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知っておきたいごみの出し方

【ごみの自己搬入】
　ごみを処分場へ自己搬入することも可能です。
　その際、市指定のごみ袋やごみ処理券は必要ありません。

　ごみは決められた収集日の朝8時までに、決められた袋に入れるか、適正な処理券を
貼って出しましょう。
　（収集時間は状況によって変わることがありますので、必ず朝8時までに出してください）

◇収集されなかったごみについて◇

　混合ごみや収集日が違うごみなどは、ごみ収集業者が収集できなかった理由

を書いたシールを貼って残します。

　残されたごみは他の方の迷惑になりますので、出した方は必ず持ち帰って確認

してください。

　残されたごみにご不明な点がある場合は、生活環境課までご連絡ください。

【ボランティア活動で集められたごみ（公共ごみの排出）】
　町内会などで公共の場所を清掃して集められたごみは、無料で回収します。回収に
は市で配付する公共ごみ用シールが必要になりますので、事前に生活環境課へ申請
してください。

【資源ごみを排出する際の注意事項】
　できるかぎり、汚れや水分を取り除いてから出してください。
（汚れのひどい物は、リサイクルすることができない場合があります）

 「生ごみ」、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「危険ごみ」、　

「乾電池、電球、蛍光管」、「粗大ごみ」に分けて搬入してください。

　美唄市一般廃棄物最終処分場(エコの丘びばい)　茶志内町1区　TEL　66-3663

  料金　　　　　１０㎏あたり１０１円

  「資源ごみ」　（プラスチック製容器包装、ぺットボトル、ダンボール、空きびん

　　　　　　　　 紙パック、空き缶）

　美唄市リサイクルセンター　南美唄町東町

　料金　無料

処分場への自己搬入は月曜日～土曜日(年末年始を除く)の8時45分～17時までとなっております。
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※　ごみ処理券を透明の袋やダンボールなどに貼って出すことはできません。
※　ごみの中に他のごみを入れることはできません。（衣装箱の中に衣類を入れるなど）　

【燃やせないごみ処理券1枚の基準】  

①ごみ袋に入らないもの１点につき１枚です。
②　傘やパイプ、竹や垂木などの長尺物
　長さ１３０ｃｍ、直径５０ｃｍ以下に縛ったものが1点となります。ただし、鉄パイ
プなどの重たいものは1人で持てる範囲で縛るようにしてください。なお、材質の異な
る物は、一緒に縛ることはできません。
③　板やトタンなどの平たいもの
　長さ１３０ｃｍ、厚さ５０ｃｍ以下に縛ったものが1点となります。ただし、重たい
ものは1人で持てる範囲で縛るようにしてください。

有料

「生ごみ」、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「粗大ごみ」

市指定のごみ袋か、ごみ処理券（袋に入らないごみ）が必要となります。

　※事業活動に伴うごみは、「事業系ごみ袋」または「事業系ごみ処理券」を使

用してください。

指定ごみ袋の色が平成27年4月より変更になっていますが、従来のごみ袋は引き続き使用
できます。

３㍑ ６㍑ １２㍑

１組
（10枚入り）

60円 120円 240円

市指定の
ごみ袋

生ごみ（黄色）

５㍑ １０㍑ ２０㍑ ３０㍑ ４０㍑

１組
（10枚入り）

100円 200円 400円 600円 800円

燃やせるごみ（青色）、燃やせないごみ（緑色）市指定の
ごみ袋

【燃やせるごみ処理券の使い方】
　
　燃やせるごみ処理券は、枝木（剪定枝）のみに使用できます。市指定のごみ袋に入
るものは、燃やせるごみ用の指定袋に入れて出して下さい。入らない場合は、枝木
（剪定枝）を長さ１００ｃｍ以下、束の直径を３０ｃｍ以下にして、燃やせるごみ処
理券を貼るか、処理券にひもを通して縛って出して下さい。
　枝木（剪定枝）以外の木材や垂木、竹などは長さ１３０ｃｍ以下、直径を５０ｃｍ
以下にして、燃やせないごみ処理券を貼って出して下さい。市指定のごみ袋に入るも
のは、燃やせるごみ用の指定袋に入れて出してください。

ごみ処理券
（シール）

燃やせるごみ
（枝木のみ）

燃やせないごみ
(長辺130cm未満)

粗大ごみ
(長辺130cm以上)

１枚 ８０円 ８０円 ３１０円

指定ごみ袋・ごみ処理券は、美唄市内の

ドラッグストアー、コンビニエンスストア、

スーパーなどで、販売しています。
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無料

【資源ごみ】

　プラスチック製容器包装、紙パック、ダンボール、空き缶、ペットボトル、空きびんが対象で

す。透明または半透明の中身の見える袋に入れて口を縛って出してください。段ボールや

紙パック、発泡スチロールの箱はひもで縛って出してください。ダンボールや紙パックは、必

ず開いて下さい。

【危険ごみ】

　カセットボンベや使い捨てライター、スプレー缶が対象です。中身を必ず使い切ってから穴

を開けずに、透明または半透明の袋に入れて、燃やせないごみの日に出してください。中身

を使い切ることが出来ない場合は、市役所１階６番窓口、消防署、消防署峰延分遣所、消防

署南美唄分遣所に持ち込んでください。

【乾電池・電球・蛍光管】

　

　それぞれ透明または半透明の袋に入れて、燃やせるごみの日か燃やせないごみの日に

出して下さい。

古着  ※市役所に持ち込んだ場合のみ、無料

家庭で不要になった古着等について、市役所生活環境課６番窓口にて、無料回収しています。

再び古着として利用されることから、持ち込む際は、洗濯をお願いします。

回収できるもの

回収できないもの

シャツ、スーツ、ズボン、セーター、ジャンパー、コート、パジャマ、カバン、帽子、きもの、毛布、

カーテン、タオル、ネクタイなど

・破れ、汚れ、穴あきなど、着ることができない衣類

・ビニール製品、クッション、じゅうたん、まくら、スリッパ、ぬいぐるみなど
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●野菜や果物の皮・芯・種 ●魚（骨も生ごみ）

●貝殻（直径５センチ未満） ●豚、牛、羊の骨（直径５センチ未満）

●肉 ●小麦粉、片栗粉などの粉

●お茶殻 ●お菓子 ●卵の殻

●カニ・エビの殻 ●トウモロコシの芯・皮

食べ物ではないごみは、生ごみではありません。

●割りばし、つまようじなどの木 ●貝殻（直径５センチ以上）

●豚、牛、羊の骨（直径５センチ以上）

●紙類、ビニール類 ●ラップ ●コーヒーフィルター、ティーバッグ

●タバコの吸い殻 ●アルミホイル ●医薬品

生ごみとして出せるもの

生ごみとして出せないもの

●草花

【小袋について】
・生ごみは、二重袋にしないで、指定ごみ袋に直接入れてください。特に、網目のある水切り
ネットは機械にからまって、故障の原因となります。

【水切りについて】
　生ごみの堆肥化には、水切りが重要なポイントです。
・悪臭を防止するため、指定生ごみ袋に入れる前にしっかり水切りしてください。
・水分が多いと発酵が遅くなり、堆肥の製造に時間がかかります。

製造した堆肥について

生ごみ堆肥化施設で製造した堆肥は、農業利用や家庭菜園で利用いただけます。
袋詰め堆肥は市内小売店、バラ渡し堆肥は生ごみ堆肥化施設で販売しています。
（裏表紙参照）

