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家庭ごみの分別と出し方

■お問い合わせ先
　竹原市 市民課 生活環境係
　TEL（0846）22－2279

保存版
令和3年9月発行
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家庭ごみの有料化が始まります
有料化は、令和３年１０月１日から始まります。有料化にともない、指定袋の色と価格が
変わります。
※ 有料化とは、ごみを出す人が処理費用の一部を直接負担することです。指定袋を購入することで、ご

みの処理費用を支払うことになります。

税込価格

有料化前の指定袋 サイズ
１０㍑ ２０㍑ ４０㍑

種　類

もやせる物用（１枚あたり）
４円 ７円 １０円もやせない物・有害ごみ

リサイクルする物用（１枚あたり）

非課税

有料化後の指定袋 サイズ
１０㍑ ２０㍑ ４０㍑

種　類
もやせる物・有害ごみ用
（１枚あたり） 10円 20円 40円
リサイクルする物用（１枚あたり） 5円 10円 20円

赤色
もやせる物用

黄色
もやせる物
有害ごみ用

青色
もやせない物
有害ごみ

リサイクルする物用

白色
リサイクルする物用
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現行の指定袋は、移行期間中の令和３年１２月３０日までの３か月間は使用できますが、令和４年１月１日からは使用できません。
返品や新しい指定袋との交換はできませんので、計画的な購入をお願いします。

Ｒ3.10.1

販売開始 使用開始販売終了 移行期間：Ｒ3.10.1～Ｒ3.12.30 使用終了

Ｒ3.9.30 Ｒ3.12.30有料化前の指定袋 有料化後の指定袋

家庭ごみの種別が変わります
令和３年１０月１日からごみの分別が以下のとおり変わります。偍のマークが入っているものが今回変更となります。

令
和
３
年
９
月
30
日
ま
で

令
和
３
年
10
月
１
日
か
ら

もやせない物

もやせる物

台所ごみ、紙くず
布くず、木くず等
偍 プラスチック類（容器包

装プラ、その他プラ）
偍ゴム・皮革類
偍発泡スチロール
偍布類・毛布
偍白色トレー

リサイクル
する物

ビン類・カン類
金属類
陶磁器類
小型の家電類
偍ガラス類
ペットボトル

資源物

新聞・ちらし
雑誌・雑紙
書籍
飲料用パック
焼却灰
ダンボール

有害ごみ

乾電池
偍ボタン型電池
偍小型充電式電池
蛍光管
体温計・温度計
鏡
偍ライター類

粗大ごみ

家電製品（家電リサイ
クル品を除く)
家具類
寝具類
乗物類等

もやせない物
（廃止）

もやせる物また
はリサイクルす
る物へ振り分け
となります

資源物 有害ごみ 粗大ごみもやせる物 リサイクル
する物
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種　別 具　　体　　例 袋の色 ページ

○焼却灰
資 源 物 P.10

○家電製品（家電リサイクル品を除く）
○家具類　○寝具類
○乗物類　　　　　など

粗大ごみ（申込制） P.12

このマークが目印

P.6もやせる物

リサイクルする物

ビン類・カン類
金属類・陶磁器類
小型の家電類
ガラス類

ペットボトル

P.8

P.8

○乾電池　〇ボタン型電池
〇小型充電式電池　
○温度計（水銀入り）
○蛍光管　○鏡　〇ライター類
○体温計（水銀入り）

有害ごみ P.11

長さ50㎝、
直径8㎝未満

紐で十字に縛る

丈夫な袋に
入れ、「灰」
と書く

汚物は
取り除く

○新聞紙　○書籍　
○雑紙　　○ダンボール
○飲料用パック（内側にアルミが貼ってない物） など

50㎝以下に
切ったもの

○台所ごみ　　○木くず　　○在宅医療廃棄物
○紙くず　　　○ぬいぐるみ
○布くず　　　○紙おむつ
〇プラスチック類（容器包装プラ、その他プラ）
〇ゴム・皮類　〇発泡スチロール、食品トレイ
〇衣類・毛布　〇白色トレー

指定
ごみ袋
対象外

指定
ごみ袋
対象外

小型充電式電池は
このマークが目印

家庭ごみの種別とごみ袋の色
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○土曜日、日曜日、盆（8月15日）、年末年始（12月31日～1月3日）、GWのごみ収集はお休みです。
○もやせる物・リサイクルする物・有害ごみは祝日、振替休日も収集します。
○ 資源物・粗大ごみは、祝日などで収集を休む場合は振替収集日をもうけます。毎月発行する広報やホームページでお知らせします。
○ 家庭ごみを直接処理施設へ持っていく場合については、46ページを参照してください。
○ 商店など、事業活動をともなって出るごみは、ごみステーションに出せません。処理施設へ直接搬入するか許可業者に収集運搬

を依頼してください。（詳しくは46ページを参照してください。）

ごみは
指定ごみ袋で出す

ごみは指定ごみ袋で出しましょう。内袋を使用する場合は、中身が
よく見える袋を使用してください。また、ごみ袋の口をしっかり縛
って、ごみが出ないようにしてください。

決められた場所や
曜日を守る

ごみステーションは、自治会のみなさんで管理しています。決
まりを守らない人がいると、近所の人に迷惑がかかります。決
まりを守って出しましょう。

ごみは収集当日の
朝8時までに出す

収集日の前日の夜などに出すと、カラスやネコに散らかされた
りします。ごみは収集日当日の朝8時までに出しましょう。

粗大ごみは
申し込みを行う

粗大ごみを出す場合は、電話又は来庁により事前に申し込みが
必要です。また、処理施設へ直接持っていくこともできます。

危険なものは包んで
出そう

ガラスや陶器の割れたもの、カッターや剃刀の刃、はさみ、包丁な
どは、必ず新聞紙などで包んでから袋に「危険」と明記して出しま
しょう。

もやせる物
有害ごみ

リサイクルする物リサイクルする物 もやせる物
有害ごみ

もやせる物
有害ごみ

きちんと分別する

ごみは正しく分別して出しましょう。他のごみと混ぜて出さな
いように、きちんと分けて出してください。
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出
せ
る
も
の

○台所ごみ（生ごみ、貝殻ごみ）
○紙くず（ティッシュ、古紙類）
○布くず、下着類、くつ下、ストッキング
○木くず（長さ50cm直径8cm未満）、草、落ち葉
　  1ごみステーションにつき草・落ち葉などとあわせて10

袋（40ℓ用の袋で）まで
○ぬいぐるみ
○紙おむつ
○ 在宅医療廃棄物（カテーテル、点滴バッグ、ストーマ袋、

ペン型自己注射針など）
○ プラスチック類（容器包装プラ、その他プラ）
○ ゴム・皮類
○ 発泡スチロール
○ 衣類・毛布（50cm以下に切ったもの）
○ 白色トレー

