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あ アイスピック もえないごみ とがった部分は紙等で包む
アイロン もえないごみ
アイロン台 もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

アコーディオンカーテン 粗大ごみ 大きい物や重い物は、不燃性粗大ごみ
12ページ参照

油（食用） もえるごみ 油を紙などに染み込ませるか固めて
雨具（カッパ） もえるごみ

編み機 粗大ごみ 大きい物や重い物は、不燃性粗大ごみ
12ページ参照

アルバム もえるごみ 金属は取り外してもえないごみ
アルミ缶 缶類
アルミ箔、アルミホイル もえないごみ

アンプ 粗大ごみ 大きい物や重い物は、不燃性粗大ごみ
12ページ参照

い 衣装ケース（金属製） 粗大ごみ

衣装ケース（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

いす（金属製） 粗大ごみ 大きい物や重い物は、不燃性粗大ごみ
12ページ参照

いす（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照

板 もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

板ガラス もえないごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

一輪車 粗大ごみ
一斗缶 もえないごみ
衣類（古着） 布類
衣類乾燥機 家電リサイクル 15ページ参照
インクカートリッジ 販売店または郵便局

う
植木鉢（素焼き、陶器製） 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ

12ページ参照

植木鉢（プラスチック製） もえるごみ
浮き輪 もえるごみ

え エアコン 家電リサイクル 14ページ参照

家庭ごみの分別区分と出し方一覧表
○品目名は 50 音順になっています。
○一覧表に載っていなくて出し方がわからない場合は、生活環境部環境課（電話 0865-44-9043）へお問い合わ
せください。

品目名 分別区分 出し方のポイント等

　平成 25 年 3 月 19 日（火）から一部の電気製品は使用済小型家電リサイクルの対象品目になって
います。下記の一覧表で、分別区分が " もえないごみ " と表示されている電気製品の一部は使用済み
小型家電リサイクルの対象品目になっています。詳細については、市ホームページ「使用済み小型家
電リサイクル」（下記 URL）をご参考下さい。
http://www.city.asakuchi.okayama.jp/kurashi/sekatsu/gomi/recycling/kogatakaden.html
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え LPGタンク 販売店等へ

枝木 もえるごみ

指定袋に入らなければ、直径 15cm以内・長
さ 1m以内の枝木であれば、ひもでくくって
ごみステーションへ。指定袋に入る大きさの
ものは、必ず指定袋に入れる。多量の場合は
直接搬入　12ページ参照

絵の具チューブ（金属製） もえないごみ
絵の具チューブ（プラスチック製）プラスチック製容器包装 プラマークを確認。汚れを取り除いて。
MD（ケースも含む） もえるごみ
MDポータブルプレーヤー もえないごみ
エレクトーン 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照
えんぴつ もえるごみ
えんぴつ削り（電動） もえないごみ

お オートバイ 販売店等へ相談 16ページ参照
オーブントースター 粗大ごみ
オーブンレンジ 粗大ごみ
オイル缶 もえないごみ 中身を使い切って
おたま もえないごみ 木製・プラスチック製の物はもえるごみへ
落ち葉 もえるごみ
おむつ（紙製） もえるごみ 中身はトイレで処理してから
おもちゃ（金属製） もえないごみ 指定袋に入りきらない物は、粗大ごみへ
おもちゃ（木製・プラスチック製）もえるごみ 金属は取り外してもえないごみ
オルガン 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照
温度計（水銀を使っていない物）もえないごみ
温度計（水銀を使っている物） 乾電池 透明のナイロン袋に入れて

