
××

４/４　５/２　６/６

７/４　８/１　９/５

10/３　11/７　12/５

１/９　２/６　３/６

×

４/６　５/11　６/１

７/６　８/３　９/７

10/５　11/２　12/７

１/４　２/１　３/１

※ごみの出し方などについては、八戸市ホームページでもご覧になれます。　【八戸市 ごみの出し方】で検索

収集に関するお問合せは清掃事務所 (電話 :27-4511 FAX:27-7866 )へ

毎週火･金曜毎週月･木曜

毎月第１月曜毎月第１金曜毎月第１火曜

市内全域 毎週水曜

毎月第１木曜

市内全域毎月第１・第３水曜

鮫　　 白銀
湊　     上長
美保野

根城　　大館
三八城　南浜
白山台

長者 　豊崎
下長 　市川 館　柏崎　南郷

※５/４、１１/ 23、１/１は収集しません ※５/５、１１/３、１/２は収集しません

※５/３、 １/３、３/21は収集しません

粗大ごみ

新聞紙

段ボール

燃やせない
ごみ

　★印は
　振替収集日

燃やせる
ごみ

平成 29 年度収集カレンダー

第５水曜日は缶・びん・ペットボトルに
限り収集します

集積所には出せません。電話で回収の予約をしてください。

市内全域毎月第２・第４水曜

★ ★

缶　びん
ペットボトル

雑誌･チラシ
その他紙
古布

（吸水性のあるもの）

地区名

「ごみ出しのルール」もご確認ください

※８/１１は収集します

広 告 広告内容に関する質問は、各事業者に直接お問合わせください。

平成 29年度
八　戸　市 家庭ごみの分け方・出し方

※5/3、1/3、3/21は収集しません

4

★★
４/７　５/12　６/２

７/７　８/４　９/１

10/６　11/10　12/１

１/５　２/２　３/２

４/３　５/１　６/５

７/３　８/７　９/４

10/２　11/６　12/４

１/15　２/５　３/５

！ 他地区へのごみの持ち込みは止めましょう
ごみ集積所は町内会等で管理しています。
他の地区へごみを持ち込むと、集積所を管理している町内会等の住民の負担が増えます。
ごみは自分が住んでいる場所の集積所に出してください。

４/５ ・ ４/19

12/６ ・ 12/20

５/３ ・ ５/17
９/６ ・ ９/20
１/３ ・ １/17

６/７ ・ ６/21
10/４ ・ 10/18
２/７ ・ ２/21

７/５ ・ ７/19
11/１ ・ 11/15
３/７ ・ ３/21

８/２ ・ ８/16

粗大ごみ予約受付センター(電話:70-7155)

★

４/12 ・ ４/26
８/９ ・ ８/23
12/13 ・ 12/27

５/10 ・ ５/24
９/13 ・ ９/27
１/10 ・ １/24

６/14・ ６/28
10/11 ・ 10/25
２/14 ・ ２/28

７/12 ・ ７/26
11/８ ・ 11/22
３/14 ・ ３/28

是川小中野
吹上 江陽

八戸市沼館一丁目 7-35 ℡22-4655



広 告 広告内容に関する質問は、各事業者に直接お問合わせください。

ごみの減量・分別のポイント＊＊＊ ＊＊＊ ※詳細は
　各項目参照

◎収集日の朝 8時 ( 早朝収集地区は朝 6時 30 分 ) までに出してください。
◎土･日･祝日、平成 29 年 12 月 31 日～翌年 1月３日は集積所からの収集は休みです。
　※「燃やせるごみ」に限り、月曜日・火曜日が祝日・振替休日の場合及び 8月 11 日は収集します。

◎家庭ごみを出すには、市の指定ごみ袋又は粗大ごみ処理券が必要です。
　右の取扱店ステッカーを掲示しているお店でご購入ください。
　袋・券の購入時にごみ処理手数料を支払っていただく有料化方式です。コスト意識を持って減量に努めましょう。
　■指定ごみ袋 10 枚入 (20ℓ:150 円、30ℓ:200 円、45ℓ:300 円 )　　■粗大ごみ処理券 １枚 510 円

