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◦◦ごみの減量とリサイクルについてごみの減量とリサイクルについて  

■リデュース・Reduce（発生抑制）
・マイバックを持参し、レジ袋を使わない
・バラ売り商品や詰め替え商品を購入しましょう　　　　

■リユース・Reuse（再利用）
・フリーマーケットを利用しましょう
・修理して繰り返し使いましょう

■リサイクル・Recycle（再生利用）
・きちんと分別して資源を有効利用しましょう
・リサイクルマークのついた商品を選びましょう

■リフューズ・Refuse（拒否）
・ごみになるものは、もらわない、買わないを
　心がけましょう

町では、ごみの減量化やリサイクルを推進し、環境への負担を軽減
する循環型社会の形成を目指しています。
「ごみの分別ガイド」により適切なごみの処理にご協力ください。

燃やすごみ・燃やさないごみ・生ごみ・容器包装ごみ・有害
ごみは必ず指定袋で出してください。資源ごみは透明な中身が見える袋、
または十文字で縛って、それぞれ出してください。

粗大ごみは有料シールを貼って出してください。

ごみは収集日当日の 午前 8 時 30 分迄 に出してくだ
さい。

しっかりしっかり
分別して分別して

正しい正しい
ごみ袋でごみ袋で

決められた日に決められた日に
出しましょう出しましょう

家庭ごみの家庭ごみの出し方３原則出し方３原則

始めようスリムな暮らし、始めようスリムな暮らし、4R4R
（よんあーる）

燃やすごみ・燃やさないごみ・生ごみ・容器包装ごみ・有害ごみ・
粗大ごみ・資源ごみに分別してください。
間違った品目が出された場合は収集できません。

（正しくごみが出されてない場合は、 啓発シールを貼付  して残していきます）
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◦◦ごみ分別収集日ごみ分別収集日
★ごみは、必ず当日の午前８時 30分までに出してください。

興 部 地 区 沙留地区・その他の地区

月 曜 日 浜町・元町・本町・仲町・幸町 西町・汐見町・北浜町・港町・沙留元町・
緑町・沙留旭町・海運町

火 曜 日 栄町・旭町・泉町・新泉町・新町・
緑ヶ丘・春日町・東町・宇津

豊野・住吉・富丘・北興・秋里・
宮下町

水 曜 日 　

木 曜 日 浜町・元町・本町・仲町・幸町 西町・汐見町・北浜町・港町・沙留元町・
緑町・沙留旭町・海運町

金 曜 日 栄町・旭町・泉町・新泉町・新町・
緑ヶ丘・春日町・東町・宇津

興 部 地 区 沙留地区・その他の地区

月 曜 日

火 曜 日

水 曜 日
浜町・元町・本町・仲町・幸町・栄町・
旭町・泉町・新泉町・新町・緑ヶ丘・
春日町・東町・宇津

豊野・住吉・富丘・北興・秋里・
宮下町　

木 曜 日

金 曜 日 西町・汐見町・北浜町・港町・沙留元町・
緑町・沙留旭町・海運町

※ 一般廃棄物のみ収集します。（産業廃棄物は除く）
※  天候等の諸条件により収集時間が変動する場合もありますので
　 ご了承ください。
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◦◦収集ごみの分類収集ごみの分類

種 別 排出時の袋等 具体的な内容等

燃やすごみ 薄赤色の指定袋（有料） 繊維類、貝殻、カニ殻、動物の骨、紙お
むつ、紙くず、プラスチック類（容器包
装ごみ除く）、革製品、ゴム製品  等

（下記のごみ以外）

燃やさないごみ 薄緑色の指定袋（有料） ◦ガラス、陶器（土鍋含む）類
◦可燃性材質と不燃性材質の複合ごみ
例　 小型家電類（家電リサイクル対象品除

く）、カメラ、時計、延長コード　等　　　　

生ごみ 黄色の指定袋（有料） 生ごみ（野菜くず、食べ残し、食事をつ
くるときに出るごみ、スーパー等ででる
売れ残り、食べ物屋さん等で出る調理く
ず）　等

容器包装ごみ 無色の指定袋（有料）
※中の汚れをきれいにして
出す。

次の 3 種類に袋を分けて排出
①びん（資源ごみのびん以外）・
　ペットボトル類（ ）
②その他のプラスチック類（ ）
③その他の紙類（ ）
※識別マーク（  等）にそって分別する。

