
　■注意事項
　・ごみは当日の朝8時までに出してください。
　・分別が十分でないときは収集しません。
　・天候・道路状況により収集時間が変わることもあります。
　・1回の収集で出せるのは5袋までです。
　・引越しなどで一度に多量に出るごみは、自分でごみ処理施設に搬入す
　　るか、北斗市の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
　　（ごみ処理施設への直接搬入は２４ページ参照。北斗市の一般廃棄物
　　　収集運搬許可業者については市役所環境課までお問い合わせくださ
　　　い。）
　・事業所から出るごみは収集しません。
　　（北斗市の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。）
　・ごみの収集、ごみ処理施設へのごみの持ち込みは、日曜日と年末年始
　　（１２月３１日から１月３日まで）はお休みとなります。

　■お問い合わせ先
　　市役所環境課　７３－３１１１（内線１２２～１２５）

ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
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●プラスチック製品（大きさが３０㎝以下のもの）
　・ビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ（これらはケースを含む）
　・おもちゃ、タッパー（タッパーウェア）、歯ブラシ、ストロー

●衣類・布類（薄手のもの）
　・下着（靴下、パンツ、シャツなど）、タオル　など

●ゴム、革類（大きさが３０㎝以下のもの）
　・靴（運動靴、革靴など）、ボール（空気を抜く）　など

●木くず（長さ３０㎝、太さ（厚さ）５㎝未満のもの）
　・割りばし、枝、板、棒きれ　など

●紙くず
　・紙くず、中が銀色の紙パック、シュレッダーした紙類　など

●汚れの取れないプラスチック製容器
　（洗って中身や汚れが取れる場合は、「プラスチック製容器」に分別してく
　　ださい。）

●その他
　・たばこの吸い殻、おむつ、生理用品、保冷剤、乾燥剤、
　　ぬいぐるみ（３０㎝以下のもの）　など

　「燃やせるごみ」で大きさが３０㎝以上のものは、
　「別回収燃やせるごみ」に分別してください。

　例えば…
・ポリタンク、くずかごなどの大きいプラスチック製品
・コート、背広のような大きい衣類
・シーツ、カーテンのような大きな布類
・長靴（ブーツ）、ホースのような長いゴム製品や革製品

　は３０㎝以上の大きさなので、「別回収燃やせるごみ」（５ページ参照）
　に該当します。
　　注意！
　　　指定袋からはみ出す場合は「粗大ごみ」になります。
　　　（粗大ごみについては１３ページ参照。）
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 「燃やせるごみ」の中で大きさが３０㎝以上のものが該当します。

●プラスチック製品
　・ごみ箱、ポリタンク、ホース　など

●衣類、布類
　・コート、背広、丹前、毛布、座布団、シーツ、タオルケット、カーテン
　　など

●ゴム、革類
　・長靴（ブーツ）、ボール（空気を抜く）、かばん（金具は外す）　など

●木くず
　（長さ３０㎝以上、太さ（厚さ）５㎝以下で指定袋に入る大きさのもの）
　・板、棒きれ　など

●その他
　・ぬいぐるみ（３０㎝以上のもの）　など

　衣類、布類は「古衣料」として拠点回収して
　います。
　可能な方は、市内の公共施設などに設置してある
　オレンジ色の専用回収バッグに持ち込んでくださ
　い。
　（古衣料のリサイクル」は１８ページ参照。）

　Ｑ．「なぜ３０㎝以上の燃やせるごみは『別回収燃やせるごみ』として回
　　　収するの？」

　Ａ．「燃やせるごみ」も「別回収燃やせるごみ」も同じく焼却処理をしま
　　　すが、３０㎝以上のものは破砕機へ入れるときに絡まってしまうため、
　　　事前に切断処理しなければなりません。
　　　そのため、３０㎝以上の燃やせるごみは「別回収燃やせるごみ」とし
　　　て別に回収していますので、ご理解、ご協力をお願いします。
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●ガラス製品・陶磁器類
　・ガラス類、コップ、茶碗などの食器、陶磁器製の植木鉢　など
　注意！ガラス、食器などの割れものは、怪我をしないよう新聞紙などに
　　　　包んで「割れもの」と表示して指定袋に入れて出してください。
　
●小型家電製品
　・ビデオデッキ、炊飯器、ラジカセ、ポット、アイロン、掃除機、パソコンなど
　注意！電池使用のものは、電池を抜いてから出してください。
　　　　（電池回収ボックスは１９ページ参照。）

