
行 音 品　　　　　　　　　　　　　目 分　　別　　区　　分 出し方　　　　　（平成31年3月29日更新）
あ あ IHクッキングヒーター 粗大ごみ 袋に入るものは、「金物ごみ」へ

ICカード もやせるごみ 発券した店舗等で回収している場合もあります。ハサミで切って出してください。
アイスノン（保冷剤） もやせるごみ
アイスピック 金物ごみ 左記の部分を新聞紙などで包んでから袋に入れてください。
アイロン 金物ごみ
アイロン台 もやせるごみ 袋に入らない場合は、「粗大ごみ」へ

空きかん（飲料・食料用） 資源物

中身はきれいに洗ってつぶさずに出して下さい。
アルミ缶とスチール缶は区別して青のコンテナに出して下さい。
本体と分離するフタは「金物ごみ」として出して下さい。
缶切り不要のフタは金物ごみで出して下さい　缶の中にフタを入れないでください。
錆びていれば、金物ごみで出して下さい。油のかんは、金物ごみで出してください。

空きびん（飲料・食品用） 資源物
フタを取り、中を洗い、青のコンテナに出して下さい割れていたら、われものごみへ。
油のびんは、われものごみで出してください。

アスファルト 市で処理できないごみ 建設業者に相談して下さい
アスベスト 市で処理できないごみ 建設業者に相談して下さい
あぜシート 市で処理できないごみ 農協へ相談して下さい
アタッシュケース（プラ製） もやせるごみ アルミ製は「金物ごみ」へ。袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
厚紙 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています。持ち込みが難しい場合は「もやせるごみ」へ
圧力なべ 金物ごみ
油ビン（食料用） われものごみ フタを取り、われもの用指定袋に入れて出して下さい。洗浄しても資源物では出せません。
雨カッパ もやせるごみ
アルミ箔（台所用） もやせるごみ
アルミサッシ 粗大ごみ
あんか 金物ごみ
アンテナ 粗大ごみ

い ＥＴＣ車載ユニット 金物ごみ
衣装ケース（プラスチック製） 粗大ごみ
石・岩 市で処理できないごみ 造園業者に相談して下さい
いす 粗大ごみ
一輪車 粗大ごみ
一輪車のホイール（タイヤ含む） 金物ごみ 袋に入らない場合は、「粗大ごみ」へ

一升びん 資源物
中身をきれいに洗ってください。紙製のラベルははがさなくて結構です。
プラスチック製のラベルははがして下さい。油のびんは、われものごみで出してください。

一斗缶（家庭用に限る） 金物ごみ 袋に入らないものは、「粗大ごみ」で出して下さい
イヤホン 金物ごみ
医療用廃棄物（針など鋭利なもの） 市で処理できないごみ 医療機関等に相談して下さい

衣類 資源物
資源物広場で回収しています。ビニール・革・綿・下着・靴下・布団類は燃やせるごみへ
資源物広場に持ち込むことが難しい場合は、「もやせるごみ」へ

検索するときは、

キーボードの「Ctrl」＋「F」

の両方を押して下さい。



衣類乾燥機 市で処理できないごみ

家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センター（☎83-4364）に相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、
九州メタル産業(株)（住所：永吉町５７３－１　☎87-1011）に
直接持ち込むこともできます。

インクカートリッジ もやせるごみ 家電販売店で回収している場合があります。

飲料用紙パック（ジュースなど） 資源物
資源物広場で回収しています。
資源物広場での持ち込みが難しい場合は、「もやせるごみ」へ。
また、内側がアルミ箔になっているものは「資源物」の「雑誌」区分で出して下さい。

う 植木鉢（陶器製） われものごみ
植木鉢（プラスチック） もやせるごみ
ウオーターサーバー（家庭用） 粗大ごみ
ウェットスーツ もやせるごみ
浮き輪・浮き袋等 もやせるごみ 空気を抜いて出す
臼 粗大ごみ
うちわ もやせるごみ
腕時計 金物ごみ
乳母車 粗大ごみ

え

エアコン 市で処理できないごみ

家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センター（☎83-4364）に相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、
九州メタル産業(株)（住所：永吉町５７３－１　☎87-1011）に
直接持ち込むこともできます。

ACアダプタ 金物ごみ

枝 もやせるごみ
リサイクルプラザに持ち込むこともできます。
持ち込む際は、剪定枝が直径７ｃｍ以下の時は長さ１ｍ以下に、
直径７ｃｍ以上４０ｃｍ未満のときは長さ５０ｃｍ以下に切ってください。

