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Ⅰ はじめに
１．斜里町のごみのゆくえについて
 （１）エコクリーンセンターみらいあーるでは、一般ごみ、生ごみ、粗大ごみ、燃え
　　　 ないごみの処理を行います。
　　　 ①一般ごみを高温高圧処理して、バイオ燃料（固形燃料）を製造します。
 　　　②生成したバイオ燃料を国保病院及び、みらいあーるのバイオボイラ燃料とし
　　　　て利用します。
 　　　③生ごみを堆肥化処理して、生成した堆肥を地元農家に還元します。
 　　　④粗大ごみは破砕処理し、可燃性のごみは高温高圧処理します。
 　　　⑤燃えないごみは金属類を分別し、最終処分場に埋立処理します。
 （２）リサイクルセンターでは小型家電、紙類、缶、ペットボトルなどの資源物を処
　　　理し再利用します。

２．「みらいあーる」及び「リサイクルセンター」受入時間
区分 ごみ受入時間 受入場所

一般ごみ

月曜日～土曜日
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

（毎週日曜日は、お休みです）

エコクリーンセンター　みらいあーる
斜里町字富士 138 番地
連絡先　電話 23 － 1692
　　　　FAX 23 － 1693

生ごみ

粗大ごみ
燃えないごみ

資源物
リサイクルセンター
斜里町西町 36 番地
連絡先　電話 23 － 3131（斜里町役場）
　　　　FAX 23 － 4150（斜里町役場）

堆
肥
化
施
設

農
地
還
元

焼
却
灰

資源化施設
（高温高圧）

バイオ燃料
生　成

国保病院・みらい
あーるボイラー

破砕機

堆　肥③
①

②

④ ⑤

鉄類
回収

再　利　用

リサイクル
センター

分別・圧縮処理

再生業者又は
再　利　用

生ごみ 一般ごみ 資源物粗大ごみ 燃えないごみ

最終処分場

※二重線の囲みは、
「みらいあーる」での
処理を表しています。
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１．斜里町のごみの区分
・家庭や事業所から排出される「一般ごみ「生ごみ」」「燃えないごみ」「粗大ごみ」は

有料です。
・「一般ごみ」「生ごみ」「燃えないごみ」は指定袋、「粗大ごみ」は処理券を購入して
排出願います。

・「プラ製容器包装」「ペットボトル」「空き缶」「ビン」「食用油」「小型家電」の資源
物は無料です。

 
①一般ごみ指定袋の種類（対象の詳細は 5 ページ）
区分 単　位 金額 色

家
庭
系

15 リットル 30 円

白色30 リットル 60 円

45 リットル 90 円

事
業
系

30 リットル 30 円
緑色

45 リットル 45 円

②粗大ごみ処理券の種類（対象の詳細は 8 ページ） 
区分 金額 色 処理券の種類

家
庭
系

３辺合計が
1m未満
60 円

白色
３辺合計が 1m
以上 2ｍ未満
200 円

３辺合計が
2m以上
300 円

家
庭
系
未
収
地
区

３辺合計が
1m未満
30 円

橙色
３辺合計が 1m
以上 2ｍ未満
100 円

３辺合計が
2m以上
150 円

事
業
系

３辺合計が
1m未満
30 円

緑色
３辺合計が 1m
以上 2ｍ未満
100 円

３辺合計が
2m以上
150 円

Ⅱ 基本的なこと

※粗大ごみの料金の求め方
・箱で粗大ごみを出す時

・袋で粗大ごみを出す時

たて、よこ、高さの長さの合計が 1
ｍ未満の場合は、家庭系では 60 円の
処理券をはって出せます。これより
大きければ、200 円、300 円の処理
券が必要になります。

袋の場合もたて、よこ、高さの長さ
の合計で料金が決まります。肥料袋
だと一袋に目一杯詰めると 60 円に、
45 リットルの袋で目一杯に詰めると
200 円、半分くらいまでが 60 円の処
理券が必要になります。

よこ

たて

高さ

市販の袋
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町
に
よ
る
処
分

一般廃棄物

産業廃棄物

廃棄物の種類と取り扱い

工場や事業所などの事業活動に伴って発生する廃棄物のうち法律で定められたもの
は、許可を受けた処理業者が処理しなければなりません。

家庭系一般ごみ
①一般ごみ…指定袋（白色）で排出
②生 ご み…指定袋（黄色）で排出
③燃えないごみ…指定袋（茶色）で排出
④粗大ごみ…処理券（白色）を購入し、添付して排出
⑤資 源 物…無料。分別して排出

①一般ごみ…指定袋（緑色）で排出
②生 ご み…指定袋（レモン色）で排出
③燃えないごみ…指定袋（灰色）で排出
④粗大ごみ…処理券（緑色）を購入し、添付して排出
⑤資 源 物…無料。分別して排出

：一般家庭から排出されるもの

：事業所から排出される産業廃
　棄物以外のもの

町が収集・
運搬

各事業所の
責任で運搬

事業系一般ごみ

④燃えないごみ指定袋の種類
（対象の説明は 7 ページ）
区分 単　位 金額 色

家
庭
系

15 リットル 30 円
茶色

30 リットル 60 円

事
業
系

15 リットル 15 円
灰色

30 リットル 30 円

⑤資源物の種類 
種　類 排出方法 説明 金額

ペットボトル 透明な袋に入れ、袋の口を縛る 10 ページ

無料

空 き 缶 透明な袋に入れ、袋の口を縛る 10 ページ
プラ製容器包装 透明な袋に入れ、袋の口を縛る 11 ページ
新 聞 十文字に縛る 14 ページ
雑 誌 十文字に縛る 14 ページ
雑 紙 紙袋に入れる 14 ページ
ダ ン ボ ー ル 十文字に縛る 14 ページ
ビ ン 透明な袋に入れ、袋の口を縛る 15 ページ
廃 食 用 油 ビン、ペットボトルに入れ、フタを閉める 15 ページ

小 型 家 電 小さな物は透明な袋に入れる。大きな物はそ
のまま出す。 16 ページ

衣 類 袋に入れるか、そのままで回収 BOXに出す。18 ページ

③生ごみ指定袋の種類
（対象の説明は 6 ページ） 
区分 単　位 金額 色

家
庭
系

4 リットル 15 円
黄色7リットル 20 円

15 リットル 30 円

事
業
系

15 リットル 15 円
レモン色30 リットル 30 円

45 リットル 45 円
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２．家庭から出るごみの収集方法　
（一般ごみ、生ごみ、資源物は各ステーションへ、粗大ごみは各家庭の玄関へ搬出）

区　分 斜里市街地 ウトロ市街地 集落地域

ブロック Ａ Ｂ Ａ Ｂ －

該当地域

西町・港西町・
前浜町・港町・
本町・朝日町・
光陽町・栄街・
豊倉一部（釧網
線東側）

新光町・文光町・
青葉町・豊倉一
部（釧網線西側）、
中斜里市街地（ホ
クレン含む）

ウトロ西・ウト
ロ中島・ウトロ
高原・ウトロ香
川

ウトロ東・幌別・
岩尾別・真鯉・
日の出・峰浜・
朱円東・朱円・
朱円西

大栄・美咲・川
上・来運・三井・
豊里・以久科北・
以久科南・越川・
富士・豊倉（市
街地ブロックの
豊倉を除く）

収　
　
　

集　
　
　

日

月曜日 生ごみ プラ製容器包装 生ごみ プラ製容器包装 プラ製容器包装

火曜日 一般ごみ 生ごみ 一般ごみ 生ごみ 一般ごみ

水
曜
日

第１週 ペットボトル・小型家電　※ 1

第２週 － 粗大ごみ　※ 1 －

第３週 ペットボトル・燃えないごみ

第４週
びん類・
廃食用油

粗大ごみ　※ 1
びん類・廃食用油

木曜日 生ごみ 一般ごみ 生ごみ 一般ごみ 生ごみ

金曜日 プラ製容器包装 生ごみ プラ製容器包装 生ごみ －

土
曜
日

第１週 新聞・雑誌・雑紙　※ 1

第２週 缶　　　類

第３週 新聞・雑誌・雑紙

第４週 ダンボール

※ 1　「粗大ごみ」「ペットボトル、小型家電（第１水曜日のみ」「新聞、雑誌、雑紙（第
１週土曜日のみ）」は、1 月の収集がありませんのでご注意ください。

・集落地域は、粗大ごみの収集はしていませんので自己搬入して下さい。
・事業系の一般ごみ・生ごみ・燃えないごみ・粗大ごみ・資源物は、町では収集
しません。みらいあーるやリサイクルセンターに自己搬入するか、許可業者に
依頼して運んで下さい。

３．ステーション管理
   ごみステーションは、それぞれの地域や自治会が設置した施設です。利用する方々
が責任を持って管理して下さい。
　・ごみステーションはマナーとルールを守って正しく使いましょう。
　・ごみステーションを新設・移動・撤去する場合には、役場環境課に連絡をお願い
　　します。
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◆１．一般ごみ◆
　（１）排出方法
　　　指定有料袋を使用し、曜日を守ってステーションに排出か、みらいあーるに自己搬入する。

　（２）対象
材　質 主なもの

資源ごみに出せない
紙製品・プラ製品 油分や汚れが落とせないもの、紙くず、シュレッダーダストなど

布類 汚れた・破れた衣類、おしぼり、ハンカチなど
草・葉 芝草、生花、落ち葉　（枝木は、粗大ごみ）

ペット糞類など 猫のトイレ砂、犬糞、ペットシーツ
テープ類 カセットテープ、ビデオテープ、PPバンドなど
その他 生理用品、おむつ、貝殻、毛糸、テグス、CD、小さなおもちゃなど

●詳しくは P21 からのごみ分別辞典をご覧ください。
（３）出し方の注意

・必ず指定袋に入れて排出してください。それ以外の袋でステーションに出
しても収集しません。
・指定袋は、袋の口を縛って中の物が出ないようにして下さい。
・リサイクルマークが付いているものでも、汚れが取れなかったものは一般
ごみとして排出して下さい。
・小さな布類は、一般ごみとして排出してください。
・おむつは、トイレで汚物を処理してから一般ごみとして出して下さい。
・猫のトイレ砂は、重量があるため、なるべく15リットルや30リットルの袋
を使用して下さい。