有害ごみ 薄青色の指定袋（有料） 電池、蛍光灯、体温計

粗大ごみ 有料シール 「燃やすごみ」「燃やさないごみ」の有料
指定袋に入らないものを処分する時
※ 長いものは２以内（できるだけ持ち

運びできる程度）に切断して、ひもで
たばねて出す。

資源ごみ 透明な自由な袋（缶、びん、
金属類）、またはひもで十
文字に縛って出す（紙類）。

（無料）

①新聞紙類（チラシ含む）
②雑誌類
③スチール缶（ ）＋アルミ缶（ ）
④ビールびん（ビールびん以外のびん

は容器包装ごみ）、
⑤牛乳パック
⑥ダンボール等
⑦小型金属類（刃物類、工具類、なべ・

やかん、炊飯器の釜、アイロン、鉄ア
レイ　等）

※金属以外の付着物は、燃やさないごみ

※詳細は、次頁以降を参照

＊産業廃棄物については、受入できませんので注意願います。
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◦◦町の指定有料ごみ袋等町の指定有料ごみ袋等

種 別 形　　　状 種 別 形　　　状
燃やすごみ袋

（色：薄赤色）

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

　　燃やすごみ　とは

燃やさないごみ　
有  害  ご  み　　
資  源  ご  み　　
容器包装ごみ　　
生 　 ご 　 み　　

【興　部　町】

以外のごみ

燃やすごみ（指定袋）

容器包装
ごみ袋

（色：無色）

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

容器包装ごみは次の通り
３分別してください。

①　びん・ペットボトル類
②　その他のプラスチック類
③　その他の紙類

【興　部　町】

容器包装ごみ（指定袋）

燃やさない
ごみ袋

（色：薄緑色）

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

　　燃やさないごみ　とは

燃 や す ご み　　
有  害  ご  み　　
資  源  ご  み　　
容器包装ごみ　　
生 　 ご 　 み　　

【興　部　町】

以外のごみ

燃やさないごみ（指定袋）

有害ごみ袋
（色：薄青色）

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

電　　　池

蛍　光　灯

体　温　計

【興　部　町】

有害ごみ（指定袋）

有
害
ご
み
と
は

生ごみ袋
（色：黄色）

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

【投入禁止物】
※ 下記は、燃やすごみの他の方法

にて正しく排出してください。
貝殻、カニ・エビ殻、動物の骨類、吸
殻、アルミホイル類、ラップ類、わり
ばし・つまようじ類、ティシュ、輪ゴ
ム類、薬品類、ガラス、陶器類　等

【興　部　町】

生ごみ（指定袋）

粗大ごみ
シール 粗大ごみ用

有　料　シ　ー　ル
興　部　町
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燃やすごみ（薄赤色の有料指定袋）

小枝等 プラスチック製品

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

貝殻・カニ・エビ殻 動物の骨

オムツ
（汚物は取り除いて）

おもちゃ（プラ・木製）トイレットペーパー
ラップの芯

衣類

靴（長靴含む）等

衣類につきましては、
興部・沙留公民館に
古着の回収ボックス
を置いておりますの
でご利用ください。

凝固剤で固めるか、
紙などに染込ませ
て排出

食用廃油類

○汚れた容器包装ごみは、「燃やすごみ」となります。（極力きれいにして容器包装ごみに○汚れた容器包装ごみは、「燃やすごみ」となります。（極力きれいにして容器包装ごみに
して出す！）して出す！）

○ひとりで持ち運びできるくらいの重さで出す。（底が抜けないようにしてください）○ひとりで持ち運びできるくらいの重さで出す。（底が抜けないようにしてください）
○両面が赤い新聞折込広告も「燃やすごみ」として出す。○両面が赤い新聞折込広告も「燃やすごみ」として出す。
◎おおむね可燃材質でできているもの。◎おおむね可燃材質でできているもの。
◎金属類の混入は焼却設備の故障の原因につながり、修理に多くの時間と費用がかかり、◎金属類の混入は焼却設備の故障の原因につながり、修理に多くの時間と費用がかかり、

ごみの処理が滞ることに成りかねませんので適正な分別にご協力ください。ごみの処理が滞ることに成りかねませんので適正な分別にご協力ください。

【出し方のポイント】

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

　　燃やすごみ　とは

燃やさないごみ　
有  害  ご  み　　
資  源  ご  み　　
容器包装ごみ　　
生 　 ご 　 み　　

【興　部　町】

以外のごみ

燃やすごみ（指定袋）



66

燃やさないごみ（薄緑色の有料指定袋）

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

○割れた食器・ガラス・刃物などは紙等に包んで危険のないように出して下さい。○割れた食器・ガラス・刃物などは紙等に包んで危険のないように出して下さい。
○電池や電球、プリンターのインクカートリッジ、紙などは抜いて下さい。○電池や電球、プリンターのインクカートリッジ、紙などは抜いて下さい。
○ひとりで持ち運びできるぐらいの重さで出して下さい。( 底が抜けないように !)○ひとりで持ち運びできるぐらいの重さで出して下さい。( 底が抜けないように !)
○指定袋に入らないものは粗大ごみとなります。○指定袋に入らないものは粗大ごみとなります。

