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①燃えるごみ
②古着類

③容器包装プラスチック類
④ペットボトル
⑤プラスチック類

⑥ビン・缶
⑦燃えないごみ 
⑧有害ごみ

⑨紙パック
⑩新聞
⑪ダンボール
⑫その他紙類
⑬粗大ごみ

ごみの持ち込み

⑬粗大ごみの
　戸 別 収 集

家電のリサイクル
（エアコン・テレビ・
冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・
衣類乾燥機）

市 では処 理
できないもの

ごみの不法投棄
野外焼却

よくある質問
Ｑ＆Ａ

ごみの分け方早見表
（五十音順）

問　合　先

『ごみの分け方ガイド』の多言語化対応しています。
無料アプリ「カタログポケット」を下記QRコードからダウンロードして
閲覧してください。

『ごみの分け方ガイド』の多言語化対応しています。
無料アプリ「カタログポケット」を下記QRコードからダウンロードして
閲覧してください。

英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語

対応言語ここで  
ほん   やく　　 

翻訳！

2022年度発行

ごみ分別辞典サイト
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庄原市のごみの分別は13種類です。
ごみ出しのルールを守り、ごみの減量とリサイクルの一層の推進にご協力をお願いします。
※①～⑧を出す時は必ず庄原市指定収集袋（以下、「指定袋」という。）に入れてください。

ごみ分別の種類ごみ分別の種類

燃えるごみ 古着

1 2
ペットボトル容器包装

プラスチック類

同じ種類の袋を別々に使ってください 同じ種類の袋を別々に使ってください

10L・20L・30L・45L・80L 45L・80L

3 4

プラスチック類

5

ビン・缶

6

有害ごみ

同じ種類の袋を別々に使ってください

30L 30L・45L 10L・20L・30L

8

燃えないごみ

7
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新　聞

新　聞

飲料用紙パック
（内側にアルミ箔が
貼ってないもの）

紙パック

ダンボール

ダンボール

紙　　　　　　類

指定袋はありません。白い紙ひもで十文字に縛って出してください。 
（リサイクルプラザへ持ち込む場合、縛る必要はありません。）

9
その他紙類

チラシ、本、
雑誌、カタログ、
パンフレット等

チラシ、本、
雑誌、カタログ、
パンフレット等

10 11 12

13 粗大ごみ
（指定袋に入らない大きさのもの）

※直接リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへ持ち込んでください。 
※持ち込みが難しい場合は、戸別収集をご利用ください。

 （P7-8 参照）

ごみ出しのルールごみ出しのルール
ごみステーションへのごみステーションへの

●ごみは正しく分別し、紙類以外は
　必ず指定袋に入れてください。
　（指定袋は、市内のスーパー、コンビニ、薬局、ホームセンターなどで販売しています。）

●収集日は、地域によって異なりますので、お住まいの地域の『ごみ収
　集カレンダー』をご確認ください。
　（『ごみ収集カレンダー』は、毎年度各戸配布するほか、市役所本庁・各支所窓口または各

　　ごみ処理施設でお渡しできます。）

●収集日当日の 午前８時まで に、決められたごみステーションに出
　してください。

●事業ごみや、引越し時などの一時多量ごみは、ごみステーションには
　出せません。自ら処理施設へ持ち込むか、市が許可している一般廃棄
　物処理業者へ依頼してください。

ごみ出しの
ルールが守られて
いない場合、
収集できません収集できません



生ごみ・貝殻

しっかり水切り
してください。

革・ゴム製品 廃食用油草・剪定枝

紙や布に染み込ませるか、
凝固剤で固めてください。

長い枝、太い木など
は切ってください。

紙おむつ

汚物は取り除いて
ください。

　　　燃えるごみは概ね長さ50cm、
　　直径5cm以内の大きさに限る

（これより大きいものは、切って出してください。）

※切れない場合は、　　　　　　　へ

油をペットボトルなどの容器に入れ
て、直接リサイクルプラザ・東城ク
リーンセンターまたは最寄りの拠点
回収場所へ持ち込んでください。

（料金は無料です。）

庄原
西城・口和・高野・比和・総領

地　域 拠点回収場所
各自治振興センター
各支所⑬粗大ごみ

国内外で古着としてリユース（再利用）されるほか、工業用ウエスや雑巾などにリサイクルされています。

定期収集

週2回

定期収集

月1回
ご自宅で洗濯をしてからお出しください。
※クリーニングに出す必要はありません。

古着類として回収できるもの 燃えるごみ

ほとんどの衣類が回収できます。

着物 汚れや破れが
ひどいもの

ダウンジャケットや
はんてんなど綿が入った衣類

マット類など毛糸玉

セーター

タオル

プラスチック・ビニール製の「容器」「包装」プラスチック・ビニール製の「容器」「包装」

　　　中身を取り除き、サッと水洗いしてください

マークが

目印!!

　　　中身を取り除き、サッと水洗いしてください
　　　　※汚れが落ちない場合は、　　　　　　　 へ①燃えるごみ

　　　　金属が付いたおもちゃなど、プラスチックと金属の複合製品は　　　　　　　　　へ

　　　　　　　　　　　　　　　　   と　　　　　　　　　  の違いは、P12 Q&A 参照

⑦燃えないごみ

プラスチック・ビニール製の「製品」プラスチック・ビニール製の「製品」

定期収集

週1回分別のポイント分別のポイント

液体のまま
出す場合

① 燃えるごみ 

② 古着類

マークが

目印!!

③ 容器包装プラスチック類

定期収集

月1回④ ペットボトル

定期収集

月1回⑤ プラスチック類

持ち込みの場合は、リサイクルプラザへ

袋　類 トレイ・ケース類 ボトル・キャップ類

緩衛材類カップ類

つぶさないで

以外のプラスチック類③容器包装プラスチック類

③容器包装プラスチック類 ⑤プラスチック類

※ふた・ラベルは取って、
③容器包装プラスチック類 へ

果物や野菜のネット、商
品を包んでいたプチプチ、
家電製品などの間に挟ん
であった発泡スチロール
など

ボトル口の
リングは取ら
なくても OK

スーツ
カーテンなど
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定期収集

週1回

定期収集

月1回

定期収集

月1回

　　　中身を取り除き、サッと水洗いしてください
　　　　※サビ・汚れの取れない缶や、割れたビンは、　　　　　　　　 へ

ビン・缶のふたは次のとおり分別してください
●金属製で、『異素材が付いていない』ふた　本体と一緒に　　　　　　　へ
　（例）シーチキン、フルーツなどの缶詰のふた

●金属製で、ふたの裏に『ゴム・プラスチック等の異素材が付いている』
　ふた　　  　　　　　　　へ
　（例）コーヒー缶、ドリンク剤の缶・ビン、ジャムのビンなどのふた
　　　（くるくる回して開けるタイプのふた）

⑥ビン・缶

⑦燃えないごみ

⑦燃えないごみ

傘
陶磁器類

・
ガラス類

小型の家電製品

スプレー缶

中身は必ず使い
切って穴をあけて
ください。

ビンと缶は
一緒に
入れても OK

柄の長いものは、
はみ出してもいいので、
指定袋に入れてください。

割れ物・危険物以外は、紙で包まないでください。
（包んだものには、マジックで「ワレモノ」「キケン」と
 書いてください。）

金属類

蛍光管・蛍光灯・電球 ※LED 製品含む

長い蛍光灯・蛍光管は、はみ出してもいいので、
指定袋に入れてください。

乾電池 ライター

定期収集

月1回

定期収集

月1回

定期収集

月2回

紙　類

　　　　水洗いして切り開いた後、乾燥させてください。
　　　　※内側にアルミ箔が貼ってあるものは、　　　　　　　 へ①燃えるごみ

　　　　※折り込みチラシは、取り除いて　
　　　　　　　　　　　  へ⑬その他紙類

宛名シール、配達伝票、ダンボール
をつないでいるテープ、金具などは
必ず取り除いてください

コピー用紙・チラシ・雑誌・カタログ・パンフレッ
ト・ポスター・紙袋・菓子の空き箱・本・マンガ・絵本・
辞書など

体温計（水銀式）

⑨紙パック

⑩新 　 聞

⑪ダンボール

⑫その他紙類

⑦燃えないごみ

⑧有害ごみ

定期収集

月1回⑥ビン・缶

⑦燃えないごみ ⑧有害ごみと は収集日が異なります。

ENERGY
DRINKcoffee

指定袋はありません。白い紙ひもで十文字に縛って出してください。 
（リサイクルプラザへ持ち込む場合、縛る必要はありません。）
※濡れや汚れのあるものは「燃えるごみ」で出してください。つぶさないで

ビンのラベル・シールは
取らなくても OK

　　　　カーボン紙・感熱紙（FAX用紙）・写真・ティッシュなどは
　　　　　　　　  　　  へ①燃えるごみ

布団・毛布など

ストーブ

⑬粗大ごみ

タンス

粗大ごみ

※シュレッダー紙は透明な袋へ入れて出してください。
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ごみの持ち込みの事前予約は不要です。各施設の開放日時に直接持ち込んでください。

