
東　区 生活環境課 ☎092-645-1061 FAX 092-632-8999

博多区 自転車対策・生活環境課 ☎092-419-1068 FAX 092-441-5603

中央区 生活環境課 ☎092-718-1091 FAX 092-718-1079

南　区 生活環境課 ☎092-559-5374 FAX 092-561-5360

城南区 生活環境課 ☎092-833-4086 FAX 092-822-4095

早良区 生活環境課 ☎092-833-4340 FAX 092-841-6687

西　区 生活環境課 ☎092-895-7050 FAX 092-882-2137

西　区 西部出張所 ☎092-806-9430 FAX 092-806-6811

家庭ごみ減量推進課 ☎092-711-4039 FAX 092-733-5907

収 集 管 理 課 ☎092-711-4346 FAX 092-733-5907

ごみ・し尿に関するお問合せ、不法投棄などのご相談

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/　

地域ごとのごみ出し日
年末年始や災害時のごみ出し情報
など

福岡市環境局ホームページ

http://kateigomi-bunbetsu.city.fukuoka.lg.jp/

ごみの分け方（品目）検索
資源物回収拠点の検索　など

スマートフォンなどの携帯端末に設定されたユーザー言語に
対応した翻訳ページを表示します。

対応言語 ： 日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ベトナム語、タイ語、
  ミャンマー語（ビルマ語）、タガログ語、インドネシア語、ネパール語

福岡市ごみと資源の分け方・出し方情報サイト

10種類の言語でごみ出しルールを案内

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

ごみ出し日をメールでお知らせ

ごみ出し日メールサービス

令和4年2月発行

発行：福岡市環境局家庭ごみ減量推進課
〒810-8620  福岡市中央区天神一丁目8番1号
☎092（711）4039　FAX092（733）5907
メール：kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp　

家庭ごみルールブック

LINE公式アカウント名：福岡市
LINE ID：@fukuokacity

ごみ出し日をLINEでお知らせ
ごみの分け方（品目）検索

福岡市LINE公式アカウント

「誰一人取り残さない持続可能な社会」の
実現を目指しています。

燃えるごみ
（週2回）

燃えないごみ
（月1回）

空きびん
ペットボトル（月1回）
空きびん

ペットボトル（月1回）
年末年始（12月31日～1月3日）は収集休み。詳しくは市政だよりやホームページで確認を。

 ・ 曜日の夜

 回目の 曜日の夜

 回目の 曜日の夜

ごみ減量シンボルマーク「かーるちゃん」

【 受付時間 】月曜日～土曜日 9：00～17：00（12月29日～1月3日は休み）

粗大ごみ
－事前申し込み制－

粗大ごみ受付センター
092-731-1153

家庭ごみ
ルールブック
家 庭ごみ
ルールブック

福 岡 市福 岡 市 〈保存版〉〈保存版〉

LINE公式アカウント名：福岡市
LINE ID：＠fukuokacity

友だち追加してね！
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も く じ

福岡市のごみ出しルール

❶ごみをきちんと分別しましょう
○家庭ごみ　「燃えるごみ」「燃えないごみ」「空きびん・ペットボトル」「粗大ごみ」の4分別です。

❷福岡市指定袋に入れ、口をしっかり結んで出しましょう

❸決められた日時と場所に出しましょう

❹資源物は回収場所に持ち込みましょう

指定袋はスーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで種
類・大きさごとに10枚セットで販売しています。袋に入る大きさ
で、片手で持ち上げたときに袋が破れない重さのごみを入れて、
口を結んで出してください。
※1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで。
※指定袋に入らない大きさ、重さのごみは粗大ごみです。

ごみ出し日は地域ごとに異なります。環境局ホームページで確認するか各区生活環境課（→裏表紙）
に問い合わせてください。

会社・商店などのごみ（事業系ごみ）を家庭ごみとして出すことはできません。
分別ルールを守らずに出されたごみは収集しません。（警告シールを貼ります）

注意

燃えるごみ

種 類 出 す 日 ※ 出 す 時 間 出 す 場 所

燃えないごみ

空きびん・
ペットボトル

日没（暗くなって）から
夜12時までの間

●一戸建て…家の前
●集合住宅…ごみ置き場

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出して
ください。

申し込み時に
指定された日の
朝8時30分まで

ごみ置き場に置けない大きな
ものは申し込み時に場所を指
定する場合があります。

粗 大 ご み

週2回

月1回

月1回

事前申し込み制

※年末年始（12月31日～1月3日）のみ収集をお休みします。
　詳しくは、市政だよりやホームページでご確認ください。

福岡市の環境
シンボルキャラクター

「エコッパ」

（警告シール）燃えるごみ
➡7ページ

燃えないごみ
➡8ページ

空きびん・ペットボトル
➡9ページ

粗大ごみ
➡10ページ

○市で収集できないごみ　それぞれ決められた出し方に従って処理してください。

小型充電式電池
➡6ページ

ボタン電池
➡11ページ

家電リサイクル法対象品目（エアコン・テレビ・
冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）➡11ページ

パソコン（ディスプレ
イ・本体）➡11ページ

タイヤ、消火器、農
薬など➡11ページ

SR000

LR000

福岡市のごみ出しルール 1～2
福岡市のごみ処理の流れ 3
資源物の出し方 4～6
燃えるごみ 7
燃えないごみ 8
空きびん・ペットボトル 9

粗大ごみ 10
市が収集しないごみ 11
し尿くみとり 12
臨時に多量のごみが発生する場合 13
お知らせ 14
問い合わせ先 裏表紙

　古紙や古着などの資源物は地域の回収ボックスなどで回収しています。　➡詳しくは4ページ

●資源物を回収している場所は
　「福岡市ごみと資源の分け方・出し方情報サイト」で
　調べることができます。

福岡市　ごみと資源

●古紙（新聞・段ボール・雑がみ） 4ページ

●紙パック　●白色トレイ 5ページ
●食用油　●古着・古布

●空き缶（アルミ缶・スチール缶） 6ページ
●水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計
●小型電子機器（小型家電）
●蛍光管　●乾電池　●小型充電式電池

マンガン

ア
ル
カ
リ

※空きびん、ペットボトル、食品トレイなどのスーパーマーケット等店頭回収については9ページ

地域で実施する回収活動には、回収量に応じた報奨金が交付されます。得られた報奨金は地域に還元されます。

資源物は、ごみとして捨てずに分けて集めることで、効率良くリサイクルすることができます。
ごみ減量・資源の有効活用のため、資源物回収にご協力ください。

情報サイト

福岡市の指定袋には
このキャラクターがついています。
このキャラクターがついていない袋では出せません。
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福岡市のごみ処理の流れ

空きびんはさらに3分別
「空きびん・ペットボトル」は選別施設でびんとペットボトルに分別し、空きびんはさらに色で3種類に分別したあと、
それぞれ再資源化業者に引き渡しリサイクルをしています。

地球にやさしい「福岡方式」の埋立技術で最終処分
焼却施設で焼却した後に出てくる灰などは、地球温暖化の原因となるメタンガスの発生を抑えるなど、環境への負荷
が少ない「福岡方式」の埋立技術で埋め立てています。

最終的には
9区分

福岡市では4分別で収集した家庭ごみを、最終的には
下図①～⑨の9区分にして、リサイクルや処理をしています。

定期収集

燃えるごみ

定期収集

燃えない
ごみ

申込制

粗　大
ごみ

定期収集

空きびん
ペットボトル

燃えるごみでごみ発電
「燃えるごみ」は、焼却施設で焼却し、その熱を利用して発電（熱回収：サーマルリサイクル）を行っています。こうして
得られた電気は焼却施設などで使うほか、電力会社へ売電しています。また、熱（蒸気）は余熱利用施設などへ供給し
ています。

資源物は、市内9か所の公共施設に設置している資源物回収ボックス（下記）のほか、各地域に設置
しているリサイクルボックスや地域集団回収（自治会や子ども会などで行う古紙回収）、家電量販店
やスーパーマーケットなどで回収を行っています。回収できる品目は場所により異なります。お近く
の回収場所は、資源物回収場所早わかりマップなどでご確認ください。