出　

し　

方

○黄色の指定ごみ袋に入れて出してください。
○ 生ごみは水分をよく切って出してください。内袋を使用す

る場合は、中身がよく見える袋を使用してください。新聞
紙では包まないでください。

○紙おむつは、汚物を取り除いて出してください。
○ 下着、紙おむつ、生理用品、在宅医療廃棄物は、新聞紙で

包むか中身が見えない袋に入れたうえで、指定ごみ袋に入
れて出すことができます。

○ もやせる物（プラスチック類など）とリサイクルする物（金
属類など）の混合物はできる限り分別し、それぞれの種別
で出してください。どうしても分別できない場合は、占め
る割合が多い種別で出してください。

○ 容器等に入っている固体物、液体物、気体物は、必ず使い
切ってから出してください。

○ 衣類・毛布やホースなどは、50㎝以下に切って出してく
ださい。50㎝以下にできない場合は、粗大ごみで出して
ください。

○ 食品トレイで白色のものはスーパーなどの店頭でも回収さ
れています。

○ 鋭利なものは新聞紙などに包んでから危険と明記して出し
てください。

○ その他の物は、ごみの分別ガイド（16ページ以降）を参
照してください。

もやせる物の出し方 週2回収集（収集当日の朝8時までに出しましょう）
※地域により収集日が異なります。

注意：もやせる物は指定ごみ袋（黄色）に入れて出してください。
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収集日 曜  日 収　　　　　集　　　　　区　　　　　域

毎　
　
　
　
　

週

月　

・　

木

＜竹原地区＞向島・黒浜・大石・地蔵住宅・上市・北堀（市役所・ハローワーク付近）・塩浜（1組・2組）・
　　　　　　扇町・本川・明神・皆実・西町（JR線路より南側）・北崎
＜下 野 町＞上条・中通市営住宅を除く地域、＜小梨町＞小吹を除く地域、＜福田町＞打越を除く地域
＜吉 名 町＞毛木・郷・西条・東条・久保城・浦尻・掛ノ浦
＜忠海地区＞忠海町堀越（江の内は除く）・忠海九区・忠海東町10区・三新会・可寿美・くろたき・高見新地・忠海中央・
　　　　　　忠海駅前・中新地区の一部・掛場町内会（西ヶ迫）・川下・床浦一丁目・忠海団地

火　

・　

金

＜竹原地区＞新町・榎町・上新開・北堀（市役所・ハローワーク付近を除く）・塩浜（1組・2組を除く）・中須・来須
　　　　　　西町（JR路線より北側）・地蔵・本町三井社宅・本町住宅・田中・下市・京栄・小路・楠通
＜下 野 町＞上条・中通市営住宅、＜東野町＞、＜新庄町＞、＜西野町＞、＜田万里町＞、＜仁賀町＞
＜小 梨 町＞小吹、＜吉名町＞港・水場・平方・曽井・久保谷、＜高崎町＞、＜福田町＞打越
＜忠海地区＞忠海東町第1～第7・忠海町堀越（江の内）・中新地区・福寿・天神町・忠海20区・
　　　　　　掛場町内会（西ヶ迫を除く）・長浜

もやせる物の収集日

収集日以外に出したり、分別されてないごみは収集出来ませんので、今一度ご確認を…

もやせる物
有害ごみ

リサイクルする物
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注意：【ビン・カン金属・陶磁器・小型の家電類・ガラス類】と【ペットボトル】は別々の指定ごみ袋（白色）に入れて出してください。

出　
　

せ　
　

る　
　

も　
　

の

ビ
ン
類
・
カ
ン
類
・
金
属
類
・
陶
磁
器
類
・
小
型
の
家
電
類
・
ガ
ラ
ス
類

○ ビン類： ジュース、醤油、酢、ドリンク剤、酒類、ジャムなどのビン（薬
品・化粧品のビンは「リサイクルする物」）

○ カン類： ジュース、清涼飲料水、酒類などの缶、カセットコンロ用のガス
缶、各種スプレー缶、缶詰、お菓子の缶、サラダ油の缶、粉ミル
クの缶など

○ 金属類： なべ、やかん、金属のふた、スプーン、フォーク、縫い針、刃物
など（危ない物は、必ず新聞紙などで包んでからごみ袋に入れ、
危険と明記して出してください）

○陶磁器類： 茶わん、花瓶、土鍋、植木鉢など
○ 小型の家電類（50cm以内）：時計、懐中電灯、カメラ、ラジカセ、電卓、
ドライヤーなど

○ガラス類：食器、コップ、ふたなど

出　
　
　
　

し　
　
　
　

方

○ 白色の指定ごみ袋に入れて出してください。
○ 「ビン・カン・金属・陶磁器・小型の家
電類・ガラス類」と「ペットボトル」は
必ず別々の指定ごみ袋に入れてください。

○ スプレー缶などは中身を使い切ってから
出してください。（穴あけ不要）

○ ビン・カンは中を水ですすぎ、カンはで
きるだけつぶしてから出してください。

○ ふたやキャップは外して、金属製のもの
は「金属類」に、プラスチック製のものは、
「もやせる物」に分別してください。
○ ビールビンや一升ビンはなるべく販売店
へお返しください。

○ 鋭利なものは新聞紙などに包んでから危
険と明記して出してください。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

　　　　　　　　 このマーク（PET1マーク）が目印

○ 白色の指定ごみ袋に入れて出してください。
○ ペットボトルは中を水ですすぎ、できる
だけつぶしてから出してください。

○ キャップとラベルは取り（キャップの下
に残る輪は取らなくてもよいです）取っ
たキャップとラベルは「もやせる物」に
分別してください。

○ PET1マークのないペットボトルは「も
やせる物」に分別してください。

リサイクルする物の出し方 月1回収集（収集当日の朝8時までに出しましょう）
※地域により収集日が異なります。
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収集日以外に出したり、分別されてないごみは収集出来ませんので、今一度ご確認を…

収集日 曜日 収　　　　　集　　　　　区　　　　　域

毎　
　

月　
　

１　
　

回

第1 月 竹原地区（上市・下市・大応・楠通）・下野町（受矢・大応）・新庄町（正部）・高崎町（高崎・大乗駅前）・小梨町（小吹）

第3 月 東野町・西野町・新庄町（正部を除く）・仁賀町・忠海川下

第1 火 竹原地区（新町・榎町・中須・塩浜（1・2組を除く））・高崎町（大乗・大乗電発社宅・大乗団地・大乗雇用促進住宅）

第3 火 竹原地区（西町・来須・来須住宅）・下野町（上条・成井・中通・大井）・忠海床浦一丁目

第1 水 竹原地区（扇町・本川・北堀・塩浜（1・2組））・田万里町・福田町（西谷・中谷・沖条（4・5・6組を除く））

第3 水 下野町（築地・宿根）・吉名町・掛場町内会（西ヶ迫）・忠海団地

第1 木 竹原地区（黒浜・大石・北崎・明神・皆実）・福田町（東谷・沖条4・5・6組・打越）・長浜（瀬戸内荘）

第3 木 忠海東町第1～第7・忠海町堀越・福寿（登町・地方町・大川）・天神町

第1 金 竹原地区（向島・田中・京栄・小路・地蔵・本町三井社宅・本町住宅・地蔵住宅）・小梨町（小吹を除く）・
長浜・電発社宅

第3 金 忠海九区・忠海東町10区・三新会・可寿美・くろたき・高見新地・忠海中央・忠海駅前・中新地区・福寿（上八町・鳥居町）・
忠海20区・掛場町内会（西ヶ迫を除く）

