
　家庭からでるごみの一例を50音順に並べ、分別区分と出し方・ワンポイントアドバイス
を一覧表にまとめました。参考にしていただき、正しいごみ出しにご協力をお願いします。

か 紙パック（500ml以上） 古紙・布類 雑誌類にはさみ、ひもで十文字にしばって出して
ください。

紙袋 古紙・布類 雑誌類にはさみ、ひもで十文字にしばって出して
ください。

カメラ 資源物 「小型家電」に出します。
ガラス製品（コップ、食器等） 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。

カレンダー 古紙・布類 プラスチック部分は資源物などの日「その他のプ
ラスチック」に出します。

革製品 燃やせるごみ 1ｍ以下に切断して出します。

換気扇 資源物
「その他の資源物」に出します。
※コードは切断し「小型家電」に出します。
※ 指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみに出します。

乾燥機（衣類用） 市が収集できないもの 詳しくは24ページを参照してください。
※食器乾燥機は粗大ごみに出します。

乾燥剤 燃やせるごみ
感熱紙 燃やせるごみ

き キーボード（音楽用） 粗大ごみ
ギター 粗大ごみ
キッチンワゴン 粗大ごみ
着物 古紙・布類 ひもで十文字にしばって出してください。
キャップ（金属製） 資源物 「その他の金属類」に出します。
キャップ（プラスチック製） 資源物 「容器包装プラスチック」に出します。
キャリーバッグ 粗大ごみ
急須（金属製） 資源物 「その他の金属類」に出します。
急須（陶磁器製） 資源物 「陶磁器類」に出します。

金魚鉢 資源物 材質ごとに出します。
※ 指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみに出します。

金庫 市が収集できないもの 購入店又は販売店などへ依頼する。詳しくは田主
丸：環境建設課まで

く クーラーボックス 粗大ごみ 指定ごみ袋に入るものは資源物などの日「その他
の資源物」に出します。

品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

粗大ごみ…22ページ 市が収集できないもの…24ページ

分別クイズ
シャンプーボトルの
ポンプは何に出す？

①外して「燃やせるごみ」
②「容器包装プラスチック」
③「ペットボトル」

シ
ャ
ン
プ
ー

答え：②
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く 空気清浄機 粗大ごみ
指定ごみ袋に入るものは資源物などの日「その他
の資源物」に出します。
※ コードは切断し資源物などの日「小型家電」に
出します。

釘 資源物 「危険ごみ」に出します。
草 燃やせるごみ
草刈り鎌 資源物 「危険ごみ」に出します。
口紅 資源物 「その他の資源物」に出します。
靴 燃やせるごみ
靴下 燃やせるごみ

クッション 粗大ごみ
指定ごみ袋に入る大きさのものは燃やせるごみ
に出せます。
※1ｍ以下に切断してください。

グラス 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。
クリスタルガラス製ビン 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。
クリップ（金属製） 資源物 「危険ごみ」に出します。

け 蛍光管 資源物 「有害ごみ」に出します。
携帯電話（スマートフォン） 資源物 購入店に戻すか、「小型家電」に出します。
毛糸 燃やせるごみ 1ｍ以下に切断して出します。
化粧品の容器（ガラス製） 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。

化粧品の容器（プラスチック製） 資源物 「容器包装プラスチック」に出します。汚れた物は
燃やせるごみに出します。

こ 広告、チラシ類 古紙・布類 新聞紙と一緒に出します。
香水のビン 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。
小型ゲーム機 資源物 「小型家電」に出します。
ござ 粗大ごみ 指定ごみ袋に入るものは燃やせるごみに出します。
こたつ 粗大ごみ
コップ 資源物 材質ごとに出します。
粉ミルクのカン 資源物 「空カン」に出します。
ゴルフクラブ 粗大ごみ

［く－し］
品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

ごみの分け方出し方50音順

資源循環推進課　TEL30-9143　FAX37-3344

資源回収奨励金
　　　    登録団体募集

自治会や子ども会など地域のみなさんとリサイクルしませんか？

資源回収を行う団体へ活動回数や空カン・空ビン・古紙・古繊維類等の
回収量に応じて奨励金を交付しています。
※活動前に登録が必要です。詳しくは下記へお問合せください。

燃やせるごみ…8ページ 資源物…10～19ページ 古紙・布類…20ページ

32 久留米市ごみ分別辞典 田主丸地域版 2019

ご
み
の
分
け
方
出
し
方
50
音
順

１９０２久留米市田主丸地域2(GB)行政最終.indd   32 2019/01/15   10:36:39



　家庭からでるごみの一例を50音順に並べ、分別区分と出し方・ワンポイントアドバイス
を一覧表にまとめました。参考にしていただき、正しいごみ出しにご協力をお願いします。

こ ゴルフバッグ 粗大ごみ

コンパクト（鏡付き） 資源物 鏡は「有害ごみ」に、ケースは「その他の資源物」に
分別して出します。

さ 座椅子 粗大ごみ
雑誌類 古紙・布類 汚れた物は燃やせるごみに出します。
座布団 粗大ごみ ひもで十文字にしばって出してください。
皿（陶磁器、金属、ガラス製） 資源物 材質ごとに出します。
ざる 資源物 材質ごとに出します。
三輪車 粗大ごみ

し シーツ 古紙・布類 汚れた物は燃やせるごみに出します。
ＣＤ、DVD 資源物 「その他のプラスチック」に出します。
磁気カード 燃やせるごみ
自転車 粗大ごみ
自転車の空気入れ 資源物 「その他の資源物」に出します。
自転車のチューブ 資源物 1ｍ以下に切断し「その他の資源物」に出します。
自転車のリム 粗大ごみ
写真 燃やせるごみ
シャツ 古紙・布類 汚れた物は燃やせるごみに出します。
シャンプー容器 資源物 軽くすすいで「容器包装プラスチック」に出します。
じゅうたん 粗大ごみ

