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正しい分別と
ルールを守ろう



● 木製家具を捨てる時の注意点
　家具に付いているレール、ちょうつがい、鏡、ガラスについては、取り外すことができれば分
別して出してください。（レール、ちょうつがいについてはもえない粗大ごみ、鏡、ガラスにつ
いては埋立ごみの日に出してください）
　金属などを取り外したあとの木製品はもえる粗大ごみです。
　金属などの取り外しができない場合は、もえない粗大ごみとして出してください。
　電気配線やコンセント等と一体となっている家具も同様にもえない粗大ごみです。
　ただし、付いている金属が、ビスやクギ等、手のひらサイズより小さいものの木製家具であれ
ば、もえる粗大ごみとして出してください。
　判断が難しい場合は環境防災課にご相談ください。

● ソファ・マットレスを捨てる時の注意点
　中にスプリングなどが入っているものは、もえない粗大ごみの日
に出して下さい。ウレタン製など全く金属が入っていないものであ
れば、もえる粗大ごみの日に出してください。

● 角材・丸材・竹材などを捨てる時の注意点
　 （安芸クリーンセンターへ持ち込む場合も同様）
・ 角材、丸材、竹材などをもえる粗大ごみに捨てる場合は、長さ1.5メートル未満に切断してく
ださい。ただし、太さ15センチ以上のものは収集も、持ち込みもできません。基準をこえる
ものについては処理業者へ依頼してください。
・剪定した枝は、できるだけ紐などで束ねてください。

● 土砂・ブロックを捨てる時の注意点
　土のう袋に入った土砂・ブロックは、１回につき１～２袋までを目安に埋立ごみの日に出すこ
とができます。一度に多量に出すと回収できません。多量の場合は環境防災課にご相談ください。

ごみの量を減らそう！

ごみを捨てる時のお願いと注意点

リデュース
【Reduce】

買い物にはエコバック、生ごみはもうひと絞り、詰め替えのできる商品
を選ぼう！食材は使い切り、食べ残しはしないようにしよう！
家具、電化製品などがこわれても直してつかおう！

リユース
【Reuse】

マイボトルをつかおう！
長く使えるものを選ぼう！
リサイクルショップ、フリーマーケットなどを活用しよう！

リサイクル
【Recycle】

資源として再利用するため、資源ごみは正しく分別しよう！
生ごみ処理機器を使って、生ごみを減らしリサイクルしよう！

❶



　アルミ缶、ペットボトル、白色トレー・牛乳パックは、指定の回収ネットへ、
スチール缶、白色びん、茶色びん、その他の色のびんは、指定の回収コンテナへ、
それぞれ分別して出してください。ダンボール、新聞紙、本・雑誌はそれぞれ分
別して紐で括って出してください。
　分別せずに混ざったまま出されると回収できないことがあります。

● びん・缶・ペットボトル・白色トレイ・牛乳パックを捨てる時の注意点
　中身が入ったままのものは資源化できないため回収できません。必ず中身を使い切る
か、捨てて、水洗いしたうえで資源回収日に出してください。

たいびエコセンター
●所在地　安芸郡坂町鯛尾一丁目４番21号
●電　話　082－885－1018
●自己搬入に必要なもの
　　　　　坂町の住所が確認できるもの
　　　　　（例）  運転免許証、健康保険証、

マイナンバーカードなど

安芸クリーンセンター
●所在地　安芸郡坂町21322番地の８
●電　話　082－885－2538
●自己搬入に必要なもの
　　　　　坂町の住所が確認できるもの
　　　　　（例）  運転免許証、健康保険証、

マイナンバーカードなど

資源ごみを出す時のお願いと注意点

一時多量ごみ・引越ごみを搬入するには…？

もえない粗大ごみ、埋立ごみ、有
害ごみ、資源ごみに分別して搬入
してください

もやせるごみ、もえる粗大ごみ
で、多量の場合は、安芸クリーン
センターへ搬入してください

●受付時間　月曜日～金曜日（祝日、休日、年末年始を除く）
　　　　　　午前８時30分～12時　午後１時～４時30分

❷



品　　名 分　　類
アイロン ●もえない粗大ごみ
アイロン台 ●もえない粗大ごみ
アコーディオンカーテン ●もえない粗大ごみ
厚紙 ●資源ごみ（束にして紐で括る）
雨どい（長さ50㎝以下） ●もやせるごみ
雨どい（長さ50㎝超） ●もえる粗大ごみ
網戸の網 ●もやせるごみ

