
50音 品名 分別 備考 け 鍵盤ハーモニカ 不燃

あ IH調理器 小型家電 （不燃でも可） こ コーヒーメーカー 小型家電 （不燃でも可）

アイスボックス 不燃 （大きいものは大型） コースター 可燃 （金属製・ガラス製は不燃）

アイロン 小型家電 （不燃でも可） ござ 大型

アイロン台 不燃 （大きいものは大型） こたつ 大型

アコーディオンカーテン 大型 コップ（ガラス・セトモノ・金属） 不燃 （木製は可燃）

油（食用（固形）） 可燃 （液体は町内ガソリンスタンドで回収） ゴム手袋 可燃

雨合羽 可燃 ゴムホース 可燃 （金属部分は不燃）

網戸 大型 ゴム類 可燃

洗いかご 可燃 （金属のついているものは不燃） 米びつ 大型

アルバム 可燃 （金属部分は不燃） ゴルフ用品（クラブ・ケース・ボール） 不燃

アルミホイル 不燃 コンクリート 困難 （産廃業者に相談ください）

アルミ容器 不燃 コンパネ 大型

安全ピン 不燃 さ サーキュレーター 不燃

アンテナ 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型） 財布 可燃

い ETC機器 小型家電 （不燃でも可） サインペン 不燃

石 困難 （産廃業者に相談ください） 魚 可燃

犬小屋 大型 作業服 資源：布 （汚れているものは可燃）

医療系廃棄物 困難 （産廃業者に相談ください） 雑誌 資源：紙

衣類（メリヤス・綿・タオル地・ネル地） 資源：布 （汚れている物は可燃） サッシ類 大型

イヤホン 小型家電 （不燃でも可） 座布団 可燃 （大量にある場合は大型）

印鑑 不燃 さらし 資源：布 （汚れているものは　可燃）

う ウインドブレーカー 可燃 ざる 不燃 （プラスチック製は可燃）

植木鉢（木製、プラ） 可燃 （硬質プラ・陶器製は不燃） 三脚 不燃 （大きいものは大型）

浮き輪（ビニール・ゴム） 可燃 サンダル 可燃

腕時計 小型家電 （不燃でも可） 三輪車 大型

運動靴 可燃 し ＣＤ，ＤＶＤなどのディスク 可燃

え ACアダプター用コード類 小型家電 （不燃でも可） シーツ（綿50％以上） 資源：布 （綿以外は可燃）

エアコン 家電 （販売店・電気屋へ相談） シート（ブルーシート、レジャーシート） 可燃 （大量にある場合は大型）

絵具（チューブ、筆、パレット） 可燃 （金属のついているものは不燃） ジーパン 可燃

エレクトーン 大型 磁器タイル 困難 （産廃業者に相談ください）

煙突 不燃 （大きいものは大型） 敷布 可燃 （大量にある場合は大型）

お オーディオプレーヤー 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型） 磁石 不燃

おしぼり（綿50％以上） 資源：布 （綿以外は可燃） 湿気とり 不燃

おたま（金属製） 不燃 （プラスチック製は可燃） 湿布 可燃

お盆 可燃 （金属の付いているものは不燃） 辞典 資源：紙

おもちゃ（木製・プラスチック製） 可燃 （ブリキ製等は不燃） 自転車 大型

オルガン 大型 自動車 困難 （産廃業者に相談ください）

オルゴール 不燃 ジャージ 可燃

か カーテン 可燃 （大きいものは大型、綿地は資源：布） ジャケット 資源：布 （汚れているものは　可燃）

カーテンレール 不燃 （大きいものは大型） 写真、フイルム、ネガ 可燃

貝殻 不燃 シャツ 資源：布 （汚れているものは　可燃）

カイロ 不燃 しゃもじ 可燃 （金属・セラミックのものは不燃）

額縁 不燃 （大きいものは大型） ジュータン 大型

傘 不燃 消火器 困難 販売店、消火器リサイクルセンター

加湿器 不燃 定規 可燃 （金属のついているものは不燃）

菓子箱 可燃 （金属製・ガラス製は不燃） 焼却灰 大型 （不燃の袋で出す）

ガステーブル 不燃 （大きいものは大型） 消臭剤・芳香剤 不燃

カセットテープ 不燃 （金属部分を外せば可燃） 食卓セット 大型

カセットデッキ 不燃 （大きいものは大型） 除湿機 不燃

花瓶 不燃 食器 不燃 （木製・プラ・紙は可燃）

紙パック 資源：紙 　（汚れているものは　可燃） 食洗機・乾燥機 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型）