か
カーテン もえるごみ 1ｍ以内に切って、金属は取り外し

てもえないごみ

カーペット もえるごみ
指定袋に入らない、6畳以下の物は
直接搬入。7畳以上の物は 6畳以下
の大きさにすれば直接搬入可。

カーペット（電気） もえるごみともえないごみ
カーペットと電気配線部分を、もえ
るごみともえないごみへ分別してく
ださい

カーボン紙 もえるごみ
貝殻 もえるごみ
懐中電灯 もえないごみ 電池は抜いて乾電池の分類へ
カイロ（使い捨て） もえないごみ

鏡 もえないごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

かけや もえるごみ
傘（骨組み） もえないごみ 布やビニール部分は取り外し、もえるごみ
加湿器 もえないごみ 指定袋に入らなければ、粗大ごみ
菓子箱（紙製） 雑誌・本・雑がみ
菓子箱（金属製） 缶類
ガスこんろ もえないごみ 指定袋に入らなければ、粗大ごみ
カセットガスボンベ もえないごみ 必ず中身を出し切って
カセットこんろ もえないごみ

品目名 分別区分 出し方のポイント等
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品目名 分別区分 出し方のポイント等

か カセットテープ（ケースを含む）もえるごみ
カッターナイフ もえないごみ 刃は紙等に包んで
カップ容器（陶器類・ガラス類）もえないごみ
カップ容器（プラスチック製） プラスチック製容器包装 プラマークを確認。汚れを取り除いて。
金づち もえないごみ 木製部分はもえるごみへ
花びん もえないごみ
鎌 もえないごみ 刃は紙等に包んで
かみそり もえないごみ 刃は紙等に包んで
かみそり機（電動） もえないごみ 電池は抜いて乾電池の分類へ
紙コップ（未使用） 雑誌・本・雑がみ
紙皿（未使用） 雑誌・本・雑がみ
紙パック（ マーク付） 紙パック

紙パック（ マーク付） 雑誌・本・雑がみ キャップ・中栓・外装フィルムはプラ
紙袋 雑誌・本・雑がみ
カメラ もえないごみ
ガラス もえないごみ 紙等に包んで

瓦 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

乾燥剤 もえないごみ
乾電池 乾電池 　　　

き
ギター もえるごみ

金属は、取り外してもえないごみ
指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

キッチンガード（アルミ製） もえないごみ

着物類（どてら・丹前等わた
入りのものを除く） 布類 どてら・丹前はもえるごみへ

脚立 粗大ごみ
急須（陶器製） もえないごみ
鏡台（金属製） 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照

鏡台（木製） 直接搬入 鏡は取り外してもえないごみへ
可燃性粗大ごみ　12ページ参照

金庫 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

く クーラーボックス もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
空気入れ もえないごみ
空気清浄機 もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
釘 もえないごみ 紙等に包んで

草 もえるごみ
よく乾かして、土は取り除いて
多量の場合は直接搬入
12ページ参照

草刈機 粗大ごみ
靴 もえるごみ
靴下 布類
クッション もえるごみ
クレヨン もえるごみ
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く グローブ もえるごみ
鍬（くわ） もえないごみ 木製の部分はもえるごみ
軍手 もえるごみ

け ゲーム機 もえないごみ

蛍光灯 もえないごみ 販売店などの回収箱へ出すこともで
きます

携帯電話 販売店等へ 18ページ参照
毛糸 もえるごみ
化粧品の容器（びん） びん その他の色の分類へ
下駄箱（金属製） 粗大ごみ
下駄箱（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
血圧計 もえないごみ
血圧計（水銀を使っている物） 乾電池 透明のナイロン袋に入れて
剣山 もえないごみ 紙等に包んで
鍵盤ハーモニカ もえないごみ

こ コート 布類 洗濯して乾かしてから
コード もえないごみ
コードリール 粗大ごみ
碁石 もえないごみ
こいのぼり もえるごみ 1ｍ以内に切って

ござ もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

こたつ 粗大ごみ
こたつ板 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
コップ（紙製）（未使用） 雑誌・本・雑がみ 使用済みはもえるごみへ
コップ（ガラス製・金属製・陶器製）もえないごみ

コップ（プラスチック製） もえるごみ プラマークがついている物は、プラ
スチック製容器包装へ

碁盤 直接搬入 もえるごみ　12ページ参照
米びつ（金属製） 粗大ごみ

米びつ（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

コルク（栓） もえるごみ
ゴルフボール もえるごみ
ゴルフクラブ、ゴルフバッグ 粗大ごみ

コンクリート片 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

コンパクト もえないごみ
コンポ 粗大ごみ

さ 座椅子（金属製） 粗大ごみ
座椅子（木製・プラスチック製）直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
雑誌 雑誌・本・雑がみ
座布団 もえるごみ
皿（紙製）（未使用） 雑誌・本・雑がみ 使用済みはもえるごみへ
皿（ガラス製・金属製・陶器製）もえないごみ

