
品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

は ハードディスクドライブ 不燃ごみ

バーベキューコンロ 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ハーモニカ 不燃ごみ

灰 可燃ごみ 少量ずつ、他のごみと一緒に指定袋に入れて出す。

バイク 収集できません 販売店または処理業者へ相談してください。

灰皿 金属・ガラス 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

パイプ椅子 粗大ごみ

ハウスビニール 家庭菜園用 可燃ごみ
50cm角程度に切る。事業によるものは収集できませんので販売店や農協に相談してくだ
さい。

はかり 不燃ごみ 電池式は電池を抜いて出す。

はく製 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

白熱球 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

バケツ 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

はさみ 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

はしご 粗大ごみ

バスタオル 資源回収（布類） 汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

バスマット 可燃ごみ

パソコン 収集できません
ＰＣリサイクル法により、町で収集できません。メーカーに問い合わせていただくか、小型
家電回収(リサイクル)にご協力ください。

バター・マーガリンの容器 プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

鉢 陶器・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

革製・布製・ビニール 可燃ごみ
金具、プラスチック部分を外せるようであれば、取り外して不燃ごみ。取り外すのが難しい
場合はそのままで大丈夫。

金属 不燃ごみ

バッテリー 収集できません 販売店に相談してください。

発煙筒 収集できません 販売店または自動車整備工場に相談してください。

発電機 粗大ごみ

バット（食品用） 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

木 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

発泡スチロール類（容器・緩衝材） プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

花火 可燃ごみ 必ず水で濡らしてから出す。

歯ブラシ 不燃ごみ 充電式の場合は有害ごみ「充電式電池類」の「充電式電動歯ブラシ」をご覧ください。

プラスチック プラスチック製容器包装類

紙 資源回収（古紙）

歯磨きチューブ 可燃ごみ

歯磨きチューブのキャップ プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

針 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入するか、小さい缶等に入れる。

袋からはみ出す場合は、しっかりしばって出す。

歯ブラシ等の包装

はけ

箸・箸箱

はたき

バック

バット（スポーツ用）
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

針金 不燃ごみ 50cm程度に切る。新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

パンの袋 プラスチック プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

針金・硬質プラスチック 不燃ごみ

ひ ピアノ 粗大ごみ

ＢＳアンテナ・チューナー 不燃ごみ 小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ＰＨＳ 収集できません 販売店に出す。または小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ヒーター（電気式・ハロゲン式） 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ビーチサンダル 可燃ごみ

ＰＰバンド 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ビールびん 資源回収（ガラスびん）
中をすすいで水を切る。集積所のコンテナに入れる時は、必ず寝かせる。割れたものは
不燃ごみ。リターナブルびんは販売店へ返却。

木 可燃ごみ

金属 不燃ごみ

ビデオカメラ 不燃ごみ 小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ビデオテープ 可燃ごみ ケースに入れたままで大丈夫です。

ビデオデッキ 不燃ごみ 小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

ビニールカッパ 可燃ごみ

ビニールシート 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

ビニール製品 可燃ごみ

ビニールテープ・ひも 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ビニール袋(レジ袋) プラスチック製容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

ビニールホース 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ひも 紙・布・ビニール 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

漂白剤の容器 プラスチック プラスチック製容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

肥料袋 家庭菜園用 プラスチック製容器包装類
洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。事業用は収集できませんので販売店や農協に
相談して下さい。

びん ガラス 資源回収（ガラスびん）
洗って水を切る。集積所のコンテナに入れる時は必ず寝かせる。割れたものは不燃ご
み。リターナルびんは販売店へ返却。

プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

金属 不燃ごみ

ふ 紙・プラスチック 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は抜き取る。電池や電源コードも外す。

フィルム（写真用） 可燃ごみ

封筒 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プール（子供用） ビニール 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

フォーク 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

筆入れ・筆箱 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

布団 粗大ごみ 1枚ごと束ねる。

布団乾燥機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ファイル

筆

ハンガー

ひしゃく

びんのキャップ
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

布団袋 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

フライパン 不燃ごみ

紙・木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

プラスチック 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

プラスチック（包装）フィルム プラスチック プラスチック製 容器包装類 乳酸飲料・プリン・ヨーグルト等、複数の商品を包むもの。汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック・トタン波板 粗大ごみ

プラグ 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

プラスチックケース プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

プラモデル 硬質プラスチック 不燃ごみ

プランター 硬質プラスチック 不燃ごみ 土などは取り除く。指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

レーザー・複合機 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

インク 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。または小型家電回収(リサイクル)にご協力ください。

