
ガラス類・空き缶類・金属類・陶磁器
くず・スプレー缶（スプレー缶は、ガ
ス抜きキャップを使うなどして中身を
使いきってください。穴開けは不要）

※ガス抜きは火気のない風通しの良
い屋外で行ってください。

びんとペットボトルを選別・リサイクル
しています。　　　　　　

飲料・酒類・調味料・化粧品などのび
ん（乳白色を除く）、ペットボトルの
マークがついた飲料・酒類・調味料な
どのペットボトル

※市の指定袋に入る大きさで、片手で持ち上
げることができ、袋が破れない重さのもの
であれば、指定袋に入れて燃えるごみか
燃えないごみとして出してください。

LINEでごみ出し日やごみの分別をお知らせします
LINEアカウント名：福岡市
LINE ID：@fukuokacity
■問い合わせ先 /ごみ減量推進課
　 711-4039 　 711-4823

ライン

※１回につき、大（45ℓ）の指定袋で10袋まで

https://sodaigomi-kankyo.city.
fukuoka.lg.jp/
LINE受付（24時間）
LINEアカウント名：福岡市粗大ごみ受付
LINE ID：@fukuokacity_sdg

インターネット受付（24時間）

※古紙（新聞、段ボール、雑がみなど）や小型電子機器などはリサイクルへ（⇨P.37）

人

人

※LINE受付の場合は、処理手数料をLINE Pay
でも支払えます。

※インターネット、LINEでは申し込みできま
せん。

区分
対象者全員の番号確認書類

来所者の身元確認書類

必要書類※1 必要書類数

※１代理人が手続きをする場合は、上記に加え世帯主からの委任状、世帯主の身元確認書類または国保被保険者証（原本）及び代理人の身元確認書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※２退職した職場（事業所や健康保険組合など）で発行してもらってください（用紙は、各区役所・出張所保険年金担当窓口にもあります。また、市ホームページからダウンロードもできます）。
※３保険料の支払いは口座振替が原則です。各区役所（出張所）保険年金担当窓口では、キャッシュカードで簡単に口座振替の手続きができます（一部金融機関を除く）。

本人確認ができるもの (公的機関が発行した顔写真付きの証明書等 )、使えなくなった保険証

パスポート
（法務大臣が交付した指定書を含む）

マイナンバーカード、通知カード※2、個人番号が記載された住民票　など

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート　など公的機関が発行した顔写真付きの証明書

保険証、保険料決定（納入）通知書、年金手帳、年金証書、住民票　など

１点

１点

２点

　保険証、預金通帳、個人番号確認書類及び身元確認書類、その他給付種類によって申請に必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。

○国保の手続きにはマイナンバーの記載が必要です。

　市内に居住している人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、す
べての人が国民健康保険に加入しなければなりません。在留期間が 3カ月を超え、住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の人
も国民健康保険への加入が必要です。外国籍の人が加入するときは、「在留カード」、「特
別永住者証明書」、「パスポート」のいずれかが必要です。在留資格が「特定活動」の人
は、指定書の確認が必要になります。なお、活動内容が医療目的の人や、そのお世話を
する人、観光目的の人は加入できません。

他の市町村に転出するときや、国外におおむね1年以上居住する見込みがあるとき

国
保
に
加
入
す
る
と
き
国
保
を
脱
退
す
る
と
き

そ
の
他

国保加入者が亡くなったとき

　※パソコンやスマートフォン等から口座振替の申し込みができます。対象の金融機
関及び申し込みについてはホームページをご確認ください。

急病などにより保険証を持たずに診療を受けたとき　はり・きゅう・あんま・マッサージを医師の同意に基づき、治療として受けたとき
（健康増進・疾患予防を除く）　コルセットなどの補装具代　海外渡航中に診療を受けたとき

自己負担限度額を超える高額な医療費を支払ったとき（入院時の食事代などを除く）
国保加入者が出産したとき（妊娠 12週（84日）以降は、生産、死産、流産等の別を問いません）

外国籍の人で在留資格が「特定活動」のうち、活動内容が「医療目的の人
や、そのお世話をする人」、または「観光、保養その他これらに類似する活動
等とされている人やその人に同行する配偶者の人」に変更になったとき

