って出す。

歩行器 埋立等（粗大） 赤ちゃん用のもの（プラスチック製、木製）は燃えるごみ。

ポスター 古紙（その他の紙）

ポスト（金属製） 金属

ボタン
（プラスチック製、木製）

燃えるごみ 金属製は金属。

ボタン電池 収集しません リサイクル協力店に持ち込む（ごみの分け方便利帳P24参照）。

ホッチキス 金属

ホッチキスの針 金属 散乱しないようにふた付のかん等に入れ、中身を明記して出す。

ポット 埋立等（埋立）



ほ ホットカーペット 埋立等（埋立）

ホットプレート 金属 ガラス製のふたは埋立等（埋立）。

哺乳瓶（ガラス製） 埋立等（埋立） びんとして収集できません。プラスチック製、飲み口は燃えるごみ。

ポリタンク
（灯油などの容器）

燃えるごみ 中身は空にして出す。

ポリバケツ 燃えるごみ

保冷剤 燃えるごみ

本 古紙（雑誌） 百科事典のような厚手のものを含む。

本立て、ブックエンド
金属
燃えるごみ

金属製は金属。
木製、プラスチック製は燃えるごみ。

本棚
金属
埋立等（粗大）

金属製は金属。解体し束ねて出す。
木製は埋立等（粗大）。50ｃｍ位まで解体すれば、燃えるごみ。

ボンベ類
（消火器や大型のもの）

収集しません

大型ボンベは販売店に相談。消火器は消火器リサイクル推進センター(☎03-
5829-6773）に相談。
家庭用カセットコンロのボンベは埋立等（スプレー缶）。※スプレー缶は有害ごみ
なので取り扱いに注意が必要です。他のごみと混ぜずに出してください。


