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粗大ごみ 

空き瓶 

乾電池・体温計 

布 類 

小型電子機器 

蛍光管 

ペットボトル 

紙 類 

家庭から直接 
出すもの 

 

 

 各家庭から出されたごみは、次のように処分、またはリサイクルされています。リサイクルできないもの

は焼却するか、直接埋め立てられます。埋め立てられた不燃ごみのうち、時間をかけて分解されるもの

以外はずっと埋立地の土の中に残ります。まだ使えるものは再利用する、リサイクルできるものはきちんと

分別してリサイクルに回すなど、地球にやさしい暮らしを心がけましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般ごみ 

 
不燃ごみ 

 
プラスチック類 

 
空き缶 

 
生ごみ 

 

一般ごみの焼却灰は、薬剤処

理をして最終処分場へ。 

不燃ごみ、不燃性のリサイクル

ごみのうち、汚れがひどくてリ

サイクルできないもの、一般ご

みの焼却灰を埋め立てます。 

手選別のうえプレスしてＰＰバ

ンドで梱包します。 

生ごみから堆肥をつくって販売

し、農地や家庭菜園に利用い

ただいています。 

 
乾電池回収ボックス 

プラスチック類 
 油に戻されるほか、油化の過

程で塩酸やエコパウダー（ボ

イラー燃料）が生成され、利

用されています。 

スチール缶、鉄 
 スチール缶や鉄筋、電化製

品の部品などの原料となり

ます。 

アルミ缶、アルミ 
 アルミ缶の原料となります。 

空き瓶 
 リターナル瓶はそのまま洗浄

して瓶として再使用。その他

は再び瓶になったり、グラス

ウールや道路の舗装材の原

料となります。 

ペットボトル 
 卵のパックや自動車の内装、

洗剤のボトルなどの原料とな

ります。 

蛍光管 
 水銀は試薬や再び蛍光管に

利用、ガラスはグラスウール

やセメントの材料、アルミは

アルミメーカーへ。 

再生処理業者 

乾電池 
 水銀は試薬や蛍光管に、亜

鉛はブラウン管など、鉄は

鉄筋の原料に、炭素棒は

燃料として利用されます。 

紙類 
 新聞はチラシ紙(中質紙)や

再び新聞紙に、雑誌とダン

ボールはダンボールの中

芯に、紙パックはトイレット

ペーパーなどにリサイクル

されます。 

小型電子機器 
 分解し鉄、アルミ、銅、レ

アメタルなどに分け、カメ

ラや携帯電話の原材料と

してリサイクルされます。 

布類 
工業用ウエスの原料や古

着としてリサイクルされま

す。 

 

 

上富良野町クリーンセンター 

（最終処分場） 

 

富良野地区環境衛生センター 

       (富良野市) 

 

富良野生活圏資源回収センター 

       (中富良野町) 

 

 

 

 

  

 

空き缶 
スチールとアルミに選別し、プ

レスします。 

空き瓶 
そのまま洗浄して使えるも

の、その他については色別に

手選別します。 

ペットボトル 
プレスして、ＰＰバンドで梱包

します。 

粗大ごみ 
   手分解と破砕機により鉄、ア

ルミ、可燃物、不燃物に選別

します。鉄、アルミについては

再生処理業者へ、可燃物に

ついては焼却、不燃物につい

ては埋め立てます。 

上富良野町クリーンセンター 

（リサイクル施設） 

ごみステーション

に出すもの 

 

 

上富良野町クリーンセンター 

（焼却施設） 
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ごみは、収集日の午前 8 時 30 分までに各町内に設置されたごみステーションに出して

ください。収集日の前に出すと、カラスなどによりごみが散乱し、近くに住んでいる方の

迷惑になりますので、必ず収集日当日の朝に出してください。 

ごみの種類別の収集日程については、毎年３月に各家庭に配布 

される「ごみ収集カレンダー」で確認してください。 

 

 

ごみステーションは、各町内会が設置・管理しています。きちんと分別されていないた

めに収集されず、ステーションに残されたごみを、ステーション付近にお住まいの方や、

町内会の方が再分別したり、指定袋に入れずに出されたごみについては、個人的にゴミ袋

代金を負担して片付けているケースもあります。 

みんなが気持ちよく過ごせるよう、自分の出すごみには責任を持って、収集されなかっ

た場合には、必ず出した方が持ち帰り、再分別してください。 

 

 

収集日の朝８時３０分までに出しても、分別をきち

んとしていない、指定袋を使っていない場合などは収

集されず、このシールが貼られてステーションに残さ

れます。 

「お知らせ」欄に従い、もう一度分別するなどして

から出してください。 

その際、シールが貼られた袋をもう一度使用する場合

は、油性マジックでシール全体に×印をするか、 

シールをはがしてから出してください。 

  収集されない主な理由ついては、以下のとおりです。 

・「二重袋」… スーパーのレジ袋などに飴の包みなど、さらに 

プラスチックごみを入れたまま指定袋に入れている（プラスチック類） 

水切りネットやレジ袋などに入れたまま指定袋に入れている（生ごみ） 

    ・「汚 れ」… 食べ物などの汚れを落とさずそのまま出している（プラスチック類） 

  なお、分別の仕方やごみの出し方でわからないことがありましたら、 

役場町民生活課生活環境班（電話 45-6985）へお問い合わせください。 

 

 

   ごみを不法投棄したり、野外で焼却（一部の例外を除く）すると 

5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方の罰則が科せられます。 

町内でも、警察に検挙された実例があります。「誰も見ていないから」「みんなやっている

から」などと安易に考えず、ルールを守ってごみをきちんと処理しましょう！
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         ピンク色の指定ごみ袋に入れて口を縛って出してください。 

袋に入らない大きなものは、｢粗大ごみ｣となります。 

          指定袋の種類は２種類です。 ４５ℓ（大） ３０ℓ（小）  

          指定ごみ袋料金（処理手数料込み）についてはＰ1５参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  花・野菜の茎など … ある程度乾燥させてから。 
 

② 紙おむつ、ペットのトイレ用砂 … トイレで汚物を処分。 
 

 ③ 食用油 … 新聞紙などにしみ込ますか、凝固剤で固めてから。 

        または、ボトルなどに詰めて役場町民ホールの回収タンクへ。 

使用済み、賞味期限切れ、どちらでもＯＫ。 

植物性のみ。バターやラードなど動物性の脂、鉱物油は×。 

他の分類とまぎらわしい物の例 

タバコ、ペットのトイレ用砂、ビニール手袋、

テープ類、ビニールひも、結束バンド、ブラシ、 

歯ブラシ、冷凍保存パック、クリーニングの袋、 

ストロー、写真フィルム、弁当の緑の飾り 

プラスチック製のコップ・スプーン・フォーク 

無料！ 

 

 

これらは一般ごみ 

汚れた布製品 衛生用品 木製品 

紙製品 草・花・野菜の茎など 

汚れの落ちにくい 
容器包装プラスチック類 
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キャップやノズルは 

｢プラスチック類｣へ 

 

 

         黄色の指定ごみ袋に入れて口を縛って出してください。 

袋に入らない大きなものは、｢粗大ごみ｣となります。 

          指定袋の種類は２種類です。 ４５ℓ（大）３０ℓ（小） 

          指定ごみ袋料金（処理手数料込み）についてはＰ1５参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 電池を使用しているものは、電池をはずしてください。 
 

 ② 刃物や割れてしまったガラス製品は、収集の際に危険ですので、新聞紙などに 

包んでから袋に入れてください。 

 ③ スプレー缶は、中身を出し切って、最後に穴を開けてください。 

 ④ 使い捨てライターは、ガスを出し切ってから捨ててください。 

 ⑤ カセットコンロの容器は穴を空けて、空き缶に分別してください。 

 

 

 
 

 
 

金属類 

 

 

 

 

 

  

 陶磁器類 

 

 

 
 

ガラス類 
 

 

 

  

 
 

 

革・ゴム類 

 

 

     