ごみの種類

■ 持ち込みをする場合の料金

持ち込みに関するお願い
～事前の整理・分別で持ち込みをスムーズに～

指定袋・紙類

家庭ごみ

事業ごみ

無 料 10kgあたり 60円

10kgあたり 80円 10kgあたり 140円

指定袋なし 
（粗大ごみ・燃えるごみ）

燃えるごみ
以　外

燃えるごみ以外

燃えるごみ

燃えるごみ

施設名称 開放日時

備北クリーンセンター 
〒727-0016
庄原市一木町5263-5
 ℡（0824）72-2044

リサイクルプラザ 
〒727-0003
庄原市是松町20-25
 ℡（0824）72-1398

東城クリーンセンター
〒729-5122
庄原市東城町久代6671-2 
℡（08477）2-0214

平日（年末年始を除く）及び第2・第4日曜日
9時～12時・13時～16時
 ※12時～13時の持ち込みはできません。

平日（年末年始を除く）及び第2・第4日曜日
9時～12時・13時～16時
※12時～13時の持ち込みはできません。

平日（年末年始を除く）及び第2・第4日曜日
9時～12時・13時～15時
※12時～13時の持ち込みはできません。

●有料のごみと無料のごみに分けて計量します。
　（事前に分別しておくことはもちろん、無料のごみと有料のごみを整理し
　　ておけば、持ち込みがスムーズです。）
※ごみはすべて計量します。無料であっても、行き帰りとも必ず
　計量器に乗ってください。

●受付で、何を持ち込むか（「指定袋」「紙類」／「粗大ごみ」）を
　教えてください。

●退出車両が優先です。場内では、係員の指示に従って徐行運
　転でお願いします。

●身分証明書等を確認させていただく場合があります。

●燃えるごみを指定袋以外で持ち込む場合は、中身が確認でき
　るよう透明な袋を使うようにしてください。

　粗大ごみを直接リサイクルプラザ・東城クリーンセンター
へ持ち込むのが難しい方は、戸別収集をご利用ください。
　ご自宅まで回収に伺います。

　庄原市役所環境政策課または各支所へ電話にてお申込みください。
　申込みの際、「住所」「氏名」「電話番号」「粗大ごみの種類と個数」を教えてください。

※収集に伺った際、粗大ごみの重量を計量し、その場で料金をお支払
いいただきます。お留守の時は収集できませんので、必ず立会いを
お願いします。

※粗大ごみが家の中にある場合は、収集できません。必ず軒先まで出
していただくようお願いします。

　毎月10日に申込みを締め切り、月末（20日以降の平日9時～15時）に収
集します。
　収集日と概ねの収集時間が決まりましたら、一週間前までに申込者へ連
絡します。

● 申込方法

● 料　　金

粗大ごみ

戸別収集料金

＜収集手数料＞
3個ごとに

520円

＜処理手数料＞
10kgごとに

60円

注意事項

ごみの持ち込みごみの持ち込み⑬ 粗大ごみの戸別収集⑬ 粗大ごみの戸別収集

【 重 要 】

『粗大ごみ・紙類・燃えるごみ』を除く。

（例）粗大ごみ計4個（タンス1個・食器棚1個・机2個）、

総重量 100kg の場合
料金 1,040 円＋ 600 円＝ 1,640 円

申込〆切

毎月10日

持 ち 込 む 場 合 も 、
必ず 指 定 袋 に
入れてください!!

（例）　3月11日～4月10日の申込み→4月20日～30日の収集
　　　4月11日～5月10日の申込み→5月20日～31日の収集
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ごみの持ち込みの事前予約は不要です。各施設の開放日時に直接持ち込んでください。

ごみの種類

■ 持ち込みをする場合の料金

持ち込みに関するお願い
～事前の整理・分別で持ち込みをスムーズに～

指定袋・紙類

家庭ごみ

事業ごみ

無 料 10kgあたり 60円

10kgあたり 80円 10kgあたり 140円

指定袋なし 
（粗大ごみ・燃えるごみ）

燃えるごみ
以　外

燃えるごみ以外

燃えるごみ

燃えるごみ

施設名称 開放日時

備北クリーンセンター 
〒727-0016
庄原市一木町5263-5
 ℡（0824）72-2044

リサイクルプラザ 
〒727-0003
庄原市是松町20-25
 ℡（0824）72-1398

東城クリーンセンター
〒729-5122
庄原市東城町久代6671-2 
℡（08477）2-0214

平日（年末年始を除く）及び第2・第4日曜日
9時～12時・13時～16時
 ※12時～13時の持ち込みはできません。

平日（年末年始を除く）及び第2・第4日曜日
9時～12時・13時～16時
※12時～13時の持ち込みはできません。

平日（年末年始を除く）及び第2・第4日曜日
9時～12時・13時～15時
※12時～13時の持ち込みはできません。

●有料のごみと無料のごみに分けて計量します。
　（事前に分別しておくことはもちろん、無料のごみと有料のごみを整理し
　　ておけば、持ち込みがスムーズです。）
※ごみはすべて計量します。無料であっても、行き帰りとも必ず
　計量器に乗ってください。

●受付で、何を持ち込むか（「指定袋」「紙類」／「粗大ごみ」）を
　教えてください。

●退出車両が優先です。場内では、係員の指示に従って徐行運
　転でお願いします。

●身分証明書等を確認させていただく場合があります。

●燃えるごみを指定袋以外で持ち込む場合は、中身が確認でき
　るよう透明な袋を使うようにしてください。

　粗大ごみを直接リサイクルプラザ・東城クリーンセンター
へ持ち込むのが難しい方は、戸別収集をご利用ください。
　ご自宅まで回収に伺います。

　庄原市役所環境政策課または各支所へ電話にてお申込みください。
　申込みの際、「住所」「氏名」「電話番号」「粗大ごみの種類と個数」を教えてください。

※収集に伺った際、粗大ごみの重量を計量し、その場で料金をお支払
いいただきます。お留守の時は収集できませんので、必ず立会いを
お願いします。

※粗大ごみが家の中にある場合は、収集できません。必ず軒先まで出
していただくようお願いします。

　毎月10日に申込みを締め切り、月末（20日以降の平日9時～15時）に収
集します。
　収集日と概ねの収集時間が決まりましたら、一週間前までに申込者へ連
絡します。

● 申込方法

● 料　　金

粗大ごみ

戸別収集料金

＜収集手数料＞
3個ごとに

520円

＜処理手数料＞
10kgごとに

60円

注意事項

ごみの持ち込みごみの持ち込み⑬ 粗大ごみの戸別収集⑬ 粗大ごみの戸別収集

【 重 要 】

『粗大ごみ・紙類・燃えるごみ』を除く。

（例）粗大ごみ計4個（タンス1個・食器棚1個・机2個）、

総重量 100kg の場合
料金 1,040 円＋ 600 円＝ 1,640 円

申込〆切

毎月10日

持 ち 込 む 場 合 も 、
必ず 指 定 袋 に
入れてください!!

（例）　3月11日～4月10日の申込み→4月20日～30日の収集
　　　4月11日～5月10日の申込み→5月20日～31日の収集
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家電のリサイクル家電のリサイクル
　家電リサイクル法によって、家電製品のうち、『エアコン』『テレビ』『冷蔵庫』『冷凍庫』『洗濯
機』『衣類乾燥機』の６品目を廃棄する場合は、排出者に【引取料金＝リサイクル料金（家電リ
サイクル券)＋収集運搬料金】の支払義務があります。

・携帯テレビ・カーテレビ及び浴室テレビ等は除く

エアコン テレビ

ブラウン管
テレビ

液晶テレビ・
プラズマテレビ

冷蔵庫 冷凍庫 洗濯機 衣類乾燥機

家電引取料金
リサイクル料金

（家電リサイクル券）
収集運搬料金

2,610円/台

家電引取料金
（戸別収集料金）

リサイクル料金
（家電リサイクル券）

収集運搬料金
3,660円/台

※収集日までに必ず
　準備してください

※収集日当日
　お支払ください

家電引取料金 リサイクル料金
（家電リサイクル券）

収集運搬料金は
不要です。

■申込方法 庄原市役所環境政策課または各支所へ電話にてお申込みください。
申込みの際、「住所」「氏名」「電話番号」「家電の種類・大きさ・台数」を教え
てください。
収集日と概ねの収集時間が決まりましたら、一週間前までに申込者へ連
絡します。

■ 最寄の指定引取場所
○岡山県貨物運送㈱三次営業所　三次市東酒屋町306-40　℡0824-62-1273
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三次工業団地内）

○西　濃　運　輸㈱三次営業所　三次市三次町1642-1　℡0824-62-4415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三次もののけミュージアム隣り）

注意事項 ※収集日までに、必ず家電リサイクル券を準備（郵便局で購入）しておいて
ください。

※収集に伺った際、その場で収集運搬料金をお支払いいただきます。
　お留守の時は収集できませんので、必ず立会いをお願いします。

※家電が家の中にある場合は、収集できません。必ず軒先まで出していただ
くようお願いします。

▼ 上　期 ： 2月11日～9月10日の申込み→9月20日～30日の収集

▼  下　期 ： 9月11日～2月10日の申込み→2月20日～28日の収集

申込〆切

上期

▲ 9月10日

下期

▲ 2月10日
リサイクル料金は、メーカー・大きさにより異なります。
　（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ご確認
いただけます。

家電リサイクル券は郵便局で取扱っています家電リサイクル券は郵便局で取扱っています

家 
 電

リサ
イク

ル券

「家電リサイクル券を

ください。

○○（メーカー）の

ブラウン管テレビ、

大きさは15インチです」

家電リサイクル券センター

『指定引取場所』へ自ら持ち込む場合出す方法

②

リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへ持ち込む場合出す方法

③

戸別収集の場合 年2回：上期9月、下期2月出す方法

④

販売店に引取りを依頼する場合

　過去に家電を購入した販売店又は同種の家電を購入（買い替え）する販売店には、その家電の引取義務
があります。販売店では、家電リサイクル券を取扱っていますので、詳しくは販売店へお問合せください。
　販売店が閉店したなど、引取りが依頼できない場合は、右ページの方法をご参照ください。

