
 

 

市町の情報（相談窓口、関連情報、助成制度等） 令和 4年 4月現在 

山口市 

① 公式ＷＥＢサイト  

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/ 

② 空き家に関する情報 

項目 担当部署 関連資料等（HP 等） 

空家法担当窓口 

空き家税制 

（空き家確認書）窓口 

生活安全課空家対策室 

Tel：083-934-2915 

 

空き家バンク制度 

担当窓口 

定住促進課定住促進担当 

Tel：083-934-4646 

山口市移住情報サイト「すむ住む山口」 

https://www.sumusumuyamaguchi.jp/ 

 

③ ごみに関する情報（家庭ごみ、粗大ごみ、ごみとリサイクル）  

担当部署 関連資料等 

資源循環推進課 

（ごみの分別について） 

Tel：083-941-2185 

 

【ごみ情報ダイヤル】 

Tel：083-902-0033 

【ごみの分別について】 

「山口市ごみ資源収集カレンダー」及び「ごみ分別の手引き」参照 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

【収集運搬許可業者について】 

 大掃除などに伴う一時多量ごみは、収集場所に出すことはできま

せん。自分で持ち込み施設に持ち込めない場合は、許可業者へご

相談ください。 

 ※詳しくは、ごみ資源収集カレンダーP24をご覧ください。 

リサイクルプラザ 

山口市大内御堀１０４８９－８ 

Tel：083-927-7122 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 8時 30 分から 16 時 30分 

（12月 29日、30日は 16時まで） 

・休業日：年末年始（12月 31 日から 1月 3 日） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

周布町資源物ステーション 

山口市周布町２－１  

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 24時間いつでも持ち込み可 

・休業日：年末年始（12月 30 日 12時から 1月 4日 12 時） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

小郡総合支所資源物ステーショ

ン 

山口市小郡下郷６０９－３  

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 24時間いつでも持ち込み可 

・休業日：年末年始（12月 30 日 12時から 1月 4日 12 時） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

秋穂総合支所資源物ステーショ

ン 

山口市秋穂東６５７０  

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 24時間いつでも持ち込み可 

・休業日：年末年始（12月 30 日 12時から 1月 4日 12 時） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 



 

 

阿知須総合支所資源物ステーシ

ョン 

山口市阿知須２７５１  

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 24時間いつでも持ち込み可 

・休業日：年末年始（12月 30 日 12時から 1月 4日 12 時） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

徳地総合支所資源物ステーショ

ン 

山口市徳地堀１７４４  

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 24時間いつでも持ち込み可 

・休業日：年末年始（12月 30 日 12時から 1月 4日 12 時） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

阿東総合支所資源物ステーショ

ン 

山口市阿東徳佐中３４１７－２ 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物 

・年末年始を除き無休 24時間いつでも持ち込み可 

・休業日：年末年始（12月 30 日 12時から 1月 4日 12 時） 

・手数料：無料 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

環境施設課 

（一般廃棄物処理施設の維持管

理） 

Tel：083-941-2188 

 

清掃工場 

（可燃ごみ持込対応施設） 

山口市大内御堀４９６ 

Tel：083-927-0020 

 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：燃やせるごみ 

・平 日：8時 30分から 16時 30分 

・土 曜：8時 30分から 12時 

・休業日：日曜・祝日・年末年始（12月 31日から 1月 3日） 

・大型のごみは、受け入れできない場合がありますので事前に問い

合わせください。 

・手数料 :100ｋｇまでは 10ｋｇごとに 18 円（10円未満の端数切

捨て）※指定袋によるものは無料。 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

不燃物中間処理センター 

（不燃ごみ持込対応施設） 

山口市宮野下１１７８２－１ 

Tel：083-941-0051 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：燃やせないごみ、金属・小型家電、粗大

ごみ 

・平 日：8時 30分から 16時 30分 

・土 曜：8時 30分から 12時 

・休業日：日曜・祝日・年末年始（12月 31日から 1月 3日） 

・市の処理施設では、受け入れできないものもあります。 

・手数料: 20ｋｇまでの場合は無料、100ｋｇまでは 50ｋｇごとに

471円（10円未満の端数切捨て） 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

鍛治畑不燃物埋立処分場 

（不燃ごみ持込対応施設） 

山口市小郡上郷１０５９６－５５ 

Tel：083-972-8248 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：燃やせないごみ、金属・小型家電、粗大

ごみ（※可燃性粗大ごみは不可） 

・平日・第 4日曜：9時から 16 時 

・休業日：土曜・日曜（第４日曜を除く）・祝日・年末年始（12月

31 日から 1月 3 日） 

・市の処理施設では、受け入れできないものもあります。 

・手数料: 20ｋｇまでの場合は無料、100ｋｇまでは 50ｋｇごとに

471円（10円未満の端数切捨て） 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。  

青江一般廃棄物最終処分場 山口市ごみ資源収集カレンダー参照 



 

 

（不燃ごみ持込対応施設） 

山口市秋穂東３４６５先 

Tel：083-984-4799 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物、燃やせないごみ、金属・小型家

