
種類
出し方

分類例 注意事項

回
収
し
な
い
も
の

家電リサイクル対象品 テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・
エアコン（家庭用製品に限る）

【有料】
①購入した販売店に引き取ってもらう。
②買い替え時に販売店に引き取ってもらう。
③どちらにも該当しない場合は、町内の他の販
売店（義務外品取扱店）に引き取りを依頼し
てください。

使用済小型電子機器 パソコン

PCリサイクルマークの付いたパソコンは、新た
な料金負担なしでメーカー�が回収します。（マー
クのないパソコンは有償となります）パソコン
3R推進協会（http://www.pc3r.jp/）が公表し
ている各メーカーの窓口へ回収の申し込みをし
てください。

オートバイ・ガスボンベ・消火器・バッテリー・ドラム缶・土砂・コンクリートブロッ
ク・タイヤ・火薬・産業廃棄物 各販売店や処分業者にご相談ください。

※各地域のごみステーションへのごみ出しは、ルールを守ってください。
※お盆時期及び年末年始はごみの収集をしていません。詳しくは事前に町広報にてお知らせしています。

■家庭ごみの収集運搬手数料（ごみ袋代）　※袋は10枚入り、粗大ごみシールは１枚の料金

燃やせるごみ

大（45ℓ） 960 円
小（30ℓ） 600 円
特小（20ℓ） 480 円
粗大ごみシール 360 円
空き缶 � 85 円
トレイ � 85 円

燃やせないごみ

小（30ℓ） 600 円
極小（10ℓ） 240 円
空きびん
ペットボトル 110 円

■日高中部環境センター「うまっくりん」へ直接ごみを持ち込む際は…
（1）大きさにより受け入れできない場合があります。
　　（100cm× 80cm× 120cm以内のみ受け入れ可能）
（2）10kg 単位で 180円のごみ処理手数料をいただいています。
※直接持ち込む際は、町の指定袋や粗大ごみシールは必要ありません。
※産業廃棄物は受け入れできません。
●受け入れ時間　
月曜日～金曜日	 午前 9時から午後 5時 30分まで
土曜日	 午前 9時から正午まで
（毎年 12月 31日から 1月 3日までは受け入れしていません）

お問い合わせ先：�静内庁舎�生活環境課　☎ 49-0289� �
三石庁舎�地域振興課　☎ 33-2112
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ごみの分け方・出し方

種類
出し方

分類例 注意事項

燃やせるごみ
（黄色いごみ袋）

生ごみ・紙くず・紙おむつ・衣類・バッグ・靴・
食用油・ビデオ及びカセットテープ・ビニール類・
アルミホイル・シャンプー等のボトル類・小さな
枝や葉・猫の砂
その他柔らかいプラスチック

･紙おむつは汚物をトイレに流してからごみに出
してください。

・食用油は凝固剤等を使用し固形にしてからごみ
に出してください。

燃やせないごみ
（青いごみ袋）

金属製の家庭用品・各種缶詰・陶器類・ガラス類・
CD・時計・乾電池・植木鉢・ポリタンク（18ℓ用）・
ハンガー・カセットコンロ・蛍光灯・電球
その他硬いプラスチック

・刃物やガラス類は新聞紙などに包んでからご
みに出してください。

・スプレー缶、カセットボンベ、ライターは必ず
使い切って透明・半透明の袋に入れてくださ
い。燃やせないごみの袋では回収できません。

粗大ごみ
（黄色いシール）

家庭用の机・イス・ソファー・食器棚・ベッド・布団・
タンス・じゅうたん・木の枝・畳・自転車・三輪車・
ホームタンク（90ℓ以下）・ゴルフクラブ・漬物樽・
スキー用品（板2枚とストック2本でシールが1
枚）・スプリングの入っていないマットレス・ベビー
バス・物干し竿（2本までシール1枚　コンクリー
トは不可）

・木の枝は断面が5cm以下、長さが80cm以内
のものを30cm以内の束にまとめて、両端を
しばってください。

・スプリング入りのマットレスは、静内産業（家
具部）へ処分を依頼してください。
☎42-1066

資
源
ご
み

空き缶
（透明なごみ袋） アルミ缶・スチール缶 ・中をすすいでつぶさずにごみに出してくださ

い。

古紙 新聞紙・雑誌・ダンボール・紙パック

・新聞紙：たたんで十字にしばる。
・雑誌：のりとじとホッチキスとじに分けて、十
字にしばる。

・ダンボール：平たくのばし、十字にしばる。
・紙パック：開いて乾かしてからしばる。　

空きびん・
ペットボトル
（赤い半透明のごみ袋）

ジュース・お酒・ビール・焼酎・ワイン・ウィスキー・
調味料及び化粧品（油を含まないもの）・栄養ド
リンク
ペットボトルは　　　のマークが入ったものに限
ります。

・ふたをはずして分別し、中をすすいでつぶさず
にごみに出してください。

・プラスチックのふたは燃やせるごみ、金属のふ
たは燃やせないごみになります。

トレイ
（緑の半透明のごみ袋） 白色トレイのみ ・すすいで乾かしてからごみに出してください。

使用済小型電子機器

携帯電話・プリンター・ドライヤー・電話機・ファ
クシミリ・ラジオ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・
フィルムカメラ・映像用機器・音響機器・補助記
録装置（ハードディスク、メモリーカード）・電子
書籍端末・電子辞書・電卓・電子血圧計・電子体
温計・理容用機器・懐中電灯・時計・ゲーム機・カー
用品

・�静内庁舎と三石庁舎に専用の回収ボックスを
設置しています。
・�パソコン（モニター・ノートパソコン含む）は
回収対象外です。

ごみの分別・処理
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

032
019

北拓石材工業株式会社 御中

墓石の加工・施工・リフォーム・修理 詳細地図③ D-4
確かな技術を持つ一級技能士のいる店

北拓石材工業株式会社
墓石施工・リフォーム、馬頭碑など取扱い。ご契約の前に御見積りや完成イメー
ジ図（3D CAD）をお作りしてご検討いただけます。まずはご相談下さい。
■新ひだか町静内高砂町3丁目11-17
■TEL:0146-42-4179 ■FAX:0146-42-6355
■新冠工場 新冠町字高江47
TEL:0146-47-2868 FAX:0146-47-3080 営業時間 8:00～17:00 あり

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2020年12月21日

新ひだか町暮らしの便利マガジン
8DB354H0B

034
082

株式会社津山金属 御中

総合建築土木卸売業 詳細地図② B-2
一般鋼材販売・金属屑収集運搬処理

株式会社 津山金属
お客様や仕入先様・社員など関わりのあるすべての人々と共
に成長し、社会に貢献する価値ある企業をめざしています。
■新ひだか町静内青柳町3丁目3-1
■TEL:0146-42-0155 ■FAX:0146-42-0331
■営業時間／7:30～17:00
■定休日／第二、第四土曜日・日曜日 ■田原事業所 新ひだか町静内田原184

011－281－4164
新ひだか町暮らしの便利マガジン

■画像著作権：確認済
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