 
 

容器包装以外の 

プラスチック製品 

 

こんなものも不燃ごみ 

マニキュアなど、中の汚れを完全に落とせないガラス容器 

エンジンオイルなど、中の汚れを完全に落とせない缶 

アルミホイルや、アルミ製の容器など 

 

収集車や処理 

施設の火災の 

原因となります 

 
 

刃物やガラスなど鋭利で危険な

ものは新聞紙などで包む 

 

スプレー缶は

必ず穴を開け

る 
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         半透明で紫文字の指定ごみ袋に入れて口を縛って出してください。 

            指定袋の種類は４５ℓの１種類のみ 

（リサイクルごみのため処理手数料は無料、袋代金のみ） 
 

マークがついている商品の容器包装（商品が入っていた袋、 

ケース、トレイなど）で、汚れていないものが対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              集められたプラスチック類は燃料等にリサイクルされます 

が、以下のことが守られないと再生処理業者に引き取り拒否 

され、リサイクルできなくなってしまいます。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

① 容器包装以外の物が入っている 

弁当のスプーン・フォーク・バラン(緑の飾り   )、ストロー、乾燥剤など 

② 汚れが落ちていないものが入っている 

     洗って乾かしてから出してください。スナック菓子の袋などべたつきのない物は、

洗わなくても、ふきん等で拭くだけできれいに落ちる場合もあります。 

③ レジ袋などに小さなごみを入れたまま、指定袋に入れている（二重袋） 

     ごみ箱にレジ袋を使用している場合でも、ごみを指定袋に入れるときには、他の袋

に入れたままにせず、ひとつひとつバラバラの状態で入れてください。 

   
シャンプー、洗剤など わさび、歯磨き粉など ペットボトルのふたなど 

お菓子やおかずの袋、レジ袋 たまねぎ袋など お惣菜のケース・ラップ、薬の錠剤など 

お惣菜、お菓子、冷凍食品など 

白色トレイはスーパー等の 

店頭回収にご協力を！ 

びん牛乳、パック納豆など 
(ペットボトルのラベルは 

はがさなくてもＯＫ) 

果物を包むネットや保護シート、 

エアクッション（プチプチ） 

電化製品の発泡スチロールなど 
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 ①       ②      ③ 
 

                     

                     

                     

 
 

 ※ 容器の中をすすぎ 

にくいものはこんなふうに… 
 

 

 

プラスチック製品でも、容器包装以外のもの(  マークのないもの)が指定

袋に入っている場合は収集しません。ご理解、ご協力をお願いします！ 

① たとえば、カップメンを食べたとき… 

 

 

 

 

 

 

 

 

② たとえば、仕出し弁当を食べたとき… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

プラスチック類でできている｢容器・容器を

包んでいる薄いフィルム・ふた・スープの

パック｣は、内容物を包んでいたものなの

で、汚れを落としてプラスチック類へ 

(ただし、汚れが落ちない場合は一般ごみへ) 

紙製のふた(裏側が銀色のものを含む)や割

り箸、プラスチック製のフォークは一般ご

みへ（紙製の容器についても一般ごみ） 

出しきって   半分に切って   汚れを落とす 

 
 

水ですすいで…  十分に水を切って…   指定袋へ 

または布で拭いて… 

 

 

 

ラップやケースについている

ラベルシールは、はがさなく

てもＯＫ。 

  

× 

注 ボトル類のキャップは、必ずはずしてください。 

   

× × × 

バケツ、タッパーなど   カミソリ（不燃ごみ）  PPバンドなどひも類 クリーニング袋、ストローなど 

（不燃ごみ）    歯ブラシなど（一般ごみ）   （一般ごみ）      （一般ごみ） 

 

 

容器、透明シート（汚れが落ちない場合は一般ごみ） 

アルミ製おかずケース 

ラップ（汚れが落ちない場合は一般ごみ） 

 

調味料袋（汚れが落ちない場合は一般ごみ） 

箸やスプーンの袋 

バラン、アルミ以外のおかずケース 

箸、スプーン、爪楊枝 
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必ず守って！  

ガスは使いきる  

必ず穴を開ける  

 

 

 

 

 

         半透明で青文字の指定ごみ袋に入れて口を縛って出してください。 

            指定袋の種類は４５ℓの１種類のみ 

（リサイクルごみのため処理手数料は無料、袋代金のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

収集・埋め立て時の火災防止のため、 

カセットコンロのガスの容器は穴を開 

けて、空き缶に分別してください。 

 
 

 
 

収集日の前日に、各ごみステーションに設置される 

紫色のコンテナに入れてください。 

   飲料、調味料、食品が入っていたびんのほか、 

化粧品のびんも対象です。 

 

 

 
 

 

               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

金属製は｢不燃ごみ｣へ 

プラ製は｢プラスチック類｣へ 

飲料、缶詰、お菓子の缶など、 

食べ物が入っていたものが対象。 

アルミとスチールを分ける必

要はありません。 

 

 

中をすすぎ、 

汚れを落とす 
 

 

タバコの吸殻、 

ごみなどを入れない 

 
キャップは不燃ごみへ 

 キャップをはずした後にびんに残る金

属製のリング、ワインびんの口について

いるアルミ製のラベルシールなど、金属

製のものは取り除いてください。 

プラスチック製のキャップも、はずせ

るものははずしてください。 

 

 

中をすすぎ、

汚れを落とす 
 

 

タバコの吸殻 

やごみなどを 

入れない 

 

 

 

 
哺乳びんなど空

きびん以外のガ

ラス製品、陶磁器

類は不燃ごみへ 
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            収集日の前日に、各ごみステーションに設置される 

緑色の網袋に入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
               マークのついているボトルが対象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ラベルはついた

ままでＯＫ。 

 

 

 

 
キャップをはずす 

 

 

タバコの吸殻 

やごみなどを 

入れない 

 

中をすすぎ、

汚れを落とす プラ製は｢プラスチック類｣へ 

金属製は｢不燃ごみ｣へ 

  

 
段ボール 

 

新聞・ちらし 

紙パック 

 

雑誌類 

週刊誌、マンガ、 

カタログ、本など 

 

牛乳、ジュースなど 

 

 

 

 マークのあるもの 

※ 中にアルミ箔がついて

いるものは一般ごみ 

段ボールはたたんでひもで束ねる 

紙パックは… 

   水ですすいで  開いて乾燥  ひもで束ねる 

  

新聞・ちらし、 

雑誌類もひもで束ねる 
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1m 以内に切る 

 

 

 
          半透明で緑文字の指定ごみ袋に入れて口を縛って出してく

ださい。 

（リサイクルごみのため処理手数料は無料、袋代金のみ） 

 

 

 

 

 

 

 
 

家庭の台所から出る「調理くず」「食べ残し」など 

｢口に入るもの｣が対象です｡ 

                農村部でコンポスト等による自家 

処理ができない方、また、家庭菜園 

の野菜の茎や葉、草花などは「一般 

ごみ」で出してください。 
 

 

 

 

 

                          庭木の剪定などで出た枝などが対象です。 

        以下の 3 通りがあります。 

① 一般ごみ  一般ごみの袋に入る量・長さで、袋が破れない状態であれば、袋に 

（収集）  れて一般ごみとしてごみステーションへ。 
 

② 一般ごみ  長さ 1m 以内に切り、直接クリーンセンターへ持って行く。 

  （直接搬入） 
 

③ 粗大ごみ  長さ 1m 以内に切り、1m 程度のひもで 

  （収集）  束ねて粗大ごみとして指定業者に収集依頼。 

 

 

 

 

 

 

