
品目 部品・素材名 分別区分 出し方

は
ハーモニカ 埋める
バール 埋める
灰 燃やす
バイオリン 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
バイク 処理できない 販売店、整備工場へ
灰皿 埋める
排水管 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
パイプ 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
パイプイス 粗大
ハエたたき 埋める
はがき 資源 【古紙】
ハカリ 埋める 電池使用のものははずす、電池は「有害ごみ」
ハケ 木製 燃やす
ハケ 金属、プラスチック製 埋める
バケツ 埋める
ハサミ 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
箸、箸立て、箸箱 木製 燃やす
箸、箸立て、箸箱 金属、プラスチック製 埋める
バスケット（かご） 竹、ワラ製 燃やす ３０㎝を超えるものは「埋めるごみ」
バスケット（かご） 金属、プラスチック製 埋める
バスタオル 資源 【繊維】洗濯して出す
バスマット 埋める
パソコン 処理できない メーカー、役場へ相談
パソコンのモニター 処理できない メーカー、役場へ相談
バター、マーガリン容器（紙箱、チューブ、缶など） 資源 フタを取り、よく洗って素材ごとに分別
バター、マーガリン容器（紙箱、チューブ、缶など）のフタプラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
はたき 埋める
バッテリー 処理できない 販売店、整備工場へ
発電機（携帯用） 粗大 燃料、オイルを抜く
バット（容器） 埋める
バット（野球用品） 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
発泡スチロール 資源
バトミントンラケット、羽 埋める
花火の燃えカス 燃やす
パネルヒーター 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
歯ブラシ 埋める
歯磨き粉チューブ プラスチック製 資源 【廃プラ】キャップをはずす
歯磨き粉チューブ 金属製 埋める 使い切る
歯磨き粉チューブのフタ プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
パラソル 粗大
バラン 燃やす 衛生処理のため
針 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
針金 埋める 丸めて指定袋に入れる
バレッタ（髪留め） 埋める
ハンガー 埋める
ハンカチ 燃やす
ハンゴウ 埋める
半紙 資源 【古紙】
パンスト 燃やす
ばんそうこう 燃やす 衛生処理のため
ハンダ 埋める
ハンダコテ 埋める
パンチ 埋める
ハンドミキサー 埋める
ハンドルカバー 布、革製 燃やす
ハンドルカバー ビニール、プラスチック製 埋める
パンプス 燃やす
ハンマー 埋める

ひ
ピアニカ 埋める
ピアノ 処理できない 販売店へ
ピアノ線 埋める
ＢＳ（ＣＳ）アンテナ 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
ＢＳ（ＣＳ）チューナー 埋める
ＰＨＳ 処理できない 販売店へ
ヒーター 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
ビー玉 埋める
ビーチサンダル 埋める
ビールびん 資源
ひげそり 埋める 刺さらないように紙などに包む
ひしゃく 埋める
ピック 埋める
ビデオカメラ 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ビデオテープ 埋める
ビデオテープケース 紙製 資源 【古紙】
ビデオテープケース プラスチック製 埋める
ビデオデッキ 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ひな壇 粗大
ビニールテープ 埋める
ビニール手袋 埋める
ビニール袋 埋める
火バサミ 埋める
火箸 埋める
肥料袋 埋める 農家から出る肥料袋は産業廃棄物
びん（飲食用） 資源 キャップをはずす
びん（飲食用）のフタ プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
びん（化粧品・薬） 埋める
ピンセット 埋める
便箋 資源 【古紙】
ピン止め 埋める

ふ
ファイル 紙製 資源 【古紙】紙以外のもの（金具など）をはずして「埋めるごみ」へ
ファイル プラスチック製 埋める
ファックス 埋める 電池使用のものははずす、電池は「有害ごみ」
ファンヒーター 粗大 重さ１０㎏以下で指定袋に入るものは「埋めるごみ」
フィルター（コーヒー、紅茶など） 燃やす 衛生処理のため
ブースターケーブル 埋める 丸めて指定袋に入れる
風船 ゴム製 燃やす
風船 アルミ、ビニール製 埋める