●台所用品
　・鍋、やかん、フライパン、スプーン、フォーク　など

●刃物
　・はさみ、包丁、ナイフ　など
注意！
　刃物は怪我をしないよう新聞紙等に包んでから「刃物」と表示して指定袋に
　入れて出してください。

●一斗缶（中身を使い切って空にしてください。）

●その他
　・ペットのトイレ用砂、アルミホイル、プラスチック製の使い捨てライター
　　（ライターはガスを抜いてください。）
　・プラスチックと金属の複合素材で分離できないもの
　　（スキー靴、リモコン、時計　など）
　　⇒迷ったら１０ページの教えて！を参考にしてください。　
　・蛍光灯や水銀使用の体温計・血圧計は指定袋に入れず、空き箱・袋等に
　　入れて出してください。
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●調理くず、食べ残しなどの生ごみ、茶がら　など
　注意！・十分に水切りをしてください。
　　　 　　（水分が多いと悪臭や虫の発生の原因となります。）
　　　　 ・水切りネットやレジ袋による二重袋はできません。
　　　　 ・生ごみは直接指定袋に入れて出してください。
　
●卵の殻、貝殻（アサリ、シジミなどの小さいもの）、魚の骨　など
　注意！袋が破れるおそれのあるものは、新聞紙などに包んで「燃やせるご
　 　　　み」に分別してください。

●草、花（乾燥した草・花、乾燥していない草・花のどちらも該当します。）
　注意！・草、花は土をよくはらってください。
　　 　　・「プラスチック製容器（無色透明）」の指定袋に入れて生ごみの収
　　 　　　集日に出してください。（木の枝は入れないでください。）
　

　Ｑ．生ごみをカラスに荒らされないためには？

　Ａ．生ごみの指定袋はカラス対策で濃い黄色にしていますが、それでも荒ら
　　　されることがあります。対策をご紹介しますので、参考にしてください。

　　　１．指定袋の持ち手をきつくしっかり結びます。

　　　

         ※隙間から生ごみがもれたりすると悪臭が発生したり、カラスに荒らされる原因となります。

　　２．カラスのくちばしが入らない、届かないようにします。
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　　商品が入っていたプラスチック製の容器や包装物で、商品を
　　使ったり、中身を出した後に不要になるものが該当します。
　　これらのものには、主に「プラマーク」　がついています。

●外袋、包装フィルム
　・レジ袋、お米の外袋、お菓子の外袋　など

●パック、カップ
　・トレイ（食品用）、豆腐の容器、コンビニ弁当容器　など

●チューブ、ボトル
　・マヨネーズのチューブ容器、洗剤のボトル容器　など

●その他
　・ペットボトルのキャップやラベル、発泡スチロール　など

注意！・商品を取り出したり中身を使いきって、容器を空にしてください。
　　　 ・汚れている場合は水ですすぐなどして汚れを取り、水切りを十分にし
　　 　　てから出してください。中身や汚れが取りきれないものは、リサイク
　 　　　ルできませんので「燃やせるごみ」に分別してください。
　　　 ・プラスチックの製品そのものは、商品の容器や包装物ではありませ
　 　　　ん。（そのため、「プラマーク」　がついていません。）
　　　 　これらは「燃やせるごみ」（30㎝以上は「別回収燃やせるごみ」）
　　　 　に分別してください。

プラスチック製容器に該当するもの
（これらのものには主に「プラマーク」　　がついています。）　　　　

プラスチック製容器に該当しないもの
（プラスチックの製品そのものは対象外です。）
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●アルミ缶
　・「アルミマーク」　　がついています。
　・飲料水（ジュース）、お酒などの空き缶