（取外せなければもえない粗大）

アルバム（リング付） ●もえない粗大ごみ
アルバム（紙製ポケット式） ●もやせるごみ
アルミ缶
（ リサイクルマークのあるもの）

●資源ごみ

アルミ製ガスレンジガード ●もえない粗大ごみ
安全靴 ●もえない粗大ごみ
アンテナ ●もえない粗大ごみ
衣装ケース（プラスチック） ●もえる粗大ごみ
衣装ケース（金属製） ●もえない粗大ごみ
椅子（金属付き） ●もえない粗大ごみ

( 、 粗大 該当 場合
、必 P1 確認下 )

椅子（木製のみ） ●もえる粗大ごみ
板ガラス ●埋立ごみ
板切れ（50㎝以下） ●もやせるごみ
板切れ（長さ50㎝超、1.5m未満）●もえる粗大ごみ
一斗缶 ●もえない粗大ごみ

（中身を空にしておく）

インクカートリッジ ●もやせるごみ
衣類 ●資源ごみ

（毛糸、革製品、ナイロン製品はもやせるごみ）

衣類乾燥機（特定家電） ●町で収集しないごみ P6

植木鉢（プラスチック） ●もえる粗大ごみ
植木鉢（せともの） ●埋立ごみ
エアコン（特定家電） ●町で収集しないごみ⇒P6
LED電球・LED蛍光管 ●有害ごみ
エレクトーン ●もえない粗大ごみ
塩ビパイプ（長さ50㎝以下） ●もやせるごみ
塩ビパイプ（長さ50㎝超） ●もえる粗大ごみ
枝（直径5㎝以下、長さ50㎝以下）●もやせるごみ
枝（直径15㎝未満、長さ1.5m未満）●もえる粗大ごみ
エンジン ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

延長コード ●もえない粗大ごみ
オートバイ ●町で収集しないごみ⇒P6
オーブンレンジ ●もえない粗大ごみ
おむつ ●もやせるごみ
おもちゃ
（金属含まず、かつ、40㎝以下）

●もやせるごみ

あ
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品　　名 分　　類
おもちゃ
（金属含まず、かつ、40㎝超）

●もえる粗大ごみ

おもちゃ（金属含む） ●もえない粗大ごみ
オルガン ●もえない粗大ごみ
音響機器 ●もえない粗大ごみ
温度計（水銀式） ●有害ごみ
温度計（電子式） ●もえない粗大ごみ
カーテン ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
カーテンレール ●もえない粗大ごみ
カーペット ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
貝殻、牡蠣殻 ●もやせるごみ
カイロ（使い捨て） ●もやせるごみ
化学薬品 ●町で収集しないごみ⇒P6

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

鏡（フレームなし） ●埋立ごみ
鏡（手かがみ、鏡台などのフレー
ムのあるもの）

●もえない粗大ごみ
( 、 粗大 該当 場合

、必 P1 確認下 )

家具類（木製のみ） ●もえる粗大ごみ
家具類（ガラス・鏡・金属付き） ●もえない粗大ごみ

( 、 粗大 該当 場合
、必 P1 確認下 )

傘 ●もえない粗大ごみ
傘立て（金属製） ●もえない粗大ごみ
傘立て（木製） ●もえる粗大ごみ
傘立て（陶器製） ●埋立ごみ
加湿器 ●もえない粗大ごみ
菓子箱（紙製） ●資源ごみ（束にして紐で括る）
菓子缶
（ リサイクルマークのあるもの）

●資源ごみ

カッセットコンロ ●もえない粗大ごみ
（カセットボンベは取り外す）

ガスボンベ ●町で収集しないごみ⇒P6
（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

カセットテープ ●もやせるごみ
カセットボンベ
（ リサイクルマークのあるもの）

●資源ごみ
（使い切って、必ず穴を空ける）

カッター ●もえない粗大ごみ
ガステーブル ●もえない粗大ごみ
かばん（布製・革製） ●もやせるごみ
花びん ●埋立ごみ
紙類（シールや印画紙など資
源にならないもの）

●もやせるごみ

紙袋 ●資源ごみ（束にして紐で括る）
紙パック
（酒類など内側がアルミのもの）

●もやせるごみ

カミソリ ●もえない粗大ごみ
カラーボックス ●もえる粗大ごみ
革製品 ●もやせるごみ
瓦（少量） ●埋立ごみ
乾燥剤 ●もやせるごみ
乾電池 ●有害ごみ

か

ごみ出しアイウエオ表
※ この表にないものや、判断が難しい場合は、役場環境
防災課（☎082－820－1506）へお問合せ下さい。

❸



品　　名 分　　類
木くず（50㎝以下） ●もやせるごみ
キーボード（楽器） ●もえない粗大ごみ
キーボード（パソコン） ●もえない粗大ごみ
牛乳パック ●資源ごみ
鏡台 ●もえない粗大ごみ
金庫（手提げ用） ●もえない粗大ごみ
金庫（手提げ用以外のもの） ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

