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千歳市環境センター



千歳市では、ごみをその素材や形状によって､次の8つに分別しています。

ごみの分別の種類

（プラスチック製容器包装は除く）

使用済み小型家電

8
Pケース

パソコン 携帯電話 電話機 ビデオカメラ 電気かみそり・ドライヤー

在宅医療の
安全な
注射針など

電子レンジ 炊飯器

6

プラスチック
製品

皮革製品

体温計（水銀入り） スプレー缶・カセットボンベ・ガスライター

ゴム製品



市で収集・処理しないもの

各地区の収集日

市民団体等による資源物の回収活動への支援

家電リサイクル法の対象品目

家庭用パソコン

ペット・動物の死がい

デスクトップ型パソコンのブラウン管モニター

20

21

5

庭石・土砂

8



５リットル袋･1枚　10円
10リットル袋･1枚　20円
20リットル袋･1枚　40円
40リットル袋･1枚　80円

生 ご み



使用済みのペットの砂
在宅医療の安全な注射針など

ぬいぐるみ

プラスチックビーズなどは、燃やせない
ごみに出してください。

液体は搬入禁止物ですが、布
や紙に染み込ませた場合は
燃やせるごみとして出せます。

廃食用油については、P20を参照してください。



５リットル袋･1枚　10円
10リットル袋･1枚　20円
20リットル袋･1枚　40円
40リットル袋･1枚　80円

バケツ、洗面器、CD、ビデオテープなど。

プラスチック製容器包装は除く。

CD-RWDVD

CD-R



おもちゃ類

ブルーシート

電池は有害ごみで出してくだ
さい。

・使用済み小型家電にも出せます。
・個人情報は必ず消去または破壊してください。



汚れは必ず落としてから指定ごみ袋に入れてください。

今まで燃やせないごみとして出していたプラスチック製容器包装を分別収集しています。



お菓子、レトルトなどの袋・パウチ、
フィルム類、レジ袋

・中の不要な薬は燃やせるごみへ。



カップ麺の容器には、「発泡スチロール」・「プラスチック」・「紙」の3種類がありますので、それぞ
れ分別してください。（発泡スチロールはつまようじが刺さりますが、プラスチックには簡単には刺さりません）



透明・半透明（レジ袋もふくみま
す）の袋に入れて収集日の午前8
時30分までにごみステーション
に出してください。



このマークがついた飲料・調味料用ボトル
（ジュース・しょうゆ・焼酎などのボトル
に限ります）

※在宅医療廃棄物等の入ったペットボトル等は、衛生上「燃やせるごみ」としているので
　4種資源物には出さないでください。

注）そのまま再利用できるびん（ビール・一升びんな
ど）は、販売店に引き取ってもらうか、集団資源回収で
回収している場合はそちらへ出してください。

汚れたものが混ざっていると周りの資源物を汚し、リサイクルできないごみを増やし
てしまいます。
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収集日の2日前（土・日曜日、祝日、12月29日～1月3日は除く）までに

※電池など電源を使うガスコンロは、
　使用済み小型家電にも出せます。

※縦・横40～50cmくらいに切ると
　燃やせるごみです。

（午後4時30分に閉門）

※縦・横40～50cm
　くらいに切ると燃や
　せないごみです。

祝日、12月29日～1月3日を除く月曜日～金曜日
※地区ごとに収集日が決まっています。

布団 ブルーシート

。



使用済み小型家電使用済み小型家電使用済み小型家電
Small appliances that were used

平成26年4月からご家庭から出た使用済み小型家電製品を無料回収し、小型家電に含
まれている、金・銀などの貴金属やレアメタルなどの有用金属をリサイクルします。

※開館時間・休館日は各施設へお問い合わせください。

●　個人情報が含まれているものは、必ず消去または破壊してから出して
　　ください。
●　使用済み小型家電で【回収しないもの】は、絶対に回収ボックスに入れ
　　ないでください。
●　入れものとして持参された袋や箱、ごみなども、絶対に回収ボックスに
　　入れないでください。
●　小型家電の中の電池は必ず抜いてください。抜いた電池は「有害ごみ」
　　になります。
●　回収ボックスの中に異物が入ると、リサイクルに支障が出てしまいます。
●　一度回収ボックスに投入した小型家電は、再び取り出すことはできません。
●　投入口に入らない大きさの小型家電は、環境センターに直接持ち込まれ
　　るか、「大型ごみ」または「燃やせないごみ」として、従来どおりの排出を
　　行ってください。