十分に水を切ってから

指定袋に入れてくださ

い。水分が多いときや、

袋が破れるおそれがあ

るときは、新聞紙で包

んで出してください。 

三角コーナーに水切り

ネット、ビニール袋な

どを使用している場合

は、生ごみだけを指定

袋に入れてください。 
  

水切りネット、ビニール袋

は入れないで！ 
× 

生ごみは堆肥にリサイクルする

ため、袋は生分解性の素材です。

未使用の状態でも、長期保管する

と劣化して破れやすくなります。

半年以内に使用してください。 

購入した時点で劣化していた

ものについては、販売店へ。 

野菜・果物くず 

パン・菓子くず 

肉・魚介類くず 

肉や魚の骨 

貝殻・茶がら 

コーヒーかす 

とうきびの芯 

卵の殻 など 
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体温計は、割れないように 

ケース等に入れて乾電池ボックスへ 

 

 

 
 

 

マンガン、アルカリ、オキシライドなどの乾電池、リチウム電池、ボタン型電池

については、町内に設置された｢乾電池ボックス｣に入れてください｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 【乾電池ボックス設置場所】 
ふじスーパー ふらの農協資材部 ホーマックニコット 大道時計楽器店 

印藤電器 サイトウ電器 セブンイレブン (東町･栄町) セイコーマート（南町） 

各小学校 上富良野中学校 上富良野郵便局 セントラルプラザ 

公民館 保健総合センターかみん 社会教育総合センター 役 場 
 

                  下記のリサイクルマークのあるものは、 

リサイクル BOX 設置店へお持ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 【リサイクルＢＯＸ 設置店】 
印藤電器   宮町 3丁目 7番 25号 

 
 

 

 
買ったときに入っているケースに入れてください。 

ケースがない場合は「段ボール箱に入れる」「新聞紙等で包む」など割れない 

ようにして、「紙類」の収集日に各ごみステーションに出してください。 

 

 
                ケースに入れて 

コードレス電話 

電動工具など 
携帯音楽プレーヤー 

デジタルカメラなど 

ノートパソコン 

ビデオカメラなど 

 

自動車、バイクのバッテリーは町で

は収集・処理できませんので、大き

さに関係なく販売取扱店で引き取っ

てもらってください｡ 

電動アシスト自転車のバッテリーも、販売店へ 
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指定袋に入らない大きなものが対象です 
 

 

 

 

 

① 指定ごみ袋販売店（Ｐ16）で「処理券」を購入する。 

（P17 以降の「ごみ分別一覧」で大きさを確認し処理券を購入してください） 

② 処理券を粗大ごみの正面右上に貼る。（処理券は指定業者でも扱っています） 

③ 指定業者へ電話をかけて、収集を依頼する。（収集日はごみカレンダーに記載） 

自宅まで引き取りに伺いますが、収集しやすいよう 1 階又は自宅前に置くよう

にしてください。電話で事前に「このような物があります」という話をしてくだ

さい。収集の際に自宅で代金を支払うことも可能です。 

 

 

    小さくして指定袋に入る状態であれば、 

一般ごみか不燃ごみで出して OK。 

    ただし、分解の際は、それぞれの素材 

ごとに適切な分別をしてください｡ 

 
 

 

 

回収できるものの例（素材に関わらず衣類、衣料品全般、古布） 

 

 

 

 

 

回収できないものの例 

 

 

 

 

 

 下記の施設で回収していますので、受付時間内に持ち込んでください。 

・役場町民生活課生活環境班（１階）・・・受入時間 ８時３０分～17 時 15 分 

・上富良野町クリーンセンター   ・・・受入時間 9 時 00 分～16 時 00 分 

（P17 以降の「ごみ分別区分一覧」で確認してください） 

【 指定業者 】 

（株）西塚清掃社 
北町1丁目4番10号 

TEL 45-2312 

  

 

 

 

 

 

 
  

小さく切って袋に 

入れれば一般ごみ 

分解して袋に 

入れれば不燃ごみ 

 

Ｔシャツ、Ｙ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、スウェット、寝巻、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、手袋、帽子、スキーウエア
Ｇパン、Ｇジャン など再利用可能なもの 

布団、ベットマット、枕、座布団、絨毯、玄関マット、便座カバー、カーテン、ぬいぐるみ
ハギレ、洗濯していない物、濡れている物、汚れのひどい物、カビなどの臭いのする物 
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回収できるものの例（指定袋（45ℓ）に入るサイズのものが対象となります。） 

    

  

 

 

 

 

 

 

回収できないものの例 

    

  

 

 

 

 

 

 

 下記の施設で回収していますので、受付時間内に持ち込んでください。 

・役場町民生活課生活環境班（１階）・・・受入時間 ８時３０分～17 時 15 分 

・上富良野町クリーンセンター   ・・・受入時間 9 時 00 分～16 時 00 分 

（P17 以降の「ごみ分別区分一覧」で確認してください） 
 

パソコンの回収について 
パソコンの処分には、資源有効利用促進法に基づきパソコンメーカーが回収する方法と、 

「小型電子機器」として上記のとおり指定施設へ持ち込む方法があります。 

   パソコンメーカーに回収を依頼する 

※ PC リサイクルマークのあるものは、料金負担なしでメーカーが 

回収します。 
   お問い合わせ先 

    一般社団法人パソコン 3Ｒ推進協会 http://www.pc3r.jp/ 

       ℡ ０３－５２８２－７６８５ 

 

    小型電子機器として排出する 

     小型電子機器の回収方法により、排出してください。 

※ 自作のパソコンや、回収メーカーがないものも回収します。 

 

 

携帯電話、ＰＨＳ端末、パソコン（ディスプレイを含む）、プリンター、パソコン周辺機器 
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤ・ＨＤＤレコーダー、音楽プレーヤー、電卓 
電話機、ヘアードライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ、電子辞書、ＵＳＢメモリ 
電子血圧計、加湿器、空気清浄器、炊飯器、電子レンジ、電気ポット、扇風機、掃除機 
イヤホン、充電器、接続コード、リモコン、アイロン  など 
注意事項：壊れている物でも回収します。プリンターのインク及び電池は取り外して排出
してください。 

① 指定袋（４５ℓ）に入らいないサイズのもの 
② 家電リサイクル対象品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、衣類乾燥機） 

③ 充電式電池、ボタン電池（Ｐ１０参照） 
④ ビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイディスクなどの記録媒体は

不燃ごみとして廃棄してください。 
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回収できる油 

 

 
 
回収できない油 

 

 

 

 

 

 

廃食用油は、天ぷらカスなどを取り除いて、下記の施設に設置している回収タンクに直接

そそいでください。受付時間内に持ち込んでください。 

・役場庁舎１階に設置・・・受入時間 ８時３０分～17 時 15 分 

 

 

 

 

 
 

 自分で直接クリーンセンターへ持って行くか、下記の収集許可業者へ依頼。 

（町内業者のみ掲載） 

   （株）西塚清掃社      北町 1 丁目 4 番 10 号 ℡ 45-2312 

   （有）上富清掃社      中町 1 丁目 4 番 4 号 ℡ 45-4419 

    トランスポーター（株）  本町 1 丁目 3 番 12 号 ℡ 39-4011 

 

 
   し尿などの汚物、ペットの糞など 

 処理方法 汚物はトイレへ流してください。 

 

 
   バッテリー、消火器、ガスボンベ、火薬類、 

廃油（廃食用油を除く）、注射器、発炎筒、 

有毒性のある薬品の容器など 

 処理方法 販売店へ確認してください。 

 

 

  オートバイ、大型の温水器、ドラム缶、 

ピアノ、発電機などエンジンつきのもの、 

肥料、タイヤ（自転車除く）、 

ブロック・コンクリート片など 

処理方法 販売店又は処理業者へ依頼してください。 

 

  

 

 

  

 

 

 

（収集しません） 

（収集・処理しません） 

（収集・処理しません） 

（収集・処理しません） 

サラダ油など植物原料とした食用油 
（菜種油・紅花油・コーン油・ひまわり油・ごま油・オリーブオイルなど） 

① 機械油（エンジンオイル・グリース） 
② 動物性油（バター・ラードなど）、パーム油 
③ ドレッシングなどの油以外のものが混ざったもの 
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   分別区分により分別し、自分で処理施設に搬入するか、収集許可業者に依頼。 

