
［な－へ］

な 納豆の容器 燃やせるごみ

鍋（金属） 雑物

鉛（釣具） 雑物

に ニッパー 硬金属

入浴剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック

入浴剤の容器（金属製） 雑物

ぬ ぬいぐるみ 燃やせるごみ

布くず 燃やせるごみ

布類 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

ね ネクタイ �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

粘土 燃やせるごみ

の ノート型パソコン �市が収集できないもの 詳しくは24ページ参照

ノコギリ 硬金属

は ＨＤＤ（ハードディスク） 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

ハーモニカ 雑物

灰 燃やせるごみ 水で湿らせて出す

バイク（50ccまで） 粗大ごみ

バイク（51cc以上） 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。

灰皿（ガラス・陶器製） 雑物

バインダー（文房具） 燃やせるごみ

はがき �中間集積所 20ページ参照

白色トレイ �容器包装プラスチックまたは拠点回収（北野地域内に6箇所）
　　15ページ参照

バケツ（プラスチック製） 燃やせるごみ 金属製の物は雑物の容器に出す

はさみ 雑物

パソコン 市が収集できないもの 詳しくは24ページ参照

バッグ 燃やせるごみ

バッテリー（車・バイク） 粗大ごみ 購入店又は販売店などへ依頼する。
※サンポートへの直接搬入はできません。

バット（木製） 粗大ごみ

発泡スチロール 容器包装プラスチック

花火 燃やせるごみ 水で湿らして出す

刃物 雑物 危険防止のため刃を紙などで覆う

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。

は ハロゲンヒーター 雑物 容器に入らないものは不燃性粗大ごみ

針 雑物

針金 硬金属

ハンガー（金属製） 硬金属

ハンガー（プラスチック製・木製） 燃やせるごみ

パンフレット �中間集積所 20ページ参照

ひ ピアノ 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。

ビールびん 空ビン なるべく購入店に引取ってもらうか子ども会
等の集団資源回収に出す。

ビデオカメラ 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

ビデオテープ 燃やせるごみ

ビデオデッキ 雑物 容器に入らない物は不燃性粗大ごみ

ふ ファンヒーター 粗大ごみ 灯油を抜き取り乾電池を外す

封筒（紙製） �中間集積所 20ページ参照

フォーク（金属製） 雑物 プラスチック製は燃やせるごみ

ふすま 粗大ごみ 長さ2m×巾1.2m×高さ1.2m以内

布団 粗大ごみ ひもで十文字にしばる

フライパン 雑物

プランター 燃やせるごみ 指定ごみ袋に入らないものは可燃性粗大ご
みに出す

プリンター 雑物 容器に入らないものは、粗大ごみに出す

フロッピーディスク 燃やせるごみ

文鎮 硬金属

へ ヘアーピン 雑物

ベッド 粗大ごみ 不燃性粗大ごみに出す

ペットフードの空カン 空カン

ベッドマット（スプリング入り） 粗大ごみ

ペットの砂 燃やせるごみ

ペットボトル ペットボトル キャップ、ラベルは容器包装プラスチックの
容器に出す

ベビーカー 粗大ごみ

ベルト 燃やせるごみ

ヘルメット 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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［ほ－わ］