※過去にその製品を購入した販売店、
　同種の家電を購入（買い替え）する販売店

家電引取料金
リサイクル料金

（家電リサイクル券）

収集運搬料金
※販売店で
　ご確認ください

出す方法

①
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家電のリサイクル家電のリサイクル
　家電リサイクル法によって、家電製品のうち、『エアコン』『テレビ』『冷蔵庫』『冷凍庫』『洗濯
機』『衣類乾燥機』の６品目を廃棄する場合は、排出者に【引取料金＝リサイクル料金（家電リ
サイクル券)＋収集運搬料金】の支払義務があります。

・携帯テレビ・カーテレビ及び浴室テレビ等は除く

エアコン テレビ

ブラウン管
テレビ

液晶テレビ・
プラズマテレビ

冷蔵庫 冷凍庫 洗濯機 衣類乾燥機

家電引取料金
リサイクル料金

（家電リサイクル券）
収集運搬料金

2,610円/台

家電引取料金
（戸別収集料金）

リサイクル料金
（家電リサイクル券）

収集運搬料金
3,660円/台

※収集日までに必ず
　準備してください

※収集日当日
　お支払ください

家電引取料金 リサイクル料金
（家電リサイクル券）

収集運搬料金は
不要です。

■申込方法 庄原市役所環境政策課または各支所へ電話にてお申込みください。
申込みの際、「住所」「氏名」「電話番号」「家電の種類・大きさ・台数」を教え
てください。
収集日と概ねの収集時間が決まりましたら、一週間前までに申込者へ連
絡します。

■ 最寄の指定引取場所
○岡山県貨物運送㈱三次営業所　三次市東酒屋町306-40　℡0824-62-1273
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三次工業団地内）

○西　濃　運　輸㈱三次営業所　三次市三次町1642-1　℡0824-62-4415
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三次もののけミュージアム隣り）

注意事項 ※収集日までに、必ず家電リサイクル券を準備（郵便局で購入）しておいて
ください。

※収集に伺った際、その場で収集運搬料金をお支払いいただきます。
　お留守の時は収集できませんので、必ず立会いをお願いします。

※家電が家の中にある場合は、収集できません。必ず軒先まで出していただ
くようお願いします。

▼ 上　期 ： 2月11日～9月10日の申込み→9月20日～30日の収集

▼  下　期 ： 9月11日～2月10日の申込み→2月20日～28日の収集

申込〆切

上期

▲ 9月10日

下期

▲ 2月10日
リサイクル料金は、メーカー・大きさにより異なります。
　（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ご確認
いただけます。

家電リサイクル券は郵便局で取扱っています家電リサイクル券は郵便局で取扱っています

家 
 電

リサ
イク

ル券

「家電リサイクル券を

ください。

○○（メーカー）の

ブラウン管テレビ、

大きさは15インチです」

家電リサイクル券センター

『指定引取場所』へ自ら持ち込む場合出す方法

②

リサイクルプラザ・東城クリーンセンターへ持ち込む場合出す方法

③

戸別収集の場合 年2回：上期9月、下期2月出す方法

④

販売店に引取りを依頼する場合

　過去に家電を購入した販売店又は同種の家電を購入（買い替え）する販売店には、その家電の引取義務
があります。販売店では、家電リサイクル券を取扱っていますので、詳しくは販売店へお問合せください。
　販売店が閉店したなど、引取りが依頼できない場合は、右ページの方法をご参照ください。

※過去にその製品を購入した販売店、
　同種の家電を購入（買い替え）する販売店

家電引取料金
リサイクル料金

（家電リサイクル券）

収集運搬料金
※販売店で
　ご確認ください

出す方法

①
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市では処理できないもの市では処理できないもの よくある質問よくある質問
ごみステーションに収集されていないごみが残っているのはなぜですか？
ごみ出しのルールが守られていない場合、収集しません。次のことを確認してください。
どれにも該当しない場合は、裏面の問合先にご連絡ください。
● 収集日程（曜日）を間違えていませんか？
● 収集当日の朝8時までにごみステーションに出しましたか？
● 指定袋に入れて出していますか？指定袋の種類を間違えていませんか？
● 正しく分別できていますか？
　（分別が間違っている場合、収集できない理由を書いたメモを貼っています。）

『③容器包装プラスチック類』と『⑤プラスチック類』の違いは？
分別に迷うことの多い『③容器包装プラスチック類』と『⑤プラスチック類』。見分け方のポ
イントは、プラスチックの「素材」ではなく「用途」です。

　なお、『③容器包装プラスチック類』は、「容器包装リサイクル法」に基づいてリサイクルされて
おります。この法律では、容器包装プラスチックを「消費者が分別排出」⇒「市が分別収集」⇒

「容器包装を製造・利用している事業者が費用を負担してリサイクル」という役割分担になって
います。実際には、事業者は日本容器包装リサイクル協会にリサイクルを委託し、その費用を負
担することで役割を果たしています。
　また、『⑤プラスチック類』は「プラスチック資源循環法」に基づいてリサイクルされているた
め、同じプラスチック製のごみであっても分別をお願いします。

農業用のごみ（農機具・農業用資材など）は処理してもらえますか？
農業用のごみは市で処理できません。農協または販売店・メーカー・処理業者へお問い合わ
せください。

注射器や点滴チューブ（在宅医療廃棄物）は受け付けてもらえますか？
在宅医療廃棄物は、市では処理できません。処方された医療機関・薬局などへ
返却してください。
在宅医療廃棄物が一般ごみに混入していた場合、手選別作業中の作業員が
ケガをしたり、感染症を引き起こす可能性があります。大変危険なので、絶
対に一般ごみに混ぜないでください。

処分については、メーカーや販売店・処理業者にご相談ください。処分については、メーカーや販売店・処理業者にご相談ください。

在宅医療廃棄物

医療機関・薬局などへ
返却して下さい。

エンジン付のもの

チェーンソー、芝刈機、草刈機、発電機、オートバイなど

そ　の　他

石油類（ガソリン・軽油・灯油・
シンナー・エンジンオイル）など

火薬類・農薬・殺虫剤・除草剤・トナー・タイヤ・太陽光パネル

塗料

バッテリー

シニアカー ピアノ

消火器

ドラム缶

耐火金庫

ガスボンベ
（プロパンガス・酸素）など

薬品・劇薬

建築廃材
石綿（アスベスト）・
スレート・石膏ボード
グラスウールなど

ペットや家畜の
死体・ふん尿

土・石・砂
瓦・レンガ・ブロック

コンクリート・セメントなど

仏　壇

農業用機械、資材
耕運機・田植機・コンバインなど
ビニールハウス・マルチ・苗箱・
畔波（あぜなみ）など

ケガ・感
染症

キケン

ケガや感染症の危険！ケガや感染症の危険！

③容器包装プラスチック類 ⑤プラスチック類

プラスチック製の「容器」や「包装」（商品を
入れたり包んだりするもの）で、中身の商品を
取り出したあと、不要になるもの。
　  マークがついているもの。

商品を包んだり入れたりしていたものではなく、
プラスチック製の「商品そのもの」。

（左記以外のプラスチック製品。）

Q1

Q2

Q3
A3

A2

A1

Q4
A4
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市では処理できないもの市では処理できないもの よくある質問よくある質問
ごみステーションに収集されていないごみが残っているのはなぜですか？
ごみ出しのルールが守られていない場合、収集しません。次のことを確認してください。
どれにも該当しない場合は、裏面の問合先にご連絡ください。
● 収集日程（曜日）を間違えていませんか？
● 収集当日の朝8時までにごみステーションに出しましたか？
● 指定袋に入れて出していますか？指定袋の種類を間違えていませんか？
● 正しく分別できていますか？
　（分別が間違っている場合、収集できない理由を書いたメモを貼っています。）

『③容器包装プラスチック類』と『⑤プラスチック類』の違いは？
分別に迷うことの多い『③容器包装プラスチック類』と『⑤プラスチック類』。見分け方のポ
イントは、プラスチックの「素材」ではなく「用途」です。

　なお、『③容器包装プラスチック類』は、「容器包装リサイクル法」に基づいてリサイクルされて
おります。この法律では、容器包装プラスチックを「消費者が分別排出」⇒「市が分別収集」⇒

「容器包装を製造・利用している事業者が費用を負担してリサイクル」という役割分担になって
います。実際には、事業者は日本容器包装リサイクル協会にリサイクルを委託し、その費用を負
担することで役割を果たしています。
　また、『⑤プラスチック類』は「プラスチック資源循環法」に基づいてリサイクルされているた
め、同じプラスチック製のごみであっても分別をお願いします。

農業用のごみ（農機具・農業用資材など）は処理してもらえますか？
農業用のごみは市で処理できません。農協または販売店・メーカー・処理業者へお問い合わ
せください。

注射器や点滴チューブ（在宅医療廃棄物）は受け付けてもらえますか？
在宅医療廃棄物は、市では処理できません。処方された医療機関・薬局などへ
返却してください。
在宅医療廃棄物が一般ごみに混入していた場合、手選別作業中の作業員が
ケガをしたり、感染症を引き起こす可能性があります。大変危険なので、絶
対に一般ごみに混ぜないでください。

