
雑がみ

  

ごみステーションは、ルールを守り、きれいに使いましょう！

（市指定：青色の袋）

５㍑袋（１枚）１０円　　１０㍑袋（１枚）２０円　　２０㍑袋（１枚）４０円　　４０㍑袋（１枚）８０円

５㍑袋（１枚）１０円　　１０㍑袋（１枚）２０円　　２０㍑袋（１枚）４０円　　４０㍑袋（１枚）８０円

有料

※電池は「有害ごみ」
　に出してください

※割れ物や刃物は新聞紙
などに包んで指定ごみ袋
に入れ「キケン」と
表示してください

※厚さ３㎜超の金属類は
  「有害ごみ」に出してく
　ださい

※乾燥剤、カイロは水分を含む
　と発火する恐れがありますの
　で、燃やせるごみには入れな
　いでください

有料
※内容物は全部出し、汚れは、必ずすすいでください
※汚れがひどいものは、「燃やせないごみ」として出してください
※値札や割引シールは、はがせるものははがしてください

１０㍑袋（１枚）１０円　　２０㍑袋（１枚）２０円　　４０㍑袋（１枚）４０円

プラマークの付いた容器類

生ごみ

食用油
※紙や布などにしみこませる
　か凝固剤で固めてください

紙、布類

紙おむつ

在宅医療の安全な
注射針など

草・木くず

指定ごみ袋に入らない枝木

皮革・ゴム製品 プラスチック類
刃物、 ガラス、 陶器類、 電球（LED含む）

金属類

乾燥剤、使い捨てカイロ、
活性炭、脱臭剤、未使用
のペットの砂など

お菓子・レトルト
などの袋、 パウチ、
フィルム類、レジ袋

ボトル、
チューブ、
ふた類

果物のネット、薬の容器
など
※薬の中身は、「燃やせるごみ」
　として出してください

無料 無料有害ごみ
・ 燃やせないごみ袋（黄色）や他のごみ袋に一緒に入れないでください、
  火災の原因になります
・ 袋にマジックなどで 「 有害ごみ 」と目立つように表示してください

容器の中身を空にしてすすいで汚れを取り除いてください
汚れが落ちないものは「燃やせないごみ」に出してください

ペットボトル
×

空き缶

びん

耐熱ガラス製品（ほ乳びん、煮炊き用ガラス容器）、
コルク栓以外のふたは「燃やせないごみ」
に出してください

発泡スチロール

※細かく砕けたものは、
  「燃やせないごみ」に
　出してください

有料

※衛生上焼却しますので、
　ペットボトル・牛乳パック等に入れ
　「キケン」と表示し「燃やせるごみ」と
　して出してください※太さ５㎝以内で指定袋に入る

　もの（落ち葉・枝木・木くず・
　木製品・草類）土砂を取り除
　く

※太さ５㎝以内、長さ１ｍ以内
　（ひもでしばり、枝の束に見
　合った指定ごみ袋の両側を縦
　に裂き、巻きつけてしばれる
　状態がごみ袋の容量となりま
　す）

（透明・半透明の袋）（透明・半透明の袋）

蛍光管
※水銀が含まれており
危険なので割れないよ
う箱などに入れてくだ
さい
※白熱灯（電球）は
「燃やせないごみ」へ

カセットボンベ、
ライター、
スプレー缶

（水をよく切ってください）

（汚物は取り除いてください）

※危険なので穴を
　あけずに出して
　ください

厚さ３㎜超の金属
（金づち、ペンチ、ジャッキなど）

（電話申込みによる戸別有料収集）

0123-23-2685
0123-26-0023

☎  
FAX

自ら自宅前又は所定の場所に
出すことが困難な高齢者や体
の不自由な方に対して、住居
内からの搬出を支援いたしま
すので、申込みのときにご依
頼ください

受付：月曜日～金曜日
　　 （午前８時30分～午後５時00分）
　　 （土・日・祝日、12/29～１/３は休み）

集団資源回収品目
　町内会により、回収方法、回収日、回収品目が異なりますので、詳しくは、
お住まいの町内会役員又は（公財）ちとせ環境と緑の財団にご確認ください
（町内会に関すること：千歳市町内会連合会　☎ 0123-49-7100）

新聞紙

雑誌

段ボール
雑がみ
（封筒、お菓子の紙箱
    など、紙袋か段ボー
    ルに入れて、紙ひも
    でしばる）

（折込チラシ含む）

紙パック

空き缶（中を洗って、つぶさないでください）

鉄くず
（家庭から出る鉄やアルミ
　など金属）※刃物類は除く

リターナブル
びん

（町内会で回収しない場合
　は、４種資源物で出して
　ください）

※紙くず、生理用品、衣類

※使用済みのペットの砂は衛生上
　焼却しますので「燃やせるごみ」
　として出してください

無料

　各コミュニティセンター、総合福祉センター、東部支所、支笏湖支所に設置して
いる回収ボックスにそのまま入れてください
　なお、回収ボックスに入らないものは、環境センターに持ち込めます（無料）詳し
くは、「千歳市ゴミチェッカー」で検索してください

