
家庭ごみの出し方 分ければ「資源」、　混ぜれば「ごみ」！ ～分別収集にご協力ください～
問合せ　粕屋町道路環境整備課　☎ 938-0198

野菜くず、残飯、お茶
がら、卵のから、貝殻、
生ごみ など

PET マークがついた飲料・
酒類・しょうゆ用のペッ
トボトル

● 調味料、油、非食品（洗剤・化
粧品・医療品）のボトル

●塩ビボトル、プラスチック素材
　 PET マークのついていないもの

●ジュース、ビールなどの缶
● 油、調味料、缶詰、のり、お菓

子、ペットフードなどの缶

● ジュース、ビール、日本酒、ワイン、
ウイスキーなど飲み物のびん

●調味料、ジャムなど食べ物のびん

コップ、板ガラス、皿、耐熱ガラス、
化粧びん、薬びん、油のびん など

傘、使い捨てライター、
CD・MD・DVD、時計、
電気コード など

紙箱、はぎれ、かまぼこ板 など

紙おむつ、タバコの吸い殻、カセットテープ、
ビデオテープ、草、枯葉、アルミホイル、ペッ
ト用の砂、携帯カイロ、アイスノン など

※ 新聞、雑誌、チラシ、ダンボール、
衣類は役場裏又は地域のリサイ
クルボックスにお持ちください。

台所ごみ

出せるもの 出せないもの（可燃ごみに出してください。）

スチール缶・アルミ缶 ガラスびん

ガラス類

その他

紙くず 布くず 木くず類

その他

プラスチック類

金属類

皮革類

小型の家電製品

ゴム類

陶磁器類

サラダ油の容器、マヨネー
ズの容器、シャンプーの容
器、発泡スチロール、トレイ、
ビニール製品 など

やかん、鍋、フライパン など

ハンドバッグ・カバン、
靴、財布 など

炊飯器、ドライヤー、ラジカセ、
ビデオデッキ、ポット など

長靴、ゴム手袋、ゴム
ホース など

茶碗、皿、花瓶、植木鉢、急須、
湯のみ など

可燃ごみ  収集日の夕方から夜９時までに出してください。

燃えないごみ  収集日の夜９時までに決められた置場に出してください。ペットボトル  収集日の夜９時までに決められた置場に出してください。

缶・びん  収集日の朝９時までに決められた置場に出してください。

可燃ごみ指定袋

大　（650mm×800mm）550円／10枚
小　（500mm×650mm）350円／10枚
特小（450mm×400mm）200円／10枚

（透明の指定ごみ袋）

ペットボトルの出し方

注意すること
●台所ごみは、十分に水切りをしてください。●紙おむつは、汚物を取り除いてください。
●食用油は紙、布などにしみこませるか、凝固剤で固めてください。●長いものは60cm未満に切ってください。
●金属類は必ずはずしてください。●金属がはずれないものは、燃えないごみで出してください。

注意すること
●缶とびんは中身を全て出して、水洗いし、乾かしてください。
●耐熱ガラス、コップ、板ガラス、化粧びん、薬びん、油のびんは燃えないごみに出してください。
●一斗缶以上は、燃えないごみか粗大ごみに出してください。

注意すること
●使い捨てライターは中身を使い切ってから出してください。
●刃物やガラスは厚い紙で包み「キケン」と表示し、指定袋に入れてください。
●容器は中身をすべて取り出してから出してください。●指定袋に入らないものは粗大ごみとして出してください。

燃えないごみ指定袋

大　（650mm×800mm）150円／10枚
小　（500mm×650mm）100円／10枚

（黄色の指定ごみ袋）

空缶・空びん指定袋

ペットボトル指定袋

大　（650mm×800mm）150円／10枚
小　（500mm×650mm）100円／10枚

大　（650mm×800mm）150円／10枚
小　（500mm×650mm）100円／10枚

（桃色の指定ごみ袋）

（緑色の指定ごみ袋）

①ふた（キャップ）をとる。 ②�外側のラベル
をはがす。

③�中身は全部出して、
すすぐ。
　（腐敗、悪臭防止）

「乾電池」は、下記に設置の乾電池回収箱に
入れてください。

粕屋町役場1階ロビー・粕屋町役場裏リサイクル置場
前・各行政区の公民館・健康センター・粕屋フォーラム・
小中学校・サンレイクかすや・福祉センター

ラベルとふたは
可燃ごみです。

注 意

■ 指定袋に入れずに、購入時の箱ケース等に
入れるか、新聞紙等に包んで割れないよう
に出してください。

　※ 空缶・空びん収集日に集積場所に分けて
置いてください。

■ 中身を使いきり、穴はあけず、指定袋には入れずに、透明
又は半透明の袋（スーパー等のレジ袋など）に入れて出し
てください。

　※ 空缶・空びん収集日に集積場所に分けて置いてください。

スプレー缶　カセットボンベ

蛍光灯　蛍光管　電球類



行政区 地　域
収集日

可燃ごみ 空缶・空びん 燃えないごみ
ペットボトル

大　隈 全　域 日曜日・水曜日 ２・４回目 火曜日 １・３回目 火曜日
上大隈 全　域 日曜日・水曜日 ２・４回目 金曜日 １・３回目 金曜日
江　辻 全　域 日曜日・水曜日 ２・４回目 金曜日 １・３回目 金曜日