台所から出る「残飯」、「野菜の調理くず」、「お茶殻」、「魚の骨」などが生ごみとな
ります。

生ごみ 有料
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生ごみに関するＱ&Ａ

Ｑ1　水切りネットに入れたまま出してもいいですか。

Ａ　網目のある水切りネットは、機械にからまるので出せません。生ごみのみ取り出してください。

ポリ袋などにも入れないで、生ごみを指定ごみ袋に直接入れてください。

Ｑ2　動物の骨や大きな貝殻はなぜ生ごみで出せないのですか。

Ａ　堆肥化施設の破袋除袋機は、硬い物や大きい物が入ると破損したり摩耗を早める可能性がありま

すので、大きさが５センチを超えるものは燃やせるごみに出してください。大きさが５センチを超え

る貝は、ホタテ、カキ、ツブ、ホッキなどです。

Ｑ3　レトルト食品やゼリー、納豆などは容器のまま出せますか。

Ａ　出せません。必ず中身を取り出して、中身は生ごみに出してください。容器は軽く洗って資源ご

みに出してください。

Ｑ4　料理に使用した新聞紙は出せますか。

Ａ　出せません。紙類は燃やせるごみに出してください。

Ｑ5　自分の庭で堆肥を作っていますが、市の収集に出さなくてもいいですか。

Ａ　出さなくてもよろしいです。自分で堆肥化することにより、ごみの収集や処理にかかる費用が低

減されますので、コンポストの使用などにより堆肥化してください。

Ｑ6　どうして水切りが必要なのですか。

Ａ　 水切りすることにより、家庭内での保管時における腐敗や悪臭を防止することができます。ま

た、生ごみのほとんどは水分ですので、ごみの重量が軽くなり、効率的なごみ収集を行うことができ

たり、ごみ収集車の腐食を防いで寿命を延ばすことができます。

Ｑ7　ごみステーションでのカラス対策の方法はありますか。

Ａ　カラスは、ごみ袋を突っついてごみを探します。ごみステーションのカゴについては、網目の細

かい物を使用したり、内部にトリカルネットというネットを巻くのが効果的です。カゴが無ければ、

網目の細かいネットをかぶせて、ネットの端をブロックなどで固定したり、ポリバケツに入れて出す

ことが効果的です。

Ｑ8　堆肥はどのように利用できますか。

Ａ　市販の堆肥と同じく家庭菜園やプランターに使用できます。

　　詳しくは最後のページをご覧ください。
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燃やせるごみの種類

※金属製は燃やせないごみ

燃やせないごみの種類

危険ごみ　（燃やせないごみの日に、透明または半透明の袋で排出）

乾電池・電球・蛍光管　（燃やせるごみか燃やせないごみの日に、透明または半透明の袋に入れて排出）

新聞などの古紙は、集団回収等に
よる再資源化に、ご協力ください。

燃やせるごみ、燃やせないごみ

紙類
・雑誌
・新聞紙
・紙くず など
※30㌻参照

枝木
長さ100ｃｍ、
直径30ｃｍ以内

革製品
・靴
・かばん　など

ゴム類
・ゴムホース
・長靴　など

布類
・衣類
・布　など

その他
・落ち葉
・たばこの吸い殻
・湿布のフィルム
　　など　　　　　　

有料

金属類
・トタン板
・鍋　など

ガラス・陶磁器類
・食器
・花器

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類
・バケツ
・歯ブラシ
・洗面器　など

農薬などのびん・缶類
・農薬、薬品などの
  びん・缶類

ガス抜きしたスプレー缶等
・カセットボンベ　・ヘアスプレー　・殺虫剤など　

家電製品類(特定家庭用機器４品目を除く)
・掃除機　・ラジカセ　・扇風機　・電子レンジ
・デジタルカメラ　・アイロン　・炊飯器
・ビデオデッキ　・プリンター　など

130ｃｍ未満の家具類
・木製品　・タンス　　
・衣装ケース
・洋服かけ　・こたつ　など

その他
・アルミホイル
・塩化ビニール管　など

←このﾏｰｸは燃やせるごみ古着は市役所６番窓口で回収を行っています

ので、ご協力ください。（Ｐ．３参照）

ライター

リサイクル

リサイクル

・乾電池
・電球
・蛍光管

※ガス抜きキャップがついているものは、それを利用し、野外の風通しが良

く火気のない場所でガス抜きをしてください。

※中身を出し切ることができない場合、市役所や消防署へお持ちください。

危険ごみ、乾電池・電球・蛍光管

無料

無料

角・丸材、竹類
・長さ130ｃｍ、直径50ｃｍ以下の束で80円の

燃や せないごみのシールを貼る。

穴あけ不要
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【排出方法】
　・市指定のごみ袋に入れてください。
　　　市指定のごみ袋に入る大きさのものは、袋に入れて出してください。
　・市指定のごみ袋に入らない場合は、ごみ処理券を貼ってください。
　　　はがれそうな場合は、ガムテープなどで補強してください。

【注意点】
　・ ごみ処理券をごみ袋や段ボール箱に貼っても収集することはできません。
　　出すものに直接貼ってください。
　・ 大きさによっては粗大ごみになる場合があります。50音順ごみ分別辞典を参考にしてください。
　・ 火種になるもの（たばこや花火、炭など）は、完全に火を消してください。使用前のものは、必
　　ず水でぬらして出してください。

Ｑ&Ａ

Ｑ1　枝木（木の枝）を捨てるには？

Ａ　市指定のごみ袋に入るものは、燃やせるごみ用の指定袋に入れてください。
　　入らない場合は、枝木を長さ１００ｃｍ以下、束の直径３０cm以下にして、燃やせるごみ
　処理券を貼るか、処理券にひもを通して縛って出してください。　

Ｑ2　ごみ袋に入らないごみの出し方は？（木材、竹を含む。）

Ａ　長辺が１３０ｃｍ以下のごみは、燃やせないごみ（燃やせないごみ処理券）、長辺が
　１３０ｃｍを超えるごみは、「粗大ごみ」の日に出してください。木製品でも「燃やせな
　いごみ」になります。

Ｑ3　街路樹の落ち葉を清掃したときは？

Ａ　市指定のごみ袋に入れる必要はありません。
　　街路樹からの落ち葉を集めた場合、回収には市で配付する公共ごみ用のシール
　が必要になりますので、事前に生活環境課へ申請してください。

Ｑ4　割れ物などで袋が破けそうなときは？

Ａ　新聞紙等で包み、燃やせないごみ用の指定袋に入れ「危険」などと表示してください。

Ｑ5　スキー、スノーボードは燃やせないごみでいいの？

Ｑ6　スプレー缶、カセットボンベの出し方は？

Ａ　中身を使い切ってから、穴を開けずに、透明または半透明の袋に入れてください。また、
　ガス抜きをする場合は、野外の風通しが良くて火気の無い所で、ガス抜きキャップを使うな
　ど安全に注意してガス抜きをしてから、透明または半透明の袋に入れて、燃やせないごみの
　日に出してください。ごみ収集車の車両火災の原因になりますので、指定ごみ袋に入れない
　でください。中身を使い切ることができない場合は、市役所や消防署に持ち込みも可能で
　す。
Ｑ7　一つの商品が分かれるようになっているもの（タンスや本棚など）の出し方は？

Ａ　一つの商品と分かるようにひもで縛るなどして、ごみ処理券を１枚貼ってください。
　木製品も燃やせないごみとなります。一つの商品にしたとき１３０ｃｍを超える場合は
　粗大ごみになります。

Ｑ8　ごみを一度に大量に出したいのですが。

Ａ　エコの丘びばいに自己搬入するか、生活環境課に直接申込み（有料）してください。

Ｑ9　乾電池、電球、蛍光管の出し方は？

Ａ　　透明または半透明の袋に入れて、燃やせるごみか燃やせないごみの収集日に出してくださ
　　い。ただし、乾電池、電球、蛍光管は別々の袋で出してください。また、袋に入らない場合は縛
　　って出しても構いません。 また、購入時の紙のケースがある場合は、ケースに入れて出してく
　　ださい。
　　　 小形充電式電池については、市の収集に出すことができませんので、リサイクル協力店（電
　　気店）の回収箱に入れてください。

Ａ　スキー、スノーボードなどは長さにかかわらず１人分をまとめて、燃やせないごみ処理券
　を貼って出して下さい。
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例