袋から出して入れてください

ご注意！出す前に再確認してください。

●北新コミュニティセンター
　新富2丁目1-21　  TEL 0123-24-0331

●富丘コミュニティセンター
　富丘4丁目12-16　TEL 0123-23-5028

●中心街コミュニティセンター
　幸町4丁目30　　  TEL 0123-24-5647

●祝梅コミュニティセンター
　弥生2丁目7-10　  TEL 0123-23-4385

●北コミュニティセンター
　釜加362-3　　 　 TEL 0123-24-0908

●花園コミュニティセンター
　花園4丁目2-5　    TEL 0123-23-7708

●東部支所
　東丘824-121　　  TEL 0123-21-3131

●北信濃コミュニティセンター
　北信濃864-5　　 TEL 0123-24-9922

●鉄東コミュニティセンター
　青葉5丁目8-2　　TEL 0123-24-6151

●泉沢向陽台コミュニティセンター
　里美2丁目9-2　　TEL 0123-28-4266

●北桜コミュニティセンター
　北斗5丁目6-12　 TEL 0123-26-4151

●中央コミュニティセンター
　中央539-3　　　 TEL 0123-29-2858

●総合福祉センター
　東雲町2丁目34　 TEL 0123-24-3131
　　　　　　　　　　　　　  （内線611）
●支笏湖支所
　支笏湖温泉3　  　TEL 0123-25-2004

市施設に設置した回収
ボックスで無料回収し
ます。

小家電已使用　사용	 된	 소형	 가전

回収ボックス

50cm
投入口
40cm×45cm

70cm

100cm

回収ボックスイメージ図

回収ボックス設置施設



40cm×45cmの回収ボックス投入口に入る大きさのご家庭から出た使用済み小型
家電に限ります。

※環境センターに持ち込まれた使用済み小型家電は、大きさに関係なく無料で受け入れます。
　受入時間：祝日を含む月曜日～土曜日（12月31日～1月3日は除く）
　　　　　　午前8時30分～午後4時30分（午後4時30分に閉門）

注）普通に取り外せる電池（乾電池・ボタン型電池・電池パックなど）は必ず抜いて
　　ください。

電卓、ゲーム機、携帯電話、ファクシミリ、
スマートフォンなど

パソコン、ラジカセ、カメラ、電動歯ブラシ、
ドライヤーなど

使用済み小型家電の主な回収対象品目

使用済み小型家電の例として

トースター、電子レンジ、ミキサー、
炊飯器など

回収対象となる小型家電の付属品
（充電器、リモコン、ACアダプターなど）



使用済み小型家電【回収しないもの】

CD-RWDVD

CD-R

次のものは、使用済み小型家電回収では回収していません。該当の説明に従って処分してください。

テレビ

蛍光管

冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機 エアコン

家電販売店や市の収集運搬許可業者に依頼してください。

「有害ごみ」として出してください。

（1）家電リサイクル法の対象品目

（2）蛍光管

電球

「燃やせないごみ」として出してく
ださい。

「燃やせないごみ」として出してく
ださい。

（3）電球

電池・電池パック

「有害ごみ」として出してください。
（4）電池・電池パック

バッテリー

販売店にお問い合わせください。
（5）バッテリー

メーカーにお問い合わせください。

（6）デスクトップ型パソコンの
　  ブラウン管モニター

事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
（8）事業系・業務用のもの

市の分別区分に従って出してください。
（9）電気製品でないもの

CD・DVD

（7）CD・DVDなどの記憶媒体



十字にしばるか袋に入れる
（折込チラシを含む）

鉄くず

•ビールびん、 一升
 びん（茶色及び緑色）、
 ジュースびん
ふたをはずして、中を洗っ
てください

（各町内会･自治会等で回収品目や回収方法などが違うため、
　詳細は町内の役員の方などに確認してください｡）

台所用小物

町内会・自治会等で回収しています。

のり付きとのり無しに分け、
十字にしばる
封筒・はがき・ポスターはの
り付き雑誌の束の間にはさ
める（セロファン付き封筒は
セロファンを取り除く）

もの

ビールびんやジュースびんの
収納用プラスチック製ケース

ジュース・ビールの缶、
ボトル缶、缶詰の缶
中を洗ってください

Pケース

（リターナブルびん）

（アルミ・
 スチール）



家電リサイクル法の対象品目

市の収集運搬許可業者に依頼する
・市内の廃棄物収集運搬許可業者が排
　出の依頼を受けています。
・リサイクル料金+収集運搬料金がかか
　ります。 ＊収集運搬料金は業者が個々に定めていますの

