市では収集できないごみ

ごみステーションには絶対に出さないでください。
●特定家庭用機器 ●ボタン電池(型式記号BR・CR以外) ●FRP船 ●電動ベッド
●オートバイ・原動機付自転車 ●消火器 ●ピアノ
●フロンガス含有品（除湿器、冷風扇など） ●電子オルガン(エレクトーンなど)
●パソコン ●温水器 ●アスベスト等 ●塗料(ラッカー、シンナーなど)
●ガスボンベ ●燃料(灯油など) ●劇薬 ●シニアカー ●農薬 ●農機具類
●仏壇、神具類 ●医療系廃棄物など

●商店、病院、会社、飲食店などの事業所から出るごみ

( 事業系一般廃棄物のみ。産業廃棄物の取り扱いは異なります。)

●引越の時に出る多量のごみ
●概ね50㎏以上の物など

■消火器

㈱消火器リサイクル推進センター

03−5829−6773 https://www.ferpc.jp/
※消火器の処分は ( 一社 ) 日本消火器工業会が、
地域の販売代理店等と協力して行っています。

■二輪（オートバイ･原動機付自転車）

二輪車リサイクルコールセンター

050−3000 −0727 https://www.jarc.or.jp/motorcycle/
※二輪車リサイクルシステムの参加事業者が国内で販売した二輪車が対象です。

■小型充電式電池（ニカド電池等）

一般社団法人 JBRC

■ボタン電池

03−6403−5673

ボタン電池回収推進センター

■ FRP船

一般社団法人
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https://www.jbrc.com/general/recycle̲kensaku/

0120−266−205

日本マリン事業協会

http://www.botankaishu.jp/m/top.php

03−5542−1202 https://www.marine-jbia.or.jp/recycle/

自ら市の施設に搬入する場合
受付 月曜日〜金曜日
日時 8時15分〜16時00分
※祝日も搬入できます。

休業日

土曜日、日曜日
年末年始

一般廃棄物処理手数料
100㎏までごとに 520円
産業廃棄物処分費用
100㎏までごとに 1,560円
※各施設で料金を精算します。
なお、指定ごみ袋に入っていても、上記の手数料が必要となります。
※上記手数料は、令和２年２月１日時点の額です。

クリーンセンター響
一般廃棄物のみ搬入可能
下関市豊浦町大字宇賀13528番地12

☎776−0321

【搬入時の分別】
一般廃棄物のみ搬入可能

吉母管理場
不燃ごみ受付

下関市大字吉母字舟頭３３２番地１

☎286−2803

【搬入時の分別】
①ソファ・ベッド・マット等
（スプリング入）
②ガラス・陶磁器 ③がれき類
④タイヤ ⑤金属くず ⑥家電製品
（一部を除く）
⑦自転車 ⑧乾電池 ⑨硬質プラスチック類

奥山工場
可燃ごみ受付
【搬入時の分別】
①生ごみ ②繊維類 ③紙くず ④草
⑤木くず ⑥家具（ガラスや鏡は外す）
⑦ビニール類（１ｍ以内に切断）
⑧軟質プラスチック類

