
ごみ分別早見表

1 バーベキューコンロ 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

2 バーベル（プレート含む） 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

3 ハーモニカ 燃やせないごみ

4 バイク 市では処理しません 販売店へ相談してください。

5 陶磁器・ガラス 陶磁器・ガラス類

6 金属製 燃やせないごみ

7 パイプハンガー 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

8 パイプベッド 粗大ごみ

9 灰・燃え殻 埋立ごみ
・少量の場合は、水で湿らせて燃やせるごみへ
・多量に出す場合は、クリーンセンターまで連絡してください。

10 廃油 市では処理しません 販売店へ相談してください。

11 紙製 雑がみ 金具などは取り外して

12 プラスチック製 燃やせるごみ

13 ハガキ 雑がみ
・個人情報ははがしたり切り取ったりして
・圧着ハガキは、燃やせるごみへ

14 秤（はかり） 燃やせないごみ 電池は外して

15 はけ 燃やせるごみ

16 金属製 燃やせないごみ

17 金属製以外 燃やせるごみ

18 ハサミ 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

19 金属製 燃やせないごみ

20 金属製以外 燃やせるごみ

21 ハシゴ 粗大ごみ ひもで縛って

22 バスマット 燃やせるごみ

・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。
・珪藻土の場合は燃やせないごみへ

23 パソコン（ディスプレイ） 燃やせないごみ
できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。メーカーに回収を依
頼することもできます。

24 パソコン（本体）
拠点回収
又はメーカー回収

できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。回収ボックスに入ら
ないものは、クリーンセンターまでお持ちください。メーカーに回収を依頼
することもできます。

25 パソコンラック 粗大ごみ

26 破損したびん 陶磁器・ガラス類 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

27 バター・マーガリン等の容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 洗って、水気を切って

28 バター等の紙製フィルム 燃やせるごみ

29 パチンコ球 燃やせないごみ

30 発煙筒 市では処理しません 販売店へ相談してください。

31 バッグ・かばん 燃やせるごみ

・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。
・ファスナー、少量の金属は付けたまま出せます。

32 バッテリー 市では処理しません 販売店へ相談してください。

33 発電機（エンジン付） 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

検索するときは、キーボードの「Cｔｒｌ」＋「F」の両方を押して下さい。

灰皿

バインダー・ファイル

バケツ

箸

No. 品名 分別区分 注意点



No. 品名 分別区分 注意点

34 バット（野球用・金属製） 燃やせないごみ

35 発泡スチロール（こん包用） プラスチック製容器包装 商品のこん包に使われていたもの以外は、燃やせるごみへ

36 バトミントンのシャトル（羽根製） 燃やせるごみ

37 生花 燃やせるごみ

38 造花 燃やせるごみ 針金の入っているものは燃やせないごみへ

39 花火 燃やせるごみ 水を十分に染み込ませて

40 パネルヒーター 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

41 歯ブラシ 燃やせるごみ

42 プラスチック製容器包装

43 台紙 紙製容器包装

44 アルミ製 燃やせないごみ

45 プラスチック製 燃やせるごみ きれいにできれば、プラスチック製容器包装へ

46 刃物類 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

47 針 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

48 針金 燃やせないごみ 2m以内に切って、短く束ねて

49 パレット（絵画用） 燃やせるごみ

50 ハロゲンヒーター 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

51 金属製 燃やせないごみ

52 金属製以外 燃やせるごみ

53 絆創膏 燃やせるごみ

54 パンなどのアルミ箔 燃やせるごみ

55 プラスチック製 プラスチック製容器包装

56 紙製 紙製容器包装

57 パンフレット 雑がみ

58 ハンマー 燃やせないごみ

59 ピアニカ（楽器） 燃やせるごみ

60 ピアノ 市では処理しません 販売店へ相談してください。

61 ピアノの乾燥剤 燃やせるごみ

62 ビー玉 陶磁器・ガラス類

63 ビーチパラソル 粗大ごみ

64 ビーチボール 燃やせるごみ

65 ビート板 燃やせるごみ 一辺50㎝以内に切断してください。

66 PPバンド（荷物ひも） 燃やせるごみ 50㎝以内に切ってください。

67 ビールびん びん類
できるだけ、集団回収（資源化推進事業）に出すか、販売店へ返却してく
ださい。

68 金属製 燃やせないごみ

69 プラスチック製 燃やせるごみ

70 ビデオカメラ 燃やせないごみ
・電池は外して
・できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

