
─ 6 ─

資 源 物 と し て 出 せ る も の

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
http：//www．econet-fukuoka.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/

古　紙

古着・古布

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。

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。 食用油 サラダ油、菜種油、ごま油などの

植物系食用油

紙パック

情報サイト

白色トレイ

新聞（折り込みチラシ含む）
例えば…

包装紙

パンフレット

はがき・封筒

お菓子の箱

ティッシュ
　ペーパーの箱

破いたり・切ったりした
雑がみも
回収できます。

●ポロシャツ  ●Tシャツ  ●スーツ  ●デニム  ●タオル  ●シーツ　など

※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。

雑がみ（雑誌・その他の紙）

禁忌品の例
きん き ひん

●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

禁忌品の例
きん き ひん

禁忌品の例
きん き ひん

●汚れやにおいがひどいもの　●下着（パンツ・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）　●伸縮性のもの（ニット）

禁忌品の例
きん き ひん

●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

禁忌品の例
きん き ひん

●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

ビニールは取り除く

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。

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。

中を洗って開いた
あと、乾かして出し
てください。

●ビニールコーティングしている紙
　（破るとビニールがついているのがわかります)
●防水加工している紙（紙コップ、紙皿など）
●粘着物のついた封筒や圧着はがきなど
●感熱紙(ファックス用紙、レシートなど）
●臭いのついた紙（洗剤や線香の紙箱など）
●絵の具やクレヨンで描いた画用紙
●カーボン紙（宅配便の複写伝票など）

段ボール
中が波状に

なっているもの

福岡市ごみと資源の
分け方・出し方情報サイト
近くの回収拠点を検索！

福岡市　ごみと資源
古紙の回収拠点

紙パック
の回収拠点

情報サイト

古着の回収拠点

情報サイト

食用油の回収拠点

情報サイト

白色トレイ
の回収拠点

雑がみの出し方

雑誌や大きな雑がみは
まとめてしばる。

※衣類のボタンやファスナーはついたまま出せ
ますが、タオルやシーツは50㎝×50㎝以下に
裁断し、ファスナーを外してください。

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。

小さな雑がみは
紙袋などに入れて
散らばらないようにする。
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燃 え る ご み

福岡市指定の「燃えるごみ用」袋に破れない程度
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10袋（45ℓ）まで

台所ごみは、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
※簡単に取りはずせる金属類は
　「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）

●ハンガー（プラスチック製・木製）

●アルミ箔 ●乾燥剤 ●保冷剤
●ホットカーペット ●布団・毛布

はく

●プラスチック類

※　   マークがついた飲料・酒類・調味料の
　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
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福岡市と協定を締結しているリネットジャパン（株）は宅配便による小型家電回収を行っています。

●使用済小型電子機器（小型家電）

●空き缶

●宅配便による回収

●水銀式体温計・温度計・血圧計

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

●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
● 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

●個人情報はあらかじめ消去してください。
●電池は抜いてください。（→電池の出し方は11ページを参照）
●回収した小型電子機器の取り出し、返却はできません。

❶ リネットジャパンのホームページへアクセス
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

※インターネットからの申し込みのみ

申し込みはこちら

料 金
箱の縦・横・高さの合計140cm以内で重さ20kgまでを
1箱として1,500円（税抜）で回収 

パソコン本体を含む回収は1箱無料

回収ボックス

回収ボックス

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

●蛍光管 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

禁忌品の例
きん き ひん

直管型

蛍光管
回収ボックス

情報サイト

スチール缶の回収拠点

情報サイト

アルミ缶の回収拠点

情報サイト

小型電子機器
の回収拠点

市HP

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、両極にセロハンテープを
貼って出してください。

乾電池
回収ボックス

LEDは「燃えないごみ」の袋へ。

情報サイト

蛍光管・乾電池
の回収拠点

資 源 物 と し て 出 せ る も の
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燃 え な い ご み

福岡市指定の「燃えないごみ用」袋に破れない程度
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

●蛍光管・乾電池
※蛍光管、乾電池は資源物としても回収しています。（→8ページ）
※小型充電式電池やボタン電池は、ごみとして出せません。
　電器店など回収協力店の回収箱へ。（→11ページ）