入所証明書

入院証明書または入所証明書
入学許可証または在学証明書
世帯を一緒にするときは両世帯の保険証
（市民課に転居の届け出をする）

キャッシュ
カード※3

保険証

種類 支給内容

療養費

高額療養費
出産育児一時金
葬祭費

 各区保険年金課給付係、入部出張所保険・福祉係、西部出張所給付係 ⇨P.22～25

国民健康保険（国保）

届出が必要なとき

申請により受けられる給付

⇨P.55後期高齢者医療制度
⇨P.52よかドック（特定健診）

こんなとき 届出に必要なもの※1

14日以内に住所地の区保険年金課保険係、出張所へ届出をしてください。

他の市町村から転入したとき

子どもが生まれたとき

市内で転居したとき

修学のため、市外に住所を定めるとき

保険証をなくしたり汚したりしたとき

死亡したとき

生活保護を受けなくなったとき

生活保護を受けるようになったとき

職場の健康保険などを脱退したときや、被扶養者でなくなったとき

職場の健康保険などに加入したときや、被扶養者になったとき 職場の健康保険証または資格取得証明書（脱退する人全員の保険証または証明書が必要）

健康保険等資格喪失証明書 ※2（職場の健康保険を脱退した証明書）

世帯主や氏名が変わったとき、世帯を分けたときや一緒にしたとき

40歳から64歳までの人で介護保険適用除外施設に入所した
とき、または入所中に40歳になったとき（退所時も届出が必要）

長期の入院や施設入所により、住所を他の市町村へ移すとき

一定の障がいがある人（65歳以上）で、後期高齢者医療制度に加入したとき

（市民課に転出の届け出をする）
保護廃止決定通知書
（市民課に出生の届け出をする）

保護決定通知書（開始）
（市民課に死亡の届け出をする）

障がいの内容がわかるもの（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など）

（市民課に転入の届け出をする）

 各区保険年金課保険係、入部出
張所保険・福祉係、西部出張所保険
係 ⇨P.22～25

①粗大ごみ受付センターに電話、イン
ターネットまたはLINEで申し込ん
で、料金、持ち出す場所、出す日、
受付番号を確認します。

②コンビニなどで粗大ごみ処理券を
購入します。

※１代理人が手続きをする場合は、上記に加え世帯主からの委任状、世帯主の身元確認書類または国保被保険者証（原本）および手続き対象者全員の個人番号確認書類が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※２記載事項（住所、氏名等）が住民票と一致している場合は、利用できます。

　国民健康保険料の支払いは、口座振替が原則です。毎回納付
に行く手間がはぶけ、納め忘れもなく、便利で安心です。

保険料の支払いは
口座振替で

※福岡市LINE公式アカウントでもごみ出し日
を配信しています。

②ごみ出しは決められた日の日没（暗く
なって）から夜12時までに、一戸建 
ては家の前、集合住宅は決められた
集積場に出してください。収集車両
が通れない道に面する一戸建て・集
合住宅の場合は、自治会などが指定

した場所に通行の妨げとならないよう
に出してください。 

　https://gomimail-
kankyo.city.fukuoka.lg.jp/

3534



発火の恐れあり！

リチウムイオン電池などの充電式電池やボタ
ン電池は、発火、発熱の恐れがあるため燃えな
いごみでは収集できません。必ず回収容器が設
置してある電器店などへお持ち込みください。
スプレー缶やカセットボンベは、中身を使い
切るか、残った場合は屋外でガス抜きをしてか
ら出してください（穴あけは不要です）。中身が
入ったままだと火災の発生につながります。