電、粗大ごみ 

・平 日：8時 30分から 16時 30分 

・第 2・4土曜：8時 30分から 16時 30分 

・休業日：土曜（第 2・4土を除く）日曜・祝日・年末年始（12月

31 日から 1月 3 日） 

・市の処理施設では、受け入れできないものもあります。 

・手数料: 20ｋｇまでの場合は無料、100ｋｇまでは 50ｋｇごとに

471円（10円未満の端数切捨て） 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

清掃事務所 

（粗大ごみ戸別収集、各ステーシ

ョンからのごみ収集） 

Tel：083-927-1770 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

阿知須清掃センター 

（一部のごみ持込対応施設） 

山口市阿知須５８１９ 

Tel：0836-65-4953 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：燃やせるごみ、資源物、燃やせないごみ、

金属・小型家電製品、粗大ごみ 

・平日：7時 30 分から 14時（ただし 12時から 13時は持ち込めま

せん） 

・休業日：土曜日曜・祝日・年末年始（12月 31日から 1月 3 日） 

・年末業務：7時 30 分から 14時（ただし 12 時から 13 時は持ち込

めません） 

・手数料 

【燃やせるごみ】:100ｋｇまでは 10ｋｇごとに 18円（10円未満

の端数切捨て）※指定袋によるものは無料。 

【燃やせないごみ、金属・小型家電製品、粗大ごみ】 

  20ｋｇまでの場合は無料、100ｋｇまでは 50ｋｇごとに 471 円

（10円未満の端数切捨て） 

  （可燃性の粗大ごみは【燃やせるごみ】の手数料） 

 ※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

阿東クリーンセンター 

（一部のごみ持込対応施設） 

山口市阿東生雲東分１１１１９ 

Tel：083-952-1378 

山口市ごみ資源収集カレンダー参照 

・持ち込み可能ごみ種別：資源物、燃やせないごみ、金属・小型家

電製品、粗大ごみ 

・平日：13時から 16時 

・第 3 日曜：8時 30 分から 16時（ただし 12 時から 13 時は持ち込

めません） 

・休業日：土曜日曜（第 3日曜は除く）・祝日・年末年始（12/31か

ら 1/3） 

・年末業務：13 時から 16時 

・手数料：20ｋｇまでの場合は無料、100ｋｇまでは 50ｋｇごとに

471円（10円未満の端数切捨て） 

（可燃性の粗大ごみは【燃やせるごみ】の手数料） 

※詳しくは、公式ＷＥＢサイトをご覧ください。 

 

④ 税金に関する情報  

担当部署 関連資料等 

資産税課 

Tel：083-934-2930 

固定資産税 

固定資産税（都市計画税）について 

 

 

 

⑤ 相談窓口  



 

 

問合わせ先 相談内容、開設時間等 

空き家相談窓口 

生活安全課空家対策室 

Tel：083-934-2915 

近隣の危険な空家等に関する相談 

 

市民相談室 

広報広聴課 

市民相談担当 

Tel：083-934-2886 

弁護士による無料法律相談会を、毎月１回１３時３０分から１６時に

開催。相談時間は１人１５分程度。対象は市民先着２０人（要電話予

約）。電話予約受付期間は、毎月相談日の平日４日前から前日まで。 

山口市 

シルバー人材センター 

Tel：083-924-5396 

空き家の適切な維持管理に関する相談 

山口県宅建協会 

山口支部 

Tel：083-923-3290 

空き家の売買、賃貸その他不動産取引の相談及び管理に関する相談 

全日本不動産協会 

山口県本部 

Tel：083-974-2103 

空き家の売買、賃貸その他不動産取引の相談及び管理に関する相談 

 

⑥ 空き家に関する補助制度  

空き家バンク 

事業名称 

山口市空き家バンク改修事業補助金 

山口市空き家バンク家財道具等処分事業補助金 

山口市移住情報サイト「すむ住む山口」 

http://www.sumusumuyamaguchi.jp/ 

担当課 定住促進課（Tel：083-934-4646 ） 

除却 

事業名称 
山口市老朽危険空家等除却促進事業補助金 

山口市長期放置空家相続手続等促進事業補助金(仮称) 

担当課 山口市生活安全課空家対策室（Tel：083-934-2915） 

 

⑦ その他の住宅リフォーム支援制度 

（空き家を購入した際、活用可能な補助制度等） 

※昭和 56年 5月 31日以前に建築に着工されたものに限る  

制度名（事業名） 支援分類 支援方法 工事施工者 

木造住宅耐震診断事業 ①耐震化 ①補助 ①県内事業者 

木造住宅耐震改修事業 ①耐震化 ①補助 ①県内事業者 

 

支援分類①耐震化 ②バリアフリー化 ③省エネルギー化 ④環境対策 ⑤防災対策 ⑥その他 

支援方法①補助 ②融資 ③利子補給 ④専門家等派遣 ⑤その他 

    工事施行者①県内事業者 ②市町村内事業者 ③中小事業者 ④その他（具体的に記入）⑤なし 

 