●スチール缶
　・「スチールマーク」　　がついています。
　・飲料水（ジュース）、お酒、お菓子、海苔、缶詰などの空き缶

注意！
　・中身を空にして、水ですすいでから出してください。
　　（油で汚れた缶詰の空き缶は、洗ってから出してください。）
　・汚れが取れない空き缶は、リサイクルできませんので「燃やせないごみ」
　　に分別してください。
　・缶詰のふたは一緒に出してください。
　・キャップは取り除いてください。
　　※　金属製のキャップで裏にプラスチックがはめ込んであるものは「燃や
　　　　せないごみ」に分別してください。
　・空き缶にたばこの吸い殻を入れないでください。（汚れているとリサイク
　　ルできません。）

●空き瓶
　・飲料水（ジュース）、お酒、調味料、化粧品などの空き瓶

注意！
　・中身を空にして、水ですすいでから出してください。
　・汚れが取れない空き瓶は、リサイクルできませんので「燃やせないごみ」
　　に分別してください。
　・キャップは取り除いてください。
　　※　プラスチック製のキャップは「プラスチック製容器」に分別してくだ
　　　　さい。
　　　　金属製のキャップで裏にプラスチックがはめ込んであるものは「燃や
　　　　せないごみ」に分別してください。
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●ペットボトル
　・飲料水（ジュース）、お酒、料理酒、醤油のペットボトル
　・「ペットボトルマーク」　　がついています。

注意！
　・中身を空にして、水ですすいでから出してください。（飲み残しなどの汚
　　れがあると、リサイクルできません。）
　・プラスチック製のキャップとラベルは取り除いて「プラスチック製容器」
　　に分別してください。
　　（ラベルが紙製の場合には、取り除いて「燃やせるごみ」へ分別してくだ
　　　さい。）

●スプレー缶
注意！
　・スプレー缶は中身を使い切って空にして、穴を開けないで、任意の中身の
　　見える袋に入れて出してください。穴開け作業の事故防止のためです。
　・袋には、スプレー缶だけを入れてください。
　・スプレー缶のプラスチック製のキャップやノズルは取り除いて
　　「プラスチック製容器」に分別してください。

　Ｑ．『これは何ごみ？』と迷ったときの判断は？

　Ａ．例えば、クリーニングのビニールで覆われている針金製のハンガー。
　　　針金は金属だけど、ビニールで覆われている場合は何ごみ？という２種類以上の素材が
　　　混じっているものを分別するときには、
　　①それぞれが「どんな材質でできているか」を判断する
　　②分離できるものは材質ごとに分離し、それぞれの材質ごとに分別する　ことになります。
　　　クリーニングのビニールで覆われている針金製のハンガーは、

①「どんな材質でできているか」　→　金属とビニール

②「分離できるか」　→　分離できない
　　　そのため、分別は「金属（燃やせない材質）とビニール（燃やせる材質）の複合素材で
　　　分離できないもの」なので、「燃やせないごみ」となります。
　注意！
　　分離できるものであれば、材質ごとに分別して出してください。
　　例えば、傘であれば
　　骨組みの金属部分（持ち手のプラスチック部分含む）→　「燃やせないごみ」へ
　　　※　ほとんどが金属なので、「燃やせないごみ」への分別となります。
　　布、ビニール部分　→　３０㎝以下であれば「燃やせるごみ」
　　　　　　　　　　　　　３０㎝以上であれば「別回収燃やせるごみ」
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●新聞紙、チラシ、雑誌、段ボール、牛乳パック、本、
　お菓子の紙箱　など

注意！
　・種類ごとにひもで縛って出してください。
　・小さいものは紙袋や紙箱にまとめて入れてからひもで縛るなどしてから出
　　してください。　
　・次のものは紙の原料とならないため「燃やせるごみ」に分別してください。

感熱紙（ファックス用紙、レシートなど）、カーボン紙、
飲料用の紙パックで裏側が銀色のもの、防水加工紙
圧着はがき、粘着物のついた封筒、
シュレッダーした紙、
汚れた紙　　など

●使用済み電池（乾電池）、ボタン電池、充電式電池　など

注意！
　市役所、分庁舎、支所、公共施設等に設置してある「電池回収ボックス」に
　入れてください。（電池回収ボックスは１９ページ参照。）

●蛍光灯、水銀使用の体温計や血圧計

注意！
　蛍光灯や水銀使用の体温計、血圧計は「有害ごみ」ですが、「燃やせないご
　み」の収集日に回収します。出すときは、燃やせないごみの赤色指定袋には
　入れずに空き箱や紙袋に入れて、「蛍光灯」や「体温計」、「血圧計」と表
　示して燃やせないごみの収集日に出してください。
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　Ａ．資源ごみはどうやってリサイクルしているの？