処分については、メーカーや販売店・処理業者にご相談ください。処分については、メーカーや販売店・処理業者にご相談ください。

在宅医療廃棄物

医療機関・薬局などへ
返却して下さい。

エンジン付のもの

チェーンソー、芝刈機、草刈機、発電機、オートバイなど

そ　の　他

石油類（ガソリン・軽油・灯油・
シンナー・エンジンオイル）など

火薬類・農薬・殺虫剤・除草剤・トナー・タイヤ・太陽光パネル

塗料

バッテリー

シニアカー ピアノ

消火器

ドラム缶

耐火金庫

ガスボンベ
（プロパンガス・酸素）など

薬品・劇薬

建築廃材
石綿（アスベスト）・
スレート・石膏ボード
グラスウールなど

ペットや家畜の
死体・ふん尿

土・石・砂
瓦・レンガ・ブロック

コンクリート・セメントなど

仏　壇

農業用機械、資材
耕運機・田植機・コンバインなど
ビニールハウス・マルチ・苗箱・
畔波（あぜなみ）など

ケガ・感
染症

キケン

ケガや感染症の危険！ケガや感染症の危険！

③容器包装プラスチック類 ⑤プラスチック類

プラスチック製の「容器」や「包装」（商品を
入れたり包んだりするもの）で、中身の商品を
取り出したあと、不要になるもの。
　  マークがついているもの。

商品を包んだり入れたりしていたものではなく、
プラスチック製の「商品そのもの」。

（左記以外のプラスチック製品。）

Q1

Q2

Q3
A3

A2

A1

Q4
A4
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ごみの不法投棄や野外焼却は
法律で禁止されています
ごみの不法投棄や野外焼却は
法律で禁止されています
不法投棄禁止（廃棄物処理法第16条）

野外焼却（野焼き）の禁止（廃棄物処理法第16条の2）

ごみの不法投棄は犯罪です。不法投棄を見付けた場合は、ご連絡ください。

注意事項

●投棄者が見つからない場合、不法投棄されたごみは、その土地等の所有者・管理者が処分する
責任があります。定期的に草を刈る、柵を設けるなど、日頃から不法投棄されない環境づくり
が必要です。

連
絡
ポ
イ
ン
ト

連絡先：環境政策課
 ☎（0824）72-1398

注意事項

●ブロック積み、一斗缶・ドラム缶等による焼却も、野外焼却になるため禁止されています。また、
市販の小型焼却炉でも、構造基準を満たしていない場合は違法になります。

●例外として、野外での焼却が認められる場合があります。ただし、その場合でも、生活環境への
配慮が必要であり、悪臭や煙害が発生する場合は、焼却をやめていただく事があります。周辺
の迷惑にならないように、風向きや時間帯、焼却量等に配慮して行ってください。また、燃やし
たまま放置しないでください。

●例外となる焼却の場合でも、「火災と紛らわしい煙」や「火炎を発生する恐れ」がある場合は、事
前に消防署への届出が必要です。

※野外焼却は、「今まさに焼却している」
状況でご連絡いただけると、適切な指
導ができます。

ごみの野外焼却や基準を満たさない焼却炉の使用は、犯罪です。野焼きを
見付けた場合は、ご連絡ください。

野外焼却が認められる例 主な焼却炉構造基準

●とんど祭などの風俗慣習上または宗
教上の行事

●稲わらの焼却など農業等を営むた
めにやむを得ないもの

●たき火やキャンプファイヤーなど軽
微なもの

●外気と遮断して、800℃以上で焼却
できること

●温度計や助燃装置等を設置してい
ること

●発見日時
●発見場所
●ごみの内容・量
●行為者・車両の情報（分かれば）

5年以下の懲役もしく
は1,000万円以下の
罰金またはその両方
が科せられます！！

13
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　庄原市の「ごみの出し方・分別方法」を簡単に検索できる「ごみ分別辞典

サイト」を導入しております。

　「50音順で検索」または「調べたい品名・キーワードを入力」して検索することができ、

「詳細」クリックしていただくと、詳しい情報を見ることができます。

　「ごみ分別辞典サイト」をご活用いただき、ごみの分別・減量化にご協力をお願いします。

　主なごみの分別区分をあげています。全てのものが載っているわけではありませんので、

表にないものはお問い合わせください。

ごみの分け方早見表

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
あ アイスノン 燃えるごみ

アイスピック 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

アイロン 燃えないごみ

アイロン台 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

空き缶
（飲食物用） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

（ペンキ類） 燃えないごみ 中身の塗料は収集・処理しません

空き缶のふた（金属製） 燃えないごみ 缶詰のフタは「ビン・缶」へ（P5⑥参照）

空きビン
（飲食物用） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

（化粧品・医薬品） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

空きビンのふた（金属製） 燃えないごみ

アクセサリー
（ガラス・金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

足ふきマット 燃えるごみ

畔波（農業用） 収集・処理しません 取扱業者に相談

アタッシュケース 粗大ごみ

油（エンジンオイルなど） 収集・処理しません ガソリンスタンドなどの取扱業者に相談

油の缶 燃えないごみ 中の油を充分に取り除くこと

油のビン ビン・缶 中の油を充分に取り除くこと

油のポリ容器 燃えるごみ

雨ガッパ 燃えるごみ

網戸 粗大ごみ

雨どい
（塩ビ製） 燃えるごみ

（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

アルバム（写真用） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

アルミ缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

アルミサッシ 粗大ごみ

アルミホイル（銀紙） 燃えないごみ

アルミホイール（車両関係） 粗大ごみ

泡立器 燃えないごみ

あんか 燃えないごみ

安全靴 燃えないごみ

安全ピン 燃えないごみ

アンテナ（テレビ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

アンテナ線（ケーブル） 燃えないごみ

アンプ（ステレオ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

あ
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
あ あんま機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

い 石（砂利・コンクリート・砂） 収集・処理しません 取扱業者に相談

衣裳カバー 燃えるごみ

衣裳ケース 粗大ごみ 中身（衣裳）を取り除くこと

移植ごて 燃えないごみ

石綿（アスベスト） 収集・処理しません 取扱業者に相談

イス 粗大ごみ

板ガラス 燃えないごみ

一輪車（タイヤ含む） 粗大ごみ

一升瓶 ビン・缶 できるだけ販売店に返却すること

一升瓶のふた 燃えないごみ

一斗缶 燃えないごみ

糸 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

鋳物類 燃えないごみ

イヤホーン 燃えないごみ

医療廃棄物 収集・処理しません かかりつけの医療機関や取扱業者に相談

衣類 古着 洗たくし、乾いたもの（P3②参照）

衣類乾燥機 家電リサイクル （P9、10参照）

入れ歯 燃えるごみ 金属が付いていれば「燃えないごみ」

色鉛筆 燃えるごみ

印鑑
（象牙類・木製） 燃えるごみ

（プラスチック製） プラスチック類

インクカートリッジ 燃えないごみ

インクビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

インクビンのふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

インスタントコーヒーのビン ビン・缶

インスタント食品の容器（紙製） 燃えるごみ

インスタント食品の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

インスタント麺の袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

インターホン 燃えないごみ

う ウイッグ 燃えるごみ

植木の枝葉 燃えるごみ 概ね長さ50㎝、直径5㎝以上のものは「粗大ごみ」P3①参照

植木ばさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

植木鉢  
（陶磁器製） 燃えないごみ 土を取り除いて水洗いすること

（プラスチック製） プラスチック類 土を取り除いて水洗いすること

ウエットティッシュ 燃えるごみ

浮き輪 プラスチック類

臼 粗大ごみ

うちわ
（プラスチック製） プラスチック類

（竹製） 燃えるごみ

乳母車 粗大ごみ

羽毛布団 粗大ごみ

運動靴 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

え エアコン 家電リサイクル （P9、10参照）

映写機（8ミリ） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

栄養ドリンクのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

栄養ドリンクのビンのふた 燃えないごみ

あ
～
え
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え
～
お

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
え エクステ 燃えるごみ

ＳＤカード 燃えないごみ

枝切りばさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

枝類 燃えるごみ 概ね長さ50㎝、直径5㎝以上のものは「粗大ごみ」P3①参照

絵の具のチューブ
（金属製） 燃えないごみ 中身は取り除くこと

（プラスチック製） 燃えるごみ

絵の具の箱 燃えるごみ プラスチック製であれば「プラスチック類」

絵筆 燃えるごみ

絵本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ＭＯソフト 燃えないごみ ケースは「プラスチック類」

ＭＯドライブ 燃えないごみ

ＭＤソフト 燃えないごみ ケースは「プラスチック類」

ＭＤプレーヤー（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ＭＤラジカセ 燃えないごみ

ＬＥＤ電球 有害ごみ

ＬＤソフト プラスチック類 ケースも「プラスチック類」

エレクトーン 粗大ごみ

塩化ビニール管 プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

エンジンオイル 収集・処理しません ガソリンスタンドなどの取扱業者に相談

エンジン類 収集・処理しません 取扱業者に相談

延長コード 燃えないごみ

煙突
（石綿製） 収集・処理しません 取扱業者に相談

（金属製） 粗大ごみ

鉛筆 燃えるごみ

鉛筆削り器 燃えないごみ 削りカスは取り除くこと

お オイル 収集・処理しません 販売店やガソリンスタンドに相談

オイル缶 燃えないごみ

オイルヒーター 粗大ごみ

王冠
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

オーディオ機器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

オーディオプレーヤー（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

オーディオラック 粗大ごみ

オートバイ 収集・処理しません 取扱業者に相談

オードブルの容器（ふたを含む） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

オーブンレンジ 粗大ごみ

置物

（金属・陶磁器製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

桶

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

（木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

押しピン（がびょう） 燃えないごみ

おしゃぶり プラスチック類

お玉
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

お手拭（使い捨て用） 燃えるごみ
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
お お手拭（使い捨て用）の外袋 容器包装プラスチック類

斧 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

おまる（プラスチック製） プラスチック類 汚物は取り除くこと。指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

