
令和５年３月増刷

ダンボール・紙製容器・紙パックペットボトル 蛍光灯缶びん
燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製 容器包装

燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック製 容器包装



新聞・折込チラシ、雑誌・雑がみ、紙パック、本

雑がみ

雑がみとは、パンフレット、ダイレクトメール、



※購入時のケースや新聞紙などで包み、割れないようにして、専用コンテナに入れてください。家庭から出る蛍光灯（長さ1.3mまで）が対象です。
※白熱灯、LED、グローランプ、豆電球、割れてしまった蛍光灯は燃やせないごみで出してください。

専用コンテナが配置されない場合は、

※資源物ステーションに出してください。一般ステーションでは回収できません。

蛍光灯・水銀体温計・水銀血圧計（※家庭用に限る）

新聞・折込チラシ、雑誌・雑がみ、紙パック、本

雑がみ

雑がみとは、パンフレット、ダイレクトメール、



おもちゃ・文房具・ハンガーなど



●刃物類（包丁・のこぎり など）

※食用油・塗料などは
　紙や布に染みこませるか
　凝固剤で固めてください。

●草　●木片　●棒切れ など

※ガラスや陶器類などの割れやすいものや割れてい
るもの、包丁など金属などで鋭利で危険なものは、
新聞紙などで包むか丈夫な袋に入れて「キケン」と
表示してください。

● 食用油・塗料など

※金具は取り外さなくても構いません。

のこぎり
包丁

コーヒー
サーバー

おもちゃ・文房具・ハンガーなど



令和５年３月時点

資源物の収集日に出しそびれた方や資源物ステーションを利用できない場合に最寄りの店舗をご利用ください。
※家庭から出た資源物に限ります。事業所から出た資源物は持ち込めません。

和田

美山

越廼

清水

和田東1丁目1506

東藤島 若栄町402-5㈱村井隆商店

㈱清水勉商店

旭 手寄1丁目15-6㈱村井隆商店

㈱山形商店

㈱福多商店

花堂東1丁目32-15

美山連絡所 美山町７-１

越廼連絡所 茱崎町１-68

清水連絡所 風巻町28-8-1

古紙類（新聞・折込チラシ、雑誌類・雑紙、紙パック、ダンボール、紙製容器）
※ただし、一部持ち込めないものがあります。

持込先

岡保

空き缶、空きびん、ペットボトル、乾電池、蛍光灯（㈱増田喜福井営業所は除く）
古紙類（新聞、チラシ、雑誌類、紙パック、ダンボール・紙製容器）
プラスチック製容器包装（※二日市リサイクルセンターのみ搬入可）

寮町50-41クリーンセンター

施設名



施   　設 　  名

受　入　日　時

燃やせる粗大ごみ

収集資源センター

月～金・第2日曜日

家庭系　〇
家庭系　〇

事業系　×
事業系　×

8：30～12：00、13：00～17：00 8：30～12：00、13：00～17：00 8：30～17：00
月～金・第2日曜日 月～金・第2第4日曜日

福井市クリーンセンター 広域圏清掃センター

燃やせない粗大ごみ

家庭系　〇
家庭系　×

事業系　〇
事業系　×

家庭系　〇
家庭系　〇

事業系　〇
事業系　〇

処理手数料（税抜）

除湿機等のフロンガスが含まれるもの スプリング入りマットレス 注　意一般粗大ごみ

収集資源センター・福井市クリーンセンターの収集・運搬・処理手数料一覧表

広域圏清掃センターの処理手数料【家庭系】

10キログラムごとに
110円

機器1台につき、粗大ごみ金額に550円
加算

・タイヤは、受け入れできません。
・その他、受入基準に適合しない
ものは、受け入れできません。

1台につき、粗大ごみ金額に550円加算
※但し、分解したスプリングのみの場合
　は加算しない

令和５年３月時点

資源物の収集日に出しそびれた方や資源物ステーションを利用できない場合に最寄りの店舗をご利用ください。
※家庭から出た資源物に限ります。事業所から出た資源物は持ち込めません。

和田

美山

越廼

清水

和田東1丁目1506

東藤島 若栄町402-5㈱村井隆商店

㈱清水勉商店

旭 手寄1丁目15-6㈱村井隆商店

㈱山形商店

㈱福多商店

花堂東1丁目32-15

美山連絡所 美山町７-１

越廼連絡所 茱崎町１-68

清水連絡所 風巻町28-8-1

古紙類（新聞・折込チラシ、雑誌類・雑紙、紙パック、ダンボール、紙製容器）
※ただし、一部持ち込めないものがあります。

持込先

岡保

空き缶、空きびん、ペットボトル、乾電池、蛍光灯（㈱増田喜福井営業所は除く）
古紙類（新聞、チラシ、雑誌類、紙パック、ダンボール・紙製容器）
プラスチック製容器包装（※二日市リサイクルセンターのみ搬入可）