粗大ごみの種類

　※その他、一番長いところで１３０ｃｍを超えるものが粗大ごみになります。

　※１３０ｃｍを超え、上下に分解できるタンス等を分解しても１点の粗大ごみです。

【排出方法】

　・事前に生活環境課への申込みが必要です。

　　　収集日の前日（平日）の午後5時までに、電話などで生活環境課までお申込み

　　　ください。

　・粗大ごみ用のごみ処理券（310円）を貼ってください。

　　　はがれそうな場合は、ガムテープなどで補強してください。

【収集日】

　・3月～11月までの1日と15日（その日が土・日・祝日の場合は、次の平日）

　　ただし、3月・8月・11月は1回のみの収集となります。

【注意点】

　・ 一番長い所で130ｃｍを超えるものが粗大ごみになりますが、130ｃｍ以内のもので

    あっても粗大ごみになる場合があります。50音順ごみ分別辞典を参考にしてください。

　・ 作業員2人で収集を行っています。2人で収集車への積み込みができないものは収集

　　できません。

粗大ごみ

洋服ダンス 整理ダンス 本棚 スプリングマットレスベッドサイドボード

ドラム缶 自転車　　 　　　 　　  たたみ

　　　　　　　 ※３点まで
       （処理券は１点につき１枚）

窓ガラスロッカー
敷布団、掛け布団、

三つ折りマットレス

は３枚１縛りで１点

有料
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資源ごみの種類

　 プラスチック製容器包装、発泡スチロール、紙パック、段ボール、空き缶、ペットボトル、空きびんの

ことをいいます。

資源ごみ

レジ袋・ポリ袋類
・レジ袋
・お菓子の袋

トレイ類
・生鮮食品、果物、菓子など

プラスチック容器類
・たまごのケース
・弁当のケース

ラップ類
・3連ヨーグルト、納豆、カップ麺、
肉、魚などの包装用フィルム

カップ類
・ヨーグルト　
・インスタント食品
・カップ麺（紙類は燃やせるご
み）

ボトル類(　　マーク以外のペットボトル)
・食用油
・洗剤、シャンプー、リンス

チューブ類
・調味料
・練りわさび　・毛染め

緩衝材・発泡スチロール
・梱包用発泡スチロール
・プラスチックのキャップ
・気泡シート　など

このマークが目印です。
汚れている場合は洗浄して下さい。

・牛乳
・ジュース　など

・断面が波型の
  ダンボール

・飲料用スチール缶、アルミ缶
・缶詰　・お菓子の缶
・のり缶　・ミルク缶　など

・飲料用ボトル（ジュースなど）
・しょうゆ、みりんボトル
※キャップとラベルはプラスチックごみ

・飲料用のびん（酒、栄養ドリンクなど）
・調味料用のびん（しょうゆ、みりんなど）
・化粧品のびん
※キャップは、プラ製　　　はプラスチックごみ（コーヒーびんのキャップな
ど）、　金属製は燃やせないごみ

無料

※化粧品の容器は中身を使い切り、チップ、スポンジを取り除く
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排出方法

　・透明または半透明の袋に入れてください。　

　　　市指定のごみ袋に入れたものは収集できません。

　・段ボールや発泡スチロールの箱はひもで縛ってください。

　　　針金や、金属製のものではまとめないでください。

注意点

 【プラスチック製容器包装】

　食料品や日用品などが入っていたプラスチック製の容器（入れもの）や包装（包んでいるもの）で、

中身の商品を取り出したり、使った後で不用となるものが対象です。対象のものには、　　　　がつい

ています。中身が残っていたり、汚れが付着しているものは、中身を取り除いて水で軽くすすいでから

出してください。

　　　　のマークがついていないものは、燃やせるごみとなります。

　発泡スチロールは、断面がつぶ状のもので、白色のみがプラスチックごみとなります。色つきや柄つ

きの発泡スチロールは、燃やせるごみに出してください。また、可能であれば、プラスチックと別の袋

に入れてください。なお、洗っても汚い場合は、燃やせるごみとなります。

【紙パック】
　牛乳パックやジュースなどのパックで内側が白いものです。洗浄し、乾かしてからパック
を開き、まとめて縛るか袋に入れてください。内側が銀色のものは燃やせるごみに出して下
さい。

【ダンボール】
　断面が波型のダンボールです。ダンボールを開いて、必ずひもなどで縛って出してくださ
い。

【ペットボトル】

　　　　のマークがついたものです。中身が残っていたり汚れが付着している場合は、水で

軽くすすいでください。ラベルとキャップ（フタ）は、はずしてプラスチックごみとして出

してください。

【空きびん】【空き缶】

　中身が残っていたり汚れが付着している場合は、水で軽くすすいでください。キャップ

（フタ）は、プラスチック製のものはプラスチックごみへ、金属製のものは燃やせないごみ

へ出してください。空き缶のタブはつけたまま出してください。

※　空き缶とペットボトル、空きびんは処理の工程上、別々の袋で出してください。

　　また、空き缶やペットボトルをつぶしてしまうとリサイクルの過程で機械にはさまる

　　など、トラブルの原因となりますので、そのままの状態で出すようにしてください。
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市で収集しないごみの種類

※　上記項目の処理方法については12ページを参考にしてください。

市で収集しないごみ

⑫　自動車・オートバイ本体

⑬　家電製品４品目
　　 テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ式)、エアコン、
      洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫）
　　   家電リサイクル法に基づき処理

⑪　パソコン

　　　パソコンリサイクル法に基づき処理

①　ガスボンベ ②　廃油 ③　有害物質を
　　 ふくむもの

④　火薬などの
　　 危険なもの

⑦　産業廃棄物⑥　バッテリー⑤　タイヤ ⑧　消火器

⑩　その他
・草刈機、チェンソーなどエンジン付きのもの
・抜根や丸太など
・ピアノ（2人で持てる電子ピアノなどを除く）など2人で持てないものなど
・庭土・石・土砂（自然物であり、ごみではありません）

⑨　在宅医療廃棄物のうち
・注射針など感染性・危険性を有しているもの

⑤　タイヤ⑤　タイヤ

②　廃油

市が収集するごみ以外の

事業活動に伴うごみ
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処理方法 （各番号は、前ページの品目に対応しています。）

①　ガスボンベ（カセットタイプは危険ごみ）や酸素ボンベなどは、ガス取扱い店や販売店・専門

　処理業者等に処理を依頼してください。

②　廃油（エンジンオイルや灯油など）は油処理業者や販売店・専門処理業者等に処理を依頼して

　ください。ただし、少量で紙や布にしみ込ませたものについては燃やせるごみで出してください。

③　有害物質を含むもの（農薬、塩酸、塗料等の化学物質など）は販売店・専門処理業者・製造元

に確認・処理を依頼してください。

④　火薬などの危険なものは販売店・専門処理業者等に処理を依頼してください。

⑤　タイヤは販売店・専門処理業者等に処理を依頼してください。ホイールのみを出す場合は、燃

　やせないごみで出してください。

⑥　バッテリーは電装品販売店・ガソリンスタンド・専門処理業者等に処理を依頼してください。

⑦　産業廃棄物は産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。また、農業活動に伴うもの（ビ

ニール類など）についても産業廃棄物になります。

⑧　消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により、特定窓口（美唄ガス㈱・㈱伊藤電気商会）にて

回収します。消防署では収集することができません。

⑨　在宅医療廃棄物で注射器などの感染性や危険性を有しているものは、医療機関の主治医や

　薬局に相談のうえ、返却してください。また、ビニールパックやチューブ、カテーテル類（中身を空

　にしてください）、薬、ガーゼなどで感染性を有しないものは燃やせるごみになります。これらはビ

　ニール袋に入れてきつく縛るなど、容易に開かないようにしてください。

⑩　その他のごみでも市で収集できないものがあります。例えばピアノ（2人で持てる電子ピアノなど
　は除く）、丸太や抜根等の2人で持てないもの。草刈機、噴霧器、チェンソー等エンジン付きのもの
などです。販売店・専門処理業者等に処理を依頼してください。また、庭土・石・土砂は自然物であ
り、ごみではないため、市では収集しません。ご不明な点がある場合は、生活環境課までご連絡く
ださい。

⑪　家庭用のパソコンは、パソコンリサイクル法に基づき処理していただくことになっています。パソ

　コンは所有しているパソコンのメーカーに申込みをして処理を依頼してください。また、パソコンの

　メーカーがご不明な場合は、一般社団法人パソコン３R推進協会（℡03-5282-7685）へお問合せ

　をしてください。（家電量販店などでも回収を行っています。）

⑫　オートバイ・車・スクーターなどの自動車は、自動車リサイクル法に基づき処理してください。ま

　た、バイク・自動車の部品については市で収集できるものとできないものがあります。収集できる

　ごみとは、個人で修理・整備したものの一部に限ります。また、 消耗部品 （ワイパー、ライトなど

　の小型部品）については燃やせないごみで処理をします。その他、付属部品（バンパー、座席な

　どの大型部品）については、基本的には販売店・専門処理業者等で処理していただくことになり

　ますが、例外のものもあります。ご不明な点がある場合は、生活環境課までご連絡ください。

⑬　家電製品４品目は、家電リサイクル法に基づき処理していただくことになっています。家電製品

　 ４品目とは、テレビ （ブラウン管・液晶・プラズマ式） 、エアコン、電気洗濯機・衣類乾燥機、電気

　冷蔵庫・電気冷凍庫になります。メーカーや家電販売店 などに処理を依頼してください。

※　市で収集しないごみについては各業者で処理料金（リサイクル料金を含む）が発生します。

　　 詳しい金額などについては各業者の方へお問合せをしてください。
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　　　(自転車はリサイクルフェアへ)