絵具 もやせるごみ 紙や布などに染み込ませ、乾かしてから出してください。
絵具のチューブ もやせるごみ 中身を残さないでください。金属製のものは「金物ごみ」へ
エレキギター 粗大ごみ 袋に入れば、「金物ごみ」へ
エレクトーン 粗大ごみ
鉛筆 もやせるごみ
塩ビパイプ（家庭用に限る） もやせるごみ 袋に収まるように入れて下さい。収まらないものは「粗大ごみ」へ

お オイル 市で処理できないごみ ガソリンスタンド等にご相談ください。
オイルヒーター 粗大ごみ
応接セット 粗大ごみ
オートバイ 市で処理できないごみ 販売店へ相談して下さい
オーブンレンジ 粗大ごみ 袋に入れば、「金物ごみ」へ
オーブントースター 金物ごみ
おもちゃ類 もやせるごみ 電気部品が付いている物は金物ごみで出して下さい。
オルガン 粗大ごみ
温水器 粗大ごみ
温度計（水銀） 資源物 透明な袋に入れて下さい。
温度計（水銀未使用） 金物ごみ 水銀使用のものは「資源物」へ



か か カーコンポ 金物ごみ 袋に入らない物は粗大ごみで出して下さい。
カーテン もやせるごみ
カーナビ 金物ごみ
カード もやせるごみ キャッシュカード等
カーペット もやせるごみ 袋に入らないものは、「粗大ごみ」へ
カーボン紙 もやせるごみ
貝殻類 もやせるごみ
懐中電灯 金物ごみ
カイロ（使い捨て） もやせるごみ
化学薬品 市で処理できないごみ 販売店へご相談下さい
鏡 われものごみ 割れていれば、新聞紙等で包んで出して下さい。袋に入らない物は粗大ごみへ。
家具類 粗大ごみ
傘 金物ごみ 袋からはみ出しても結構です。
火災廃材 市で処理できないごみ 建設業者へ相談ください
加湿器 金物ごみ 袋に入らないものは、「粗大ごみ」へ
菓子箱（紙製） 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています。持ち込みが難しい場合は「もやせるごみ」へ
菓子缶（金属製） 資源物
菓子袋（容器包装プラスチック） 資源物 汚れのひどいものは「もやせるごみ」へ
ガスコンロ 粗大ごみ
ガスボンベ 市で処理できないごみ ガス会社へ相談して下さい
ガスレンジ 粗大ごみ

カセットガスボンベ 資源物
中身を完全に使い切ってください。穴はあけなくてもよいです。　アウトドア用カセットガスボンベも穴を
あけて資源物として出して下さい。

カセットコンロ 金物ごみ
カセットテープ もやせるごみ
楽器類 粗大ごみ 袋に入れば、「金物ごみ」または「もやせるごみ」へ
カッター 金物ごみ
カッパ（雨カッパ） もやせるごみ
鞄 もやせるごみ 袋に入らなければ、「粗大ごみ」へ。
花瓶 われものごみ 割れていれば、新聞紙等で包んで出して下さい。
鎌 金物ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
釜 金物ごみ
紙おむつ もやせるごみ 汚物はできるだけ取り除いてください
紙コップ・紙さら もやせるごみ
かみそり 金物ごみ
紙袋 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています　紙紐以外は外して紐は燃えるごみで出して下さい
ガムテープ もやせるごみ
カメラ 金物ごみ
火薬 市で処理できないごみ 猟銃や火薬を扱っている業者へ相談して下さい
カラーボックス もやせるごみ 袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
ガラス われものごみ 割れて鋭利な物は新聞紙でくるんで出して下さい。
カレンダー 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています　紙以外は外して出して下さい
皮製品 もやせるごみ



瓦（少量） 直接搬入
リサイクルプラザへ１日１回１０枚のみ直接持ち込みできます。
工作物の新築、改築、除去によるものは持ち込みできません。

換気扇（金属製） 金物ごみ 袋に入らないものは「粗大ごみ」へ

乾燥機(衣類) 市で処理できないごみ

家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センター（☎83-4364）に相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、
九州メタル産業(株)（住所：永吉町５７３－１　☎87-1011）に
直接持ち込むこともできます。