１０種類の言語でごみの出し方を案内します

下記コードをスマートフォンなどで読み込むと、１０種
類の言語でごみの出し方を案内します。区役所でコード入
りのチラシやシールも配布しています。

　高齢者施策や障がい者施策のおむつに関する給付サービスの利用者や4か月児
健診対象の乳児に対して、家庭用ごみ袋を配付します。配付には要件があります。

木材開発㈱ 東区東浜 2-85-25 292-6470 651-2151

中山リサイクル産業㈱ 東区箱崎ふ頭 4-13-1 292-8488 292-8678

地域集団回収
地域の自治会や子ども会など約2,000

団体が古紙などの資源物の回収を行って
います。

地域の回収拠点
紙リサイクルボックス校区紙リサイクルステーション
地域住民団体が管理する古紙などの

回収拠点で、市内の公民館や公園など約
400か所に設置しています。

公共施設の資源物回収ボックス
区役所や市民センターなど市内9か
所で、古紙・空き缶・空きびん・紙パック・
ペットボトル・生ごみ堆肥化物・白色トレ
イ・蛍光管・乾電池・小型充電式電池・水
銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計・食
用油・プラスチック製品（指定 20品目）
を回収しています。

家電量販店での回収
市内の家電量販店やホームセンターな

ど約 70か所で、蛍光管、乾電池の回収
を行っています。

市内の薬局での回収
福岡市薬剤師会会員薬局約700か所

で、水銀式の体温計、温度計、血圧計の
回収を行っています。

スーパーなどの店頭回収
スーパーマーケットなどに空きびん、
ペットボトルの回収ボックスを設置してい
ます。アルミ缶、紙パックなどを回収して
いるお店もあります。

小型電子機器の回収
区役所などの公共施設で携帯電話や
デジタルカメラなどの小型電子機器を回
収しています。

711-4039

■持ち込み可能なごみ処理施設

せん定枝の受け入れ施設
　下記民間施設への持ち込み（受け入れ時間・料金）は直接各施設にお問い合わせく
ださい。

市が許可した収集業者に依頼する（有料）
　臨時に多量のごみが発生する場合で、直接持ち込みができない場合は、市が許可
した収集業者に依頼をしてください。　※無許可業者による収集は違法です。

②自ら市のごみ処理施設に持ち込む

家庭から出される燃えるごみの中には、紙類が 34％含まれており、そのうち約半分を占めるリサイクル可能な古紙が、ごみとし
て捨てられています。市内では、子ども会や自治会、町内会などの地域の団体が主体となって、集団回収や回収拠点などで資源
物の回収を行っています。古紙は近くの集団回収などを利用してリサイクルしましょう。

ごみと資源の分け方・出し方情報サイト

ごみの分別や資源の出し方で
困ったら

　電話またはインターネットで、自己搬入ごみ事前受付センターへ事前申し込みが
必要です。なお、せん定枝やリサイクル可能な紙、家電リサイクル法対象品目、パソコ
ン、車、バイク、ピアノ、タイヤ、バッテリー、LPガスボンベ、消火器、塗料缶など受け
付けられないものがあります。
　住宅火災など、り災の場合は、手数料の減免制度がありますので、各区生活環境
課（博多区は自転車対策・生活環境課）・西部出張所（⇨P.22～25）まで。

※事業所と家庭の併用世帯は、収集費用
の一部を市が助成する場合があります。

　事業者の責任において適正に処理
してください。収集運搬・処理業者の
紹介は福岡県産業資源循環協会（☎
651-0171）に問い合わせを。

月～土曜  8：30～16：00（臨海工場9：30～15：30）
日曜、1/1～1/3　※12/31は全施設15：00まで
10㎏までごとに140円料

月～金曜　9：00～17：00、第１・３・５土曜9：00～12：00
協同組合福岡市事業用環境協会　 432-0123

第２・４土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始
（収集運搬経費）１㎥までごとに4,070円＋（処分経費）1kgまでごとに14円
※上記料金は「収集業者が受けることのできる上限の額」です。
依頼するときは料金を収集業者に確認してください。

料

432-0123

環境局ごみ減量推進課

836-8555

10：00～17：00
月曜（祝日のときは翌平日）、

12/28～1/3

電話

※不用品の持ち込みの際は、事前にお問い
合わせください。

ごみ処理施設へ直接持ち込み（有料）

 所在地施設名
東区蒲田5-11-2

東区箱崎ふ頭 4-13-42

西区大字拾六町1191

春日市大字下白水104-5

東区蒲田5-11-1

西区大字拾六町1191

糟屋郡久山町大字山田1431-1

西区今津 4439

東部工場（株式会社福岡クリーンエナジー運営）

臨海工場

西部工場

クリーン・エネ・パーク南部（福岡都市圏南部環境事業組合運営）

東部資源化センター

西部資源化センター

東部 (伏谷 )埋立場

西部 (中田 )埋立場

燃
え
る
ご
み

燃
え
な
い
ご
み

①協同組合福岡市事業用環境協会

家電リサイクル法対象品目・パソ
コンの処分方法

▼エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
　①買い替え時に引き取ってもらうか、②購
入した店に引き取りを依頼してください
（①、②の店に引き取り義務があります）。①、
②に該当しない場合は、ヤマダデンキの市