Ⅲ ごみの扱い

【ひと洗いしても汚れがとれな
い容器包装プラスチック】

【おむつ】
汚物は取り除く

【座布団・クッション・枕】 【小さなおもちゃ】
指定袋に入らない物は粗大ごみ、

電池で動く物は小型家電

【紙くず】 【たばこの吸いがら】
火を完全に消してから

【猫のトイレ砂、犬糞】【ビデオテープ、CD、DVD】 【衣類】
再利用できる物は
回収ボックスへ
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◆２．生ごみ◆
（１）排出方法

指定有料袋を使用し、曜日を守ってステーションに排出か、みらいあーるに自己搬入
する。

（２）対象
 家庭や事業所から出る「調理くず」、「食べ残し」です。

（３）減量のお願いと出し方の注意
　生ごみの約 80％は水分です。捨てる前に 水分を減らす工夫をしま
　しょう！

  生ごみに含まれる「水分」を減らすことができれば、町全
体のごみ量を大きく減らすことができますので、皆様のご協
力をお願いいたします。

・収集日以外の日にステーションに排出すると、カラスによるついばみ、散らかしや
　悪臭が発生します。必ず、収集日の朝、午前８時までにステーションの中央に出し
　て下さい。
・必ず指定袋に入れて排出してください。それ以外の袋でステーションに出しても収
　集しません。
・貝がら、タバコの吸い殻は、一般ごみとして出して下さい。
・家庭用生ごみ袋は生分解性の袋を使用しています。高温の場所に置かず、なるべく
　短時間で使い切って下さい。

①まずは水に濡らさない !
野菜の皮などは、調理中から水に濡
れないようにし、新聞を敷くなどを
して余分な水分を吸い取ってから出
しましょう。

②必ず出す前にひとしぼり !
たまった水分を

「ぎゅっ」とし
ぼってから出し
ましょう。

④収集日の朝、午前８時までに
出す。
収集日と時間は、必ず守りましょう。
ステーショ
ンの中央に
置くように
しましょう

③新聞紙を袋の底に入れる
しぼった後から出
る水分を吸い取っ
てくれます。
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◆３．燃えないごみ◆
（１）排出方法

指定有料袋を使用し、曜日を守ってステーションに排出か、みらいあーるに自己搬入
する。

（２）対象
材質 主なもの 出し方

ガラス類 油分や汚れが落とせないビン、割
れたガラス、電球 (白熱灯 )など

紙に包んで、注意書きや中身を表示
する。

陶器類 植木鉢、茶碗、湯飲み、食器など 紙に包んで、注意書きや中身を表示
する。

金属製品 フライパン、鍋、傘、汚れた空き
缶、アルミホイルなど

はさみ、包丁などの刃物は、紙に包
んで、注意書きや中身を表示する。

ゴム類 靴、長靴、ホースなど

その他 かばん、バッグ、ベルト

●詳しくは P21 からの分別手引きをご覧ください。
　（３）出し方の注意
　　　・必ず指定袋に入れて排出してください。それ以外の袋でステーションに出

　　　　　しても収集しません。
　　　・指定袋は、袋の口を縛って中の物が出ないようにして下さい。
　　　・先がとがっている物は、紙に包むなどをして袋が破れないようにしてくだ

　　　　　さい。
　　　・指定袋に入らない物は、粗大ごみとして排出して下さい。

【汚れたビン、割れたガラス、鏡など】
紙に包んで注意書きをしてください。

【金属製のなべ、フライパン、スプーンなど】
包丁、はさみなどは紙で包んで注意書きをし
てください。

【植木鉢、茶碗など】
紙に包んで注意書きを

してください。

【ゴム製のホースなど】

【傘】 【かばん類】

【スプレー缶、カセットボンベ】
穴を開けて、中のガスを出してください。

【靴、長靴、サンダルなど】
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◆４．粗大ごみ◆
（１）排出方法
　　　申込期間内に戸口収集の予約をおこなうか、みらいあーるに自己搬入する。

（２）対象
材質 主なもの

木　類 廃材、庭木、家具類など

布　類 寝具類、カーペット、ぬいぐるみなど

金属類 大きななべ類、暖房器具、自転車など

その他 大きな食器、日用雑貨、燃えないごみの指定袋に入らない物など

●詳しくは P21 からの分別手引きをご覧ください。

（３）出し方の注意
　・戸口（玄関先）で収集する地域と、自己搬入をお願いする地域が有りますので

　　　ご注意下さい。
　・必ず処理券を貼って下さい。処理券を貼付していない場合は収集しません。
　・小さな粗大ごみは、袋や段ボール箱に入れて１つの粗大ごみとして出すことが

　　　出来ます。袋や段ボール箱の大きさに応じて料金が決まります。（２ページ）
　・粗大ごみの区分がわからない場合は、40 ページからの「個別分類表」を参考に
　　して下さい。（不明な場合は、みらいあーるに確認して下さい）

（４）特殊な粗大ごみの出し方
材質 区分 出し方

① 木類 庭木・せん定枝・廃材 長さ１m以内、直径50cm 以内に束ねて縛る

② 布類 寝具類等 袋や箱にまとめていれる

③ その他 スプリング入り
ベットマット

素材ごと（布、木枠、金属スプリング）に分ける
分別されていない場合は、収集・受入しません。

④
その他

（燃えないごみの
袋に入らない物）

ホース類 袋や箱に入れて「ホース」と書くか、縛って
まとめる

ポリ容器等 オイル・塗料など中身を取り除く

　＊収集できる粗大ごみは、１個の重さが 30㎏までです。（１個 30㎏以上は、自己搬
　　入してください）
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（５）戸口収集（家まで粗大ごみを取りに来て欲しい場合）の方法
①予約　　必ず、事前に電話か FAX による予約が必要です。
②予約期間　収集日の前週の月曜日～金曜日までにみらいあーるに、電話（23-
1692）か FAX(23-1693) に申し込むと受付番号をお知らせします。この、受付
番号を処理券に書いて収集日の朝 8時までに玄関先に出してください。（受
付番号を記入した処理券が貼付してあれば留守でも収集します。）
※受付番号無しや、処理券料金不足は、収集できません。 
※ステーションに入れた場合には、収集しません。 
※収集時間は、お約束できません。 
※引っ越しなどで一度に多量に出るごみは戸口収集しません
→排出者がみらいあーるへ自己搬入するか、許可業者へ依頼する。（事前
に連絡が必要です：事業所も同じ）

区　分 ブロック 該当地域 収集日

斜里市街地 Ａ 西町・港西町・前浜町・港町・本町・朝日町・光陽町・
栄町・豊倉一部（釧網線東側）・以久科北 35 番地 第 4 水曜日

斜里市街地 Ｂ 新光町・文光町・青葉町・豊倉一部（釧網線西側）、
中斜里市街地（ホクレン含む）

第 2 水曜日ウトロ市街地 Ａ ウトロ西・ウトロ中島・ウトロ高原・ウトロ香川

ウトロ市街地 Ｂ ウトロ東・幌別・岩尾別・真鯉・日の出・峰浜・
朱円東・朱円・朱円西

（６）自己搬入（みらいあーるまでごみを持ち込む場合）の方法
①連絡　月曜日～金曜日　電話（２３－１６９２）に事前連絡をお願いします。
　　　　土曜日　連絡の必要はありません。
＊必ず、処理券を貼り分別してから、搬入してください。
＊搬入車両は、搬入の前後に計量器に必ず乗ってください。
＊施設内では、信号や誘導看板の指示に従ってください。

②粗大ごみ未収集地区　自己搬入のみ（未収集地区用処理券（オレンジ色）を貼付）
区　分 該当地域

粗大ごみ
未収集地区

大栄・美咲・川上・来運・三井・豊里・以久科北（以久科北 35 番地を除く）
以久科南・越川・富士・豊倉（市街地ブロックの豊倉を除く）

③自己搬入受入時間・場所
区分 受入時間 受入場所

粗大ごみの
自己搬入

月曜日～土曜日
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

（毎週日曜日は、休みです）

エコクリーンセンター　
みらいあーる
斜里町字富士 138 番地
連絡先　23 － 1692
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　　　◆１．ペットボトル・缶類◆
（１）対象

区分 主なもの

ペットボトル 飲料用・調味用ペットボトルなど（必ず、キャップ、ラベルを取る）

缶　類 飲料用・飲食用の缶（スチール製・アルミ製）・食用油の一斗缶

＊調味料や洗剤などの飲料用以外の容器はプラスチック製の容器包装（その他プラ）
になります。
＊石油缶など食品類以外のものが入っていた空き缶は燃えないごみか粗大ごみにな
ります。

（２）出し方の注意 
・指定袋はありません。他の資源物と見分けやすいように、透明な袋に入れて出して
下さい。

・必ずキャップとラベルを取り外して下さい。リサイクルセンターでは、資源物とし
て排出するために一本ずつ手作業でキャップを取り外しています。

・取り外したキャップやラベルは、素材の種類によって、プラ製容器包装に分別して
下さい。

・汚れたもの、劣化したものはリサイクルできませんのでペットボトルは一般ごみと
して、缶類は燃えないごみとして出して下さい。中身は全て出しきって、中を水
ですすいで下さい。

・タバコの吸いがらなどの異物は入れないで下さい。タバコの吸いがらは一般ごみです。

Ⅳ 資源物の扱い

■ペットボトル・缶

リサイクルセンター

中を水ですすいでラベルを剥がす
透明・半透明の袋に
入れて出す。

上の写真のように、回収された缶、ペットボトルに中身が残っていた場合は、一つずつ空に
していかなければならず、大変手間が掛かるので、必ず、缶、ペットボトルの中身は空にし
てから出してください。
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◆２．プラスチック製の容器包装（その他プラ）◆
　（１）対象