廃棄するごみを表示                分別の区分を表示 　注意事項を表示

自動車の部品類（処理方法は15ページの⑫参照）
スキー(板、ｽﾄｯｸ、金具)
　長さに関わらず、燃やせないごみ　※

竹刀
130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

スキー靴

写真、ネガ スクーター
　処理方法は15ページの⑫参照

50音順ごみ分別辞典の見かた

※注意事項で「長さに関わらず、燃やせないごみ」と表示してあるものは、130ｃｍを超えていても
燃やせないごみとなります。

※　ごみ分別マーク

燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック

空き缶 空きびん ダンボール ペットボトル

紙パック 粗大ごみ 市で収集しないごみ

空き缶 選別・圧縮 売却

空きびん

ペットボトル

プラスチック

色分け

圧縮・梱包

財団法人　日本容器包装

リサイクル協会（指定法人）
引渡

発泡スチロール

段ボール

圧縮

紙パック 梱包
売
却

燃やせるごみ
埋
立
処
分

燃やせないごみ

粗大ごみ
破砕(金属類を取除く) ※取除いた金属類は売却し

ています。

乾電池
電球

蛍光管

引渡

ごみ処理の流れ

美
唄
市
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

◎　収集されたごみは次のように処理されています。

美
唄
市
一
般
廃
棄
物
最
終

処
分
場(

エ
コ
の
丘
び
ば
い)

生
ご
み

堆
肥
化
施
設

生ごみ 堆肥化処理 引渡

焼却（岩見沢市）
※焼却により発生する熱エネ
ルギーを活用し、発電を行っ
ています。

生ごみ
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分別
区分

分別
区分

品　　　　　　名 品　　　　　　名

アイスノン 衣装ケース（段ボール製）
　開いて縛る

アイスピック
　紙などで包み「危険」などと表示

いす（１人掛け）

アイロン、アイロン台 いす（２人掛け以上）

アクセサリー（装飾品）
　木製の場合は燃やせるごみ

板　ごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ、
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

アクリル板 ごみ袋に入らない場合は燃やせな
いごみ、　130cmを超えるものは粗大ごみ

一輪車（作業用・遊具）

アコーディオンカーテン
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

一斗缶
  中身を取り除く

圧力鍋 犬小屋　
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

油（食用）　  　固めるか紙にしみ込ませる
30ページもご参照ください

衣類
3ページもご参照ください

　・容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 衣類乾燥機  家電リサイクル対象
　処理方法は12ﾍﾟｰｼﾞの⑬参照

　・容器（びん） 印鑑（木製・プラスチック製）

　・容器（缶・金属製） 印鑑ケース（革製・木製・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）
　金属製は燃やせないごみ

　・フタ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）
　　　　金属製のフタは燃やせないごみ

インクカートリッジ
　美唄郵便局などで無料回収しています

油（食用以外の廃油）
　処理方法は12ページの②参照

医療用器具

雨カッパ 　・注射針

編み機
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・血液、体液が付着したもの

網戸
　130ｃｍ以内であれば、燃やせないごみ

　・感染性があるもの

編み針・編み棒（竹製・木製・プラ製）
　上記以外は燃やせないごみ

　・チューブや廃液バックなど

アルバム（表紙・台紙） 　・外装袋、栄養剤バックなど

アルミホイル 植木鉢
　プラスチック製は、燃やせるごみ

アルミホイルの刃（金属製）
　紙製の場合は燃やせるごみ

植木鉢のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾎﾟｯﾄ（苗ポット）
　農業用は産業廃棄物

安全ピン ウエットティッシュ

アンテナ(屋外用)
パラボナアンテナは、燃やせないごみ

浮き輪

アンテナ(室内用) 臼（うす）

アンテナコード うちわ

育毛剤(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器) ウニの殻

育毛剤(ガラス製容器) 乳母車（ベビーカー）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

育毛剤(スプレー缶容器)
　処理方法は7ページのＱ6参照

ｴｱｰｸｯｼｮﾝ・梱包材（紙製）

衣装ケース（木製・プラスチック製）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ｴｱｰｸｯｼｮﾝ・梱包材（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

粗大ごみ 収集しないごみ

燃やせるごみ 燃やせないごみ プラスチック 空き缶 空きびん

あ

ダンボール ペットボトル 紙パック

い

い

う

え

生ごみ

危険ごみ
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落ち葉　（7ページのＱ3参照）

エアコン　家電リサイクル対象
  処理方法は12ページの⑬参照

カイロ（使い捨て）

絵の具
　金属製のチューブは燃やせないごみ

鏡
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ＭＤ及びＭＤケース 花器
　木製・竹製・プラ製の場合は燃やせるごみ

ＭＤプレーヤー 額縁（木製・プラスチック製）
　木製・プラスチック製以外は燃やせないごみ

えもん掛け・ハンガーラック
　130ｃｍを超えると粗大ごみ

家具類
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

エレクトーン（2人で持てるもの）
掛け軸
　130ｃｍ以上であれば粗大ごみ
  ごみ袋に入らない場合は、燃やせないごみ

延長コード（延長コードのドラム） 傘（かさ）

園芸用ポール（束で直径50㎝以内まで可）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

加湿器

煙突
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

菓子類

塩ビ管　（業者による工事を除く）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・外装フィルム

オアシス（生け花用） 　・箱（紙製）

オイル（食用以外の廃油）
　処理方法は12ページの②参照

　・箱（その他の素材）

オイルエレメント 　・容器、包装（紙製）

オイルの缶
　中身を空にする

　・容器、包装（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

オーディオ（ステレオ）
　130ｃｍ以内の単品は燃やせないごみ

　・容器（缶）

オーディオラック
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

　・容器（びん）

オートバイ　
　処理方法は12ページの⑫参照

ガスコンロ

オーブントースター、オーブンレンジ ガステーブル

おけ（木製・プラスチック製）
　金属製は燃やせないごみ

ガスボンベ（プロパンガスなど）
　処理方法は12ページの①参照

ガス湯沸器

お風呂マット
　袋に入らないものは燃やせないごみ

ガスレンジ、ガスレンジマット

おぼん（木製・プラスチック製）
　木製・プラ製以外は燃やせないごみ

カセットコンロ

オムツ
　汚物は取り除いてトイレに流す

カセットテープ（ケースを含む）

おもちゃ
　金属製は燃やせないごみ

カセットテープレコーダー

オルガン・電子ピアノ（2人で持てるもの） カセットデッキ　

カーテン カセットボンベ
　処理方法は7ページのQ6参照

カーテンレール
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ガソリン携行缶
　中身を空にする

カード類 蚊取り線香

カーペット・じゅうたん
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

蚊取り線香（電子型）

貝殻
　直径５センチ以上は燃やせるごみ

蚊取り線香の容器（金属製）

懐中電灯 蚊取り線香の容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

お

か

か
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蚊取り線香の台（金属製） 脚立　
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

カニの殻 鏡台・ドレッサー
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

かばん 金庫（耐火金庫）
　2人で持てないものは市で収集できない

画板（木製・プラスチック製）
　上記以外は燃やせないごみ

金庫（手提げ金庫）

紙おむつ
　汚物は取り除いてトイレに流す

気泡シート（プチプチ）

かみそり（本体・刃）
　紙などに包んで「危険」と表示

吸入器

紙粘土 空気入れ

紙ﾊﾟｯｸ入り（飲料）容器（中が白色）
　洗って切り開く

空気清浄機

紙ﾊﾟｯｸ入り（飲料）容器（中が銀色）
クーラーボックス・クーラーバッグ
 金属製やごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ

紙やすり 釘
　紙などで包んで「危険」と表示

ガムテープ 草

カメラ 草刈鎌
 　紙などで包んで「危険」と表示

カメラの三脚 草刈機・刈払機（エンジン付き）
　処理方法は12ページの⑩参照

カメラのケース（布製・革製・プラ製）
　上記以外は燃やせないごみ

草刈機・刈払機（エンジンなし）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

火薬
　処理方法は12ページの④参照

くし・ブラシ（木製・プラスチック製）
　上記以外は燃やせないごみ

カラーボックス（木製）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

薬　及び　分包紙（紙製）

カラオケセット
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・薬の分包紙(粉・錠剤・カプセル)

ガラス  130ｃｍを超えるものは粗大ごみ
　袋が破ける場合は7ページのＱ4参照　

　・チューブ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

革靴、革製品 　・チューブ（金属製）
　　　  キャップは資源ごみ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）へ