燃えないごみから鉄・アルミを回収
「燃えないごみ」のうち空き缶などの金属製品、家電製品などの金属とプラスチックの複合製品などは収集後、資源化
センターで破砕・選別処理して鉄とアルミを回収し、再資源化業者に引き渡しリサイクルしています。

資 源 物 の 出 し 方

新聞（折り込みチラシ含む）
包装紙お菓子の箱

雑がみ（雑誌・その他の紙）段ボール
中が波状に
なっているもの

設置場所

●公共施設の資源物回収ボックス

東・城南・早良・西区役所、入部・西部出張所
博多・南市民センター、中央体育館

〇古紙（新聞・段ボール・雑がみ） 〇空き缶（飲料用のアルミ缶・スチール缶） 〇空きびん
〇ペットボトル　〇紙パック　〇白色トレイ　〇蛍光管　〇乾電池　〇小型充電式電池
〇水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計　〇生ごみ堆肥化物　〇食用油

9:00～17:00
※年末年始（12/29～1/3）は休み

回収品目

利用時間

古　紙
下の3つに区分して紙ひもやビニールひもなどで十字にしばって出してください。

公共施設の資源物回収ボックス、地域集団回収、地域の回収拠点【回収場所】

「お菓子の箱」や「封筒」など、新聞紙・段ボール以外のリサイクル可能な紙類
○お菓子などの紙箱　○ティッシュ箱　○書類や学校のプリント　○ラップやトイレットペーパ―のロール芯
○投函チラシ　○封筒　○はがき　○パンフレット　○書籍　○紙袋　○雑誌　など

雑がみを紙袋に集めるステップ①

紙袋をとじるステップ②

地域で行われる古紙回収（地域集団回収）や資源物回収拠点に持ち込むステップ③

集める紙袋に指定はありません。
ご家庭にある紙袋を活用してください !
※持ち手が布製、ビニール製の場合はその部分だけ取り除きましょう。

回収時にバラバラにならないように工夫を。
●ひもでしばる　●ホッチキスで止める
雑誌などを出すときは、ひもで十字にしばるだけでもＯＫ!

新聞や段ボールと同じように資源物回収に出すことができます !
注意）通常のごみ収集とは異なります。マンション等のごみ置き場に
　　出すことはできません。

はがき・封筒

ティッシュ
ペーパーの箱

ビニールは取り除く

ゆっくり破って
ビニールが残るものは×

古紙の回収拠点

※紙の厚さ，大きさに関係なく出してOK！ 値札のような小さな紙も対象です。

校区ごとの回収情報を確認する。
→資源物回収場所早わかりマップ

市全体の回収情報を地図上で確認する。
→福岡市webまっぷ

早わかりマップ 福岡市webまっぷ

雑がみとは？

×ビニールコーティングされた紙　×感熱紙（レシート）　×写真
×カーボン紙（宅配便の伝票）　×においのついている紙（洗剤や線香の箱）
×油汚れがついた紙（ピザの箱、クレヨンで描いた紙）
※新聞紙・段ボールは雑がみとは分けて、それぞれ別に束ねて集めましょう !

雑がみとして出せないもの
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福岡市のごみ処理の流れ
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燃えないごみから鉄・アルミを回収
「燃えないごみ」のうち空き缶などの金属製品、家電製品などの金属とプラスチックの複合製品などは収集後、資源化
センターで破砕・選別処理して鉄とアルミを回収し、再資源化業者に引き渡しリサイクルしています。

資 源 物 の 出 し 方

新聞（折り込みチラシ含む）
包装紙お菓子の箱

雑がみ（雑誌・その他の紙）段ボール
中が波状に
なっているもの

設置場所

●公共施設の資源物回収ボックス

東・城南・早良・西区役所、入部・西部出張所
博多・南市民センター、中央体育館

〇古紙（新聞・段ボール・雑がみ） 〇空き缶（飲料用のアルミ缶・スチール缶） 〇空きびん
〇ペットボトル　〇紙パック　〇白色トレイ　〇蛍光管　〇乾電池　〇小型充電式電池
〇水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計　〇生ごみ堆肥化物　〇食用油

9:00～17:00
※年末年始（12/29～1/3）は休み

回収品目

利用時間

古　紙
下の3つに区分して紙ひもやビニールひもなどで十字にしばって出してください。

公共施設の資源物回収ボックス、地域集団回収、地域の回収拠点【回収場所】

「お菓子の箱」や「封筒」など、新聞紙・段ボール以外のリサイクル可能な紙類
○お菓子などの紙箱　○ティッシュ箱　○書類や学校のプリント　○ラップやトイレットペーパ―のロール芯
○投函チラシ　○封筒　○はがき　○パンフレット　○書籍　○紙袋　○雑誌　など

雑がみを紙袋に集めるステップ①

紙袋をとじるステップ②

地域で行われる古紙回収（地域集団回収）や資源物回収拠点に持ち込むステップ③

集める紙袋に指定はありません。
ご家庭にある紙袋を活用してください !
※持ち手が布製、ビニール製の場合はその部分だけ取り除きましょう。

回収時にバラバラにならないように工夫を。
●ひもでしばる　●ホッチキスで止める
雑誌などを出すときは、ひもで十字にしばるだけでもＯＫ!

新聞や段ボールと同じように資源物回収に出すことができます !
注意）通常のごみ収集とは異なります。マンション等のごみ置き場に
　　出すことはできません。

はがき・封筒

ティッシュ
ペーパーの箱

ビニールは取り除く

ゆっくり破って
ビニールが残るものは×

古紙の回収拠点

※紙の厚さ，大きさに関係なく出してOK！ 値札のような小さな紙も対象です。

校区ごとの回収情報を確認する。
→資源物回収場所早わかりマップ

市全体の回収情報を地図上で確認する。
→福岡市webまっぷ

早わかりマップ 福岡市webまっぷ

雑がみとは？

×ビニールコーティングされた紙　×感熱紙（レシート）　×写真
×カーボン紙（宅配便の伝票）　×においのついている紙（洗剤や線香の箱）
×油汚れがついた紙（ピザの箱、クレヨンで描いた紙）
※新聞紙・段ボールは雑がみとは分けて、それぞれ別に束ねて集めましょう !

雑がみとして出せないもの
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資 源 物 の 出 し 方

書籍や衣類をリユース
3Rステーションを利用しよう

臨海3Rステーション 西部3Rステーション開館時間

休 館 日
10：00～17：00

月曜日（祝日のときは次の平日）
年末年始（12月28日～1月3日）

福岡市東区箱崎ふ頭4-13-42
（クリーンパーク・臨海内）
☎092-642-4641
FAX：092-642-4598
https://rinkai3r-station.com/

福岡市西区今宿青木1043-2
（クリーンパーク・西部内）
☎092-882-3190
FAX：092-882-4580
http：//www．fukuoka-seibuplaza.com/

紙パック
紙パックで出せないもの

×プラスチック製の注ぎ口がついたままの紙パック
×内側がアルミコーティングされた紙パック

まだ使える書籍・衣類などの引取りと提供、楽しく学べる各種講座やイベント
などを行っています。3Rステーションで開催する講座は、「市政だより」の
毎月15日号に掲載しています。

中を洗って開いたあと、乾かして出してください。

紙パック
の回収拠点

公共施設の資源物回収ボックス、地域の回収拠点、スーパーなどの店頭回収【回収場所】

公共施設の資源物回収ボックス、スーパーなどの店頭回収【回収場所】

公共施設の資源物回収ボックス【回収場所】

地域の回収拠点、まもるーむ福岡、中央体育館・博多市民センター・南市民センター・城南区役所の資源物回収ボックス【回収場所】

※発泡スチロールのトレイは、
　つまようじが簡単にささります。

白色トレイ
白色トレイで出せないもの

×卵パック、豆腐容器、納豆容器、カップめん容器、弁当容器
×色つきトレイ ×魚箱などの発泡スチロール

白色の発泡スチロールで平型のもの。よく洗い、乾かして出してください。

白色トレイ
の回収拠点

空のペットボトルに移し、
キャップを閉めた状態で
出してください。

食用油
食用油で出せないもの

×動物系油（ラードなど） ×鉱物系油（エンジンオイル・灯油など）
×ドレッシング

サラダ油、菜種油、ごま油などの植物系食用油

食用油の回収拠点

●ポロシャツ  ●Tシャツ  ●スーツ  ●デニム  ●タオル  ●シーツ　など
※衣類のボタンやファスナーはついたまま出せますが、シーツのファスナーは外して
ください。大きなタオルやシーツは50㎝×50㎝以下に裁断してください。