　各パソコンメーカーに回収を依頼す
るか、リネットジャパンリサイクル㈱の
回収をご利用ください。
・一般社団法人パソコン3R推進協会
☎03-5282-7685
・リネットジャパンリサイクル㈱
☎0570-085-800
10：00～17：00（年末年始を除く）
www.renet.jp

日曜、1/1～1/3

早良区大字小笠木字中原 736

西区大字羽根戸 786-1

　町内清掃などを行うときは、事前に
届け出を。9～10月の地域による清掃 
にはごみ袋を配布しています。 
　個人で道路などの公共の場所を清掃
する場合は、集めたごみを家庭ごみの
収集日に出すための袋として「環境美
化袋」を配布しています。 
※配布には要件があります。

フードドライブでおすそわけ

フードドライブとは、家庭で使いきれない未開
封の食品を、必要としている団体に寄付する活
動です。公共施設や市内の小売店（スーパーな
ど）での開催情報を市ホームペー
ジで発信しています。

古紙などの資源物の出し方は「資源物
回収場所早わかりマップ」で確認を！

資源物の出し方や回収場所などは、校区ごとに「資源
物回収場所早わかりマップ」で確認することができます。
市ホームページで公開しているほか、区役
所でも配布しています。

https://jizenuketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/eco(24時間受付)

ごみ減量・リサイクル情報の提供、各種
講座の開催や不用になった家具（臨海の
み）・衣類・書籍などの引き取り・提供、フー
ドドライブの受付などを行っています。

南区大字柏原 685

36 37

内各店舗で引き取りを依頼してください。
※小呂島は福岡市漁協小呂島支所、玄界島
は㈱協和産業にご相談ください。

▼ パソコン（本体・ディスプレイ）
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イ・蛍光管・乾電池・小型充電式電池・水
銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計・食
用油・プラスチック製品（指定 20品目）
を回収しています。

家電量販店での回収
　市内の家電量販店やホームセンターな
ど約 70か所で、蛍光管、乾電池の回収
を行っています。

市内の薬局での回収
　福岡市薬剤師会会員薬局約700か所
で、水銀式の体温計、温度計、血圧計の
回収を行っています。

スーパーなどの店頭回収
　スーパーマーケットなどに空きびん、
ペットボトルの回収ボックスを設置してい
ます。アルミ缶、紙パックなどを回収して
いるお店もあります。

小型電子機器の回収
　区役所などの公共施設で携帯電話や
デジタルカメラなどの小型電子機器を回
収しています。

711-4039

■持ち込み可能なごみ処理施設

せん定枝の受け入れ施設
下記民間施設への持ち込み（受け入れ時間・料金）は直接各施設にお問い合わせく

ださい。

市が許可した収集業者に依頼する（有料）
臨時に多量のごみが発生する場合で、直接持ち込みができない場合は、市が許可

した収集業者に依頼をしてください。　※無許可業者による収集は違法です。

②自ら市のごみ処理施設に持ち込む

　家庭から出される燃えるごみの中には、紙類が 34％含まれており、そのうち約半分を占めるリサイクル可能な古紙が、ごみとし
て捨てられています。市内では、子ども会や自治会、町内会などの地域の団体が主体となって、集団回収や回収拠点などで資源
物の回収を行っています。古紙は近くの集団回収などを利用してリサイクルしましょう。