71 ビデオテープ 燃やせるごみ

72 ビデオテープのケース 燃やせるごみ

73 ビデオデッキ 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

ひげそり

花

歯ブラシの容器包装

歯磨きチューブ

ハンガー

パンの外装



No. 品名 分別区分 注意点

74 ビニールシート 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。

75 ビニールシート（家庭園芸用ビニールシート、マルチ） 燃やせるごみ

・一辺50㎝以内に切断してください。
・多量に出す場合は、クリーンセンターまで連絡してください。
・切断できない場合は、たたんでひもで縛り、粗大ごみへ
・事業に伴うものは、専門業者へ相談してください。

76 ビニールひも 燃やせるごみ 50㎝以内に切って出してください。

77 ビニールプール 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。

78 炭を使用 陶磁器・ガラス類

79 電気・ガスを使用 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

80 ひも 燃やせるごみ 50㎝以内に切って出してください。

81 百科事典 雑がみ

82 氷のう（ゴム製・布製） 燃やせるごみ

83 紙製 紙製容器包装 事業に伴うものは、専門業者へ相談してください。

84 プラスチック製 プラスチック製容器包装 事業に伴うものは、専門業者へ相談してください。

85 化粧品用 びん類 マニキュアなど汚れが落ちないものは、陶磁器・ガラス類へ

86 食品・飲料用 びん類

87 農薬・劇薬用 陶磁器・ガラス類
・中身は空にして
・農薬・劇薬は、市では処理しません

88 ピンセット 燃やせないごみ

89 金属製 燃やせないごみ 無色透明袋に入れて

90 プラスチック製 プラスチック製容器包装

91 紙製 紙製容器包装

92 プラスチック製 プラスチック製容器包装

93 ファクシミリ 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

94 プラスチック製 燃やせるごみ

95 プラスチック製以外 燃やせないごみ

96 ファンヒーター 燃やせないごみ
・灯油は完全に抜き、電池は外して
・一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

97 フィルム 燃やせるごみ

98 フィルムケース 燃やせるごみ

99 フィルムの外箱 紙製容器包装

100 風船 燃やせるごみ

101 雑がみ

102 窓あき 燃やせるごみ フィルム部分（窓部分）を外して、雑がみへ出すこともできます。

103 陶磁器・ガラス 陶磁器・ガラス類

104 金属製 燃やせないごみ

105 金属製 燃やせないごみ

106 金属製以外 燃やせるごみ

107 金属製 燃やせないごみ

108 金属製以外 燃やせるごみ

109 服
燃やせるごみ
又は古着・古布

古着・古布のクリーンセンターへの持込みによるリサイクルにご協力くだ
さい。

110 ふすま 粗大ごみ

111 ふすま紙 燃やせるごみ 一辺50㎝以内に切断してください。

フォーク・スプーン

火鉢

肥料袋

びん

びんのふた

ファーストフードの
持ち帰り容器

ファスナー

封筒

風鈴

笛



No. 品名 分別区分 注意点

112 紙製 紙製容器包装

113 金属製 燃やせないごみ 飲料用ボトル缶のふたは、外して本体と一緒に缶へ

114 プラスチック製 プラスチック製容器包装

115 筆 燃やせるごみ

116 金属製 燃やせないごみ

117 金属製以外 燃やせるごみ

118 布団 粗大ごみ
・たたんでひもで縛ってください。
・燃やせるごみの指定袋に入るものは、「燃やせないごみ集積場所に出
せる可燃性粗大ごみ」として出すことができます。

