
H30.12.1現在

よく問い合わせがある品目について掲載しています

品　　　　　　　目 区　　　　分 備　　　　考
あ行 アイスノン 不　　　燃

アイロン 不　　　燃
編み機 粗　　　大
網戸・雨戸 粗　　　大
衣装ケース 粗　　　大
いす 粗　　　大
一輪車（菜園用） 粗　　　大
一輪車（遊具用） 不　　　燃
医療用器具 収集不可 自宅での点滴は針をのけて可燃で出してください
衣類 資　　　源 役場、中央公園、イベント広場に回収ボックス設置
衣類乾燥機 家電リサイクル法対象品※

植木鉢 不　　　燃 土は収集不可
エアコン 家電リサイクル法対象品※

オーブンレンジ 粗　　　大
お菓子の外装（プラスチック製） 資源（プラ容器）
おもちゃ（木・布製） 可　　　燃
おもちゃ（プラスチック製・金属製） 不　　　燃

か行 カーテン 不　　　燃
カーテンレール 粗　　　大
カーペット（じゅうたん） 不燃・粗大 ２～３帖を超えたら粗大
買い物袋（スーパー袋等） 資源（プラ容器）
カイロ（使い捨て） 可　　　燃
かさ・折りたたみかさ 不　　　燃
ガス給湯器（台所用） 不燃・粗大 大きさによる（１ｍを超える場合、粗大）
ガスコンロ 粗　　　大
ガスストーブ 粗　　　大
カセットボンベ（卓上） 資源（スチール缶） 使い切ってから穴を開けて出してください
固めた食用油 可　　　燃 食用油は資源（役場、やすらぎプラザ、サポートセンター）
カップ麺容器 資源（プラ容器） 中を洗って出してください
紙おむつ 可　　　燃 汚物は取り除いて出してください
革ジャンパー 不　　　燃
がれき 収集不可
瓦 収集不可
乾燥剤 可　　　燃
乾電池 資源（乾電池） ビニール袋に入れて出してください
キーボード（楽器） 粗　　　大
脚立 粗　　　大
空気清浄機 不燃・粗大 指定袋に入れば不燃、入らなければ粗大
草刈り機・芝刈り機（家庭用） 粗　　　大
くつ・運動靴・革靴・長靴 不　　　燃
果物ネット（緩衝材） 資源（プラ容器）
クレヨン・クレパス 可　　　燃
グローブ 不　　　燃
蛍光灯・水銀使用製品 資　　　源 毎週金曜日午後５時～土曜日正午まで保健センター北側で回収

化粧瓶 不　　　燃
広告類 資源（新聞紙） ひも等で結んで出してください
固形燃料 可　　　燃
ゴルフクラブ 不　　　燃
ゴルフバッグ 粗　　　大

さ行 サイドボード 粗　　　大
座椅子 粗　　　大
座卓 粗　　　大
座布団 可　　　燃
三輪車（子ども用） 不　　　燃
三輪車（大人用） 粗　　　大
CD、CDケース、DVD、DVDケース 不　　　燃
自転車 粗　　　大
芝刈り機（家庭用） 粗　　　大
じゅうたん 不燃・粗大 ２～３帖を超えたら粗大
消火器 収集不可 専門業者依頼
照明器具 不燃・粗大 大きさによる（１ｍを超える場合、粗大）
食用油（天ぷら油） 資源（廃食油） 毎週土曜日（8時～正午）、保健センター、やすらぎプラザ、サポートセンターで回収

食用油（天ぷら油） ※凝固剤で固めた場合 可　　　燃
食器乾燥機 不　　　燃
食器洗浄機 粗　　　大
炊飯器 不　　　燃
水槽 不燃・粗大 大きさによる（１ｍを超える場合、粗大）
スーツケース 不燃・粗大 大きさによる（１ｍを超える場合、粗大）

ご　み　分　別　区　分　索　引



品　　　　　　　目 区　　　　分 備　　　　考
さ行 スキー板 粗　　　大

すだれ 可燃・不燃 竹製：可燃、プラ製：不燃
スノーボード 粗　　　大
スノコ 粗　　　大
炭 可　　　燃
石油ストーブ・ファンヒーター 粗　　　大 灯油・電池を取り除いて出してください
洗濯機 家電リサイクル法対象品※

扇風機 不　　　燃
掃除機 不　　　燃
ソファー 粗　　　大 分かれる場合、個別で計算する

た行 耐火金庫 収集不可
タイヤ 収集不可 専門業者依頼
畳 収集不可 専門業者依頼、畳カーペットなら5枚で500円（粗大）
脱酸素剤 可　　　燃
チャイルドシート 粗　　　大
チューブ（わさび・歯磨き粉等） 資源（プラ容器） 使い切ってから出してください
使い捨てライター 不　　　燃 中のガスを出し切り、ビニール袋に入れて別に出してください

手押し車（シルバーカー） 粗　　　大
テレビ（液晶・プラズマ含む） 家電リサイクル法対象品※

電気ストーブ 不燃・粗大 大きさにより
電子レンジ 粗　　　大
トランク（旅行用） 粗　　　大
塗料 収集不可
トレイ 資源（プラ容器） 汚れを落として出してください

な行 粘土 不　　　燃
農機具 収集不可
農業用資材 収集不可
農薬（劇薬） 収集不可

は行 灰 可　　　燃 湿らせて出してください
バイク（５０ｃｃ以上） 収集不可
バイク（５０ｃｃ未満） 粗　　　大
パイプイス 粗　　　大
パソコン 収集不可 各メーカーが回収・リサイクル
パソコンプリンター（家庭用） 不　　　燃
バッテリー 収集不可 専門業者依頼
発泡スチロール 資源（プラ容器） 汚れを落として出してください
花火 可　　　燃 濡らしてから可燃ごみ
ビーチパラソル 粗　　　大
ビデオデッキ 小型家電
布団 可　　　燃 布団１枚につきゴミ袋（大１枚）を、ひも等で巻きつけて出してください

ふすま 粗　　　大
仏壇 収集不可
プリンター（家庭用） 不　　　燃
ブロック 収集不可
風呂の板 不燃・粗大 丸められるもの：不燃、板：粗大
ヘアースプレー缶（スチール製） 資源（スチール缶） 使い切ってから穴を開けて出してください
ベビーベッド 粗　　　大
便器（洋式） 粗　　　大 手数料：1000円
便槽 収集不可
弁当箱（コンビニ等のプラスチック製） 資源（プラ容器） 中を洗って出してください
ホイール（車用） 収集不可
ボイラー 収集不可
ホットカーペット 不燃・粗大 ２～３帖を超えたら粗大
ポリタンク 不　　　燃
保冷剤 可　　　燃

ま行 マットレス 粗　　　大
マッサージ機 粗　　　大
ミシン 粗　　　大
毛布 不　　　燃
餅ちつき機 粗　　　大
物干し竿・物干し台 粗　　　大

や行 汚れの取れない瓶・缶 不　　　燃
よしず 粗　　　大

ら行 ラップ 資源（プラ容器） 汚れの取れないものは不燃
冷蔵庫 家電リサイクル法対象品※

レンガ 収集不可
練炭火鉢 粗　　　大
ロッカー 粗　　　大

わ行 ワゴン 粗　　　大
※家電リサイクル法対象品は次の3つの方法にて処分してください。
①買い替え時、販売店で引き取ってもらう。
②家電リサイクル券を郵便局で購入後、自分で指定搬入場所に搬入する。
③家電リサイクル券を郵便局で購入後、町へ収集運搬を依頼する。（別途、１品につき収集運搬料１５００円必要）


