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◎必ず指定ごみ袋で出してください。

◎袋の口をしっかり結んでください。

◎生ごみは十分に水気をきって出してください。

◎分別収集対象品目 (「紙類」、「容器包装プラス

チック類」、「布類」) は分別収集に出してくだ

さい。

◎皮・ゴム製品やプラスチック製品類などにつ

いている金属類はできるだけ取ってください。

◎指定ごみ袋に入りきらない粗大ごみも解体し

て指定ごみ袋に入れば出すことができます。

◎指定ごみ袋から大幅にはみ出して
いるものは容量違反として収集し
ません。

◎生ごみの削減には生ごみ処理容器
が有効です。購入には補助制度が
あります。詳しくは笠岡市ホーム
ページか環境課へお問い合わせく
ださい。

◎指定袋は、登録販売店で購入し

てください。

　容量は 45㍑、30㍑、20㍑の

3種類があります。

※指定ごみ袋以外で出せるものは下記のものだけです。
　（ただし、束の直径は15cm以内、長さ1m以内にして
ください。）

◎私有地 (庭・畑等 )から出る剪定し
た枝木については「家庭ごみ」にな
ります。
◎葉っぱや短い枝木は「燃えるごみ用
の指定ごみ袋」で出してください。
◎花や草・野菜等の太い茎も同様にひ
もでしばって出すことができます。

◎木製品を解体した木材や布団を
しばって出しても「違反ごみ」
として収集しません。粗大ごみ
の項目を参照ください。

・ レアメタルの少ない カイロ

少量の 
植木鉢 

New

◎必ず指定ごみ袋で出してください。

◎袋の口をしっかり結んでください。

◎割れ物は危ないので、新聞等にくるんだ上で、

指定ごみ袋に入れて出してください。

◎分別ごみに出せない「缶類」、「びん類」等で

も必ず中身を空にしてから出してください。

◎指定ごみ袋に入りきらない粗大ごみも解体し

て指定ごみ袋に入れば出すことができます。

◎下記「処理困難物」は小さくても
指定ごみ袋に入れて出すことはで
きません。解体しても同様です。
適正に処理願います。
◎分別収集 (「缶類」「びん類」「ス
プレー缶・ガスボンベ缶」「金属
類」) に出せるものは分別収集に
出してください。
New◎小型電気製品類の中で，小型
家電リサイクルに出せるものは環
境課又は回収ボックスに出してく
ださい。

◎指定袋は、登録販売店で購入し
てください。
　容量は 30㍑のみです。

◎エディオン笠岡店に出してください。出せない

方は従来通り「燃えないごみ」で出してください。

◎使用済み「乾電池」・「蛍光灯」は
従前より「燃えないごみ」として
収集していましたが、買い替え等
のときに市内家電量販店の「エ
ディオン笠岡店」で無料で引き
取っていただけます。

◎直管型蛍光灯 ◎買ったときの容器に入れてだしてください。

◎エディオン笠岡店のレジカウンターに持って

いけば無料で回収してくれます。

◎「燃えないごみ」としてまとめて出す場合は、

ひもでしばって出してください。

◎ビニールをはずして骨にすれば、
「分別ごみ ( 金属類 )」として出す
ことができます。

◎地区一斉清掃用 (ボランティア清掃用 )ごみ袋
について、町内会やボランティア団体が道路や
公園等の公共地を清掃する際、ごみ袋をお渡し
し、ボランティア活動を支援しています。ごみ
袋がご入り用の場合は、建設企画課窓口までお
越しください。
◎必ず「可燃ごみ」と「不燃ごみ」を分けてだし
てください。
◎地区一斉清掃等で6袋以上出される場合は地区
のゴミステーションではなく、建設企画課に収
集を依頼してください。(℡ 69-2135)
◎ 5袋以内であれば地区のゴミステーションのご
み収集日に家庭ごみと一緒に収集いたします。

◎私有地の草木や落ち葉等を集めた
ごみは一斉清掃用ごみ袋を利用で
きません。土地の管理者が責任を
持って処分してください。
◎剪定した公園等の枝木は家庭ごみ
同様、袋に入れず、ひもでしばっ
て出してください。ひもでしばっ
て出せる条件も、家庭ごみと同様、
長さ 1m 以内、束の直径 15cm 以
内でお願いいたします。

※自分で直接搬入できない場合等にご利用ください。
①環境課に電話申込みする（℡ 62-3805）
　（受付時間：毎週月～金曜日 ( 祝日・年末年始
を除く）8:30 ～ 17:15)  
②収集券を市役所または登録販売店で購入する。
③収集券に「受付番号」を記入して粗大ごみに貼る。
④収集日当日、朝 8時までに指定の場所に出し
ておく。

◎処理困難物は収集いたしません。
◎家の中までの収集希望の場合は許
可業者へ依頼してください。
◎金額は品目ごとに定められてお
り、笠岡市ホームページで確認で
きます。ホームページを参照でき
ない方は環境課にお問い合わせく
ださい。