空気清浄機 ●もえない粗大ごみ
くぎ ●もえない粗大ごみ
草 ●もやせるごみ
草刈機 ●もえない粗大ごみ
薬（のみ薬・市販薬） ●もやせるごみ
靴 ●もやせるごみ
靴下 ●もやせるごみ
クッション（40㎝以下） ●もやせるごみ
蛍光管 ●有害ごみ
蛍光管（割れたもの） ●埋立ごみ
珪藻土マット
（石綿（アスベスト）を含んでい
ないもの）

●埋立ごみ
（石綿（アスベスト）を含んでいるものは、
販売店に持ち込んで引き取ってもらっ
てください）

携帯電話（本体） ●もえない粗大ごみ
携帯電話（付属品） ●もえない粗大ごみ
劇薬物 ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

ゲーム機 ●もえない粗大ごみ
建設廃材 ●町で収集しないごみ⇒P6

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

原付バイク ●町で収集しないごみ⇒P6
工具類 ●もえない粗大ごみ
ござ ●もえる粗大ごみ
こたつ ●もえない粗大ごみ

（木製の天板は燃える粗大）

ゴルフクラブ ●もえない粗大ごみ
ゴルフバッグ ●もえない粗大ごみ
コンクリートブロック（少量）●埋立ごみ
雑誌 ●資源ごみ
座いす（スプリング入り） ●もえない粗大ごみ
座いす（スプリングなし） ●もえる粗大ごみ
座布団 ●もえる粗大ごみ
三輪車 ●もえない粗大ごみ
CD ●もやせるごみ
CDプレイヤー ●もえない粗大ごみ
自転車 ●もえない粗大ごみ
写真 ●もやせるごみ
じゅうたん ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
消火器 ●町で収集しないごみ⇒P6
障子 ●もえる粗大ごみ
食器類（ガラス製・陶器製） ●埋立ごみ
食器類（プラスチック製） ●もやせるごみ
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品　　名 分　　類
新聞紙 ●資源ごみ
水槽（１辺が2m未満のガラス製）●埋立ごみ
水槽
（１辺が2m未満のプラスチック製）

●もえる粗大ごみ

スーツケース ●もえない粗大ごみ
スキー用品（ストック・板・靴）●もえない粗大ごみ
スコップ ●もえない粗大ごみ
すだれ ●もえる粗大ごみ
スチール缶
（ リサイクルマークのあるもの）

●資源ごみ

ストーブ ●もえない粗大ごみ
スノーボード ●もえない粗大ごみ
スプレー缶
（ リサイクルマークのあるもの）

●資源ごみ
（使い切って、必ず穴を空ける）

スレート ●町で収集しないごみ⇒P6
（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

生花 ●もやせるごみ
石こうボード ●町で収集しないごみ⇒P6

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

せともの ●埋立ごみ
洗濯機（特定家電） ●町で収集しないごみ⇒P6
扇風機 ●もえない粗大ごみ
洗面台 ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

掃除機 ●もえない粗大ごみ
体温計（水銀式） ●有害ごみ
体温計（電子式） ●もえない粗大ごみ
耐熱ガラス ●埋立ごみ
タイヤ（自動車、バイク） ●町で収集しないごみ⇒P6

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

タイヤ（自転車） ●もやせるごみ
タイル ●埋立ごみ
畳 ●もえる粗大ごみ
卵パック ●もやせるごみ
タンス（木製のみ） ●もえる粗大ごみ
タンス（ガラス・鏡・金属付き） ●もえない粗大ごみ

( 、 粗大 該当 場合
、必 P1 確認下 )

ダンボール ●資源ごみ
チャイルドシート ●もえない粗大ごみ
茶碗（プラスチック） ●もやせるごみ
茶碗（せともの） ●埋立ごみ
調理台・シンク ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

チラシ ●資源ごみ
チェスト ●もえる粗大ごみ

（レールがついている引出しはもえな
い粗大ごみ）

机（木製のみ） ●もえる粗大ごみ
（レールがついている引出しはもえな
い粗大ごみ）

机（金属付き） ●もえない粗大ごみ
( 、 粗大 該当 場合

、必 P1 確認下 )
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品　　名 分　　類
土（少量） ●埋立ごみ（土嚢袋などに入れておく）
釣り竿（木製） ●もえる粗大ごみ
釣り竿（その他） ●もえない粗大ごみ
DVD ●もやせるごみ
DVDデッキ ●もえない粗大ごみ
テーブル（木製のみ） ●もえる粗大ごみ
テーブル（金属付き） ●もえない粗大ごみ