カメラ 不燃 （デジカメ・一眼・二眼は小型家電可） 新聞紙 資源：紙

カレンダー 可燃 （金属部分は不燃） す 水筒 不燃

皮製品 可燃 （金属部分は不燃） 炊飯器（電気） 小型家電 （不燃でも可）

換気扇 不燃 （大きいものは大型） スーツ 可燃

乾燥剤 可燃 スーツケース 不燃 （大きいものは大型）

寒暖計 有害 スーパーの袋 資源：プラ

缶容器 資源：缶　 （汚れているものは　不燃） 図鑑 資源：紙

き キーボード 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型） スキーウエア― 可燃

木くず 可燃 スキーキャリア 不燃 （大きいものは大型）

危険廃棄物(ガス･ガソリン･灯油･シンナー等) 困難 （産廃業者に相談ください） スキー用品（スキー板・靴・ストック・金具） 不燃 （大きいものは大型）

ギター 不燃 （大きいものは大型） スケート靴 不燃

キッチンペーパー 可燃 スケートボード 不燃

キッチンマット 可燃 スコップ 不燃

着物 資源：布 （汚れているものは可燃） スタイロホーム 困難 （産廃業者に相談ください）

脚立 大型 すだれ 可燃 （金属のついているものは不燃）

急須 不燃 ストッキング 可燃

鏡台 不燃 （大きいものは大型） ストロー 可燃

金魚鉢 不燃 スナック菓子等袋、容器 可燃 （汚れていなければ資源：プラ）

金属類 不燃 スノーダンプ 大型

く 空気入れ 不燃 スノーボード 不燃

空気清浄器 小型家電 （不燃でも可） すのこ 可燃 （大きいものは大型）

くぎ、くぎ抜き 不燃 スマートフォン 小型家電 （不燃でも可）

くさり 不燃 スプーン・フォーク 不燃 （金属の付いていないものは　可燃）

くし 可燃 （金属のついているものは不燃） スプレー缶(使い切ったもの） 有害 （穴をあけたものは資源：缶）

靴 可燃 ズボン（綿） 資源：布 （綿以外・汚れているものは可燃）

靴下 可燃 炭 可燃

クッション 可燃 スリッパ 可燃

グラスウール 困難 （産廃業者に相談ください） せ 生理用品 可燃

クリップ 不燃 （金属製以外は可燃） 石膏ボード 困難 （産廃業者に相談ください）

車（オイル、タイヤ、ホイル、バッテリー） 困難 （産廃業者に相談ください） セトモノ類 不燃

グローブ 可燃 洗剤容器（紙） 資源：紙 （汚れているものは可燃）

軍手 可燃 洗剤容器（プラスチック） 資源：プラ （汚れているものは可燃）

け 蛍光管 有害 洗濯機 家電 （販売店・電気屋へ相談）

携帯電話 小型家電 （不燃でも可） 洗濯ばさみ 可燃 （金属のついているものは不燃）

毛糸 可燃 剪定木 大型 （1.5ｍ以内で束ねる）（80㎝以内なら可燃）

計量カップ 可燃 （金属のついているものは不燃） 栓抜き 不燃

ゲーム機（本体） 小型家電 （不燃でも可） 扇風機 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型）