   （事業活動に伴って出るごみは、ごみステーションに出すことはできません） 
          営利を目的として事業を営む者のほか、公営公益事業など 
 

   産業廃棄物（廃油、廃プラスチック類、金属くず、その他政令で定める廃棄物） 

    （例）農家から出る肥料袋やビニールハウス、建築業者から出る建物の解体材 

        → 産業廃棄物収集運搬・処理業者へ依頼（町は収集・処理しません） 
 

   事業系一般廃棄物（産業廃棄物以外のもの） 

        → 一般廃棄物収集運搬業者へ依頼、または処理施設へ自己搬入 

 
 

対象機器 

 

 

 

 

 

 

 

家電リサイクル法で対象機器に指定されている上記の品目については… 
 

① 買い替え時に販売店に回収を依頼 
 

② 買い替え以外での処分は、その製品を買ったお店に引き取りを依頼 
 

③ 買ったお店を忘れた、引越しなどで近くにない場合は、次の 2 通りの

方法があります。 
 

イ 下記の収集業者に収集を依頼する 

富良野地区清掃事業協同組合 ℡ 23-3939 

⇒ リサイクル料金 ＋ 収集・運搬料金 がかかります 
 

ロ 郵便局で「家電リサイクル券」によりリサイクル料金を振り込み、

指定引取場所に自分で持ち込む 

⇒ 収集・運搬料金はかかりません。 
 

    指定引取場所 

     ・札幌通運(株)旭川支店      旭川市永山北 1 条 7 丁目 38 番地 

      TEL 0166-48-2101 

     ・(株)鈴木商会道北支店旭川事業所 旭川市永山北 4 条 6 丁目 1 番 3 号 

      TEL 0166-47-0000 

        

 

 

 

 
ブラウン管式 

テレビ 
冷蔵庫 冷凍庫 洗濯機 

エアコン 

リサイクル料金は製造メーカー、製品の種類によって異なります。 

お問い合わせ：（財）家電製品協会 家電リサイクル券センター 

℡ 0120-319640 ホームページ http://www.rkc.aeha.or.jp/ 

（収集・処理しません） 

衣類乾燥機 
薄型テレビ 

（液晶・プラズマ） 

 

http://www.rkc.aeha.or.jp/


15 

 

 

 
    一般ごみ・不燃ごみの指定袋及び粗大ごみの処理料金は下記のとおりです。 

   上富良野町指定ごみ袋販売店（Ｐ16 参照）で購入してください。 

   また、粗大ごみの区分については、Ｐ17 以降の一覧表にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   分別したごみを、自分で処理施設（上富良野町クリーンセンター）に直接持ち 

込むこともできます。ただし、「町が処理しないごみ」（P13～14 参照）につい 

ては、持ち込みもできませんのでご注意ください。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの種類 種   類 指定袋・粗大処理券料金 

一般ごみ 
45ℓ（大） 105 円 

30ℓ（小） 70 円 

不燃ごみ 
45ℓ（大） 105 円 

30ℓ（小） 70 円 

粗大ごみ 

処理券（大） 1,050 円 

処理券（中） 700 円 

処理券（小） 500 円 

ごみの種類 持ち込み方法 処理手数料 

一般ごみ 
指定袋に入れる かかりません 

透明な袋に入れる 10 ㎏につき 200 円 

不燃ごみ 
指定袋に入れる かかりません 

透明な袋に入れる 10 ㎏につき 200 円 

プラスチック類 指定袋に入れる 無 料 

空き缶 
指定袋に入れる 無 料 

透明な袋に入れる 無 料 

空きびん 透明な袋に入れる 無 料 

ペットボトル 透明な袋に入れる 無 料 

紙 類 
新聞･ちらし、雑誌類、段ボール、

紙パックの 4 種類に分別 
無 料 

枝木類 
長さ 1m 以内に切る 

（ひもで束ねる必要なし） 
10 ㎏につき 200 円 

乾電池・蛍光管 蛍光管はケースに入れる 無 料 

布 類 透明な袋に入れる 無 料 

小型電子機器 受付で小型電子機器と伝える 無 料 

粗大ごみ 1 個につき  大 525 円 中 350 円 小 250 円 
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上富良野町指定ごみ袋販売店 
 

№ 店  名 住 所 電話番号 

1 林商店 錦町 1 丁目 1 番 6 号 45-2018 

2 ミニショップあおき 本町 3 丁目 6 番 33 号 45-2065 

3 (株)ツルハドラッグ上富良野店 本町 3 丁目 4 番 3 号 45-0585 

4 (株)ツルハドラッグ上富良野旭町店 旭町４丁目212番地108 45-1268 

5 (株)西塚清掃社 北町 1 丁目 4 番 10 号 45-2312 

6 ローソン上富良野店 中町 2 丁目 2 番 33 号 45-9877 

7 ローソン上富良野大町店 大町 5 丁目 45-6650 

8 (有)若佐商店 錦町 2 丁目 2 番 28 号 45-2050 

9 宮澤商店 宮町 2 丁目 6 番 24 号 45-2355 

10 (有)中沢自動車整備工場 南町 1 丁目 1 番 34 号 45-2452 

11 セイコーマート上富良野店 南町 2 丁目 1054 番地 7 45-5878 

12 セイコーマート上富良野宮町店 宮町３丁目６番 45-2005 

13 吉澤商店 宮町 3 丁目 9 番 27 号 45-2370 

14 (有)松井薬局 錦町 2 丁目 2 番１号 45-2365 

15 上富良野商業協同組合 中町 1 丁目 1 番 18 号 45-2788 

16 ふらの農協上富良野支所（資材店舗） 栄町 3 丁目 1 番 47 号 45-3483 

17 セブンイレブン栄町店 栄町 3 丁目 2 番 4 号 45-2036 

18 セブンイレブン東町店 東町 4 丁目 45-4924 

19 ふじスーパー上富良野店 本町２丁目１番 45-5111 

20 (有)一色商店 栄町 2 丁目 3 番 33 号 45-2211 

21 印藤電器 宮町 3 丁目 7 番 25 号 45-4138 

22 まつだ商店 丘町 1 丁目 2 番 22 号 45-9888 

23 三島商店 宮町 1 丁目 5 番 30 号 45-2216 

24 (株)カリカワ 向町 1 丁目 45-6111 

25 阿部金物店 錦町 2 丁目 3 番 32 号 45-2077 

26 (有)雅野広川呉服店 本町 2 丁目 3 番 23 号 45-3027 

27 (有)リカーショップかまだ 宮町 1 丁目 1 番 30 号 45-2210 

28 ＢＥＳＴＯＭ中富良野店 中富良野東 1 線北 17 号 39-3000 

29 フクヤ薬局 中町 2 丁目 3 番 24 号 45-2009 

30 ホーマックニコット上富良野店 旭町４丁目５番２号 45-0500 

 



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
あ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 あ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

アイスノン 一般ごみ アンプル（栄養剤など飲用のみ） 不燃ごみ
アイスピック 不燃ごみ 先端を紙などで包んで 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

袋に入る 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） い ＥＴＣ車載ユニット 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

アイロン 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入る 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） 石 収集できません

あかすり 一般ごみ 袋に入る 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 袋に入らない 最大の辺が1m未満　（小）

袋に入らない 粗大ごみ 長さが1.8ｍまで　1枚（小） 袋に入らない 最大の辺が1m以上　（中）

アコーディオンカーテン 粗大ごみ 1枚につき　　　　　　（中） 1人用　　　　　　　（小）

アダプター 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 2人用　　　　　　　（中）

厚紙（贈答用化粧箱など） 一般ごみ 段ボールではないもの 3人用以上　　　　　（大）

圧力鍋 不燃ごみ ソファ以外 粗大ごみ パイプイスなど　　　（小）

一般ごみ 紙などにしみこます、または固めて 袋に入る 一般ごみ 直接搬入はP9「枝木類」参照

廃食用油 ボトルなどに詰めて、役場の回収タンクへ 袋に入らない 粗大ごみ P9「枝木類」参照　（小）

油紙 一般ごみ 袋に入る 不燃ごみ
油こし 不燃ごみ
油さし 不燃ごみ

袋に入る 一般ごみ 一輪車 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ ひもで束ねて　　   　　（小） 一升びん 空きびん 汚れをきれいに落として
袋に入る 不燃ごみ 糸 一般ごみ 繊維の材質を問わず
袋に入らない 粗大ごみ （小） 中がきれい 空き缶 汚れをきれいに落として