県
道
248
号

◎

下関市大字井田字桑木３７８番地

☎257−5311
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市では収集できないごみ

下関 ･ 菊川 ･ 豊田地区
業

者

名

電話番号

所

在

地

㈲新生メンテナンス工業所

222 − 8322 椋野町一丁目28−22

㈲関清

252 − 2808 武久町二丁目80−16

㈲関門清掃センター

222 − 9989 羽山町22−10

松田清掃㈱

248 − 4327 長府扇町3−38

㈲伊村清掃

258 − 4733 横野町四丁目２−23

㈱三協クリーナー

261 − 5039 彦島迫町一丁目19−20

㈲ヒロモト

248 − 4321 ゆめタウン２−12

㈱エコプラン

250 − 3700 綾羅木本町七丁目17−13

㈾竹田商店

267 − 1455 東大和町二丁目１−３

㈾響産業
AAAAAAAAAA(Aアリガ10トウ)
アトしまつ・ゴミプロ処分場三国.ｊｐ
㈱張山設備工業所

257 − 0564 秋根東町２−28
267 − 8549 大和町二丁目14

㈲ミユキ産業

248 − 0691 東観音町４−28

㈱吉村商店

258 − 1688 大字福江494

㈲藤野衛生工業所

223 − 4856 元町４−９

㈲ニシモト

232 − 5800 大坪本町26−16

㈱グローバル

253 − 6602 幡生宮の下町24−12

下関ビルサービス㈱

231 − 6000 上田中町一丁目９−３

村上商店

253 − 2289 稗田中町11−11

総合管財㈱

256 − 5271 秋根本町二丁目６−22

㈲垣原商店

266 − 2988 大和町二丁目９−22

備

考

266 − 0720 彦島江の浦町二丁目19−21

㈲ヤマウチ

767 − 0530 豊田町大字日野15−１

㈲豊原商会

766 − 1862 豊田町大字矢田471

㈲環境コンサルタント

766 − 3464 豊田町大字中村213−５

㈱青松商店

227 − 2226 椋野町一丁目25−19

㈱ヤマト

248 − 0357 長府扇町７−９

ペットボトル、ガラスびん等に限る

家庭系粗大ごみに限る

豊浦 ･ 豊北地区
㈲伊村清掃
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業

者

名

電話番号

所

在

地

258 − 4733 横野町四丁目２-23

備

考

事業系一般廃棄物に限る

㈲ヒロモト

248 − 4321 ゆめタウン２-12

㈱エコプラン

250 − 3700 綾羅木本町七丁目17-13

㈲高木産業

282 − 1665 小月西の台３-17

事業系一般廃棄物に限る

大村産業建設㈱

223 − 8151 向洋町三丁目２-12

事業系一般廃棄物に限る

㈱青木建設

282 − 2535 清末千房三丁目６-15

事業系一般廃棄物に限る

滝部運送㈱

782 − 1223 豊北町大字滝部872-7

西部工輸㈱

256 − 1121 大字小野416-１

事業系一般廃棄物に限る

リサイクルプロジェクト㈲

249 − 1971 長府扇町４-27

事業系一般廃棄物に限る

㈱平山商店

774 − 0751 豊浦町大字小串1373-1

㈱環境ロジテック

785 − 0567 豊北町大字粟野3627-1

㈱ヤマト

248 − 0357 長府扇町７-９

㈲共立産業

776 − 0155 豊浦町大字宇賀7430-27
※令和元年12月末現在の許可業者一覧です。変更されることがありますので、ご注意く
ださい。最新の情報は、廃棄物対策課（TEL.252-7152）にお問い合わせください。

パソコン・携帯電話等の使用済小型家電の回収を行っています
○小型家電回収ボックスによる無料回収
市の施設にボックスを設置し、回収を実施しています。

回収対象

パソコン・携帯電話・カメラ・ゲーム機などの 16 品目
（原則 40cm × 20cm の回収ボックス投入口に入るもの）

回収場所

下関市リサイクルプラザ啓発棟・吉母管理場・奥山工場・クリーンセンター響
※回収対象の詳細については、市のホームページ又は回収ボックスに設置してあるチラシ・ポスターを
ご確認ください。

○宅配便による回収

国の認定事業者「リネットジャパンリサイクル㈱」と協定を締結し、宅配便による回収を実施しています。

回収対象

パソコン・携帯電話・その他小型家電 400 品目以上

利用方法

①「リネットジャパンリサイクル㈱」のホームページ又は FAX により申込み
②ダンボール箱にパソコン等小型家電を詰める（データは消去してください）
③希望した日時に宅配業者が取りに来ます

箱のサイズ

縦・横・高さの合計が 140cm、重量 20kg 以内

料

箱に入れば何点詰めても OK ！

金

1 箱 1, 500 円（税抜） ただし、パソコン本体を含む回収 1 回につき 1 箱が無料
※詳細については
「リネットジャパンリサイクル㈱」
のホームページ
（https://www.renet.jp/）
をご確認ください。
※いずれも家庭で使われていたものが対象で、事業所で使われていたものは対象になりません。
※分解したパソコンは回収の対象になりませんので、「燃やせないごみ」で出してください。
※パソコン以外の小型家電は「燃やせないごみ」で出すことも可能です。
お問い合わせ先：クリーン推進課ごみダイエット係

TEL：252-7165

パソコンリサイクル制度について
○パソコンの回収は、メーカーによるリサイクル制度もご利用いただけます。
パソコンリサイクル対象機器
デスクトップパソコン（本体）
ノートパソコン
CRTディスプレイ（一体型パソコンを含む）
液晶ディスプレイ（一体型パソコンを含む）
※購入時の添付品（マウス・キーボード等）を同時に排出する場合は、回収対象となります。
※プリンタ・スキャナ等周辺機器、ワープロ専用機、PDA、CD-ROM・フロッピーディ
スク等の記憶媒体、マニュアルは対象になりません。
※分解したパソコンや部品のみの場合は、回収対象ではありませんので、「燃やせないごみ」
で出してください。

受付窓口

●各メーカー
●自作パソコン、倒産メーカー品等はパソコン３Ｒ推進協会へ
〈電話〉03-5282-7685 〈パソコン〉http://www.pc3r.jp/

左記のＰＣリサイクル
マークがついたもの
は、リサイクル料金は
無料です。
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