古着・古布

古着・古布で出せないもの
×汚れやにおいがひどいもの ×下着 ×靴下 ×中綿のもの（ダウンジャケット・布団）
×厚手のもの（着物・柔道着・カーテン） ×網目の大きいニット ×ウインドブレーカー

洗濯し、乾かした状態でビニール袋に入れて出してください。

古着の回収拠点

スチール缶の回収拠点アルミ缶の回収拠点

空き缶 水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計

回収ボックス 福岡市薬剤師会
会員薬局・薬店一覧

※水銀温度計・水銀血圧計は回収ボックスに入らないため、薬局など
の窓口に持ち込むか、受付の方に渡してください。

購入時のケースやビニール袋に入れて出してください。

絶縁のため、端子部分にテープを貼って出してください。
デジタルカメラや携帯ゲーム機、モバイルバッテリーなど
に使われている小型充電式電池のうち左記のニカド電
池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池が対象です。
※左記以外の電池は回収できません。　回収拠点検索 https://www.jbrc.com/

公共施設の資源物回
収ボックス、区役所生
活環境課、福岡市薬剤
師会会員の薬局・薬店

【回収場所】

区役所や市民センターなどに
設置している回収ボックス

【回収場所】

福岡市と協定を締結しているリネットジャパンリサイクル㈱は宅配便による小型家電回収を行っています。

小型電子機器（小型家電）

宅配便による回収

回 収 品 目

利 用 方 法

回収ボックスの投入口（25cm×8.5cm）から投函できる小型電子機器と付属品

●個人情報はあらかじめ消去してください。
●取り外し可能な電池は抜いてください。
  （乾電池・充電式電池→下記を参照、ボタン電池→P11を参照）
●回収した小型電子機器の取り出し、返却はできません。

❶ リネットジャパンリサイクル㈱に申し込む
❷ 手持ちの段ボールに詰める
❸ 指定した日時に回収に来た宅配業者へ渡す 申し込 み

料 金 1,650円（税込）で回収
（箱の三辺の合計140㎝以内、重さ20㎏まで）

ただし、パソコン本体を含む回収は1箱無料

回収ボックス
小型電子機器
の回収拠点

マンガン

ア
ル
カ
リ

蛍光管

小型充電式電池

容器・包装紙をはずし、本体のみを
出してください。

乾電池

●マンガン乾電池
●アルカリ乾電池

環　型 電球型直管型

蛍光管
回収ボックス

乾電池
回収ボックス

絶縁のため、両極にテープを貼って
出してください。

蛍光管・乾電池
の回収拠点

小型充電式電池
の回収拠点

LED、割れた蛍光管、白熱電球は
「燃えないごみ」へ

蛍光管で出せないもの
充電式電池、ボタン電池乾電池で出せないもの

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

資 源 物 の 出 し 方

公共施設の
資源物回収
ボックス 、
スーパーなど
の店頭回収

公共施設の資源物回収ボックス、家電量販店、ホームセンターなど【回収場所】

公共施設の資源物回収ボックス、回収ボックスが設置されている電器店など【回収場所】

リネットジャパンリサイクル

●携帯電話　●固定電話機　●デジタルカメラ　●ビデオカメラ　●音楽プレーヤー
●電子手帳・電子辞書　●ゲーム機　●ラジオ　●電卓　●ドライヤー　●タブレット
●ACアダプター、コード・ケーブル類     ●ヘッドホン・イヤホン　●リモコン　など

飲料用のアルミ缶・スチール缶で
中身が入っていないもの

【回収場所】

https：//www.renet.jp/
☎0570-085-800　10：00～17：00 （年末年始除く）

HP HP

HP
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資 源 物 の 出 し 方

書籍や衣類をリユース
3Rステーションを利用しよう

臨海3Rステーション 西部3Rステーション開館時間

休 館 日
10：00～17：00

月曜日（祝日のときは次の平日）
年末年始（12月28日～1月3日）

福岡市東区箱崎ふ頭4-13-42
（クリーンパーク・臨海内）
☎092-642-4641
FAX：092-642-4598
https://rinkai3r-station.com/

福岡市西区今宿青木1043-2
（クリーンパーク・西部内）
☎092-882-3190
FAX：092-882-4580
http：//www．fukuoka-seibuplaza.com/

紙パック
紙パックで出せないもの

×プラスチック製の注ぎ口がついたままの紙パック
×内側がアルミコーティングされた紙パック

まだ使える書籍・衣類などの引取りと提供、楽しく学べる各種講座やイベント
などを行っています。3Rステーションで開催する講座は、「市政だより」の
毎月15日号に掲載しています。

中を洗って開いたあと、乾かして出してください。

紙パック
の回収拠点

公共施設の資源物回収ボックス、地域の回収拠点、スーパーなどの店頭回収【回収場所】

公共施設の資源物回収ボックス、スーパーなどの店頭回収【回収場所】

公共施設の資源物回収ボックス【回収場所】

地域の回収拠点、まもるーむ福岡、中央体育館・博多市民センター・南市民センター・城南区役所の資源物回収ボックス【回収場所】

※発泡スチロールのトレイは、
　つまようじが簡単にささります。

白色トレイ
白色トレイで出せないもの

×卵パック、豆腐容器、納豆容器、カップめん容器、弁当容器
×色つきトレイ ×魚箱などの発泡スチロール

白色の発泡スチロールで平型のもの。よく洗い、乾かして出してください。

白色トレイ
の回収拠点

空のペットボトルに移し、
キャップを閉めた状態で
出してください。

食用油
食用油で出せないもの

×動物系油（ラードなど） ×鉱物系油（エンジンオイル・灯油など）
×ドレッシング

サラダ油、菜種油、ごま油などの植物系食用油

食用油の回収拠点

●ポロシャツ  ●Tシャツ  ●スーツ  ●デニム  ●タオル  ●シーツ　など
※衣類のボタンやファスナーはついたまま出せますが、シーツのファスナーは外して
ください。大きなタオルやシーツは50㎝×50㎝以下に裁断してください。

古着・古布

古着・古布で出せないもの
×汚れやにおいがひどいもの ×下着 ×靴下 ×中綿のもの（ダウンジャケット・布団）
×厚手のもの（着物・柔道着・カーテン） ×網目の大きいニット ×ウインドブレーカー

洗濯し、乾かした状態でビニール袋に入れて出してください。

古着の回収拠点

スチール缶の回収拠点アルミ缶の回収拠点

空き缶 水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計

回収ボックス 福岡市薬剤師会
会員薬局・薬店一覧

※水銀温度計・水銀血圧計は回収ボックスに入らないため、薬局など
の窓口に持ち込むか、受付の方に渡してください。

購入時のケースやビニール袋に入れて出してください。

絶縁のため、端子部分にテープを貼って出してください。
デジタルカメラや携帯ゲーム機、モバイルバッテリーなど
に使われている小型充電式電池のうち左記のニカド電
池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池が対象です。
※左記以外の電池は回収できません。　回収拠点検索 https://www.jbrc.com/

公共施設の資源物回
収ボックス、区役所生
活環境課、福岡市薬剤
師会会員の薬局・薬店

【回収場所】

区役所や市民センターなどに
設置している回収ボックス

【回収場所】

福岡市と協定を締結しているリネットジャパンリサイクル㈱は宅配便による小型家電回収を行っています。

小型電子機器（小型家電）

宅配便による回収

回 収 品 目

利 用 方 法

回収ボックスの投入口（25cm×8.5cm）から投函できる小型電子機器と付属品

●個人情報はあらかじめ消去してください。
●取り外し可能な電池は抜いてください。
  （乾電池・充電式電池→下記を参照、ボタン電池→P11を参照）
●回収した小型電子機器の取り出し、返却はできません。

