
　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。

き キッチンワゴン 粗大ごみ

キャップ（金属製） 雑物

キャップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック

キャリーバッグ 粗大ごみ

急須（金属製） 雑物

急須（陶磁器製） 雑物

金魚鉢（ガラス製） 雑物 容器に入らない物は不燃性粗大ごみ

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
は北野：環境建設課まで）

く クーラーボックス 粗大ごみ

空気清浄機 粗大ごみ

釘 硬金属類 ある程度まとめて紙に包んで出す

草 燃やせるごみ

草刈り機 粗大ごみ 草刈り機の刃は硬金属の容器に出す

草刈り鎌 雑物

口紅 燃やせるごみ

靴 燃やせるごみ

靴下 燃やせるごみ

クッション 燃やせるごみ

グラス 雑物

クリスタルガラス製ビン 雑物

クリップ 雑物

け 蛍光管 �有害ごみ

携帯電話 雑物 購入店に戻す、小型家電回収ボックスにも出
せる

携帯用テレビ 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

毛糸 燃やせるごみ

化粧品のビン 雑物

こ 広告、チラシ類 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

香水のビン 雑物

小型ゲーム機 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

ござ 粗大ごみ

こたつ、こたつ布団 粗大ごみ

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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［こ－そ］

こ コップ（ガラス製） 雑物

粉ミルクのカン 空きカン アルミ・スチール缶マークのあるもの

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ

コンクリートブロック �少量のがれき類 資源物回収日に久留米市指定ごみ袋に入れ
て出す（19ページ参照）

コンパクト（鏡付き） 雑物

さ 座椅子 粗大ごみ 木製の物は可燃性粗大ごみに出す

雑誌類 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

座布団 粗大ごみ ひもで十文字にしばる

皿（陶磁器、ガラス製） 雑物

ざる（金属製） 雑物

三輪車 粗大ごみ

し ＣＤ、DVD 燃やせるごみ

シーツ �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

磁気カード 燃やせるごみ

照明器具 粗大ごみ

自転車 粗大ごみ

自転車の空気入れ（金属製） 硬金属

自転車のチューブ 燃やせるごみ

自転車のリム 粗大ごみ

写真 燃やせるごみ

シャツ �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

シャンプー容器 �容器包装プラスチック

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
は北野：環境建設課まで）

焼却炉（金属製・コンクリート製） 粗大ごみ ※�サンポートへの直接搬入はできません（宮
ノ陣クリーンセンターへの持ち込みは可）

食用油の容器（プラスチック製） 燃やせるごみ

除湿剤 燃やせるごみ 中の水を抜く

ジョッキ 雑物

食器（金属製） 雑物

ごみの分け方出し方50音順
品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

燃やせるごみ…8ページ 資源物…10～16ページ 雑物…18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。

し 食器（プラスチック製・木製） 燃やせるごみ ガラス・陶器製は雑物の容器に出す

新聞紙 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

す 水槽 粗大ごみ 縦2ｍ×横1.2m×高さ1.2ｍ以内

水筒（ステンレス製） 雑物

炊飯ジャー 雑物 容器に入らない物は不燃性粗大ごみに出す

スーツ ��中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

スーツケース 粗大ごみ

スキー板 粗大ごみ

スキー靴 燃やせるごみ

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

ストッキング 燃やせるごみ

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

スピーカー 雑物 容器に入らない物は不燃性粗大ごみに出す

スプーン（金属製） 雑物

スプレー缶 雑物 使いきって穴をあけて雑物の容器に出す

せ セーター ��中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

石油ストーブ 粗大ごみ 灯油を抜き取り乾電池を外す

洗濯機 市が収集できないもの 詳しくは24ページ参照

洗濯ばさみ 燃やせるごみ

剪定枝 粗大ごみ
太さ20cm×長さ1ｍ以内
（ただし、サン・ポートは、長さ50cm以内は燃
やせるごみでも可）

扇風機 粗大ごみ

洗面器 燃やせるごみ 金属製の物は雑物の容器に出す

洗面台 粗大ごみ

そ 造花（プラスチック製） 燃やせるごみ

双眼鏡 雑物

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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［そ－な］

そ ぞうきん 燃やせるごみ

掃除機 粗大ごみ

ソファー（スプリング入り） 粗大ごみ

た 体温計（水銀体温計） �有害ごみ 水銀体温計以外の体温計は雑物へ

耐熱ガラス製ビン 雑物

タイヤ 粗大ごみ ※サンポートへの直接搬入はできません

タイヤチェーン（金属製） 硬金属

タイヤチェーン（ゴム製） 雑物

タイヤホイール 粗大ごみ ※サンポートへの直接搬入はできません

体重計 雑物

タオル、タオルケット ��中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

竹串 燃やせるごみ 先を紙などに包んで出す

たたみ 粗大ごみ 15枚以内／日（サン・ポート搬入制限）

脱臭剤 燃やせるごみ

卵のパック（プラスチック製） 容器包装プラスチック

たんす 粗大ごみ

ダンボール �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

ち チャイルドシート 粗大ごみ

茶わん 雑物

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。

調味料のプラスチック容器 容器包装プラスチック

チラシ、広告類 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

つ 机（木製） 粗大ごみ 金属製の物は不燃性粗大ごみに出す

積み木 燃やせるごみ

て ティッシュペーパーの箱 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

ＤＶＤプレーヤー 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

テーブル（木製） 粗大ごみ 金属・ガラス製の物は不燃性粗大ごみに出す

手提げ金庫 硬金属

デジタルカメラ 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

鉄アレイ 硬金属

テレビ 市が収集できないもの 詳しくは24ページ参照

ごみの分け方出し方50音順
品　名 分別区分 出し方・ワンポイントアドバイス

燃やせるごみ…8ページ 資源物…10～16ページ 雑物…18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。

て テレビゲーム（本体・ソフト） 燃やせるごみ

テレホンカード 燃やせるごみ

電気カミソリ 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

電気カーペット 粗大ごみ ひもで十文字にしばる
指定ごみ袋に入る物は燃やせるごみに出す

電気コード 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

電気ストーブ 粗大ごみ

電気毛布 粗大ごみ ひもで十文字にしばる
指定ごみ袋に入る物は燃やせるごみに出す

電球 �有害ごみ

電子辞書 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

電子レンジ 粗大ごみ

電卓 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

電池（乾電池） �有害ごみ

電池（ボタン型電池） �有害ごみ

電動歯ブラシ 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

電話機 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

電話帳 �中間集積所 できるだけNTTにひきとってもらう

と トイレブラシ（プラスチック製） 燃やせるごみ

陶磁器（皿、湯呑み、コップ等） 雑物

籐製品 粗大ごみ

灯油 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
北野：環境建設課まで

トースター 雑物

時計 雑物

トタン 粗大ごみ 縦2ｍ×横1.2m×高さ1.2ｍ以内

土鍋 雑物

ドライバ－ 硬金属

ドライヤー 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

鳥かご（金属製） 雑物

塗料 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
北野：環境建設課まで

な ナイフ 雑物 危険防止のため刃を紙などで覆う

長靴 燃やせるごみ

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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