事業所用

大野城市

廃棄物の分類図

◇廃棄物の区分
廃棄物処理法では、廃棄物を「一般
廃棄物」と「産業廃棄物」に区分し、
一般廃棄物は産業廃棄物以外のもの
としています。

産業廃棄物

廃棄物

事業系ごみ
一般廃棄物
家庭系ごみ

◇事業系一般廃棄物とは

・事業所、商店等から出る紙くず、茶殻等の雑ごみ
・飲食店、従業員食堂から出る残飯、厨芥類
・卸小売業から出る野菜くず、魚介類等

◇産業廃棄物一覧
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生するごみのうち法律で定めるものです。次の20種類が規
定されています。産業廃棄物の収集・運搬許可業者に、処理を依頼してください。

全業種

種類

代表例

燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん

石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ
メッキ汚泥、水洗ブースかす、建設廃汚水
廃潤滑油、廃エンジンオイル
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、全ての酸性廃液
写真現像廃液、苛性ソーダ液、全てのアルカリ性廃液
合成樹脂くず、廃発泡スチロール、廃タイヤ
天然ゴムくず
スクラップ、切削くず、ブリキくず
レンガ製品くず、セメント製品くず

種類
業種限定等

紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体

スラグ、ノロ、サンドブラスト廃砂
コンクリート破片等
はい煙発生施設等の集じん施設で捕捉したもの

業種等
建設業、パルプ製造業、製紙業、製本業
建設業、木材製造業、木製品製造業、流通パレット
建設業、繊維工業
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥
畜産農業
畜産農業

産業廃棄物または
事業系一般廃棄物
のどちらなのか、
しっかりと選別す
ることが大切だ
ジョー！

政令第２条第13号に定めるもの 上記19種類を処分するために処分したもの

※上記に該当する廃棄物で、処理方法が不明なときは福岡県産業廃棄物協会☎092－651－0171にご連絡ください。
事業所から出るごみは、種類や量に関わらず、家庭ごみの集積場所に出すことはできません！
店舗兼住宅にて生活を営んでいる世帯において、事業系ごみにもかかわらず家庭系ごみとして出している事業所が
あります。事業活動によって発生した事業系ごみは、自ら処理施設に搬入するか許可業者（P2参照）に委託してください。
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・多量排出事業者の減量義務
・事業所ごみの処理責任

事業所ごみの処理責任
事業者は、事業活動に伴って生じたごみについて、量の大小を問わず自らの責任において処理することが

・事業所ごみの分別・処理方法

法律で義務付けられており、適正に処理をしない場合、懲役もしくは罰金またはこの両罰が科せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）
〔抜粋〕
第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任にお
いて適正に処理しなければならない。
２

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等

を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、
販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合にお
ける処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処

理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、そ
・ごみの正しい出し方

の製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての

情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその
適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
３

事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等
に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

大野城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例〔抜粋〕
第７条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適切に処理しなけ

・事業所で進めるごみ減量・
リサイクル

ればならない。

２

多量排出事業者の減量義務

・事業所古紙戸別回収事業
・古紙リサイクル

大野城市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第20条及び大野城市廃棄物の処理及び再利用の

促進に関する条例施行規則第15条及び第16条、第17条の規定に基づき、事業系一般廃棄物を多量に排出

する事業者（以下「多量排出事業者」）は、事業系一般廃棄物の減量及び再利用に関する計画書を提出する
とともに、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届ける必要があります。

多量排出事業者の基準
・事業の用に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物を有する事業者
・学校の用途に供される部分の床面積の合計が8,000平方メートル以上の建築物を有する学校

・ごみ減量・リサイクル優良事
業所認定事業
ohnojo-gomi.indd

事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

教育法第２条に規定する設置者
・事業系一般廃棄物を月平均３トン以上又は年36トン以上排出する事業者
・事業系一般廃棄物を可燃物専用袋大（５号袋）に換算して月平均500枚以上又は年6,000枚
以上排出する事業者
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・多量排出事業者の減量義務
・事業所ごみの処理責任

事業所ごみの分別・処理方法
事業系ごみを処理する方法は、大きく２つに分かれます。

・事業所ごみの分別・処理方法

◇地区の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
※事業所の所在地によって担当業者が決まっていますので下表を参照してください。

許可を受けていない業者に処理を依頼する事は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止
されており、罰則を受ける場合があります。
（５年以下の懲役又は１千万円以下の罰金）