◎一度に出せるごみは２袋までです。
◎集積所に備付けの箱に入れる、または網をしっかりかけるなど、カラス対策を行ってください。
◎缶・びん・ペットボトルと新聞紙、段ボール、雑誌・チラシ、その他紙などはできるだけ集積所内で重ならないように出してください。

ごみ出しのルール

【良い入れ方】
■ ごみが袋に収まっている
■ 袋の口が結んである

集
積
所
へ
の
出
し
方

 

時 

間

袋
・
券

【悪い入れ方】×
洗剤
スプレー
ガス

■ 分別されていない
■ごみが袋に収まっていない
■ 袋の口を結んでいない
■ ガムテープや複数の袋を使っている収集しません ！

場 

所

対
象
外

◎事業活動に伴って出たごみや資源物は集積所に出せません。
　自らまたは収集運搬業者に依頼し、処理施設及び古紙取扱業者等に搬入してください。

◎自分の住んでいる場所の集積所に出してください。他の地区には出さないでください。
　※集積所は町内会等で管理しています。集積所の場所については自分の住んでいる地区の町内会にご相談ください。

その他紙の出し方

生ごみの減量
生ごみの約８割が水分です。
生ごみの水気を切ることで、
簡単にごみの減量に取り組むことができます。
水切りの３つのポイントをおさえてごみを減らしましょう。

①ぬらさない

～水切りで生ごみを減らそう～

②捨てる前にひと絞り ③乾かす

ひと絞りで約30gの減量

▲

▲

▲http://www.kankyougijutsu.co.jp　　E-mail:honsya@kankyougijutsu.co.jp

環境技術株式会社

私たちは、地域の環境づくりに貢献します。
おかげさまで55周年

TEL．0178-20-2666   　 FAX．0178-20-3979

一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物中間処理・最終処分場
各種タンク清掃・洗浄・維持管理
濃度計量証明事業　再生油製造業

〒039-1168 　八戸市八太郎六丁目12番4号

小型家電回収ボックスの投入口を拡張しました
平成28年11月より、小型家電回収ボック
スの投入口が大きくなりました。
また、新たに次の５ヶ所に回収ボックス
を設置しました。

（ほか市内13ヶ所に設置　詳細は裏面参照）

・小中野公民館
・根城公民館
・ホーマック（長苗代店、白山台店）
・イオン八戸田向店

折りたたむ・小さくする

八戸
市　
環境
部　
環境
政策
課

主事
　  
 八戸
　太
郎　

××
×ー
××
××

　八
戸市
内丸
一丁
目１
－１

　T
EL　
017
8-×
×-×

××
×

　F
AX　

017
8-×
×-×

××
×

小さな紙などは、古封筒へ
　　　　 （散らばる心配がありません）

▷その他紙は紙ひもで束ねましょう
第２・第４
水曜日に
集積所へ

束ねにくいものは大きな封筒や
紙袋にまとめて入れて出せます

▷雨の日はできるだけ次の収集日に
　出すようご協力ください

～その他紙は大切な資源です～

Tissue Tissue Tissue Tissue Tissue Tissue

キャップをはずしましょう

　キャップはリサイクルに支障を
　来たす異物です。
　びんやペットボトルのキャップは
　必ずはずしてリサイクルにご協力
　ください。

～正しく分別してリサイクル～

水曜日に資源物として回収している、缶・びん・ペットボ
トルに近年、キャップが付いたままのびんやペットボトル
の混入が増えています。
金属製のキャップははずして燃やせないごみへ、
プラスチック製のキャップははずして燃やせるごみか
集団回収へ出しましょう。

わけてみなイカくん



プラスチック製品

 燃やせるごみ　　　　　　　　　【指定ごみ袋】

ライター

ガスを抜く

ゴム

革･ゴム製品

※一度に出せるごみは
　２袋までです。

発泡スチロール スキー靴

バケツや洗濯ハンガーなど
大きめのプラスチック製品
 （おおむね45L袋に入るサイズ）

■次のものも燃やせるごみへ
　・貝殻　・アルミはく　
　・使い捨てカイロ　・乾燥剤
　・保冷剤　　・ペット用トイレの砂　など

■プラスチックと金属の混合製品などは、
　プラスチックの割合が多ければ燃やせるごみへ

■在宅医療廃棄物（注射器など）は、薬局・病院に返すか、
　家庭から直接廃棄する場合は燃やせるごみへ

ポリタンク
　(18㍑)