乾燥機(食器・ふとん) 金物ごみ 袋に入らない物は粗大ごみで出して下さい。
乾燥剤（食品用） もやせるごみ
乾電池 資源物
乾電池（充電式・ボタン型） 資源物
感熱紙 もやせるごみ

き キーボード（パソコン周辺機器） 金物ごみ
キーホルダー（プラスチック製・木製） もやせるごみ 金属製のものは「金物ごみ」へ。
ギター 粗大ごみ 袋に入れば、「もやせるごみ」へ
杵 粗大ごみ
脚立 粗大ごみ
キャッシュカード もやせるごみ 銀行に返却するか、ハサミで切ってから出してください。
急須 われものごみ
給油ポンプ 金物ごみ
牛乳パック 資源物 資源物広場で回収しています
鏡台 粗大ごみ
銀紙 もやせるごみ
金魚ばち われものごみ 割れていれば、新聞紙等で包んで出して下さい。
金庫（手さげ） 金物ごみ
金庫（耐火） 市で処理できないごみ 販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センターに相談ください

く 空気入れ（自転車用等） 金物ごみ
空気清浄機 金物ごみ 袋に入らない物は粗大ごみで出して下さい。
クーラーボックス 粗大ごみ
クーラント（不凍液） 市で処理できないごみ 自動車用品店等にご相談ください。
くぎ 金物ごみ
くさ・雑草 もやせるごみ 土は可能な限り取り除いてください
草刈機 粗大ごみ 燃料は抜いてください。
草刈機の歯 金物ごみ
くさり 金物ごみ プラスチック製のものは「もやせるごみ」へ。
櫛 もやせるごみ 金属製は「金物ごみ」へ
くすり（錠剤、粒剤、飲み薬等） もやせるごみ 医療機関で処方されたものであれば、医療機関等に相談して下さい。
くすり（錠剤、粒剤、飲み薬等）の容器（プ
ラスチック製）

資源物
「容器包装プラスチック」として資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場
合や汚れがひどい場合は、「もやせるごみ」として出してください。

くすり瓶（錠剤、粒剤、飲み薬） 資源物 割れていたら、「われものごみ」へ
くすり瓶（農薬、薬品） 市で処理できないごみ 販売店または農協に相談してください
口紅 もやせるごみ
くつ もやせるごみ



靴下 もやせるごみ
クッション もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
グラス われものごみ
クリーニングのビニール袋 もやせるごみ
車イス 粗大ごみ
クレヨン もやせるごみ

け 蛍光灯 資源物 透明な袋に入れて下さい。事業所から出た蛍光管は回収できません。
計算機(電卓) 金物ごみ
珪藻土マット われものごみ
携帯電話 金物ごみ 販売店でも回収しています。
携帯用液晶テレビ 金物ごみ
毛糸 もやせるごみ
ゲーム機 金物ごみ
消しゴム もやせるごみ
化粧品（ガラス製容器入り） われものごみ 化粧ビン等。
化粧品（プラスチック製容器入り） もやせるごみ
下駄 もやせるごみ
血圧計 金物ごみ 水銀使用のものは透明な袋に入れて「資源物」として出して下さい。
ケミカルライト もやせるごみ
健康器具 金物ごみ プラスチック製のものは、「もやせるごみ」。袋に入らないものは、「粗大ごみ」へ。

こ こいのぼり もやせるごみ ポールやポール台は「粗大ごみ」へ。
工具 金物ごみ
ゴーグル もやせるごみ
広告チラシ 資源物 資源物広場でのみ回収しています。　新聞のチラシは新聞紙として分けずに出せます。
香水の瓶 われものごみ
コート もやせるごみ
コーヒーメーカー 金物ごみ 入れ物がガラス製であれば、入れ物のみ「われものごみ」へ出して下さい
固形石鹸 もやせるごみ
ござ もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
こたつ（やぐら、板） 粗大ごみ
ゴム手袋 もやせるごみ
ゴムマット もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
米びつ 粗大ごみ
ゴルフバッグ・クラブ 粗大ごみ

コンクリート（コンクリートブロック含む） 直接搬入
リサイクルプラザへ1日1回の搬入でブロック10個まで。
工作物の新築、改築、除去によるものは持ち込みできません。

コンタクトレンズ もやせるごみ
さ さ 座椅子 粗大ごみ

酒ケース 粗大ごみ 販売店でも回収している場合があります。
雑誌 資源物
座布団 もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
皿（陶器・ガラス製） われものごみ
ざる もやせるごみ 金属製は「金物ごみ」へ