ゲーム機（カセット、カード） 不燃 そ 造花 可燃 （金属のついているものは不燃）

化粧品（コンパクト、はけ、金属部分） 不燃 双眼鏡 不燃

血圧計（電気） 小型家電 （不燃でも可） 掃除機 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型）

下駄箱 大型 ソファー 大型

玄関マット 不燃 そろばん 可燃 （金属のついているものは不燃）



た 体温計 有害 ひ 肥料袋 可燃

体重計 不燃 ピンセット 不燃

タオル掛け 可燃 （金属のついているものは不燃） びん容器 資源：びん （汚れているものは　不燃）

竹串 可燃 ふ フライパン 不燃

畳 大型 プラスチック容器 可燃 （汚れていなければ資源：プラ）

卓球台 大型 封筒 可燃

卓球用品（ラケット・ピンポン玉） 可燃 布団 大型

脱臭剤 不燃 布団カバー（綿） 資源：布 （綿以外・汚れているものは可燃）

タブレット端末 小型家電 （不燃でも可） 服 資源：布 （汚れているものは可燃）

たわし 不燃 ふすま 大型

たんす 大型 プリンター 小型家電 （不燃でも可）

断熱材 困難 （販売店と相談） ブルーレイプレーヤー・レコーダー 小型家電 （不燃でも可）

ダンボール 資源：紙 風呂の浴槽、小型の釜 大型

ち 地球儀 不燃 風呂桶、椅子、蓋 可燃 （金属のついているものは不燃）

茶碗 不燃 フロッピーディスク 不燃

ちょうし 不燃 ブラインド 不燃 （大きいものは大型）

提灯 不燃 ブロック 困難 （産廃業者に相談ください）

チョーク 可燃 へ ペットボトル（ＰＥＴ1マーク） 資源：ペット （汚れているものは可燃）

ちりとり 可燃 （金属のついているものは不燃） ペットボトル（ＰＥＴ1マーク以外） 資源：プラ

つ ついたて 大型 ベルト 可燃 （金属部分は不燃）

机 大型 ベッド本体、マット 大型

漬物樽 可燃 （大きいものは大型） ベニヤ板 大型

爪切り 不燃 ヘッドフォン 不燃

釣り糸 可燃 ペットの砂（材質が砂、鉱物） 大型 （不燃の袋で出す）

釣り道具（竿・リール） 不燃 ヘルメット 不燃

つるはし 不燃 ほ 望遠鏡本体・三脚 不燃 （大きいものは大型）

て ＤＶＤプレーヤー・レコーダー 小型家電 （不燃でも可） ボール（ゴム製・ビニール製） 可燃

ティッシュ 可燃 ボウリング玉 困難 （販売店と相談）

テーブル 大型 ボウリング玉ケース 可燃 （金属のついているものは不燃）

デジタルカメラ 小型家電 （一眼・二眼・８ｍｍ含む）（不燃でも可） 包丁 不燃

デスクマット 可燃 ホットプレート 小型家電 （不燃でも可）

鉄アレイ 不燃 （大きいものは大型） ほうき 可燃 （金属の付いているものは不燃）

テニス用品（ラケット・ボール） 不燃 包帯 可燃

手袋 可燃 保冷剤 可燃

テレビ 家電 （販売店・電気屋へ相談） 防虫剤 不燃

電気カーペット 大型 ボールペン 不燃

電気ケトル・ポット 小型家電 （不燃でも可） 補聴器 小型家電 （不燃でも可）

電気ストーブ 小型家電 （不燃でも可） ホッチキス 不燃

電気毛布 不燃 帽子 可燃

電球 有害 ボイラー 困難 （販売店と相談）

電子辞書 小型家電 （不燃でも可） 本棚 不燃 （大きいものは大型）

電子レンジ 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型） 包装紙 資源：紙

電卓 小型家電 （不燃でも可） ま 万華鏡 不燃

電池 有害 （町内に回収ポスト設置あり） まな板 不燃

テント（キャンプ用（ビニール製）） 可燃 （大きいものは大型） マスク 可燃

テント（骨組み） 不燃 （大量にある場合は大型） 万年筆 不燃

電動かみそり 小型家電 （不燃でも可） まくら 可燃

電話機 小型家電 （不燃でも可） マットレス 大型

と ドア 大型 マッサージチェア 大型

灯油タンク（90Ｌ以下） 大型 （灯油は完全に抜き取ってください） 万歩計 小型家電 （不燃でも可）

トースター 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型） み 水まくら 可燃 （金属部分は不燃）