リサイクルする物の収集日
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出　

せ　

る　

も　

の

○新聞紙（ちらしを含む）
○雑誌
○ 雑紙（菓子箱、包装紙、紙袋、ポスター、カレ

ンダー、ティッシュの箱、プリントなど）
○書籍
○飲料用パック（内側にアルミが貼ってない物）

出　
　

し　
　

方

○指定ごみ袋の対象外です。
○ 種類別にひもで十字に縛って出してください。
○ガムテープや袋を使用しないでください。
○ 飲料用パック（内側にアルミが貼ってある物）は、「もやせる物」で出し

てください。
○PTA、子ども会などの資源物回収にご協力ください。

○焼却灰 ○丈夫な袋に入れ、袋に「灰」と明記して出してください。

○ダンボール

○平たくのばして、束ねてひもで十字にしばり、出してください。
○ガムテープや袋を使用しないでください。
○一回につき出せる量は、片手で持てる程度（５枚程度）です。
○発泡スチロール、金具類等は取り除いた状態で出してください。

収集日 曜日 収　　　集　　　区　　　域

毎
月
1
回

第1 水 吉名町・竹原町（大応）・下野町（大井・築地・宿根・中通・受矢・大応）・新庄町（正部）・小梨町（小吹を除く）

第2 水 中央・塩町・竹原町（大応を除く）・本町三・四丁目

第3 水 下野町（成井・上条）・東野町・新庄町（正部を除く）・西野町・田万里町・仁賀町・港町・田ノ浦・本町一・二丁目（下市まで）・小梨町（小吹）

第4 水 高崎町・福田町・忠海地区

資源物の出し方と収集日 月1回収集（収集当日の朝8時までに出しましょう）
※地域により収集日が異なります。
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ごみステーションは、市内に約1,300ヶ所あり、すべてが自治会の皆様により、維持管理されています。環境美
化・収集の効率化のために、決められた場所・時間に出してください。

出
せ
る
も
の

○乾電池
○ボタン型電池
○小型充電式電池

○蛍光管
○体温計（水銀入りのもの）
○温度計（水銀入りのもの）
○鏡
○ライター類

出　

し　

方

○黄色の指定ごみ袋に入れて出してください。
○ 蛍光管は、割らずになるべく購入時のケースに入れたうえで、はみ出してもよいので黄色の指

定ごみ袋に入れて出してください。
○ 乾電池、ボタン型電池、小型充電式電池、蛍光管、体温計、温度計、鏡、ライター類を同じ袋

で出す場合、割れないようそれぞれをポリ袋等に入れて出してください。
○ 小型充電式電池は、取り外し、金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻いて、絶縁した状態で

出してください。小型充電式電池が取り外せないものは、「リサイクルする物（小型の家電類）」
（50cm以上のものは粗大ごみ）で出してください。電動自転車・バイク・自動車等のバッテ
リーは、市で収集・処理しません。販売店等に引き取りを依頼してください。

○ライター類は必ず使い切るか、ガス抜きして出してください。
○電子体温計・電子温度計は「リサイクルする物（小型の家電類）」で出してください。

収　集　日 曜日 収　　　集　　　区　　　域

4月・7月
10月・1月

第1 水 下野町（大井・築地・宿根）・吉名町・東野町・西野町・新庄町（正部を除く）・仁賀町（戸石を除く）・
田万里町・忠海地区

第3 水 竹原町・中央・塩町・港町・田ノ浦・本町・下野町（大応・受矢・上条・成井・中通）・新庄町（正部）・
高崎町・福田町・小梨町

第3 月 仁賀町（戸石）

有害ごみの出し方と収集日 年4回収集（収集当日の朝8時までに出しましょう）
※地域により収集日が異なります。

小型充電式電池は
このマークが目印です。
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出　

せ　

る　

も　

の

○家電製品
 （家電リサイクル品を除く）
○家具類
○寝具類
○乗物類など

出　
　

し　
　

方

○指定ごみ袋の対象外です。
○ 粗大ごみの申し込みは、収集日の７日前（該当日が祝日等の場合は、直近の前開庁日）まで
に電話又は来庁により申し込んでください。（手数料無料、1回5品まで） 

○ 処理施設へ直接持っていく場合、申し込みは不要です。（無料）
○ 家電リサイクル品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）の処分方法は13～14
ページをご覧ください。

○市内の許可業者へ依頼することもできます。（有料）
　46ページの一般廃棄物収集運搬業許可業者へお問い合わせください。
○買い替えの場合は、お店に引き取りを依頼してください。
○50cm以上の物を粗大ごみとしています。

収　集　日 曜日 収　　　集　　　区　　　域

5月・8月

11月・2月

第1 月 竹原地区　扇町・本川・北堀・新町・榎町・来須

第2 月 竹原地区　中須・塩浜・皆実・明神・西町

第3 月 竹原地区　北崎・大石・黒浜・向島・地蔵・地蔵住宅・本町住宅・田中・京栄・下市・小路・楠通・上市

第4 月 下野地区　宿根・中通・大応・上条・成井・大井・築地

6月・9月

12月・3月

第1 月 忠海地区（川下・床浦一丁目・長浜・忠海団地を除く）

第2 月 高崎町・福田町・小梨町（小吹）・忠海地区（川下・床浦一丁目・長浜・忠海団地）

第3 月 吉名町

第4 月 仁賀町・小梨町（小吹を除く）・東野町・新庄町・西野町・田万里町

粗大ごみの出し方と収集日 年4回収集（申込制）
※地域によって収集日が異なります。
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○家電小売店に依頼する場合
　・家電リサイクル品を処分したい場合は、その家電を購入した家電小売店に引き取りを依頼してください。
　・買い替えの場合は、新しい家電製品を購入する家電小売店に引き取りを依頼してください。
　※小売店が定める収集運搬料金と製造メーカーの定めるリサイクル料金が必要です。（14ページ表1）

○自己搬入する場合
　・ 家電メーカーと大きさを確認して、郵便局でリサイクル券を購入してください。リサイクル券を家電に貼って、指定引き取り場所（14

ページ表2）に自分で搬入してください。
　※製造メーカーの定めるリサイクル料金が必要です。（14ページ表1）

　家電リサイクル品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）については、製造メーカーの定めるリサイクル料金が必要です。

テ　レ　ビ エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗　濯　機

対
象
機
器

○ブラウン管式テレビ
○液晶・プラズマ式テレビ

○壁掛型のセパレートタイプ、室外機
○壁掛型のガスヒーターエアコン、室外機
○壁掛型のハイブリッドエアコン、室外機
○床置型のセパレートタイプ、室外機
○床置型ハイブリッドエアコン、室外機
○マルチエアコン、室外機
○ウインドタイプ