へ ペンチ 硬金属

ほ ホイールキャップ 燃やせるごみ プラスチック製のもの

ほうき 粗大ごみ 指定ごみ袋に入るものは燃やせるごみに出
す

帽子 燃やせるごみ

包装紙 �雑誌にはさんで中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

防虫剤 燃やせるごみ

包丁 雑物 危険防止のため刃を紙などで覆う

ホース 燃やせるごみ 指定ごみ袋に入らない物は可燃性粗大ごみ
に出す

ボール（スポーツ用） 燃やせるごみ

ボール（調理用・金属製） 雑物 プラスチック製は燃やせるごみ

ボールペン（プラスチック製） 燃やせるごみ

ホーロー製の鍋 雑物

歩行器（幼児用） 粗大ごみ

ホチキスの芯 雑物

ポット 雑物

ホットカーペット 粗大ごみ ひもで十文字にしばる

ホットプレート 粗大ごみ

ほ乳ビン 雑物

ポリタンク 燃やせるごみ 指定ごみ袋に入らないものは可燃性粗大ご
みに出す

ポリ袋 燃やせるごみ

保冷剤 燃やせるごみ

本 �中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

ま マグネット 雑物

マッサージ椅子 粗大ごみ

まな板 燃やせるごみ

豆電球 �有害ごみ

み ミキサー 雑物

ミシン 粗大ごみ

水枕 燃やせるごみ

ミニコンポ 雑物 容器に入らない物は不燃性粗大ごみ

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。

め 名刺 �雑誌にはさんで中間集積所または集団資源回収に出す（20ページ参照）

メガネ 雑物

も 毛布 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ 長さ2ｍ以内

物干し台
（コンクリートの部分は除く） 粗大ごみ 長さ2ｍ以内で二人で抱えられる重さ

物干し台（コンクリート付き） 粗大ごみ ※サンポートへの直接搬入はできません

や やかん 雑物

ゆ 湯たんぽ（プラスチック製） 雑物

よ 浴室マット 燃やせるごみ 指定ごみ袋に入らない物は可燃性粗大ごみ

浴槽ふた 粗大ごみ

よしず 粗大ごみ

ら ライター（使い捨て） 燃やせるごみ 使い切ってから出す

ラジオ 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

ラジカセ 雑物

ランドセル 燃やせるごみ

り リール（釣具） 雑物

離乳食用のビン 雑物

リモコン 雑物 小型家電回収ボックスにも出せる

れ 冷蔵庫 市が収集できないもの 詳しくは24ページ参照

冷凍庫 市が収集できないもの 詳しくは24ページ参照

レコード盤 燃やせるごみ

レジャーシート 燃やせるごみ

レンガ �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）

レンジカバー（ガスレンジ用） 雑物

ろ ローソク 燃やせるごみ

ロープ 燃やせるごみ

ローラースケート
（プラスチック製） 燃やせるごみ 金属製のものは雑物の容器に出す

わ ワープロ 雑物 容器に入らない物は不燃性粗大ごみ

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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お問い合わせ一覧
ごみカレンダーの配布場所

名称 電話番号 ＦＡＸ番号 住所

北野総合支所市民福祉課 78-3552 78-6482
北野町中3245-3

北野総合支所環境建設課 78-3696 78-6482

北野校区まちづくり振興会 78-0460 55-4900 北野町中273-1

弓削校区まちづくり振興会 78-3150 78-3986 北野町高良1706-1

大城校区まちづくり振興会 78-4303 78-4676 北野町大城83

金島校区まちづくり振興会 78-6569 78-6569 北野町八重亀139

発行にあたって

市外局番の記載がない電話番号の市外局番は0942です。

■「久留米市ごみ分別辞典」に掲載の行政情報は、2019年1月1日時点における情報を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更され
る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■一部のイラストは「経済産業省HP」より引用しております。
■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用ください。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

久留米市ごみ分別辞典 2019年3月発行 無断で複写、
転載することは
ご遠慮ください。

久留米市　環境部資源循環推進課
〒830-0042�福岡県久留米市荘島町375番地　TEL�：�37-3342
株式会社サイネックス
〒812-0007�福岡県福岡市博多区東比恵3-25-22　TEL�：�092-472-2217

株式会社サイネックス　久留米支店
〒839-0864�福岡県久留米市百年公園1-1　久留米リサーチセンタービル4F　TEL�：�32-7488

【広告販売】

【発　　行】

◆久留米市ＨＰでも情報提供しています。
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2100kankyougomi/
3020gomishuushuu/2009-0128-1603-159.html

ご み減 量 ・ リサイクルに

ご 協力をお 願 いするっぱ！

ご み減 量 ・ リサイクルに

ご 協力をお 願 いするっぱ！
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