( 、 粗大 該当 場合
、必 P1 確認下 )

テレビ（特定家電） ●町で収集しないごみ⇒P6
電気ポット ●もえない粗大ごみ
電球 ●有害ごみ
電子レンジ ●もえない粗大ごみ
電気カーペット ●もえない粗大ごみ
電話機 ●もえない粗大ごみ
トイレ ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

灯油 ●町で収集しないごみ⇒P6
（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

トースター ●もえない粗大ごみ
トタン（鉄製） ●もえない粗大ごみ
トタン（塩化ビニール製など） ●もえる粗大ごみ
塗料 ●町で収集しないごみ⇒P6

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

納豆容器 ●もやせるごみ
鍋（金属製） ●もえない粗大ごみ
鍋（陶器製） ●埋立ごみ
波板（ビニール） ●もえる粗大ごみ
ぬいぐるみ ●もえる粗大ごみ
農薬 ●町で収集しないごみ⇒P6

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

灰 ●埋立ごみ
バイク ●町で収集しないごみ⇒P6
白色トレイ ●資源ごみ
パソコン ●町で収集しないごみ⇒P6
発煙筒（使用済み） ●もやせるごみ
発煙筒（未使用） ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

バッテリー ●町で収集しないごみ⇒P6
（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

針 ●もえない粗大ごみ
（危なくないようにする）

ハンガー（プラスチック） ●もやせるごみ
ハンガー（金属製または金属付き）●もえない粗大ごみ
ピアノ ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

ビデオテープ ●もやせるごみ
ビニールシート ●もえる粗大ごみ
ビニール製品 ●もやせるごみ
びん（化粧びん） ●埋立ごみ
びん（飲料用・調味料用） ●資源ごみ
ファンヒーター ●もえない粗大ごみ
ファクシミリ（FAX） ●もえない粗大ごみ
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品　　名 分　　類
ふすま ●もえる粗大ごみ
仏壇 ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

ふとん ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
フライパン ●もえない粗大ごみ
ブラインド ●もえない粗大ごみ
プラスチック製品 ●もやせるごみ
プランター（プラスチック） ●もえる粗大ごみ
プランター（せともの） ●埋立ごみ
プリンター ●もえない粗大ごみ
ブルーシート ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
風呂釜 ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

ベッドフレーム（金属製） ●もえない粗大ごみ
ベッドフレーム（木製） ●もえる粗大ごみ
ペットボトル（飲料用） ●資源ごみ
ペット用トイレシート ●もやせるごみ（糞は処分）
ベビーカー ●もえない粗大ごみ
ヘルメット ●もえない粗大ごみ
弁当がら ●もやせるごみ
ホイール（自動車・バイク） ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

ホイール（自転車） ●もえない粗大ごみ
包丁 ●もえない粗大ごみ

（新聞紙などで巻いて「包丁」と書いておく）

ポット ●もえない粗大ごみ
ポリバケツ ●もえる粗大ごみ
ポリ容器 ●もえる粗大ごみ
保冷剤 ●もやせるごみ
ボール ●もやせるごみ（空気を抜く）
マッサージチェアー ●もえない粗大ごみ
マットレス（ウレタン） ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
マットレス（コイルスプリング）●もえない粗大ごみ
まな板 ●もやせるごみ
丸太類
（直径15㎝未満、長さ1.5m未満）

●もえる粗大ごみ

ミシン ●もえない粗大ごみ
めがね ●もえない粗大ごみ
毛布 ●もえる粗大ごみ（紐で括る）
物干し竿 ●もえない粗大ごみ
やかん ●もえない粗大ごみ
ライター（使い捨てタイプ） ●もやせるごみ（使い切る）
ラジオ・ラジカセ ●もえない粗大ごみ
ランドセル ●もえない粗大ごみ
リチウム電池 ●町で収集しないごみ

（販売店に相談又は処理業者に依頼して下さい）

リヤカー ●もえない粗大ごみ
冷蔵庫・冷凍庫（特定家電） ●町で収集しないごみ⇒P6
レインコート ●もやせるごみ
レンガ（少量） ●埋立ごみ
ワープロ ●もえない粗大ごみ
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　次の物は、町で収集しません。ごみステーションには出さないでください。また、たいびエコ
センター・安芸クリーンセンターに持ち込んでも受け入れできません。ただし、家電４品目を処
分する場合はたいびエコセンターに持ち込むこともできますので、詳しくは下記②をご確認くだ
さい。