投入口
40㎝×45㎝

【回収できるもの】

100㎝

・炊飯器、電子レンジ、電話機、扇風機　など

【回収しないもの】

※注意　
・個人情報は必ず消してください
・電池（有害ごみ）は、必ず抜いてください

町内会等団体・個人が行うボランティア清掃に対し、ごみ袋の提供や無料回収を行っています
（事前に申込みが必要です   ☎ 0123-23-2110）

（のり付きとのり
　無しに分ける）

（蓋は切り取り、
　洗って乾かして
　ください）

　※ひもで十字にしばってください

千歳消費者協会 割り箸 コミュニティセンター（北・中央を除く）
東雲会館、総合福祉センター

家庭用廃食用油
（植物油）

コミュニティセンター、東雲会館、末広会館
東部支所

（☎0123-24-3139）

（公財）ちとせ
　環境と緑の財団

古衣料
※回収停止の
　場合有（☎0123-26-1213）

コミュニティセンター、総合福祉センター
東部支所、支笏湖支所、千歳市社会福祉協議会
千歳消費者協会【東雲会館内】

愛キャップ市民回収
運動実行委員会

ペットボトルの
キャップ

（☎0123-27-2525）

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金

☎ 0123-23-5311
FAX   0123-23-1297

又は、この両方が科せられます。不法投棄を見かけたらすぐに千歳警察署若しくは環境センターの不法投棄専用フリーダイヤルへ連絡してください。警察と連携して不法投棄者を告発します。
美しいまちや自然を汚さず正しい方法で処理をお願いします。

コミュニティセンター（北・中央を除く）
千歳市社会福祉協議会、市役所第２庁舎１階と２階
及び本庁舎１階、総合福祉センター、支笏湖支所

ふたをはずす

キャップとラベルは、はずす

（コルク栓は燃やせるごみへ）
プラスチック製容器包装に出してください

（水切りネットも可）

・家電リサイクル法の対象品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
・温水洗浄機付便座、掃除機、スピーカー、電気毛布、電気カーペット、電気こたつ　など
・パソコン用ディスプレイ、フロンを使用しているもの、事業用・事務用のもの

電池類、 電子・加熱式たばこ、
ワイヤレスイヤホン

プラマークの
付いたカップ、
パック、トレイなど

回収ボックス

お問合せ
（公財）ちとせ環境と緑の財団
☎ 0123-26-1213

千歳警察署  ☎ 0123-42-0110/不法投棄専用フリーダイヤル  　   0120-538-742

※家電リサイクル法の対象品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
※パソコンのディスプレイ　　※フロンを使用した電化製品
※プロパンガスボンベ、消火器、耐火金庫
※オートバイ、廃タイヤ、バッテリー、液体のもの
※庭石、土砂、石（ごみではありません）
※長さが２ｍ超のもの、重さが100㎏を超えるもの  など

※地区ごとに戸別有料収集日が決まっていますので、
　収集日の２日前（土・日・祝日、12/29～1/3は休み）までに電話で申し込んでください
※ごみステーションに出さないでください　

おもちゃ類

（市指定：黄色の袋）

（市指定：白色の袋）

※
※

※

有料

令和３年度

ごみ収 月曜日～金曜日（12/31～1/３は休み） ： 集
         ごみの種類によって収集日が決められています
　   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

月曜日～土曜日（12/31～1/３は休み）
午前８時30分～午後４時30分
 ： 入受みご

☆ 
☆ 
☆ 

午後 4 時 3 0 分に 計量所 出入口 の門が閉まります 
家庭ごみを分別し直接搬入する場合は、10㎏につき60円です
直接搬入の場合は指定袋に入れる必要はありません

※ 指定ごみ袋 ・ 大型ごみ処理手数料シールは取扱店の表示のある
　 小売店、 スーパー、 コンビニなどで購入してください

ー 市で収集 ・ 受入れしないもの ー

★月曜日～金曜日（午前８時15分～午後４時45分）、祝日、12/29～1/3は休み

（R3.4.1）

・

お問合せ

ＵＲＬ https://www.chitose-gomichecker.jp/

（日の出４丁目の一部を含む）

し　　尿
くみ取り
専用受付
受付：月曜日～金曜日（午前８時30分～午後５時00分）祝日、12/29～1/3は休み