区分 主なもの

プラスチック製の
容器包装

カップめんの容器、ビニール袋、ペットボトルのキャップ、魚・肉
のトレー、みかんのネット、プラスチック製調味料ボトル、など

発泡スチロール 発泡緩衝材、発泡魚箱など

＊「容器包装」とは、製品の容器または包装のことで、商品を切り離したあとに不
要になるものです。
＊ストローや歯ブラシのように、素材がプラスチックであっても、そのものが製品
の場合は「プラスチック製の容器包装（その他プラ）」ではなく一般ごみになります。

（２）出し方の注意
・指定袋はありません。他の資源物と見分けやすいように、透明な袋に入れて出し
てください。
・汚れがひどいものは一般ごみとして出してください。
・汚れているものは水で洗い、しっかりかわかしてください。
・ボトル容器は必ずキャップを外して、中身を出してください。また、キャップが
ついたままだと、リサイクルセンターで圧縮するときにボトル容器が破裂して危
険です。
・発泡スチロールは、リサイクルセンターで溶かして再固形化していますので、異
物を絶対に混ぜないで、発泡魚箱などの大きなものはヒモでしばってだしてくだ
さい。 

素材がプラスチックでも「容器や包装」ではありませんので、
一般ごみになります。
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○プラスチック製容器の代表的な物

・プラスチック製のカップ・パック類
（商品例）カップめん、プリン・ゼリーなどのカップ、卵のパック、果物・ハムなどのパッ
　　　　　ク、薬・化粧品・日用品などのケース、乾電池などのパック、コンビニ弁当・納
　　　　　豆・豆腐などの容器

・プラスチック製のトレイ（皿型容器）
（商品例）果物などのトレイ、お惣菜・生鮮食品・お寿司などのトレイ、お菓子・海苔・カ
　　　　　レールゥ等の仕切りトレイ

・プラスチック製の袋、ラップ類
（商品例）パン・お菓子・野菜等の袋、あめなどの包み（個別包装）、生鮮食品・コンビニ弁
　　　　　当等のラップ、カップめん等の外側フィルム、インスタント食品・冷凍食品など
　　　　　の袋、トイレットペーパー・日用品などの袋、詰替えよう洗剤の袋
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○プラスチック製容器包装の分け方の例

○プラスチック製容器包装の出し方

・コンビニ弁当
お弁当箱、おてふき、ラップなど表示を確認
していただき、プラマークのあるものは分別
排出して下さい。
フォークやスプーンは一般ごみにお出し下さ
い。

・カップめん
プラスチック製のかやく袋や、外側のフィル
ムは分別排出の対象となります。
容器やふたはメーカーにより、プラスチック
製のものや紙製のものがありますので、表示
を確認のうえプラマークのあるものは分別排
出してください。

・菓子
外側のフィルムや、個別包装の包みは表示を
確認し、プラマークのあるものは分別排出し
てください。

・歯ブラシ
台紙は紙製のものは一般ごみに出してくださ
い。歯ブラシ自体は商品なので一般ごみにお
出しください。

・汚れは洗ってから出してくださ
い。食品などの残りかすがどうして
も残る場合は、食器を洗った後の残
り水などを利用してすすいでくださ
い。汚れがひどいものは一般ごみに
出していただいて結構です。

・マヨネーズ、はみがき
粉、ねりわさび等のチュ
ーブ類は、中身を使い切
って中をゆすいで出して
ください。

紙類（雑紙）
紙類（雑紙）
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◆３．紙　類◆
（１）対象

区分 主なもの

新聞・チラシ類 新聞紙、新聞チラシ、パンフレット。ホチキス止めや糸とじ雑誌など

雑
ざっし

誌類 ホチキス止め以外（のりとじ）の雑誌や本類、百科事典など

雑
ざつがみ

紙 紙箱、紙コップ、包装紙、封筒、葉書など

紙パック類 牛乳・ジュースの紙パックなど

ダンボール類 ダンボール箱（内側がつるつる加工の物は、一般ごみ）

＊お酒・みりん等の紙パックは、紙マークがついていても、一般ごみに出してくださ
い。 

＊ダンボールの表面がビニールなどでコーティングされているものや紙パックの容器
にアルミ箔の貼ってあるものは一般ごみになります。

＊感熱紙やカーボン紙のレシートは一般ごみになります。
＊容器や包装には「紙パックマーク」「紙マーク」が表示してある場合が多くなって
いますので確認して下さい。

＊小さい物は縛って出せませんが、紙袋にまとめて中身が散らばらないようにして出
せば紙類（雑紙）として資源物になります。 

○小さいものは、下の写真のように紙袋にいれて出す。

洗って開いて
リサイクル

お菓子の空箱

紙袋の口を縛って
「雑紙」としてリサ
イクル！

再生紙包装紙
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　（２）出し方の注意
・同じ紙類でも区別ごとにリサイクルセン
ターでの処理方法が異なりますので、新
聞・チラシ類、雑誌類など、上記区分ご
とにまとめてください。

・新聞・チラシ類、雑誌類はあまり重たく
ならないようにヒモで縛ってください。

・ダンボール類は、たたんでヒモでしば
ってください。

・紙パック類は、内側を水ですすいでか
ら開いて、ヒモでしばってください。

・「雑紙」は、必ず紙製の袋に入れて袋
から飛び出さないようにヒモでしばってください。ビニール袋などの紙製以外の
袋に入れてしまうと一般ごみになるためリサイクル出来ません。
・シュレッダーで裁断した紙類は、繊維質が裁断されているために再生出来ま
せんので一般ごみです。

◆４．びん類◆
（１）対象 

区分 主なもの

びん類 飲料用のびん、化粧品のびん、お酒のびんなどの空びん

（２）出し方の注意
・指定袋は有りません。他の資源物と見分けやすいように透明な袋で出してくださ
い。
・キャップは、取り外して素材によって分別してください。
・中身は全て出しきって、中を水ですすいでください。
・タバコの吸いがらなどの異物を入れないでください。タバコの吸いがらは一般ご
みです。

◆５．廃食用油◆
（１）対象

区分 主なもの

廃食用油 てんぷら油の廃油など

＊機械油など食用以外の油を廃棄する時は、購入先、販売店、専門業者に相談して
ください。

　（２）出し方の注意
・廃食用油を出す際は、水など異物が混入しないようにしてください。現在は飼料
として利用されています。
・ステーションに出す際には、容器に入れフタを締めてください。
・リサイクルセンターあるいはウトロ支所に直接持参しても構いません。  

ティッシュ箱

ダメ !!

ダメ !!

雑紙

リサイクル O.K!

O.K!

紙の日に
出す!! 一般ごみ

封
筒

紙
袋

包装紙など

レシート

（アルミ加工、感熱紙のため）

カップラーメン
のふた

紙の日
では× !

一 般 ご み
ではダメ !
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◆６．小型家電◆
（１）排出方法
　　　指定袋はありません。小型の物は中身の見える袋を使用し、それ以外の物は
　　そのまま排出してください。曜日を守ってステーションに排出か、リサイク
　　ルセンターに自己搬入してください。取り外しが可能な電池は、取り外して
　　から排出してください。

（２）対象
　　　コンセントや電池などを使用している家電製品で、30kg 以内のものが対象

　　となります。
小型家電の種類 主なもの

携帯電話 ・携帯電話　・ＰＨＳ端末

AV機器

・デジタルオーディオプレイヤー　・ＣＤプレイヤー　・ＭＤプレイヤ
ー　・ＩＣレコーダー　・ＢＤプレイヤー／レコーダー　・ビデオレコ
ーダー　・ＤＶＤプレイヤー／レコーダー　・テープレコーダー　・ラ
ジオ　・アンプ　・ステレオセット　・スピーカーシステム　・地上デ
ジタルチューナー　・ＣＳデジタルチューナー　・ＣＳ専用アンテナ
・ＢＳ／ＣＳアンテナ　・ヘッドホン、イヤホン　　など

PC及び周辺機器 ・パソコン　・プロジェクター　・プリンター　・フォトプリンター・キーボード　　など

趣味電化製品
・カメラ　・デジタルカメラ　・ビデオカメラ　・据置型ゲーム機　
・携帯型ゲーム機　・ミニ電子ゲーム機　・ゲーム用コントローラー
・エレキギター　・電子キーボード　　など

生活家電
・扇風機　・家庭用ミシン　・電気掃除機　・電話機　・ファクシ
ミリ　・電子辞書　・電卓　・換気扇　・電気ストーブ　・電気カ
ーペット　・空気清浄機　・加湿機　・除湿器　・電気照明器具　・
携帯用電気ランプ・電池式時計　　など

家庭用医療機器 ・補聴器　・家庭用吸入器　・電子体温計　・電子血圧計　・家庭用
マッサージ治療器　　など

調理家電
・ジューサーミキサー　・電磁調理器卓上型　・家庭用生ごみ処理機
・コーヒーメーカー　・トースター　・ホットプレート　・食器洗い
乾燥機　・電気ポット　・炊飯器　・電子レンジ　　など

美容・その他家電
・電気アイロン　・電動歯ブラシ　・電気カミソリ　・ヘアドライヤー
・電気のこぎり　・電気ドリル　・その他電動工具　・リモコン
・ＡＣアダプタ　・プラグ、ジャック　　など

※パソコン、携帯電話は、データを消去してから排出して下さい。データの消去に不安があ
る場合は、メーカーに問い合わせるかパソコンリサイクル法（20 ページ）に基づく処理を
してさい。

（３）小型家電として回収できないもの
種　類 主なもの 処理方法

家電リサイクル法
対象商品

テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷
凍庫、洗濯機、衣類乾燥機 Ｐ 19 を参照して下さい。

処理出来ない物 ピアノ、エレクトーン、オルガン、
介護用ベッド、マッサージチェア

購入店舗かメーカーに問い合わ
せて下さい。

大型の物 重量が３０ｋｇ以上の物
製品により、引き取れないもの
がありますので、役場環境課に
確認をお願いします。
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◆７．電池類・体温計類・蛍光管◆
（１）対象