角材(木材)  
　　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

果物の皮・身・種

缶飲料の容器 果物のネット

換気扇 靴（革製・布製・木製・ｺﾞﾑ製など）

換気扇のフィルター
金属製は燃やせないごみ

靴墨の容器（ガラス製・金属製）

かんじき（木製・プラスチック製）
　上記以外は燃やせないごみ

靴墨の容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

乾燥剤 首輪（布製・革製）
　布製・革製以外は燃やせないごみ

缶詰食品の容器（フタを含む） グラスウール

乾電池　（処理方法は7ページのＱ9参照） 車いす、電動車いす

ギター クレヨン

ギターケース（木製・布製）
　ごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ

グローブ

木の枝
　処理方法は7ページのＱ1参照

くわ
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

キャリーケース グロー球（点灯管）

か

き
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蛍光管　（処理方法は7ページのＱ9参照） コード

携帯電話・ＰＨＳ
　回収している販売店もあります

コードリール

計量カップ
  金属製は燃やせないごみ

ござ ごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ、
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ゲーム機本体、コントローラー
こたつ
 １３０ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ゲームソフト こたつふとん
　指定袋に入らない場合は粗大ごみ

化粧品の容器
 中身を取り出せない場合は燃やせないごみ

コップ（紙製・プラスチック製）
　プラマークのあるものは資源ごみ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）

化粧品の容器（びん） コップ（その他の素材）

化粧品の容器（プラスチック製） 粉ミルクの缶

化粧品の容器（金属製） コピー機（家庭用）

コンパクト（鏡付き） コーヒーフィルター
　　コーヒー豆は、生ごみ

毛染めの液
　紙などに染み込ませる

ゴム手袋

　・容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） ゴムホース

　・容器（スプレー缶） 
　　 処理方法は7ページのQ6参照

ゴムホースのリール
　金属製は燃やせないごみ

下駄箱・靴箱
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ゴムボート
　空気を抜く

血圧計
   水銀式は燃やせないごみ(他のごみと混ぜない)

米びつ（ハイザー）
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

けん引ロープ・ワイヤー ゴルフクラブ
（ゴルフバックにクラブを入れ1セットで1点）

玄関ドア ゴルフボール

健康器具 コンクリートブロック
　130ｃｍ以内でも粗大ごみの場合あり

　・あんま機（ﾊﾝﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ） コンタクトレンズ

　・あんま機（椅子型等） コンパウンド（液体は、紙などに染み込ませる）

　・ぶらさがりタイプ コンパウンドの容器

　・自転車（バイク）タイプ コンパネ(ごみ袋に入る場合は燃やせるごみ)
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・ルームランナー コンポスト
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

結束バンド（ＰＰバンド） 座いす

剣山
　紙などに包んで「危険」と表示

サイドボード
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

碁盤（木製） 魚の骨・身・内臓

碁石 財布

鋼管パイプ　　
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

座卓
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

工業薬品（塩酸・硫酸・硝酸等）
　処理方法は12ページの③参照

雑誌・週刊誌
　市指定のごみ袋に入れる

コーキング液
　専門処理業者等で処理

殺虫剤の容器
　処理方法は7ページのQ6参照

コーキングガン 座布団 　指定ごみ袋に入れる

コーキングの容器
三角コーナー（台所用）
 金属製は燃やせないごみ

け

こ

こ
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酸素ボンベ
　処理方法は12ページの①参照

照明器具（蛍光管は外す）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

酸素ボンベ（カセットタイプ）
　処理方法は7ページのQ6参照

じょうろ
　金属製は燃やせないごみ

残飯（生ごみ）
　十分に水切りする

醤油
　液体は生ごみではない

三輪車
　子ども用も大きさに関わらず粗大ごみ

食卓テーブル
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

CD・ケース 除湿機　

シート
　農業用は産業廃棄物

書棚
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

シェーバー（電気カミソリ） 食器（紙製・プラスチック製、木製）

敷布 食器（その他の素材）

敷布（電気式） 食器乾燥機・洗浄機

磁石 食器棚
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

七輪 除雪用ジョンバー（3本まで可）
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

湿気とり（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器）
　水は捨てる

シルバーカー
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

湿布薬 新聞紙
　指定ごみ袋に入れる

　・フィルムと紙製の袋 水槽
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・袋（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 水中メガネ（プラスチック製）

　自転車
　子ども用も粗大ごみ

水筒

自動車
　処理方法は12ページの⑫参照

炊飯器　　

自動車の部品類　（処理方法は12ページの⑫参照） スーツケース

竹刀
130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

スキー（板、ｽﾄｯｸ、金具）
　長さに関わらず燃やせないごみ

しめ飾り スキー靴

写真、ネガ スキーキャリア

砂利、砂、小石
　専門処理業者等で処理

スクーター
　処理方法は12ページの⑫参照

シャンプー・リンスの容器（ボトル）詰替用袋 スケート靴

シャンプーハット スケートボード

ジョイントマット
　ごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ

スコップ

じゅうたん・カーペット
　畳んで130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

すずり

消火器
　処理方法は12ページの⑧参照

すだれ

消火具（エアゾール式）
　処理方法は7ページのQ6参照

ストッキング

将棋盤、将棋の駒 ストーブ（ＦＦ・煙突式）

じょうご
　金属製は燃やせないごみ

ストーブ（ポータブル式・ファンヒーター）

ジョイントマット 　ごみ袋に入らない場合
は、燃やせないごみの処理券

ストーマ装具
　処理方法は12ページの⑨参照

さ
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ストロー 扇風機
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

スノーダンプ
　大きさにかかわらず

洗面器（木製・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）
　金属製の場合は燃やせないごみ

スノーボード
　長さに関わらず燃やせないごみ

造花
　針金入りは燃やせないごみ

すのこ
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ぞうきん

スピーカー
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

掃除機
　中のごみ・紙パックは燃やせるごみ

スプレー缶
　処理方法は7ページのQ6参照

ソファー・ソファーベッド
　１人用の場合は燃やせないごみ

スプーン
　木製・プラ製は燃やせるごみ

そり
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

スポンジ 体温計

ズボンプレス機　
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

大工用品（家庭用）

炭 体重計

炭焼きコンロ タイヤ（自動車用）
　処理方法は12ページの⑤参照

すり鉢 タオル

生鮮食品の容器 タオル掛け
　金属製の場合は燃やせないごみ

　・外袋、外装ラップ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 竹串

　・外袋、外装（紙製） 竹ぼうき
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・白色トレイ、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器 たたみ　１度に３点まで
　解体が伴う場合は産業廃棄物

生理用品
　外袋は容器包装プラスチック

タッパーウェア

セイロ（竹製）
　金属製は燃やせないごみ

脱衣かご
　ごみ袋に入らない場合、燃やせないごみ

石炭灰（燃え殻）
　火を完全に消して袋に「ストーブ灰」などと表示

たばこ（吸い殻・紙製容器）
　外装フィルムはプラスチック

石油ポンプ
　石油は抜く

たまご（殻）

接着剤のチューブ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）
　金属製は燃やせないゴミ

　・容器（紙製）

石膏ボード
　業者が取り外すと産業廃棄物

　・容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

せともの 樽
　ごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ

線香 たわし（金属製）
　金属製以外は燃やせるごみ

洗剤の容器（加工紙製） タンス
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

洗剤の容器・詰替容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 断熱材
　業者が取り外すと産業廃棄物

接着剤のチューブ
　プラマーク付は資源ごみのプラ

ダンボール

洗濯機・衣類乾燥機　家電リサイクル対
象

チェーン

洗濯バサミ チェンソー（電気チェンソー）

剪定バサミ
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

チェンソー（エンジン式）
　処理方法は12ページの⑩参照

栓抜き 地球儀
　金属を含むものは燃やせないごみ

す
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チャイルドシート 釣道具（テグス、ルアー）
　金属製は燃やせないごみ

茶殻・茶葉 つるはし

茶ダンス
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

ティーバッグ
　中身は生ごみ

茶筒（木製・プラスチック製） ティッシュペーパー

茶筒（缶） ＤＶＤ
　ケースも燃やせるごみ

茶筒（その他の材質） ＤＶＤプレーヤー　

茶葉、コーヒーかす テーブル
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

茶箱 テーブルクロス

注射器（医療用）
　病院、薬局等に返却

デジタルカメラ　

注射器（化粧品用） デスクマット

調味料 鉄アレイ

　・容器（缶） デッキブラシ
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

　・容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製チューブ） 手袋

　・容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） テレビ（プラズマ・液晶方式など）
処理方法は12ﾍﾟｰｼﾞの⑬参照

　・容器（ビン） テレビ台
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・フタ（金属製） テレホンカード

　・フタ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 電気カーペット
　たたんで130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

　・袋（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 電気カミソリ

　・袋（紙製） 電気スタンド
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・ボトル（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 電気ストーブ　
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