編み機 粗大ごみ （小） 中が汚い 不燃ごみ
アルバム 一般ごみ 木製またはスチール製以外（小）

不燃ごみ 木製またはスチール製　　（中）

袋に入る 不燃ごみ タイヤをはずして 最大の辺が2m以内 粗大ごみ (大）
袋に入らない 粗大ごみ タイヤをはずして　4本につき（中） 上記以上のもの 収集できません 町民生活課へご相談ください

不燃ごみ 汚れているもの 一般ごみ
泡立て器（電動式） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 汚れていないもの 布　類 P11「布類」参照

安全ピン 不燃ごみ イヤホン 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

アンダーシャツ 布　類 P11「布類」参照 衣類乾燥機 収集できません P14「家電製品」参照
袋に入る 不燃ごみ 最大の辺が1m未満　（小）

袋に入らない 粗大ごみ （小） 最大の辺が1m以上　（中）

粗大ごみ

いす

あんま機

ソファ

厚さ５㎜未満 5枚まで（小）
厚さ5㎜以上　　  1枚（小）

衣類乾燥機の台 粗大ごみ

板ガラス
袋に入らない

一斗缶（食品用）

犬小屋

粗大ごみ

粗大ごみ

粗大ごみ

油（食用）

アルミはく・アルミホイル

網

網戸

泡立て器（電動含まない）

IHクッキングヒーター

アイスボックス

アイロン台

アクリル板
衣装ケース

イコライザー

アルミホイール 　〃　(犬舎、檻)

衣服

板（木）

アンプ

アンテナ



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
い 印鑑 一般ごみ 金属を使用しているものは不燃ごみ え 鉛筆 一般ごみ

印鑑ケース 不燃ごみ 鉛筆削り器 不燃ごみ
インク 一般ごみ 紙などにしみこませて 鉛筆削り器（電動） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

不燃ごみ なるべく販売店の回収ボックスへ お オイル缶 不燃ごみ 中身を使い切って

生ごみ 袋から出して 最大の辺が1.5m未満　（中）

う 植木鉢 不燃ごみ 陶磁器、プラスチックともに 最大の辺が1.5m以上　（大）

不燃ごみ
ウォーターベッド 粗大ごみ 中の水を抜いて　　　（小）

浮き輪（浮き袋） 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

うす（木製） 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （中）

うちわ 一般ごみ オーブントースター 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

腕時計 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 おけ（桶） 不燃ごみ
うにの殻 生ごみ お茶がら 生ごみ ティーバッグ入りは袋から出して

運動靴 不燃ごみ おたま 不燃ごみ 木製は一般ごみ

え エアコン 収集できません P14「家電製品」参照 袋に入る 不燃ごみ
液晶テレビ 収集できません P14「家電製品」参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）

袋に入る 一般ごみ 直接搬入はP9の「枝木類」参照 帯 布　類 P11「布類」参照
袋に入らない 粗大ごみ P9「枝木類」参照　（小） 汚物入れ 一般ごみ 衛生面から一般ごみ

おぼん 不燃ごみ 木製は一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ 汚れを落として

汚れているもの 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ 汚れを落として　　　 （小）

汚れていないもの 布　類 P11「布類」参照 おむつ 一般ごみ 汚物はトイレに流して

MO 不燃ごみ 紙・布製 一般ごみ
MD（ミニディスク） 不燃ごみ 紙・布製以外 不燃ごみ 金属・プラスチック・ゴム製など

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 電気式 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ 布と木でできている物は一般ごみ

えもん掛け 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

LD（レーザーディスク） 不燃ごみ 電子オルガン 粗大ごみ (大）
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 電子オルガン以外 粗大ごみ （中）
袋に入らない 粗大ごみ （小） おろし金 不燃ごみ

エレクトーン 粗大ごみ (大） 水銀不使用 不燃ごみ
延長コード 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 水銀使用 乾電池・蛍光管 乾電池回収ボックスへ　P10参照

煙突 袋に入る 不燃ごみ デジタル式 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 直接搬入 不燃ごみ 袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 収集依頼 粗大ごみ 1ｍのひもで束ねて1束（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

塩ビ管 袋に入る 不燃ごみ か 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 直接搬入 不燃ごみ カーテン 布　類 P11「布類」参照
袋に入らない 収集依頼 粗大ごみ

長さ２m以内で1ｍのひもで束ねて1束

（小） カーテンレール 粗大ごみ １組につき（小）

MDプレーヤー・
レコーダー

枝木

絵の具 一般ごみ
紙などにしみこませて
容器は素材に応じて分別

LDプレーヤー・
レコーダー

エプロン

インクカートリッジ（プリンター用）

おもちゃ

オートバイ

折りたたみイス

オーディオラック

温度計

オーブン

斧

おまる

収集できません
販売店または二輪車リサイクルコール
センター（050-3000-0727）へ

オルガン

温水洗浄機つき便座

カーコンポ・ナビ

粗大ごみ

ウェットスーツ

インスタントラーメン



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
か 袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ か カセットデッキ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

最大の辺が1m未満　（小） カタログ 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて

最大の辺が1m以上　（中） カチューシャ 不燃ごみ 布・木製は一般ごみ
袋に入る 一般ごみ 活性炭 一般ごみ

　～３畳　　　　　（小） カッターナイフ 不燃ごみ 刃は紙などで包んで

　～８畳　　　　　（中） かっぱ 一般ごみ
８畳を超える　　　　（大） かつら・つけ毛 一般ごみ

カーラー 不燃ごみ 家庭用ゲーム機 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

貝殻 生ごみ 家庭用ゲームソフト 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

懐中電灯 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 蚊取り線香カバー 不燃ごみ 蚊取り線香は一般ごみ
レジ袋 プラスチック類 汚れを落として。落ちない場合は一般ごみ 金づち 不燃ごみ
布・ナイロン製 一般ごみ 袋に入る 不燃ごみ 布製、ナイロン製は一般ごみ

使い捨て 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
電子レンジ加熱式 一般ごみ 花びん 不燃ごみ
ベンジン使用 不燃ごみ 燃料を抜いて 鎌 不燃ごみ 刃の部分を紙などで包んで
充電式 不燃ごみ バッテリーを抜いて かみそり 不燃ごみ 刃の部分を紙などで包んで
袋に入る 不燃ごみ 紙などで包んで 紙粘土 一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 紙袋 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ ガム 生ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） ガムテープ 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ カメラ（フィルム式） 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） カメラネガ・フィルム 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ 火薬 収集できません 専門業者へ
袋に入らない 粗大ごみ （小） カラーボックス 粗大ごみ （小）
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 最大の辺1.5ｍ未満　　（小）

袋に入らない 粗大ごみ （小） 最大の辺1.5ｍ以上　　（中）

袋に入る 不燃ごみ ガラス 不燃ごみ 紙などで包んで「ガラス」と書く

袋に入らない 粗大ごみ （小） 電動式 粗大ごみ （小）

不燃ごみ エンジン式 収集できません 販売店または処分業者へ
袋に入る 不燃ごみ 袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

最大の辺が1.5m未満　（中） 換気扇カバー 不燃ごみ
最大の辺が1.5m以上　（大） 換気扇フィルター 一般ごみ レンジフードフィルター

ガスボンベ（LP・高圧） 収集できません 販売店へ 缶切り 不燃ごみ
カセットコンロ ボンベをはずして 不燃ごみ 紙製 一般ごみ
カセットボンベ 空き缶 必ず穴を開けてガスを抜く