　で、業者にお問い合わせください。

市で収集・処理しないもの

業 者 名



日立物流ダイレックス㈱

㈱鈴木商会道南支店
苫小牧事業所 苫小牧市晴海町17-2 0144-52-1281

日立物流ダイレックス㈱

平成15年10月以降に購入したパソコン

平成15年9月以前に購入したパソコン

使用済み小型家電で回収する場合4
大きさが40cm×45cm以内で、ブラウン管モニター以外のパソコン本体、モニター、
キーボードなどの周辺機器やワープロを回収しています。
大きさが40cm×45cmを超えるものは、ブラウン管モニター以外の家庭用パソコン
等は環境センターに持ち込むこともできます。

18
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・環境センターにお問い合わせください｡

ち

電話　23-2110

ペット・動物の死がい Pet  and  animal  carcasses
　物和　物尸体　애안・동물・동물 사체

などの危険物、アスベスト、
廃石膏ボード

【お問合せ先】

【お問合せ先】



中央･花園

各コミュニティセンター（一部を除く）市役所1階･教育委員会、

市民団体等による資源物の回収活動への支援

動物性油（バター・ラードなど）や鉱物性油（エンジンオイルなど）は回収しておりません。
各施設によって開館時間等が異なるため、事前に各施設にお問い合わせください。

総合福祉センター1階･市内小中学校･千歳市社会福祉協議会･支笏湖支所

各町内会等の資源庫など（町内会等にお問い合わせください。）

千歳消費者協会 （☎24-3139）
各コミュニティセンター（一部を除く）・
東雲会館

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団 （☎26-1213）
各コミュニティセンター（一部を除く）・千歳市社会福祉協議会・東雲会館

※布団や毛布、枕、座布団、便座カバー、汚れのひどいものは回収しておりません。
●洗濯してください。
●多少のシミ・黄ばみを問いません。
●段ボール箱・レジ袋などに入れないでください。
●ボタン・ファスナーなどの装飾品は、できるだけはずしてください。

●割り箸は水洗いしてください。

古衣料

割り箸

お問合せ先

お問合せ先

お問合せ先

お問合せ先

お問合せ先
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各地区の収集日

収 集 地 区

北千歳駐屯地

燃やせる
ごみ

月・木 火 金 第3火曜日

月・木 火 金 第4火曜日

月・木 火 金 第2金曜日

月・木 水 火 第2金曜日

月・木 水 火 第3金曜日

月・木 水 火 第4金曜日

月・木 水 金 第1金曜日

月・木 水 金 第2金曜日

月・木 水 金 第4金曜日

月・木 金 火 第2火曜日

月・木 金 火 第3火曜日

月・木 金 水 第2火曜日

月・木 金 水 第4火曜日

木 火 金 第3火曜日

金 水 第4水曜日

金 第4水曜日第2・4水曜日

4種
資源物

・燃やせないごみ
・有 害 ご み
・プラスチック
 製容器包装

大型ごみ

蘭越・新星

航空自衛隊千歳基地

本町・真町

北栄・新富

文京・柏陽・福住

清水町・幸町・千代田町・
栄町・錦町

駒里小中学校前・
旧長都小中学校前・
釜加公民館前

駒里・祝梅・根志越・
北信濃の一部・
都・長都・釜加

若草・白樺・里美

信濃・富士

上長都

春日町・緑町・大和・桂木

自由ヶ丘・桜木・長都官舎

北斗

東雲町・朝日町・平和・真々地

収 集 曜 日 収 集 曜 日
収 集 地 区

燃やせる
ごみ

火・金 水 月 第2月曜日

火・金 水 月 第2木曜日

火・金 水 月 第4木曜日

火・金 水 木 第2月曜日

火・金 水 木 第4月曜日

火・金 水 木 第2木曜日

火・金 水 木 第3木曜日

火・金 水 木 第4木曜日

火・金 木 月 第3月曜日

火・金 木 月 第4月曜日

火・金 木 水 第3月曜日

月・木 金 水 第3月曜日

火 水 第3水曜日

火

水 木

第3水曜日

月
（6月から
  8月は月・木）

第4火曜日

第1・3水曜日

4種
資源物

・燃やせないごみ
・有 害 ご み
・プラスチック
 製容器包装

大型ごみ

高台・花園

末広

あずさ

住吉・日の出丘・日の出

稲穂・幸福・清流

富丘

北陽（北陽高校前土地区画整理事業地区を含む）

北光・長都駅前・勇舞
みどり台北・みどり台南

中央・泉郷・幌加・協和・
新川・東丘

支笏湖温泉地区

旭ヶ丘・流通

美々

中央保育所前・
泉郷公民館前・
東部支所前

梅ヶ丘・弥生・寿・東千歳駐屯地

東郊・豊里

青葉丘・青葉