　・ボトル（ペットボトル） 電気毛布

貯金箱
　木製・プラスチック製の場合は燃やせるごみ

電球　（処理方法は7ページ参照）

ちりとり
　金属製は燃やせないごみ

電磁調理器

杖 電子レンジ

机（木製・金属製）
　金属製で事業活動に伴うものは産業廃棄物

電卓

漬物石
　袋に「漬物石」と表示

電池　（処理方法は7ページ参照）

漬物樽
　指定ごみ袋に入れば燃やせるごみ
　入らない場合は1個に処理券1枚

テント
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

土（自然物であるためごみではない） 電話機　

つまようじ 陶器

爪切り とうもろこしの皮・芯

釣り竿
　竹・木製は燃やせるごみ

灯油
　処理方法は12ページの②参照

釣道具（ﾘｰﾙ、おもり、釣り針など）
灯油タンク
　90ℓ用以上のタンクは粗大ごみ

ち

つ

つ

て

と
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トースター　 粘土
　紙粘土、小麦粉粘土は燃やせるごみ

時計　　 農薬
　処理方法は12ページの③参照

トタン板
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ノート

ドライヤー　 のこぎり

ドラム缶 のり（工作用）の容器

塗料
　処理方法は12ページの③参照

のり（食品）の缶

　・容器（びん・金属製）
　　　　中身を空にする

ハイザー・米びつ
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

　・容器（スプレー缶）
　      処理方法は7ページのQ6参照

灰皿

トレイ（発泡スチロール製） パイプいす
事務所から出るものは産業廃棄物

トロフィー バインダー

苗用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ポット（プラマークのある物）
事業活動に伴うものは産業廃棄物

はえたたき

流し台 バケツ（プラスチック製）
　※袋に入らない場合は燃やせないごみ

納豆のパック（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） ハサミ
　紙などで包み「危険」などと表示

鍋 はし（木製・竹製・プラ製）
　上記以外は燃やせないごみ

鍋敷き
　金属製、陶磁器製は燃やせないごみ

はしご
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

鍋つかみ パソコン本体（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝを含む）
　処理方法は12ページの⑪参照

生ごみ（調理くず）
　十分に水切りする

パソコン台
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

縄 鉢
　木製、プラ製は燃やせるごみ

縄とび バッテリー
　処理方法は12ページの⑥参照

荷造りひも（ＰＰバンド） バット（木製）

入浴剤の容器（缶） 発泡スチロール（断面がつぶ状のもの、白色
のみ）

入浴剤の容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） 花

入浴剤の容器（紙製） 花火
　水でぬらす

人形
　金属製、陶磁器製は燃やせないごみ

パネルヒーター
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ぬいぐるみ 歯ブラシ
　電動式は燃やせないごみ

縫い針
　紙などで包んで袋に入れる

歯磨き粉（プラ製チューブ）
　金属製チューブは燃えないごみ

布
刃物
　紙などで包み「危険」などと表示

ネズミ捕り
　紙製品の粘着タイプは燃やせるごみ

バラン

猫砂 針
　紙などで包み「危険」などと表示

寝袋 針金

粘着テープ ハンガー（木製・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）
　金属製は、燃やせないごみ

と

な

に

ぬ

ね

ね
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フロッピーディスク（ケース含む）

ハンガーラック（えもん掛け）
　130cm超える場合、粗大ごみ

仏壇
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

ハンダゴテ　 不凍液
　紙などにしみ込ませる

ハンマー　（木製）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

不凍液容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

ピアノ
　処理方法は12ページの⑩参照

ふとん
　指定袋に入れば燃やせるごみ

ピアニカ(鍵盤ハーモニカ)
　ケース含む

ふとんカバー

ＰＨＳ・携帯電話　
　回収している販売店もあります

ふとん乾燥機

ヒーター
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ
　オイルヒーターはオイルを抜く

フライパン

ビーチパラソル
　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ

ブラインド
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ＰＰバンド ブラシ・くし
　金属製の場合は燃やせないごみ

ひげそり　　 プラモデル
　モーターは燃やせないごみ

ビデオカメラ　　 ブランコ
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ビデオカメラのバッテリー
　回収している販売店があります

プランター　
　袋に入らないものは燃やせないごみ
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ビデオカメラの三脚 プリンター

ビデオデッキ ブルーシート

ビデオテープ(ケース含む)
　　外包装は資源ゴミのプラ

風呂釜（ボイラー）
　業者が取り外すと産業廃棄物

ビニールハウス（家庭菜園用）
　事業活動に伴うものは産業廃棄物

風呂ふた
　燃やせないごみシールを貼る

ビニールプール

肥料袋（家庭菜園用）プラスチック製
　プラマークのある物で必ず洗う
　事業活動に伴うものは産業廃棄物

分度器

肥料袋（家庭菜園用）　その他の材質
　事業活動に伴うものは産業廃棄物

噴霧器（エンジン付き）
　処理方法は12ページの⑩参照

ビン
（栄養ドリンク、化粧品、酒、カップ酒などのビン）

噴霧器（エンジンなし）
　事業活動に伴うものは産業廃棄物

　・フタ（金属製） ヘアスプレー
　処理方法は7ページのQ6参照

　・フタ（コルク製） ベッド

　・フタ（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） ペットシート
　フンはトイレに流してください

