
○家庭用ごみ指定袋料金 ○事業所

・１級事業所

もえるごみ（大）

もえるごみ（中）

もえるごみ（小）

もえるごみ（ひも）

もえないごみ（大） ・２級事業所

もえないごみ（小）

ビン・カン（大）

ビン・カン（小）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装（大） ※１級事業所とは、１日の排出量５０kg以上

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装（小） 　２００kg未満の事業所。

粗大シール ※２級事業所とは、１日の排出量５kg以上

※「ひも」は5枚1組、「粗大シール」は1枚、 　５０kg未満の事業所。

それ以外の袋は10枚1組の価格です。

○遠賀・中間ﾘﾚｰｾﾝﾀｰ自己搬入料金（ごみの持ち込み） ○事業所用ごみ指定袋料金

もえるごみ（特大）

もえるごみ（大）

１０㎏未満 もえないごみ

１０㎏以上１０㎏毎に ビン・カン

※袋は全て、１０枚１組の価格です。

 人頭制　（普通汲取式）

一般家庭の普通汲み取り式便所

 人頭制　（無臭式）

一般家庭の無臭トイレ

 従量制

事業所、事務所、営業所等及び人頭

制の確認できない一般家庭並びに簡

易水洗式便所

１８ℓにつき １８ℓにつき

１９８円 １９４円

２２０円

区　　分

月額１人につき 月額１人につき

５３３円 ５２３円

改定 現行

２２０円 ２１６円

現行
１回の搬入毎に次により算出した額

４６７円 ４５９円

７４８円 ７３４円

７４８円 ７３４円

３２１円 ３１５円２１６円

区　　　　　　　分 改　　定 現　　行

月額１人につき 月額１人につき

３２１円 ３１５円 月額１１,９１３円以内 月額１１,６９６円以内

１,１００円 １,０８０円

２１４円 ２１０円

３２１円 ３１５円

２１４円 ２１０円

５２４円 ５１５円

区　　分 改定

７３４円

４８０円 ４７１円 改定 現行

７４８円

区　　分 改定 現行

７４８円 ７３４円 ※1回排出量500kgまで毎回

６１４円 ６０３円 改定 現行

４８０円 ４７１円 ３,８３９円以内 ３,７６９円以内

３７４円 ３６７円

消費税率改定に伴い、ごみ・し尿の料金を

令和元年１０月１日から改定します。
令和元年１０月１日から、消費税率が８％から１０％に引き上げられます。このため、ごみとし尿に係る料金について、

下記のとおり消費税引き上げ相当分の料金改定をいたしますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

ごみ収集運搬手数料

ごみ処理施設使用料

し尿収集運搬手数料

〒811-4303

遠賀郡遠賀町大字今古賀603-1

遠賀・中間地域広域行政事務組合

ごみ 業務第１課

し尿 業務第２課
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それ以外の袋は10枚1組の価格です。
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２２０円 ２１６円
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１回の搬入毎に次により算出した額
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３２１円 ３１５円２１６円

区　　　　　　　分 改　　定 現　　行

月額１人につき 月額１人につき

３２１円 ３１５円 月額１１,９１３円以内 月額１１,６９６円以内

１,１００円 １,０８０円

２１４円 ２１０円

３２１円 ３１５円

２１４円 ２１０円
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区　　分 改定

７３４円

４８０円 ４７１円 改定 現行

７４８円

区　　分 改定 現行

７４８円 ７３４円 ※1回排出量500kgまで毎回

６１４円 ６０３円 改定 現行

４８０円 ４７１円 ３,８３９円以内 ３,７６９円以内

３７４円 ３６７円

消費税率改定に伴い、ごみ・し尿の料金を

令和元年１０月１日から改定します。
令和元年１０月１日から、消費税率が８％から１０％に引き上げられます。このため、ごみとし尿に係る料金について、

下記のとおり消費税引き上げ相当分の料金改定をいたしますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

ごみ収集運搬手数料

ごみ処理施設使用料

し尿収集運搬手数料

〒811-4303

遠賀郡遠賀町大字今古賀603-1

遠賀・中間地域広域行政事務組合

ごみ 業務第１課

し尿 業務第２課

　消費税率改定に伴い、ごみ・し尿の料金を
令和元年１０月１日から改定します。
　令和元年 10月１日から、消費税率が８％から 10％に引き上げられます。このため、ごみとし尿に係る料金について、
下記のとおり消費税引き上げ相当分の料金改定をいたしますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
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