【出し方のポイント】

どんなものどんなもの？？　　　�プラスチック×ガラス等・ナイロン×ガラス等・皮革×ガラス等・プラスチック×ガラス等・ナイロン×ガラス等・皮革×ガラス等・
プラスチック×金属プラスチック×金属・ナイロン×金属・皮革×金属・ナイロン×金属・皮革×金属� 等� 等　　の製品の製品

（複合素材のおもちゃ） キャリーバッグ 空気入れ 眼鏡　

（性状）（性状）

※割れたものは、
　紙等に包んで！

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

　　燃やさないごみ　とは

燃 や す ご み　　
有  害  ご  み　　
資  源  ご  み　　
容器包装ごみ　　
生 　 ご 　 み　　

【興　部　町】

以外のごみ

燃やさないごみ（指定袋）

◎ガラス・陶器類（土鍋含む）

◎小型家電製品

◎可燃性材質と不燃性材質の複合ごみ

ガラスのコップ 陶器のお皿

※電池は抜いて
　ください

炊飯器

電卓 カメラ 延長コード 時計

ドライヤー ラジカセ

※小型家電製品（電気や電池で動くもの）は無料の回収ボックスを用意しております。
【設置場所：興部町役場、沙留公民館】詳しくは 21Pへ�➡
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生ごみ（黄色の有料指定袋）

◎生ごみとはどんなごみ？

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

《生ごみ分別のヒント！》
生ごみ？�どんなごみ？
もし、自分で家庭菜園等をしていた時、
自分の家から出た生ごみを堆肥として
利用できるか？
　　　　　が、理解しやすいと思います。　

生ごみ（野菜・果物くず　等）

【生ごみへの絶対投入禁止ごみ】【生ごみへの絶対投入禁止ごみ】� ※必ずお守り下さい！� ※必ずお守り下さい！

貝殻、カニ・エビ殻、動物の骨（魚の骨を除く）、吸殻、貝殻、カニ・エビ殻、動物の骨（魚の骨を除く）、吸殻、
わりばし、わりばし、つまようじ、ティッシュ、輪ゴム、ラップ、薬品、つまようじ、ティッシュ、輪ゴム、ラップ、薬品、
水切り水切りネット　等ネット　等

燃やすごみ燃やすごみ

ガラス、陶器類　等ガラス、陶器類　等 燃やさないごみ燃やさないごみ

生ごみとは生ごみとは　・�野菜くず、食べ残しなど、台所から出る水分をふくんだごみの・�野菜くず、食べ残しなど、台所から出る水分をふくんだごみの
こと。食事をつくるときに出るごみやスーパーなどで出る売れこと。食事をつくるときに出るごみやスーパーなどで出る売れ
残り、食べ物屋さんなどで出る調理くずなどもあります。残り、食べ物屋さんなどで出る調理くずなどもあります。

　　　　　　　　　　 ・生鮮食料品のくず・生鮮食料品のくず

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

【投入禁止物】
※ 下記は、燃やすごみの他の方法にて

正しく排出してください。
貝殻、カニ・エビ殻、動物の骨類、吸殻、
アルミホイル類、ラップ類、わりばし・つ
まようじ類、ティシュ、輪ゴム類、薬品類、
ガラス、陶器類　等

【興　部　町】

生ごみ（指定袋）
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容器包装ごみ（無色の有料指定袋）

◎容器包装ごみとはどんなごみ？

◎容器包装ごみは、次の３種類に各々袋を分けて出す。

と、なりますのでお間違えのないよう排出してください。

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

○○  お店屋さんから買った（買ったものを譲り受けたお店屋さんから買った（買ったものを譲り受けた
ものも含む）商品の容器及び包装してあったもものも含む）商品の容器及び包装してあったも
ので、その買った商品を使い終わった後に不要ので、その買った商品を使い終わった後に不要
になったもの。になったもの。