○冷蔵庫
○冷凍庫
○冷蔵冷凍庫
○ワインセラー

○2槽式洗濯機
○全自動洗濯機
○洗濯乾燥機
○衣類乾燥機

家電リサイクル品の出し方
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（表1） （表2）

○ 過去に家電を購入した家電小売店が廃業されているなど、やむを
えず家電小売店に引き渡すことができない場合のみ、市で有料収
集をします。その場合、（表1）の収集運搬料金とリサイクル料金
が必要となります。

○ 市で有料収集をする場合は、粗大ごみの収集日と同日になります。
収集日の７日前（該当日が祝日等の場合は、直近の前開庁日）

　までに電話又は来庁により申し込んでください。（１品3,000円）

処分にかかる費用の目安

　   申込先　　　　収集運搬料金　　  　リサイクル料金の目安(税抜)

家　電
小売店

市 3,000円

◆リサイクル料金は、製造メーカーごとに異なります。

＋

＋

●テレビ……2,700円程度

●エアコン…1,300円程度

●冷蔵庫……4,300円程度

●冷凍庫……4,300円程度

●洗濯機……2,300円程度

※ リサイクル券を貼らずにごみステーションへ家電リ
サイクル品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機）を出すことは

です。絶対にしないでください。

不法投棄

家電小売店ごとに
料金が異なりますので、
確認をお願いします。

指定引き取り場所

岡山県貨物運送株式会社
尾道営業所

尾道市正徳町31番11号
TEL(0848)22ー8141

備後通運株式会社
尾道支店　尾道港営業所
尾道市新浜二丁目5番29号
TEL(0848)22ー2127

家電リサイクルについて詳しくは

一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター
http://www.rkc.aeha.or.jp/text/p_index.html

0120-319640（9：00～17：00 日曜・祝日を除く）
●メーカー別リサイクル料金　●メーカー引取確認　●家電リサイクル券の手続き方法　など
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一時多量ごみ
引 越 し ご み

引越し、大掃除、庭の刈り込み等で生じる一時
多量のごみ

○ 指定ごみ袋に入れて（※資源物・粗大ごみは指定ごみ袋の対象外）
できるだけ処理施設へ直接搬入をお願いします。手続きは不要
です。（詳しくは46ページをご覧ください。）

○ 市の許可業者へ依頼することもできます（有料）（46ページの
一般廃棄物収集運搬業許可業者へお問い合わせください。）

事 業 ご み

事業活動によって発生したごみ
飲食店、喫茶店、食料品店、薬局、洋品店、医
院、工場、農業など事業活動によって出るごみ
（産業廃棄物は除く）
“量にかかわらず、収集場所に出せません”

○自己処理が義務付けられています。事業者の責任で適正に処理してください。
○ 処理施設へ持っていく場合、手続きが必要です。（詳しくは46
ページをご覧ください。）

○ 産業廃棄物は量にかかわらず、収集場所に出すことも処理施設に持
っていくこともできません。広島県西部東厚生環境事務所　環境管
理課（TEL082-422-6911（代表））へお問い合わせください。

家電リサイクル品 テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機

○ お買い求められた家電小売店か買い替えをされる家電小売店に
引き取りを依頼してください。

○ やむをえず家電小売店に引き取ってもらえない場合、市で有料
収集いたします。（詳しくは13～14ページ家電リサイクル品の
出し方をご覧ください。）

処理できないごみ

消火器、ガスボンベ、バッテリー、タイヤ、バイク、
レンガ、自動車部品、土砂、コンクリート製ブロッ
ク、浴槽、農業用ビニールシート、農業用機械類、
オイル、塗料の残っている缶、ガソリン、廃油、
灯油、農薬、薬品、瓦、肥料など

○ 購入店・販売店または、専門の処分業者に依頼してください。

パ ソ コ ン
デスクトップパソコン、ノートパソコン、CRT
ディスプレイ一体型パソコン、液晶ディスプレ
イ一体型パソコン、パソコンのディスプレイ

○各メーカーにお問い合わせください。
○ 回収するメーカーがないパソコンは「パソコン3R推進センター」

へお問い合わせください。
　URL http://www.pc3r.jp
　TEL03-5282-7685　FAX03-3233-6091

市が収集しないごみ
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頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項

竹原市ごみの分別ガイド（あいうえお順）

あ アイスピック ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

アイロン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

アイロン台 粗大ごみ

アコーディオン 粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ

アダプター（電源用） もやせる物

油（機械用） 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

油（食用油） もやせる物 固形化するか布や紙にしみこませる

油よけ（アルミ製） もやせる物

雨具（カッパ） もやせる物

雨戸 粗大ごみ

雨どい 粗大ごみ 2ｍ以下のものに限る

網（昆虫採集用など） もやせる物

網（バーベキュー用） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

網戸 粗大ごみ

編み針（木製） もやせる物

アルバム もやせる物

アルミサッシ 粗大ごみ

アルミトレイ もやせる物

アルミはく（台所用） もやせる物

ご不明な点は市民課生活環境係へ
お問い合わせください。
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泡だて器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

あんか ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

安全靴 もやせる物

安全ピン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

アンテナ 粗大ごみ

アンプ 粗大ごみ

い 石 収集しない物 民間の残土処分場にお問い合わせください

衣装ケース（プラスチック製・金属製） 粗大ごみ

いす 粗大ごみ

板（金属製） 粗大ごみ

板ガラス ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 割れたものは新聞などに包み危険と明記

一輪車 粗大ごみ 農業用のものは収集しない

一升びん ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

一斗缶 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

井戸ポンプ（家庭用） 粗大ごみ

糸ようじ（歯間ブラシ） もやせる物

犬小屋（木製） 粗大ごみ

衣類 もやせる物 50㎝以下に切ること

衣類乾燥機 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

入れ歯 もやせる物

インクカートリッジ もやせる物

インスタントめんの袋 もやせる物

う 植木の枝 もやせる物 長さ50㎝、直径8㎝未満に切ること

植木ばさみ 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物
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植木鉢（陶器製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 割れたものは新聞などに包み危険と明記

ウォーターベッド 粗大ごみ

うきわ もやせる物

うちわ もやせる物

ウッドカーペット 粗大ごみ

腕時計 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

乳母車（ベビーカー） 粗大ごみ

運動靴 もやせる物

え エアークッション（梱包材） もやせる物

エアコン 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

絵の具のチューブ（アルミ製・プラ製） もやせる物

ＭＤ（ケース含む） もやせる物

ＭＤプレーヤー 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物

ＬＤ もやせる物

ＬＤプレーヤー 粗大ごみ

ＬＰレコード もやせる物

エレキギター 粗大ごみ

エレクトーン（電子オルガン） 粗大ごみ

延長コード もやせる物 50㎝以下に切ること

鉛筆削り（電動式） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

お オイル缶（中身のないもの） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

オイルヒーター 粗大ごみ

オイル類（食用のものを除く） 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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桶（おけ） もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