スケート靴

電球・LEDランプ
グローランプ

■電池は「有害ごみ」へ（裏面参照）
　（電化製品から抜くこと）

■割れたガラスや刃物は、紙などで包む
■ストーブ、ポリタンク、塗料缶、スプレー缶、
　カセットボンベなどは、中身を抜く
　 （処理の際に出火原因となり危険）

  燃やせないごみ　　　   　　　　　  【指定ごみ袋】

  ガラス
陶磁器類

※一度に出せるごみは
　２袋までです。

■スプレー缶は、中身を使い切り、火気のない
　風通しの良い屋外で穴を開ける。
※スプレー缶の中にガスが残っていると、
　 爆発する危険性があります。

スプレー缶の出し方▲！
カセットボンベの出し方

※中身が残っている場合、危険ですので絶対に
　 穴を開けないでください。

▲！
■中身が残っているカセットボンベの処理については、
　一般社団法人日本ガス石油機器工業会
　カセットボンベお客様センターへ
　（電話：0120-14-9996　受付：月～金曜日10：00～17：00）

電化製品など

飲料・調味料の
ペットボトル

　　飲料・酒類・ドリンク剤
ジャム・コーヒー・飲み薬のびん

   飲料の缶
食品の缶詰

飲料や食品が入っていた容器が対象

金属類(口が大きい
菓子の缶等も含む）

紙おむつ

ペットボトルの
キャップ・ラベル

びんのキャップ

毎週水曜日

週 ２ 回

月１回（第１週）

【（半）透明の袋    　  　　　    】※中身が見えにくい袋には
　入れないでください。缶･びん･ペットボトル　　    

■びんのラベルははがさなくていいです
■缶のタブは外さなくていいです
■缶詰の外れたふたは「燃やせないごみ」へ
　（外れていない場合は缶本体と一緒に資源物へ）
■粉ミルクの缶など、深さが15ｃｍ以上のものや
　菓子の缶など口が大きい缶は「燃やせないごみ」へ

　　  生ごみ
（水気を切りましょう） 草木

小型の家電は回収ボックス
を活用ください。（裏面参照）

　　　缶やペットボトルはつぶさないでください。
　（八戸リサイクルプラザでは、風力等で機械選別しているため、
　  つぶすと正しく分けることができなくなってしまいます。）

注意

缶 びん ペットボトル

 ラベルをはがす

中身が見える(半)透明の袋に入れ、水曜日に集積所へ
　　　　　　（缶・びん・ペットボトルは同じ袋で出せます）

※汚れが取れない場合は
　 缶・びん→燃やせないごみ　ペットボトル→燃やせるごみ

水で中をすすぐ（缶・びん・ペットボトル共通）

缶・びん・ペットボトルの出し方

容器包装プラスチック製品

草はなるべく
乾燥させましょう

　（注射針は、薬局または医療機関が
　　無料で提供しているステッカーの貼られた
　　専用容器に入れ、フタをきちんと閉めた状態で出す）

　　　　キャップを外す
　金属製のキャップ→燃やせないごみ
　プラスチック製のキャップ→燃やせるごみ

ラベルは燃やせるごみへ

電気毛布・電気カーペット

缶・びん・ペットボトルとして出してはいけないもの

※これらが混入するとリサイクルに支障を来すので、
　 絶対に混ぜないでください。

キャップ、キャップつきの容器、割れたもの、茶碗などの
陶磁器、ガラス食器や哺乳瓶などの異質ガラス、中身が
残ったままのもの



■異物は取り除く
　例：テープ類、緩衝材の発砲スチロール、滑り止めのロウ
■ひもでしっかりしばる（紙ひも推奨）
■新聞紙（チラシを混ぜない）と段ボールは別々に束ねる
■段ボール箱は折りたたんでしばる（箱のまま出さない）