カセットテープ 不燃ごみ
カセットデッキ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 乾燥剤 一般ごみ

かばん

シート、ネット、プチプチ、発泡
スチロール（バラ状含む）など

カラオケ装置
（8トラック）

粗大ごみ

換気扇

プラスチック製 プラスチック類
緩衝材

カーペット

カイロ

買い物袋

ガーデンフェンス
袋に入らない 粗大ごみ

加湿器

ガスコンロ・レンジ

ガスストーブ

傘立て

袋に入らない 粗大ごみ

かけや

傘

ガス台（単体） 粗大ごみ

鏡

刈り払い機
ガスコンロレンジカバー



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
か 乾電池 乾電池・蛍光管 乾電池回収ボックスへ　P10参照 く 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

かんな 不燃ごみ 紙などで包んで 袋に入らない 粗大ごみ （小）

き 袋に入る 一般ごみ 直接搬入はP9「枝木類」参照 釘 不燃ごみ 紙などで包んで
袋に入らない 粗大ごみ P9「枝木類」参照　（小） 草 一般ごみ 土を取り除いて乾燥させて
長さ1m以内 収集できません 直接クリーンセンターへ 鎖 不燃ごみ
長さ1m以上 収集できません (有)道央リサイクル（℡45-6588）へ くし 一般ごみ

キーボード（楽器） 粗大ごみ （中） 薬 一般ごみ 容器は素材に応じて分別

小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 口紅 不燃ごみ
キーホルダー 不燃ごみ 靴 不燃ごみ
ギター 粗大ごみ （小） 靴下 布　類 P11「布類」参照

キッチンガード（アルミ製） 不燃ごみ クッション 一般ごみ
キッチンタオル・ペーパー 一般ごみ
キッチンマット 一般ごみ
きね 粗大ごみ （小） 靴中敷 一般ごみ

袋に入る 一般ごみ 靴べら 不燃ごみ
最大の辺が1m未満　（小） 靴磨き 一般ごみ
最大の辺が1m以上　（中） 首輪（ペット用） 一般ごみ 革製は不燃ごみ

着物 布　類 P11「布類」参照 袋に入る 不燃ごみ
脚立 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

キャッシュカード 一般ごみ 裁断して グラスウール 不燃ごみ
きゅうす 不燃ごみ クリアファイル 不燃ごみ

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

給油ポンプ 不燃ごみ クリスマスツリーアクセサリー 不燃ごみ ライトなど

教科書 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて クリップ 不燃ごみ
強化耐熱ガラス鍋 不燃ごみ グリル鍋 不燃ごみ

幅が1.5m未満　　　　（中） 車椅子 粗大ごみ （小）

幅が1.5m以上　　（大） クレジットカード 一般ごみ 裁断して

きり 不燃ごみ 先端を紙などで包んで クレヨン 一般ごみ
霧吹き 不燃ごみ グロー球 不燃ごみ
金魚鉢 不燃ごみ グローブ 不燃ごみ

手提げ型 不燃ごみ くわ 粗大ごみ （小）
手提げ型以外 粗大ごみ （中） 軍手 一般ごみ

金属バット 粗大ごみ （小） け 毛 一般ごみ
く 袋に入る 不燃ごみ 蛍光管 乾電池・蛍光管 買った時のケースに入れ、紙類の日に

袋に入らない 粗大ごみ （小） 蛍光ペン 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 計算機 電池を抜いて 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 携帯ゲーム機・ソフト 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

一般ごみ
残りは紙などにしみこませて
容器は素材に応じて分別

空気入れ

キーボード（デスクトップパソコン付属品）

木箱

給湯器・給水器
（電気温水器除く）

袋に入らない 粗大ごみ

クーラーボックス

熊手

クリスマスツリー

木（直径15㎝以内）

木（直径15㎝以上）

鏡台 粗大ごみ

金庫

靴墨

空気清浄機



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
け 携帯電話 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 こ 最大の辺が1.0m未満　　（中）

毛糸 一般ごみ 最大の辺が1m以上　（大）

計量カップ 不燃ごみ コピー用紙 紙　類 新聞・ちらしとまとめ、ひもで束ねて

消しゴム 不燃ごみ コミック 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて

化粧品びん 空きびん きれいに洗って ごみ取りネット 一般ごみ 洗濯用、台所排水用
袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小）

最大の辺が1.5m未満　（中） ゴム手袋 不燃ごみ
最大の辺が1.5m以上　（大） 袋に入る 不燃ごみ

電気式 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入らない 粗大ごみ 底板付きを含む　　　（中）

水銀使用 収集できません 役場町民生活課へ コルク 一般ごみ
牽引ロープ 不燃ごみ コルク抜き 不燃ごみ
剣山 不燃ごみ 紙などで包んで ５本まで　　　   　  （小）

鍵盤ハーモニカ 不燃ごみ ６本から10本まで　（中）

こ コーキング 一般ごみ 11本以上　 　　　   （大）

コーキングガン 不燃ごみ ゴルフバッグ 粗大ごみ （小）

ゴーグル 不燃ごみ コンクリートブロック 収集できません (有)道央リサイクル（℡45-6588）へ

袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ コンセント 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） コンタクトレンズ 一般ごみ

コード 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 コンタクトレンズケース 不燃ごみ
コーヒーメーカー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 不燃ごみ
こいのぼり 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

碁石 不燃ごみ コンドーム 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ コンパクト 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） コンパス 不燃ごみ 紙などで包んで
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 コンパネ 粗大ごみ 1枚　　　　　　　　（小）

袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

氷枕 不燃ごみ 合計幅が80㎝未満　（小）
袋に入る 一般ごみ 合計幅が80㎝以上　（中）
袋に入らない 粗大ごみ （小） コンポスト 粗大ごみ （小）
布団 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ

最大の辺が1m未満　（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

最大の辺が1m以上　（中） さ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
使い捨て 一般ごみ 紙製、プラスチック製問わず 袋に入らない 粗大ごみ （小）
使い捨て以外 不燃ごみ ガラス、陶器は紙などで包んで サーモスタット 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

小鉢 不燃ごみ ガラス、陶器は紙などで包んで サーフボード 粗大ごみ （小）

碁盤 一般ごみ サイクリングマシン 粗大ごみ （中）

コピー機 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 サイコロ 不燃ごみ

コート掛け

血圧計

毛染め 一般ごみ
残りは紙などにしみこませて
容器は素材に応じて分別

こたつ

袋に入らない 粗大ごみコピー機

粗大ごみ

コンポ（セット）
袋に入らない

高周波治療器

粗大ごみ

ごみ箱

ゴムボート

コンロ

ゴルフクラブ

本体・天板 粗大ごみ

工具箱

ござ

コンテナ
　（プラスチック製）

サーキュレーター
コップ

下駄箱 粗大ごみ



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
さ 座椅子 粗大ごみ （小） し 自動車 収集できません 販売店または買い取り業者へ

最大の辺が1.5m未満　（中） 竹刀 粗大ごみ （小）
最大の辺が1.5m以上　（大） 手押し式 粗大ごみ （小）

サインペン 不燃ごみ 電動式 粗大ごみ （中）

作業服 布　類 P11「布類」参照 エンジン式 収集できません 販売店または処分業者へ
袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ ジャージ 布　類 P11「布類」参照

最大の辺が1m未満　（小） シャープペンシル 不燃ごみ
最大の辺が1m以上　（中） シャツ 布　類 P11「布類」参照

雑草 一般ごみ 土を落として 袋に入る 不燃ごみ
座布団 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

サポーター 一般ごみ しゃもじ 不燃ごみ 木製は一般ごみ

不燃ごみ アルミ製 シャンプードレッサー 粗大ごみ (大）

一般ごみ アルミ製以外 ジューサーミキサー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
上記以外 不燃ごみ ガラス、陶器は紙などで包んで 週刊誌 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて

一般ごみ 紙などにしみこます、または固めて 袋に入る 一般ごみ
廃食用油 ボトルなどに詰めて、役場の回収タンクへ 　～３畳　　　　　（小）

竹製 一般ごみ 　～８畳　　　　　（中）
金属・プラスチック製 不燃ごみ ８畳を超える　　　　（大）

三角コーナー 不燃ごみ 数珠 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 朱肉 一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小）

サングラス 不燃ごみ
サンダル 不燃ごみ 定規 不燃ごみ
三輪車 粗大ごみ （小） 将棋の駒 不燃ごみ 木製は一般ごみ

し シーツ 布　類 P11「布類」参照 将棋盤 一般ごみ
CD（コンパクトディスク） 不燃ごみ 障子 粗大ごみ １枚につき　　　　　（小）

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 消臭剤 固形のもの 一般ごみ 液状のものは紙などにしみこませて

袋に入らない 粗大ごみ （小） スプレー缶 不燃ごみ 中身を使い切って、穴を開ける

ジーンズ 布　類 P11「布類」参照 　　マークあり プラスチック類 中の汚れを落として

シェーバー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 浄水器 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

磁石 不燃ごみ 浄水器のフィルター 一般ごみ
下着 布　類 P11「布類」参照 しょうのう 一般ごみ
下敷き 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 蛍光管、電球をはずして

しちりん 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ 蛍光管、電球をはずして　（小）

袋に入る 不燃ごみ 醤油さし 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ

湿布 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

自転車 粗大ごみ （小） 食卓テーブル 粗大ごみ 最大の辺が1m未満　（小）

芝刈り機

消火器

袋に入らない 粗大ごみ

皿

柵

サイドボード 粗大ごみ

袋に入らない 粗大ごみ

CDプレーヤー・
　　　ラジカセ

室内用物干し

三脚

消臭剤の容器

照明器具

じょうろ

サラダ油

ざる

シャベル

じゅうたん

使い捨て

販売店またはエコリサイクルセン
ター（0120-822-306）へ

収集できません



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
し 食卓テーブル 粗大ごみ 最大の辺が1m以上　（中） す 袋に入る 不燃ごみ

アルミ製 不燃ごみ 汚れを落として 袋に入らない 粗大ごみ （小）
　　マークあり プラスチック類 汚れが落ちないものは一般ごみ スキー靴 不燃ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 スキー手袋 布　類 P11「布類」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） すきまテープ 一般ごみ

除湿剤 一般ごみ ジェル状、固形状のもの スキャナー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

除湿剤の容器 　　マークあり プラスチック類

電動式 粗大ごみ （中）
エンジン式 収集できません 販売店または処分業者へ スケートボード 粗大ごみ （小）

不燃ごみ アルミ製 袋に入る 不燃ごみ
一般ごみ アルミ製以外 袋に入らない 粗大ごみ （小）

上記以外 不燃ごみ ガラス、陶器は紙などで包んで 袋に入る 一般ごみ 木製のみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） すずり 不燃ごみ

最大の辺が1.5m未満　（中） すずらんテープ 一般ごみ
最大の辺が1.5m以上　（大） スタイロフォーム 不燃ごみ

輸液バッグ プラスチック類 　　マークあり 袋に入る 一般ごみ
チューブ 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

す スーツ 布　類 P11「布類」参照 袋に入る 不燃ごみ
水銀使用 乾電池・蛍光管 乾電池回収ボックスへ　P10参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）
水銀不使用 不燃ごみ スタンプ台 不燃ごみ
デジタル式 不燃ごみ 電池を抜いて スチールウール 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ 最大の辺が1.5m未満　（中）

最大の辺が1m未満　（小） 最大の辺が1.5m以上　（大）

最大の辺が1m以上　（中） 袋に入る 不燃ごみ タイヤをはずして

水中眼鏡 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ タイヤをはずして　4本につき（中）

水筒 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

炊飯器 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 合計幅が80㎝未満　（小）
袋に入る 不燃ごみ 合計幅が80㎝以上　（中）
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ

スカート 布　類 P11「布類」参照 袋に入らない 粗大ごみ 燃料を抜いて　　　　（小）

図鑑 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

スキー板（単品　金具つき） 粗大ごみ 1セット（2本）　　（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

スキーストック（単品） 粗大ごみ 1セット（2本）　　（小） ストーブガード 粗大ごみ （小）

スキーセット（板・金具・ストック） 粗大ごみ 1セット　　　　　　（小） ストッキング 布　類 P11「布類」参照

スキーウェア 布　類 P11「布類」参照 ストロー 一般ごみ

スタンドミラー

食器洗い洗浄機

人工透析

食器棚 粗大ごみ

使い捨て

食器洗い乾燥機

スチール棚

スコップ

スキーキャリア

スクーター

すだれ

水槽
袋に入らない

除雪機

食器

プラスチック類

粗大ごみ

ステレオ
（セット）

収集できません

粗大ごみ

食品トレー

除湿機

水温計

スーツケース

販売店または二輪車リサイクルコール
センター（050-3000-0727）へ

お寿司を買ってきた場合に入っ
ているプラスチック製のもの寿司おけ

袋に入る
　 マークあり

スチールホイール

袋に入らない

ストーブ
（石油・ガス）

ストーブ（電気）

粗大ごみ



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
す スニーカー 不燃ごみ せ セメント 不燃ごみ

スノーダンプ 粗大ごみ （小） 未使用 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ 灰 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 洗剤用計量スプーン 一般ごみ
袋に入る 不燃ごみ 袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

スノーボード板（ビンディングつき） 粗大ごみ （小） 洗浄綿 一般ごみ
スノーボードブーツ 不燃ごみ 洗濯板 不燃ごみ 木製は一般ごみ

袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ 袋に入る 不燃ごみ 竹製は一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

スパイクシューズ 不燃ごみ 洗濯機 収集できません P14「家電製品」参照

スパナ 不燃ごみ 洗濯ネット 一般ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 洗濯ばさみ 不燃ごみ

高さが60㎝未満　　（小） 栓抜き 不燃ごみ
高さが60㎝以上　　（中） 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

プラスチック製 一般ごみ 木製も 袋に入らない 粗大ごみ （小）
金属製 不燃ごみ 洗面器 不燃ごみ

スプレー缶 不燃ごみ 中身を使い切って、穴を開ける 洗面化粧台 粗大ごみ (大）

滑り台（家庭用) 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ 先端を紙などで包んで

スポンジ 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 そ 造花 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 双眼鏡 不燃ごみ
未使用 一般ごみ ぞうきん 一般ごみ
灰 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

スリッパ 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

すり鉢 不燃ごみ 紙などで包んで 掃除機用ごみパック 一般ごみ
せ セーター 布　類 P11「布類」参照 1人用　　　　　　　（小）

製氷皿 不燃ごみ 2人用                 　（中）

生理用ナプキン 一般ごみ 3人用以上            　（大）

石油 収集できません 販売店へ ソファベッド 粗大ごみ (大）

石炭 不燃ごみ そり 粗大ごみ （小）

石鹸 一般ごみ そろばん 一般ごみ プラスチック製は不燃ごみ

石膏・石膏ボード 不燃ごみ た 水銀使用 乾電池・蛍光管 乾電池回収ボックスへ

瀬戸物 不燃ごみ 紙などで包んで デジタル式 小型電子機器 電池を抜いて
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 長さまたは直径が1m未満　（小）

セロハン 一般ごみ 長さまたは直径が1m以上　（中）

セロハンテープ 一般ごみ 体脂肪計 小型電子機器 電池を抜いて

粗大ごみ袋に入らない

洗車ブラシ

体温計

太鼓

洗濯かご

扇風機

ズボンプレッサー

炭

袋に入らない

すのこ

スノーヘルパー

粗大ごみ

スプーン

スピーカー
（2本1セット）

線香
スノーブラシ

剪定ばさみ

セラミックヒーター

ソファ 粗大ごみ

掃除機



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
た 袋に入る 不燃ごみ 電池を抜いて た タンポン 一般ごみ