　Ｑ．皆さんに分けていただいた資源ごみは、以下のようにリサイクルして
　　　います。限りある資源を大切に使うため、引き続き分別のご協力を
　　　お願いします。

　○プラスチック製容器

　○空き缶

　○空き瓶

　○ペットボトル

　○スプレー缶

　○紙類

北斗市で
選別・圧縮

販売

再商品化業者
プラスチック製品（パレット、擬木など）
や燃料などに再商品化されます。

北斗市で
アルミ、

スチールに
選別・圧縮

金属スクラップ業者

高炉・電炉メーカー

アルミ缶は再び缶に、スチール缶は
缶のほかレール、鉄筋などにリサイ
クルされます。

北斗市で
再利用できる瓶、
できない瓶(３色)

に選別

再利用でき
る瓶

細かく破砕してカレット化し、再びガラスび
んの原料になるほか、ガラス繊維等に利用さ
れます。

古物業者

再利用でき
ない瓶

びん商・メーカー

北斗市で
選別・圧縮 再商品化事業者 粉砕・洗浄後に加工されて繊維（衣類、

カーペットなど）やシート（卵パック）、

ボトルなどに再商品化されます。

北斗市で

穴開け

金属スクラップ業者

高炉・電炉メーカー

自動車、レール、鉄筋など様々に形
を変えてリサイクルされます。

北斗市
古物業者

製紙工場

再び、新聞・雑誌・段ボールなどに
リサイクルされます。

販売

再び瓶として利用
再商品化業者
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　　指定袋に入らない大きいもの、指定袋が破れる重さのものは
　　「粗大ごみ」になります。

●ベッド、ソファー、自転車、ガス台、畳、布団、じゅうたん　など

◎収集は「予約制」です。収集日の前日１５時までに電話やインターネット
　で予約をしてください。
　１５時以降の予約は次回の収集となります。

　※　電話での申し込み先は、市役所環境課、分庁舎市民窓口課となります。
　　　（申し込みは３ページのお問い合わせ先までご連絡ください。）

　※　インターネットでの申し込み先はこちら
　　 　https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/128.html
　　　『粗大ごみの予約』にアクセスしてください。

◎収集日前日が休日の場合、リサイクリーンほくと（７４－４２５０）に
　電話予約をしてください。
　日曜日と年末年始（１２月３１日から１月３日）はお休みです。

◎粗大ごみ１個につき１枚５２０円の「北斗市粗大ごみ処理券」を購入し、
　出す粗大ごみに貼り付けて、収集日の朝８時までに出してください。
　なお、特殊なものとして以下のようなものもあります。

・布団　→　２枚１組で処理券１枚
・衣装ケース　→　２個まで重ねて処理券１枚
・トタン　→　１０㎏を目安に束ねて処理券１枚
・スキー　→　１人分（スキー板２枚、ストック２本）で
　　　　　　　処理券１枚

　他にも特殊な取り扱いがありますので、予約する際にお問い合わせくださ
　い。

◎ごみ処理施設への直接搬入は、１個につき３１０円の現金払いとなりますの
　で、粗大ごみ処理券は不要です。
　（ごみ処理施設への直接搬入は２４ページ参照。）
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●家電４品目
　・テレビ
　　（ブラウン管、液晶、プラズマなど全てのテレビです。）
　・洗濯機、衣類乾燥機
　・冷蔵庫、冷凍庫
　・エアコン
　→購入先か電器店に連絡し、引き取りを依頼してください。
　（「家電４品目」の処分方法は２２ページ参照。）

●自動車用部品、コンクリート・土砂類、消火器・ガスボンベ、
　屋外設置型ホームタンク、薬品類、
　ピアノ・エレクトーン(大型)、バイク　　など
　→購入先か北斗市の一般廃棄物収集運搬許可業者に連絡し、引き取りを
　　依頼してください。
　（北斗市の一般廃棄物収集運搬許可業者については市役所環境課までお問い
　　合わせください。お問い合わせ先は３ページにあります。）
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