　・ラベル（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製） ペットの砂

　・ラベル（紙製） ペットフード容器（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

ピンセット ペットフード容器（缶）

ファイル
　ファイルの金属の留め具は燃えないごみ

ペットボトル
　ふたとラベルはプラスチックごみ

風船 ヘッドホン

フォーク
　木製・プラ製は燃やせるごみ

ヘッドホンステレオ

襖戸（ふすまど）
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

ベニア板 ごみ袋に入らない場合は燃やせないごみ
   130cmを超えるものは粗大ごみ

豚の骨
　長さ5cm以上は燃やせるごみ

ベビーベッド

は

ひ

ふ

ふ

へ
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ベビー用浴槽 麻雀用具

ベビーラック マイク

ベビーカー・乳母車
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

巻尺
プラスチック製は燃やせるごみ

ベルト まくら

ヘルメット マジックペン

便器
　業者が取り外すと産業廃棄物

マッサージチェア

ペンキ　（「塗料」を参照）
　処理方法は12ページの③参照

マッチ
　水で濡らす

望遠鏡
マットレス
　三つ折りは布団と合わせて３枚１セット

ほうき
　130ｃｍ以上は粗大ごみ

松葉杖

芳香剤（紙製容器） 窓　130ｃｍ以内であれば燃やせないごみ
　業者が取り外すと産業廃棄物

芳香剤（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器）
　プラマークのある物

まな板
　　木製・プラ製以外は燃やせないごみ

芳香剤（スプレー缶）
　処理方法は7ページのQ6参照

マニキュアのびん
　中身は燃やせるごみ
　 中身を取り出せない場合は燃やせないごみ

防虫剤（プラスチック製・紙製容器） 魔法びん

防虫剤（その他の素材）
ママさんダンプ
　大きさにかかわらず

包丁
　紙などで包み「危険」などと表示

マヨネーズ
　チューブはすすいで資源ごみ

ホースリール（プラスチック製）
　金属製は燃やせないごみ

ミキサー

ホームタンク
　中身は空にする

ミシン

ボールペン ミシン（足踏み式）

ホーロー製品 水まくら

歩行器
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

味噌

ボタン
　　金属製は、燃やせないごみ

耳かき
　金属製は燃やせないごみ

ホッチキス 虫かご

ポット（魔法瓶、電気ポットなど） 虫取りあみ

ホットプレート　 虫ピン
　紙などで包む

ほ乳瓶
　ガラス製は燃やせないごみ

虫めがね

骨
　動物の5cm以上の骨は燃やせるごみ

虫除けスプレー
　処理方法は7ページのQ6参照

ポリタンク
　ごみ袋に入らなければ燃やせないごみ

無線機　

保冷剤 名刺

ホワイトボード
　130ｃｍを超えるものは粗大ごみ

めがね

本
　市指定のごみ袋に入れる

メガホン

本棚・書棚
　130ｃｍ以内は燃やせないごみ

メジャー

へ

ほ

ま

み

む

め
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毛布 リモコン　　

燃えがら（薪・石炭灰）
　火を完全に消して袋に「ストーブ灰」などと表示

リヤカー

餅 リュックサック

餅焼き網 リンス・シャンプーの容器（ボトル）

モップ
　130ｃｍ以内は燃やせないごみ

リンス・シャンプーの詰替用袋

物干し（支柱のみ２本１しばり）
　130ｃｍ以内は燃やせないごみ

ルアー（釣り具）

物干し（支柱つきの土台１台） ルームランナー

物干し（コンクリート台１個） 冷却ジェルシート

物干し竿　（３本まで１しばり）
　130ｃｍ以内は燃やせないごみ

冷蔵庫　　　家電リサイクル対象
　処理方法は12ページの⑬参照

やかん 冷蔵庫用脱臭剤

焼肉用のあみ、プレート 冷凍庫　　家電リサイクル対象
　処理方法は12ページの⑬参照

やすり レーザーディスク

郵便受け レーザーディスクプレイヤー

湯たんぽ
　金属製の場合は燃やせないごみ

レコード

湯沸かし器 レシート

ヨーグルト レジ袋（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

洋服かけ
　130cmを超えるものは粗大ごみ

レターケース
　金属製は燃やせないごみ

浴室用マット
　袋に入らないものは燃やせないごみ

レンガ

ライター
　使い切ってください

レンジガード

ラケット
　木製は燃やせるごみ

ろうそく

ラジオ ロープ（麻製・ビニール製）

ラジオカセットプレイヤー ロープ（その他の素材）

ラジコンカー　 ロッカー　130ｃｍ以内は燃やせないごみ
　事業活動に伴うものは産業廃棄物

ラップ ワイパー（自動車）

 ・刃（紙製） ワイヤーロープ

 ・刃（金属製） ワープロ

 ・外箱（紙製） 輪ゴム

 ・芯（紙製） わさび

ラミネートチューブ
　　　　（わさび・歯磨き粉の容器など）

わさびのチューブ
　中をすすぐ

ランドセル わりばし

ランチジャー 　・はし袋（紙製）

リボン 　・はし袋（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）

も

や
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分別
区分

備考
分別
区分

備考

アイスクリーム ○ オブラート ○

青ツブの貝殻 ○ ５ｃｍ未満 貝殻の身 ○

あさりの貝殻 ○ カキの貝殻 × 燃やせるごみ

小豆 ○ 刈草 × 燃やせるごみ

アボカドの種 ○ 菓子 ○

あめ ○ 菓子パン ○

あんこ ○ 片栗粉 ○

医薬品 × 燃やせるごみ かつお削り節 ○

インスタントコーヒー ○ かつお節（固形） × 燃やせるごみ

牛の肉 ○ カニの殻 ○

牛の骨　
  大きさが5cm未満

○ かぼちゃ ○

牛の骨　
  大きさが5cm以上

× 燃やせるごみ かまぼこ ○

うどん ○ ガム × 燃やせるごみ

ウニの殻 ○ からし ○

梅干しの種 ○ カレールー ○

枝豆の皮 ○ カンカイ干し ○

エビの殻 ○ 寒天 ○

エリンギ ○ 乾パン ○

お菓子 ○ きなこ ○

おかゆ ○ きのこ ○

おせんべい ○ きゃべつ ○

落葉 × 燃やせるごみ 牛乳 × 液体は不可

お茶殻 ○ 草 × 燃やせるごみ

生ごみの分別表　

品　　　　　　名 品　　　　　　名

あ

か

分別区分の○は生ごみです
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分別
区分

備考
分別
区分

備考

腐った食べ物 ○ しじみの貝殻 ○

クリームパウダー ○ シチュー ○

クルミの殻 ○ シメジ ○

ケチャップ ○ じゃがいも ○

コーヒーかす ○ ジャム ○

コーヒーフィルター × 燃やせるごみ しょう油 × 液体は不可

こしょう ○ 食酢 × 液体は不可

粉チーズ ○ 食パン ○

粉ミルク ○ 食用油 × 液体は不可

ごはん ○ 食用油（凝固） × 燃やせるごみ

ごま ○ しらたき ○

小麦粉 ○ すいか ○

米ぬか ○ すいかの皮 ○

コロッケ ○ スナック菓子 ○

こんにゃく ○ スパゲッティ ○

昆布 ○ スルメ ○

魚の頭 ○ ゼラチン ○

魚の内臓 ○ ゼリー ○

魚の骨 ○ 剪定枝 × 燃やせるごみ

魚の身 ○ せんべい ○

酒類 × 液体は不可 ソース × 液体は不可

さつまいも ○ ソーセージ ○

里芋 ○ そうめん ○

砂糖 ○ そば ○

塩 × 燃やせるごみ そば殻 ○

品　　　　　　名 品　　　　　　名

さ
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分別
区分

備考
分別
区分

備考

だいこん ○ 鶏の肉 ○

大豆 ○ 鶏の骨 ○

たけのこの皮 ○ 納豆 ○

たばこの吸い殻 × 燃やせるごみ 生クリーム ○

たまご ○ 生米 ○

卵の殻 ○ 生ハム ○

たまねぎ ○ 肉 ○

たまねぎの皮 ○ にんじん ○

たれ × 液体は不可 ぬか ○

チーズ ○ 飲み物 × 液体は不可

ちくわ ○ のり ○

茶殻 ○ のり佃煮 ○

茶葉 ○ パイナップル ○

調理パン ○ パイナップルの皮 ○

チョコレート ○ 白菜 ○

漬物 ○ パスタ ○

ツブの貝殻 × 燃やせるごみ バター ○

ティーパッグ（中身は生ごみ） × 燃やせるごみ はちみつ ○

てんぷら ○ 花 × 燃やせるごみ

とうふ ○ はまぐりの貝殻 ○

とうもろこしの皮 ○ 歯磨き粉 × 燃やせるごみ

とうもろこしの芯 ○ ハム ○

ところてん ○ パン生地 ○

トマト ○ パン粉 ○

鶏がら ○ はんぺん ○

品　　　　　　名 品　　　　　　名

な
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分別
区分

備考
分別
区分

備考

ピーナッツの殻 ○ 味噌汁 × 液体は不可

ビーフン ○ 味噌汁の具 ○

ピザ ○ みりん × 液体は不可

ピスタチオの殻 ○ 麦茶パック（中身は生ごみ） × 燃やせるごみ

羊の肉 ○ メロン ○

○ メロンの皮 ○

× 燃やせるごみ もち ○

豚の肉 ○ 桃 ○

○ 桃の種 ○

× 燃やせるごみ 野菜くず ○

ぶどう ○ 洋菓子 ○

ふりかけ ○ ようかん ○

プリン ○ ヨーグルト ○

ベーコン ○ ラーメン ○

ペットフード ○ ラムネ（粒状） ○

ベビーフード ○ 離乳食 ○

干し椎茸 ○ りんご ○

ホタテの貝殻 × 燃やせるごみ 冷凍食品 ○

ホタテの稚貝殻 ○ 和菓子 ○

ホッキの貝殻 × 燃やせるごみ わかめ ○

マーガリン ○ わさび ○

マカロニ ○

マヨネーズ ○

みかん ○

味噌 × 燃やせるごみ

品　　　　　　名 品　　　　　　名

羊の骨
　大きさが5cm未満

羊の骨　
　大きさが5cm以上

豚の骨
　大きさが5cm未満

豚の骨　
　大きさが5cm以上

ま

や

ら

わ
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　生ごみは、家庭から出るごみの中でも大きな割合を占めています。食材を使い切る、
食べ残しをしない、水をしっかりと切るなどして減量化にご協力ください。
　市が分別収集するほか、ご家庭で生ごみを堆肥化することにより、ごみの減量化とリ
サイクルの推進を図ることができます。堆肥化は、コンポスター（土を掘って大きなバ
ケツのようなものを使用する方法）、密閉型堆肥化容器、電動生ごみ処理機、ダンボー
ル等で行うことができます。
　そこで、ダンボールでの堆肥化の方法を紹介します。
　なお、堆肥化にかかる道具等はホームセンター等で購入することができます。

生ごみの減量化と堆肥化にご協力をお願いします

◎　用意するもの
(容器)
・ダンボール箱1個（縦30cm×横45cm×高さ
　30cm程度のもの。みかん箱等）

・底を2重にするためのダンボール
・フタ用のダンボール

（基材）→ホームセンター等で購入
・ピートモス（土壌改良材）

　(20㍑入り、600円程度)
・もみがらくんたん（土壌改良材）
　(15㍑入り、600円程度)

（道具）
・混ぜる用のシャベル、ヘラ、ゴム手袋など

・温度計（100℃計 生ごみ分解時の温度変化
　を確認するため）

・秤（調理秤など　投入前の生ごみを計量す
　るため）
・角材、レンガ石（ダンボールを地面から
　数cm浮かせるため）

◎　堆肥化の進め方
（投入する生ごみの処理量は1日約500ｇ）

　１．ピートモスともみがらくんたんの割
合を3:2の割合で混合し、ダンボール箱に

半分程度、入れる。

　２．ダンボール容器は室温が15℃以上の
所に設置する。

　３．その中に生ごみを細かくして投入し、
よく混ぜる。

　４．温度計を中心にさして、ダンボール
で作ったフタをする。

　５．生ごみ投入開始から1～2週間くらい
で、温度が30～40℃台に上昇する。（60℃
を超える場合も）

　６．3ヶ月ぐらい続けたら（塊が多く
なったり、基材がべたついたら）投入をや
め、時々混ぜて1～2週間ほどおき、土と混
ぜて、さらに1～2ヶ月おくと完成です。

ダンボールを5cm程浮かせ
る。（通気性を良くするため）

底は、中にダンボールをもう
1枚敷き、二重にする。

基材（ピートモス、もみがらく
んたんを3:2の割合で混ぜた
もの）を箱半分程度入れる。

別のダンボールでフタを
作る。(防虫、防臭、保温
効果もある)