毒劇物（殺虫剤、除草剤、農薬等） 困難 （産廃業者に相談ください） 水着 可燃

時計 小型家電 （不燃でも可） ミシン 小型家電 （不燃でも可。大きいものは大型）

トタン 不燃 （大きいものは大型） ミキサー 小型家電 （不燃でも可）

ドライヤー 小型家電 （不燃でも可） む 虫眼鏡 不燃

ドラム缶 困難 （販売店と相談） め 眼鏡 不燃 （役場1階に回収箱あります）

トランポリン：子ども用 不燃 （大きいものは大型） メガホン 可燃 （金属製は不燃）

塗料 困難 （産廃業者に相談ください） 綿棒 可燃

トレー類 資源：プラ （汚れているものは　可燃） メジャー 可燃 （金属のついているものは不燃）

トロフィー 不燃 メモリーカード 小型家電 （ＳＤ・ＵＳＢ含む）（不燃でも可）

な ナイフ 不燃 も 毛布 可燃 （大量にある場合は大型）

長靴 可燃 物干し竿、台 大型

流し台 大型 モニターカメラ 不燃

鍋 不燃 モルタル 困難 （産廃業者に相談ください）

鍋しき 不燃 （木製は可燃） モーター 困難 （産廃業者に相談ください）

鍋つかみ 可燃 （アルミが付いているものは不燃） や 野球用品（ユニホーム・ボール） 可燃

生ごみ 可燃 野球バット 不燃 （大量にある場合は　大型）

ぬ ぬいぐるみ 可燃 （金属部分は不燃） やかん 不燃

ね ネクタイ 可燃 やすり 不燃

ネット（果物、野菜袋） 資源：プラ （汚れているものは　可燃） ゆ 指輪 不燃

寝袋 可燃 （金属部分は不燃） 雪はね 不燃 （大きいものは大型）

粘土 不燃 浴衣 資源：布 （汚れているものは　可燃）

の ノート 資源：紙 湯沸かし器 不燃 （大きいものは大型）

のこぎり 不燃 郵便受け 不燃

は はがき 可燃 ら ラップ類 可燃

白衣 資源：布 ライター 有害

はし、へら 可燃 （金属のついているものは不燃） ラジオ 小型家電 （不燃でも可）

バスタオル 資源：布 ラジコン 小型家電 （不燃でも可）

パソコン 小型家電 （不燃でも可） り リュックサック 可燃 （金属部分は不燃）

抜根 困難 （産廃業者に相談ください） リヤカー 大型

バトミントンシャトル 可燃 る ルーター 小型家電 （不燃でも可）

バトミントンラケット 不燃 れ レンジフード 不燃

花 可燃 レンガ 困難 （産廃業者に相談ください）

パネルヒーター 大型 冷却シート 可燃

はみがき粉 可燃 冷蔵庫 家電 （販売店・電気屋へ相談）

針金 不燃 冷凍庫 家電 （販売店・電気屋へ相談）

パレット 困難 （産廃業者に相談ください） 冷凍ストッカー 大型

ハンガー 不燃 （木製・プラは可燃） ろ ろうそく 可燃

ばんそうこう 可燃 ロッカー 大型

ひ ビデオカメラ 小型家電 （不燃でも可） わ ワインコルク 可燃

ビデオテープ 可燃 ワイシャツ 資源：布 （汚れているものは　可燃）

ビデオデッキ 小型家電 （不燃でも可） ワープロ 不燃

ビニール（農業用） 困難 （産廃業者に相談ください） ワイヤーロープ 困難 （産廃業者に相談ください）

ビニール袋 資源：プラ （汚れているものは可燃） ワンセグ受信機 小型家電 （不燃でも可）

ひも 可燃