※燃やすごみ、燃やさないごみ、有害ごみ、粗大ごみ、※燃やすごみ、燃やさないごみ、有害ごみ、粗大ごみ、
　資源ごみ以外のごみ　資源ごみ以外のごみ

○必ず、容器の中をきれいにし、中に吸殻等のごみは入れないで出す。○必ず、容器の中をきれいにし、中に吸殻等のごみは入れないで出す。
○容器や包装物については、現在、法律で識別表示（○容器や包装物については、現在、法律で識別表示（ 等）が義務付けされてお等）が義務付けされてお

りますので、それらを参考に分別する。（一部例外があります）りますので、それらを参考に分別する。（一部例外があります）
○他の袋で補強しないで、指定の袋のみを使用してください。○他の袋で補強しないで、指定の袋のみを使用してください。
○汚れている容器包装ごみは、「燃やすごみ」となってしまうので極力きれいにして「容○汚れている容器包装ごみは、「燃やすごみ」となってしまうので極力きれいにして「容

器包装ごみ」として出す！器包装ごみ」として出す！
◎重  要  ～  無色の容器包装ごみ袋（有料）に入れ、３種類に分別して出す！◎重  要  ～  無色の容器包装ごみ袋（有料）に入れ、３種類に分別して出す！

【出し方のポイント】

１枚の容器包装ごみ袋
（有料）に入れて出す。

１枚の容器包装ごみ袋
（有料）に入れて出す。

１枚の容器包装ごみ袋
（有料）に入れて出す。

びん、
ペットボトル類 その他の紙類その他の

プラスチック類　
の
み
で

の
み
で

の
み
で

❶❶ ❸❸❷❷

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

容器包装ごみは次の通り
３分別してください。

①　びん・ペットボトル類
②　その他のプラスチック類
③　その他の紙類

【興　部　町】

容器包装ごみ（指定袋）
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容器包装ごみ（無色の有料指定袋）

びん、ペットボトル類   で、�１枚の容器包装ごみ袋（有料）に入れて出す

びん類 資源ごみ以外のすべてのびん

※資源ごみのびんとは……
　・�ビールびんのみ
　（地ビールのびん以外）

※�花びん、割れたびん、洗って
も汚れの取れないびんを除く

※びんには識別表示されてい
　ないのでご注意ください。

ペット
ボトル類

マークが表示されているもの
※ラベル・キャップを取り外して
ください。
※キャップは、「容器包装ごみ」（そ
の他のプラスチック類（ ）、
ラベルはプラスチック類のもの
や、紙類のものがあります。
※つぶしても回収できます。

※中の汚れをきれいにして出してください。

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）
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容器包装ごみ（無色の有料指定袋）

その他のプラスチック類   で、�１枚の容器包装ごみ袋（有料）に入れて出す

その他の
プ ラ ス
チック類

マークが表示されているもの

（注）
マークの表示については、平
成 13年４月より表示が義務
付けされております。それ
以前のものにつきましては、
表示がありませんが、分別は
同じく行ってください。

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

ペットボトル等のキャップ 洗剤容器等食品用販売容器・買い物袋等

シャンプー等の容器 窓付き封筒のプラスチック部分ティシュボックスに付いている
ビニール部分

発泡スチロール・トレー類

※中の汚れをきれいにして出してください。
　ただし、洗浄が困難なものは、それらを
　使い切り、燃やすごみとして出してください。
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容器包装ごみ（無色の有料指定袋）

その他の紙類   で、�１枚の容器包装ごみ袋（有料）に入れて出す

その他の
紙類

マークが表示されているもの

（注）
マークの表示については、平
成 13年４月より表示が義務
付けされております。それ
以前のものにつきましては、
表示がありませんが、分別は
同じく行ってください。

※空箱等は開き（細かくちぎったりしないで）、プラスチック等の紙以外のものは
　取り除き、出してください。

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

お菓子・文房具等の空箱 紙　袋持ち帰り用紙袋

空　箱 茶色封筒宅配便等の厚紙封筒

包装紙

※※紙製の包装紙紙製の包装紙につきましては、１ｍ30cmにつきましては、１ｍ30cm
四方以下であれば、識別表示がないとされ四方以下であれば、識別表示がないとされ
ています。ただし、特定の商品を包装するています。ただし、特定の商品を包装する
場合については、記載するようになってお場合については、記載するようになってお
りますが表示がなくとも「りますが表示がなくとも「容器包装ごみ容器包装ごみ」」
（（その他の紙類その他の紙類）にて排出してください。）にて排出してください。
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有害ごみ（薄青色の有料指定袋）