ごみと資源の分け方・出し方情報サイト

ごみの分別や資源の出し方で
困ったら

電話またはインターネットで、自己搬入ごみ事前受付センターへ事前申し込みが
必要です。なお、せん定枝やリサイクル可能な紙、家電リサイクル法対象品目、パソコ
ン、車、バイク、ピアノ、タイヤ、バッテリー、LPガスボンベ、消火器、塗料缶など受け
付けられないものがあります。
住宅火災など、り災の場合は、手数料の減免制度がありますので、各区生活環境

課（博多区は自転車対策・生活環境課）・西部出張所（⇨P.22～25）まで。

※事業所と家庭の併用世帯は、収集費用
の一部を市が助成する場合があります。

事業者の責任において適正に処理
してください。収集運搬・処理業者の
紹介は福岡県産業資源循環協会（☎
651-0171）に問い合わせを。

月～土曜  8：30～16：00（臨海工場9：30～15：30）
日曜、1/1～1/3　※12/31は全施設15：00まで
10㎏までごとに140円料

月～金曜　9：00～17：00、第１・３・５土曜9：00～12：00
協同組合福岡市事業用環境協会 432-0123

第２・４土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始
（収集運搬経費）１㎥までごとに4,070円＋（処分経費）1kgまでごとに14円
※上記料金は「収集業者が受けることのできる上限の額」です。
依頼するときは料金を収集業者に確認してください。

料

432-0123

環境局ごみ減量推進課

836-8555

10：00～17：00
月曜（祝日のときは翌平日）、

12/28～1/3

電話

※不用品の持ち込みの際は、事前にお問い
合わせください。

ごみ処理施設へ直接持ち込み（有料）

所在地施設名
東区蒲田5-11-2

東区箱崎ふ頭 4-13-42

西区大字拾六町1191

春日市大字下白水104-5

東区蒲田5-11-1

西区大字拾六町1191

糟屋郡久山町大字山田1431-1

西区今津 4439

東部工場（株式会社福岡クリーンエナジー運営）

臨海工場

西部工場

クリーン・エネ・パーク南部（福岡都市圏南部環境事業組合運営）

東部資源化センター

西部資源化センター

東部 (伏谷 )埋立場

西部 (中田 )埋立場

燃
え
る
ご
み

燃
え
な
い
ご
み

①協同組合福岡市事業用環境協会

家電リサイクル法対象品目・パソ
コンの処分方法

▼エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
①買い替え時に引き取ってもらうか、②購

入した店に引き取りを依頼してください
（①、②の店に引き取り義務があります）。①、
②に該当しない場合は、ヤマダデンキの市
内各店舗で引き取りを依頼してください。
※小呂島は福岡市漁協小呂島支所、玄海島
は㈱協和産業にご相談ください。

▼パソコン（本体・ディスプレイ）
各パソコンメーカーに回収を依頼す

るか、リネットジャパンリサイクル㈱の
回収をご利用ください。
・一般社団法人パソコン3R推進協会
☎03-5282-7685
・リネットジャパンリサイクル㈱
☎0570-085-800
10：00～17：00（年末年始を除く）
www.renet.jp

日曜、1/1～1/3

早良区大字小笠木字中原 736

西区大字羽根戸 786-1

町内清掃などを行うときは、事前に
届け出を。9～10月の地域による清掃
にはごみ袋を配布しています。
個人で道路などの公共の場所を清掃

する場合は、集めたごみを家庭ごみの
収集日に出すための袋として「環境美
化袋」を配布しています。
※配布には要件があります。

フードドライブでおすそわけ

　フードドライブとは、家庭で使いきれない未開
封の食品を、必要としている団体に寄付する活
動です。公共施設や市内の小売店（スーパーな
ど）での開催情報を市ホームペー
ジで発信しています。

古紙などの資源物の出し方は「資源物
回収場所早わかりマップ」で確認を！

　資源物の出し方や回収場所などは、校区ごとに「資源
物回収場所早わかりマップ」で確認することができます。
　市ホームページで公開しているほか、区役
所でも配布しています。

https://jizenuketuke-kankyo.city.fukuoka.lg.jp/eco(24時間受付)

　ごみ減量・リサイクル情報の提供、各種
講座の開催や不用になった家具（臨海の
み）・衣類・書籍などの引き取り・提供、フー
ドドライブの受付などを行っています。 

南区大字柏原 685

36 37




