令和 2 年度

黒石市

家庭ごみの分け方・出し方

燃やせるごみ
週2回

曜日

●木くず類
●生ごみ類
●その他

資源ごみ

●紙くず
●布類・革製品

月2回

指定袋に入れて燃やせるごみの
ステーションへ出してください
◎祝日・振替休日は収集します。

木くず類
※枝木などは長さ50㎝以下、太さ10cm以下に
切って、ひもで束ねてください。

※紙おむつは汚物をトイレに捨ててから
紙などに包んで入れてください。

布類・革製品
●革ジャケット
●靴
●こたつ布団、毛布 など
●木箱 ●保冷剤
●長靴 など

その他

ガラス・陶磁器

その他

●鏡
●蛍光灯
●コップ、茶碗 など

●乾燥剤 ●使い捨てカイロ ●傘
●家電リサイクル法指定物以外の家電
（炊飯器、掃除機、プリンター）
●ペンキが入っていた空き缶
●ガスコンロ ●ペット用の砂 など

曜日

●カセットコンロ用ガスボンベ
●各種スプレー缶
穴あけ不要
●ライター

使い切って（穴はあけないでください）
燃やせないごみのステーションの
黒色のネットへ入れてください

危険物回収用
ネット

び

ん

衣類・布類

●飲料、食料品用 ●化粧品用
●飲み薬用

●スーツ ● T シャツ ●ズボン
●タオル ●シーツ ●ハンカチ など

※水で軽くすすいでください。

ステーション備え付けの青いネットへ

廃乾電池・充電池

※カビや汚れ、穴あきや匂いがないものに限ります。
※まとめて縛るか、紙袋へ入れて出してください。

茶色

ステーション備え付けのBOXへ

粗大ごみの収集は
申し込みが必要です

粗大ごみ申し込みの流れ

※乾電池は外してください。

1点で500円

5点で500円

1辺が120㎝以上のごみ

1辺が120㎝未満のごみ

●ベッド ●タンス
●学習机 ●オルガン
●スプリングマットレス
●タタミ（ 4 分割にして束ねる）
●ソファー（ 2 人掛け以上）など

●石油ストーブ、ファンヒーター
（油を抜いてください）
●布団、毛布（1枚単位）
●衣装ケース ●スキーセット
●イス、ソファー（1人掛け）など

Ni-Cd

Ni-MH

Li-ion

Pb

ニカド電池

ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

小形シール
鉛蓄電池

●デジタルカメラ ●ビデオカメラ ●音楽プレーヤー ●電話機
●電気延長コード
●ゲーム機
●ケーブル類（USB・LANケーブルなど）

公民館や市役所の回収 BOX へ

収集できないごみ
家電リサイクル法対象製品

※個人情報は削除してください。

※投入した家電は取り出す事ができません。

市役所、公民館、その他にある回収BOXへ

●家電リサイクル法対象製品
●家庭用パソコン
●特殊なごみ

家庭用パソコン
●デスクトップ型パソコン
●ノートパソコン

●テレビ ●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●洗濯機
●エアコン など
※処分はいずれも有料です。

処分には 2 種類の方法があります。
いずれかの方法で処分してください。
❶リネットジャパンリサイクル㈱の
ホームページまたは、FAX で申し込みをする方法。
※申込専用 FAX 用紙については、
市民環境課までお問合わせください。
※指定サイズのダンボール 1 箱分は無料です。
（サービス追加で有料の場合もあります。）

処分には 3 種類の方法があります。
いずれかの方法で処分してください。

【 注意 】

収集場所に出さないで
ください

特殊なごみ
市では処理できません。
購入先・廃品回収業者・処理専門業者へ
ご相談ください。
【処理困難物】
●廃タイヤ ●土砂 ●石類 ●コンクリート など

●ホームタンク ●ドラム缶 ●バッテリー
●消火器 ●機械本体及び部品 など

リネットジャパン
検索
http://www.renet.jp/

トーテツ資源㈱弘前営業所
南津軽郡田舎館村川部下船橋 64-3
☎ 58 -4725

❷廃棄するパソコンのメーカーに直接申し込んで
収集を依頼する方法。
※申し込み先の確認は、
パソコン 3R 推進協会のホームページ
http://www.pc3r.jp/ または
☎ 03 -5282-7685 でご確認ください。

【危険物】
●薬品類 ●シンナー ●ガスボンベ
●塗料 ●廃油 など

※PC リサイクルマーク
がある場合は
メーカーが無償で回収します。

お 願 い

】

・ごみは、収集日当日の朝 8 時までにお住いの町内のごみステーションに出してください。
・一度に出せるごみは指定袋 5 袋までです。
・分別していないごみや、指定袋以外の袋に入れて出したごみなどは、収集しません。
・危険ごみは燃やせないごみの日に収集します。
・資源ごみのネットは持ち帰らないでください。
・事業所から出たごみは、事業者の責任により処理してください。
・指定袋には町名、氏名の記入をお願いします。
・分別収集にご協力をお願いします。

【処理施設への搬入】

1 ．毎月 20 日までに電話・FAX または市民環境課窓口で申し込む。 粗大ごみ品目一覧表（別刷）
☎︎ 0172-52-2111（内線 123・124） FAX 52-2405
に詳しく分類されていますので、
※品目、サイズ、数量を正確に伝えてください。
そちらもご覧ください。
2 ．申し込み後、粗大ごみ処理券を市内の指定取扱店で購入する。
3 ．翌月第 1 水曜日の収集日に、処理券を貼って朝 8 時までに自宅前に出す。
※処理券には町名、氏名を書いてください。
※アパートなどは 1 階まで降ろしてください。
※建物内に入ることはしません。立会不要です。