新聞紙 / 段ボール
第
１
・
３
水
曜

【ひもでしばる】
紙類の出し方の注意

※ガムテープで止めたり、ビニール袋に入れたりしない
※雨の日はできるだけ次の収集日に ▲！

■雑誌・チラシはまとめて束ねて構いません
■異物は取り除く
　例：バインダー、ファイル、付録のCD、図鑑などのハードカバー
■ひもでしっかりしばる（紙ひも推奨）
■「その他紙」と分けて束ねる

紙袋、包装紙パッケージや
台紙、紙箱等

紙でできた
卵パック

Cookie
Cookie Beer

350ml×6缶 50 八
戸　

太
郎　

様

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
一-

一

本、ノート、雑誌、広告チラシ
コピー用紙、学校のプリントなど

古布（吸水性のあるもの）　　【（半）透明の袋　                         】

Tissue

金具等をはずす フィルムをはがす

Tissue Tissue Tissue Tissue Tissue Tissue

■紙以外の異物は取り除く
■紙ひもでしっかりしばる
■飛び散らないようにする
■断面が波目の紙は
　「段ボール」へ
■その他紙として出せない
　ものは「燃やせるごみ」へ

はがき

雑誌・チラシ
第
２
・
４
水
曜その他紙

カレンダー ラップの芯、箱 封筒 ティッシュの箱

※ その他紙として出せないもの

■衣類、タオル類、シーツなどで素材が主に綿（めん）のもので吸水性のあるもの

たたんでしばる

大きな封筒や紙袋
にまとめて入れて
紙ひもでしばって
出せます。

※中身が見えにくい袋には
　入れないください。

■吸水性の悪いもの・裏地のあるもの
　（ジーパン、ジャンパー、コート、セーター、スーツなど）
■わたが入ったもの（布団やぬいぐるみ）
■３０cm×３０cm未満の小さいもの
■カーペット、カーテン類
■汚れがひどいもの、濡れているもの 30cm

未満

　集められた古布は、主に工業用雑巾（ウエス）となるため、
次のものは対象外です。

※ 古布として出せないもの

食品が触れた紙

においがついた紙 写真 ビニールコート紙

感熱紙（レシートなど）複写の紙（配達伝票など）

【ひもでしばる】

【紙ひもでしばる】

トレーナー パジャマ

タオル類

シャツ類

ベビー服



埋立処分するごみ
引越しなどで大量に出るごみ　

【量に応じて料金がかかります（現金で清算）】

民間のごみ収集業者（有料）に依頼してください。
自分で持ち込めない場合

八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会　電話：27-8282  FAX：44-2625【連絡先】

■搬入者でごみの荷下しが必要
■燃やせるごみと燃やせないごみを混載で
　運ぶ場合は、あらかじめ分別して持ち込み
■指定ごみ袋や粗大ごみ処理券は不要
■家電４品目（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫）
　やパソコンは不可
■木（塩化ビニルのパイプ等も含む）の部材は、
　下記のサイズにしてから持ち込み
　 直径10㎝以下・長さ50㎝以下のものは八戸清掃工場　
       上記サイズを超え、直径15㎝以下・長さ150㎝以下のものは八戸リサイクルプラザへ

自分で持ち込む場合

指定ごみ袋に入りきらないもので、
大人２人で運べるもの

電話：70-7155
受付：月～金曜日（年末年始・祝日休み） 
　　8：30～16：30

（FAX：70-7160）
粗大ごみ予約受付センター　

【粗大ごみの予約受付先】
　粗大ごみの出し方
①粗大ごみ予約受付センターへ電話
②「粗大ごみ処理券」を購入
　（指定ごみ袋販売店にて）
③処理券に名前を記入し、粗大ごみに貼る
④予約日の朝８時までに、玄関先などへ
　（朝８時から夕方４時の間に回収）

状態の良い家具・自転車をリサイクル
　八戸リサイクルプラザでは、週１回、状態の良い家具
    と自転車に限り、無償で引き取りを行っています。
　※自転車については防犯登録の抹消手続きをお願いします。
　引き取ったものは、定期的に申込受付・抽選を行い、必
　要としている方へ低価格または無料で提供しています。