おしゃぶり もやせる物

おたま もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

おはじき（ガラス製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

おひつ（木製） もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

オーブン・オーブンレンジ 粗大ごみ

おぼん（木製・プラ製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

おまる 粗大ごみ

おむつ もやせる物 汚物は取り除く

おもちゃ類（プラスチック製） もやせる物 電動式・金属製のものはリサイクルする物
50㎝以上のものは粗大ごみ

折込みチラシ 資源物 ひもで縛って出す

オルガン 粗大ごみ

オルゴール ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

おろしがね（おろし器） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

温水洗浄機能付便座 粗大ごみ

温度計 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 水銀入りのものは有害ごみ

か 懐中電灯 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

買物かご（プラスチック製） 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物

買物カート
（ショッピングカー、シルバーカー） 粗大ごみ

カイロ（使い捨て） もやせる物

鏡 有害ごみ

鍵 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

かき氷機 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類
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額縁 粗大ごみ

掛け軸 もやせる物

傘 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

傘立て ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

加湿器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

菓子袋（プラ製） もやせる物

ガスストーブ 粗大ごみ

ガス台（ガステーブル・ガスレンジ） 粗大ごみ ホースは50㎝以下に切り、もやせる物
付属の電池は有害ごみ

ガスボンベ（カセットボンベ以外） 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

ガスレンジマット（アルミはく製） もやせる物

カーステレオ 粗大ごみ

カセットコンロ（卓上コンロ） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

カセットデッキ 粗大ごみ

カセットテープ（ケースを含む） もやせる物

カセットボンベ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 中身を使い切り、穴をあけずに捨てる

ガソリン 収集しない物 専門の処理業者に依頼

カタログ（パンフレット） 資源物 ひもで縛って出す

カッター（刃を含む） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

カッパ（雨具） もやせる物

カップめんなどのふた・容器 もやせる物

カーテンレール 粗大ごみ

金づち（とんかち） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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カーナビ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

かばん もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

画板 もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

画びょう ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

花びん（陶器、ガラス製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

カーペット 粗大ごみ

カーペットクリーナー（コロコロ） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

カーポート（解体したもの） 粗大ごみ 自主施工のものに限る

カーボン紙 もやせる物

釜 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

鎌 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

かみそり ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

紙粘土 もやせる物

紙パック（飲料用） 資源物 ひもで縛って出す　内部がアルミ加工のものは、もやせる物

紙やすり もやせる物

カメラ・カメラレンズ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

カメラのケース もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

画用紙 資源物 ひもで縛って出す

ガラス製品（板、コップ、皿など） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 割れたものは新聞などに包み危険と明記

ガラス戸（窓） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

カラーボックス（木製） 粗大ごみ

カレンダー（紙製） 資源物 ひもで縛って出す

革製品 もやせる物

皮むき器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類
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瓦 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能（20㎏まで）

缶 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

換気扇 粗大ごみ

缶切り ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

緩衝材（プラ製） もやせる物

乾燥機（衣類用） 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

乾燥機（洗濯用、食器用、布団用） 粗大ごみ

乾燥剤 もやせる物

乾電池 有害ごみ

感熱紙 もやせる物

き ギター 粗大ごみ

杵 粗大ごみ

木の枝・幹・根 粗大ごみ 直径20cm以下は長さ150cm以下に切断
直径20cm超は長さ30cm以下に切断

キーボード（楽器） 粗大ごみ

キーホルダー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

着物 もやせる物 50㎝以下に切ること

脚立 粗大ごみ

キャップ（プラ製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

キャリア（車の上に取り付けるもの） 粗大ごみ

急須（陶器・ガラス製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

給湯器 粗大ごみ

牛乳パック 資源物 ひもで縛って出す

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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給油ポンプ もやせる物 50㎝以下に切ること　電動式のものはリサイクルす
る物　50㎝以上のものは粗大ごみ

教科書 資源物 ひもで縛って出す

鏡台 粗大ごみ

キリ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

銀紙 もやせる物

金庫 収集しない物

金庫（手さげ金庫） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

金属たわし ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

く 空気入れ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

空気清浄器 粗大ごみ

くぎ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

草 もやせる物

草刈り機 粗大ごみ エンジン式は燃料を抜いて、充電式はバッテリーを
外して

くさり ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

櫛（くし） もやせる物

串 もやせる物

薬（家庭用医薬品） もやせる物

果物・野菜のネット もやせる物

靴 もやせる物

クッション 粗大ごみ 50㎝以下のものはもやせる物

靴べら もやせる物

グラスウール もやせる物

クーラーボックス（プラスチック製） 粗大ごみ 50㎝以下のものはもやせる物
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クリアファイル もやせる物

クリップ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

車いす 粗大ごみ

グローブ（野球用など） もやせる物

鍬（くわ） 粗大ごみ

け 蛍光管（環型、直型）･蛍光灯（電球型） 有害ごみ 割らずになるべく購入時のケースに入れたうえで出す

珪藻土用品 もやせる物 割れたものは新聞紙などに包んで危険と明記
50㎝以上のものは粗大ごみ

携帯電話 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 なるべく販売店に引き取ってもらう

計量カップ・軽量スプーン もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

げた箱 粗大ごみ

血圧計 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ケーブル もやせる物 50㎝以下に切ること

ゲーム機・ゲームソフト ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

剣山 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

こ 碁石 もやせる物

工具箱（金属製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

広告・チラシ 資源物 ひもで縛って出す

ござ もやせる物 50㎝以下に切ること

こたつ 粗大ごみ

こたつ布団 粗大ごみ

コップ（金属製・ガラス製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物

琴 粗大ごみ

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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コードリール ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

コード類 もやせる物 50㎝以下に切ること

碁盤 粗大ごみ

コピー機 粗大ごみ

コーヒーミル ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

コーヒーメーカー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

コピー用紙 資源物 ひもで縛って出す

ごみ箱（木製・プラスチック製） もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

ゴムボート 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

ゴムマット もやせる物 50㎝以下に切ること

ゴム類（手袋、長靴等） もやせる物

米びつ（ハイザー） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

米袋（紙製） 資源物 ひもで縛って出す　プラスチック製のものはもやせる物

コルク抜き ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

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 もやせる物

コンパス ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

コンポスト化容器 粗大ごみ

コンロ 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物

さ サイクリングマシン 粗大ごみ

座いす 粗大ごみ

在宅医療廃棄物
（カテーテル・点滴バッグなど） もやせる物 新聞紙などに包んで出す
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サイドボード 粗大ごみ

