平成28年度版

浜頓別町

家庭ごみの分け方･出し方

資源物
分

無料

≪ 古紙 ・ 紙類 ≫
市販の透明・半透明袋
などに入れて出します

類

燃やせるごみ 有 料

必ず青色指定袋に
入れて出します

１５㍑袋（１０枚入 ２００円）

１５㍑袋（１０枚入 ２００円）

３０㍑袋（１０枚入 ４００円）

３０㍑袋（１０枚入 ４００円）

①〜⑥に分けて

６０㍑袋（１０枚入 ５００円）

布・紙くず

◎ティッシュ箱、菓子箱など紙マークが表 ◎カーテン、紙くず、たばこ
の吸い殻、ぬいぐるみ
示されているもの
◎花火（必ず水でしめらせる）
◎衣類リサイクルに出せない衣類

な

②ダンボール

容器類

◎ひもでしばるか袋に入れて排出
◎付着している金具は取り
外して「燃やせないごみ」へ

ご ③紙パック
◎牛乳やジュースなどの
中身が白い紙パック

み

◎切り開いて洗ってから排出
◎中身がアルミのものは「燃やせるごみ」へ

◎食品保存用容器（タッパ）

殻（貝）類
◎タマゴやカニ殻、ホタテ
やシジミなどの貝殻

◎ヒモでしばるか、袋に入れて排出

と

ガラス類
◎コップ、耐熱ガラス、鏡

スポーツ用品
◎一輪車、スキー靴、釣竿

容器類
◎アルミ鍋、塗料缶、魔法瓶、
薬や化粧品などのビン

◎紙おむつ（汚物はトイレで処理）

油・魚肉の骨

◎食用廃油（新聞紙にしみ込ませるか
凝固剤で固めて排出）

ゴム・皮革・ビニール類
◎運動靴、長靴、かばん、ホースなど

⑥雑がみ・広告類・チラシ
◎新聞に折り込まれているチラシ

◎CD・DVD（ケース含）、歯ブラ
シ、ゲームソフト、ビデオテープ

その他燃やせるごみ
◎湿布薬、脱臭剤、文房具、保冷剤、使い
捨てカイロ

出し方のポイント！
●汚れのひどい古紙や紙類は「燃やせ
るごみ」へ

出し方のポイント！

◎エアコン・テレビ、冷蔵(凍)庫、洗濯機(乾燥機)

危険ごみ

有料

その他燃やせないごみ

●ブロックやレンガは大型ごみです
●小型家電リサイクルに出せないものは
袋に入れば「燃やせないごみ」、入らな
ければ「大型ごみ」です
燃やせないごみは、破砕され最終
処分場で埋立処分されますが、埋
立容量に限りがあります。小型家
電リサイクルなど活用し、正しい分
別で最終処分場の延命化と清潔
なまちづくりにご協力願います。

感染性を有しているもの
◎注射針、ペン型自己注射器の筒、詰替えカー
トリッジ、チューブ、カテーテルなど

※新しく買い替える時は購入する販売店へ、買い
替え以外の時は商品を購入した販売店か最寄りの ◎かかりつけの医療機関（病院等）にお持ちくだ
販売店へお問い合わせください。
さい。

生ごみ

無料

≪プラスチック製容器包装≫

１５㍑袋 （１０枚入 ２００円）

市販の透明・半透明袋など
に入れて出します

市販の透明・半透明袋
などに入れて出します

①〜③に分けて

①〜③に分けて

カセットボンベ類

①空き缶

≪白色トレイ≫
≪ 発泡スチロール ≫

月・木曜日
火・金曜日

４月〜10月
第１・３土曜日

大型ごみ 有 料

有料

必ず透明指定袋
に入れて出します
５㍑袋 （１０枚入 １５０円）
１０㍑袋 （１０枚入 １８０円）
１５㍑袋 （１０枚入 ３００円）

大型ごみ一つに対し証紙
を1枚貼って出します
３０円証紙【20㎏以下（長さ90㎝以下）】
４５円証紙【50㎏以下（長さ150㎝以下）】
５０円証紙【100㎏以下（長さ180㎝以下）】