状態の良いものはごみとして捨てる前に
八戸リサイクルプラザへお問い合わせください。

【お問合せ先】
  八戸リサイクルプラザ   電話：70-2396 FAX：23-5396
  開館時間9:00～17:00   休館日：月曜日・年末年始

田面木橋

至 是川

至 是川

八戸広域農道
至 

南
部
町

清掃事務所
八戸清掃工場
八戸ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ

国
道
３
４
０
号

八
戸
自
動
車
道

八戸IC

八戸高専

八戸ニュー
タウン

ユニバース

グランドサンピア八戸

サークルK

田面木橋

白山台大橋白山台大橋

沢里橋

至 八戸市街至 根城

至 南郷

案　内　図

八戸市
最終処分場

至 八戸駅

八
戸
広
域
農
道

清掃
事務所

至 ニュータウン

至 南部町

八戸リサイクル
プラザ

八戸清掃
工場

サンクス

至 田向

埋立処分するごみ

持込先 八戸清掃工場 八戸リサイクルプラザ 八戸市一般廃棄物最終処分場
電　話 電話:27-1351 FAX:27-9707 電話:70-2396 FAX:23-5396 電話:27-4511 FAX:27-7866

受    入
日    時

場　所 八戸市大字櫛引字取揚石1－1 八戸市大字櫛引字山田山1－1

※12月29日は受入れします

月～金曜日（年末年始・祝日休み）
9:00～12:00・13:00～17:00

燃やせるごみ
カーペット・ふとん
枝木など

燃やせないごみ
家具、家電、粗大ごみなど　対　象

引越しなどで大量に出るごみ

月～金曜日（年末年始・祝日休み）
9:00～12:00・13:00～16:00

料　金 50㎏までごとに150円50㎏までごとに150円 10㎏までごとに50円
八戸市大字櫛引字湯ノ沢2－6

※12月29日は受入れします

ボウリングのボール
土・石・ブロックなど

(集積所での収集へ)

※資源物は受入れ
　していません

電話予約制粗大ごみ　　　　　　　　   　　 【粗大ごみ処理券】
■原則、粗大ごみ１個につき粗大ごみ処理券１枚
　【例外】２個まで１枚：布団・スコップなど　　
　　　　３個まで１枚：１段タイプの衣装ケース
　　　　５個まで１枚：傘・座布団・釣竿など
　　　　１セットで１枚：スキー板・コンポ・こたつと天板など
■応接セットはソファーごとに１枚、二段ベットは１段につき１枚
■１回の回収で出せるのは５点まで

510

（収集に出せるものは、なるべく集積所へ出してください）



家電４品目 家電４品目はリサイクルが義務付けられています。

ブラウン管テレビ
　エアコン

洗濯機 冷蔵庫・冷凍庫 ※室外機と一緒に
　処分可能です。

４０

　薄型テレビ
（液晶・プラズマ） 衣類乾燥機

乾燥機

※メーカー・サイズにより料金が異なります。
　郵便局に行く際には、処分する家電のメーカー・サイズ（テレビの画面サイズ、
　冷蔵庫・冷凍庫の容量）を控え、郵便局備付けの案内で確認してください。
　(一財）家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページでも
　確認いただけます。　　　　　   　「家電リサイクル料金　一覧」検索

【リサイクル料金】
■ブラウン管、薄型テレビ
　1,700円～3,415円
■エアコン
　900円～
■洗濯機・衣類乾燥機
　2,300円～3,065円
■冷蔵庫・冷凍庫
　3,400円～5,590円
(注）別途消費税等がかかります。

(Ｈ28．12現在）

■「小型家電回収ボックス」に入るパソコン（付属品）は「小型家電回収ボックス」（P７参照）へ
■マウス、キーボード、スピーカーなどの標準付属品は、パソコンと一緒に回収可
■プリンター、スキャナー、ワープロ専用機などは対象外、「小型家電回収ボックス」か「燃やせないごみ」、「粗大ごみ」へ