一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

業者名

℡：（503）6166

住所：御笠川２－11－18

白木原１～５丁目、下大利団地、瓦田１～５丁目、曙町１～３丁目、

・ごみの正しい出し方

有限会社大野城美掃

担当地区

瑞穂町１～４丁目、大字上大利の一部（上大利区）、
上大利１～５丁目、下大利１～５丁目、中央１・２丁目、
御笠川２・３丁目、東大利１～４丁目、
筒井２～５丁目（４丁目１～４を除く）、錦町２～４丁目

仲畑１～４丁目、大字中、中１～３丁目、乙金台１～３丁目、

有限会社御笠環境サービス
住所：仲畑１－14－25

乙金東１～４丁目、大池１・２丁目、川久保１～３丁目、
雑餉隈町１～５丁目、栄町１～３丁目、山田１～５丁目、

・事業所で進めるごみ減量・
リサイクル

℡：（575）2789

大字乙金、乙金１～３丁目、御笠川１・４～６丁目、

筒井１丁目、筒井４丁目１～４番、錦町１丁目、
大城１～５丁目、大字瓦田

株式会社大野環境
℡：（586）3020

住所：筒井３－６－18

緑ヶ丘１～４丁目、南ヶ丘１～７丁目、つつじヶ丘１～６丁目、
宮野台、若草１～４丁目、月の浦１～５丁目、旭ヶ丘１・２丁目、
平野台１～４丁目、紫台、南大利１・２丁目、大字牛頸、
牛頸１～４丁目、横峰１・２丁目、畑ヶ坂１・２丁目

・事業所古紙戸別回収事業
・古紙リサイクル

◇自社でごみ処理施設に直接持ち込む
※子会社や下請け業者が運搬する場合は自社とは見なされませんので注意してください。
※ごみ処理施設の詳細は裏表紙を参照してください。

・ごみ減量・リサイクル優良事
業所認定事業

2
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・多量排出事業者の減量義務
・事業所ごみの処理責任

ごみの正しい出し方
ごみ分別

・事業所ごみの分別・処理方法

ごみの種類

ごみ袋等

ごみの内容
厨芥ごみ（生ごみ）
紙くず

もえるごみ

もえるごみ

（できるだけ古紙リサイクルへ）
、

プラスチック
・発泡スチロール
（事業活動で生じたものを除く）
、

木製品

中身を出して軽く水洗い

食べ物・飲み物の空き缶、空きビン

※一辺が20cmを超える缶は「その他の燃えないごみ」へ。

ビン・缶

・ごみの正しい出し方

その他の
もえない
ごみ

キャップや王冠は、
資源ごみ
材質ごとに「燃えるごみ」、
「その他の燃えないごみ」へ。
「ビン・缶」
「その他の
燃えないごみ」 陶磁器、金属製品、
に分別して
ガラス製品（びんを除く）、
出してください。 小型の電化製品、白熱球、
スプレー缶、カセットボンベ

スプレー缶や
カセットボンベは、
穴を空けずに中身を
完全に使い切って
出してください。

※割れたガラスや包丁、鋭利なものは紙で包む。

ペットボトル
キャップをはずす

・事業所で進めるごみ減量・
リサイクル

ペットボトル ペットボトル
・
・
白色トレー
白色トレー

粗大ごみ
シール

粗大ごみ

（家庭用と同じ）

キャップ
は燃える
ごみへ

マークのついた、飲料用・しょうゆ・
酒類用の容器

水洗

軽くつぶす

ラベルは
はがさ
ない。

白色トレー
ラップ・シール
をはがす

発泡スチロール製の平型トレーで、
白色、つまようじがつきささるもの

洗剤で洗う

重ねる

※色つきトレー・納豆容器・カップめん容器は「燃えるごみ」へ。

・担当許可業者に電話で申し込み、粗大ごみシールをはって出す。
・おおむね20ｋｇ以内のもので、成人1人で搬出可能なごみは
シール1枚、それ以上のごみはシール2枚が目安。
※業務用の大型電化製品や機械、家電5品目、ショーケース、パソコン、処理
困難物などは収集できません。
※粗大ごみシール（1枚525円）は、スーパーやコンビニエンスストアなどで
販売しています。