●ガラス類
コップ、皿、ほ乳びん、窓ガラス、
割れたびんなど
※ガラス類は厚い紙で包み、「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）　●電気コード
※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

※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。
※中身が入ったまま出すと、火災の原因となります。

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

●小型家電

※指定袋に入って袋が
　破れない重さのもの

掃除機、プリンター、
オーブントースター、
炊飯器、電子レンジなど ●体温計

●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

◎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）
◎小型充電式電池、バッテリーは市で収集しません。（→11ページ）
　とくにリチウムイオン電池（モバイルバッテリーなど）は衝撃により発火しやすく、火災の原因となります。

注意

1回につき10袋（45ℓ）まで
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粗 大 ご み

出 し 方

粗大ごみとは
粗大ごみとは、家具や家電製品などで、指定袋に入らない大きさ・重さの
ものです。出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個まで）

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。

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
だく場合もあります。

耳や言葉の不自由な方
専用のお問い合わせ・
申し込み

粗大ごみ持ち出しサービス（有料）

粗大ごみ受付センター

65歳以上の高齢者や障がい者などで粗大ごみを所定の場所まで運ぶ
ことが困難な方は、「持ち出しサービス」があります。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個まで）

［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

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

〔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）

※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をご利用ください。

FAX 731-1195

「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。高額な料金を請求されるなどのトラブルとなります。

粗大ごみは、市が行う「粗大ごみ受付センター」に依頼しましよう。

◎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。

注意
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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。

ラベルに    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

容器としての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

人体に危険な内容物の
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。
市HP

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中を軽くすすいでください。（ため水で
結構です。）

［出し方］
①キャップとラベルをはずして
　ください。
②中を軽くすすいでください。
　（ため水で結構です。）
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よい。

1回につき10袋（45ℓ）まで



─ 12 ─

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」、
　「人員変更」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！！

町内清掃ごみの取り扱い 環境美化袋の配付について
町内定期清掃などを行うときは、各区生活環境課
（→裏表紙）に事前に届出をしてください。清掃ご
みを収集します。清掃で集めたごみは燃えるごみ
と燃えないごみに分けて、中身の見える袋に入れ
てください。

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）ふくおか環境財団収納管理課

（☎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　8：30～17：15
 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。

●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。各
区生活環境課で「併用世帯」の届出を行えば収集費
用の一部を市が助成する場合があります。

SR000

LR000

LR000
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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（株）の回収をご利用ください。

まずは、メーカーや販売店にご相談ください。
分からない場合は資源循環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。

●車　●バイク（※）　●車・バイクのタイヤ
●バッテリー　●農機具　●消火器（※）
●中身が入った灯油缶、塗料缶
●廃油（ガソリン、エンジンオイルなど）　●ピアノ
●農薬、トナーなど　
●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）

購入した販売店などに引き取ってもらうか、
専門の業者に処理を依頼してください。

※処理には、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要です。

① 買い換える時に引き取ってもらう。
② 購入した小売店に連絡して引き取ってもらう。
③ ①、②に該当しない場合は、ベスト電器の市内各店舗で引き
　取りを予約する。
④ 指定引取場所（市外）に持ち込む。（要事前手続き）

※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
　http：//www.ferpc.jp/

※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　
　http：//www.jarc.or.jp/motorcycle/

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）

処
分
方
法

●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　http：//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（株）
　http：//www.renet.jp/ （インターネット申し込みのみ）
　※詳しい申し込み方法は８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 池小 型 充 電 式 電 池
ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池は
（一社）JBRCの回収ボックスで回収が行われています。

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。

URL／http://www.jbrc.com/recycle/kensaku.html
※上記以外の電池は回収対象外です。メーカーや販売店にご相談ください。

URL／http://www.botankaishu.jp/m/top.php
※上記以外の電池は回収対象外です。メーカーや販売店にご相談ください。

ニカド電池

酸化銀電池

アルカリボタン電池

空気電池

セロハンテープで
絶縁してください。

ニッケル水素電池 リチウムイオン電池

（パッケージ等に
PR000等記載）