酒パック もやせる物

座卓 粗大ごみ

雑誌 資源物 ひもで縛って出す

殺虫剤（薬） 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

座布団 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

皿（陶器、ガラス製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物
50㎝以上のものは粗大ごみ

サラダ油の容器（プラ製） もやせる物

ざる もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

三角コーナー もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

三脚 粗大ごみ

サングラス もやせる物

三輪車 粗大ごみ

し シェーバー（ひげそり） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

歯間ブラシ（糸ようじ） もやせる物

磁石 もやせる物

辞書 資源物 ひもで縛って出す

七輪 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

ＣＤ（ケースを含む） もやせる物

ＣＤプレーヤー 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物

自転車 粗大ごみ

写真 もやせる物

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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写真立て（木製・プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

ジャッキ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

シャンデリア 粗大ごみ

シャンプー容器 もやせる物

週刊誌 資源物 ひもで縛って出す

じゅうたん 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

充電式電池 有害ごみ 金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻いて、絶縁し
た状態で出す

ジューサー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

シュレッダー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

消火器 収集しない物 消火器リサイクル推進センター
（TEL03‒5829‒6773）へお問い合わせください

将棋の駒 もやせる物

将棋盤 粗大ごみ

障子 粗大ごみ

浄水器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

照明器具 粗大ごみ

じょうろ（プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物
50㎝以上のものは粗大ごみ

食品用トレイ もやせる物 なるべくスーパーなどの回収ボックスへ

食用油 もやせる物 固形化するか布や紙にしみこませる

除湿器 粗大ごみ

食器洗い乾燥機 粗大ごみ

食器棚 粗大ごみ

食器類（陶器、ガラス製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物
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ショッピングカー 粗大ごみ

シルバーカー 粗大ごみ

人工芝 もやせる物

新聞紙 資源物 ひもで縛って出す

す 水槽 粗大ごみ

水中メガネ もやせる物

水筒 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

炊飯器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

姿見 粗大ごみ

スキー用品（板、靴、ストック） 粗大ごみ

スケート靴 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

スケートボード 粗大ごみ

スコップ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

すずり もやせる物

すだれ 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

スチール棚 粗大ごみ

スーツケース 粗大ごみ

ステレオセット 粗大ごみ

ステレオラック 粗大ごみ

ストーブ 粗大ごみ 灯油は使い切る　電池は有害ごみ

ストロー もやせる物

砂 収集しない物 民間の残土処分場にお問い合わせください

砂時計 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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すのこ 粗大ごみ

スノーボード 粗大ごみ

スピーカー 粗大ごみ

スプリングマットレス 粗大ごみ

スプレー缶 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 最後まで使い切る　穴あけ不要

スプーン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 木製・プラスチック製のものはもやせる物

すべり台（子供用遊具） 粗大ごみ

炭 もやせる物

スリッパ もやせる物

すり鉢 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

スレート板 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能

せ 生理用品 もやせる物

石こうボード 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能

セメント破片 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能（20㎏まで）

洗剤 もやせる物

洗剤容器・計量カップ（紙製） もやせる物

洗浄機能付き便座 粗大ごみ

洗濯機（乾燥機付きのものを含む） 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

洗濯機棚 粗大ごみ

洗濯ハンガー（木製・プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

剪定枝（せんていし） もやせる物 長さ50㎝、直径8㎝未満に切ること

剪定ばさみ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 刃の部分は新聞などに包み危険と明記

栓抜き ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

扇風機 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物
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頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項

洗面器（プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

洗面化粧台 粗大ごみ

そ 双眼鏡 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

掃除機 粗大ごみ

ソファー 粗大ごみ

た 体温計（水銀入りのもの） 有害ごみ

体温計（電子体温計） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 電池は外して有害ごみ

台車 粗大ごみ

体重計（ヘルスメーター） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

タイプライター ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

タイヤ 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

タイヤチェーン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 樹脂製のものはもやせる物

タイヤホイール 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

タイル（ガーデニング用、屋外用） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

高枝切ばさみ 粗大ごみ 刃の部分は新聞などに包み危険と明記

畳 粗大ごみ

卓球台 粗大ごみ

脱臭剤（冷蔵庫用など） もやせる物

タッパー類 もやせる物

卵パック もやせる物

たらい 粗大ごみ

たわし もやせる物

単行本 資源物 ひもで縛って出す
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たんす 粗大ごみ

ダンベル ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ダンボール 資源物 ひもで縛って出す

ち チェーン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

チェーンソー 粗大ごみ
燃料は使い切る
充電式電池は金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻
いて、絶縁した状態で有害ごみで出す

地球儀 粗大ごみ

チャイルドシート 粗大ごみ

茶こし ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

着火剤 もやせる物

茶筒 もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

茶碗 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

注射器 収集しない物 病院・診療所等に相談する

注射針 収集しない物 病院・診療所等に相談する

チューナー 粗大ごみ

チューブ（調味料・歯磨き粉など） もやせる物

彫刻刀 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

ちょうつがい ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

チラシ（新聞折込み） 資源物 ひもで縛って出す

ちりとり もやせる物

つ 杖 粗大ごみ 木製・プラスチック製のもので50㎝以下のものは
もやせる物

使い捨てカメラ もやせる物

机 粗大ごみ
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頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項

土 収集しない物 民間の残土処分場にお問い合わせください

つっぱり棒 もやせる物

壺（つぼ） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

つめ切り ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

釣竿 もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

釣針 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

て ティッシュ箱 もやせる物

DVD（ケースを含む） もやせる物

DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物

手押し車 粗大ごみ

手さげ金庫 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

デジタルカメラ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

デスクマット 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

鉄アレイ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

鉄柵類 粗大ごみ

鉄パイプ・鉄板 粗大ごみ

テニスラケット 粗大ごみ

テーブル 粗大ごみ

テーブルクロス 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

テーブルタップ（電気コード） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

テープレコーダー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ式） 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

テレビ台 粗大ごみ
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電気カーペット 粗大ごみ

電気かみそり ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電気コード ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電気スタンド ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 電球は外して有害ごみ

電気ポット ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電球（LED電球含む） 有害ごみ 割らずになるべく購入時のケースに入れたうえで出す

電子辞書・手帳 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電磁調理器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

電子レンジ 粗大ごみ

天体望遠鏡 粗大ごみ

電卓 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電池 有害ごみ

テント 粗大ごみ

電動カート 粗大ごみ

電動車椅子 粗大ごみ

電動工具 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電動歯ブラシ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

電話機 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

と 砥石 もやせる物

トイレブラシ もやせる物

動物の死体（公道上で発見したものなど） 収集しない物 道路管理者に処理を依頼　市道の場合は市で回収

動物の死体（私有地で発見したもの） 収集しない物 土地所有者で処理　50㎝までの動物は、新聞紙など
に包んで指定袋に入れ、もやせる物で可

動物の死体（ペット） 収集しない物 所有者で処理　50㎝までの動物は、新聞紙などに包
んで指定袋に入れ、もやせる物でも可



34

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項

灯油 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

時計 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

トースター ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

戸棚 粗大ごみ

トタン板 粗大ごみ

トナー 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

土鍋 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

ドライバー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ドライヤー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ドラム缶 粗大ごみ

ドラムセット 粗大ごみ

塗料 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

ドリル（電動ドリル） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 充電式電池は金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻
いて、絶縁した状態で有害ごみで出す