生ごみ

①プラスチック製容器包装

大型ごみ

◎カセット式ガスボンベ

◎飲料缶（ジュース・コーヒー・ビールなど）

◎プラマークが表示されているもの ◎野菜くずなど

◎たたみ、じゅうたん、布団

◎使い捨てライター

◎缶詰缶（果物・ツナ・ペットフードなど）

◎レジ袋、ラップ、菓子袋など

◎魚肉類

◎ソファー、ベッド

◎食事の食べ残しなど

◎スキー板、物干竿など

工具類

◎その他の缶（クッキー、菓子、海苔、ミルクなど） ◎弁当容器、卵パック、洗剤、シャン

プー、色のついたトレイなど

◎金づち、モンキーレ
ンチ、ドライバーなど

◎乾電池、充電式電池など

蛍光管・電球類

水切りをしっかり！

中身を残さず
すすいでください！

出し方のポイント！

出し方のポイント！
◎ペンキ、農薬、オイル缶や18㍑を超える缶
は「燃やせないごみ」です

出し方のポイント！

◎汚れ（油分など）がすすぎ洗いしても落ちな
◎中身を洗って乾かしてから排出
いものも「燃やせないごみ」です
◎汚れのひどいものは「燃やせるごみ」

②空きビン

②白色トレイ

◎飲料・酒類（ビール・ワイン・一升瓶など）

中身を残さず
すすいでください！

◎新聞紙などで包んで排出

出し方のポイント！

出し方のポイント！

出し方のポイント！
◎きれいに洗い乾かしてから排出

◎プラスチックの栓は「資源物（プラスチック）」 ◎柄物のトレイは「プラスチック類」
◎割れたビンは「危険ごみ」

③ペットボトル

◎汚れのひどいものは「燃やせるごみ」

③発砲スチロール

◎飲料類（清涼飲料・炭酸飲料など）
◎鋭利な物は新聞紙などで包む
◎蛍光管などは購入時の箱に入れる ◎酒・調味料類（焼酎・みりん・醤油など）
など破損を防ぐ
◎コード類は小型家電リサイクルで
すが、排出が困難な場合は危険ご
みで出します
◎注射針など感染の恐れのあるもの
は「町が収集しないごみ」

◎箱型や梱包用のもの

出し方のポイント！

◎ラベルは完全にはがす

◎キャップは必ず取り「資源物（プラスチック）」 ◎袋に入るよう小さく割って排出
◎ラベルはできるだけはがして排出

パソコンメーカーか、一般社団法人パソコン３R推進協会でリサイクルをお願います
①パソコン３R協会ホームページ http://www.pc3r.jp/にアクセス
②メーカーがわかっている場合はホームページから各メーカーの回収窓口へアクセス
メーカーがわからない場合はパソコン３R推進協会TEL03-5282-7685にお問い合わせ

③指定された方法で回収を申込み、引取され完了

処理が困難なもので収集しないごみ
◎ガスボンベ、漁網、建設廃材、消火器、バイク、
農薬、タイヤ、灯油タンク(90㍑超)、農業用ビニー
ル、バッテリーなど
◎各販売店またはメーカーに確認してください

小型家電

無料

専用ボックスに入らないもの

5月・11月の第4土曜日

◎汚れのひどいものは「燃やせるごみ」

●南宗谷衛生施設組合 TEL 2-0115
※生ごみは TEL2-2415
●受入時間 9:00～12:00 13:00～17:00

出し方のポイント！
◎ブロック・レンガは１個につき
証紙１枚を貼り、直接一般廃棄
物埋立処分地施設へ持ち込んで
ください。

繊維

無料

繊維（古着）

の対面回収に出します
◎電子レンジ、炊飯ジャー、掃除機、プリ
ンタ、パソコン本体、ワープロ、コンポなど

◎Tシャツ、Yシャツ、Gパン、ズボン、
セーター、パーカー、着物、バスタオル・
ウインドブレーカー、スキーウエアなど

◎対象外：電池、電球、電気毛布、パソ
コン用モニター、廃家電のテレビ、エアコ
ン、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機

専用ボックスに入るもの

指定の場所の専用
ボックスへ投入します
◎投入口30cm×30cmより小さな家電
◎携帯電話、カメラ、ゲーム機など

ごみの直接搬入
燃やせるごみ・燃やせないごみ
生ごみ・大型ごみ(日曜以外)