区分 主なもの

電池類 乾電池、充電池（液入りバッテリーを除く）など

体温計類 水銀体温計、水銀入り体温計など

蛍光管 蛍光管

＊液入りバッテリーを除くすべての電池が対象です。
　（破棄するときは、販売店に相談してください。） 
＊電池類は、電池回収ボックスに入れてください。 
　（体温計など割れやすい物は、ｹｰｽに入れて、電池ボックスへ） 
＊蛍光管は、販売店に持参してください。割れていてもリサイクルできます。 
　（蛍光管は水銀を含んでいますので、十分に注意してください。） 

（２）電池回収ボックス設置場所
地 区 設置場所 地 区 設置場所 地 区 設置場所

港西町 港西町公共集会所

青葉町

Ａコープしゃり店 美 咲 美咲公民館

港 町 セイコーマート斜里店 国保病院 峰 浜 峰浜コミュニティセンター

本 町

役場庁舎 ぽると 21

ウトロ

ウトロ支所

斜里町農業協同組合 ツルハドラッグ斜里店 知床ウトロ学校

ビッグマートみたに
豊 倉

ラルズマート斜里店 ビッグマートみたに

産業会館 サッポロドラッグストアー

朝日町 朝日小学校 中斜里 中斜里公民館

光陽町 光陽南自治会館 大 栄 大栄地区農村集落センター

新光町 新光町公共集会所 来 運 来運地区農村集落センター

文光町

老人福祉センター 三 井 三井地区農村集落センター

斜里小学校 富 士 富士コミュニティセンター

斜里中学校 朱　 円 朱円コミュニティセンター

斜里高校 以久科 以久科地区農村集落センター

コンパスマカベ 越 川 越川地区農村集落センター
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◆８．衣　　類◆
（１）排出方法
　　　指定袋はありませんので、袋に入れるかそのまま縛って自己搬入してください。
　　　回収場所：役場、ぽると２１、ウトロ支所（各施設の開館時間）
　　　　　　　　リサイクルセンター（月～土の９～１５時）"  

（２）対象
　　　衣類として再利用されますので、汚れていないもの、破れていないものが対
　象となります。 
衣類の種類 主なもの

アウター
・コート　・Gジャン　・ジャケット　・ジャンパー　・ダウンジャ
ケット　・パーカー　・ベスト　・フリース　・ポンチョ　・レイ
ンコート

トップス
・キャミソール　・カットソー　・カーディガン　・セーター　・タ
ンクトップ　・チュニック　・トレーナー　・ブラウス　・Tシャツ
・ワイシャツ　・ポロシャツ

ボトムス ・スカート　・スラックス　・ジーパン　・パンツ　・チノパン
・綿パン　・ナイロンパンツ　

上下セット ・ジャージ　・スーツ　・制服　・体操着　・ワンピース

下着類
・アンダーシャツ　・ウエストニッパー　・ガードル　・くつ下
・さるまた　・ステテコ　・ズボン下　・スリップ　・トランクス
・肌着　・パッチ　・パンツ　・パンティ　・ブラジャー　・ブリーフ
・ボクサーパンツ　・補正下着　・ももひき　・レッグウォーマー

遊び着 ・スキーウェア　・スノーボードウェア　・水着

和服類
・着物　・長じゅばん　・肌じゅばん　・腰巻　・裾よけ　・着物コ
ート　・帯　・帯揚げ　・帯締め　・重ね衿　・腰ひも　・羽織
・はかま　・ゆかた　

寝具等
・ベビー毛布　・綿毛布　・ボア毛布　・ガウン　・掛布団　・掛布
団カバー　・タオルケット　・ネグリジェ　・寝巻き　・パジャマ
・ベッドパッド（タオル地、綿地）　・枕カバー

ぬいぐるみ・小物
・ぬいぐるみ　・マスコット　・マフラー　・軍手（新品）　・ショール
・ストール　・タオルハンカチ　・ハンカチ　・手袋　・端切れ　
・耳あて　・ひざ掛け　・風呂敷　・ぼうし類

リビング・台所 ・カーテン　・クッションカバー　・こたつ用毛布　・エプロン　
・台拭き　・おしぼり　・ランチョンマット

風呂・洗面所 ・バスタオル　・バスマット　・バスローブ　・フェイスタオル　
・ハンドタオル

（３）衣類として回収できず、一般ごみや粗大ごみとなるもの
種　類 主なもの

衣類等 ・学生服　・セーラー服　・つなぎ　・作業服　・会社等の制服
・ウエットスーツ

寝具等 ・綿入れ毛布　・動物に使用した毛布　・羽毛布団　・おねしょパッド
・まくら　・まくら用パッド

リビング・キッチン
トイレ等

・カーペット　・キルトマット　・クッション　・玄関マット　
・座布団　・じゅうたん　・ラグマット　・台所マット　・鍋つかみ
・体洗い用タオル　・シャワーカーテン　・トイレマット　
・トイレカバー　・便座カバー　ペーパーホルダーカバー　
・ブラインド・ロールカーテン　・暗幕

車用品 ・シートカバー　・車用カーテン　・車用足元マット
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１．家電リサイクル製品
　　テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・衣料乾燥機の 6品目は、家電リサ
イクル法により製造元での部品の再利用が義務付けられています。私たち消費者も
処理費用を負担する義務があり、リサイクルで指定された業者が引取りを行うこと
になっています。

　（１）対象
　　　テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・
　　　衣料乾燥機

　（２）リサイクル方法
　　　例）テレビを排出する場合 (他の 5品目も同じ )

　　　　　　
　　　　　　
　　　

　　　　　

　　　　　　　
（注 1）引き取り依頼には、処理料金と収集運搬料金が必要です。　　　　
（注 2） 家電リサイクル品収集運搬許可業者

家電リサイクル許可業者 住　　所 連絡先

久保商会 斜里町以久科北 154 23-1486

野口運送 斜里町青葉町 15 番地 23-5512

スダ運送 斜里町光陽町 12-1 23-1855

シティ環境 網走市潮見 177-32 0152-61-2663

Ⅴ 町で収集処理できないもの

家電リサイクル指定業者に運搬され、各メーカー
で再利用される。

（注 1） （注 1）
（注 1）

（注 2）
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２　排出禁止物（適正処理困難物）
①処理できないごみ
●タイヤ　
●バッテリー　
●バイク　
●ピアノ、オルガン、エレクトーン
●ガスボンベ　
●オイル（廃油）　
●注射器、注射針　
●コンクリートブロック、物干し台の基礎など
●漬け物石
●レンガ
●自動車の部品（エンジン、エンジンオイルなど）
●劇薬（農薬等）
●農業用ビニール
●消火器
●ベッドマット（スプリングあり）

○処理が困難なため、収集すること
　ができません。
○販売店または、処理専門業者へ相
　談してください。
○注射器、注射針については病院へ
　相談してください。
○消火器については北見市の中央防
　災㈱（0157-36-1666）に相談して
　ください。

②家電リサイクル法対象物
●テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）
●エアコン
●冷蔵庫
●冷凍庫
●衣類乾燥機
●洗濯機

○買い替えの時に販売店に引き取っ
　て貰うか、収集運搬許可業者（18
　ページ）に相談してください。
＊いずれもリサイクル料金は排出者
負担となります。また、リサイクル
料金の他に収集運搬料（販売店によ
り異なる）が必要になる場合があり
ます。

③パソコンリサイクル法（資源有効利用促進法）対象物
※個人情報などのデータ消去に不安があり、小型家電として排出しない場合
●デスクトップパソコン本体
●ノートパソコン
●CRTディスプレイ
●液晶ディスプレイ
＊パソコン購入時の標準付属品も一緒に回収で
　きます。（マウス・キーボード・スピーカー・
　ケーブル等）
＊プリンタ・スキャナ等の周辺機器は粗大ごみ
　や小型家電として出してください。

○排出するパソコンメーカーに、直
　接申し込みしてください。
○申し込みパソコンメーカーがない
　使用済みパソコンは、「パソコン
　３R推進センター」に申し込みし
　てください。
http:www.pc3r. jp/uketsuke.html 
TEL03-5282-7685
○ゆうパック伝票が送付されますの
　で、梱包して郵便局へお持ちくだ
　さい。
＊いずれも回収・リサイクル料金は
　排出者負担となります。
＊リサイクルマークが付いていない
　もの（平成 15 年 9 月以前に購入
　したもの）も、リサイクル料金が
　必要になります。
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第２水曜日

（予約必要）市街地Ｂ
ウトロＢ 火・金 木 月

集落地域 木 火 月 収集しません

ごみ分別辞典

斜里町
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区分
有料

（指定袋、
処理券）、
無料

備  考
（自己搬入の場合も同
じです）

あ
アームスタンド（電気スタンド） 小型家電 無料

アイスクリーム容器
フタ 一般ごみ 指定袋
カップ プラ製容器包装 無料 中を洗う

アイスノン 一般ごみ 指定袋
アイスピック 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
アイロン 小型家電 無料
アイロン台 粗大ごみ その他 処理券

空き缶
飲食用 缶類 無料 中を洗う
汚れた飲食用 燃えないごみ 指定袋 中身は空にする
ペンキ、オイルなどの缶 燃えないごみ 指定袋 中身は空にする

空きびん
飲食、化粧品用 びん類 無料 中を洗う
汚れた飲食、化粧品用 燃えないごみ 指定袋 中身は空にする

アコーデオン 粗大ごみ その他 処理券
アコーデオンカーテン 粗大ごみ その他 処理券
厚紙（贈答箱・お菓子箱） 紙類 無料 雑紙類
圧力鍋 燃えないごみ 指定袋
雨戸・網戸 粗大ごみ 金属類 処理券
網（果物ネット） プラ製容器包装 無料
網（虫取り等の網） 粗大ごみ その他 処理券
編み機 粗大ごみ 金属類 処理券
雨ガッパ 一般ごみ 指定袋
アルバム 一般ごみ 指定袋
アルミ鍋（鍋焼きうどん） 燃えないごみ 指定袋
アルミホイル 燃えないごみ 指定袋
アンテナ 粗大ごみ 金属類 処理券
い
石 収集しません － 廃棄物ではありません
衣装ケース（鉄製・プラ製・木製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分類
椅子（鉄製・プラ製・木製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分類
板（木製） 粗大ごみ 木類 処理券 長さ1ｍ以内に切り縛る
板ガラス 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
一升びん びん類 無料 中を洗う
一輪車 粗大ごみ 金属類 処理券
一輪車（ネコ） 粗大ごみ 金属類 処理券
一斗缶（油や醤油など飲食用） 缶類 無料 中を洗う
犬小屋（木製・プラ製） 粗大ごみ 木類 処理券
衣類 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
衣類乾燥機 収集しません － （販売店にてリサイクル料金必要）
印鑑 一般ごみ 指定袋
インクカートリッジ（プリンター） 収集しません － 販売店または役場へ持参