❶ リネットジャパンリサイクル㈱に申し込む
❷ 手持ちの段ボールに詰める
❸ 指定した日時に回収に来た宅配業者へ渡す 申し込 み

料 金 1,650円（税込）で回収
（箱の三辺の合計140㎝以内、重さ20㎏まで）

ただし、パソコン本体を含む回収は1箱無料

回収ボックス
小型電子機器
の回収拠点

マンガン

ア
ル
カ
リ

蛍光管

小型充電式電池

容器・包装紙をはずし、本体のみを
出してください。

乾電池

●マンガン乾電池
●アルカリ乾電池

環　型 電球型直管型

蛍光管
回収ボックス

乾電池
回収ボックス

絶縁のため、両極にテープを貼って
出してください。

蛍光管・乾電池
の回収拠点

小型充電式電池
の回収拠点

LED、割れた蛍光管、白熱電球は
「燃えないごみ」へ

蛍光管で出せないもの
充電式電池、ボタン電池乾電池で出せないもの

ニカド電池 ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

資 源 物 の 出 し 方

公共施設の
資源物回収
ボックス 、
スーパーなど
の店頭回収

公共施設の資源物回収ボックス、家電量販店、ホームセンターなど【回収場所】

公共施設の資源物回収ボックス、回収ボックスが設置されている電器店など【回収場所】

リネットジャパンリサイクル

●携帯電話　●固定電話機　●デジタルカメラ　●ビデオカメラ　●音楽プレーヤー
●電子手帳・電子辞書　●ゲーム機　●ラジオ　●電卓　●ドライヤー　●タブレット
●ACアダプター、コード・ケーブル類     ●ヘッドホン・イヤホン　●リモコン　など

飲料用のアルミ缶・スチール缶で
中身が入っていないもの

【回収場所】

https：//www.renet.jp/
☎0570-085-800　10：00～17：00 （年末年始除く）

HP HP

HP
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燃 え る ご み

福岡市指定の「燃えるごみ用」袋1枚に破れない程度
入れて、袋の口をしっかり結んで出してください。

サイズ 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（15ℓ）

1枚あたり 45円 30円 15円

※大（45ℓ）は取手なしの袋もあります。

1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで

台所ごみの約80％は水分です。
出す前にひと絞りして、水分を
減らしましょう。
ごみ減量はもちろん、悪臭や
腐敗の防止にもなります。

●台所ごみ
野菜くず、魚の骨、
卵のから、貝がら
お茶パックなど
※十分に水切りを。
※食用油は紙、布などに
　しみこませるか、凝固剤で
　固めてから出してください。

●ゴム類
長靴、ゴム手袋、ゴムホース、
ゴム製おもちゃなど

●皮革類
靴、ベルト、カバン、
財布など
※簡単に取り外せる金属類は
　「燃えないごみ」の袋へ。

●竹・木製ほうきなど
およそ1ｍ以内かつ
直径およそ5㎝以内のもの
※袋からはみ出た状態で構いませんので、
　口をしっかり結んでください。

●紙おむつ
※汚物は取り除いてください。

●ペットのふん
※ふんは乾燥させ、ふんを入れたビニール袋などの
　口をしっかり結んでください。

●紙くず ●布くず
●木くず ●落ち葉
●せん定枝

●灯油用ポリタンク
　（空のもの）

●使い捨てライター
※中身が入っている場合は、火気の
　ない風通しのよい場所で、操作レ
　バーを押し下げた状態にし（輪ゴ
　ムやテープで固定する）、空にし
　てから出してください。

※大量の場合はせん定枝の受入れ施設へ持ち込んでください。（→13ページ）

※指定袋に入って袋が破れない
　大きさ、重さのもの　

●ハンガー（プラスチック製・木製）
●アルミ箔 ●乾燥剤 ●保冷剤
●布団・毛布
●ホットカーペット

は く

●プラスチック類

※　   マークがついたボトル（ペットボトル）は、
　「空きびん・ペットボトル」の袋へ。

食用油・洗剤の容器、発泡スチロ
ール、プラスチック製のおもちゃ、
CD、DVD、卵パック、洗面器、
プランターなど

ごみを自分で焼却してはいけません。きちんと分別して市の収集に出してください。
（ごみの焼却は原則として禁止されています。）注意

注意

燃 え な い ご み

福岡市指定の「燃えないごみ用」袋1枚に破れない程
度入れて、袋の口をしっかり結んで出してください。

サイズ 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（15ℓ）

1枚あたり 45円 30円 15円

空きびんは「空きびん・ペッ
トボトル」の指定袋で出して
ください。（→9ページ）
燃えないごみで出すとリサ
イクルされず埋め立てごみ
となります。

●陶磁器
茶わん、皿、置物、
植木鉢など

●金属類
鍋、やかん、フライパン、
針金製ハンガーなど

●ガラス類
コップ、皿、ほ乳びん、窓ガラス、
割れたびんなど
※厚い紙で包み、「危険」と表示して
　ください。
※飲料・酒類・調味料、化粧品などの
　空きびんは「空きびん・ペットボトル」の袋へ。

●かさ・ゴルフクラブ
およそ1ｍ以内かつ
直径およそ5㎝以内のもの
※袋からはみ出た状態で構いません
　ので、口をしっかり結んでください。

●カイロ（使い捨て）
※使用済のみ

●包丁※厚い紙で包み「危険」と表示してください。

●スプレー缶・カセットボンベ ※中身が入っている場合は、付属のガス抜きキャップを使うなどして、
　中身を出し切ってください。穴あけは不要です。
※中身を出す場合は、スプレー缶等に記載されている注意事項をよく
　確認し、火の気のない風通しの良い屋外で行ってください。

※絶縁のため、両極にセロハンテープを貼ってください。
※ボタン電池（型式SR、LR、PRで始まるもの）はごみとして出せません。
　（→11ページ）
※リチウムイオン電池などの小型充電式電池はごみとして出せません。
　（→6ページ）

殺虫スプレー、整髪スプレー、
卓上コンロ用カセットボンベなど

●乾電池・コイン電池
アルカリ電池、マンガン電池、
コイン電池（型式CR、BRで始まるもの）

●家電製品

※指定袋に入らない大きさ、重さのものは
「粗大ごみ」です。（→10ページ）
※小型の家電製品は資源物としても回収
　しています。（→6ページ）

掃除機、プリンター、
オーブントースター、
扇風機、炊飯器など

●土（園芸用）※飛び散らないように
　してください。

●空き缶類（アルミ缶・スチール缶）
飲料や缶詰などの缶で、中身が入っていないもの

◎リチウムイオン電池などの小型充電式電池（モバイルバッテリーなど）は衝撃により発火しやすく、
　火災の原因になりますので燃えないごみでは収集できません。（→6ページ）
◎エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンは市で収集しません。（→11ページ）
◎消火器、圧力容器（ヘリウムガスボンベなど）、中身が入った塗料缶などは市で収集しません。（→11ページ）

以下は燃えないごみとして出せますが、出し方や分別を誤ると火災の原因となります。
赤字の注意事項に従って、正しく処分してください。

ア
ル
カ
リ

マ
ン
ガ
ン※乾電池は資源物としても回収しています。（→6ページ）

※コードは外して
　ください。
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1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで



燃 え る ご み

福岡市指定の「燃えるごみ用」袋1枚に破れない程度
入れて、袋の口をしっかり結んで出してください。

サイズ 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（15ℓ）

1枚あたり 45円 30円 15円

※大（45ℓ）は取手なしの袋もあります。

1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで

台所ごみの約80％は水分です。
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減らしましょう。
ごみ減量はもちろん、悪臭や
腐敗の防止にもなります。
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※食用油は紙、布などに
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　固めてから出してください。
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ゴム製おもちゃなど

●皮革類
靴、ベルト、カバン、
財布など
※簡単に取り外せる金属類は
　「燃えないごみ」の袋へ。

●竹・木製ほうきなど
およそ1ｍ以内かつ
直径およそ5㎝以内のもの
※袋からはみ出た状態で構いませんので、
　口をしっかり結んでください。

●紙おむつ
※汚物は取り除いてください。

●ペットのふん
※ふんは乾燥させ、ふんを入れたビニール袋などの
　口をしっかり結んでください。

●紙くず ●布くず
●木くず ●落ち葉
●せん定枝

●灯油用ポリタンク
　（空のもの）

●使い捨てライター
※中身が入っている場合は、火気の
　ない風通しのよい場所で、操作レ
　バーを押し下げた状態にし（輪ゴ
　ムやテープで固定する）、空にし
　てから出してください。