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

　〜この袋以外で出しても
収集はしません〜　

電　　　池

蛍　光　灯

体　温　計

【興　部　町】

有害ごみ（指定袋）

有
害
ご
み
と
は

○有害ごみの排出時、蛍光灯等については、割れていないこと。○有害ごみの排出時、蛍光灯等については、割れていないこと。
　ただし、ごみステーションへの排出時に割れたものについては、そのまま出してください。　ただし、ごみステーションへの排出時に割れたものについては、そのまま出してください。

【出し方のポイント】

　　　　　おこっぺマート・セイコーマート興部・
　　　　　ローソン興部・役場・中央公民館・きらり
　　　　　セイコーマート沙留・沙留公民館
※電池のみ（袋等はお持ち帰り下さい。） 

ご利用下さい！

電池（ボタン電池含む）

体温計

※蛍光管の長いものは袋からはみ出ていても構いません。
　口をしっかり結んで出してください。

蛍光灯等

興部地区

沙留地区

【電池の拠点回収】【電池の拠点回収】（無料）（無料）
※電池のみ！蛍光灯類は拠点回収していません！※電池のみ！蛍光灯類は拠点回収していません！

※ボックスはイメージです
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◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

粗　大　ご　み（有料シール）

〈参　　考〉
家　具・
ベット等

一組のものが複数に分かれる場合
はひとつにしばりシール１枚貼付

・上下ふたつに分かれる茶だんす等
・骨組み金具・マットをひとつにしばる

布　　団 一組を十文字にひもでしばりシー
ル１枚貼付

・�敷布団、掛け布団についても十文字に
ひもでしばる

※大型の粗大ごみにつきましては、排出した日の午後３時以降の収集となる場合があり
ますのでご了承ください。引っ越しなどで一時的に出る多量のごみを排出する場合は、
担当係までご相談ください。

○粗大ごみについては、「燃やすごみ・燃やさないごみ袋」（指定有料袋）に入らないもの○粗大ごみについては、「燃やすごみ・燃やさないごみ袋」（指定有料袋）に入らないもの
を処分するときに貼って出してください。を処分するときに貼って出してください。

　長いものは 2 ｍ以内（できるだけ持ち運べる大きさ）に切断して、　長いものは 2 ｍ以内（できるだけ持ち運べる大きさ）に切断して、大人 2 人で運べる大人 2 人で運べる
程度でまとめ、程度でまとめ、ひもで束ねてお出しください。ひもで束ねてお出しください。

【出し方のポイント】

自転車

布団
（十字にしばる）

机・いす スキー

大きな端材
（２m以内に切断し、持ち運べる
大きさにまとめてヒモで束ねる）

家具類

粗大ごみ用

有　料　シ　ー　ル
興　部　町
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資　源　ご　み（無料）

【排出方法】　○透明な袋、または十文字にしばって出す

分　　　類 種　　　類 摘　　　要

アルミ缶・スチール缶
　

マークが表示されているもの等

アルミ・スチール缶を一
緒の袋に入れても可

ビールびん ⃝�ビールびんのみ（地ビールの
びん以外）
⃝ビールびん以外のびんは容器
包装ごみ（びん・ペットボト
ル類）です。

割らないで出す
割れたものは燃やさない
ごみ

新聞紙類 ⃝�新聞紙、チラシ、パンフレッ
ト（ホッチキス止めのもの）、
ポスター、カレンダー、日め
くり、コピー用紙　　等
※�上記をひとまとめにして出し
ても可

十文字にしばって出す
両面赤いチラシは
「燃やすごみ」として出す

雑誌類 ⃝雑誌
⃝カタログ（背のり付き）
⃝封筒（茶色の封筒以外）　等

※�上記をひとまとめにして出し
ても可

窓付き封筒のプラスチッ
ク部分については、はが
して「容器包装ごみ」（そ
の他のプラスチック）で
出す

牛乳パック 中を開いて乾かしてから
十時にしばって出す

※�牛乳、ジュース等の内
側にアルミ皮膜のない
もの

ダンボール 開いてから十文字にし
ばって出す。開いていな
い物や縛っていないもの
は回収しません。

◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）
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◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