三脚 粗大ごみ
サングラス もやせるごみ
サンドバッグ 粗大ごみ 家庭用のものに限ります。砂が入っている場合は、砂と本体を分別して出してください。
三輪車 粗大ごみ

し ＣＤ・ＬＤ・ＭＤ・ＤＶＤ もやせるごみ
ＣＤ・ＬＤプレーヤー 金物ごみ
シール・ステッカー もやせるごみ 台紙も「もやせるごみ」として出してください
シェーバー（ひげそり） 金物ごみ
磁石 金物ごみ
下着類 もやせるごみ
七輪 われものごみ 袋に入らなければ粗大ごみ
自転車 粗大ごみ

自動車部品 直接搬入
自動車用品店で購入でき、個人での交換が可能な部品等に限ります。
エアバック付ハンドル、ショックアブソーバ、エンジンは引き取りできません。

シャープペンシル もやせるごみ
写真 もやせるごみ
ジューサー 金物ごみ 入れ物がガラス製であれば、入れ物のみ「われものごみ」へ出して下さい
じゅうたん 粗大ごみ 袋に入れば「もやせるごみ」へ
銃弾 市で処理できないごみ 販売店へ相談下さい
銃 市で処理できないごみ 販売店へ相談下さい
充電池 資源物 使用済み充電池は、家電販売店などで回収している場合があります。
充電器 金物ごみ
シュレッダーごみ 資源物 家庭から出たものに限ります。伝票等のカーボン紙や感熱紙等を裁断したものは出せません。
消火器 市で処理できないごみ 鳥栖防災、十八防災システム、グリーンクロス等、取り扱いのあるお店に相談して下さい。
焼却灰 市で処理できないごみ 家庭での焼却は原則禁止されています。
障子 粗大ごみ
照明器具 粗大ごみ 袋に入る場合、カバーは「もやせるごみ」、基盤は「金物ごみ」へ
除湿剤 もやせるごみ
除湿器 金物ごみ 袋に入らないものは、「粗大ごみ」へ。　
食器 われものごみ
食器洗い乾燥機 金物ごみ 袋に入らないものは、「粗大ごみ」へ。　
食器棚 粗大ごみ
新聞紙 資源物

す 水槽 粗大ごみ
水中眼鏡 われものごみ
水筒 金物ごみ プラスチック製はもやせるごみへ
炊飯器 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
スキー用・板・ストック 粗大ごみ
スキー用ブーツ 金物ごみ
スケート靴 金物ごみ
スケートボード 粗大ごみ
スノーボード板 粗大ごみ
スーツケース 粗大ごみ



スコップ 粗大ごみ 袋に入れば「金物ごみ」へ
硯（すずり） われものごみ
ステープラー（ホッチキス等） 金物ごみ 針(ステープル）も「金物ごみ」
ステレオ 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
ストーブ 粗大ごみ 灯油は抜き取ってください
ストッキング もやせるごみ
ストロー もやせるごみ
砂 もやせるごみ 何回かに分けて少量ずつ、もやせるごみで出して下さい。
スニーカー もやせるごみ
スピーカー 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ

スプーン・フォーク 金物ごみ
プラスチック製はもやせるごみへ（リサイクルマークが付いてきれいな物は容器包装プラスチック）
陶器製はわれものごみへ

スプリングマット 粗大ごみ

スプレー缶 資源物
必ず中身を完全に使い切ってください。穴はあけなくてもよいです。
（穴を開ける際は室外の換気の良い場所で行ってください。）

スポンジ もやせるごみ
スマートフォン 金物ごみ 販売店でも回収しています。
スリッパ もやせるごみ

スレート 直接搬入
リサイクルプラザへ1日1回の搬入で10枚まで。
工作物の新築、改築、除去によるものは持ち込みできません。

せ セーター もやせるごみ
石綿 市で処理できないごみ 専門業者に相談して下さい
石鹸 もやせるごみ
石こう（工作用） もやせるごみ
せともの われものごみ
セメント 市で処理できないごみ 販売店へ相談して下さい
セロハンテープ もやせるごみ

洗濯機 市で処理できないごみ

家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センター（☎83-4364）に相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、
九州メタル産業(株)（住所：永吉町５７３－１　☎87-1011）に
直接持ち込むこともできます。