消火器 市が収集できないもの 購入店又は販売店などへ依頼する。詳しくは田主
丸：環境建設課まで

食用油の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

除湿剤 資源物 「容器包装プラスチック」に出します。
※中の水を抜いてください。

食器 資源物 材質ごとに出します。
食器（木製） 燃やせるごみ
ジョッキ 資源物 材質ごとに出します。
新聞紙 古紙・布類 汚れた物は燃やせるごみに出します。

品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

粗大ごみ…22ページ 市が収集できないもの…24ページ
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す 水槽（ガラス製） 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。
※ 指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみに出します。

水筒（ステンレス製） 資源物
「その他の金属類」に出します。
※ プラスチック製のふたは「その他のプラスチッ
ク」に出します。

炊飯ジャー 資源物 「その他の資源物」に出します。
※コードは切断し「小型家電」に出します。

スーツ 古紙・布類 汚れた物は燃やせるごみに出します。
スーツケース 粗大ごみ
スキー板 粗大ごみ
スキーウェアー、スキー靴 燃やせるごみ スキーウェアーは1ｍ以下に切断します。
すだれ（竹製等） 粗大ごみ
ステレオ 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 乾電池ははずして資源物などの日「乾電池類」に
出します。

ストッキング 燃やせるごみ 1ｍ以下に切断します。
スノーボード 粗大ごみ
すのこ 粗大ごみ
スパイクシューズ 燃やせるごみ
スパイクシューズ（金具付） 資源物 「その他の資源物」に出します。

スピーカー 資源物 「その他の資源物」に出します。
※ 指定ごみ袋に入らないものは粗大ごみに出します。

スプーン（金属製） 資源物 「その他の金属類」に出します。

スプレー缶 資源物 「その他の金属類」に出します。
※穴をあけてください。

せ セーター 古紙・布類 汚れた物は燃やせるごみに出します。

石油ストーブ 粗大ごみ
灯油は抜き取ります。
※ 電池ははずして資源物などの日「乾電池類」に
出します。

洗濯機 市が収集できないもの 詳しくは24ページを参照してください。
洗濯ばさみ 資源物 「その他の資源物」に出します。

［す－て］
品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

ごみの分け方出し方50音順

答え：②

分別クイズ
消火器の分別方法で

正しいのはどれ？

①粗大ごみ
②購入店か販売店に引取りを相談
③有害ごみ

燃やせるごみ…8ページ 資源物…10～19ページ 古紙・布類…20ページ
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　家庭からでるごみの一例を50音順に並べ、分別区分と出し方・ワンポイントアドバイス
を一覧表にまとめました。参考にしていただき、正しいごみ出しにご協力をお願いします。

せ 剪定枝 燃やせるごみ 指定ごみ袋に入らない場合は耳納クリーンス
テーションへ出せます。

扇風機 粗大ごみ
コードは切断し資源物などの日「小型家電」に出
します。
※ 指定ごみ袋に入る大きさのものは資源物など
の日「その他の資源物」に出します。

洗面器 資源物 材質ごとに出します。
洗面台 粗大ごみ

そ 造花（プラスチック製） 資源物 「その他のプラスチック」に出します。
双眼鏡 資源物 「その他の資源物」に出します。
ぞうきん 燃やせるごみ

掃除機 資源物 「その他の資源物」に出します。
※コードは切断し「小型家電」に出します。

ソファー 粗大ごみ

た 体温計（デジタル式） 資源物 「その他の資源物」に出します。
※電池ははずして「乾電池類」に出します。

体温計（水銀式） 資源物 「有害ごみ」に出します。
体重計 資源物 「その他の資源物」に出します。
耐熱ガラス製ビン 資源物 「その他のビンガラス類」に出します。
タイヤ 粗大ごみ 普通乗用車のタイヤまでです。（4本まで）
タイヤチェーン（金属製） 資源物 「その他の金属類」に出します。
タイヤチェーン（ゴム製） 資源物 「その他の資源物」に出します。
タイヤホイール 粗大ごみ 普通乗用車のホイールまで
タオル、タオルケット 古紙・布類
竹串 燃やせるごみ 先を紙などで包みます。
たたみ 粗大ごみ
脱臭剤 資源物 材質ごとに出します。
タブレット端末 資源物 「小型家電」に出します。
卵のパック（プラスチック製） 資源物 「容器包装プラスチック」に出します。
たんす 粗大ごみ
ダンボール 古紙・布類 ひもで十文字にしばって出してください。

ち チャイルドシート 粗大ごみ
茶わん 資源物 種類ごとに分別して出します。

注射器・注射針 市が収集できないもの 購入店又は販売店などへ依頼する。詳しくは田主
丸：環境建設課まで

調味料の容器 資源物 材質ごとに出します。
チラシ、広告類 古紙・布類 新聞紙と一緒に出します。

つ 机 粗大ごみ
積み木 燃やせるごみ

て ティッシュペーパーの箱 古紙・布類 雑誌にはさんで出してください。
テーブル 粗大ごみ
手提げ金庫（金属製） 資源物 「その他の金属類」に出します。
デジタルカメラ 資源物 「小型家電」に出します。
鉄アレイ 資源物 「その他の金属類」に出します。
テレビ 市が収集できないもの 詳しくは24ページを参照してください。

品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

粗大ごみ…22ページ 市が収集できないもの…24ページ
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