蛍光管、水銀体温計、
乾電池（マンガン乾電池、アルカリ乾電池）

有害ごみ

※収集方法は、担当許可業者（P2参照）に問い合わせてください。

・事業所古紙戸別回収事業
・古紙リサイクル

ごみ処理手数料
◇事業所用ごみ袋料金一覧
ごみの種類
もえるごみ

・ごみ減量・リサイクル優良事
業所認定事業
ohnojo-gomi.indd

ごみ袋の種類

◇ごみ処理施設直接搬入手数料
金額

もえるごみ袋（小：45L） 900円／10枚
もえるごみ袋（大：70L）

700円／ 5 枚

資源ごみ袋（45L）

900円／10枚

その他のもえないごみ 資源ごみ袋（45L）

900円／10枚

ビン・缶

ペットボトル・
（45L） 900円／10枚
ペットボトル・白色トレー
白色トレー袋
粗大ごみ
○取り扱い場所

粗大ごみシール

525円／１枚

ごみ収集業者、公民館、市役所売店等

施設名
クリーン・エネ・パーク南部

手数料

ごみの種類

140円／10kg

可燃、粗大ごみ（可燃性）

春日大野城リサイクルプラザ

140円／10kg

ビン・缶、その他の燃えないごみ、
ペットボトル・白色トレー、有害
ごみ（蛍光管・乾電池）、粗大ご
み（不燃性）

大野城環境処理センター

110円／10kg

せん定枝、枯草・枯木・枯葉、
刈草、廃木材・木製家具

（福岡都市圏南部工場）

※10kg未満は10kgとして計算します。
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・多量排出事業者の減量義務
・事業所ごみの処理責任

事業所で進めるごみ減量・リサイクル
オフィスで出来るごみ減量・リサイクルの取り組みの実例紹介

・事業所ごみの分別・処理方法

大野城市のごみの量は平成27年度で27,223トン、
うち7,396トンが事業系ごみで、全体の約３割を占め
ています。
事業系ごみには、古紙や生ごみなど良質で資源とし
て再利用可能なものがまだたくさん含まれています。
限りある資源を有効に活用し、地域の環境を守るた
めに事業系ごみの減量と再資源化の推進にご協力くだ
さい。
ごみを減量し、３R（リデュース（発生抑制）
・リユース（再利用）
・リサイクル（再生利用））を進めて
いくことは、ごみ処理コストの削減といった直接的な効果の他に、環境に配慮している事業所とし
て企業イメージの向上等様々なメリットがあります。

・ごみの正しい出し方

具体的な取組事例
・分別ボックスの設置
・OA用紙の裏紙使用
・マイボトルの利用促進

・事業所で進めるごみ減量・
リサイクル

・民間リサイクル事業者の活用
・マイバッグ持参運動の奨励
・納品の梱包を簡易もしくは再利用できるもの
マイボトルの利用推進

にする

・事業所古紙戸別回収事業
・古紙リサイクル

事業所も
地域の一員です！
協力してごみを
減らしましょう！

マイバッグ持参運動の奨励

・ごみ減量・リサイクル優良事
業所認定事業

納品時の梱包を簡易もしくは再利用できるものにする

4
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・多量排出事業者の減量義務
・事業所ごみの処理責任

古紙リサイクル

・事業所ごみの分別・処理方法

事業所から排出される紙類を分別してリサイクルしましょう。
分別すれば、環境にやさしい上に、事業所の経費節減にもなります。
■リサイクル可能な紙の種類
（3種類に分別してください）

1.新聞紙 2.ダンボール
ざつ
3.雑誌・雑がみ（OA用紙、パンフレット、
菓子箱、ビニールを取ったティッシュ
箱など）

・ごみの正しい出し方

※ 感熱紙、カーボン紙、ビニール加工紙、銀紙、
ワックス加工紙、油紙などは回収できません。
※ 古 紙 回 収 業 者 に よ っ て は、牛 乳 パ ッ ク や
シュレッダー紙も収集できます。
古紙回収業者については、市環境・最終処分
場対策課に問い合わせてください。

・事業所で進めるごみ減量・
リサイクル

事業所古紙戸別回収事業
事業の説明

事業所から排出される古紙（新聞紙、OA用紙、ダンボール等）を月１回無料で戸別回収し
ています。

・事業所古紙戸別回収事業
・古紙リサイクル

Q&A

●どうしたら集めてくれるの？

市環境・最終処分場対策課へ電話にて登録の申込をしてください。

●いつ回収されるの？
地域によって異なります。詳細は下表を参照してください。

北・東 地 区

中央・南地区

第三水曜日
第四水曜日

●古紙の量が多いので月１回では足りない。
・ごみ減量・リサイクル優良事
業所認定事業

多量排出事業所については個別に対応させていただきますの
で、環境・最終処分場対策課までご相談ください。

ohnojo-gomi.indd

●回収日当日に雨が降ったら回収するの？

小雨程度なら回収します。大雨の場合は環境・最終処分場対策
課までお問い合わせください。
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・多量排出事業者の減量義務
・事業所ごみの処理責任