公民館や市役所の回収BOXへ

●25㎝×15㎝の投入口に入る使用済み小型家電

・市役所 ・市内10地区公民館、センター ・スポカルイン黒石
・農協支店（浅瀬石・六郷・山形） ・コープあおもり ・ベニーマート黒石店
・ホーマック黒石店 ・ヤマダ電機テックランド黒石店 ・DCMサンワ黒石店

【

戸別収集

カッパ、制服、作業着、下着、肌着、
皮革衣料品、ストッキング、毛布、布団、
まくら、カーペット、はぎれ、反物、
各種マット、座布団 など

使用済み小型家電

各種リサイクルマーク

➡

その他の色

充電池の目印

❸収集運搬許可業者に運搬を依頼する方法。
（右下の「収集運搬許可業者」リスト参照）

月1回 20日〆 翌月第1水曜日収集

お問合わせ先

●ペットボトルのキャップとラベル
●トレイ、パック
●ボトル（ペットボトルは除く）
●発泡スチロール
●ポリ袋、フィルム、ラップ など

最寄りの指定取引所

※輪ゴムや粘着力の強いテープで
レバーを固定してガスを抜いてください。

粗大ごみ

その他のプラスチック（容器包装プラスチック）

❷郵便局で料金を支払い、リサイクル券を
添えて、指定引取場所に自己搬入する方法。

ライター

空き缶

ステーション備え付けの青いネットへ ステーション備え付けの黄色いネットへ

❶購入した小売店に処分を依頼する方法。

ガスボンベ・スプレー缶
※使い切って出してください。
※使い切れない時は、ガス抜きをしてください。
ガス抜きの際は火気がない風通しの良い屋外で
行ってください。

※水で軽くすすいでください。

ペットボトル

※傘は折って入れてください。
※ペット用の砂は汚物を取り除いてください。
※プリンターなどは袋に入るものに限ります。

※ガラスなどは紙に包んでください。

●飲料・食料品用
●アルミ缶・スチール缶

※紙袋に入れても可。

● CD、CD ケース ●バケツ、洗面器
●汚れが取れないプラスチック類 など

※鋭利な物は紙に包んでください。

週1回

※水で軽くすすいでください。
※キャップとラベルは
その他のプラスチックへ。

※プラス極とマイナス極にテープを貼って
絶縁してください。

プラスチック類（容器包装以外）

危険ごみ

●飲料用・しょうゆ・ソース など

※水で軽くすすいで紙ひもで縛ってください。

無色

◎祝日・振替休日は収集します。
◎ 5 月の 4 日（月）〜 6 日（水）は
設備工事のため収集しません。

●はさみ ●アルミホイル
●なべ、フライパン
●刃物 など

缶

その他の
プラスチック

指定袋に入れて燃やせないごみの
ステーションへ出してください

属

ペットボトル

●紙パック

回収場所

金

資源ごみのステーション、
市役所・公民館などの拠点収集

×回収しない衣類・布類

●金属 ●プラスチック類
●ガラス・陶磁器 ●その他

曜日

類

※水で洗うなど汚れを取ってから出してください。
※汚れの取れないものは燃やせないごみに出してください。

燃やせないごみ
週1回

紙

曜日

●雑紙（雑誌・本・ティッシュ箱・ラップの芯など）

●紙おむつ ●汚れた紙
●ちり紙 など

※生ごみは水切りをしてから
出してください。

第

※紙ひもで縛ってください。

●板くず ●庭草
●せん定枝 など

生ごみ類

●紙類 ●その他のプラスチック（容器包装プラスチック）
●ペットボトル ●びん ●缶
●衣類・布類 ●廃乾電池・充電池 ●使用済み小型家電

●新聞・チラシ ●ダンボール

紙くず

〜捨てればごみ、分ければ資源！
資源化パワーアップ！〜

搬 入
住
電
受付時

先：黒石地区清掃施設組合
所：黒石市大字竹鼻字南野田 62-1
話：0172-53-1222
間：平 日 朝 8 時 30 分～夕方 4 時 30 分
土曜日 朝 8 時 30 分～昼 12 時
休 業 日：日曜日・年末年始（12／31 ～ 1／3）
処理手数料：直接、清掃施設組合へお問合わせください。
※家庭ごみを多量（指定袋 6 袋以上）に出す場合は、直接処理施設へ搬入してください。
※自己搬入する場合は、黒石市指定ごみ袋は使用せず、
分別して中身の見える袋に入れてください。

黒石市総務部市民環境課環境衛生係

電話

52-2111

FAX

52-2405

引っ越しなどで、
ごみが多量に出る場合は、
下記業者へご相談ください。

可燃・不燃・粗大
収集運搬許可業者
●㈱あすなろクリーン
●㈱津軽環境
●村岡商店
●㈲東北クリーン

☎53-8693
☎53-7650
☎52-6366
☎33-1919

資源物

（金属類、
紙類、
ビンなど）

廃品回収業者
※業者により取り扱いしていない品目が
ありますので、事前にご確認ください。
●㈲黒石スクラップセンター
●東北スクラップ工業
●村岡商店
●越野商店
●㈲みちのく

☎52-3568
☎53-5730
☎52-6366
☎52-3238
☎62-1337

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/
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