品目名 分別区分 出し方のポイント等
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品目名 分別区分 出し方のポイント等

さ 皿（プラスチック製） もえるごみ プラマークがついている物は、プラ
スチック製容器包装へ

サングラス（ガラス製・金属製）もえないごみ
サングラス（プラスチック製） もえるごみ
サンダル もえるごみ
三輪車 粗大ごみ

し シーツ 布類
CD（ケースも含む） もえるごみ
CDポータブルプレーヤー もえないごみ
ジーンズ 布類
磁石 もえないごみ
七輪 もえないごみ
湿布 もえるごみ

自転車 粗大ごみ 貼紙等でごみであること表示してく
ださい。

芝刈り機 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照
シャープペンシル もえるごみ
ジャッキ もえないごみ
写真 もえるごみ

じゅうたん もえるごみ
1m 以内に切って指定袋に入れて。
6畳以下の大きさにすれば直接搬入
可。

消火器 販売店等へ 16ページ参照。
じょうろ（金属製） もえないごみ
じょうろ（プラスチック製） もえるごみ
除湿機 粗大ごみ
食器洗い乾燥機 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照
食器棚 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照
シルバーカー 粗大ごみ
新聞紙・折込広告 新聞紙・折込広告

す スーツ 布類
スーツケース 粗大ごみ
水筒 もえないごみ
炊飯器 もえないごみ
スカーフ 布類
スキー・スノーボード板、ストック 粗大ごみ
スキー・スノーボード用ウェア 布類
スキー・スノーボード用ブーツ もえないごみ
スケートボード もえないごみ

すだれ もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

スチール缶（飲料用・食品用） 缶類
ステレオセット 粗大ごみ
ストーブ 粗大ごみ 灯油、電池は抜く
ストッキング もえるごみ
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品目名 分別区分 出し方のポイント等

す ストロー もえるごみ

すのこ もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

スパイクシューズ もえるごみ 金具部分はもえないごみへ
スプレー缶 もえないごみ 必ず中身を使い切って
ズボン、スラックス 布類
スポンジ もえるごみ
スリッパ もえるごみ
すりばち（陶器製） もえないごみ

スレート 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

せ セーター 布類
瀬戸物製品 もえないごみ
セロハンテープ もえるごみ 紙の芯は雑誌・本・雑がみへ
洗濯機 家電リサイクル 15ページ参照
洗濯ばさみ（プラスチック製） もえるごみ
扇風機 粗大ごみ
洗面器（プラスチック製） もえるごみ

そ 掃除機 粗大ごみ
ソファー（金属製） 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照

ソファー（スポンジのみ） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

ソファー（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
そろばん もえるごみ

た 体温計（水銀を使っていない物）もえないごみ
体温計（水銀を使っている物） 乾電池 透明のナイロン袋に入れて
体重計 もえないごみ
タイヤ 販売店等へ相談
タイヤチェーン（金属製） もえないごみ
タイヤチェーン（ゴム製） もえるごみ 金属は取り外してもえないごみ

タイヤホイール 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

タオル 布類 洗濯して乾かしてから

竹 もえるごみ 長さ 50cm以内、直径 15cm以内の
物をひもで束ねて

畳 もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

脱臭剤（中の活性炭など） もえるごみ
卵パック（紙製） 雑誌・本・雑がみ
卵パック（プラスチック製） プラスチック製容器包装 プラマークを確認
たらい（金属製） もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
たらい（プラスチック製・木製）もえるごみ
たわし もえるごみ
たんす（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
ダンボール ダンボール
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品目名 分別区分 出し方のポイント等