注意点

回収受付窓口 各メーカーのホームページに掲載されています。
メーカー不明の場合や自作パソコンは、(一社)パソコン３Ｒ推進協会
（電話：03-5282-7685　http://www.pc3r.jp/）で確認いただけます。 パソコン用

ディスプレイ
デスクトップ型
パソコン本体

ばいお

  ディスプレイ
一体型パソコン

【対象となる機器】

ノート型
パソコン

処分の仕方
①回収申込み

②回収・リサイクル料金
　支払い ③エコゆうパック伝票送付

⑤郵便局に持ち込み又は
　エコゆうパックの戸口引き取りを依頼

各メーカー等の
受付窓口

郵便局

お客様
④梱包して
　エコゆうパック
　伝票を貼付

金融
機関等

このマークが付いているパソコンは
②が原則不要です。

↑

その他 　処理料金は、各店舗などへお問合せください。

パソコン

行政で処理できないごみ

■取扱店などで回収できない場合は、民間の廃棄物処理許可業者に
　処理を依頼してください

バイク

登録販売店・
整備業者

廃棄二輪車
取扱店・
指定引取窓口

二輪車リサイクルコールセンター
　電話：050-3000-0727
                                (処理費用 無料)

販売店などの
特定窓口

自動車リサイクルシステム
コンタクトセンター
　電話：050-3786-7755

㈱消火器リサイクル推進センター
　電話：03-5829-6773

消
火
器

バ
イ
ク

自
動
車

処分依頼先 お問合せ先
タイヤ、ホイール、ガスボンベ、ドラム缶、耐火金庫、灯油、廃油、塗料、発電機、
バッテリー、発煙筒、芝刈機や除雪機(エンジン付き)、自動車部品、ボイラー、
ピアノ、農機具、農薬、融雪剤、中身の入った缶やプラ容器（薬品、溶液、
缶詰、飲料など）、グラスウール、ロックウール、畳 など　　

■次のものは取扱店などに引き取りを依頼してください

←そのままでは
　処理不可

←12等分すれば
　「燃やせるごみ」

【例外：畳】

八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会
(電話:27-8282 FAX:44-2625)

【処理許可業者について】

※自分で持ち込めない場合はリサイクル料金支払い後、民間の廃棄物処理許可業者（有料）に依頼してください。

青森三八五流通(株)八戸支店 
電話：27-0260  FAX：27-9976　
住所：八戸市大字長苗代字上中坪35-1

指定引取場所 営業日・受付時間

月～土曜日
  8:30～12:00
13:00～16:30

月～土曜日
  9:00～12:00
13:00～17:00

トーテツ資源(株)
電話：28-5151  FAX：28-5190
住所：八戸市大字河原木字海岸17-8

　郵便局に備付けの払込用紙(家電リサイクル券)を使って、
　「リサイクル料金」を支払う

①リサイクル料金支払い 郵
便
局

　家電リサイクル券と払込受付証明書を廃家電品と一緒に持ち込む
②持ち込み

指定引取場所に持ち込む場合処分方法2

【処理許可業者について】八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会（電話：27-8282）

○販売店がわかる場合
・以前購入した店又は買い換えする店へ依頼。

・お近くの電気店にご相談ください。
○販売店が不明の場合

①引き取り依頼

③「リサイクル料金」及び
　「引き取り運搬料金」を販売店に支払う

②販売店が収集に訪問

販売店に引き取りを依頼する場合処分方法1



　 体温計
（水銀使用） 乾電池

　　　蛍光管
※電球型蛍光灯を含む

■回収協力店は、市ホームページ又は
　清掃事務所（電話：27-4511）でご確認ください
■割れた蛍光管は紙などに包んで燃やせないごみへ

 

        植物性の食用油のみ対象
(サラダ油、オリーブ油、ごま油など)

■ペットボトルなどのプラスチック製ボトルに入れ、きちんと
　フタをする（紙パック不可）
■回収ボックスの設置場所 （市内10ヶ所）
    ・コープあおもり るいけ店
    ・スーパーみなとや（尻内店、湊中道店）
    ・ユニバース（八戸ニュータウン店、根城店、小中野店、
　　　　　　　  下長店、白銀店、湊高台店、新井田店）