収集は毎月第１．３土曜日に行
いますが事前に電話予約が必
要です。
【収集業者】
天北運送㈱ ２－２０１０
【収集期間】
４月～１０月
※引っ越しの場合に限り通年で
回収します。

指定の場所の専用
ボックスへ投入します

◎上記のほか家庭で使用する電化製品
全般（電気コード含む）が対象です

中身を残さず
すすいでください！ ◎汚れは洗い乾かしてから排出

出し方のポイント！

パソコン用モニター（ブラウン管・液晶）

生ごみは堆肥化するために、分解
しやすい専用袋を使用しています。
出すときは別の袋に包んだりせず
よく水を切りそのまま専用袋に入
れてください。

◎色や模様のない白い食品トレイ

割れたガラス・コップ・ビン

◎針金や水銀体温計

◎魚肉の骨やカニの殻、ホタテ貝
殻は「燃やせるごみ」
◎たけのこやとうきびの皮は「燃やせ
るごみ」

◎調味類（醤油、ジャム、みりん、コーヒーなど）

◎包丁、はさみなど

その他危険ごみ

◎燃やせないごみでも袋に入らない
場合は大型ごみとなります

◎マヨネーズやケチャップ、わさびなどの
ボトルやペットボトルのキャップ

電池

刃物類

●工具類は危険ごみです

資源物

≪ あ き 缶 ≫
≪あ き び ん≫
≪ ペットボトル ≫

◎蛍光管、白熱電球、グロー球

●塗料缶等の中身は取り除き洗浄し
てから排出

無料

必ず透明指定袋に
入れて出します

◎ガスコンロ、 傘、電気毛布等

出し方のポイント！

資源物

①コース
②コース

金曜日

木曜日

●革製品などの金属は取り外して「燃や
せないごみへ」
●貝殻の中身は取り除き「生ごみ」へ

町で収集しないごみ
家電リサイクル対象商品

第②コース 金ヶ丘・下頓別・高砂・宇津内・宇曽丹・共和・安別・仁達内・ポン仁達内・常盤・楓

衛生用品類

◎剪定枝、割りばし、生花、たけ
のこやとうきびの皮、落葉

◎書籍、マンガ本、週刊誌、辞書など

第②コース 浜頓別５・６・７・８町内・旧宗林・栄和・頓別・豊牛・豊寒別・斜内

◎中身を空にし穴を
あけてから排出

◎生理用品、綿棒、ペットのトイレシート（砂）

ごみ収集車運行コース（11：00までに排出）

第①コース 緑ヶ丘・日の出全地区

スプレー缶

燃やせるプラスチック

方

◎アルミホイル、フラ
イパン、皿、茶碗、植木鉢

後

第①コース 浜頓別１・２・３・４町内・旭ケ丘・戸出・白鳥団地・智福

◎お茶・コーヒー殻

木くず・草花

⑤雑誌

し

金属・せともの類

午

ごみ収集車運行コース（7：30までに排出）

６０㍑袋（１０枚入 ５００円）

◎魚や鶏肉の骨など

④新聞紙

出

燃やせないごみ 有 料

必ず黄色指定袋に
入れて出します

４５㍑袋（１０枚入 ４５０円）

前

水曜日

ダンボールや新聞紙、雑誌は紐で
しばって出すこともできます

①紙包装容器

主

火曜日

月曜日

収
集
日

午

危険ごみ･ブロック･レンガ(平日のみ）
●一般廃棄物埋立処分地施設 TEL2-4453
●受入時間 9:00～12:00 13:00～16:00

資源ごみ(平日のみ）
●資源物ストックヤード
●受入時間 9:00～12:00 13:00～16:00

◎対象外：下着、布団、絨毯、カーテ
ン、ぬいぐるみ、汚れのひどいもや洗
濯をしていないもの、カビやペットの
においのするもの

ごみ袋・証紙取扱店
■石田商店 ■斉藤商店
■中村商店 ■ニッコー
■セイコーマート
■ホットショップスズヤ
■東宗谷農業協同組合
■ホーマックニコット
■サッポロドラッグストアー
■ごみ・資源物に関する問合せ先
浜頓別町住民課環境生活係
TEL 2-2549
■生ごみに関する問合せ先
南宗谷衛生施設組合
TEL 2-2415