分　　　類 種　　　類 摘　　　要

小型金属類 刃物類、工具類、なべ・やかん、
炊飯器の釜、アイロン、鉄アレ
イ　等

※大部分が金属なもの

危険なものは、危険のな
いよう紙に包んで出す。

資源ごみ　紙類について（無料）

【排出方法】　○透明な袋、または十文字にしばって出す

分　　　類 摘　　　要

シュレッダーごみ ６cm 以上のもの
※６cm未満の細かいシュレッダーごみについては燃やすごみ
※ちり紙や汚れた紙等も燃やすごみです

クラフト紙 クラフト紙のみを集め透明な袋、又は十文字にしばって出す。
（ろう付きは、「燃やすごみ」です）

折　り　紙 折り紙のみを集め透明な袋で出す。（折ってあるのも可）

資源ごみ（新聞紙類・雑誌類・ダンボール類）の出し方についてのお願い
　新聞紙類・雑誌類・ダンボールについては、必ず十文字にしばって出してください。

資源ごみにならない紙
○感熱紙、カーボン紙
○ちり紙
○シール
○ろう付きの紙　等

識別表示があるものは表示に従って処識別表示があるものは表示に従って処
分し、それ以外は「燃やすごみ」にて分し、それ以外は「燃やすごみ」にて
出してください。出してください。
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◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

【その他の注意事項】

◎一時的に出る多量のごみ（通常のごみ出し時以上の量のごみ）について
引っ越しや物置の片付けなど、一時的に多量のごみを排出する場合は、役場住

民課住民活動・環境係までご相談ください。状況に応じて対応いたします。

◎決まりを守らないでごみステーションに出されたごみについて
〝収集をしない理由〟の記載したシールを貼り、収集はしません。そのごみを出

した人が再分別して後日、出してください。
それでも改善されない場合については、自治会（会長等）、町担当者によりごみの

中を確認し出した人を特定し指導します。

◎ホース・ビニールシートについて
ホース（ワイヤーの入っていないもの）は 1 ｍ以下に切り、ビニールシートは

１辺 1 ｍ以下に切り、それぞれ、ごみ袋に入れば「燃やすごみ」に、入らなけれ
ば紐で束ねて「粗大ごみ」として出してください。

◎不法投棄のごみについて
警察等と連携をとりながら対処します。

◎犬・猫等の死骸について
収集等の方法 金額

町で収集 ３，０００円
自分で持ち込み ２，０００円

◎ボランティア活動によるごみについて
指定袋の助成（無料）をおこなっております。事前に役場住民課　住民活動・

環境係に相談、申請をしてください。
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◦◦ごみの排出方法ごみの排出方法（参考例）（参考例）

衣類の回収ボックスについて

※興部・沙留公民館に古着の回収ボックスを置いておりますのでご利用ください。

【古着（布）の回収要領】
回収品目
Ｔシャツ、ワイシャツ、ブラウス、ベビー服、ポロシャツ、シーツ、布団カバー、枕カバー、
バスタオル、タオルケット、フェイスタオル、バスローブ、スウェット、寝巻き、スーツ、
ジャージ、セーター、フリース、コート、ジャンパー、皮製品、マフラー、Ｇパン、Ｇジャン、
カバン、リュック、ショルダーバック、ランドセル、サイフ、ベルト

回収できないもの
布団、ベットマット、枕、座布団、玄関マット、便座カバー、カーテン、ぬいぐるみ、ハギレ、
クッション、和服類（帯、帯締め、袴、羽織、足袋、はんてん、下駄、草履、浴衣などの
着物一式）、下着類、スキーウェア、手袋、反物（布きれ）・洗濯していない物、濡れて
いる物、汚れのひどい物、カビやペットなどの臭いのする物、破損しているもの

出し方
・必ず洗濯して出す（少々のシミは結構です）
・必ず買い物袋等から出して回収ボックスに入れてください

子育て世帯・介護世帯等の「おむつ」の無料回収について

収集対象� 紙おむつ、紙パンツ、尿とりパット、お尻ふ
き、介護用の清浄棉

搬出方法� 汚物を取り除いてから、中身の確認できる
透明・半透明の袋（レジ袋も使用できます）に
入れて、袋にマジックなどで、「おむつ」と明記
し、燃やすごみの収集日に出してください。袋の
大きさは45リットル以内、重さは10㎏以内に
してください。

注１．　他のごみや、おむつ類と違うものが入っている場合は収集しません。
注２．　防水シーツやペット用のおむつ・トイレシートなどは対象外です。これらについては、町指

定袋の「燃やすごみ袋（薄赤色）」をお使いください。
注３．　保育施設、障がい者施設、介護施設及び病院などの施設か出るおむつ類は事業系ごみとなり

ますので、無料回収の対象になりません。
注４．　従来どおり、おむつ類を「燃やすごみ袋（薄赤色）」に入れて排出してもかまいませんが、

ごみ袋代の補助や助成等はありませんのでご了承ください。
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◦◦町では収集できないもの町では収集できないもの