トレイ（食品用） もやせる物 なるべくスーパーなどの回収ボックスへ

ドレッサー 粗大ごみ

泥 収集しない物 民間の残土処分場にお問い合わせください

な ナイフ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

長靴 もやせる物

流し台 粗大ごみ

鉈（なた） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

鍋 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

波板 粗大ごみ 農業用のものは除く
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なわとび もやせる物

に ニカド・ニッケル電池 有害ごみ 金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻いて、絶縁し
た状態で出す

ぬ ぬいぐるみ もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

布類 もやせる物 50㎝以下に切ること

ね ネガフィルム もやせる物

寝袋（シュラフ） 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

粘土 もやせる物

の 農薬 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

のこぎり ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

ノート 資源物 ひもで縛って出す

ノートパソコン 収集しない物 『資源有効利用促進法』対象品目　製造メーカー又はパ
ソコン３R推進協会（03‒5282‒7685）へ依頼

は バイク 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

灰皿 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

パイプいす 粗大ごみ

廃油 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

廃油（食用） もやせる物 固形化するか布や紙にしみこませる

はかり（台所ばかり） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

バケツ もやせる物 金属製のものはリサイクルする物。
50㎝以上のものは粗大ごみ

はさみ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

箸（木製・竹製・プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

はしご 粗大ごみ

バスマット もやせる物 50㎝以下に切ること
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頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項

パソコン（デスクトップ型・ノート型） 収集しない物 『資源有効利用促進法』対象品目　製造メーカー又はパ
ソコン３R推進協会（03‒5282‒7685）へ依頼

パソコン部品（キーボード・マウス） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

パソコン用ディスプレイ 収集しない物 『資源有効利用促進法』対象品目　製造メーカー又はパ
ソコン３R推進協会（03‒5282‒7685）へ依頼

パソコン用バッテリー 有害ごみ 金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻いて、絶縁し
た状態で出す

パソコンラック 粗大ごみ

パターマット 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

発炎筒 もやせる物 未使用のものは販売店に引き取ってもらう

バッテリー 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

バット（野球用） 粗大ごみ

バット（料理用） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物

発泡スチロール製の容器包装
（箱・緩衝材など） もやせる物 50㎝以下に切ること

花火 もやせる物 水で湿らせて出す

歯ブラシ もやせる物

バーベキューコンロ 粗大ごみ

バーベル 粗大ごみ

ハーモニカ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

針（裁縫用など） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

針金 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

バリカン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ハンガー（木製・プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物
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はんだごて ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

パンチ（穴あけ） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ハンディミシン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ハンマー（金属製） 粗大ごみ 50㎝以下のものはリサイクルする物

ひ ピアノ 粗大ごみ

ひげそり（Ｔ字） もやせる物 新聞などに包み危険と明記

ひげそり（電動） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ヒーター 粗大ごみ

ビー玉 もやせる物

ビデオカメラ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ビデオデッキ 粗大ごみ

ビデオテープ類（ケースを含む） もやせる物

ひな人形セット もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

ビニールシート 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

ビニール手袋 もやせる物

ビニールパイプ もやせる物 50㎝以下に切ること

ビニールヒモ もやせる物

ビニール袋 もやせる物

火バサミ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

火鉢 粗大ごみ

ＰＰバンド もやせる物

肥料 もやせる物

ビールケース 粗大ごみ

瓶（飲食料品・化粧品） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 農業用のものは販売店に引き取ってもらう
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ふ ファイル（紙製） 資源物 ひもで縛って出す

ファイル（プラスチック製） もやせる物

ファクシミリ（ファックス） 粗大ごみ

ファンヒーター 粗大ごみ

フィルム（ネガ） もやせる物

フィルムケース もやせる物

封筒 資源物 ひもで縛って出す

笛（ホイッスル） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

フォーク ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ふすま 粗大ごみ

ふた（プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

ブックエンド（木製・プラスチック製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 金属製のものはリサイクルする物

ブックカバー もやせる物

仏壇 粗大ごみ

筆箱 もやせる物

フードプロセッサー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

布団 粗大ごみ

布団乾燥機 粗大ごみ

布団たたき（木製） 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

フライ返し ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物

フライパン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

ブラインド 粗大ごみ

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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ブラシ もやせる物

プラモデル もやせる物

プランター もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

ブリキ製品 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

プリンター 粗大ごみ

プリンターのインクカーリッジ もやせる物 なるべく販売店に引き取ってもらう

古着 もやせる物 50㎝以下に切ること

ブルーシート 粗大ごみ 50㎝以下に切ればもやせる物

風呂おけ もやせる物

風呂釜 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能

ブロック（コンクリート製） 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能（20㎏まで）

フロッピーディスク（ケース含む） もやせる物

プロパンガスボンベ 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

風呂ふた 粗大ごみ

文鎮 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

噴霧器 粗大ごみ 農業用のものを除く

へ ヘアピン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ベッド 粗大ごみ

ペットボトル ペットボトル キャップ・ラベルはもやせる物

ペットボトルのふた もやせる物

ヘッドホン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ペット用トイレ もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ
トイレ用の砂はもやせる物

ペット用の檻・小屋 粗大ごみ
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ベニヤ板 もやせる物 50㎝以下に切ること

ベビーカー 粗大ごみ

ベビーバス 粗大ごみ

ベルト もやせる物

ヘルメット 粗大ごみ

ペン（シャープペンシル・ボールペンなど） もやせる物

便器 粗大ごみ

ペンキ 収集しない物 専門の処理業者に依頼

ペンキ缶（中身のないもの） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ペンチ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

弁当の容器（プラ製・コンビニなどの弁
当容器） もやせる物

弁当箱（プラスチック製） もやせる物 金属製のものはリサイクルする物

ほ ホイールキャップ 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

望遠鏡 粗大ごみ

ほうき 粗大ごみ 50㎝以下のものはもやせる物

包装紙 資源物 ひもで縛って出す

包装用フィルム もやせる物

防虫剤 もやせる物

包丁 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

防腐剤 もやせる物

ボウル（料理用） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物
50㎝以上のものは粗大ごみ

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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保温剤 もやせる物

歩行器 粗大ごみ

ホース もやせる物 50㎝以下に切ること

ポスター 資源物 ひもで縛って出す

ホースリール 粗大ごみ

ボタン もやせる物

ボタン電池 有害ごみ

補聴器 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ホッチキス（針も含む） もやせる物

ポット（電気ポット含む） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

ホットカーペット 粗大ごみ

ホットプレート 粗大ごみ

ボート（ゴムボートを除く） 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

ほ乳びん もやせる物

ホームベーカリー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ポリタンク もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

ポリ袋 もやせる物

ポリ容器 もやせる物

ボーリングの球 粗大ごみ

ボール（野球、ｻｯｶｰ、ﾃﾆｽなど） もやせる物

保冷剤 もやせる物

本 資源物 ひもで縛って出す

本棚 粗大ごみ

ポンプ（ポリタンク用・井戸用） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ
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ま マイク ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