おむつ 燃えるごみ 汚物は取り除くこと

おもちゃ 

（金属製） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

（プラスチック製） プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

（木製） 燃えるごみ 金属がついているものは「燃えないごみ」

折り込みチラシ その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

オルガン 粗大ごみ

オルゴール 燃えないごみ

おろし金 燃えないごみ

温水器 粗大ごみ

温度計 
（水銀式） 有害ごみ

（デジタル式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

温風ヒーター、温風ファン 粗大ごみ

か カーステレオ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガーゼ 燃えるごみ

カーテレビ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

カーテン 古着 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」汚れているものは、金具を取り除いて概ね50㎝角以下に切って「燃えるごみ」

カーテンレール 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

カートリッジリボン 燃えないごみ

カード（ポイントカードなど） プラスチック類

カーナビゲーション 燃えないごみ

カーペット・じゅうたん 粗大ごみ

貝殻 燃えるごみ

懐中電灯 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

買い物袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

カイロ（使い捨て） 燃えないごみ

カイロ（使い捨て）の外袋 容器包装プラスチック類

鏡 燃えないごみ

鍵 燃えないごみ

家具 粗大ごみ

掛軸 燃えるごみ

かご

（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

傘 燃えないごみ 柄が袋からはみ出していても収集します

傘立て（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

菓子缶（スチール製） ビン・缶 中身は取り除くこと

加湿器 燃えないごみ

菓子箱 
（紙製） その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身は取り除くこと

ガスコンロ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガスストーブ 粗大ごみ

ガスマット（アルミ製） 燃えないごみ

ガス湯沸器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ガスライター 有害ごみ 中身は使いきること

お
～
か
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か

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
か ガスレンジ 粗大ごみ

カセットコンロ 燃えないごみ ボンベは取り除くこと

カセットボンベ 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

カセットボンベのキャップ 容器包装プラスチック類

カセットテープ 燃えるごみ

カセットテープのケース プラスチック類

カセットデッキ 燃えないごみ

カタログ その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

楽器類 

（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（木製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

カッパ（雨具） 燃えるごみ

カップ酒のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

カップ酒のビンのふた 燃えないごみ

カップ麺のかやく・スープの袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

カップ麺のふた（紙製） 燃えるごみ

カップ麺の包装フィルム 容器包装プラスチック類

カップ麺の容器（紙製） 燃えるごみ

カップ麺の容器（発泡スチロール製・プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

かつら 燃えるごみ

家庭用発電機 収集・処理しません 取扱業者に相談

金網 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

金具 燃えないごみ

かなづち 燃えないごみ

金たわし 燃えないごみ

かばん 

（金属製） 燃えないごみ

（革製品） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

（ビニール） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

花ビン 
（ガラス・陶磁器製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

鎌 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

紙オムツ 燃えるごみ 汚物は取り除くこと

紙コップ 燃えるごみ

紙皿 燃えるごみ

かみそり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

紙パック 

（内側がアルミ箔付） 燃えるごみ

（牛乳など） 紙パック 開いて洗浄乾燥し、白い紙ひもで十文字に縛ること

（掃除機用） 燃えるごみ

紙やすり 燃えるごみ

ガム 燃えるごみ

ガムテープ 燃えるごみ

ガムの包装 燃えるごみ

カメラ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

火薬類 収集・処理しません 取扱業者に相談

カラオケ機器 粗大ごみ

ガラスクリーナー（スプレー缶） 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

ガラスクリーナーのキャップ 容器包装プラスチック類
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
か ガラステーブル 粗大ごみ

ガラス戸 粗大ごみ

カレンダー 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

革製品（革靴・バッグなど） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

皮むき器 燃えないごみ

瓦 収集・処理しません 取扱業者に相談

缶 

（飲料物用・ペットフード） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

（スプレー缶・ワックス缶） 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

（農薬・劇毒物缶） 収集・処理しません 取扱業者に相談

簡易トイレ 粗大ごみ 汚物は取り除くこと

換気扇 燃えないごみ

換気扇フィルター 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

缶きり 燃えないごみ

緩衝材 
（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製・プチプチ） 容器包装プラスチック類

乾燥剤 燃えるごみ

缶詰缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

乾電池 有害ごみ

乾電池の包装フィルム 容器包装プラスチック類

かんな 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

き 木 燃えるごみ 概ね長さ50㎝、直径5㎝以上のものは「粗大ごみ」（P3①参照）

キーボード（音楽用） 粗大ごみ

キーホルダー
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

ギター 粗大ごみ

キッチンペーパー 燃えるごみ

きね 粗大ごみ

脚立 粗大ごみ

キャッシュカード 燃えるごみ はさみで切って出すこと

キャビネット 粗大ごみ

きゅうす 燃えないごみ

牛乳パック 紙パック 開いて洗浄乾燥し、白い紙ひもで十文字に縛ること

牛乳ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

牛乳ビンのふた（紙製） 燃えるごみ

給油ポンプ 
（手動式） プラスチック類

（電動式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

鏡台 粗大ごみ

きり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

霧吹き
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

記憶装置（HD・USBメモリなど） 燃えないごみ 中身のデータは消去して出すこと

銀紙（アルミホイル） 燃えないごみ

金魚鉢 
（ガラス製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

金庫 
（据置型） 収集・処理しません 取扱業者に相談

（手提型） 燃えないごみ

金属バット 燃えないごみ

か
～
き
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く
～
け

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
く 空気入れ 燃えないごみ

空気清浄機 燃えないごみ

クーラーボックス 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

釘 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

釘抜き 燃えないごみ

草刈機（エンジン） 収集・処理しません 取扱業者に相談

草刈機の刃 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

草花 燃えるごみ 土は落として出すこと

鎖
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

串 

（金属製） 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

（プラスチック製） プラスチック類

（木製・竹製） 燃えるごみ

薬（医薬品） 燃えるごみ

薬（医薬品）の袋（薬を入れた紙袋） 燃えるごみ

薬（医薬品）のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

薬ビン（医薬品） ビン・缶 農薬のビンは収集・処理しません

口紅 燃えないごみ

靴 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

クッキーの缶 ビン・缶

靴下（ストッキングを除く） 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

クッション 燃えるごみ

靴べら

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

首輪
（金属製） 燃えないごみ

（布・革製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

グラスウール 収集・処理しません 取扱業者に相談

クリアファイル プラスチック類

クリーニング袋（ビニール袋） プラスチック類

クリップ 燃えないごみ

車椅子 粗大ごみ

クレジットカード 燃えるごみ はさみで切って出すこと

グローブ 燃えるごみ

グローランプ 燃えないごみ

くわ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

軍手 燃えるごみ

け 携行缶 燃えないごみ 中身（燃料）は取り除くこと

蛍光管 有害ごみ

蛍光灯 有害ごみ

蛍光灯器具（本体） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

蛍光ペン 燃えるごみ

計算機 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

珪藻土バスマット 燃えないごみ

携帯電話（充電器を含む） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

毛糸 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
け

計量カップ
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

計量ばかり（デジタル） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ゲートボールのスティック（木製） 燃えるごみ

ゲートボールの玉 燃えないごみ

ゲーム機 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ゲームソフト
（カセット） 燃えないごみ

（ＣＤ） プラスチック類

劇毒物 収集・処理しません 取扱業者に相談

劇毒物の容器 収集・処理しません 取扱業者に相談

消しゴム 燃えるごみ

消しゴムの外装 燃えるごみ

消しゴムの包装フィルム 容器包装プラスチック類

化粧品のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

化粧品のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

下駄箱 粗大ごみ

血圧計 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」水銀式は「有害ごみ」

ケトル 燃えないごみ

玄関マット

（金属製） 燃えないごみ

（布製） 燃えるごみ

（プラスチック製） プラスチック類 汚れを取り除くこと。取れない場合は「燃えるごみ」

剣山 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

建築廃材 収集・処理しません 取扱業者に相談

原動機付自転車 収集・処理しません 取扱業者に相談

顕微鏡 燃えないごみ

こ 碁石 燃えないごみ

耕運機 収集・処理しません 取扱業者に相談

工具 燃えないごみ

工具箱 
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 汚れを取り除くこと

広告紙 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ゴーグル（プラスチック製） プラスチック類

コード（電気） 燃えないごみ

コードリール 燃えないごみ

コーヒーの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

コーヒーのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

コーヒーのビンのフタ 容器包装プラスチック類

コーヒーフィルター 燃えるごみ

コーヒーメーカー 燃えないごみ

氷枕 燃えるごみ

ござ 粗大ごみ

こたつ 粗大ごみ

こたつ板 粗大ごみ

こたつ布団・毛布 粗大ごみ

コップ 

（紙製） 燃えるごみ

（ガラス・金属・陶器製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

け
～
こ
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こ
～
さ

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
こ 粉ミルクの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

粉ミルクの缶のふた（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

粉ミルクの缶のふた（アルミ製） 燃えないごみ

碁盤 粗大ごみ

コピー機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ごみ箱 

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

ゴム印 燃えるごみ

ゴムホース 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

ゴムボート 粗大ごみ

ゴムマット 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

米びつ 粗大ごみ

米袋 
（紙製・布製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

コルク栓 燃えるごみ

コルク抜き 燃えないごみ

ゴルフクラブ 粗大ごみ

ゴルフバッグ 粗大ごみ

ゴルフボール 燃えるごみ

コンクリートブロック 収集・処理しません 取扱業者に相談

コンタクトレンズ 燃えるごみ

コンバイン 収集・処理しません 取扱業者に相談

コンパクト 燃えないごみ

コンパネ 粗大ごみ

コンビニ弁当の容器（ふた含む） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

コンポ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

梱包用のひも
（麻製） 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

（プラ・ビニール製） プラスチック類

さ 座椅子 粗大ごみ

在宅医療用廃棄物（注射針など） 収集・処理しません かかりつけの医療機関や取扱業者に相談

サイドボード 粗大ごみ

財布 燃えるごみ

裁縫箱
（金属製） 燃えないごみ 中身は取り除くこと

（プラスチック製） プラスチック類 中身は取り除くこと

酒パック 燃えるごみ

酒パックのキャップ 容器包装プラスチック類

酒ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

酒ビンのふた
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

座卓 粗大ごみ

冊子 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

サッシ 粗大ごみ

雑誌 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

雑草 燃えるごみ 土は落として出すこと

殺虫剤 収集・処理しません 取扱業者に相談

殺虫剤のスプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
さ 殺虫剤のスプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