有害ごみ　　　 　　　　　【有害ごみ回収協力店へ】（ポスター目印）

使用済食用油  　　   　　 【できるだけ回収協力店へ】

使用済小型家電　　　　　【できるだけ回収ボックスへ】

特殊な電池の処分方法

小型家電などで使われている充電池（小型充電式電池）や
ボタン電池は販売店などの回収ボックスへ

■電池は金属端子部にテープなどを貼って絶縁する
■回収ボックス設置店は下記ホームページか環境政策課
　（電話：43-9362）でご確認ください
　・小型充電式電池  ・・・  一般社団法人 ＪＢＲＣ   　　
　　http://www.jbrc.com/recycle/kensaku.html

　・ボタン電池  　    ・・・  一般社団法人 電池工業会
   　http://www.botankaishu.jp/

家庭で使用した電池や電気で動く小型家電で
ボックス投入口に入るサイズのものが対象

■対象品目の一例
携帯電話、ノートパソコン、電話機、デジタルカメラ、
ＨＤＤレコーダ、音楽プレーヤ、ＩＣレコーダ、ＵＳＢメモリ、
メモリーカード、電子辞書、電子体温計、携帯用ゲーム機、
カーナビ、カーテレビ、ドライヤー、懐中電灯、時計など
（付属するリモコン、ケーブル、ＡＣアダプターなども対象）

自宅の庭から出た枝木草類の処理について
枝木・草・落ち葉などを野焼きすると、煙や臭い、灰の飛散により、近所迷惑になります。
枝木類は直径10㎝以下・長さ50㎝以下に裁断し、草類はできるだけ乾燥させてから出しましょう。

※枝木は直径10cm以下、長さ50cm以下に
　裁断してください。

回収ボックス

※上記の大きさに裁断できない枝木の処理については、
　八戸市一般廃棄物処理業者連絡協議会へ
   （電話：27-8282）

集積所に出す場合

■枝木に限り、袋の口が結べなくても、
　散らばらないようにひもで袋ごと
　結んでいれば出すことができます

■八戸市指定ごみ袋を使用
清掃工場に持ち込む場合
自宅の庭から出た枝木草類を、45リットル以下の（半）透明の袋に入れ、
それらの袋のみを10袋まで持ち込む場合に限り、無料となります。

■下記の場合は全て有料となります
　・他のごみや自宅の庭以外の枝木草類と一緒の持ち込み
　・袋に入っていないもの、袋入りと袋無しの一緒の持ち込み
■持ち込む際は八戸市指定ごみ袋を使う必要はありません
■有料・無料の処理に関わらず枝木は裁断してください
【お問合せ・持込先】
八戸清掃工場　電話：27-1351　FAX：27-9707
【受入日時】
月～金曜日（年末年始・祝日休み） 9：00～12:00・13:00～17：00　　　　

電球・LEDランプ・グローランプは
「燃やせないごみ」へ!

※無料回収

※無料回収

※無料回収

■電池、電球、蛍光管、インクカートリッジ、
　テレビ（家電４品目）は対象外
■個人情報は必ず消去する
■包装材（袋、箱）などから出して投入する
■家電は分解せずに投入する
■投入口に入らない家電は燃やせないごみへ
　（※投入口に入らないパソコンはメーカーによる回収へ）
■小型家電回収ボックスの設置場所

八戸市庁、南郷事務所、館市民サービスセンター、
八戸リサイクルプラザ（プラザ棟）、一部の公民館

※回収は営業時間内、開庁（館）時間内のみ

投入口サイズ　18cm×35cm

（白銀、上長、

投入口サイズ　20cm×35cm

大館、下長、吹上、是川、市川、白山台、根城、小中野）

イオン八戸田向店、DCMホーマック（長苗代店、白山台店）、
ヤマダ電機テックランド八戸店



この印刷物は111,000枚作成し、印刷経費は1枚当たり15円です。

■ごみの収集
■集積所の設置・変更・場所の確認
■間違ったごみの出し方・不法投棄の調査
■埋立ごみの持込み
■火災によって出たごみの処分手数料減免
清掃事務所（八戸市大字櫛引字取揚石 1-1）
　　　　　電話：27-4511　FAX：27-7866
■ごみ袋・粗大ごみ処理券
■資源物集団回収補助
■コンポスト容器及び生ごみ処理機購入費の補助
■集積所に出せないものの処分方法
環境政策課（八戸市江陽三丁目 1-111） 
　　　　　電話：43-9362　FAX：47-0722