宅急便による無料回収

◦データはご自身で消去してください。
　（無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。）　

◦モニター、プリンタなどの周辺機器、その他
の小型家電も一緒に回収可能です。

◦パソコンを含むダンボール１箱分の回収料金
が無料。（箱のサイズ：３辺の合計が140cm
以内、重さ20kg以内）

◦インターネットが使用できない方は、下記の
専用窓口へご相談ください。

◦不要になったパソコンのメーカーに回収を依
頼します。(自作パソコン､ 倒産撤退メーカー
のパソコンの場合はパソコン3R推進協会に
依頼します。

◦依頼を受けたメーカーもしくは3R推進協会
から輸送伝票と手順書が送られて来ます。

◦パソコンを簡易包装し、輸送伝票に貼付した
上で郵便局へ持ち込むか、戸口集荷の依頼を
して下さい。

◦回収窓口についてはメーカーのホームペー
ジ、又はパソコン3R推進協会でご案内して
います。

パソコン3R推進協会
TEL：03-5282-7685
FAX：03-3233-6091

リネットジャパン相談窓口
TEL：0570-085-800

（10～17時）

パソコンメーカーによる回収

①各メーカーの回収窓口または
パソコン3R推進協会へ依頼

②郵便局より発送

③リサイクル施設

①リネットジャパンへ申込
（https://www.renet.jp）

②パソコン等をダンボールに詰める

③宅配業者が希望日に自宅から回収

【回収手順】 【回収手順】

▼パソコンの回収・リサイクル
　平成15年10月1日から資源有効活用促進法が施行され、不要になった
パソコンはパソコンメーカーが回収し、リサイクルを行うことになって
います。なお、PCリサイクルマークがついていないパソコンは、
「リサイクル料金」がかかります。

パソコン本体（デスクトップ）、ノート型パソコン、ディスプレイ
（ブラウン管・液晶）
※購入時の標準添付品のマウス、キーボード、スピーカー、ケーブルなどは、パソコンと
　一緒に回収を依頼して下さい。

これらの対象品目をリサイクルするには次の２つの方法があります。

対象

出し方
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◦◦町では収集できないもの町では収集できないもの
▼家電リサイクル法による対象品目

平成13年４月１日から家電リサイクル法が施行され、リサイクルの対象と
なる家電製品の排出については、「リサイクル料金」と「収集・運搬料金」
がかかります。

テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機
これらの対象品目をリサイクルするには次の２つの方法があります。
小型の電池式液晶テレビ（車載用やポータブル式の物）はリサイクルの対象ではあ
りません。燃やさないごみとして出して下さい。

小売店を通しての方法��　�
「リサイクル料金」＋「収集運搬料金」が
かかります。

①新しく買い替えするときに購入する家電
小売店に依頼して下さい。

②買い替えずに排出するときは、排出する製
品を購入した家電小売店に依頼して下さい。
購入した小売店が無いとき、又は通信販
売等により購入したときは、最寄の家電
小売店にお問い合わせ下さい。
なお、収集・運搬にかかる費用は家電小
売店によって異なります。

自分で直接出す方法
「振込手数料」＋「リサイクル料金」＋
「収集運搬料金」がかかります。

①郵便局に備え付けの家電リサイクル券に
必要事項を記入し「リサイクル料金」を
振込みます。( 振込手数料がかかります。)

②「家電リサイクル券」を持参して役場、
沙留出張所にて収集運搬料金（2,000 円）
をお支払いください。

③ご自宅の場所等を確認のうえ、収集いた
します。

郵　　便　　局

小　　売　　店 役場、沙留出張所
（収集運搬料金 2,000円）

役場住民課が収集

指 定 引 取 場 所

指 定 引 取 場 所

リサイクル施設リサイクル施設

対象

出し方

注意
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の諸条件により収集時間が変動する場合もありますので
　 ご了承ください。

◦◦町では収集できないもの町では収集できないもの
▼適正処理困難物の一例

▼動物の死体の取扱いについて

次のごみは、家庭から排出される廃棄物の中で、収集運搬車輌や処理施設
の損壊、環境を損なう恐れがある適正処理困難物となりますので、処理に
ついては取扱い販売店や専門業者に依頼して下さい。

■ オイル・灯油・農薬・タイヤ・ホイール・バッテリー・ガスボンベ・ピアノ

■ 動物の死体を見つけた場合（無料）
●それぞれの管理者に連絡して下さい。
《国道》網走開発建設部興部道路維持事務所   TEL.0158-82-2155
《道道》オホーツク総合振興局網走建設管理部興部出張所 TEL.0158-82-2115
《町道》興部町役場建設課 TEL.0158-82-2166
《上記以外》興部町役場住民課住民活動・環境係   TEL.0158-82-2164