※大量の場合はせん定枝の受入れ施設へ持ち込んでください。（→13ページ）

※指定袋に入って袋が破れない
　大きさ、重さのもの　

●ハンガー（プラスチック製・木製）
●アルミ箔 ●乾燥剤 ●保冷剤
●布団・毛布
●ホットカーペット

は く

●プラスチック類

※　   マークがついたボトル（ペットボトル）は、
　「空きびん・ペットボトル」の袋へ。

食用油・洗剤の容器、発泡スチロ
ール、プラスチック製のおもちゃ、
CD、DVD、卵パック、洗面器、
プランターなど

ごみを自分で焼却してはいけません。きちんと分別して市の収集に出してください。
（ごみの焼却は原則として禁止されています。）注意

注意

燃 え な い ご み

福岡市指定の「燃えないごみ用」袋1枚に破れない程
度入れて、袋の口をしっかり結んで出してください。

サイズ 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（15ℓ）

1枚あたり 45円 30円 15円

空きびんは「空きびん・ペッ
トボトル」の指定袋で出して
ください。（→9ページ）
燃えないごみで出すとリサ
イクルされず埋め立てごみ
となります。

●陶磁器
茶わん、皿、置物、
植木鉢など

●金属類
鍋、やかん、フライパン、
針金製ハンガーなど

●ガラス類
コップ、皿、ほ乳びん、窓ガラス、
割れたびんなど
※厚い紙で包み、「危険」と表示して
　ください。
※飲料・酒類・調味料、化粧品などの
　空きびんは「空きびん・ペットボトル」の袋へ。

●かさ・ゴルフクラブ
およそ1ｍ以内かつ
直径およそ5㎝以内のもの
※袋からはみ出た状態で構いません
　ので、口をしっかり結んでください。

●カイロ（使い捨て）
※使用済のみ

●包丁※厚い紙で包み「危険」と表示してください。

●スプレー缶・カセットボンベ ※中身が入っている場合は、付属のガス抜きキャップを使うなどして、
　中身を出し切ってください。穴あけは不要です。
※中身を出す場合は、スプレー缶等に記載されている注意事項をよく
　確認し、火の気のない風通しの良い屋外で行ってください。

※絶縁のため、両極にセロハンテープを貼ってください。
※ボタン電池（型式SR、LR、PRで始まるもの）はごみとして出せません。
　（→11ページ）
※リチウムイオン電池などの小型充電式電池はごみとして出せません。
　（→6ページ）

殺虫スプレー、整髪スプレー、
卓上コンロ用カセットボンベなど

●乾電池・コイン電池
アルカリ電池、マンガン電池、
コイン電池（型式CR、BRで始まるもの）

●家電製品

※指定袋に入らない大きさ、重さのものは
「粗大ごみ」です。（→10ページ）
※小型の家電製品は資源物としても回収
　しています。（→6ページ）

掃除機、プリンター、
オーブントースター、
扇風機、炊飯器など

●土（園芸用）※飛び散らないように
　してください。

●空き缶類（アルミ缶・スチール缶）
飲料や缶詰などの缶で、中身が入っていないもの

◎リチウムイオン電池などの小型充電式電池（モバイルバッテリーなど）は衝撃により発火しやすく、
　火災の原因になりますので燃えないごみでは収集できません。（→6ページ）
◎エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンは市で収集しません。（→11ページ）
◎消火器、圧力容器（ヘリウムガスボンベなど）、中身が入った塗料缶などは市で収集しません。（→11ページ）

以下は燃えないごみとして出せますが、出し方や分別を誤ると火災の原因となります。
赤字の注意事項に従って、正しく処分してください。

ア
ル
カ
リ

マ
ン
ガ
ン※乾電池は資源物としても回収しています。（→6ページ）

※コードは外して
　ください。
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1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで



まだ使えそうな物は
リユースショップへ！

注意

空きびん・ペットボトル

これらは「燃えないごみ」に出してください。これらは「燃えるごみ」に
出してください。

福岡市指定の「空きびん・ペットボトル用」袋1枚に破れな
い程度入れて、袋の口をしっかり結んで出してください。

サイズ 大（45ℓ） 中（30ℓ）

1枚あたり 22円 15円

※空きびんとペットボ
トルは、袋を分けずに、
一緒に入れて出して
ください。

●空きびん●空きびん
飲料・食品・調味料・化粧品・
家庭用常備薬などのびん

●ペットボトル●ペットボトル

以下のものは「空きびん・ペットボトル」には出せません。

※空き缶は「燃えないごみ」です。

※割れたびんは、
　「燃えないごみ」です。

    マークがついた飲料・酒類・
調味料のペットボトル

ペットボトルには、ラベル
部分やボトルの底などに、
このマークがついています。

乳白色のびん、特殊な
ガラスで作られた製品
乳白ガラス、耐熱ガラス、
クリスタルガラスなど

びんでないガラス製品
板ガラス、花びん、水槽、灰皿、
置物、玩具、電球、食器など

人体に有害なものが
入っていた薬びん、
割れたびん
農薬、化学薬品
などに使われて
いたびんなど

 のマークのついてない
プラスチックボトル

自家製梅酒を漬ける容器
やガラス製の蓋つき容器
など

中身が入っておらず、
容器だけで販売され
ていたびん

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。

資源物を
回収している店

［出し方］
①キャップをはずしてください。（簡単に
はずせるラベルははずしてください。）
②中を水で軽くすすいでください。

［出し方］
①キャップとラベルをはずして
　ください。
②中を水で軽くすすいでください。
③横に平たくつぶしてください。

プラスチック製のキャップ、ペットボトルのラベルは「燃えるごみ」、金属製のキャップは
「燃えないごみ」に出してください。

※リングははずさなくてもかまいません。

粗 大 ご み

粗大ごみとは
粗大ごみとは、家具や家電製品などで、1枚の指定袋に入らない大きさ・
重さのものです。ものによって必要となる処理券の金額が異なります。
事前に粗大ごみ受付センターに確認してください。（1回につき10点まで）

粗大ごみ持ち出しサービス（有料）
65歳以上の高齢者や障がい者など、粗大ごみを所定の場所まで運ぶこ
とが難しい方は、「持ち出しサービス」を利用できます。詳しくは粗大ご
み受付センターにお問い合せください。（1回につき5点まで）

［個人情報の取り扱いについて］
粗大ごみ受付センターでの受付の際に伺った個人情報については、粗大ごみの収集の目的以外には利用しません。

粗大ごみ処理券販売価格

300円／500円／1,000円

コンビニ（一部の店舗を除く）
などで粗大ごみ処理券を購入
します。

粗大ごみは昼間収集します。
立ち会う必要はありません。

粗大ごみ処理券に受付番号（ま
たは名前）を書いて粗大ごみに
貼り、収集日の朝8時30分
までに、指定された場所に出し
てください。

※処理券の払い戻しはできません。
　必ず申し込み後にご購入ください。

回収した粗大ごみは再利用させていた
だく場合があります。

「不用品を安く回収します」と市内を巡回したり、チラシやインターネットなどで宣伝している業者は市の許可なく違法に
回収している業者なので利用しないでください。不法投棄などの不適切な処理や料金トラブルにつながります。

粗大ごみは、市が行う「粗大ごみ受付センター」に依頼しましょう。

◎処理券が貼られていないものや受付番号（または名前）が書かれていないものは、収集しません。
◎申し込みを取り消す場合は、必ず収集日の2日前までに粗大ごみ受付センターに連絡してください。
◎エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機・パソコンは、粗大ごみ受付センターでは
　受付できません。（→11ページ）

注意

※品目、重さ、大きさによって必要となる処理券が異なります。

出 し 方
粗大ごみ受付センターに申し込ん
で、料金、持ち出す場所、収集日を
確認します。収集は申し込みから
1週間程度あとになります。

耳や言葉の不自由な方専用の
お問い合わせ・申し込み

※持ち出しサービスは、インターネット受付、LINE受付からは申し込めません。

粗大ごみ受付センター

受付時間／ 月曜日～土曜日　9：00～17：00
 12月29日～1月3日は休み
※日曜日・祝日の翌日（午前中）は電話受付が混み合います。
　つながりにくい場合は、インターネット受付またはLINE受付をご利用ください。