洗濯ばさみ もやせるごみ

剪定ごみ もやせるごみ
「もやせるごみ」で出すか、リサイクルプラザに持ち込んでください。
持ち込む際は、剪定枝が直径７ｃｍ以下の時は長さ１ｍ以下に、
直径７ｃｍ以上４０ｃｍ未満のときは長さ５０ｃｍ以下に切ってください。

剪定はさみ 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ　刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
洗面器 もやせるごみ
扇風機 粗大ごみ 袋に入れば「金物ごみ」へ。

そ 造花 もやせるごみ
双眼鏡 金物ごみ
掃除機 粗大ごみ 袋に入れば「金物ごみ」へ
雑巾 もやせるごみ 「資源物」としては出せません。
ぞうり もやせるごみ



ソファー 粗大ごみ
そろばん もやせるごみ

た た 体温計（水銀） 資源物 透明な袋に入れて下さい。
体温計（電子） 金物ごみ
体脂肪計 金物ごみ
体重計(ヘルスメーター) 金物ごみ
台車 粗大ごみ
耐熱容器（ガラス・陶磁器製） われものごみ
耐熱容器（プラスチック製） もやせるごみ
タイヤ（バイク、自動車用） 市で処理できないごみ 自動車用品店などにご相談ください。
タイヤ（自転車用） もやせるごみ 袋に入るよう切る等して入れて下さい。
タイル 市で処理できないごみ 建設業者等へご相談下さい。
タオル もやせるごみ
高枝切はさみ 粗大ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
タキロン 粗大ごみ

畳 直接搬入
リサイクルプラザへ1日1回の搬入で５枚まで。
工作物の新築、改築、除去によるものは持ち込みできません。

タッパー容器 もやせるごみ
建具類 粗大ごみ
たばこ もやせるごみ 水をかけ、完全に火を消して出す
タンス 粗大ごみ
ダンボール 資源物 資源物広場で回収しています。
断熱材 市で処理できないごみ 建設業者等へご相談下さい。

ち チエーン 金物ごみ
チェンソー 粗大ごみ 燃料は抜き取ってください。

地デジチューナー 金物ごみ
外付けのものに限ります。テレビと一体になっているものは、「市で処理できないごみ」としてテレビと
同様に処分してください。

チャイルドシート 粗大ごみ
ちゃぶ台 粗大ごみ
茶碗 われものごみ
注射針 市で処理できないごみ 医療機関等に相談して下さい
ちりとり もやせるごみ 金属製は「金物ごみ」へ

つ 杖 もやせるごみ アルミ製は「金物ごみ」へ。袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
使い捨てカイロ もやせるごみ
机（木・スチール） 粗大ごみ

漬物石 市で処理できないごみ
ただの石は造園業者等に相談ください。
ホームセンターで販売されているようなプラスチック製のものは「われものごみ」へ。

爪きり 金物ごみ
土（園芸用） もやせるごみ 何回かに分けて少量ずつ、もやせるごみで出して下さい。
釣り竿 金物ごみ 袋に入らなければ、「粗大ごみ」へ

て ＤＶＤ もやせるごみ
ＤＶＤプレーヤー 金物ごみ
ティッシュ もやせるごみ



ティッシュの箱 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています　ビニール部分は外して下さい。

ディスプレイモニター（チューナーなし） 直接搬入
メーカーへ問合せください。また、リサイクルプラザへ持ち込みできます。
チューナー付きのものは「市で処理できないごみ」としてテレビと同様に処分してください。

テーブル 粗大ごみ
テーブルタップ（電気コード） 金物ごみ
鉄アレイ 金物ごみ

テレビ 市で処理できないごみ

家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センター（☎83-4364）に相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、
九州メタル産業(株)（住所：永吉町５７３－１　☎87-1011）に
直接持ち込むこともできます。

テレビ台 粗大ごみ

電化製品 金物ごみ
テレビ（プラズマ式、液晶等）、洗濯機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機以外の物で、
袋に入る大きさ・持ち上げても袋が破れない重さまでは「金物ごみ」へ出すこともできます。
それ以外は「粗大ごみ」へ。

