
断魚自治会(獺越・沢久谷・野原谷・断魚・皆井田)

月 火 水 木 金

獺越バス停下交差点 第１・第３

断魚班入り口 容器包装 紙

断魚開発組合農園横 第２・第４

森広テック横 ペットボトル

旧断魚住宅横  「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

獺越バス停下交差点 4月17日(月)

断魚班入り口 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

断魚開発組合農園横 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

森広テック横 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

断魚いわみ荘前バス停上 ・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

三田様宅横 　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

沢久谷集会所付近 10月16日(月)

11月14日(火) 11月16日(木)

12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 断魚開発組合農園横

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



井原南区自治会(日向西・日向東・仏一原・天蔵寺原)

月 火 水 木 金

日向会館 第１・第３

仏一原バス停 容器包装 紙

天蔵寺住宅下 第２・第４

ペットボトル

 「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

日向会館 4月17日(月)

仏一原バス停 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

天蔵寺住宅下 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

天蔵寺横 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

10月16日(月)

11月14日(火) 11月16日(木)

12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 日向会館

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



井原東自治会(上町・下町・谷・宮野原・西野原)

月 火 水 木 金

井原創作館向・ダイハツ石見横 第１・第３

北川様宅横 容器包装 紙

ヤングスポット 第２・第４

前田様宅前・穂積様宅前 ペットボトル

野田木工所横  「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

井原駐在所前

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

前田様宅前 4月17日(月)

野田木工所横 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

穂積様宅前 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

井原創作館向 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

折居神社入口 ・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

井原駐在所前 　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

石川様宅横 10月16日(月)

井原郵便局東側国道下 11月14日(火) 11月16日(木)

ダイハツ石見横 12月18日(月)

ヤングスポット 1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 井原公民館前

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



井原西区自治会(普明司・樋口谷・片田東・片田西)

月 火 水 木 金

旧ドライブイン穂積横 第１・第３

雲井の里 容器包装 紙

片田会館 第２・第４

ペットボトル

 「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

旧ドライブイン穂積横 4月17日(月)

片田会館 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

松川様宅横 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

片田口バス停 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

10月16日(月)

11月14日(火) 11月16日(木)

12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 片田会館

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



茅場自治会(上茅場・下茅場・善教寺原・山根原)

月 火 水 木 金

清和寮横・矢上様宅横 第１・第３

ワイテック石見工場前 容器包装 紙

茅場口バス停前 第２・第４

下茅場集会所前・茅場自治会館 ペットボトル

辰田産業給油所前  「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

森実大橋手前交差点

善教寺橋横・山根原集会所

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

清和寮横 4月17日(月)

矢上様宅横 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

茅場口バス停前 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

下茅場集会所前 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

茅場自治会館 ・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

辰田産業給油所前 　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

森実大橋手前交差点 10月16日(月)

善教寺橋横 11月14日(火) 11月16日(木)

山根原集会所 12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 茅場自治会館前

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



中野西区自治会(横引・森実・中別所・上別所・県教職員住宅・町教職員住宅)

月 火 水 木 金

教職員住宅前 第１・第３

横引集会所 容器包装 紙

森実看護師住宅横 第２・第４

西区自治会館前 ペットボトル

いわみプラザ  「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

デイサービス付近

空海付近

上別所集会所

中別所集会所前(道路向かい側）

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

教職員住宅前 4月17日(月)

横引集会所 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

森実看護師住宅横 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

西区自治会館前 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

いわみプラザ ・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

空海付近 　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

上別所集会所 10月16日(月)

中別所集会所 11月14日(火) 11月16日(木)

12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 西区自治会館

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



中野中央自治会(河原城・小原迫・幸米・青葉)

月 火 水 木 金

小原迫集会所 第１・第３

垣崎醤油店横 容器包装 紙

JA中野事務所前 第２・第４

西念寺橋手前交差点 ペットボトル

石見中野バス停付近  「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

青葉住宅前

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

小原迫集会所 4月17日(月)

垣崎醤油店横 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

西念寺橋手前交差点 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

石見中野バス停付近 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

青葉住宅前 ・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

10月16日(月)