ごみ減量・リサイクル推進事業所登録・優良事業所認定事業

・事業所ごみの分別・処理方法

大野城市では、ごみの減量や資源のリサ
イクルに積極的な取り組みを行っている事
業所を「ごみ減量・リサイクル推進事業所ま
たは優良事業所」として登録・認定し、その
取り組み内容を広くPRすることで、市民・事
業者・行政が一体となって循環型社会の形成
に取り組んでいます。

・ごみの正しい出し方

◇推進または優良事業所に登録・認定されると・・・
・環境に配慮している企業としてPRされること
により企業イメージの向上に繋がります。
・廃棄物処理経費を可視化することによりコス
ト意識が高まり、ごみを減量することによっ
てコスト削減に繋がります。
優良認定ロゴマーク

推進登録ロゴマーク

・事業所で進めるごみ減量・
リサイクル

◇対象となる事業所
・市内に所在する事業所。ただし、申請
日の１年前の日以降に法令違反した
事業所を除きます。
◇登録、認定期間
・登録または認定を受けた日から２年
間です。

平成28年度優良事業所表彰式の様子
※認定基準〔抜粋〕

項

目

内

容

適正処理

◆市の分別基準に従ってごみを処理している
◆廃棄物・リサイクルに関する責任者を設置している

発生抑制

◆商品の納品を簡易包装または再利用できる箱で行っている
◆買い物袋持参運動、レジ袋削減運動を励行している

再利用・
再生利用

◆チラシ、包装紙等に再生紙を利用している
◆剪定枝や木製家具などを資源物として排出している

啓
発
活 動 等

◆リサイクル情報、不用品交換情報の場を提供している
◆ISO14001または相当規格の認証を取得している

など

・ごみ減量・リサイクル優良事
業所認定事業

・環境・最終処分場対策課に申請
書 を 提 出 し、認 定 基 準 の 各 項
目で一定基準以上達成してい
ると認められれば推進事業所
と し て 登 録、優 良 事 業 所 と し
て認定されます。
優 良 事 業 所 の 中 で も、さ ら
に高い基準を達成している事
業所には表彰状を授与します。
※推進事業所と優良事業所では
項目は同じですが、達成基準
が異なりますので注意してく
ださい。

・事業所古紙戸別回収事業
・古紙リサイクル

◇登録、認定方法

など
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クリーン・エネ・パーク南部

名称
住所

クリーン・エネ・パーク南部
（福岡都市圏南部工場）

春日大野城リサイクルプラザ
春日市春日公園６丁目２番地

春日市大字下白水104番地５

ごみの種類

可燃、粗大ごみ（可燃性）

受付時間

月～土曜日（休日・祝日も可）
午前８時半～午後４時

大野城環境処理センター
大野城市大字牛頸2472番地

ビン・缶、その他の燃えないごみ、ペ せん定枝、枯草・枯木・枯葉、刈草、
ットボトル・白色トレー、有害ごみ
廃木材・木製家具
（蛍光管・乾電池）、粗大ごみ（不燃性）

休み

日曜日
年末年始
１月上旬～下旬
（定期点検のため）

月～金曜日（休日・祝日除く）
３回目の日曜日
午前８時半～ 11時半
午後１時～４時

月～金曜日（休日・祝日除く）
３回目の日曜日
午前９時～正午
午後１時～４時

土曜日
日曜日（３回目の日曜日以外）
休日・祝日
年末年始

土曜日
日曜日（３回目の日曜日以外）
休日・祝日
年末年始

※年末年始及び定期点検休みの詳しい日程については市広報、ホームページで確認してください。

事前予約

必要
電話（433－8234）もしくは
インターネットサイト
（https://uketuke-kankyo.city.
fukuoka.lg.jp/）
で持ち込む30分前までに予約して
ください。

注意事項

〒816－8510大野城市曙町2－2－1

大野城市環境・最終処分場対策課
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不要

・適正処理困難物や産業廃棄物は持 ・家電リサイクル法対象商品（テレビ、 ・長辺が２メートル以内のものにして
ち込み出来ません。
冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア
ください。
コン）は持ち込むことができません。 ・土、石、人 力 で 取り外 せるプ ラス
・パソコン、ディスプレイを持ち込む
チック・ビニール・金属・紙などは取
ことは出来ません。
り除いてください。
・処理困難物や産業廃棄物を持ち込 ・運搬用のパレット等の産業廃棄物
むことは出来ません。
は持ち込むことができません。

問い合わせ先

ohnojo-gomi.indd

不要

TEL 092-580-1889

FAX 092-572-8432

recycle@city.onojo.fukuoka.jp
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