23

う
植木（庭木） 粗大ごみ 木類 処理券 1m程度に切り直径50㎝の大きさに

植木鉢（プラ製）
長さ40cm未満 一般ごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ その他 処理券

植木鉢（陶器製）
長さ40cm未満 燃えないごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ その他 処理券

ウエス（布） 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
ウエストバッグ 燃えないごみ 指定袋
ウォッシャー液容器 プラ製容器包装 無料 中を洗って乾かす（プラの日）
浮き輪 一般ごみ 指定袋
うちわ 一般ごみ 指定袋
腕時計 小型家電 無料
ウニがら 生ごみ 指定袋
羽毛布団 粗大ごみ 布類 処理券
え
ＡＣアダプタ 小型家電 無料
MD 一般ごみ 指定袋
エアガン 一般ごみ 指定袋
エアコン 収集しません － 家電リサイクル（販売店に相談）
液晶ディスプレイ 小型家電 無料
枝 粗大ごみ 木類 処理券 1m程度に切り直径50㎝の大きさに
エレクトーン 収集しません － 販売店に相談
園芸用活力剤容器 プラ製容器包装 無料 中を洗って乾かす（プラの日）
園芸用壁掛け枠 粗大ごみ 金属類 処理券
園芸用苗木ポット 一般ごみ 指定袋
延長コード類 小型家電 無料 縛ってまとめる
煙突 粗大ごみ 金属類 処理券 すすを払う
鉛筆 一般ごみ 指定袋
鉛筆削り機（電動式） 小型家電 無料
お
オイル（ガソリン・灯油） 収集しません － 販売店に相談
オイル（車） 収集しません － 販売店に相談
オイルの空き缶 粗大ごみ 金属類 処理券 中を洗う

オーディオ製品
重さ30kg未満 小型家電 無料
重さ30kg以上 粗大ごみ 金属類 処理券 自己搬入して下さい

オートバイ 収集しません － 販売店に相談
オーブントースター 小型家電 無料
おがくず 一般ごみ 指定袋
置き時計 小型家電 無料 電池は回収ボックスへ
おけ（木製・プラ製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分類
お酒（紙パック） 一般ごみ 指定袋
落ち葉 一般ごみ 指定袋
帯 粗大ごみ　布類 処理券 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
おぼん 粗大ごみ その他 処理券
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おまる 粗大ごみ その他 処理券 洗う

おもちゃ（プラ製）
長さ40cm未満 一般ごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ その他 処理券

おもちゃ
（金属が使われている物）

長さ40cm未満 燃えないごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ 金属類 処理券

おもちゃ
（電池、電気で動く物）

重さ30kg未満 小型家電 無料
重さ30kg以上 粗大ごみ 金属類 処理券

重り（釣り） 燃えないごみ 指定袋
折りたたみベッド 粗大ごみ 金属類 処理券 そのまま出す場合は、

処理券：300円
オルガン 収集しません － 販売店に相談
温度計（水銀入り） 収集しません － ケースに入れて

電池回収ボックスへ
温度計（水銀なし） 燃えないごみ 指定袋
か
カーステレオ 小型家電 無料
カーテン（布製） 粗大ごみ 布類 処理券
カーテンレール（木製・鉄製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分類
カーナビ 小型家電 無料
カーペット 粗大ごみ 布類 処理券 折りたたんで縛る
貝殻 一般ごみ 指定袋
懐中電灯 小型家電 無料 電池は回収ボックスへ

鏡
長さ40cm未満 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
長さ40cm以上 粗大ごみ その他 処理券 紙で包み「品名」記入

鍵 燃えないごみ 指定袋
花器（木・竹の花瓶等） 一般ごみ 指定袋
花器（剣山） 燃えないごみ 指定袋
学習いす 粗大ごみ 木類 処理券
学習机 粗大ごみ 木類 処理券
額縁 粗大ごみ 木類 処理券
傘類 燃えないごみ 指定袋
加湿器 小型家電 無料
ガスコンロ（2口コンロ） 粗大ごみ 金属類 処理券
ガスストーブ 粗大ごみ 金属類 処理券
ガスボンベ 収集しません － 販売店に相談
ガス湯沸器 粗大ごみ 金属類 処理券
カセットコンロ 小型家電 無料 ボンベをはずす、

電池は回収ボックスへ
カセットテープ 一般ごみ 指定袋
カセットボンベ 燃えないごみ 指定袋 ガスを抜く
ガソリン携行缶 粗大ごみ 金属類 処理券 ガソリンを抜く
カタログ類 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
活性炭 一般ごみ 指定袋
カップめんのフタ 一般ごみ 指定袋
カップめん容器・調味料袋 プラ製容器包装 無料 中を洗う
家庭用ゲーム機 小型家電 無料
家庭用ゲームソフト 小型家電 無料
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かなづち 燃えないごみ 指定袋
カニ殻 生ごみ 指定袋
画板 粗大ごみ 金属類 処理券
かばん類 燃えないごみ 指定袋
画びょう 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
花びん 燃えないごみ 指定袋
壁掛け時計 小型家電 無料 電池は回収ボックスへ
紙おむつ 一般ごみ 指定袋 汚物はトイレに流す
カミソリ 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
紙粘土 一般ごみ 指定袋
紙パック類（みりん・酒等） 一般ごみ 指定袋
紙袋 紙類 無料 折りたたんで縛る（雑紙類）
ガムテープ 一般ごみ 指定袋
カメラ 小型家電 無料
カメラネガ・フイルム 一般ごみ 指定袋
カメラの三脚 粗大ごみ 金属類 処理券
カラオケ機器 粗大ごみ 金属類 処理券
ガラス（窓ガラス） 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
刈り払い機 粗大ごみ 金属類 処理券 燃料は抜く
かるた 一般ごみ 指定袋
カレンダー 紙類 無料 金具（燃えないごみ）をはずし

て、紙の日に（雑紙類）
革靴 燃えないごみ 指定袋
缶（石油缶等） 粗大ごみ 金属類 処理券
換気扇 小型家電 無料
換気扇のフィルター 一般ごみ 指定袋
乾燥剤 一般ごみ 指定袋
乾電池 収集しません 電池回収ボックスへ
感熱紙（FAX・レシート等） 一般ごみ 指定袋
き
木 粗大ごみ 木類 処理券 長さ1m直径50㎝程度に束ねる
キーボード（楽器） 小型家電 無料
キーホルダー 燃えないごみ 指定袋
ギター等 粗大ごみ その他 処理券
キッチンペーパー 一般ごみ 指定袋
キッチンマット 粗大ごみ 布類 処理券
着物 粗大ごみ 布類 処理券 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
キャスター（台車） 粗大ごみ 金属類 処理券
脚立 粗大ごみ 金属類 処理券
キャビネット 粗大ごみ 木類 処理券
急須 燃えないごみ 指定袋
牛乳パック 紙類 無料 中を洗って紙の日に

（紙パック類）

給油ポンプ（ドラム缶用） 粗大ごみ その他 処理券
給油ポンプ（ポリタンク用） 一般ごみ 指定袋
教科書類 紙類 無料 紐で束ねて紙の日に（雑誌類）
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切り株 粗大ごみ 木類 処理券 小さく切る
金魚鉢 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
金庫（耐火金庫） 収集しません － 販売店に相談
金庫（手提げ） 燃えないごみ 指定袋
く
空気入れ 粗大ごみ 金属類 処理券
空気清浄機 小型家電 無料
クーラーボックス 粗大ごみ その他 処理券
くぎ 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
草刈り機 粗大ごみ 金属類 処理券
くさり 燃えないごみ 指定袋
草類 一般ごみ 指定袋 袋に入れる
薬（錠剤）のシート プラ製容器包装 無料
薬びん（飲み薬） びん類 無料 ゆすいで、びんの日に
果物ナイフ 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
口紅 一般ごみ 指定袋
クッキングタイマー 小型家電 無料
クッキングヒーター 小型家電 無料
靴下類 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
クッション 一般ごみ 指定袋
靴中敷き 一般ごみ 指定袋
靴べら 一般ごみ 指定袋
くつ類 燃えないごみ 指定袋 スケート靴、スキー靴、

サンダル、長靴
首輪 一般ごみ 指定袋
熊手 燃えないごみ 指定袋
グラスウール 燃えないごみ 指定袋
クリアファイル 一般ごみ 指定袋
クリスマスツリー 粗大ごみ その他 処理券
クリップ 燃えないごみ 指定袋
クレジットカード 一般ごみ 指定袋
クレヨン 一般ごみ 指定袋
グローブ 燃えないごみ 指定袋
くわ 燃えないごみ 指定袋
軍手 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
け
蛍光管 収集しません － 割れていても、販売店へ持参
蛍光ペン 一般ごみ 指定袋
携帯ゲーム機 小型家電 無料
携帯電話 小型家電 無料 データは消去すること
携帯電話充電器 小型家電 無料
消しゴム 一般ごみ 指定袋