プリンター用紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

プリン・ゼリーの容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

アルミ 可燃ごみ

ブルーシート 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

古着 資源回収（布類） 汚れているもの、ボロボロのものなど資源にならなければ可燃ごみ。

風呂敷 布・ビニール 可燃ごみ

フロッピーディスク 不燃ごみ

フロッピーディスクのケース 不燃ごみ

風呂のふた 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

風呂マット 可燃ごみ 50㎝角程度に切る。

風呂用ブーツ プラスチック 可燃ごみ

へ ヘアースプレーの缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。キャップはプラ。

ヘアピン 金属 不燃ごみ

木 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

ベット（枠) 粗大ごみ

ベットマット 粗大ごみ スプリングを取り外す。直接搬入する場合も同じです。

ペット運搬ケース 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ペット小屋 粗大ごみ

ペット砂 可燃ごみ 汚物は取り除いて、少量ずつ小分けにして出す。

ペットフードの缶 資源回収（空き缶） 洗って水を切る。汚れたものは不燃ごみ。

ペットフードの箱 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ブラシ

プリンター

プリンのふた

ヘアーブラシ

布団たたき

ブラインド 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

プラスチック製品
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

ペットフードの袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ヘッドホン 不燃ごみ

ペットボトル ペットボトル 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ペットボトルのキャップ プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

ベニヤ 木 可燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーチェア 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ベビーバス 不燃ごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ。

ベビーベット 粗大ごみ

ヘルスメーター 不燃ごみ 電池式は電池を抜いて出す。

ベルト 革製・布製・ビニール 可燃ごみ 金具部分は不燃ごみ。取り外すのが難しい場合はそのままで大丈夫です。

ヘルメット 不燃ごみ

ペン（ボールペン・サインペン・マジック） 不燃ごみ

ベンジン 収集できません 販売店に相談してください。

ペンキ 収集できません
大量の場合は、販売店に相談してください。少量であれば、布などにしみ込ませた状態で
可燃ごみに混ぜて出す。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ほ ボイラー 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

望遠鏡 不燃ごみ

木・竹 可燃ごみ

硬質プラスチック 不燃ごみ

芳香剤容器 プラスチック プラスチック製 容器包装類 洗って水を切る。汚れたものは可燃ごみ。

芳香剤（中芯） 可燃ごみ

芳香剤スプレー缶 資源回収（空き缶）
使い切った後、必ず穴をあけ、その周りをマジックなどで囲み印をつける。他の空き缶と袋
を分ける。キャップはプラ。

帽子 可燃ごみ

包装紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

包装フィルム プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

防虫剤・防虫シート 可燃ごみ

包丁 不燃ごみ 新聞紙等で包み「危険」等と記入する。

ホース 可燃ごみ 50㎝程度に切る。

ポータブルコンロ 不燃ごみ カセットボンベは必ず取り外す。

ポータブルトイレ 粗大ごみ きれいに洗って出す。

ホームタンク 粗大ごみ 家屋廃材等は出せません。業者に処分を依頼してください。

ボール（料理用） 金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ

ボール（スポーツ用） 可燃ごみ

ボールペン 不燃ごみ

ホーロー製品 不燃ごみ

ポケットティッシュの包装袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ
ボタン

弁当箱

ほうき
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品 　　　名 素材等 ごみの区分 ワ ン ポ イ ン ト

ボタン電池
型式
SR、PR、LR

回収協力店の「ボタン電池回収缶」へ

白鷹町内の回収協力店は、「コメリホームセンター白鷹店」です。１つずつビニールテープ
等で絶縁してください。
回収対象電池は、酸化銀電池（型式記号ＳＲ）、空気電池（型式記号ＰＲ）、アルカリボタン
電池（型式記号ＬＲ）。

ホッカイロ 可燃ごみ

ホッチキス 不燃ごみ

ホッチキスの針 不燃ごみ

ポット（魔法瓶） 不燃ごみ

ホットカーペット 可燃ごみ
50cm角程度に切る。電源コードは50cm程度に切って不燃ごみへ。または切らずに粗大ご
み。

ホットプレート 不燃ごみ

ポテトチップスの紙筒 紙 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

ポテトチップスの紙筒の中袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

ポテトチップスの袋 プラスチック プラスチック製 容器包装類 汚れたものは可燃ごみ。

哺乳びん ガラス・ 硬質プラスチック 不燃ごみ 指定袋の中で割れそうな場合は、新聞紙等に包んで「割れ物」等と記入。

ポリタンク 硬質プラスチック 不燃ごみ

保冷剤 可燃ごみ

本 資源回収（古紙） 汚れたものは可燃ごみ。

木 可燃ごみ

金属・ 硬質プラスチック 不燃ごみ
本立て
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