電気ごたつ 粗大ごみ
電気毛布 粗大ごみ 袋に入れば「金物ごみ」へ
電気カーペット 粗大ごみ 袋に入れば「金物ごみ」へ
電気ケトル 金物ごみ
電気コード 金物ごみ
電気ポット 金物ごみ 袋に入らないものは、「粗大ごみ」へ。　
電球 資源物 透明な袋か、製品購入時の箱に入れて下さい
電球型蛍光灯 資源物
電気湯たんぽ 金物ごみ 液体入りのものは、中身を捨ててから出してください。
電子辞書 金物ごみ
電子手帳 金物ごみ
電子レンジ 金物ごみ 袋に入らなければ、「粗大ごみ」へ
テント 粗大ごみ
電動生ごみ処理機 金物ごみ 袋に入らなければ、「粗大ごみ」へ
天ぷら油 資源物 ペットボトルに入れて出して下さい。下水に流してはいけません。
電話機 金物ごみ

と 砥石 われものごみ
トイレットペーパーの芯 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています。持ち込みが難しい場合は「もやせるごみ」へ
陶磁器 われものごみ
トースター 金物ごみ
時計 金物ごみ 袋に入らない物は粗大ごみで出して下さい。
トタン 粗大ごみ 工作物の新築、改築、除去によるものは引き取り出来ません。
土鍋 われものごみ
ドライヤー 金物ごみ
ドラム缶 直接搬入 リサイクルプラザに持ち込み下さい。中身は完全に抜いてください。
鳥かご 金物ごみ 袋に入らなければ、「粗大ごみ」へ
塗料缶（家庭用に限る） 金物ごみ 塗料は完全に使い切る。
塗料類 市で処理できないごみ 販売店へご相談下さい
ドレッシング瓶（ガラス製） われものごみ



側溝の溝さらいで出た泥・土 市で処理できないごみ 地元区長にご相談ください。
な な ナイフ 金物ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。

長ぐつ もやせるごみ
流し台 粗大ごみ
ナタ 金物ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
なべ 金物ごみ
生ごみ もやせるごみ 水切りをお願いします。
波板 粗大ごみ

に 人形（ガラス・陶器製） われものごみ
人形（金属製） 金物ごみ
人形（プラスチック製・木製） もやせるごみ

ぬ ぬいぐるみ もやせるごみ 指定袋に入る大きさまで
ぬか床 もやせるごみ

布類 資源物
資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場合は、「もやせるごみ」へ。ま
た、ビニール・革・綿・下着・靴下・布団類は燃やせるごみへ

ね ネガフィルム もやせるごみ
ネジ 金物ごみ
ねこ車（手押し車） 粗大ごみ
ねこ砂 もやせるごみ
寝袋 もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
粘土 もやせるごみ

の 農機具（家庭用小型） 市で処理できないごみ 販売店や農協にご相談ください。
農薬瓶 市で処理できないごみ 販売店や農協にご相談ください。
農薬類 市で処理できないごみ 販売店や農協にご相談ください。
ノート 資源物
のこぎり 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ　刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
海苔の瓶（ガラス製） 資源物

は は 灰 市で処理できないごみ 家庭での焼却は原則禁止
バイク 市で処理できないごみ 販売店にご相談ください
廃油（エンジンオイル等） 市で処理できないごみ ガソリンスタンド、自動車販売店にご相談ください。
ハウス用ビニール（農業用） 市で処理できないごみ 販売店や農協にご相談ください
墓石 市で処理できないごみ 販売店にご相談ください。
はきもの もやせるごみ
バケツ もやせるごみ 袋に入る大きさ・持ち上げても袋が破れない重さまでは「もやせるごみ」へ。それ以外は「粗大ごみ」へ
ハサミ 金物ごみ
箸 もやせるごみ
パソコン 直接搬入 メーカーへ問合せください。また、リサイクルプラザへも持ち込みできます。
パソコン用ディスプレイモニター 直接搬入 メーカーへ問合せください。また、リサイクルプラザへも持ち込みできます。
発煙筒（未使用） 市で処理できないごみ 自動車用品店等にご相談ください。使用済のものは「もやせるごみ」へ

パック皿 資源物
白色トレイは資源物広場で回収しています。
また、一部のスーパーマーケットでも回収しています。
色付きトレイは容器包装プラスチックで受け取っています。

バッテリー 直接搬入 ガソリンスタンド、自動車販売店でも処理しています。



発泡スチロール もやせるごみ
花火 もやせるごみ 水をかけ、完全に火を消して出す。　未使用の物は、一晩水に漬けおきして、ごみに出して下さい。
歯ブラシ もやせるごみ 電動のものは「金物ごみ」へ
刃物 金物ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
針 金物ごみ ガムテープ等で刺さらないように
針金 金物ごみ
ハロゲンヒーター 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
ハンガー もやせるごみ 金属製は「金物ごみ」へ
ハンコ もやせるごみ 陶器やガラス製のものは「もやせるごみ」へ、金属製のものは「金物ごみ」へ出してください。
ハンドル（自動車・バイク用） 直接搬入 エアバック付ハンドルは持ち込むことができません。
パンフレット 資源物 資源物広場で「雑誌類」として回収しています。