■引越しなどで出るごみの持込み
■施設見学
八戸清掃工場（八戸市大字櫛引字取揚石 1-1）
　　　　 電話：27-1351　FAX：27-9707
八戸ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻ（゙八戸市大字櫛引字山田山 1-1）
　　　　電話：70-2396　FAX：23-5396

■粗大ごみの収集
粗大ごみ予約受付センター  
　　　　   電話：70-7155　FAX：70-7160
■動物死体の収集・持込み
動物死体焼却場（八戸市大字鮫町字大草離 3-14）
　　　　　　　　　　　　 電話：33-3044

【
お
問
合
せ
先 

】
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動物の死体について ※お骨はお渡しできません

9:00～16:00 八戸市動物死体焼却場
　　電話：33-3044

収集運搬担当
　　電話：090-2026-04498:00～20:00

8:00～20:00 3,600円

2,050円
八戸市動物死体焼却場
八戸市大字鮫町字大草離3-14
　　電話：33-3044

※道路などで死んでいる飼い主不明の犬や猫は無料で収集します。
　上記の収集受付へご連絡をお願いします。

収
集
受
付

持
込

お問合せ先

平日

土・日・祝日

平日 9:00～16:00

料金

第4土曜日 9:00～12:00

資源物の集団回収～八戸市リサイクルパートナー制度～

　集めた資源物の売却益は団体の収入となるほか、市からは、
回収実績に応じて補助金を交付します。地域でリサイクル活動
に取り組んでいただくようお願いします。

■対象団体 ・・・ 町内会、子ども会、PTA、婦人会　など
■対象品目 ・・・ 紙類、金属類、リターナブルびん、
　　　　　　　衣類全般（素材にかかわらず）　など
　　　　　　　※家庭から排出されたもののみ
■補助金額 ・・・ 回収量１kgあたり３円

環境政策課（電話：43-9362 FAX：47-0722）【お問合せ先】

ごみ減量出前講座について

　町内会や団体の集まりなどで、職員が出向いて、ごみの減量
講座等を行います。講座日時、内容についてはご相談ください。

【お問合せ先】　環境政策課（電話：43-9362 FAX：47-0722）

火災にあわれた方へ
　火災により焼損した残材等の処分手数料については、
減免になる場合があります。ご相談ください。
【お問合せ先】　清掃事務所(電話:27-4511 FAX:27-7866)
　　　 　 又は、環境保全課(電話:51-6195 FAX:47-0722)

全市一斉５３０運動・ボランティア清掃・ボランティア袋について

■ボランティア袋・・・・環境政策課（電話：43-9265 FAX:47-0722)
■市道の側溝清掃・・・道路管理事務所（電話：25-2131 FAX：25-0448）
■公園の清掃  ・・・公園緑地課（電話：43-9141 FAX：47-0746）
■市営住宅敷地内の清掃  ・・・市営住宅等指定管理者 　清掃テクノ・東北産業グループ（電話/FAX：73-5045）
■上記以外の公共用地の清掃・・・環境政策課（電話：43-9265 FAX：47-0722）

　まちをきれいにするには、市民のみなさんの協力が大切です。
　八戸市環境美化協議会が主催している「全市一斉５３０運動」や町内会等の
清掃活動には、積極的に参加しましょう。

春   平成29年  ４月16日（日）
夏   平成29年  ７月16日（日）
秋   平成29年  11月12日（日）

【お問合せ先】
 八戸市環境美化協議会事務局（環境政策課内）
 電話:43-9362 FAX:47-0722

美化ちゃん

全市一斉５３０運動

【お問合せ先】

　個人や団体が行うボランティア清掃については、専用のボランティア袋が活用
できますので、環境政策課又は町内会長・ごみ減量推進員へご相談ください。
　※ボランティア袋は私有地の清掃には使えません。
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