ち チェーン（金属製） もえないごみ
チェーン（ゴム製など金属性以外）もえるごみ
チャイルドシート 粗大ごみ
茶碗 もえないごみ
ちらし 雑誌・本・雑がみ
ちり紙 もえるごみ
ちりとり（金属製） もえないごみ
ちりとり（プラスチック製） もえるごみ

つ 机（金属製） 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照

机（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

机（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
釣り竿 もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

て テーブル（金属製） 直接搬入 不燃性粗大ごみ　12ページ参照

テーブル（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

テーブル（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
Tシャツ 布類
DVD（ケースも含む） もえるごみ
手押し車（ねこ車）（一輪車） 粗大ごみ
手ぬぐい 布類
手袋 布類
テレビ（液晶・プラズマ・ブラウン管式）家電リサイクル 15ページ参照
テレビ台（木製） 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照
電気あんか もえないごみ

電気カーペット もえるごみともえないごみ
カーペットと電気配線部分を、もえ
るごみともえないごみへ分別してく
ださい

電気ポット もえないごみ

電気毛布 もえるごみともえないごみ 毛布と電気配線部分を、もえるごみ
ともえないごみへ分別してください

電球 もえないごみ 販売店等の回収箱へ出すことができ
ます

電子レンジ 粗大ごみ
電卓 もえないごみ

電池（充電式） 乾電池 販売店等の回収箱へ出すことができ
ます

電池（ボタン電池） 乾電池 販売店等の回収箱へ出すことができ
ます

電話機 もえないごみ
と トースター もえないごみ 指定袋に入らない物は粗大ごみ

トイレットペーパー もえるごみ
トイレットペーパーの芯 雑誌・本・雑がみ
陶器 もえないごみ
トタン（亜鉛メッキ剛板） 粗大ごみ
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品目名 分別区分 出し方のポイント等

と
ドラム缶 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ

12ページ参照

塗料 もえるごみ 不用な紙や布などに染み込ませて

トレイ（食品用） プラスチック製容器包装 スーパーなどの回収箱に出すことも
できます。

な 長靴 もえるごみ
生ごみ もえるごみ 水分を十分にきって
生ごみ処理機（電気式） 粗大ごみ
鍋 もえないごみ
波板（金属製） 粗大ごみ

波板（プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

に 人形（土製） もえないごみ
人形（布製） もえるごみ

ぬ ぬいぐるみ もえるごみ

布 布類 ぞうきんや汚れをふきとった布類は
もえるごみ

ね 写真のネガ もえるごみ
ネクタイ もえるごみ
ねんど もえるごみ 土製のものはもえないごみ

の 農薬 販売店等 購入（販売）店へ相談
ノート 雑誌・本・雑がみ
のこぎり もえないごみ 刃は紙等に包んで

は バーべーキューセット 粗大ごみ
灰皿（ガラス製・金属製） もえないごみ
はさみ もえないごみ
パソコン パソコンリサイクル
バッテリー 販売店等
バット（金属製） 粗大ごみ
バット（プラスチック製・木製）もえるごみ
発泡スチロール プラスチック製容器包装 プラマークが無い物はもえるごみ
歯ブラシ（電気式） もえないごみ
歯ブラシ（プラスチック製） もえるごみ
針金 もえないごみ
ハンガー（金属製） もえないごみ
ハンガー（プラスチック製・木製）もえるごみ

ひ ビールびん 販売店へ。またはびん
ビデオカメラ もえないごみ
ビデオテープ（ケースも含む） もえるごみ
ビデオデッキ もえないごみ
ビニールシート もえるごみ 1m以下に切って
肥料袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装 プラマークを確認

ふ ファクシミリ もえないごみ
ファンヒーター 粗大ごみ 油を抜いて
フィルム もえるごみ
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品目名 分別区分 出し方のポイント等

ふ 封筒（紙製） 雑誌・本・雑がみ

布団 もえるごみ 指定袋に入らなければ、ひもで縛っ
て、多量の場合は直接搬入

フライパン もえないごみ
プラモデル もえるごみ 金属は取り外してもえないごみ

プランター もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

プリンター もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
ブルーシート もえるごみ 1m以下に切って
古着 布類

