
【問い合わせ先】�資源循環推進課　電話番号�：�0942-37-3342　FAX番号�：�0942-37-3344

古紙持ち込み協力店 所　在　地 電話番号

★㈲大津紙源 東合川3丁目7-7 0120-44-9013

★田中（歳）商店 善導寺町木塚1678-2 0942-47-1129

★藤商事㈱ 南2丁目20-3 0942-21-6375

　㈱大和総業 御井旗崎2丁目24-33 0120-47-7997

★㈱寺松商店久留米営業所 梅満町91-1 0942-35-1847

　㈱イワフチ久留米支店 梅満町261-1 0942-37-2356

　㈲片山金属 荒木町藤田1485-1 0942-22-4747

　久留米一般廃棄物処理業協同組合 津福本町2348-28 0942-38-8001

　吉田商事 安武町住吉634 0942-26-2882

★㈲室岡商店 大善寺町宮本367-16 0942-27-1238

資源回収活動にご協力を
　古紙・布類を出す際は、地域の子ども会や学校、自治会などで行われている資源回収活動を積極的
に活用しましょう。
（※回収頻度や場所などは、各団体により異なります）

　水にぬれた古紙や布類は、リサイクルできない場合がありますので、雨の日は出
さないでください。古紙や布類は、下記の協力店に持ち込むことができます。詳しく
は、各持ち込み協力店へおたずねください。
★印の事業所には布類の持ち込みが出来ます。

雨の日は古紙・布類を出さないで
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粗大ごみ（月1回）

粗大ごみの種類（主なもの）

粗大ごみとは自転車や机、タンスなど、市の指定ごみ袋に入らない大型のごみのことです。

粗大ごみ持ち出しサービス

ステッカー取扱場所一覧

収集日（月1回）に出す

各市民センター（耳納・筑邦・上津・高牟礼・千歳）
各総合支所環境建設課�（田主丸・北野・城島・三潴）
市 内金融機関各本支店（ゆうちょ銀行、福岡銀行�
筑邦銀行、西日本シティ銀行、佐賀銀行、みずほ銀行�
りそな銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行�
北九州銀行、熊本ファミリー銀行、肥後銀行�
佐賀共栄銀行、福岡中央銀行、十八銀行、親和銀行�
筑後信用金庫、大川信用金庫、九州労働金庫�
福岡県信用組合�
JAくるめ、JAにじ、JAみい、JAみづま、JA福岡大城）
環境部資源循環推進課（環境部庁舎）

自転車、オーディオ機器、ミシン、掃除機、電子レンジ、
ガスレンジ、オーブン、食器洗い機、扇風機、電気こた
つ、石油ストーブ、プリンタ、湯沸し器、電子ピアノ、健
康機器、ベビーカー、ドラム缶、スチール製の家具など

大型玩具、スキー板、物干し竿、ゴルフバッグ、スーツ
ケース、ブラインド、水槽など

タンス、本棚、食器棚、テーブル、学習机、いす、ソファ、
たたみ、カーペット、ベッド、マットレス、布団・毛布・
座布団、座敷机、鏡台など

金属・家電類

その他

家具・寝具類

こんなときは
収集できません

◦�電話による申込みをしていない場合
◦ステッカーを貼っていない場合

専用ダイヤル

※ 必ず、収集日の1週間前までに申込みをし
てください

※�手数料は品物の大きさや材質によって異なりま
すので、詳しくは粗大ごみ受付コールセンターま
でお問合せください。

　申込み後、右のステッ
カー取扱場所で手数料を
支払い、ステッカーをお
求めください。

※�ステッカーは一品につき一枚必要です。
※�必ず、収集日の前日までにステッカーをお買い求
めください。

　粗大ごみにステッカーを貼り、収集日の午前8時
30分までに家の前等収集車が入れるところ（申込
みの際に確認した場所）まで出してください。立ち
会いの必要はありません。

☎0942-37-3383

300円、620円、1,250円

4～5ページをご確認ください

受付時間（土日、年末年始を除く）9：00～17：00
収集日、手数料、出す場所を確認します

1 粗大ごみ受付コールセンターへ申込む

2 ステッカーを購入する

3 粗大ごみを出す

収集手数料

収 集 日

※�消費税改定等に伴い、料金変更の可能性がありま
す。

　ひとり暮らしなどで粗大ごみを自宅外まで持ち出
せない方へのサービスです。

粗大ごみ申込み時に同時にお申込みください。
1 粗大ごみ受付コールセンターへ申込む

立ち会いが必要です
3 収集日に作業員が伺います

※1回に5品まで

2  粗大ごみに貼るステッカーとあわせ
て持ち出しステッカー（一品620円）
をご購入ください

※�消費税改定等に伴い、料金変更の可能性があ
ります。
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特別収集
家庭の引越しや片付けなどで一時的に多量のごみが出た場合、個別に収集します。