封筒 資源 【古紙】
プール（幼児用） 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
笛 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
笛 金属、プラスチック製 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
フェルト 燃やす
フォーク 木製 燃やす
フォーク 金属、プラスチック製 埋める
フタ（キャップ） 紙製 資源 【紙製容器】紙類のみを袋にまとめる
フタ（キャップ） プラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
フタ（キャップ） 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
フタ（キャップ） 金属製 埋める
ブックカバー 紙製 資源 【古紙】
ブックカバー ビニール製 埋める
筆（絵筆、習字の筆、化粧筆） 燃やす
筆箱 木製 燃やす
筆箱 金属、プラスチック製 埋める
布団 粗大
布団カバー 資源 【繊維】洗濯して出す
布団乾燥機 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
布団たたき 埋める
フライ返し 埋める
フライパン 埋める
プライヤー 埋める
ブラインド 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
プラグ 埋める
ぶら下がり健康器 粗大
ブラシ 埋める
ブラジャー 燃やす
プラモデル 埋める 外箱は「資源ごみ」
プランター 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
プリンター 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
フルート 埋める
風呂桶 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
風呂桶 金属、プラスチック製 埋める
風呂敷 綿 資源 【繊維】洗濯して出す
風呂敷 綿以外の布製 燃やす
風呂敷 ビニール製 埋める
フロッピーディスク・ケース 埋める
風呂のイス 埋める
風呂のフタ 粗大
プロパンガスボンベ 処理できない 販売店へ
風呂用ブーツ 埋める
文化焚きつけ 燃やす
文化鍋 埋める
文庫本 資源 【古紙】
ぶんちん 埋める
分度器 埋める
分配器 埋める
分波器 埋める

へ
ヘアカラー(髪染め）チューブ プラスチック製 資源 【廃プラ】キャップをはずす
ヘアカラー(髪染め）チューブのフタプラスチック製 資源 【廃プラ】プラスチック類のみを袋にまとめる、金属製のフタは「埋めるごみ」
ヘアバンド 布、革製 燃やす
ヘアバンド プラスチック製 埋める
ヘアピン 埋める
ペーパーナイフ 木製 燃やす
ペーパーナイフ 金属、プラスチック製 埋める
ペーパーホルダー 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
ペーパーホルダー 金属、プラスチック製 埋める
ベッド 粗大
ペット小屋 粗大 木製のものを長さ３０㎝以下に解体したものは「燃やすごみ」
ペットフード 生ごみ
ヘッドホン 埋める
ペット用首輪、鎖、ロープ 布、革、ゴム製 燃やす
ペット用首輪、鎖、ロープ 金属、プラスチック製 埋める
ペット用トイレ 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ペット用トイレの砂、フン 燃やす 衛生処理のため
ベビーカー 粗大
ベビーチェア 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
ベビーベッド 粗大
へら 木製 燃やす
へら 金属、プラスチック製 埋める
ベルト 燃やす
ヘルメット 埋める
ペン 埋める
便座カバー 燃やす
ベンチ 粗大
ペンチ 埋める
弁当箱 埋める

ほ
ホイール（車用）タイヤなし 粗大
ホイール（車用）タイヤ付 処理できない 販売店、整備工場へ
ボイラー 処理できない 販売店へ
望遠鏡 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ほうき 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
帽子 燃やす
宝石箱 木製 燃やす ３０㎝を超えるものは「粗大ごみ」
宝石箱 金属、プラスチック製 埋める
包帯 燃やす 衛生処理のため
防虫剤 燃やす プラスチックケースは「埋めるごみ」
防虫シート 燃やす 衛生処理のため
包丁 危険 刺さらないように、紙などに包み、「危険物」として出す
包丁たて 埋める
ホース ゴム製 燃やす １m以下に切る
ホース ビニール製 埋める 丸めて指定袋に入れる
ホースリール 粗大
ポーチ 燃やす
ボードゲーム 埋める 電池使用のものははずす、電池は「有害ごみ」
ボール（球） ゴム、革製 燃やす
ボール（球） ビニール、プラスチック製 埋める
ボール（容器） 埋める
ボールペン 埋める



ホーローカップ 埋める
ホーロー鍋 埋める
ホーローヤカン 埋める
歩行器 粗大
ポスター 資源 【古紙】
ボストンバッグ 布、革製 燃やす ３０㎝を超えるものは「埋めるごみ」
ボストンバッグ ビニール、プラスチック製 埋める
ボタン 木製 燃やす
ボタン 金属、プラスチック製 埋める
ボタン電池 有害
ホッチキス 埋める
ポット 埋める
ホットカーペット 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
ホットプレート 埋める
骨（フライドチキン、スペアリブなど） 生ごみ
ボブスレー 粗大
ポリタンク 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ボルト 埋める
保冷剤 燃やす 衛生処理のため
ホワイトボード 粗大 指定袋に入るものは「埋めるごみ」
本立て 木製 燃やす
本立て 金属、プラスチック製 埋める
本棚 粗大
ボンド 燃やす 衛生処理のため
ポンプ（手動） 埋める 指定袋に入らないものは「粗大ごみ」
ボンベ 処理できない 販売店へ