ブロック 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

フロッピーディスク（ケースも含む）もえるごみ
へ ベッドの木枠 直接搬入 可燃性粗大ごみ　12ページ参照

ペットボトル ペットボトル
ベビーカー 粗大ごみ
ヘルスメーター もえないごみ
ベルト もえるごみ 金属は取り外してもえないごみ
ヘルメット もえるごみ

ほ ホース もえるごみ 50cm以内に切って
ボール もえるごみ
ほうき もえるごみ 柄が金属の物はもえないごみ
ボウリングの玉 販売店等へ
ボウル（金属製） もえないごみ
ボウル（プラスチック製） もえるごみ
包装紙 雑誌・本・雑がみ
包丁 もえないごみ 刃は紙等で包んで
補聴器 もえないごみ
ホットプレート もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
ポット もえないごみ
哺乳びん もえるごみ ガラス製はもえないごみ

ポリタンク（20ℓ以下） もえるごみ 砕いて指定袋に入れるか、そのまま
の場合は直接搬入　12ページ参照

保冷剤 もえるごみ
本 雑誌・本・雑がみ

ま まくら もえるごみ
マッサージチェア 直接搬入 不燃物粗大ごみ　12ページ参照

マットレス（スプリングあり） もえるごみともえないごみ
布の部分と金属の部分を、もえるご
みともえないごみへ分別して出して
ください

マットレス（スプリングなし） もえるごみ 指定袋に入らなければ直接搬入
12ページ参照

まな板 もえるごみ
まほうびん もえないごみ

み ミキサー もえないごみ
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み ミシン もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
ミニコンポ もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

む 虫かご もえるごみ
虫眼鏡（ガラス製・金属製） もえないごみ
虫眼鏡（プラスチック製） もえるごみ

め 眼鏡（レンズがガラス） もえないごみ
眼鏡（レンズがプラスチック） もえるごみ

も 毛布 布類
木製家具 直接搬入 可燃物粗大ごみ　12ページ参照
餅つき機 粗大ごみ
物干し竿（金属製） もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ

物干し竿
（木製・プラスチック製） もえるごみ 指定袋に入る長さまたは、直接搬入

の場合は、1m以内に切る。

や やかん もえないごみ
ゆ 浴衣 布類

湯たんぽ（金属製） もえないごみ
湯たんぽ（プラスチック製） もえるごみ
湯沸かし器 粗大ごみ

よ
よしず もえるごみ 指定袋に入らない場合は、直接搬入

12ページ参照

四輪車（足こぎ、子ども用） 粗大ごみ
ら ライター もえないごみ 中身を使い切って

ラケット（金属製） もえないごみ

ラケット
（木製・プラスチック製） もえるごみ

ラジオ もえないごみ
ランドセル もえないごみ

り リコーダー もえるごみ
れ 冷蔵庫・冷凍庫 家電リサイクル 15ページ参照

レコード もえるごみ
レシート 雑誌・本・雑がみ
レジ袋 プラスチック製容器包装 プラマークを確認

れんが 直接搬入 金光一般廃棄物最終処分場へ
12ページ参照

ろ ろうそく もえるごみ
ロープ もえるごみ 50cm以内に切って

わ ワープロ（ワードプロセッサー）もえないごみ 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
ワープロリボン もえるごみ
ワイシャツ 布類
輪ゴム もえるごみ
和服 布類
割り箸 もえるごみ
割り箸の袋（紙製） 雑誌・本・雑がみ
割り箸の袋（プラスチック製） プラスチック製容器包装 プラマークを確認

品目名 分別区分 出し方のポイント等
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05
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24

小計     
       ¥9

70

分別のワンポイントレッスン
～ごみ箱に入れる前に「生ごみ」・「紙」・「プラスチック」の最終チェックを～

どうして同じプラでも「プラスチック製容器包装」と「もえるごみ」に分けるのですか？

プラスチック製容器包装のリサイクルにはたくさんの費用がかかりますが、「容器包装リサイク

ル法」という法律で、事業者はこの費用を負担することが義務付けられています。（　　 このマー

クは、リサイクル費用を事業者が負担している証です。）しかしその他のプラスチック製品につ

いてはリサイクル費用を誰も負担していないため、「もえるごみ」となるのです。

「もえるごみ」として出された物の中には、水分をたくさん含んだ生ごみ、リサイクル可
能な「紙類」や「プラスチック製容器包装」などが、まだまだたくさん含まれています。