化粧品容器（ビン製）
汚れが取れる物 びん類 無料 キャップはその他プラへ
汚れが取れない物 燃えないごみ 指定袋 キャップはその他プラへ

化粧品容器（プラ製） 汚れが取れる物 プラ製容器包装 無料



27

化粧品容器（プラ製） 汚れが取れない物 一般ごみ 指定袋
下駄箱 粗大ごみ 木類 処理券
血圧計 小型家電 無料
玄関マット 粗大ごみ 布類 処理券
こ
碁石 燃えないごみ 指定袋
こいのぼり 粗大ごみ 布類 処理券
工具箱 粗大ごみ その他 処理券
広告チラシ 紙類 無料 縛ってまとめる
高周波治療器 小型家電 無料
コーキングガン 燃えないごみ 指定袋
コーキング剤 一般ごみ 指定袋
ゴーグル 一般ごみ 指定袋
コード類 小型家電 無料 まとめて縛る
コーヒーメーカー 小型家電 無料
黒板消し 一般ごみ 指定袋
ござ 粗大ごみ その他 処理券 丸めて縛る

コップ
紙 一般ごみ 指定袋
金属・陶器・ガラス 燃えないごみ 指定袋 紙でつつむ
プラ 一般ごみ 指定袋

粉石鹸 一般ごみ 指定袋
碁盤 粗大ごみ 木類 処理券
コピー用紙（感熱・複写タイプﾟ） 一般ごみ 指定袋
コピー用紙（感熱紙以外） 紙類 無料 まとめて縛って紙の日に（新聞類）
こま 一般ごみ 指定袋
ごみ箱 粗大ごみ その他 処理券
ゴム手袋 燃えないごみ 指定袋
ゴムホース 燃えないごみ 指定袋
ゴルフクラブ 粗大ごみ 金属類 処理券
ゴルフバッグ 粗大ごみ その他 処理券
ゴルフボール 燃えないごみ 指定袋
コンクリート製品 収集しません － 販売店に相談
コンテナ 粗大ごみ その他 処理券
コンパス（文房具） 燃えないごみ 指定袋
コンパネ 粗大ごみ 木類 処理券
梱包材（プチプチ） プラ製容器包装 無料 綺麗な物をまとめて（プラの日）
さ
座いす 粗大ごみ 木類 処理券
サイドボード 粗大ごみ 木類 処理券
材木 粗大ごみ 木類 処理券 長さ1m直径50㎝程度に束ねる
さお 粗大ごみ 木類 処理券
作業服 一般ごみ 指定袋
酒、みりん等の紙パック 一般ごみ 指定袋
酒樽 粗大ごみ 木類 処理券



28

サッカーボール 燃えないごみ 指定袋 空気を抜く
雑誌（週刊誌・漫画等） 紙類 無料 まとめて縛って紙の日に

（雑誌類）
座布団 一般ごみ 処理券
皿（紙） 一般ごみ 指定袋
皿（金属・陶器） 燃えないごみ 指定袋
ざる（竹・プラスチック製） 一般ごみ 指定袋
ざる（金属製） 燃えないごみ 指定袋 素材で分別
三脚 粗大ごみ 金属類 処理券
サンダル類 燃えないごみ 指定袋
三輪車（幼児用） 粗大ごみ 金属類 処理券 （処理券：２00円）
し
ＣＤ 一般ごみ 指定袋
ＣＤプレーヤー 小型家電 無料
シーツ 粗大ごみ 布類 処理券 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
ジーンズ 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
地下足袋 燃えないごみ 指定袋
下着（肌着類） 一般ごみ 指定袋
下敷き（文房具） 一般ごみ 指定袋
辞典 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
自転車 粗大ごみ 金属類 処理券 （処理券：300円）
写真 一般ごみ 指定袋
じゅうたん 粗大ごみ 布類 処理券 折りたたんで縛る
充電器 小型家電 無料
充電池（液入りバッテリー） 収集しません － 販売店に相談
充電池（液入りバッテリー除く） 収集しません 電池回収ボックスへ
柔軟剤容器 プラ製容器包装 無料 洗って乾かす。
シュレッダーダスト 一般ごみ 指定袋
消火器 収集しません － 販売店に相談
定規 一般ごみ 指定袋
消臭剤容器（ガラス） 粗大ごみ その他 処理券
消臭剤容器（プラ） プラ製容器包装 無料 プラマークがあれば洗って乾か

す（プラの日）
食用油 廃食油 無料 空き容器（ペットボトルなど）

に入れて（油の日）
食用油の容器（プラ） プラ製容器包装 無料 プラマークがあれば洗って乾か

す（プラの日）
除湿剤 一般ごみ 指定袋
除湿剤容器（プラ） プラ製容器包装 無料 プラマークがあれば洗って乾か

す（プラの日）
食器（ガラス・陶磁器） 燃えないごみ 指定袋 紙で包んで「品名」記入
食器（プラ） 一般ごみ 指定袋
人工透析容器 収集しません － 医療機関に相談
新聞 紙類 無料 縛って紙の日に（新聞類）
す
水槽 粗大ごみ その他 処理券
水筒 燃えないごみ 指定袋
水道蛇口 燃えないごみ 指定袋
水道ホース 粗大ごみ その他 処理券
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炊飯器 小型家電 無料
スーツ 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
スカート 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
図鑑 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
スキー板 粗大ごみ その他 処理券
スキーウェア 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
スキーキャリア 粗大ごみ その他 処理券
スキー靴 燃えないごみ 指定袋 指定袋に入らない場合は粗大ごみ
スクーター 収集しません － 販売店に相談
スケート靴 燃えないごみ 指定袋
スコップ（鉄製・プラ製） 粗大ごみ その他 処理券 素材で分別
寿司おけ 粗大ごみ 木類 処理券
スタンドミラー 粗大ごみ その他 処理券
ステレオ 小型家電 無料
ストーブガード 粗大ごみ 金属類 処理券
ストッカー（冷凍庫） 収集しません － 家電リサイクル（販売店に相談）
ストッキング 一般ごみ 指定袋
ストック 粗大ごみ 金属類 処理券
ストロー 一般ごみ 指定袋
スノーダンプ 粗大ごみ その他 処理券
スノーボード 粗大ごみ その他 処理券
すのこ（木製・プラ製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分別
巣箱 粗大ごみ 木類 処理券
スプレー缶 燃えないごみ 指定袋 ガスを抜く
スプーン 燃えないごみ 指定袋
滑り台（家庭用） 粗大ごみ その他 処理券
スポンジ 一般ごみ 指定袋
ズボンプレス機 小型家電 無料
炭 一般ごみ 指定袋
スリッパ 燃えないごみ 指定袋
すり鉢 燃えないごみ 指定袋
せ
整髪料容器 プラ製容器包装 無料 中を洗うこと。
生理用ナプキン 一般ごみ 指定袋
セーター 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）

石油ストーブ
重さ30kg未満 小型家電 無料 燃料は抜く
重さ30kg以上 粗大ごみ 金属類 処理券 30kg以上は自己搬入

瀬戸物 燃えないごみ 指定袋 紙でつつんで「品名」記入
セメント 収集しません － 販売店に相談
セロハン プラ製容器包装 無料
線香 一般ごみ 指定袋
洗車ブラシ 粗大ごみ その他 処理券
洗濯板 粗大ごみ 木類 処理券
洗濯機 収集しません － 家電リサイクル（販売店に相談）
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洗濯たらい（鉄製・プラ製） 粗大ごみ その他 処理券 素材で分別
洗濯ばさみ 一般ごみ 指定袋
せん定バサミ 燃えないごみ 指定袋 紙で包む。
扇風機 小型家電 無料
洗面器（鉄製・プラ製） 粗大ごみ その他 処理券 素材で分別
そ
造花 一般ごみ 指定袋
双眼鏡 粗大ごみ その他 処理券
ぞうきん 一般ごみ 指定袋
掃除機 小型家電 無料
ソファー 粗大ごみ その他 処理券
そり 粗大ごみ その他 処理券
そろばん 一般ごみ 指定袋
た
体温計（水銀入り） 収集しません ケースに入れて

電池回収ボックスへ
体温計（水銀なし） 一般ごみ 指定袋
太鼓 粗大ごみ その他 処理券
体重計 小型家電 無料
耐熱ガラスの食器 燃えないごみ 指定袋 紙につつんで、品名を記入する
タイヤ（自動車・オートバイ用） 収集しません － 販売店に相談
タイヤホイール（鉄・アルミ）のみ 粗大ごみ 金属類 処理券
タイル 燃えないごみ 指定袋
タオル 一般ごみ 指定袋
高枝切りバサミ 粗大ごみ 金属類 処理券
竹ぼうき 粗大ごみ 木類 処理券
たこ焼き器 小型家電 無料
畳（家庭用） 粗大ごみ その他 処理券 2枚で（処理券：300円1枚必要）
卓球台 粗大ごみ 木類 処理券
脱臭剤 一般ごみ 指定袋
タッパー 一般ごみ 指定袋
たばこの吸いがら 一般ごみ 指定袋
卵の殻 生ごみ 指定袋
卵のケース プラ製容器包装 無料 プラの日に
タマネギの網袋 プラ製容器包装 無料 プラの日に
樽類（木製・プラ製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分別
たわし 燃えないごみ 指定袋
単行本 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
タンス 粗大ごみ 木類 処理券

ダンボール
ダンボール 無料 縛る。

内側がコーティングされている物 一般ごみ 指定袋
ち
チェーン（鉄製） 燃えないごみ 指定袋
チャイルドシート 粗大ごみ その他 処理券
茶ダンス 粗大ごみ 木類 処理券
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注射器 収集しません － 医療機関に相談

