
品　　名 分別区分 注 意 事 項 な ど

ブラウス 燃やせるごみ できるだけ衣類回収ボックスへ

ブラウン管テレビ 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です

プラズマ式テレビ 収集しないごみ 家電リサイクル法対象品目です

フラットファイル 雑誌 ・雑がみ 金属部分は外して、 燃やせるごみへ

ブランケット （毛布） 燃やせるごみ

プランター 大型ごみ 45㎝未満のものは、 燃やせるごみ

プリンター 大型ごみ 45㎝未満のものは、 燃やせないごみ

ブルーシート 大型ごみ 45㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

ブルーレイディスク （ＢＤ） 燃やせるごみ

ブルーレイディスクプレーヤー 燃やせないごみ
45㎝以上のものは、大型ごみ。 小型のものは、
できるだけ小型家電回収ボックスへ

ブレザー 燃やせるごみ できるだけ衣類回収ボックスへ

風呂椅子 （プラスチック製） 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、 大型ごみ

風呂椅子 （金属製） 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、 大型ごみ

風呂釜 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

プロジェクター 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、 大型ごみ

ブロック （コンクリート製 ・ レンガ製） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

ブロック （玩具 ・プラスチック製） 燃やせるごみ

フロッピーディスク 燃やせるごみ データは消去してください

プロテクター （野球用など） 燃やせないごみ

プロパンガスボンベ 収集しないごみ ガス会社へ問い合わせてください

風呂ポンプ （バスポンプ） 燃やせないごみ

風呂マット 大型ごみ 45㎝未満に切れば、 燃やせるごみ

ヘアスプレーの缶 かん
中身を使い切り、 屋外の風通しの良い所で穴
をあけて出してください。 できるだけ飲料用な
どの缶と袋を別にして出してください

ヘアドライヤー 燃やせないごみ できるだけ小型家電回収ボックスへ

ベッド 大型ごみ
セミダブルサイズ （幅 120 ｃｍ程度） まで。
ダブルサイズ以上は環境整備センターへ直接搬
入可 （有料）

ベッドカバー 燃やせるごみ

ペット小屋 大型ごみ 0.5 坪程度まで解体済みのものに限ります

ペットのトイレ砂 燃やせるごみ 少量ずつ出してください

ペットボトル ペットボトル
容器の中を軽く洗いつぶしてください。 キャッ
プとラベルは外して燃やせるごみへ

ヘッドホン 燃やせないごみ できるだけ小型家電回収ボックスへ

ベッドマット （マットレス） 大型ごみ
スプリング式はセミダブルサイズ （幅 120 ｃｍ
程度） まで。 ダブルサイズ以上は、 環境整備セ
ンターへ直接搬入可 （有料）

ペット用トイレ 燃やせるごみ 45㎝以上のものは、 大型ごみ

ヘッドライト （ヘッドランプ）
（アウトドア用）

燃やせないごみ
電池を外してください。 自動車用は、 収集不
可

ベニヤ板 大型ごみ 45㎝未満に切れば、 燃やせるごみ
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ベビー椅子 （ベビーチェア） 燃やせないごみ 脚部の長いものは、 大型ごみ

ベビーカー （乳母車） 大型ごみ

ベビーバス 大型ごみ

ベビー服 燃やせるごみ できるだけ衣類回収ボックスへ

ベビーベッド 大型ごみ

へら （木製 ・ゴム製 ・プラスチック製） 燃やせるごみ

へら （金属製） 燃やせないごみ

ベルト 燃やせるごみ 金具は取り外して燃やせないごみ

便器 収集しないごみ
自分で取り付け （取り外し） たものに限り、 環
境整備センターへ直接搬入可 （有料）

ペンキ （塗料） 収集しないごみ
少量の場合、 新聞紙などに染み込ませて燃や
せるごみ

ペンキのスプレー缶 かん
中身を使い切り、 屋外の風通しの良い所で穴
をあけて出してください。 できるだけ飲料用な
どの缶と袋を別にして出してください

ペンキの容器 燃やせないごみ
中身は使い切ってください。 中身が残ってい
る場合は、 新聞紙などに染み込ませて燃やせ
るごみへ

ペンケース （筆箱）
（布製 ・木製 ・革製 ・プラスチック製）

燃やせるごみ

ペンケース （筆箱） （金属製） 燃やせないごみ

便座 （温水洗浄便座を含む） 大型ごみ 自分で取り付け （取り外し） たものに限る

便座カバー 燃やせるごみ

ペンダント 燃やせないごみ

ホイール （自動車用） 収集しないごみ 購入店 ・販売店へ問い合わせてください

ホイールキャップ 収集しないごみ 購入店 ・販売店へ問い合わせてください

ボイラー （大型給湯器） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

望遠鏡 燃やせないごみ 45㎝以上のものは、 大型ごみ

ほうき類 大型ごみ
集積所用と区別するため、 「大型ごみ」 と表示
してください。 45㎝未満のものは、 燃やせる
ごみ

包装紙 雑誌 ・雑がみ
汚れのひどいもの、 匂いのついたもの、 防水
加工されたものは、 燃やせるごみ

防虫剤 燃やせるごみ

包丁 燃やせないごみ
鋭利な部分を厚手の紙などで包み、 「危険」 と
表示してください

包丁研ぎ器 （シャープナー） 燃やせないごみ
電動式は電池を外してください。 電動式は、
できるだけ小型家電回収ボックスへ

防鳥ネット （鳥除けネット） 燃やせるごみ
集積所用と区別するため、 袋に入れて 「ごみ」
と表示してください。 おもりは外して燃やせな
いごみへ

防犯ブザー 燃やせないごみ
電池を外してください。 できるだけ小型家電回
収ボックスへ

ボウリング球 収集しないごみ 環境整備センターへ直接搬入可 （有料）

ホース 大型ごみ 45㎝未満に束ねれば、 燃やせるごみ

ホース巻き （ホースリール） 大型ごみ

ポータブルトイレ 大型ごみ

ホームタンク （石油タンク） 収集しないごみ 専門業者に処理を依頼してください

ボール （球） 燃やせるごみ
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