ひ ピアノ 粗大ごみ
ＰＰバンド もやせるごみ
ビデオカメラ 金物ごみ
ビデオ機器 金物ごみ
ビデオテープ類 もやせるごみ
ビニールホース もやせるごみ
ビニール製シート類 もやせるごみ
ビニール袋 もやせるごみ

ビール瓶 資源物
中身をきれいに洗ってください。紙製のラベルははがさなくて結構です。
プラスチック製のラベルははがして下さい。

ビニルシート もやせるごみ
火鉢 われものごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
肥料袋 資源物 家庭菜園のみ、容器包装プラスチックとして出して下さい。
なお、農業用は「市で処理できないごみ」
びん（飲食物のびん） 資源物
びん（飲食物以外のびん） 資源物 香水、化粧品などのびん。中身が取れないものや割れていたら、「われものごみ」へ

ふ ファイル（紙製） 資源物 金具は取り除き、「金物ごみ」へ。
ファイル（プラスチック製） もやせるごみ
ファンヒーター 粗大ごみ 灯油は抜き取ってください

封筒 資源物
資源物広場で「雑誌類」として回収しています。持ち込みが難しい場合は「もやせるごみ」へ
窓付き封筒のフィルム部分は切り取り、「もやせるごみ」として出してください。

フードプロセッサー 金物ごみ
ふすま 粗大ごみ
仏壇 直接搬入 リサイクルプラザへ持ち込みできます。
筆 もやせるごみ
ふとん 粗大ごみ 袋に入るサイズであれば「もやせるごみ」へ
布団乾燥機 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
フライパン 金物ごみ
ブラインド 粗大ごみ
ブラシ もやせるごみ
プラモデル もやせるごみ
プリンター機器 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
プリンターのインク（空容器） もやせるごみ 家電販売店等で回収しています。



風呂釜 粗大ごみ 工作物の新築、改築、除去によるものは処理できません。
フロッピーディスク もやせるごみ

ブロック 直接搬入
リサイクルプラザへ1日１回１０個まで持ち込みできます。
工作物の新築、改築、除去によるものは持ち込みできません。

風呂用ふた もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
文房具（プラスチック製・木製） もやせるごみ 金属製のものは「金物ごみ」へ

へ ヘッドホン 金物ごみ
ベッド（台座部分） 粗大ごみ
ペットのフン もやせるごみ においが漏れないようにしてください。
ペットボトル 資源物 中身を水ですすいで、キャップとラベルは取り外して下さい。

ペットボトルのキャップ・ラベル 資源物
「容器包装プラスチック」として資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場
合や汚れがひどい場合は、「もやせるごみ」として出してください。

ペットフード缶詰 資源物 缶の中身は完全に使い切り、水洗いして、アルミ缶かスチール缶に分別して出して下さい
ペット用トイレ 粗大ごみ 中の砂は汚物を取り除き「もやせるごみ」へ
ベビーカー 粗大ごみ
ヘルメット もやせるごみ
ペンキ 市で処理できないごみ 販売店にご相談ください。
便器 直接搬入 リサイクルプラザへ持ち込みできます。洗浄をしてから持ち込みください。
便座（プラ製） もやせるごみ 入らない場合は「粗大ごみ」へ
弁当箱 もやせるごみ 金属製のものは「金物ごみ」へ

弁当容器 資源物
「容器包装プラスチック」として資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場
合や汚れがひどい場合、紙製のものは、「もやせるごみ」として出してください。