寮町50-41クリーンセンター

施設名



㈱ 福 井 環 境 開 発 福井市下河北町

三　　  栄　  　㈱ 福井市三郎丸町

令和５年３月時点

令和５年３月時点

（税抜）2,700円
（税抜）900円

（税抜）4,300円
（税抜）3,400円 （税抜）2,300円

（税抜）1,700円



令和５年３月時点

米松2-24-20

バッテリー（車・二輪車）

廃塗料（希釈液及び容器を含む）

瓦・レンガ

（一財）福井県産業廃棄物処理公社

（一社）福井県産業資源循環協会

帆谷町16-15-2

宿布町16-１-１

今 中 土 木 ㈱

㈱トータルクリーンセンター福屋

帆谷町16-15-2今 中 土 木 ㈱

住　所

プロパンガスボンベ 江守中町26-35-4福 井 県 L P ガ ス 協 会

㈱ 福 井 環 境 開 発 福井市下河北町

三　　  栄　  　㈱ 福井市三郎丸町

令和５年３月時点

令和５年３月時点

（税抜）2,700円
（税抜）900円

（税抜）4,300円
（税抜）3,400円 （税抜）2,300円

（税抜）1,700円



令和５年３月時点

※リサイクルできるものは、資源回収業者などに依頼してください。

※指定袋の販売店については、収集資源センター（35-0052）に
　お問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。



【ごみ収集について】

【ごみ収集を中止する場合の広報について】

大雪や大雨、台風やその他の暴風の際のごみ収集は、原則として実施します。
ただし、ごみ収集の時間は大幅に早まったり、遅れたりする可能性がありますので、
朝７時までには、ごみステーションに出してください。
なお、特別警報や警報が出ている場合、命の危険がある場合が
ありますので、できる限りごみ出しはお控えください。

ごみ収集を中止する場合は、
市のホームページに中止することを掲載するとともに、
マスコミ（テレビや新聞等）を通じてお知らせをします。

市役所別館４階 環境政策課
美山連絡所（美山町7-1）

越廼連絡所（茱崎町1-68）
清水連絡所（風巻町28-8-1）

※事業所から出た小型家電は持ち込めません。

令和５年３月時点

※リサイクルできるものは、資源回収業者などに依頼してください。

※指定袋の販売店については、収集資源センター（35-0052）に
　お問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。



●一般家庭から出る
　燃やせる粗大ごみと燃やせない粗大
　ごみの搬入先

あ行

品名 分別区分 補足

あ アイロン 小型家電
指定場所に持ち込み。ごみステーションに出す場合は、
指定袋に入れて燃やせないごみ

アイロン台
（木製）

粗大ごみ（可燃）
指定袋に入り、
重さが５㎏以内のものは燃やせるごみ

アイロン台
（金属製）

粗大ごみ（不燃）
指定袋に入り、
重さが５㎏以内のものは燃やせないごみ

空き缶
（飲食料用）

缶（資源） 中を軽くすすいで出す

空き缶
（飲食料用以外のもの）

燃やせないごみ

空きびん
（飲食料用）

びん（資源） 中を軽くすすいで出す

空きびん
（飲食料用以外のもの）

燃やせないごみ

アクアブロック（吸水土のう袋） 燃やせるごみ 乾かして、汚れを落とし、指定袋に入れる

アコーディオンカーテン 粗大ごみ（不燃）

油
（少量）

燃やせるごみ 紙や布にしみこませて出す

油
（多量）

×
市では処理できません。
詳しくはこちらのページを参照してください

油びん 燃やせないごみ

雨どい 粗大ごみ（不燃）

網入りガラス 燃やせないごみ
危険なものは紙などに包み、「キケン」と表示し、燃やせ
ないごみ。指定袋に入らないもの、重さが５㎏以上のもの
は粗大ごみ（不燃）

網入りガラス
（袋に入らないもの）

粗大ごみ（不燃）

編み機 粗大ごみ（不燃）

網戸 粗大ごみ（不燃）

アルバム
（紙製）

燃やせるごみ

アルバム
（プラスチック製）

燃やせないごみ

アルミコーティングされた
プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装 汚れのひどいものは燃やせないごみ

アルミ鍋 燃やせないごみ
指定袋に入らないもの、
重さが５㎏以上のものは粗大ごみ（不燃）

あんぜんピン 燃やせないごみ

アンプ
（ステレオ）

粗大ごみ（不燃）

ごみの分別を簡単に検索することができます。

ごみの品目によって、ごみ分類を
簡単に調べることができます。
詳しくは
で検索してください。

ごみぃ～る

福井市の情報をLINEでお届けします！QRコードはこちら。