上フタを起こし、ガムテープ
等でとめて箱を深くする。

◎　ポイント

・温度が上がらない場合は、生ごみと

一緒に使用済み食用油や米ぬか等を入

れると上がりやすくなる。

・野菜よりも魚や肉のほうが温度は上
がりやすい。

・生ごみを入れなくても1日1回は混ぜ

る。

・混ぜ方が不十分であったり、水分が

多すぎると臭いが強くなることがあり

ます。その場合は、米ぬかの投入やよ

く混ぜることによって、温度を上げる、

投入をやめる、基材を増やすなどして

工夫をしてください。

投入しない方がいいもの

　・果物の種、貝殻、とうきびの芯など硬いもの。　・バナナ、みかんなどの皮。　・ペットのフン。
　・塩分を多く含むもの（漬物など）　・食べ物以外の不要物（プラスチック製の袋など）
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● 古紙回収を行なっている業者（令和３年３月末現在） 

事業所 
主な回収品目 

新聞 古雑誌 左記以外 

㈲岩見沢古紙資源センター 

岩見沢市南町７条３丁目４－１ 

℡２５－０３９１ 

○ ○ 〇 

㈱もっかいトラスト 江別営業所 

江別市工栄町２１−５ 

℡０１１－３８４－０７４５ 

○ ○ ○ 

㈱広宣商事 

札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１０－１ 

℡０１１－６６５－５１５５ 

○ ○ △ 

㈲東豊商会 

札幌市東区北３５条東１５丁目１－５ 

℡０１１－７５２－７８１１ 

○ ○ △ 

表の見方 ： ○回収可能  △排出方法に条件あり 

※事業所によって、紙の種類やまとめ方、回収方法（町内会・個別）が異なりま

すので、詳しくは直接お問い合わせください。 

 

 

 

● 廃油回収を行っている市内業者（令和３年３月末現在） 

生活協同組合コープさっぽろびばい店 東３条北５丁目１－１２ ℡６２－２８５１ 

 ５００ｍｌのＰＥＴボトルに入れたものを店舗で回収、営業時間内のみ 

・家庭から出る廃食用油（使用済天ぷら油など）が対象です。一部事業所では飲

食店等も対象にする場合もありますので、直接お問い合わせください。 

・回収する廃食用油は、植物性のものです。動物性油（ラードやバターなど）や

鉱物油（エンジンオイルなど）は対象になりません。 

・水分、天かすなどはできるだけ取り除いてください。 

古紙と廃食用油の減量化と資源化にご協力をお願いします 



　

☆　不法投棄は犯罪です

　ごみをみだりに投棄すると、5年以下の懲役、1,000万円（法人は3億円）以下の

罰金、またはこの併科という重い罰則が適用されます。

　それぞれのごみの排出方法を守り、正しいごみの排出をお願いいたします。

☆　野外焼却（野焼き）は禁止されています

　廃棄物の野外焼却（野焼き）は平成13年4月1日から禁止されています（一部例

外を除く）。野外焼却（野焼き）は、煙、すす、悪臭により周囲の人に迷惑をか

けるだけではなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質発生の原因となり

ます。違反した場合は5年以下の懲役、1,000万円（法人は3億円）以下の罰金、ま

たはこの併科という重い罰則が適用されます。

　事業所やご家庭で、今まで使用していた、ドラム缶や廃ストーブ等を利用した

焼却炉などのほとんどは、設置基準を満たしておりませんので、使用はお止めく

ださい。

※　市では、不法投棄や野外焼却（野焼き）があった場合は現地

  を確認し、原因者が分かれば、指導を行っています。

　  悪質な場合は、警察と連携を取りながら対応しています。不

　法投棄や野外焼却（野焼き）を発見した場合は、市に通報して

　いただくようご協力をお願いいたします。

ごみの不法投棄、野外焼却（野焼き）は
やめましょう！
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地区別収集曜日 

 

(例)令和3年4月の場合

日 月 火 水 木 金 土

第1

1 2 3

第2

4 5 6 7 8 9 10

第3

11 12 13 14 15 16 17

第4

18 19 20 21 22 23 24

第5

25 26 27 28 29 30

                               

地 区 別 
生ごみ 

燃やせる 
ごみ 

燃やせ
ない 
ごみ 

資源ごみ 

容器包装 
プラス 
チック 

紙パック 
ダンボール 
空き缶 

ペットボトル 

空きびん 

毎週 毎週 第２・４ 毎週 第１・３ 第２・４ 

ＪＲ函館本線から西側条丁目で 
北１丁目～４丁目まで 
（昭和通沿いを除く） 

月・木 月 

水 

金 

ＪＲ函館本線から西側条丁目で 
北５丁目～９丁目まで 

火 

ＪＲ函館本線から西側条丁目で 
昭和通り両側から南７丁目まで 

土 金 

ＪＲ函館本線から東側条丁目で 
北１丁目～１１丁目 
（旭通沿いを除く） 
東明、落合、盤の沢、我路 火・金 

火 月 水 

ＪＲ函館本線から東側条丁目で 
旭通両側から南１丁目～７丁目 
共練町 

金 木 土 

南美唄町、進徳東団地、 
新橋団地 

水・土 

水 火 木 

癸巳町から茶志内町の国道沿い 
及び一部の地区、進徳町から峰延町 
の国道沿い及び一部の地区、 
空知団地、日東町 

土 金 火 

農
村
地
区 

中村町、北美唄町、 
茶志内町、沼の内町 

水・土 

木 

第２土 

月 
峰延町、上美唄町、 

西美唄町、共練町、進徳町、 
癸巳町、東明町 

月・木 第３土 

開発町、一心町、 
光珠内町、豊葦町 

火・金 第４土 

 

ごみは指定の曜日に出すようにしましょう。 

第 1 とはその月の 1 回目（1 日～7 日）、第 2 とは

2 回目（8 日～14 日）、第 3 とは 3 回目（15 日～21

日）、第 4 とは 4 回目（22 日～28 日）第 5 とは 5 回

目（29日～31日）にくる曜日のことをいいます。 

毎週行っている生ごみ・燃やせるごみ・容器包装

プラスチックごみについては第 5 も収集をしていま

す。また、日曜日以外の祝日も収集をしています（年

末年始を除く）。 



 

 

 

 

 

 

美唄市生ごみ堆肥化施設において、美唄市内で回収した生ごみと水分調整材

であるもみがらを混合して、２～３か月発酵させて製造しています。 

家庭菜園などにご利用ください。（１袋あたり４～５坪） 

 

・名称 エコマミィー 

・販売方法 

 ①袋入り堆肥（２０リットル） 

 

 

 

 

 

 ②バラ渡し堆肥（１立米単位） 

販売場所  
価  格 

（１立米単位） 

配 送 料  

（車１台につき） 
引渡し方法 

生ごみ堆肥化施設 １，０００円 ３，０００円 
持ち帰り 

配  送 

  ※事前に市役所生活環境課（６２－３１４５）まで申し込みが必要です。 

 

 ・成  分 

窒素全量   ２．４％ ひ   素 １．６㎎／ｋｇ 

リン酸全量 １．０％ カドミウム ０．４㎎／ｋｇ 

加里全量   １．３％ 水   銀  ０．０２㎎／ｋｇ 

炭素窒素比 １３  ニッケル  １１㎎／ｋｇ 

水分含有量 １７．７％ ク ロ ム ２１㎎／ｋｇ 

  鉛 １㎎／ｋｇ 

 

販売場所 
希望小売 

価  格 

美唄市農協、峰延農協、イザワ種苗園、 

クリエートセキ、生ごみ堆肥化施設 

４００円 

（税込） 

発行元 美唄市役所 市民部生活環境課 
 

〒 ０７２－８６６０ 美唄市西３条南１丁目１番１号 
ＴＥＬ ６２－３１４５(直通)  ＦＡＸ ６２－１０８８ 

 
令和３年４月印刷 

生ごみ堆肥を販売しています 