119 布団乾燥機 燃やせないごみ

120 布団たたき 燃やせるごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

121 布団袋・布団圧縮袋 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すこともできます。

122 フライパン 燃やせないごみ

123 ブラインド 粗大ごみ ひもで縛って

124 ブラウン管テレビ 家電リサイクル法対象品 液晶・プラズマ式・ブラウン管式テレビは、家電リサイクル法対象品

125 ぶら下がり健康器具 粗大ごみ

126 プラズマテレビ 家電リサイクル法対象品 液晶・プラズマ式・ブラウン管式テレビは、家電リサイクル法対象品

127 プラモデル 燃やせるごみ

128 プラモデルの外箱 紙製容器包装

129 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

130 金属製以外 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

131 ブランコ（幼児用） 粗大ごみ

132 陶磁器製 陶磁器・ガラス類
・一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ
・プランターの土は、市では処理しません。

133 プラスチック製 燃やせるごみ
・一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ
・プランターの土は、市では処理しません。

134 プラスチック製 プラスチック製容器包装

135 紙製 紙製容器包装

136 アルミ製 燃やせるごみ

137 紙製 紙製容器包装

138 プラスチック製 プラスチック製容器包装

139 ブルーシート 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。

140 ブロック（コンクリート） 埋立ごみ 工事に伴うものは、工事業者に処理を依頼してください。

141 ブロック（おもちゃ） 燃やせるごみ

142 風呂釜 市では処理しません 販売店へ相談してください

143 風呂敷（布製・ビニール製） 燃やせるごみ
・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。

144 風呂のふた 粗大ごみ

145 風呂の床マット 燃やせるごみ

・一辺50㎝以内に切断してください。
・「燃やせないごみ集積場所に出せる可燃性粗大ごみ」として切断せずに
出すことができます。
・珪藻土の場合は燃やせないごみへ。

146 フロッピーディスク 燃やせるごみ

147 フロッピーディスク（ケース） 燃やせるごみ

148 ぶんちん 燃やせないごみ

フラワースタンド

プランター

プリンのフタ

プリンの容器

ふた・キャップ

ふでばこ



No. 品名 分別区分 注意点

149 金属製 燃やせないごみ タンク内の薬剤等を抜いて

150 プラスチック製 燃やせるごみ タンク内の薬剤等を抜いて

151 金属製 燃やせないごみ

152 木製・プラスチック製 燃やせるごみ

153 ヘアスプレーの缶 スプレー缶類
・ガス抜きと穴あけを行って
・プラスチック製のふたはプラスチック製容器包装へ

154 ヘアドライヤー 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

155 ペーパーナイフ 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

156 ベッド 粗大ごみ

157 ベッドマット 粗大ごみ

158 木製・プラスチック製 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

159 金属製 燃やせないごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

160 ペットのトイレ砂（紙製のもの） 燃やせるごみ

161 紙製 紙製容器包装

162 缶 缶

163 プラスチック製 プラスチック製容器包装

164 ペットボトル（清涼飲料・酒類・醤油用） ペットボトル
・ふた、ラベルは外してプラスチック製容器包装へ
・ラベルが紙製のものは紙製容器包装へ

165 ヘッドホン 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

166 ヘッドホンステレオ 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

167 燃やせるごみ 一辺50㎝以内に切断してください。

168 粗大ごみ
粗大ごみとして処理される場合は、長さ2m以内、幅1.5m以内に切断してく
ださい。

169 ベビーカー 粗大ごみ

170 ベビーバス（プラスチック製） 燃やせるごみ 一辺が50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