戸　原

薬師、東、南、南の２、
堀の内 1・2 月曜日・木曜日 １・３回目 月曜日 ２・４回目 月曜日

駅前、草場、南の 3・5、
野間、南の 6 日曜日・水曜日

２・４回目 金曜日
２・４回目 木曜日

戸　原
火曜日・金曜日

広　田 １・３回目 月曜日

長者原上
葛　葉 日曜日・水曜日

１・３回目 金曜日 ２・４回目 金曜日
その他の組合 月曜日・木曜日

長者原中 全　域 月曜日・木曜日 １・３回目 金曜日 ２・４回目 金曜日
長者原下 全　域 月曜日・木曜日 ２・４回目 火曜日 ２・４回目 木曜日
内橋一 全　域 火曜日・金曜日 ２・４回目 月曜日 １・３回目 木曜日
内橋二 全　域 火曜日・金曜日 １・３回目 金曜日 １・３回目 木曜日
内橋三 全　域 火曜日・金曜日 １・３回目 月曜日 １・３回目 木曜日
朝　日 全　域 日曜日・水曜日 ２・４回目 火曜日 １・３回目 火曜日
長　戸 全　域 月曜日・木曜日 １・３回目 月曜日 ２・４回目 月曜日
多の津 全　域 火曜日・金曜日 ２・４回目 月曜日 １・３回目 木曜日
酒　殿 全　域 火曜日・金曜日 １・３回目 火曜日 ２・４回目 火曜日
甲仲原 全　域 火曜日・金曜日 １・３回目 木曜日 ２・４回目 木曜日
駕輿丁 全　域 火曜日・金曜日 １・３回目 火曜日 ２・４回目 火曜日
花ヶ浦 全　域 火曜日・金曜日 ２・４回目 木曜日 １・３回目 木曜日

乙仲原東 全　域 日曜日・水曜日 １・３回目 火曜日 ２・４回目 月曜日

乙仲原西
日　守 火曜日・金曜日

２・４回目 木曜日 ２・４回目 月曜日
その他の組合 日曜日・水曜日

若　宮
7組、8組

月曜日・木曜日
２・４回目 火曜日 ２・４回目 木曜日

その他の組合 ２・４回目 月曜日 １・３回目 月曜日
原　町 全　域 月曜日・木曜日 １・３回目 木曜日 ２・４回目 木曜日
阿　恵 全　域 火曜日・金曜日 ２・４回目 月曜日 １・３回目 月曜日

柚　須
東の 1・2・3、西の 2・3、

堅町の 1・2・3・4・5、駅前 日曜日・水曜日 １・３回目
日曜日の翌日

１・３回目
日曜日の翌日

その他の組合 火曜日・金曜日
サンライフ 全　域 火曜日・金曜日 ２・４回目 金曜日 １・３回目 月曜日

・お盆（8月13日～15日）、年末年始（12月31日～1月3日）のごみ収集は休業します。
・ 行政区又は組合によって、空缶・空びん、燃えないごみ、ペットボトルの搬入日時を独自に決めている場合

があります。詳しくは道路環境整備課又は行政区長、組合長にお問い合わせください。
・お住まいの組合がわからない場合には、道路環境整備課までお問い合わせください。

地区別　ごみ収集日一覧粗大ごみ

粗大ごみの捨て方
（1）ごみ処理場（クリーンパークわかすぎ）に直接搬入する方法

（2）業者に収集を依頼する方法

家具類、ふとん類、ストーブ、机、自転車、カーペット等、町の指
定ごみ袋に入らない大きさの物や袋に入れて持ち上げると袋が破れ
るような重い物です。

② 「クリーンパークわかすぎ」にごみを搬入する
　必ず許可証をお持ちください。
　　処理料金　ごみの重さ 100 円／10㎏
　　●10㎏未満は、10㎏とみなします。
　　●粗大ごみ以外の小型のごみも搬入できます。

  クリーンパークわかすぎ  
篠栗町大字若杉 779番地18　☎ 947-5304
搬入日時　月～金曜日（祝日除く） 9：00 ～ 16：00
　　　　　毎月2・4回目の日曜日 9：00 ～ 16：00

「粗大ごみ」として出すことができないもの
● 家電リサイクル法に基づく、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機、エアコン、衣類乾燥機など
●資源有効利用促進法（PCリサイクル）に基づくパソコン
● 搬入・収集できないごみ（車、バイク、タイヤ、バッテリー、ピアノ、仏壇、消火器、中身が入った灯油

缶や塗料、廃油、農薬類、汚泥、草など）
●事業活動に伴うごみ（産業廃棄物）

③粗大ごみを出す
　 粗大ごみに指定された枚数のシールを貼り、
　指定された日時・場所にお出しください。
　● 粗大ごみシールに、受付番号等を記入してください。

見 本

②シールを購入する
　 粗大ごみシールは、町内のコンビニやスーパー等の販売店で購入してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　販売店一覧はこちら→

　● 粗大ごみシール　500 円／枚 手数料 粗大ごみの大きさ（目安）
シール1枚（500 円） 1辺の長さが 1m 以下、かつ20㎏以下のもの

シール2枚（1,000 円） 上記以上の大きさのもの

①業者に電話で予約する
　中村産業　☎ 938-3395　又は　福澤商会　☎ 938-1840
　  受付：平日 9：00 ～ 17：00  
　● 電話の際に、粗大ごみの品目、大きさ、量を伝え、収集日時・場所、受付番号、粗大ごみシールの

枚数を確認してください。

①役場で申請手続きをする
　 道路環境整備課窓口で、申請書（氏名、

住所、ごみの内容、搬入日など）を記入
してください。許可証を発行します。

【申請手続きに必要なもの】
　運転免許証など（町民と確認できるもの）