FAX 092-731-1195

LINE 受付

〔インターネット受付〕
https：//sodaigomi-kankyo．city．fukuoka．lg．jp/
受付時間　年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）
〔 LINE受付 〕
アカウント名：福岡市粗大ごみ受付（＠fukuokacity_sdg）
受付時間　年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）

 のマークのみがついたボトル
は、ペットボトルではありません。
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1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで



まだ使えそうな物は
リユースショップへ！

注意

空きびん・ペットボトル

これらは「燃えないごみ」に出してください。これらは「燃えるごみ」に
出してください。

福岡市指定の「空きびん・ペットボトル用」袋1枚に破れな
い程度入れて、袋の口をしっかり結んで出してください。

サイズ 大（45ℓ） 中（30ℓ）

1枚あたり 22円 15円

※空きびんとペットボ
トルは、袋を分けずに、
一緒に入れて出して
ください。

●空きびん●空きびん
飲料・食品・調味料・化粧品・
家庭用常備薬などのびん

●ペットボトル●ペットボトル

以下のものは「空きびん・ペットボトル」には出せません。

※空き缶は「燃えないごみ」です。

※割れたびんは、
　「燃えないごみ」です。

    マークがついた飲料・酒類・
調味料のペットボトル

ペットボトルには、ラベル
部分やボトルの底などに、
このマークがついています。

乳白色のびん、特殊な
ガラスで作られた製品
乳白ガラス、耐熱ガラス、
クリスタルガラスなど

びんでないガラス製品
板ガラス、花びん、水槽、灰皿、
置物、玩具、電球、食器など

人体に有害なものが
入っていた薬びん、
割れたびん
農薬、化学薬品
などに使われて
いたびんなど

 のマークのついてない
プラスチックボトル

自家製梅酒を漬ける容器
やガラス製の蓋つき容器
など

中身が入っておらず、
容器だけで販売され
ていたびん

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。

資源物を
回収している店

［出し方］
①キャップをはずしてください。（簡単に
はずせるラベルははずしてください。）
②中を水で軽くすすいでください。

［出し方］
①キャップとラベルをはずして
　ください。
②中を水で軽くすすいでください。
③横に平たくつぶしてください。

プラスチック製のキャップ、ペットボトルのラベルは「燃えるごみ」、金属製のキャップは
「燃えないごみ」に出してください。

※リングははずさなくてもかまいません。

粗 大 ご み

粗大ごみとは
粗大ごみとは、家具や家電製品などで、1枚の指定袋に入らない大きさ・
重さのものです。ものによって必要となる処理券の金額が異なります。
事前に粗大ごみ受付センターに確認してください。（1回につき10点まで）

粗大ごみ持ち出しサービス（有料）
65歳以上の高齢者や障がい者など、粗大ごみを所定の場所まで運ぶこ
とが難しい方は、「持ち出しサービス」を利用できます。詳しくは粗大ご
み受付センターにお問い合せください。（1回につき5点まで）

［個人情報の取り扱いについて］
粗大ごみ受付センターでの受付の際に伺った個人情報については、粗大ごみの収集の目的以外には利用しません。

粗大ごみ処理券販売価格

300円／500円／1,000円

コンビニ（一部の店舗を除く）
などで粗大ごみ処理券を購入
します。

粗大ごみは昼間収集します。
立ち会う必要はありません。

粗大ごみ処理券に受付番号（ま
たは名前）を書いて粗大ごみに
貼り、収集日の朝8時30分
までに、指定された場所に出し
てください。

※処理券の払い戻しはできません。
　必ず申し込み後にご購入ください。

回収した粗大ごみは再利用させていた
だく場合があります。

「不用品を安く回収します」と市内を巡回したり、チラシやインターネットなどで宣伝している業者は市の許可なく違法に
回収している業者なので利用しないでください。不法投棄などの不適切な処理や料金トラブルにつながります。

粗大ごみは、市が行う「粗大ごみ受付センター」に依頼しましょう。

◎処理券が貼られていないものや受付番号（または名前）が書かれていないものは、収集しません。
◎申し込みを取り消す場合は、必ず収集日の2日前までに粗大ごみ受付センターに連絡してください。
◎エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機・パソコンは、粗大ごみ受付センターでは
　受付できません。（→11ページ）

注意

※品目、重さ、大きさによって必要となる処理券が異なります。

出 し 方
粗大ごみ受付センターに申し込ん
で、料金、持ち出す場所、収集日を
確認します。収集は申し込みから
1週間程度あとになります。

耳や言葉の不自由な方専用の
お問い合わせ・申し込み

※持ち出しサービスは、インターネット受付、LINE受付からは申し込めません。

粗大ごみ受付センター

受付時間／ 月曜日～土曜日　9：00～17：00
 12月29日～1月3日は休み
※日曜日・祝日の翌日（午前中）は電話受付が混み合います。
　つながりにくい場合は、インターネット受付またはLINE受付をご利用ください。

FAX 092-731-1195

LINE 受付

〔インターネット受付〕
https：//sodaigomi-kankyo．city．fukuoka．lg．jp/
受付時間　年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）
〔 LINE受付 〕
アカウント名：福岡市粗大ごみ受付（＠fukuokacity_sdg）
受付時間　年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）

 のマークのみがついたボトル
は、ペットボトルではありません。
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1回につき大45ℓの指定袋で10袋まで



市 が 収 集 し な い ご み
市の処理施設で受け入れられないごみ

●エアコン
●テレビ
　（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
●冷蔵庫
●冷凍庫
●洗濯機
●衣類乾燥機

各パソコンメーカーに依頼するか、リネットジャパンリサイクル（株）の回収をご利用ください。

●車　●バイク（※）　●車・バイクのタイヤ　●バッテリー
●農機具　●消火器（※）　●ピアノ　●農薬　●トナー　
●廃油（ガソリン、エンジンオイルなど）
●中身が入った灯油缶、塗料缶など
●圧力容器（ヘリウムガスボンベ、LPガスボンベなど）

家電リサイクル法対象品目

パソコン（本体・ディスプレイなど）

タイヤ、消火器、農薬など

※処理には「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。

購入した販売店やメーカーに処分方法をご相談ください。
分からない場合は家庭ごみ減量推進課か各区生活環境課（→裏表紙）へお問い合わせください。

収　集・
運搬料金

（小売店によって
異なります）

リサイクル
料　金

（品目・メーカーに
よって異なります）

排出者（消費者）が
支払う料金

（家電リサイクル券の控えを
受け取りましょう）

●一般社団法人パソコン3R推進協会
　（メーカー窓口の検索・自作パソコンの受付）
　☎03-5282-7685　https：//www.pc3r.jp/
　※料金については、メーカーへ問い合わせてください。

●リネットジャパンリサイクル（株）
　https：//www.renet.jp/
　　☎0570-085-800  10：00～17：00 （年末年始除く） 
　※詳しい申し込み方法は6ページ「●宅配便による回収」参照

※PCリサイクルマークが
ついていないパソコンは、
回収・リサイクル料金が必
要です。

ボ タ ン 電 池

https://www.botankaishu.jp/m/top.php
回収拠点検索

SR000

酸化銀電池

LR000

アルカリ
ボタン電池

LR000

セロハンテープで
絶縁してください。

処
分
方
法

① 買い替える時に引き取ってもらう。(購入する小売店に引き取り義務があります。)
② 購入した小売店に連絡して引き取ってもらう。（過去に購入した小売店に引き取り義務があります。）
③ ①、②に該当しない場合は、お近くのヤマダデンキにご相談ください。
　※小呂島は福岡市漁業協同組合小呂島支所（☎092-809-1560）、玄界島は（株）協和産業（☎
092-631-3910）にご相談ください。

④ 指定引取場所に持ち込む。
 ※リサイクル料金や指定引取場所については一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券セン
ターのホームページをご確認ください。

　家電リサイクル券センター　https://www.rkc.aeha.or.jp/
　（☎0120-319-640　9：00～18：00 ※日曜祝日は休み）

※バイクは、（公財）自動車リサイクル促進センターで
持ち込み先を案内しています。
　☎050-3000-0727　
　https：//www.jarc.or.jp/motorcycle/