殺虫剤のビン 燃えないごみ 中身は取り除くこと

殺虫剤のビンのふた 燃えないごみ

錆びた缶 燃えないごみ

座布団 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

皿

（紙製） 燃えるごみ

（金属製・陶器製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

サラダ油の缶 燃えないごみ 中の油を充分に取り除くこと

サラダ油の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中の油を充分に取り除くこと

ざる

（金属製） 燃えないごみ

（竹製） 燃えるごみ

（プラスチック製） プラスチック類

三角コーナー
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

三脚 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

サングラス 燃えないごみ

サンダル 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

残飯 燃えるごみ

三輪車 粗大ごみ

し シーツ 古着 汚れているものは、金具を取り除いて概ね50㎝角以下に切って「燃えるごみ」

ＣＤソフト プラスチック類 ケースも「プラスチック類」

ＣＤプレーヤー（携帯用） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ＣＤラジカセ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

シェーバー 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

磁気マットレス 粗大ごみ

磁石 燃えないごみ

辞書・辞典 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

システムキッチン 粗大ごみ

下敷き
（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製） プラスチック類

湿布剤 燃えるごみ

自転車 粗大ごみ 防犯登録してある場合、警察で解除

芝刈り機（エンジン付） 収集・処理しません 取扱業者に相談

シャープペンシル
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

シャープペンの芯 燃えるごみ

シャープペンの芯の容器 容器包装プラスチック類

写真 燃えるごみ

ジャッキ 燃えないごみ

しゃもじ 

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

シャンデリア 粗大ごみ 蛍光管は外して「有害ごみ」

シャンプー・リンスの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

シャンプー・リンスの詰替え容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

シャンプーハット プラスチック類

さ
～
し
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
し 週刊誌 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ジューサー 燃えないごみ

ジュースの紙パック
紙パック 開いて洗浄乾燥し、白い紙ひもで十文字に縛ること

（内側アルミ箔付） 燃えるごみ

ジュースの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ジュースのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ジュースのビンのふた（金属製） 燃えないごみ P5⑥参照

ジュースのペットボトルのふた 容器包装プラスチック類

修正液容器 燃えるごみ

じゅうたん 粗大ごみ

充電式電池（ニカド・ニッケル水素・リチウムイオン） 有害ごみ

柔軟剤の容器 容器包装プラスチック類

シュレッダー紙 その他紙類 透明な袋に入れて出すこと

収納ケース 粗大ごみ

消火器 収集・処理しません 取扱業者に相談

定規

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

じょうご 
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

錠剤アルミケース 容器包装プラスチック類

障子 粗大ごみ

消臭スプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

消臭スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

浄水機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

錠前 燃えないごみ

照明器具 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」蛍光灯は外して「有害ごみ」

しょうゆ入れ（魚型など） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

しょうゆビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

じょうろ
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

食品トレイ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

食用油 燃えるごみ 液体のままはP3参照

食用油の缶 燃えないごみ 中の油を充分に取り除くこと

食用油のビン ビン・缶 中の油を充分に取り除くこと

食用油のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中の油を充分に取り除くこと

食用油の容器のふた
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

除湿機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

除湿剤のふた（紙製） 燃えるごみ

除湿剤の容器 
（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

書籍 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

除草剤 収集・処理しません 取扱業者に相談

除草剤の容器（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

し
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
し

食器 

（紙製・木製） 燃えるごみ

（陶磁器製・金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

食器洗い機 粗大ごみ

食器乾燥機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

食器棚 粗大ごみ

人工芝（プラスチック製） プラスチック類 汚れを取り除くこと

シンナー 収集・処理しません 取扱業者に相談

新聞紙 新聞 白い紙ひもで十文字に縛ること

す 水銀血圧計 有害ごみ

水銀体温計 有害ごみ

水銀灯 有害ごみ

水槽 
（ガラス製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（プラスチック製） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

水中ポンプ（ペット用） 燃えないごみ

水中眼鏡
（ガラス製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

水筒・魔法瓶 燃えないごみ

水道蛇口 燃えないごみ

水道パイプ
（塩ビ製） 燃えるごみ

（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

炊飯器 燃えないごみ

スーツケース 粗大ごみ

スーパーのレジ袋 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

スキー板 粗大ごみ

スキーキャリア 粗大ごみ

スキー靴 燃えないごみ

スクーター 収集・処理しません 取扱業者に相談

スケート靴 燃えないごみ

スケッチブック 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

スコップ 燃えないごみ

すだれ 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

スタンプ台 燃えないごみ

スチールイス 粗大ごみ

スチール缶（飲食用） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

スチール棚 粗大ごみ

スチール机 粗大ごみ

スチールホイール 粗大ごみ

ステレオ 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 灯油及び乾電池は必ず取り除くこと

ストッキング 燃えるごみ

ストロー
（ガラス製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

ストロー袋 
（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

砂時計 燃えないごみ

スニーカー 燃えるごみ 金属部分は取り除くこと。取れない場合は「燃えないごみ」

し
～
す
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
す スノーボード 粗大ごみ

スノーボード用ブーツ 燃えないごみ

すのこ 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

スパイクシューズ 燃えないごみ

スピーカー 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

スプーン 

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

スプリングマットレス 粗大ごみ

スプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

すべり台 粗大ごみ

スポンジ（プラスチック製） プラスチック類

ズボンプレッサー 粗大ごみ

スマートフォン（充電器を含む） 燃えないごみ

炭 燃えるごみ

図面筒 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

スリッパ 燃えるごみ

スレート（建材） 収集・処理しません 取扱業者に相談

すり鉢 燃えないごみ

せ 整髪料のスプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

整髪料のスプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

整髪料のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

整髪料のプラスチック容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

清涼飲料缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

清涼飲料ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

生理用品 燃えるごみ

生理用品の包装 容器包装プラスチック類

石油ストーブ・ファンヒーター 粗大ごみ 灯油及び乾電池は必ず取り除くこと

石油類 収集・処理しません 取扱業者に相談

石灰 燃えるごみ

石鹸 燃えるごみ

石膏ボード 収集・処理しません 取扱業者に相談

接着剤のチューブ（金属製） 燃えないごみ

接着剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

セメント 収集・処理しません 取扱業者に相談

ゼリーの容器・ふた 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

セロハン紙 燃えるごみ

セロハンテープ 燃えるごみ

セロハンテープ台 燃えないごみ

セロハンテープの芯 燃えるごみ

線香 燃えるごみ

洗剤の計量カップ プラスチック類

洗剤の詰替え用袋（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

洗剤容器 
（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

洗濯機 家電リサイクル （P9、10参照）

す
～
せ
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
せ 洗濯乾燥機 家電リサイクル （P9、10参照）

洗濯竿 粗大ごみ

洗濯ばさみ 燃えないごみ

洗濯物干し台
（金属部分） 粗大ごみ

（コンクリートの部分） 収集・処理しません 取扱業者に相談

剪定ばさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

栓抜き 燃えないごみ

扇風機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

洗面器
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

そ 双眼鏡 燃えないごみ

ぞうきん 燃えるごみ

惣菜トレイ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

惣菜パック 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

掃除機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

掃除機のごみパック 燃えるごみ

ソケット 燃えないごみ

ソファー 粗大ごみ

そり 粗大ごみ

そろばん 燃えるごみ

た
体温計 

（水銀式） 有害ごみ

（デジタル式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

体重計（ヘルスメーター） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

台所洗剤の詰め替え 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

台所洗剤の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

耐熱ガラス食器 燃えないごみ

耐熱プラスチック食器 プラスチック類

タイヤ（車用） 収集・処理しません 取扱業者に相談

タイヤチェーン 燃えないごみ

タイヤホイール 粗大ごみ

太陽光パネル 収集・処理しません 取扱業者に相談

太陽熱温水器 粗大ごみ

タイル 燃えないごみ

田植え機 収集・処理しません 取扱業者に相談

タオル 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

タオルケット 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

高枝ばさみ 粗大ごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

たがね 燃えないごみ

凧 燃えるごみ

たこ焼き機 燃えないごみ

たたみ 粗大ごみ

卓球ラケット 燃えるごみ

脱脂綿 燃えるごみ

脱臭剤 プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

タッパー（プラスチック製） プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

タバコの空き箱 燃えるごみ

タバコの吸殻 燃えるごみ

せ
～
た
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
た タバコの外包装フィルム 容器包装プラスチック類

足袋 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

卵の殻 燃えるごみ

卵のパック
（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

たわし（亀の子・金属製） 燃えないごみ

単行本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

タンス 粗大ごみ

ダンベル 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ダンボール ダンボール 白い紙ひもで十文字に縛ること