11月14日(火) 11月16日(木)

12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 加茂福酒造横

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)



中野北区自治会(町・段原・横見・仮屋)

月 火 水 木 金

北の郷ふれあい市前 第１・第３

中野元町バス停横 容器包装 紙

段原若者定住住宅前 第２・第４

横見集会所 ペットボトル

仮屋集会所  「年末年始の収集」 12月30日～1月3日は収集がありません。

粗大・有害ごみ

（乾電池※・　

　蛍光管等）

北の郷ふれあい市前 4月17日(月)

中野元町バス停横 5月16日(火) ●事前に電話予約してください。 5月16日(火)

高村様宅付近 邑智郡浄化槽センター 72-0761 6月16日(金)

横見集会所 ・早めの申し込みをお願いします。 7月18日(火)

仮屋集会所 ・くみ取り希望の場合、その都度 8月18日(金)

　必ず電話予約してください。 9月19日(火)

10月16日(月)

11月14日(火) 11月16日(木)

12月18日(月)

1月19日(金)

2月16日(金)

3月18日(月)

・軽トラ１台を超える場合は、邑智クリーンセンターへ事前に電話して

ください。

・分別をして、指定袋以外の袋等で持ち込んでください。

・車の荷台にシート等でごみを覆い、運搬途中でごみが落ちないように

注意して持ち込んでください。飛散すれば通行者に迷惑が掛かります。

・料金 　家庭ごみ　40円/10kg、事業所ごみ　80円/10kg

12月29日～1月3日は持ち込みができません。

●お問い合わせ先 95-1114 邑智クリーンセンター 72-1701

I P電話 邑智郡浄化槽センター 72-0761

  　○ごみ袋に集落名・名前（名字だけでなく）を記入しましょう。

ごみ収集等計画

令和５年４月１日～令和６年３月３１日

【責任あるごみ出しをお願いします】

 　 ○正しい分別をしましょう。（わからないときは、ポスターやしおり等でお確かめください）

  　　※収集できないごみ等は「注意シール」が貼られます。分別を正しくやり直してください。

収集場所

容器包装
プラスチック

燃えるごみ 燃えるごみ

年末年始の持ち込み

事業所、イベン
ト等で出たごみ
は持ち込めませ
ん

邑南町役場町民課 

追加収集日

容器包装プラスチック

し尿くみ取り日

（カン・ビン・段ボール

新聞紙・チラシ・古紙類）

※ごみ収集ボックス（ステンレス製）には入
れないでください！

令和5年12月28日(木)

容器包装プラスチック 令和6年1月4日(木)

毎月第３日曜日

1月26日(金)

2月27日(火)

3月27日(水)
　リサイクルボックス（段ボール・新聞・雑誌等）・・・ 北の郷ふれあい市前

ごみの直接持ち込みについて（平日9：00～16：00） 休日の持ち込み日（9：00～16：00）

※ボタン電池やリサイクルマークがある小型充電式電池（リチウムイオン・ニカド・ニッケル水素）も収集しま
す。有害ごみとして乾電池と同じ透明袋に入れて出してください。また、電池が取り外せない場合は、そのまま
不燃ごみとして出すことができます。

火災防止のため、日々の保管やごみを出される場合は、液漏れや破損、変形、端子同士が触れな
いようにしてください。特にボタン電池は個別に絶縁性テープで端子を包むなどして引火しないよ
う気をつけてください。

5月29日(月)

6月23日(金)

7月27日(木)

4月19日(水) 【申し込み方法】

050-5207-3006

  　○収集日が祝日の場合でもステーションのごみは収集・運搬されます。

  　　ます。また、「広報おおなん」に翌月のごみ収集を掲載しますのでご確認ください。

  　○ごみは前日には出さず、当日の朝８時までに集落内の収集場所へ出しましょう。

  　◯収集日は、おおなんケーブルテレビ(11ch)データ放送、邑南町ホームページ、邑南町公式アプリに掲載し

12月22日(金)

8月29日(火)

収集場所

資源ごみ　不燃ごみ

9月27日(水)

10月20日(金)

11月27日(月)