171 ベビーベッド 粗大ごみ

172 ヘルスメーター 燃やせないごみ 電池は外して

173 ベルト 燃やせるごみ 金属のバックルは外して、燃やせないごみへ

174 ヘルメット 燃やせないごみ

175 ペンキ（塗料） 市では処理しません 販売店へ相談してください

176 ペンキ缶 燃やせないごみ 中身は空にして

177 洗浄機付き 燃やせないごみ 工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください。

178 プラスチック製のみ 燃やせるごみ 工事を伴うものは、工事業者に処理を依頼してください。

179 ペンチ 燃やせないごみ

180 紙製 紙製容器包装 洗って、水気を切って

181 プラスチック製 プラスチック製容器包装 洗って、水気を切って

182 金属製 燃やせないごみ

183 金属製以外 燃やせるごみ

184 ペンライト 燃やせないごみ 電池は外して

185 ホイール（タイヤホイール） 市では処理しません 販売店へ相談してください

186 望遠鏡 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

187 ほうき（プラスチック製・木製） 粗大ごみ 長さ50㎝以内のものは、燃やせるごみへ

便座・ウォシュレット（温水洗浄便座）

弁当の容器（弁当として購入したもの）

弁当箱（弁当箱として購入したもの）

ヘアーブラシ

べニヤ板

ペット小屋

ペットフードの容器

噴霧器



No. 品名 分別区分 注意点

188 芳香剤 燃やせるごみ

189 芳香剤のケース（プラスチック製) プラスチック製容器包装 中身は空にして

190 帽子 燃やせるごみ

191 棒ずり（デッキブラシ） 粗大ごみ

192 包装紙（商品を包んでいたいもの） 紙製容器包装

193 防虫剤（洋服用） 燃やせるごみ

194 プラスチック製 プラスチック製容器包装 中身は空にして

195 紙製 紙製容器包装

196 包丁（ナイフ） 燃やせないごみ 布や新聞紙等で包んで、「キケン」と書いて、無色透明袋に入れて

197 ホース 燃やせるごみ
・50㎝以内に切断してください。
・クリーンセンターに持ち込む場合も50㎝以内に切断する必要がありま
す。

198 金属製 燃やせないごみ ホースは外して

199 金属製以外 燃やせるごみ ホースは外して

200 ポータブルトイレ 粗大ごみ 一辺50㎝以内のものは、燃やせるごみへ

201 ポーチ 燃やせるごみ ファスナーや少量の金属は付けたまま出せます。

202 ボーリングの球 燃やせないごみ

203 ボーリングの球以外 燃やせるごみ

204 金属製 燃やせないごみ

205 プラスチック製 燃やせるごみ

206 ボールペン 燃やせるごみ

207 保温保冷庫 家電リサイクル法対象品 ポータブル冷蔵庫（車載含む）も対象

208 ポケットティッシュの包装 プラスチック製容器包装

209 歩行器（幼児用） 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

210 金属製 燃やせないごみ

211 金属製以外 燃やせるごみ

212 ボタン電池 乾電池類

213 補聴器 燃やせないごみ 電池は外して

214 ホッチキス 燃やせないごみ

215 ポット 燃やせないごみ

216 ホットカーペット 燃やせないごみ
・一辺が50㎝以内になるようにたたんでひもで縛ってください。
・一辺が50㎝を超えるものは粗大ごみへ

217 ホットカーラー 燃やせないごみ できるだけ、小型家電の拠点回収にご協力ください。

218 ホットプレート 燃やせないごみ

219 ポテトチップスの紙缶（筒型） 紙製容器包装

220 ポテトチップスの袋 プラスチック製容器包装 洗って、水気を切って

221 強化プラスチック 燃やせるごみ

222 びん 陶磁器・ガラス類

223 ポリ容器 燃やせるごみ 中身は空にして

224 保冷剤 燃やせるごみ

225 ホワイトボード 燃やせないごみ 一辺50㎝を超えるものは、粗大ごみへ

226 本 雑がみ

ボタン

ほ乳びん

防虫剤（洋服用）のケース

ホースリール

ボール（球）

ボール（料理用）



No. 品名 分別区分 注意点

227 本棚 粗大ごみ