Q

A

生ごみの約９０％は水分です。水分を
絞るだけでかなりの減量ができます。
食材の買い過ぎ、食べ残しは、生ごみのも
とです。

生ごみ処理機を使って生ごみを減らし
たり、堆肥にすることもできます。

生ごみ

プラスチック

紙　類

雑がみ

ポイントは「雑がみ」です。もえるごみ
には混ぜないで！ 小さな紙類は紙袋に入れて

ひもでしばるか雑誌に挟んで
ひもでしばるなどして、中身
が出ないようにしてください。

雑誌・本・雑がみの分類に出しましょう！

ポイントは「商品」と「容器包装」の分別！

プラスチックでできた商品 商品を入れたり包んだりしていた、
中身を使った後に不要になる、
プラマークがついている物

下図の中には「もえるごみ」(プラスチック商品)と「プラスチック製容器包装」が混ざっています。

もえるごみ プラスチック製容器包装

包装紙

レシート ダイレクトメール類

紙箱 紙袋

食品トレイ ビデオテープ ペットボトル等のキャップ タッパー シャンプー等のボトル おもちゃ お菓子の袋 ボールペン

ビデオテープタッパー

おもちゃ
ボールペン

ボールペンの袋

お菓子の袋

シャンプー等のボトル

ペットボトル等の
キャップ

食品トレイ



野外焼却（野焼き）は禁止されています
不法投棄は犯罪 見つけたら即通報を！犯罪
　家庭で不用になった物は、適正な処理方法で処分し、絶対に野外焼却や不法投棄はやめましょう！法律に定めら
れた焼却設備を使用せずに廃棄物を燃やす野外焼却は、一部の例外を除いて禁止されています。例外の規定は、
直罰の対象とならない焼却ではありますが、住宅密集地・農地（畑地・田んぼ）・山林など地域の状況によって、
周囲の環境保全上問題となる場合は、指導の対象となります。
　法律では、不法投棄や野外焼却をしたものは個人で 5 年以下の懲役もしくは 1 千万円以下の罰金又はこの両方
に処せられる場合があります。
　野外焼却や不法投棄をなくすために大切なのは、「わが市の環境は自分たちで守る」という意識を一人ひとりが
持つことであり、みなさんのたくさんの目で監視することです。これらを発見された場合は玉島警察署生活安全課
（電話 086-522-0110）に通報するか、市廃棄物担当課までご連絡ください。

出前講座(ごみの分け方・出し方)を実施しています
　ごみの減量、分け方や出し方について詳しい内容を理解していただくために、町内会・PTA・老人会などの、
10人以上を対象に、ご希望の場所へ職員が出向き、出前説明会を行います。ご自分たちの地域・団体で説明を
して欲しいという方は、生活環境部環境課までお申し込みください。
●申込方法
　「出前講座申請用紙」に必要事項を記入のうえ、開催日の１ヶ月前までに生活環境部環境課へ提出してください。
　申請用紙は、環境課窓口にありますが、市ホームページからも申込みができます。また、必要事項を記入して
いれば任意の用紙でも申込可能です。
●その他
　講座の開催場所の手配や参加者への通知などは各種団体等でお願いします。

●浅口市生活環境部環境課 電話 0865-44-9043
●浅口市金光総合支所市民生活課 電話 0865-42-7301
●浅口市寄島総合支所市民生活課 電話 0865-54-5113

浅口市の廃棄物担当窓口一覧

家庭から出る資源物とごみの分け方・出し方
2017年8月発行

編集　浅口市生活環境部環境課
浅口市鴨方町六条院中3050番地
電話 0865-44-9043　　FAX 0865-44-5771
http://www.city.asakuchi.okayama.jp/

浅口市環境課 検  索
この用紙は再生紙を使用しています。