◎有料粗大ごみ収集券は市役所市
民課・環境課及び各出張所、登
録販売店で取り扱っています。

指定の場所・・・陸地部：自分の敷地内で道路
　　　　に面しした場所
島しょ部：最寄りの
　　　　　ごみステーション

◆ 200 円（1品目につき）
　・ふとん 1枚・扇風機 1台など
◆ 500 円（1品目につき）
　・自転車 1台・ストーブ 1台など
◆ 1,000 円（1品目につき）
　・机・シングルベッドなど
◆ 1,500 円～（1品目につき）
　・1辺が 90㎝を超える家具など

◎
収
集
料
金
《
例
》

（平成28年7月〜）

毎週月～金曜日
8：30 ～ 12：00
13：00 ～ 15：30
※祝日及び 12/29
～ 1/3 を除く

◎必ず当日の搬入前に電話申込みを
した上で，搬入してください。
◎粗大ごみ以外の家庭ごみも直接搬
入することができますが，同様の
申込が必要になります。
◎家庭ごみは無料ですが、事業ごみ
は有料です。

毎週月～金曜日
8：30 ～ 12：00
13：00 ～ 15：30
※祝日及び 12/29
～ 1/3 を除く
毎月第 4日曜日

◎木製家具は金具を取り外し、板状（1m以内）にすれば、木製品
以外の粗大ごみとして扱います。

◎木製家具等については解体不要で

す。

◎ガラスや金具等が簡単に取れるよう

であれば、外してください。

毎週火曜日、
木曜日

8：30 ～ 12：00
※祝日及び 12/29
～ 1/3 を除く

毎月第 4日曜日

◎処理困難物や事業ごみは搬入でき
ません。
◎処理困難物は解体しても搬入でき
ません。
New◎小型家電製品の中で小型家電
リサイクルに出せるものは出して
ください。
New◎木製粗大もある場合は、一緒
に搬入できます。

処
理
困
難
物

大量の
植木鉢等

冷蔵庫・冷凍庫

エアコン
+室外機

テレビ
洗濯機

衣類乾燥機

家電5品目

◎家電リサイクル法に該当する「テレビ」「エア
コン及び室外機」「洗濯機」「衣類乾燥機」「冷
蔵庫」「冷凍庫」は家電量販店等の販売店へ処
分を依頼して下さい。
◎島しょ部の家電リサイクル法対象品は販売店
等への手続き後、近隣ごみステーションから
環境課まで無料で海上輸送を行います。詳し
くは環境課にお問い合わせください。
◎がれき類は市では処理できません。許可業者
へ依頼してください。

◎不法投棄は犯罪です。適正に処理
して下さい。投棄者を見かけたら
速やかに警察へ通報願います。
◎処理困難物は解体して指定ごみ袋
に入れて出しても収集しません。
◎ただし、スプリング入りマットレ
スに限り、解体して「燃えるごみ」
「燃えないごみ」に分別すれば、
スプリングを粗大ごみとして搬入
できます。

◎許可業者は笠岡市ホームペー
ジで確認できます。ホームペー
ジが参照できない方は環境課
までお問い合わせ下さい。

New

小
型
家
電
製
品

環境課
または
市内各地
にある
小型家電回
収ボックス
へ

◎電子レンジ、パソコン及びパソコン周辺機器、携帯電話
　オーディオ類、カーオーディオ、ゲーム機器

◎環境課、市役所、市関連施設、地区公民館 (一
部を除く )、道の駅、ハピーマート笠岡吉田店、
エディオン笠岡店に設置してある小型家電回収
ボックスに出してください。
◎回収ボックスの投入口の大きさは、35cm ×
15cm です。入らないものは環境課に持ち込ん
でください。
◎排出できるか分からないものに関しては、環
境課にお問い合わせください。（℡62-3805）
◎回収ボックス設置場所の詳細は笠岡市ホーム
ページで確認できます。ホームページを参照で
きない場合は環境課にお問い合わせください。

◎家電リサイクル法対象品目は出せ
ません。処理困難物の「電気カー
ペット」「電気毛布」は市の許可
業者に処理を依頼してください。
◎パソコンリサイクル法に該当する
パソコンは出すことができます。ま
た，パソコンは従来通り「リサイク
ルルート」に出すこともできます。
※問い合わせ先「パソコン3R推進協会」
℡：03-5282-7685
　URL：http://www.pc3r.jp

◎回収ボックス設置場所　　　　
環境課、市役所本庁舎 1階、市
民会館、保健センター、総合体
育館、市民体育センター、カブ
トガニ博物館、道の駅笠岡ベイ
ファーム、天満屋ハピーマート
笠岡吉田店、エディオン笠岡店、
白石島出張所、北木島出張所、
真鍋島出張所、労働福祉会館、
市内各公民館（吉田、白石、北
木、真鍋島を除く）
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8：30～12：00
13：00～15：00

8：30～12：00
13：00～15：00
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