ち チェーンソー 収集・処理しません 取扱業者に相談

地下足袋 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

地球儀 燃えないごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶筒
（紙製） 燃えるごみ

（金属製） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

茶の殻 燃えるごみ

茶碗
（陶磁器） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

注射器・注射針 収集・処理しません かかりつけの医療機関や取扱業者に相談

彫刻刀 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

調味料の缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

調味料の小袋 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

調味料のチューブ 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

調味料のビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

チョーク 燃えるごみ

チラシ その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

チリトリ
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

つ
杖

（金属製） 燃えないごみ

（木製） 燃えるごみ

使い捨てカイロ 燃えないごみ

使い捨てガスライター 燃えないごみ 中身は使いきって出すこと

机 粗大ごみ

漬物石 収集・処理しません 取扱業者に相談

土 収集・処理しません 取扱業者に相談

壷 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

つまようじ 燃えるごみ

爪切り 燃えないごみ

釣り糸 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

釣り竿 

（金属製・カーボン製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

釣り竿ケース（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

釣り針 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

て ティーパック（紅茶など） 燃えるごみ

ＤＶＤケース プラスチック類

た
～
て
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
て ＤＶＤソフト プラスチック類

ＤＶＤプレイヤー 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

定期入れ 
（革製） 燃えるごみ

（プラスチック製） プラスチック類

ティッシュペーパー 燃えるごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス 燃えるごみ 概ね50㎝角以下に切って出すこと。布製は「古着」

手押し車 粗大ごみ

手鏡 燃えないごみ

手提げ袋
（紙製） その他紙類

（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

デジタルカメラ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

デスクマット プラスチック類

鉄アレイ 燃えないごみ

鉄パイプ 粗大ごみ

鉄板（料理用） 燃えないごみ

テニスラケット 燃えないごみ

手袋 燃えるごみ

テレビアンテナ 粗大ごみ

テレビ
（携帯型） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

（ブラウン管・液晶・プラズマ） 家電リサイクル （P9、10参照）

テレビゲーム 燃えないごみ

テレビゲームソフト 燃えないごみ

テレビ台 粗大ごみ

電気あんか 燃えないごみ

電気温水器 粗大ごみ

電気カーペット 粗大ごみ

電気蚊取り器 燃えないごみ

電気かみそり 燃えないごみ

電気コード 燃えないごみ

電気スタンド 燃えないごみ

電気ストーブ 燃えないごみ

電気毛布 燃えないごみ

電球（LED製品含む） 有害ごみ

電柵の線 燃えないごみ

電子オルガン 燃えないごみ

電子辞書 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

電子たばこ 燃えないごみ

電子手帳 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

電子ピアノ 粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

電池（乾電池） 有害ごみ

テント
（骨組） 粗大ごみ

（屋根） プラスチック類 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

電動ドリル 燃えないごみ

て
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
て 電動歯ブラシ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

てんぷらガード（アルミ製） 燃えないごみ

電話機 燃えないごみ

電話帳 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

と ドア 粗大ごみ

とい
（塩ビ製） 燃えるごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

（金属製） 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

砥石 燃えないごみ

トイレ（おまる）（プラスチック製） プラスチック類 汚物は取り除くこと。指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

トイレブラシ プラスチック類

トイレコーナー プラスチック類

陶磁器 燃えないごみ

動物（ペット・いのししなど）の死骸 収集・処理しません 取扱業者に相談

豆腐の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

豆腐容器のフィルム 容器包装プラスチック類

灯油ポンプ 
（手動式） プラスチック類

（電動式） 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

トースター 燃えないごみ

毒劇物 収集・処理しません 取扱業者に相談

毒劇物の容器 収集・処理しません 取扱業者に相談

時計 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

戸棚 粗大ごみ

トタン 粗大ごみ

徳利（とっくり） 燃えないごみ

トナー 収集・処理しません 取扱業者に相談

土鍋 燃えないごみ

跳び縄 プラスチック類

ドライバー（工具） 燃えないごみ

ドライヤー 燃えないごみ

トラクター 収集・処理しません 取扱業者に相談

ドラム缶 収集・処理しません 取扱業者に相談

ドラムコード 燃えないごみ

トランク（旅行用） 粗大ごみ

トランシーバー 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

鳥かご 燃えないごみ

塗料 収集・処理しません 取扱業者に相談

塗料缶 燃えないごみ 中身の塗料は収集しません

塗料スプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

塗料スプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

トレイ
（プラスチック、発泡スチロール） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

（紙） 燃えるごみ

トレーニング器具 粗大ごみ

ドレッシングのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ドレッシングのビンのふた 容器包装プラスチック類

ドレッシングの容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

どんぶり鉢 燃えないごみ

な ナイフ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

て
～
な
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
な ナイロン袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

苗木用ビニールポット（家庭園芸用） プラスチック類 水洗いすること

苗箱 収集・処理しません 取扱業者に相談

長靴 燃えるごみ 金属が付いているものは燃えないごみ

流し台 粗大ごみ

なた 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ナット 燃えないごみ

ナプキン（生理用品） 燃えるごみ

鍋 燃えないごみ

鍋敷
（金属製） 燃えないごみ

（布製・木製） 燃えるごみ

生ごみ 燃えるごみ

波板（トタン） 粗大ごみ

縄 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

に
荷造りひも 

（麻製） 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

（プラスチック製） プラスチック類

ニッケル水素電池 有害ごみ

入浴剤の袋・容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

入浴剤の容器（缶） ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

人形（布製・木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ぬ ぬいぐるみ 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ぬか 燃えるごみ

布切れ 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

ね 猫砂 燃えるごみ

ネクタイ 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

ネクタイピン 燃えないごみ

ネジ 燃えないごみ

寝袋 燃えるごみ

粘着テープ 燃えるごみ

粘土（紙・油粘土） 燃えるごみ

の ノート その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

農業機械 収集・処理しません 取扱業者に相談

農薬 収集・処理しません 取扱業者に相談

農薬のビン・缶 収集・処理しません 取扱業者に相談

のこぎり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

のみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

のり（でんぷんのり）のチューブ 燃えるごみ

海苔ビン・海苔缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

海苔の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

は バール 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

バイク 収集・処理しません 取扱業者に相談

灰皿 
（陶磁器・金属製・ガラス製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

パイプイス 粗大ごみ

パイプレンチ 燃えないごみ

バインダー（農機具） 収集・処理しません 取扱業者に相談

バインダーファイル 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

な
～
は
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
は

バインダーファイルの留具
（プラスチック製） プラスチック類

（金属製） 燃えないごみ

はがま 燃えないごみ

はかり 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

白熱球 有害ごみ

はけ
（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

バケツ 
（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

はさみ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

箸

（木・竹製） 燃えるごみ

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

はしご 粗大ごみ

バスマット 燃えるごみ

パソコン 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

パソコンラック 粗大ごみ

はたき
（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

バッグ（かばん）

（革製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

（金属製） 燃えないごみ

（ビニール製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

バッテリー 収集・処理しません 取扱業者に相談

発電機 収集・処理しません 取扱業者に相談

発泡スチロール
容器包装プラスチック類 大型のものは「粗大ごみ」

（トレイ） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

バドミントンのラケット 燃えないごみ

花 燃えるごみ

花火 燃えるごみ 使用済みのものに限る

バネ 燃えないごみ

羽根布団 粗大ごみ

歯ブラシ プラスチック類

歯ブラシの包装パック 容器包装プラスチック類

歯磨きチューブ 燃えるごみ

刃物 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

パラボラアンテナ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

針 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

針金 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

パレット 粗大ごみ

はん（印鑑）
（象牙類・木製） 燃えるごみ

（プラスチック製） プラスチック類

ハンガー

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

（木製） 燃えるごみ 金属がついているものは「燃えないごみ」

ハンカチ 古着 汚れているものは「燃えるごみ」

ばんそうこう 燃えるごみ

ハンドバッグ 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

は



33

品　　　名 分別区分 出し方のポイント
は パンフレット その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ハンマー 燃えないごみ

ひ ピアノ 収集・処理しません 取扱業者に相談

ビー玉 燃えないごみ

ビーチパラソル 粗大ごみ

ビーチボール プラスチック類

ビート板 プラスチック類

ビール缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ビールビン ビン・缶 できるだけ販売店に返却すること

ビールビンのふた（王冠） 燃えないごみ

ひげそり 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ひし波 粗大ごみ

ビデオカメラ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ビデオテープ 燃えるごみ

ビデオテープのケース プラスチック類

ビデオデッキ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ビニールシート プラスチック類

ビニールテープ プラスチック類

ビニールハウス 収集・処理しません 取扱業者に相談

ビニールひも プラスチック類

ビニールプール プラスチック類

ビニール袋（レジ袋） 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

ビニール風呂敷 容器包装プラスチック類

ビニールホース プラスチック類

火箸 燃えないごみ

ひも 
（麻製） 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

（プラスチック製） プラスチック類

漂白剤の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

肥料（家庭園芸用） 燃えるごみ

肥料袋（家庭園芸用） 燃えるごみ

ビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ピンセット 燃えないごみ

ピンポン玉 プラスチック類

ふ
ファイル

（紙製） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ファスナー 燃えないごみ

ファックス 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ファンヒーター 粗大ごみ 灯油及び電池は必ず取り除くこと

フィルム（ネガ） プラスチック類

フィルムケース 容器包装プラスチック類

風船 燃えるごみ

フォーク

（金属製） 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

ふすま・障子 粗大ごみ

ブックカバー
（紙製） 燃えるごみ

（ビニール製） プラスチック類

は
～
ふ
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ふ 仏壇 収集・処理しません 取扱業者に相談

筆（竹・木製） 燃えるごみ

筆箱

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

筆ペン 燃えるごみ

ふとん 粗大ごみ ※燃えるごみでは収集しません

ふとん乾燥機 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ふとんたたき
（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