❺ その他
　農薬、化学薬品、灯油、ガソリン、タイヤ、塗料、ガスボンベ、建設廃材、バッテリー、断熱
材、石こうボード、スレート、多量のブロック、多量の土砂、FRP製品、自動車部品　など
　　　➡　販売店に引き取ってもらうか、処理業者に依頼してください。

❹ オートバイ・原付バイク
　二輪車リサイクルコールセンター（☎050－3000－0727）へお問合せください。

❸ 消火器
　販売元、製造メーカー、広島県消防機器同業組合（☎0120－72－3830）又は、一般財団法人
広島県消防設備協会（☎082－243－2002）へお問合せください。

町で収集しないごみ

❷ 家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
　◎買い替えの場合　➡　新しい商品を買うお店に引き取りを依頼する
　◎買い替えせずに処分したい時　➡　以前購入したお店に引き取りを依頼する
　◎買い替えせずに処分したいが購入したお店が廃業、遠方、通信販売等で分からない場合
　　  郵便局でリサイクル券を入手し、品目に応じて「リサイクル料金」と振込手数料をお支払い
ください。

　　　➡　自分で「たいびエコセンター」に持ち込む方法
　　　　　  役場で運搬に係る手数料をお支払いいただき、その後、たいびエコセンターに持ち込

んでください。
　　　➡　自分で「指定取引場所」に持ち込む方法
　　　　　  家電リサイクル券と廃家電を「指定引取場所」へ持ち込んでください。

●指定引取場所
・岡山県貨物運送㈱広島主管支店 ・西濃運輸㈱広島支店
　　広島市中区光南六丁目１番16号 　　広島市中区光南六丁目２番15号
　　☎082－243－8111 　　☎082－545－9071

❶ パソコン
　「資源有効利用促進法」に基づき、パソコンメーカー等による回収・リサイクルが行われています。

　◎メーカーが分かっているパソコン
　　「メーカー」が回収・リサイクルしますので、各メーカーの受付窓口へ連絡してください。
　◎メーカーがないパソコン（自作・倒産したメーカー・輸入販売会社など）
　　「パソコン３Ｒ推進協会」が回収・リサイクルの受付窓口になります。

●対象のパソコン
デスクトップパソコン本体・ノートパソコン・ブラウン管式ディスプレイ・液晶式ディスプ
レイ、ブラウン管式ディスプレイ一体型パソコン・液晶式ディスプレイ一体型パソコン

●一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会
ホームページ　http://www.pc3r.jp　☎03－5282－7685

❻



公衛協とは…
　「公衆衛生推進協議会」の略称です。公衛協は、「環境」と「健康」をコミュニティで守るた
めに組織された任意団体です。
　構成員は市町公衛協によってさまざまですが、町内会や自治会単位の「地区衛生組織」から
委員を選出しているのが一般的です。
　広島県では、すべての市町に組織され、現在26の公衛協で約１万人の推進委員が活躍してい
ます。
　坂町公衛協は、坂町の各住民協の公衆衛生部長や女性団体、町議会議長、学識経験者等で構
成され、坂町と協働して各地区の衛生活動に対する支援や、広島ベイマラソン大会をはじめと
する各種イベントでのごみの減量、地球温暖化防止に関する啓発活動や小学生を対象とした環
境学習などに取り組んでいます。

環境学習
（里山教室）

　里山の環境を知ること
で、自然保護意識の向上
等の意識啓発を行うとと
もに、坂町の自然環境の
実態を調査しています

環境学習
（水辺教室）

　水辺の環境を知ること
で、水生生物と触れ合
い、川の豊かさや自然の
大切さ、川をきれいに保
つ大切さを学びます

祭りのごみ
ダイエット作戦

　広島ベイマラソン大会
や坂町悠々健康ウオーキ
ング大会の会場内で、参
加者に提供されるカキ雑
炊の容器等の回収を行っ
ています

環境と健康のポスター・
標語コンクール

　社会環境づくりの一環
として、町内の小学４年
生～６年生、中学校芸術
部を対象に、環境と健康
のポスター・標語コン
クールを実施しています

里山教室（横浜公園） 水辺教室（総頭川）

坂町悠々健康
ウオーキング大会

坂町公衆衛生推進協議会

活 動 事 例

坂町公衆衛生推進協議会事務局
坂町役場民生部環境防災課　　　☎082－820－1506

ごみに関すること、または、公衛協に関するお問合わせ

環境と健康のポスター・
標語コンクール審査会