※消火器は、（株）消火器リサイクル推進センターで指定
引取場所などを紹介しています。
　☎03-5829-6773
　https：//www.ferpc.jp/

し 尿 の く み と り

浄化槽は保守点検及び毎年1回以上の清掃を行うことが義務づけられています。
詳しくは各区生活環境課（→裏表紙）へ。

浄化槽の保守点検、清掃

〇転入により、くみとりが必要になるとき。
〇転出により、くみとりが不要になるとき。
〇世帯人員に変更が生じるとき。
〇水洗便所に切り替えてくみとりが不要になったとき。
〇会社・商店などで、くみとりの「申し込み」、「解約」、
　「くみとり間隔変更」をするとき。

こんなときには
必ず手続きを！！

し尿処理手数料のお支払いは
便利な口座振替で！！

環境美化袋の配付について
個人ボランティアの方が、道路など、公共の場所を清掃したごみを家庭のごみ出し日に一緒に出すための袋
として「環境美化袋」を配付しています。配付条件がありますので詳しくは各区生活環境課（→裏表紙）へ。

犬・猫など動物の死体
井ノ口商会（☎092-671-3895）へご連絡ください。道路などに放置され、飼い主がいないものは無料で収集
し、飼い主がいる場合は1体につき1,000円で収集します。
《受付時間》
毎日8：30～17：30　1月1日～3日は休み

※廃棄物として処分しますので、埋・火葬を希望される場合は、民間のペット霊園・
　葬祭業者へご依頼ください。

手数料は、2か月に1回、納付書を郵送しますが、
便利な口座振替制度もありますので、どうぞご
利用ください。
詳しくは、（公財）ふくおか環境財団業務課
（☎092-731-2703）へご連絡ください。

［し尿処理手数料］

くみとり便所のある家庭や事業所は「くみとりの申し込み」が必要です。

各区生活環境課
（西部出張所は市民相談係）で
手続きをしてください。

〇臨時くみとり（工事現場の仮設
　トイレなど）が必要になるとき。

（公財）ふくおか環境財団業務課
（☎092-752-7860）へご連絡ください。
《受付時間》 月曜日～金曜日　9：00～17：00 土・日・祝日、12月29日～1月3日は休み
 ※収集希望日の3営業日前まで受付

※くみとりは、毎月1回が原則です。
　2回以上くみとりを申し込むときは、別に手数料が必要です。

普通便所の家庭

簡易水洗便所の家庭

会社・商店・仮設トイレなど

1人1月につき

1人1月につき

18ℓまでごとに

300円

750円

150円

区　 分 手 数 料

店と自宅が一緒の場合のごみ会社・商店などのごみ
会社・商店・病院などの事業所から出るごみを家庭ご
みとして出すことはできません。
新聞・段ボール・雑誌などは、古紙回収業者や許可業
者に依頼するなど、ごみの減量と再資源化に努めま
しょう。
※収集の依頼は、協同組合福岡市事業用環境協会(13ページ)
へお問い合わせください。

●家庭ごみと事業系ごみを分けて出してください。
●店と自宅ごみをそれぞれの袋で分けて出せない場
合は、すべて事業系ごみとして出してください。
　※すべて事業系ごみとして出す場合、各区生活環
境課で「併用世帯」の申請を行えば、収集費用の
一部を市が助成する場合があります。

※型式番号CR、BRで始まるコイン型リチウム電池は、「燃えないごみ」
　として出してください。

（型式SR、LR、PRで始まるもの）

酸化銀電池、空気電池、アルカリボタン
電池は、（一社）電池工業会の回収缶で
回収が行われています。

HP

HP

HP

HP

HP
空気電池
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市 が 収 集 し な い ご み
市の処理施設で受け入れられないごみ

●エアコン
●テレビ
　（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
●冷蔵庫
●冷凍庫
●洗濯機
●衣類乾燥機

各パソコンメーカーに依頼するか、リネットジャパンリサイクル（株）の回収をご利用ください。

●車　●バイク（※）　●車・バイクのタイヤ　●バッテリー
●農機具　●消火器（※）　●ピアノ　●農薬　●トナー　
●廃油（ガソリン、エンジンオイルなど）
●中身が入った灯油缶、塗料缶など
●圧力容器（ヘリウムガスボンベ、LPガスボンベなど）

家電リサイクル法対象品目

パソコン（本体・ディスプレイなど）

タイヤ、消火器、農薬など

※処理には「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。

購入した販売店やメーカーに処分方法をご相談ください。
分からない場合は家庭ごみ減量推進課か各区生活環境課（→裏表紙）へお問い合わせください。

収　集・
運搬料金

（小売店によって
異なります）

リサイクル
料　金

（品目・メーカーに
よって異なります）

排出者（消費者）が
支払う料金

（家電リサイクル券の控えを
受け取りましょう）

●一般社団法人パソコン3R推進協会
　（メーカー窓口の検索・自作パソコンの受付）
　☎03-5282-7685　https：//www.pc3r.jp/
　※料金については、メーカーへ問い合わせてください。

●リネットジャパンリサイクル（株）
　https：//www.renet.jp/
　　☎0570-085-800  10：00～17：00 （年末年始除く） 
　※詳しい申し込み方法は6ページ「●宅配便による回収」参照

※PCリサイクルマークが
ついていないパソコンは、
回収・リサイクル料金が必
要です。

ボ タ ン 電 池

https://www.botankaishu.jp/m/top.php
回収拠点検索

SR000

酸化銀電池

LR000

アルカリ
ボタン電池

LR000

セロハンテープで
絶縁してください。

処
分
方
法

① 買い替える時に引き取ってもらう。(購入する小売店に引き取り義務があります。)
② 購入した小売店に連絡して引き取ってもらう。（過去に購入した小売店に引き取り義務があります。）
③ ①、②に該当しない場合は、お近くのヤマダデンキにご相談ください。
　※小呂島は福岡市漁業協同組合小呂島支所（☎092-809-1560）、玄界島は（株）協和産業（☎
092-631-3910）にご相談ください。

④ 指定引取場所に持ち込む。
 ※リサイクル料金や指定引取場所については一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券セン
ターのホームページをご確認ください。

　家電リサイクル券センター　https://www.rkc.aeha.or.jp/
　（☎0120-319-640　9：00～18：00 ※日曜祝日は休み）

※バイクは、（公財）自動車リサイクル促進センターで
持ち込み先を案内しています。
　☎050-3000-0727　
　https：//www.jarc.or.jp/motorcycle/

※消火器は、（株）消火器リサイクル推進センターで指定
引取場所などを紹介しています。
　☎03-5829-6773
　https：//www.ferpc.jp/

し 尿 の く み と り

浄化槽は保守点検及び毎年1回以上の清掃を行うことが義務づけられています。
詳しくは各区生活環境課（→裏表紙）へ。

浄化槽の保守点検、清掃

〇転入により、くみとりが必要になるとき。
〇転出により、くみとりが不要になるとき。
〇世帯人員に変更が生じるとき。
〇水洗便所に切り替えてくみとりが不要になったとき。
〇会社・商店などで、くみとりの「申し込み」、「解約」、
　「くみとり間隔変更」をするとき。

こんなときには
必ず手続きを！！

し尿処理手数料のお支払いは
便利な口座振替で！！

環境美化袋の配付について
個人ボランティアの方が、道路など、公共の場所を清掃したごみを家庭のごみ出し日に一緒に出すための袋
として「環境美化袋」を配付しています。配付条件がありますので詳しくは各区生活環境課（→裏表紙）へ。

犬・猫など動物の死体
井ノ口商会（☎092-671-3895）へご連絡ください。道路などに放置され、飼い主がいないものは無料で収集
し、飼い主がいる場合は1体につき1,000円で収集します。
《受付時間》
毎日8：30～17：30　1月1日～3日は休み

※廃棄物として処分しますので、埋・火葬を希望される場合は、民間のペット霊園・
　葬祭業者へご依頼ください。

手数料は、2か月に1回、納付書を郵送しますが、
便利な口座振替制度もありますので、どうぞご
利用ください。
詳しくは、（公財）ふくおか環境財団業務課
（☎092-731-2703）へご連絡ください。