ふとんばさみ 燃えないごみ

フライパン 燃えないごみ

ブラインド 粗大ごみ

プラスチック製食器 プラスチック類

プラモデル プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

プランター プラスチック類 土を取り除くこと

フリーザーバッグ プラスチック類

プリンター 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

プリンターのカートリッジ 燃えないごみ

ブルーシート 粗大ごみ

ブロック（コンクリート） 収集・処理しません 取扱業者に相談

フロッピーディスク 燃えないごみ

風呂のふた 粗大ごみ

プロパンのボンベ 収集・処理しません 取扱業者に相談

古着類 古着 洗たくし、乾いたもの（P3参照）

ブルーレイのディスクとケース プラスチック類

文房具

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

（木製） 燃えるごみ

噴霧器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

へ ヘアースプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

ヘアースプレー缶のキャップ（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

ヘアードライヤー 燃えないごみ

ヘアーピン 燃えないごみ

ペーパーナイフ 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ベッド 粗大ごみ

ベッドのスプリングマット 粗大ごみ

ペットのトイレ用砂
（可燃性） 燃えるごみ

（不燃性） 燃えるごみ

ペットのフン 収集・処理しません 取扱業者に相談

ペットフード缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

ペットボトル ペットボトル 中身を取り除いて水洗いすること（ふたを取ってラベルをはがす）

ペットボトルのふた・ラベル 容器包装プラスチック類

ヘッドホン 燃えないごみ

ペット用おり 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ベニヤ板 粗大ごみ

ベビーカー 粗大ごみ

ふ
～
へ
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
へ ヘルスメーター 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ベルト 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ヘルメット 燃えないごみ

便器 粗大ごみ 汚物は取り除くこと

ペンキ缶 燃えないごみ 中身の塗料は収集しません

ペンキ缶のプラスチック製キャップ 容器包装プラスチック類

ペンキのスプレー缶 燃えないごみ 使い切って必ず穴をあけること

ペンキのスプレー缶のキャップ 容器包装プラスチック類

便座 粗大ごみ

便座カバー 燃えるごみ

ペンチ 燃えないごみ

弁当箱

（金属など複合品） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類 水洗いすること

（プラスチック製使い捨て） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

弁当容器（コンビニなど） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

弁当容器（コンビニなど）の外包装フィルム 容器包装プラスチック類

ペンライト 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ほ ホイール（車両関係） 粗大ごみ

ホイールキャップ 燃えないごみ

望遠鏡 燃えないごみ

ほうき 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」概ね50㎝以下に折って出すこと

芳香剤の容器（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

帽子 燃えるごみ

防虫剤（ハンガータイプ） プラスチック類 中身は取り除くこと

包丁 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

ボウル（台所用品）
金属製 燃えないごみ

プラスチック類 プラスチック類

ホース プラスチック類

ホースリール 粗大ごみ

ボール 燃えるごみ

ボールペン プラスチック類 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ポケットティッシュ 燃えるごみ

歩行器 粗大ごみ

ポスター その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

ボタン

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

ボタン電池 有害ごみ

補聴器 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ポット 燃えないごみ

ホットカーペット 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ホットプレート 燃えないごみ

哺乳ビン
（ガラス製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

哺乳ビンの乳首（天然ゴム・シリコン） 燃えるごみ

ポリタンク プラスチック類

ポリバケツ プラスチック類 水洗いすること

へ
～
ほ
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ほ ポリ袋 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

ボルト 燃えないごみ

保冷剤 燃えるごみ

保冷袋（保冷バック） 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ホワイトボード 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

盆

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

本立て 燃えないごみ

本棚 粗大ごみ

ま マーガリンの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

マイク 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

巻尺 燃えないごみ

まくら 燃えるごみ

まごの手 燃えるごみ

マジックペン 燃えないごみ

マスク 燃えるごみ

マッサージ器 粗大ごみ

マッチ 燃えるごみ 未使用のものは水につけて出すこと

マットレス 粗大ごみ

まな板
（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

マニキュアのビン 燃えないごみ 中身は使い切ること

魔法瓶 燃えないごみ

マヨネーズの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

マルチ（農業用） 収集・処理しません 取扱業者に相談

まんが本 その他紙類 白い紙ひもで十文字に縛ること

万年筆 燃えないごみ

万歩計 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

み みかんのネット 容器包装プラスチック類

ミキサー 燃えないごみ

ミシン 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

ミシン針 燃えないごみ 鋭利な部分を紙などでくるんで出すこと

水きりネット 燃えるごみ

ミニコンポ 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

耳かき

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

ミルクの缶 ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

む
虫かご 

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

（木製） 燃えるごみ

蒸し器
（金属製） 燃えないごみ

（木製） 燃えるごみ

虫取り網 燃えないごみ

虫眼鏡 燃えないごみ

ほ
～
む
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
め 眼鏡 燃えないごみ

眼鏡ケース

（革製、布製） 燃えるごみ

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

メガホン（プラスチック製） プラスチック類

目薬の容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

メジャー（巻尺） 燃えないごみ

綿棒 燃えるごみ

綿棒の容器 容器包装プラスチック類

も 毛布 粗大ごみ ※燃えるごみでは収集しませんん

モーター 燃えないごみ

木製バット 燃えるごみ

木炭 燃えるごみ

餅つき器 粗大ごみ

モップ 粗大ごみ

物干し竿 粗大ごみ

物干し台
（金属部分） 燃えないごみ

（コンクリート部分） 収集・処理しません 取扱業者に相談

物干しハンガー プラスチック類 金属がついているものは「燃えないごみ」

や やかん 燃えないごみ

焼き物（陶磁器類） 燃えないごみ

薬品類 収集・処理しません 取扱業者に相談

野菜の外装（ビニール製） 容器包装プラスチック類

やすり 燃えないごみ

ゆ
湯たんぽ

（金属製） 燃えないごみ

（プラスチック製） プラスチック類

湯飲み茶碗 燃えないごみ

指輪 燃えないごみ

ゆりかご 粗大ごみ

湯沸器 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

よ
ヨーグルトのカップ

（紙製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

ヨーグルトの外フィルム 容器包装プラスチック類

ヨーグルトのふた
（アルミ製） 燃えるごみ

（プラスチック製） 容器包装プラスチック類

浴室テレビ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

浴槽 粗大ごみ

ら ラーメンの袋 容器包装プラスチック類

ライター 有害ごみ 中身は使い切ること

ラケット（金属製） 燃えないごみ

ラジオ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ラジカセ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ラジコン 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ラック 粗大ごみ

ラップ（商品包装用） 容器包装プラスチック類

ラップケースの刃（金属製） 燃えないごみ

ラップの芯 燃えるごみ

め
～
ら
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品　　　名 分別区分 出し方のポイント
ら ラップの箱 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

ランドセル 燃えないごみ

り リール（釣具） 燃えないごみ

リチウム電池 有害ごみ

リモコン 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

リヤカー 粗大ごみ

リュックサック 燃えるごみ 金属部分は取り除いて「燃えないごみ」

リンス・シャンプーの容器 容器包装プラスチック類 中身を取り除いて水洗いすること

る ルーペ 燃えないごみ

れ 冷蔵庫 家電リサイクル （P9、10参照）

冷凍庫 家電リサイクル （P9、10参照）

レインコート 燃えるごみ

レコード プラスチック類

レコードプレーヤー 粗大ごみ

レジ袋 容器包装プラスチック類 中には何も入れないこと

レジャーシート 燃えるごみ 概ね50㎝角以下に切って出すこと。切れない場合は「粗大ごみ」

レンガ 収集・処理しません 取扱業者に相談

レンジ（電子・ガス） 粗大ごみ

レンジガード（アルミ製） 燃えないごみ

レンジ台 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

レンズ 燃えないごみ

ろ ローソク 燃えるごみ

ロープ
（麻製） 燃えるごみ 概ね50㎝以下に切って出すこと

（プラスチック製） プラスチック類

ロッカー 粗大ごみ

わ ワープロ 燃えないごみ 電池は取り除いて「有害ごみ」

ワイシャツ 古着 汚れているものは、金具を取り除いて「燃えるごみ」

ワイヤー 燃えないごみ

ワインのコルク栓 燃えるごみ

ワインのビン ビン・缶 中身を取り除いて水洗いすること

輪ゴム 燃えるごみ

ワゴン 燃えないごみ 指定袋に入らなければ「粗大ごみ」

綿 燃えるごみ

ワックスの缶 燃えないごみ

割り箸 燃えるごみ

割れたビン 燃えないごみ 紙などに包んで「ワレモノ」と書いて出すこと

ら
～
わ



東城 I.C

岡山県

久代

川東

東城

戸宇

東城中学校

東城支所

東城小学校

中国自動車道

至庄原I.C

至西城 至新見I.C

至福山至神石

とうじょう東城高校

23

25

182

314

東城クリーンセンター

Ｊ
Ｒ
芸
備
線

成
羽
川

お 問 い 合 わ せ
☎（０８２４）７２－１３９８

☎（０８２４）８２－２１８１

☎（０８４７７）２－５１４１

☎（０８２４）８７－２１１３

☎（０８２４）８６－２１１３

リサイクルプラザ（環境政策課）

西城支所地域振興室

東城支所産業建設室

口和支所地域振興室

高野支所地域振興室

☎（０８２４）８５－３００３

☎（０８２４）８８－３０６５

☎（０８２４）７２－２０４４

☎（０８４７７）２－０２１４

比和支所地域振興室

総領支所地域振興室

備北クリーンセンター

東城クリーンセンター

一木町

上原町

戸郷町

庄原I.C

新庄町

川手町
掛田町

国兼池

上野池

是
松
町

至三良坂

至三次東I.C

至三次

至総領

広島県立農業
技術大学校

板橋小学校

消防署

実業高校田園文化
センター

びんご
みっかいち

びんごしょうばら

至口和
至比和・高野

市役所
警察署

至東城I.C

至西城

国営備北
丘陵公園

庄原
カントリークラブ

県
大
通り

中国自動車道

183

432

JR芸
備線