※分別がされていない場合
　収集をお断りすることがあります

特別収集は、必ず立ち会いが必要です

2  収集日までにごみを 
決められた場所に出す

1  粗大ごみ受付コールセンターへ 
申込む
専用ダイヤル ☎0942-37-3383

2tダンプ車輌1台につき、8,380円

受付時間（土日、年末年始を除く）9：00～17：00
収集日、出す場所、分け方・出し方を確認します。
手数料

再生工房
　再生工房は耳納クリーンステーションの南側の広場に位置し、環境への負荷の少ない循環型社会の構築と発展を
目指し、廃棄されるものを最小限に抑える様々な活動に取り組んでいます。（指定管理者：耳納ねっと！）

　不用品を引取り、リユース品（洋服・食器・本・家具・雑
貨など）として再生工房館内で販売しています。

リユース品販売

エコ教室

　毎年5月、11月の第4日曜日に開催。約100店舗が出
店します。

フリーマーケット

　詳しくはお電話かホームページをご覧ください。
◦耳納ねっと！再生工房
　〒839-1333　うきは市吉井町富永2006-1
　TEL/FAX　0943-76-2077
◦ホームページアドレス
　http://uk-kankyou.jp/publics/index/24/
　「耳納ねっと！」で検索

問い合わせ先

　使わなくなった布、着物などで洋服や帽子、鞄などを
つくります。

●リフォーム教室

　浴衣など使わなくなった木綿の布を裂いて布ぞうり
をつくります。

●布ぞうり教室

　古布や古い着物をほどき、卓上織り機を使って織り
あげていきます。

●裂き織り教室

　竹篭に和紙や布を張る伝統的な修理手法です。
●一閑張り教室

※�消費税改定等に伴い、料金変更の可能性があり
ます。
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市が収集できないもの

家電4品目の出し方

家電リサイクル協力店

　市では収集していません。以下に従って処理をしてください。

※家電リサイクル協力店に関しては、資源循環推進課
（0942-37-3342）へお問合せください。

テレビ エアコン 衣類乾燥機冷蔵庫　冷凍庫 洗濯機

家電4品目 事業所から出るごみ処理が困難なものパソコン

次のものは収集できません

買い替えによる処分ですか？

指定引取場所へ持ち込みをされますか？

購入時にお店に引き取ってもらうか、
指定引取場所へ持ち込む

処分したい製品の引き取りを、
以前購入したお店に依頼できますか？

市内の家電リサイクル協力店へ
引き取りを依頼してください

以前に購入したお店に引き
取ってもらう

NO

NO

NO

YES

YES
持ち込み

YES

テレビ

冷蔵庫 洗濯機

消火器

エアコン

51cc以上のバイク

指定引取場所への持ち込み方法
指定引取場所へ持ち込む場合には、事前に郵便局
でリサイクル料金をお支払いください。

久留米運送㈱久留米支店
　　所在地�：�久留米市東櫛原町353
　　電話�：�0942-35-2151
FAX�：0942-39-0531

　　営業�：�月～土（祝日除く）
9：00～12：00
13：00～17：00

市内の指定引取場所
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　一般社団法人電子情報技術産業協会のパソコン3R事業では、回収の実効性を高めるためにゆう
パックを活用し、ユーザーからの回収を行っています。

不
要
に
な
っ
た
家
庭
系
パ
ソ
コ
ン

メ
ー
カ
ー
受
付
窓
口

④自宅まで回収を
　依頼する

④郵便局へ持ち込む

③ゆうパック伝票が送付されてくる

①電話・FAX・メールなどで回収を申込む
②回収・再資源化料金を支払う（平成15年9月30日までに購入したもの）

リサイクル工場でリサイクル

または

郵便局
（簡易郵便局を除く）

パソコンの出し方

　回収・再資源化料金の支払いが必要です。
　デスクトップやノートパソコンなどの種類によって
料金が違います。

　回収・再資源化料金の支払いは必要ありません。
　パソコン本体にPCリサイクルマークの
表示があります。

【お問合せ先】
一般社団法人パソコン3Ｒ推進協会　TEL：03-5282-7685

●平成15年10月以降に購入されたパソコン ●平成15年9月までに購入されたパソコン

　上記のものなどは、市でのごみ処理が困難であるため、収集することができません。
　ごみに出す場合は購入店又は販売店などへ依頼してください。

処理困難物などの出し方

消火器 ガスボンベ51cc以上のバイク

農業用廃材（ビニール） 金庫

塗料

ピアノ
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