調味料容器
金属製 燃えないごみ 指定袋
プラ製 プラ製容器包装 無料
びん製 びん類 無料

チラシ類 紙類 無料 縛って紙の日に（新聞類）

ちりとり
プラ製 一般ごみ 指定袋
鉄製 燃えないごみ 指定袋

つ
使い捨てカイロ 一般ごみ 指定袋
使い捨てカメラ 一般ごみ 指定袋
漬け物石（石製） 収集しません － 廃棄物ではありません
漬け物石（販売品） 燃えないごみ 指定袋
漬け物たる（プラ製） 粗大ごみ その他 処理券
つっぱり棒 粗大ごみ 金属類 処理券
積み木 一般ごみ 指定袋
つめ切り 燃えないごみ 指定袋
釣り竿 粗大ごみ その他 処理券
て
ＤＶＤ 一般ごみ 指定袋
ＤＶＤプレーヤー 小型家電 無料
ティーバック 一般ごみ 指定袋
テーブル 粗大ごみ 木類 処理券
テープレコーダー 小型家電 無料
テグス 一般ごみ 指定袋
デジタル血圧計 小型家電 無料
テスター 小型家電 無料
鉄アレイ 粗大ごみ 金属類 処理券 30kg以上は自己搬入

鉄板
長さ40cm未満 燃えないごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ 金属類 処理券 30kg以上は自己搬入

テニスボール 燃えないごみ 指定袋
テニスラケット 粗大ごみ その他 処理券
テレビ 収集しません － 家電リサイクル（販売店に相談）
テレビアンテナ 粗大ごみ 金属類 処理券
テレビ台 粗大ごみ 木類 処理券
テレホンカード 一般ごみ 指定袋
電気温水器 小型家電 無料
電気カーペット 小型家電 無料
電気カミソリ 小型家電 無料
電気炊飯器 小型家電 無料
電気スタンド 小型家電 無料
電気ポット 小型家電 無料
電気毛布 小型家電 無料
電気餅つき器 小型家電 無料
電球 燃えないごみ 指定袋
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電磁調理器 小型家電 無料
電子ピアノ 小型家電 無料 30kg以上は、リサイクルセンター持込
電子レンジ 小型家電 無料
電卓 小型家電 無料
テント 粗大ごみ その他 処理券
電動工具 小型家電 無料
電話機 小型家電 無料
電話台 粗大ごみ 木類 処理券
電話帳 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
と
砥石 燃えないごみ 指定袋
トイレブラシ 粗大ごみ その他 処理券
陶磁器 燃えないごみ 指定袋
胴長 粗大ごみ その他 処理券
動物死骸（ペット） 収集しません － 役場環境課に連絡する
灯油缶 粗大ごみ 金属類 処理券 使い切って出す
道路地図帳 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
トタン 粗大ごみ 金属類 処理券 丸めて縛る
土鍋 燃えないごみ 指定袋
土のう袋 粗大ごみ その他 処理券
ドライヤー 小型家電 無料
ドラム（楽器） 粗大ごみ その他 処理券
ドラム缶 粗大ごみ 金属類 処理券 中を抜く
トランシーバー 小型家電 無料
トランプ 一般ごみ 指定袋
塗料缶 燃えないごみ 指定袋 使い切って出す
塗料類 収集しません － 販売店に相談
トレーニング機器 粗大ごみ 金属類 処理券 30kgを超える物は、自己搬入
な
ナット・ボルト 燃えないごみ 指定袋
名札ケース 一般ごみ 指定袋
なべ類 燃えないごみ 指定袋
生花 一般ごみ 指定袋
南京錠 燃えないごみ 指定袋
に
ニッカド電池 収集しません － 電池回収ボックスへ
ニッパー 燃えないごみ 指定袋
人形ケース 粗大ごみ その他 処理券 袋・箱に入れて「品名」記入
ぬ

ぬいぐるみ
長さ40cm未満 一般ごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ 布類 処理券

布類（衣類以外） 粗大ごみ 布類 処理券 衣類は一般ごみに
ね
ネクタイ 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）
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ネット（虫取り網） 粗大ごみ その他 処理券
寝袋 粗大ごみ 布類 処理券
の
農薬容器 収集しません － 販売店に相談
ノートのリング 燃えないごみ 指定袋
ノートパソコン 小型家電 無料 データは消去すること
ノート類 紙類 無料 のり付け（雑誌類）、糸閉じ・

ホチキス（新聞類）
のこぎり 粗大ごみ 金属類 処理券 紙で包み「品名」記入
のり（接着剤） 一般ごみ 指定袋
のれん 粗大ごみ 布類 処理券
は
バーベキューセット 粗大ごみ 金属類 処理券
灰（あく） 一般ごみ 指定袋 飛散しないよう少し水を含ませる
バイク 収集しません － 販売店に相談
灰皿 燃えないごみ 指定袋
排尿パック 一般ごみ 指定袋 汚物をトイレに流す
バインダー 一般ごみ 指定袋
はがき類 紙類 無料 まとめて紙の日に（雑紙類）

バケツ
長さ40cm未満 一般ごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ その他 処理券

羽子板 一般ごみ 指定袋
箱類（厚紙製の物） 紙類 無料 紙袋等にまとめていれる

（雑紙類）
ハサミ 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
箸 一般ごみ 指定袋
はしご 粗大ごみ 金属類 処理券
柱時計（大） 小型家電 無料 電池は回収ボックスへ
バスタオル 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）

パソコン
小型家電 無料 データは消去する事

データ消去に不安がある場合 収集しません － メーカーに問い合わせ
発煙筒 収集しません － 販売店に相談
バッテリー（液入り） 収集しません － 販売店に相談
バッテリー（液なし） 収集しません － 電池回収ボックスへ
発電機（小型） 粗大ごみ 金属類 処理券 大型は販売店に相談
バット（金属製・木製） 粗大ごみ 金属類 処理券 素材で分別
バット（調理用） 粗大ごみ その他 処理券
バットケース 粗大ごみ その他 処理券
発泡スチロール プラ製容器包装 無料 洗って綺麗な物は、プラの日に
発泡スチロール（トレー） プラ製容器包装 無料 洗って綺麗な物は、プラの日に
バドミントンラケット 粗大ごみ 金属類 処理券
花火（使用済み） 一般ごみ 指定袋
花火（未使用） 収集しません － 消防署に相談
パネルヒーター 小型家電 無料
歯ブラシ 一般ごみ 指定袋
バブルラップ（プチプチ） プラ製容器包装 無料 綺麗な物は、プラの日に
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針 燃えないごみ 指定袋 紙などで包む
針金 燃えないごみ 指定袋 紙などでつつむ
バレーボール 燃えないごみ 指定袋

ハンガー
金属製 燃えないごみ 指定袋 素材で分別
プラ製 一般ごみ 指定袋 素材で分別
木製 一般ごみ 指定袋 素材で分別

パンティーストッキング 一般ごみ 指定袋
ひ
ＢＳ・CSアンテナ 小型家電 無料
ＢＳ・CSチューナー 小型家電 無料
ピアニカ 燃えないごみ 指定袋
ピアノ 収集しません － 購入店に相談
ビーチパラソル 粗大ごみ その他 処理券
ビールびん びん類 無料 中をゆすぐ
ビールびん（ふた） 燃えないごみ 指定袋 缶の日に
ビデオカメラ 小型家電 無料
ビデオテープ 一般ごみ 指定袋
ビデオデッキ 小型家電 無料
ビニールかばん 燃えないごみ 指定袋
ビニール手袋 一般ごみ 指定袋
ビニール袋 プラ製容器包装 無料 綺麗な物はプラの日に
漂白剤容器 プラ製容器包装 無料 中を洗って乾かしてプラの日に
肥料袋 一般ごみ 指定袋 農業者を除く
びん（飲食用） びん類 無料 中を洗って、びんの日に
ピンセット 燃えないごみ 指定袋
ふ
ファクシミリ 小型家電 無料
ファンヒーター 小型家電 無料 油を抜く
フィルター 一般ごみ 指定袋
フイルム 一般ごみ 指定袋
封筒類 紙類 無料 紙袋等に入れて紙の日に

（雑紙類）
プール（家庭用） 粗大ごみ その他 処理券
ふすま 粗大ごみ 木類 処理券
仏壇 粗大ごみ 木類 処理券
ふとんカバー 粗大ごみ 布類 処理券
ふとん乾燥機 小型家電 無料
ふとん袋 粗大ごみ 布類 処理券
ふとん類 粗大ごみ 布類 処理券 紐等で縛ってまとめる
フライパン類 燃えないごみ 指定袋
ブラインド 粗大ごみ その他 処理券
ぶらさがり健康器 粗大ごみ 金属類 処理券
ブラシ 一般ごみ 指定袋
プラモデル 一般ごみ 指定袋
ぶらんこ（家庭用） 粗大ごみ 金属類 処理券
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プランター
長さ40cm未満 一般ごみ 指定袋
長さ40cm以上 粗大ごみ その他 処理券

プリンター 小型家電 無料
プリント（学校からの物など） 紙類 無料 縛って紙の日に（新聞類）
ブルーシート 粗大ごみ その他 処理券
風呂釡 粗大ごみ 金属類 処理券
ブロック 収集しません － 販売店に相談
風呂フタ・マット・イス 粗大ごみ その他 処理券
文鎮 燃えないごみ 指定袋
噴霧器 粗大ごみ その他 処理券
へ
ヘアースプレー缶 燃えないごみ 指定袋 ガスを抜く
ベッド 粗大ごみ 木類 処理券 必ず、素材ごと（木・金属・布）に分ける。

分別されていない場合は収集しません。

リクライニングベッド（電動） 収集しません － 販売店に相談
ソファーベッド 粗大ごみ その他 処理券 そのまま出す場合は、

処理券：300円
ベッドマット（スプリングあり） 粗大ごみ 木類 処理券 必ず、素材ごと（木・金属・布）に分ける。

分別されていない場合は収集しません。

ベッドマット（スプリングなし） 粗大ごみ 布類 処理券 処理券：300円
マットレス（みつ折） 粗大ごみ 布類 処理券
ペットの砂・糞 一般ごみ 指定袋
ペットボトル（フタ） プラ製容器包装 無料
ペットボトル類 ペットボトル 無料 必ず、フタを取り中をゆすいで

ペットの日に
ヘッドホンステレオ 小型家電 無料
ベニヤ板 粗大ごみ 木類 処理券
ベビーイス・ベビーカー 粗大ごみ その他 処理券
ベビーバス 粗大ごみ その他 処理券
ヘルスメーター 小型家電 無料
ベルト 燃えないごみ 指定袋
ペン 一般ごみ 指定袋
ペンキ缶 燃えないごみ 指定袋 中身は使い切ること
ほ
ほうき（庭用） 粗大ごみ その他 処理券
帽子類 一般ごみ 指定袋 きれいな物は回収ボックスへ（18P）