［し尿処理手数料］

くみとり便所のある家庭や事業所は「くみとりの申し込み」が必要です。

各区生活環境課
（西部出張所は市民相談係）で
手続きをしてください。

〇臨時くみとり（工事現場の仮設
　トイレなど）が必要になるとき。

（公財）ふくおか環境財団業務課
（☎092-752-7860）へご連絡ください。
《受付時間》 月曜日～金曜日　9：00～17：00 土・日・祝日、12月29日～1月3日は休み
 ※収集希望日の3営業日前まで受付

※くみとりは、毎月1回が原則です。
　2回以上くみとりを申し込むときは、別に手数料が必要です。

普通便所の家庭

簡易水洗便所の家庭

会社・商店・仮設トイレなど

1人1月につき

1人1月につき

18ℓまでごとに

300円

750円

150円

区　 分 手 数 料

店と自宅が一緒の場合のごみ会社・商店などのごみ
会社・商店・病院などの事業所から出るごみを家庭ご
みとして出すことはできません。
新聞・段ボール・雑誌などは、古紙回収業者や許可業
者に依頼するなど、ごみの減量と再資源化に努めま
しょう。
※収集の依頼は、協同組合福岡市事業用環境協会(13ページ)
へお問い合わせください。

●家庭ごみと事業系ごみを分けて出してください。
●店と自宅ごみをそれぞれの袋で分けて出せない場
合は、すべて事業系ごみとして出してください。
　※すべて事業系ごみとして出す場合、各区生活環
境課で「併用世帯」の申請を行えば、収集費用の
一部を市が助成する場合があります。

※型式番号CR、BRで始まるコイン型リチウム電池は、「燃えないごみ」
　として出してください。

（型式SR、LR、PRで始まるもの）

酸化銀電池、空気電池、アルカリボタン
電池は、（一社）電池工業会の回収缶で
回収が行われています。

HP

HP

HP

HP

HP
空気電池
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臨時に多量のごみが発生する場合の処理方法
自分で処理施設へ持ち込む

市が許可した業者に収集を依頼する

せん定枝や木製品の受入れ施設 ※受入れ時間・料金は直接お問い合わせください。

協同組合福岡市事業用環境協会

受付時間／ 月曜日～金曜日 9：00～17：00
 第1・3・5土曜日 9：00～12：00
 ※ただし祝日を除く

☎ 092-432-0123　FAX 092-432-0124

注意事項自己搬入ごみ事前受付センター
☎ 092-433-8234

● インターネット受付ホームページ

　 受付時間／年中24時間受付（メンテナンス期間は除く）

市の処理施設 （ごみの持ち込みについてのお問い合わせは自己搬入ごみ事前受付センターへ）
受付時間／月曜日～土曜日 8：30～16：00（臨海工場 9：30～15：30）
休み／日曜日、1月1日～3日※12月31日は全施設15時まで

※ごみ搬入予定日の2週間前から搬入予定時刻の30分前まで受付

①他人にごみの持ち込みを依頼することはでき
ません。(市が許可した収集業者を除く)

②事業者と疑われる車両(ダンプ車、パッカー車、
ハコ車、社名ロゴ入り車両など）による家庭ご
みの搬入はできません。

※その他、「福岡市廃棄物(ごみ)受入基準」
(ホームページに掲載)に
従ってごみを持ち込んで
ください。

140円料 金（ごみ処理手数料） 10㎏までごとに
■西部工場　■西部（中田）埋立場
■西部資源化センター　■西部3Rステーション

■クリーン・エネ・パーク南部

※上記案内図の矢印のルートに従って入場してください。

■臨海工場　■臨海3Rステーション

■東部工場　■東部（伏谷）埋立場
■東部資源化センター

木材開発（株） 東区東浜2丁目85-25
中山リサイクル産業（株） 東区箱崎ふ頭4丁目13-1
（有）南部グリーンサービス 南区大字柏原685
（株）梶原組 早良区大字小笠木字中原736
早良西造園協同組合 西区大字羽根戸786-1

☎092-292-6470
☎092-292-8488
☎092-566-1328
☎092-801-0045
☎092-811-8231

FAX 092-651-2151
FAX 092-292-8678
FAX 092-566-1328
FAX 092-801-0399
FAX 092-836-8555

臨時収集を依頼した場合 ※料金には消費税を含みます。

収集運搬経費

1㎥までごとに

4,070円

処分経費

1㎏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。

受付時間／月曜日～土曜日　8：30～16：00　1月1日～3日は休み 

クリーン・エネ・パーク南部

西部工場
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東部資源化センター

東部（伏谷）
埋立場

西部（中田）
埋立場

西部資源化センター
クリーン・エネ・
パ ー ク南 部

インターネット受付

受入基準

燃えるごみの中に
　　捨てられていた食品

（→4ページ）

（→9ページ）
使い捨てのプラスチックは
できるだけもらわない！

この行動がプラスチックごみ
削減には大切です

R
Refuse

リフューズ＝
いらないものは
もらわない

福岡市の家庭から出る燃えるごみには、「古紙」「プラスチック」「生ごみ」が多く含ま
れています。限りある資源と豊かな自然を守るため、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイ
クル）の行動でごみの減量に取り組みましょう。

─ 13 ─ ─ 14 ─
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協同組合福岡市事業用環境協会

受付時間／ 月曜日～金曜日 9：00～17：00
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臨時収集を依頼した場合 ※料金には消費税を含みます。

収集運搬経費

1㎥までごとに

4,070円

処分経費

1㎏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。
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東　区 生活環境課 ☎092-645-1061 FAX 092-632-8999

博多区 自転車対策・生活環境課 ☎092-419-1068 FAX 092-441-5603

中央区 生活環境課 ☎092-718-1091 FAX 092-718-1079

南　区 生活環境課 ☎092-559-5374 FAX 092-561-5360

城南区 生活環境課 ☎092-833-4086 FAX 092-822-4095

早良区 生活環境課 ☎092-833-4340 FAX 092-841-6687

西　区 生活環境課 ☎092-895-7050 FAX 092-882-2137

西　区 西部出張所 ☎092-806-9430 FAX 092-806-6811

家庭ごみ減量推進課 ☎092-711-4039 FAX 092-733-5907

収 集 管 理 課 ☎092-711-4346 FAX 092-733-5907

ごみ・し尿に関するお問合せ、不法投棄などのご相談

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/　

地域ごとのごみ出し日
年末年始や災害時のごみ出し情報
など

福岡市環境局ホームページ

http://kateigomi-bunbetsu.city.fukuoka.lg.jp/

ごみの分け方（品目）検索
資源物回収拠点の検索　など

スマートフォンなどの携帯端末に設定されたユーザー言語に
対応した翻訳ページを表示します。

対応言語 ： 日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ベトナム語、タイ語、
  ミャンマー語（ビルマ語）、タガログ語、インドネシア語、ネパール語

福岡市ごみと資源の分け方・出し方情報サイト

10種類の言語でごみ出しルールを案内

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

ごみ出し日をメールでお知らせ

ごみ出し日メールサービス

令和4年2月発行

発行：福岡市環境局家庭ごみ減量推進課
〒810-8620  福岡市中央区天神一丁目8番1号
☎092（711）4039　FAX092（733）5907
メール：kateigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp　

家庭ごみルールブック

LINE公式アカウント名：福岡市
LINE ID：@fukuokacity

ごみ出し日をLINEでお知らせ
ごみの分け方（品目）検索

福岡市LINE公式アカウント

「誰一人取り残さない持続可能な社会」の
実現を目指しています。

燃えるごみ
（週2回）

燃えないごみ
（月1回）

空きびん
ペットボトル（月1回）
空きびん

ペットボトル（月1回）
年末年始（12月31日～1月3日）は収集休み。詳しくは市政だよりやホームページで確認を。

 ・ 曜日の夜

 回目の 曜日の夜

 回目の 曜日の夜

ごみ減量シンボルマーク「かーるちゃん」

【 受付時間 】月曜日～土曜日 9：00～17：00（12月29日～1月3日は休み）

粗大ごみ
－事前申し込み制－

粗大ごみ受付センター
092-731-1153

家庭ごみ
ルールブック
家 庭ごみ
ルールブック

福 岡 市福 岡 市 〈保存版〉〈保存版〉

LINE公式アカウント名：福岡市
LINE ID：＠fukuokacity

友だち追加してね！

ご
み
出
し
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の

お
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通
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を
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る
！

ご
み
の
分
別
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