ほ ホイール（自動車用） 直接搬入 リサイクルプラザへ持ち込みできます。タイヤは処理できません。
ホイールキャップ 金物ごみ
ボイラー 直接搬入 家庭用のもの　但し、業者に取替工事を依頼された場合は業者引取
方位磁石 金物ごみ
ほうき もやせるごみ 長く大きいものは「粗大ごみ」へ
ほう酸だんご もやせるごみ
包丁・刃物 金物ごみ 刃の部分を新聞紙等で包んで袋に入れて下さい。
防虫剤容器 もやせるごみ ハンガータイプ
ボウリングの球 市で処理できないごみ 購入店舗やボウリング場にご相談ください。
ボウル（台所用品） もやせるごみ 金属製は「金物ごみ」へ
ポータブルオーディオプレイヤー 金物ごみ
ボール（球） もやせるごみ 空気の入っているボールは空気を抜いて出すこと
ボールペン もやせるごみ 金属製のものは「金物ごみ」へ
ホース もやせるごみ
保温材・保冷剤 もやせるごみ
ボタン型電池 資源物 透明な袋に入れて出して下さい。
ホットプレート 金物ごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
ほ乳瓶 われものごみ プラスチック製のものは「もやせるごみ」へ。
ポリタンク もやせるごみ キャップを外して下さい。袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
本 資源物 ビニール製のハードカバーは取り除き、「もやせるごみ」で出して下さい。
盆 もやせるごみ



ま ま マウス(パソコン周辺機器） 金物ごみ
まくら もやせるごみ
マジック もやせるごみ
マッサージ機類 金物ごみ 袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
マッチ もやせるごみ 未使用の物は一晩水につけてから、出して下さい。
マット 粗大ごみ
まな板 もやせるごみ
マフラー（自動車・バイク用） 直接搬入

み ミキサー 金物ごみ
ミシン 金物ごみ 袋に入らないものは「粗大ごみ」へ
みみかき もやせるごみ

む 虫めがね（レンズがプラ製） もやせるごみ レンズがガラス製であれば「われものごみ」へ
無線機（トランシーバー） 金物ごみ

め めがね（レンズがプラ製） もやせるごみ レンズがガラス製であれば「われものごみ」へ
めがね入れ（プラスチック製・革製） もやせるごみ 金属製であれば「金物ごみ」へ

名刺 資源物
資源物広場で「雑誌類」として回収しています。持ち込みが難しい場合は「もやせるごみ」へ
プラスチック製であれば「もやせるごみ」へ

も モーター 金物ごみ
毛布 もやせるごみ 袋に入らなければ「粗大ごみ」へ
物干し竿 粗大ごみ
物干し台 直接搬入
モバイルバッテリー 金物ごみ 放電してから出してください。

や や やかん 金物ごみ
ゆ ＵＳＢ 金物ごみ 初期化してから出してください。

有機溶剤 市で処理できないごみ 販売店へご相談下さい
湯たんぽ もやせるごみ 金属製は「金物ごみ」へ
湯のみ われものごみ

よ 洋服 資源物
資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場合は、
「もやせるごみ」へ。また、革製品や綿入りのもの、下着などは「もやせるごみ」へ。

容器包装プラスチック 資源物
資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場合は、
「もやせるごみ」へ。また、汚れているものは可燃ごみとして出してください。
容器包装のマークが付いていても発泡スチロールは燃やせるごみで出してください。

ら ら ライター 金物ごみ 中身は使い切る。使い捨てライターも同様
ラケット もやせるごみ
ラジオ 金物ごみ
ラジコン 金物ごみ
ランドセル もやせるごみ

り リコーダー もやせるごみ
リモコン 金物ごみ
リュック もやせるごみ

る ルーペ われものごみ



れ 冷温庫 市で処理できないごみ
家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センターに相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、九州メタル産業(株)
（住所：永吉町５７３－１　☎0942-87-1011）に直接持ち込むこともできます。

冷蔵庫(冷凍庫) 市で処理できないごみ
家電販売店または(有)鳥栖環境開発綜合センターに相談ください。
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、九州メタル産業(株)
（住所：永吉町５７３－１　☎0942-87-1011）に直接持ち込むこともできます。

レコード もやせるごみ
レコーダー 金物ごみ

レンガ 直接搬入
リサイクルプラザに１日１回１０個まで持ち込みできます。
工作物の新築、改築、除去によるものは持ち込みできません。

ろ ろうそく もやせるごみ
ロープ もやせるごみ
ローラースケート もやせるごみ
ロッカー 粗大ごみ 事業所から排出されたものは、「産業廃棄物」として処理して下さい。

わ わ ワープロ 金物ごみ
輪ゴム もやせるごみ
和服 資源物 資源物広場で回収しています。資源物広場に持ち込むことが難しい場合は、「もやせるごみ」へ。
割りばし もやせるごみ
割れたびん われものごみ 袋に入れて下さい。鋭利な物は新聞紙に包んで出して下さい