■ ペットで町に依頼される場合（有料）、処理施設へ自己搬入される場合（有料）
●興部町役場住民課住民活動・環境係		へ連絡して下さい。	 	 TEL.0158-82-2164

■ ペット霊園について

　当町にはペット霊園がありませんので、ペットの葬儀、火葬、供養等を希望される方は
専門業者へ問い合わせください。

■ 医療関係器具■ オートバイ・スクーター

■ 消火器

■ 庭土・土砂・砂利

購入先、又は販売店等に依頼して下さい。

購入先、販売店、
又は下記センターに
相談して下さい。
㈱消火器
　リサイクル
　推進センター

03-5829-6773

購入先、販売店、二輪車リサイクル
コールセンターに相談して下さい。
二輪車リサイクルコールセンター

050-3000-0727

鋭利なもの、血液の付着している
ものは、医療機関に戻すようお願
いします。
※上記以外は燃やすごみとして出して下
さい。

廃棄物の処理および清掃に関する法
律第２条により土地造成等の有用物
であり廃棄物では
ありません。
※少量の土やペット用
の砂は、燃やすごみと
して指定袋で出して下
さい。
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◦◦ 小型家電リサイクルについて小型家電リサイクルについて

※１ 投入口（30㎝×30㎝）に入るもので、長い所で50㎝程度のものとします！
※２ 個人情報データを含むものは、あらかじめ消去してください。
※１ 投入口（30㎝×30㎝）に入るもので、長い所で50㎝程度のものとします！
※２ 個人情報データを含むものは、あらかじめ消去してください。

上記品目の
付属品

回収対象の小型家電（例）

携帯電話

DVDビデオ

ヘッドホン
及びイヤホン

電子血圧計

ハイテク系トレンドトイ

PHS

HDDレコーダー

ICレコーダー

懐中電灯

カーナビ

パソコン

BDレコーダー

ハードディスク

時計

カーステレオ

※小型家電イラスト
ⓒ株式会社ウィトンズ

タブレット

ビデオテープレコーダー

USBメモリ

ヘアドライヤー

カメラ

電話機

MDプレーヤー

メモリーカード

ヘアーアイロン

ラジオ

デジタルオーディオプレーヤー
（フラッシュメモリ）

電子書籍端末

電気かみそり

デジタルカメラ

デジタル
オーディオプレーヤー

電子辞書

電気バリカン

リモコン

ビデオカメラ

CDプレーヤー

電卓

携帯型ゲーム機

キーボードユニット

マウス ACアダプタ ケーブル

30㎝

30㎝

小型家電
回収ボックス

乾電池、バッテリー、電球、蛍光灯、ビデオ
テープ、カセットテープ、レコード、CD
ディスク・DVDディスク・ブルーレイディス
ク・フロッピーディスク等の記録メディア、
家電リサイクル対象品目、箱などの梱包物や
説明書、回収ボックスに入らない小型家電は
回収除外です。

回収除外品目

設置場所：興部町役場、沙留公民館設置場所：興部町役場、沙留公民館



2222

◦◦ ごみの簡単判別フロー ごみの簡単判別フロー 
燃やすごみ・燃やさないごみ・粗大ごみ燃やすごみ・燃やさないごみ・粗大ごみ

簡単判別フロー簡単判別フロー

ごみの大きさは？ごみの大きさは？

いいえいいえ

は
い
は
い

いいえいいえ

は
い
は
い

電化製品・陶磁器・
ガラス製品・調理器具

もしくは
金属が

  付着している？

電化製品・陶磁器・
ガラス製品・調理器具

もしくは
金属が

  付着している？

粗大ごみ
粗大シールを貼って出してく
ださい。
（端材は２ｍ以内
に切断し紐で束ね
て運べる大きさに
してください）

燃やすごみ
指定ごみ袋に入る可燃性のごみ。
（燃やさないごみは入れない
でください。ごみ焼却設備の
故障等の原因につながりま
す）

燃やさないごみ
金属類や陶磁器類、家電、調理器具など処
理施設で破砕選別をして可燃物・不燃物・
金属類に分けられ、可燃物は焼却、不燃物
は埋立、金属類は資源となります。

金属の塊がある場合は小
型金属類（工具類、刃物類）
として収集します。

指定ごみ袋に入る？指定ごみ袋に入る？

電池は抜いてください



興部町役場興部町役場
住民課��住民活動・環境係住民課��住民活動・環境係
《電�話》《電�話》82-216482-2164

メ　モメ　モ
M E M OM E M O