マウス ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

マグネット もやせる物

枕 もやせる物 50㎝以下に切ること

マッサージいす 粗大ごみ

マッサージ機 ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

マッチ もやせる物

マット（玄関、キッチン、バス） もやせる物 50㎝以下に切ること

マットレス 粗大ごみ

松葉づえ 粗大ごみ 木製のものは50㎝以下に切ればもやせる物

窓ガラス ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 割れたものは新聞紙などに包み危険と明記
50㎝以上のものは粗大ごみ

まな板 もやせる物

魔法びん ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

丸太
（長さ150cm以下直径20cm以下） 粗大ごみ

み ミキサー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ミシン 粗大ごみ

ミニカー もやせる物

ミニコンポ 粗大ごみ

む 虫かご もやせる物

虫ピン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 新聞などに包み危険と明記

虫めがね もやせる物

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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め 名刺 もやせる物

めがね もやせる物

眼鏡ケース もやせる物

も 毛布 もやせる物 50㎝以下に切ること

木材（長さ150cm以下直径20cm以下） 粗大ごみ

木炭 もやせる物

もちつき機 粗大ごみ

モップ もやせる物 50㎝以上のものは粗大ごみ

物干しざお（金属製） 粗大ごみ

物干し台 粗大ごみ

や やかん ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

薬品（家庭医薬品） もやせる物

薬品（家庭医薬品でないもの） 収集しない物 販売店に引き取ってもらう

ヤスリ（金属製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

ゆ 湯たんぽ（金属製・陶磁器製） ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 プラスチック製のものはもやせる物

湯沸し器 粗大ごみ

よ 洋服 もやせる物 50㎝以下に切ること

浴槽 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能

よしず 粗大ごみ 2ｍ以内のものに限る　50㎝以下に切ればもやせる物

ら ライター 有害ごみ 必ず使い切ること

ラケット 粗大ごみ

ラジオ・ラジカセ ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

ラップ もやせる物

ランタン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類
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ランドセル もやせる物

ランニングマシン 粗大ごみ

り リコーダー もやせる物

リチウム電池 有害ごみ 金属部分を絶縁用ビニールテープ等で巻いて、絶縁し
た状態で出す

リモコン ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類

リヤカー 粗大ごみ

リール もやせる物

る ルーペ もやせる物

れ 冷温庫 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

冷蔵庫（冷凍冷蔵庫）・冷凍庫 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

冷房機器（エアコン） 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

レコード もやせる物

レコードプレーヤー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以上のものは粗大ごみ

レーザーディスク もやせる物

ﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸﾌﾟﾚｰﾔｰ 粗大ごみ

レシート もやせる物

レジ袋 もやせる物

レジャーシート もやせる物 50㎝以下に切ること

レンガ 収集しない物 自主施工のものに限り直接搬入可能（20㎏まで）

レンジフードフィルター もやせる物

ろ ろうそく もやせる物

ロッカー 粗大ごみ

頭文字 品　　　名 分　別　区　分 処 分 方 法 及 び 注 意 事 項
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ローラースケート もやせる物

わ ワイヤー ビン類・カン類・金属類・陶磁器類・小型の家電類・ガラス類 50㎝以下に束ねること

ワイン庫（ワインセラー） 収集しない物 家電リサイクル法対象品目　処分方法は13ページ参照

ワゴン 粗大ごみ

ワープロ 粗大ごみ

(注)　この冊子に記載している分別区分は、令和３年10月現在のものです。
　　　 廃棄物に関する法律の改正、収集方法の変更等により分別区分が変わる場合がありますことをご了承くだ

さい。

もやせる物
有害ごみ

リサイクルする物
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○  家庭ごみを処理施設へ直接持っていく場合
　　　※事前の予約等は必要ありません。
　　　※施設へ持ち込む際も分別に応じた指定ごみ袋を使用してください。指定ごみ袋を使用していない場合は搬入できません。
　　　※ 施設へ搬入する際、竹原市から出たごみであることを確認するため、住所がわかるもの（免許証、公共料金の郵便物など）の提示を

お願いすることがあります。
　　　※施設の所在地、電話番号、開場日等は47ページを参照してください。
○  事業ごみ（産業廃棄物を除く）を処理施設へ直接持っていく場合
　　　※事前に手続きが必要です。
　　　※竹原市市民課生活環境係へ来庁のうえ、届出（搬入車両ナンバーが必要になります。）をしていただいた後、証明書を交付します。
　　　※施設へ搬入する際は、手続きの際にお渡しする証明書を提示してください。
　　　※事業ごみ用の指定ごみ袋はありませんが家庭ごみ同様分別をしてください。
　　　※20㎏あたり200円の手数料がかかります。係員の指示に従い窓口にて支払いしてください。
　　　※施設の所在地、電話番号、開場日等は47ページを参照してください。
○  自身での直接搬入が難しい場合
　　　※下記の竹原市一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を依頼してください。
　　　※許可業者に収集運搬してもらう場合は、運搬料がかかりますので、許可業者に確認してください。
　　　※許可を持っていない者が他人のごみを運ぶことは法律で禁止されています。
○  竹原市一般廃棄物（固形状）収集運搬許可業者

搬入場所では
係員の指示に
従ってください。もやせる物

有害ごみ
リサイクルする物

ごみを処理施設へ直接持っていく場合

業者名 所在地 電話番号
有限会社　三幸産業 竹原市吉名町4996番地 ２８－０４６８
株式会社　竹原クリーナー 竹原市竹原町288番地108 ２２－５５５８
有限会社　辻環境サニタリー 竹原市竹原町1829番地3 ２２－３７８５
有限会社　西明商店 東広島市安芸津町風早550番地1 ４６－１１１７
西日本環境開発協同組合 竹原市新庄町10466番地3 ２９－１７１７
ヒカリ商事　有限会社 竹原市東野町1633番地5 ２９－０３１８

（50音順・令和３年３月末時点）
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高屋JCT

至 広島

至 広島

至 東広島市街

至 竹原市街方面

至 呉

山陽自動車道

東広島市
　　西条町上三永

田万里町

仁賀町

上三永信号
仁賀口信号

田万里信号
上三永（東）信号

東広島呉自動車道

22

22

351351

広島中央エコパーク
（新処理施設）

ごみ処理施設 令和3年10月1日から全分別種のごみを下記の施設で処理します。
竹原安芸津環境センターと竹原安芸津最終処分場は令和3年9月末で閉鎖します。

広島中央環境衛生組合
広島中央エコパーク
【所在地】
　東広島市西条町上三永
　10759番地2
【電話番号】
　082‒426‒0820
【開場日・開場時間】
　月～土曜日　8：30～17：00
　（年末年始を除く）



不法投棄は犯罪です！
不法投棄したごみは、勝手になくなりません。

大勢の人に迷惑がかかります。
絶対に不法投棄をしないでください！

ごみは、きまりを守って、正しく処分しましょう。

不法投棄には重い罰則があります
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科
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