ボウル（調理用）
プラ製 一般ごみ 指定袋 素材で分別
金属製 燃えないごみ 指定袋 素材で分別

ホームタンク（室内用） 粗大ごみ 金属類 処理券 90ℓまで。室外用は販売店に相談
歩行器 粗大ごみ その他 処理券
ボストンバッグ 粗大ごみ その他 処理券
ホチキス 燃えないごみ 指定袋
補聴器 小型家電 無料
ポット 燃えないごみ 指定袋
ホットカーペット 小型家電 無料
ホットプレート 小型家電 無料
哺乳びん プラ製 一般ごみ 指定袋
哺乳びん びん製 燃えないごみ 指定袋
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ポリタンク 粗大ごみ その他 処理券
ポリ袋 プラ製容器包装 無料
保冷剤 一般ごみ 指定袋
ホワイトボード 粗大ごみ その他 処理券
本棚（木製・スチール製） 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分別
ボンド容器 一般ごみ 指定袋
ポンプ（家庭用） 小型家電 無料 30kgを超える物は自己搬入
本類 紙類 無料 縛って紙の日に（雑誌類）
ま
まきストーブ 粗大ごみ 金属類 処理券
マグネット 燃えないごみ 指定袋
枕類 一般ごみ 指定袋
マジックペン 燃えないごみ 指定袋
マスク 一般ごみ 指定袋
マスク（野球用など） 燃えないごみ 指定袋
マッサージ器 小型家電 無料 30kg以上は自己搬入
マッサージチェアー 収集しません － 販売店に相談
マッチ 一般ごみ 指定袋 水に浸す
まな板 一般ごみ 指定袋
魔法びん 燃えないごみ 指定袋
ママさんダンプ 粗大ごみ その他 処理券
万年筆 一般ごみ 指定袋
万歩計 小型家電 無料
み
ミキサー 小型家電 無料
ミシン 小型家電 無料 30kgを超える物は自己搬入
水枕 燃えないごみ 指定袋
ミニコンポ 小型家電 無料
ミニスキー 一般ごみ 指定袋
耳かき 一般ごみ 指定袋
みりん(紙パック） 一般ごみ 指定袋
みりん(ペットボトル） ペットボトル 無料 ペットマーク：ペットの日 

プラマーク：プラの日に
む
虫かご 一般ごみ 指定袋
虫取り網 粗大ごみ その他 処理券
虫めがね 燃えないごみ 指定袋
むしろ 粗大ごみ 木類 処理券
め
名刺 紙類 無料 まとめて紙の日に（雑紙類）
眼鏡 燃えないごみ 指定袋
眼鏡ケース 一般ごみ 指定袋
メガホン 一般ごみ 指定袋
目薬の容器 プラ製容器包装 無料
メトロノーム 燃えないごみ 指定袋
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メモ帳 紙類 無料 まとめて紙の日に（雑紙類）
メモ帳のリング 燃えないごみ 指定袋
も
毛布 粗大ごみ 布類 処理券
モーター（おもちゃ） 小型家電 無料
モップ 一般ごみ 指定袋
モップ（柄付き） 粗大ごみ その他 処理券
物干し竿（台以外） 粗大ごみ 金属類 処理券 コンクリート基礎は収集しません
や
やかん 燃えないごみ 指定袋
ヤスリ 燃えないごみ 指定袋
ゆ
郵便受け 粗大ごみ 金属類 処理券
湯沸かし器 小型家電 無料
よ
浴槽 粗大ごみ 金属類 処理券 30kg以上は自己搬入
ら
ライター（使い捨て） 燃えないごみ 指定袋 必ず使い切る。または、ガスを抜いて出す。
ラジカセ 小型家電 無料
ラッピングフイルム プラ製容器包装 無料 綺麗に洗って、プラの日に
ラップ プラ製容器包装 無料 綺麗に洗って、プラの日に
ランタン 粗大ごみ その他 処理券 油を抜く
ランドセル 燃えないごみ 指定袋
り
リール（釣り具） 粗大ごみ その他 処理券
リコーダー 粗大ごみ その他 処理券
リビングボード 粗大ごみ 木類 処理券 素材で分別
リモコン 小型家電 無料 電池は回収ボックスへ
リヤカー 粗大ごみ 木類 処理券
漁網 収集しません － 産業廃棄物
る
ルアー 燃えないごみ 指定袋 紙で包み「品名」記入
ルーズリーフファイル 一般ごみ 指定袋
れ
冷蔵庫、冷凍庫 収集しません － 家電リサイクル（販売店に相談）
冷凍保存パック プラ製容器包装 無料 綺麗な物はプラの日に
レインコート 一般ごみ 指定袋
レコード 一般ごみ 指定袋
レコードプレーヤー 小型家電 無料
レシート 一般ごみ 指定袋
レジ袋 プラ製容器包装 無料 綺麗な物はプラの日に
レジャーシート 粗大ごみ その他 処理券
レンガ 収集しません － 販売店に相談
レンゲ（陶器） 燃えないごみ 指定袋
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レンゲ（プラ） 一般ごみ 指定袋
レンジ台 粗大ごみ 金属類 処理券
レンジフード 粗大ごみ 金属類 処理券
レンズ（メガネ・カメラ等） 燃えないごみ 指定袋
ろ
ロープ 粗大ごみ その他 処理券 縛ってまとめる
ローラースケート 燃えないごみ 指定袋
ロッカー 粗大ごみ 金属類 処理券
わ
ワープロ（専用機） 小型家電 無料
ワープロリボン 一般ごみ 指定袋
ワイシャツ 一般ごみ 指定袋
ワイパー（車用） 燃えないごみ 指定袋
ワイヤー 燃えないごみ 指定袋
ワゴン（家具） 粗大ごみ 木類 処理券
和ダンス 粗大ごみ 木類 処理券



39

参考資料
産 業 廃 棄 物

産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃
棄物のうち、次に掲げる 20 種類のものです。

種類 具体的な例

1 燃え殻
石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭（不純物が混在すること等により泥
状のものは汚泥）、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物（集じん装置に補足さ
れたものは、（１９）ばいじんとして扱う。）

2 汚泥 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚
泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥

3 廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤（シンナー、ア
ルコール類）、タールピッチ類

4 廃酸 廃硫酸、廃塩素、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、
酸洗浄工程その他の酸性廃液

5 廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液

6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての
合成高分子系化合物、廃タイヤ（合成ゴム）、廃イオン交換樹脂なども該当する。

7 紙くず (注 )
建設業に係わるもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものにる。）
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を
行うものに限る。）、出版業（印刷出版を行うものに限る）、製本業、印刷物加
工業に係わるものＰＣＢが塗布され又は染みこんだもの（全業種）

8 木くず (注 )
建設業に係わるもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）
木材又は木製品製造業（家具製造を含む。）パルプ製造業及び輸入木材卸売業
に係わるもの、ＰＣＢが染み込んだもの（全業種）

9 繊維くず (注 )
建設業に係わるもの（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。）
繊維工場（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）、ＰＣＢが染み込んだもの（全
業種）

10 動植物性残さ (注 )
（食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業）原料として使用した動物又は植物に
係わる固形状の不要物ー醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コ
ーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず、原料かす、（なお、卸小売業、飲食店等か
ら排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は、事業系一般廃棄物となる。

11 動物系固形不要物 と畜場において、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に
係る固形状不要物

12 ゴムくず 天然ゴムくず（合成ゴムくずは（６）廃プラスチック類）

13 金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ

14
ガラスくず・コンク
リートくず及び陶磁
器くず

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず

15 鉱さい 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石

16

工作物の新築、改築
又は除去に伴って生
じたコンクリートの
破片その他これに類
する不要物は除去に
伴って生じたコンク
リートの

コンクリート破片（セメント、アスファルト）、レンガの破片、かわら片など
の不燃物

17 動物のふん尿 (注 ) 畜産農業に係るもの

18 動物の死体 (注 ) 畜産農業に係るもの

19 ばいじん（ダスト類）
（大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
廃プラスチック類の焼却施設）において発生するばいじんであって集じん施設
（乾式、湿式）によって捕捉したもの

20
処分するために処理
したもの（政令第２
条第１３号廃棄物）

（１）～（１９）に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち渡航廃棄物
及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって、これら
の産業廃棄物にしないものーコンクリート固形物など

＊ ( 注 ) は、具体的な例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。このほか、特
別管理産業廃棄物として病院などから排出される感染性産業廃棄物や廃石綿（アスベスト）な
どの特定有害産業廃棄物があります。

＊ 詳しくはオホーツク総合振興局 地域政策部　環境生活課 地域環境係 (0152 ‐ 41 ‐ 0629) に
問い合わせて下さい。
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至標津

１．「みらいあーる」にごみを自己搬入する際は、必ず係員の指示に従
　　ってください。 
　　　①持ち込むごみの種類によって、搬入道路に並んでください。 　　
　　　②信号機で一度停止してください。 　　
　　　③信号が青に変わったら、計量機室に進入して停止し、エンジンを止めてください。
　　   ④計量終了後、ごみの種類に応じた場所でごみを降ろしてください。
　　　⑤初めて「みらいあーる」に来られた車両は、ごみを降ろした後の計量が再度必要です。
　　　　もう一度搬入道路に入り信号手前で停止し、再計量をお願いします。

２．「みらいあーる」施設配置図

ʙ計量機室内

Ⓐ信号機手前　停車位置

Ⓒ計量機室内より堆肥化施設方向

Ⅵ 「みらいあーる」利用の流れ、注意点について 

計
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みらいあーる位置

リサイクルセンター位置

■問い合わせ先

　　斜里町富士 138番地　

　　エコクリーンセンター みらいあーる
　　　　　　TEL 0152-23-1692
　　　　　　FAX 0152-23-1693
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