袋に入らない 粗大ごみ （小） ち チェーン 不燃ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

台所マット 一般ごみ 　　〃　　（エンジン式） 収集できません 販売店または処分業者へ

耐熱食器 不燃ごみ ガラス製も 袋に入る 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ
自転車用 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
自転車用以外 収集できません 販売店へ 茶殻入れ 不燃ごみ

タイル 不燃ごみ 茶こし 不燃ごみ
ダイレクトメール 一般ごみ 最大の辺が1.5m未満　（中）

ダウンジャケット・コート 布　類 P11「布類」参照 最大の辺が1.5m以上　　（大）

タオル掛け 不燃ごみ 木製は一般ごみ 茶碗 不燃ごみ 紙などで包んで

タオル類 布　類 P11「布類」参照 中華なべ 不燃ごみ
高枝切りバサミ 粗大ごみ （小） 注射器・針 収集できません 処方を受けた病院へ

竹串 一般ごみ 紙などで包んで チョーク 一般ごみ
竹ほうき 粗大ごみ （小） 超合金おもちゃ 不燃ごみ
畳 粗大ごみ （小） 彫刻刀 不燃ごみ ケースがない場合は紙などで包んで

卓球台 粗大ごみ (大） 最大の辺が1.5m未満　（中）

脱脂綿 一般ごみ 最大の辺が1.5m以上　　（大）

DAT（デジタルオーディオテープ） 不燃ごみ ちりとり 不燃ごみ
タッパー 不燃ごみ つ ついたて 粗大ごみ （小）

建具（玄関ドア以外） 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ

たばこの吸い殻 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

たばこ用パイプフィルター 不燃ごみ 使い捨てカイロ 不燃ごみ
足袋 一般ごみ 使い捨てライター 不燃ごみ ガスを必ず抜いて

卵の殻 生ごみ 使い捨てアルミ鍋・プレート 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 両袖以外 （中）
袋に入らない 粗大ごみ （小） 両袖 (大）
袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ 付け毛 一般ごみ

高さまたは直径が1m未満　（小） 袋に入る 不燃ごみ
高さまたは直径が1m以上　（中） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

たわし 一般ごみ 金属、ナイロン、アクリル製は不燃ごみ 壷 不燃ごみ 紙などで包んで

単行本 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて つまようじ 一般ごみ 紙などで包んで
最大の辺が1.5m未満　（中） 積み木 一般ごみ プラスチック製は不燃ごみ
最大の辺が1.5m以上　　（大） 爪切り 不燃ごみ

たんすシート 一般ごみ 釣り糸（テグス） 一般ごみ

チェーンソー
　　  （電動式）

地球儀

チャイルドシート

茶だんす

つえ

粗大ごみ

漬け物樽

粗大ごみ机

たんす 粗大ごみ

体重計

樽
袋に入らない 粗大ごみ

タイヤ

たらい

タイプライター

粗大ごみ

調理台（単体）

体重計（電池式）



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
つ 釣りおもり 不燃ごみ て 電気シェーバー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

袋に入る 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

釣り針（仕掛け、ルアー） 不燃ごみ 紙などで包んで 電気ポット 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

釣りリール 不燃ごみ 電動はバッテリーを抜いて 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

つるはし 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

て 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

テープ類（粘着テープ） 一般ごみ 電球（白熱球・蛍光管） 乾電池・蛍光管 買った時のケースに入れ、紙類の日に

袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

最大の辺が1m未満　（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）
最大の辺が1m以上　　（中） 電子ピアノ 粗大ごみ （中）

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （中）

ティーバッグ 一般ごみ 最大の辺が1m未満　（小）

DVD 不燃ごみ 最大の辺が1m以上　　（中）

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 電卓 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 一般ごみ テント本体、フライシート

ティッシュペーパー 一般ごみ 不燃ごみ ポール、ペグ

デジタルカメラ・ビデオカメラ 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 キャンプ用　　　　　　（小）

袋に入る 不燃ごみ 中敷き、下敷きは一般ごみ イベント用　　　　　　（大）

袋に入らない 粗大ごみ （小） 電動アシスト自転車 粗大ごみ バッテリーは販売店へ　（小）

手帳 一般ごみ 電動歯ブラシ 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

鉄アレイ 不燃ごみ 一般ごみ 紙などにしみこます、または固めて

デッキブラシ 粗大ごみ （小） 廃食用油 ボトルなどに詰めて、役場の回収タンクへ

袋に入る 不燃ごみ 天ぷら油ガード 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ 長さが1.8ｍまで　1枚（小） 電話機 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ 最大の辺が1m未満　   （小）

袋に入らない 粗大ごみ （小） 最大の辺が1m以上　　（中）

手袋 布　類 P11「布類」参照 電話帳 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて

テレビ 収集できません P14「家電製品」参照 と 砥石 不燃ごみ
テレビゲーム機・ゲームソフト 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 トイレシート（ペット用） 一般ごみ 糞は取り除いてトイレへ

袋に入る 最大の辺が1m未満　（小） トイレブラシ 一般ごみ 衛生面から一般ごみ
袋に入らない 最大の辺が1m以上　　（中） 陶磁器類 不燃ごみ 紙などで包んで

電気温水器 収集できません 販売店へ 動物の死体 一般ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 とうもろこしの芯 生ごみ

　～３畳　　　　　（小） 灯油 収集できません 販売店へ

　～８畳　　　　　（中） 灯油タンク 袋に入る 不燃ごみ 灯油を抜いて

電気ストーブ

粗大ごみ

デスクマット

天ぷら油

電話台

テント
袋に入る

袋に入らない 粗大ごみ

鉄板

DVDプレーヤー

粗大ごみ

釣り竿

電気毛布

電気餅つき機低周波治療器

テーブル
袋に入らない 粗大ごみ

電子レンジテープレコーダー

袋に入らない 粗大ごみ

電磁調理器
（IHクッキングヒーター）

電子レンジ台

テニスラケット

テレビ台

電気カーペット

粗大ごみ



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
と 容量25ℓ以下　　　　（小） な なた 不燃ごみ

容量26ℓ～90ℓ　　（中） 鍋 不燃ごみ
鍋敷き 不燃ごみ 布製は一般ごみ

生花 一般ごみ
トースター 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 不燃ごみ

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入る 不燃ごみ 縄 一般ごみ

に 肉たたき 不燃ごみ
ニッパー 不燃ごみ

土鍋 不燃ごみ 人形 不燃ごみ 布・木製は一般ごみ

土のう袋 不燃ごみ 中身を捨てて　麻製は一般ごみ 袋に入る 不燃ごみ
ドライバー 不燃ごみ 最大の辺が1m未満　（小）

ドライヤー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 最大の辺が1m以上　（中）

袋に入る 不燃ごみ ぬ 電池不使用 一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ １点につき　　　　　（小） 電池使用 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

ドラム（延長コード） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）

ドラム缶 収集できません 灯油販売店または処分業者へ ね ネクタイ 一般ごみ
トランシーバー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 猫砂 一般ごみ 糞はトイレへ

袋に入る 不燃ごみ ねじ 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 粘着式 一般ごみ ネズミはついたままでもOK

袋に入る 不燃ごみ 金属かご 不燃ごみ ネズミは一般ごみへ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ

ドリッパー 不燃ごみ 　　マークあり プラスチック類 玉ねぎ、みかんなどの網袋

ドリップ用コーヒーフィルター 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ ひもで束ねて　　　　（小）

幅が1.5m未満　　　　（中） 寝袋 一般ごみ
幅が1.5m以上　       　（大） 粘土 不燃ごみ 紙粘土は一般ごみ

の ノート 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて

ノートパソコン 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入る 不燃ごみ 農業用機械 収集できません 販売店または処分業者へ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 農薬 収集できません 販売店または処分業者へ

トンネル（家庭菜園用フィルム） 一般ごみ 農家以外の家庭菜園使用に限る 袋に入る 不燃ごみ 刃を紙などで包んで

トンネル支柱 不燃ごみ 農家以外の家庭菜園使用に限る 袋に入らない 粗大ごみ （小）

な ナイフ 不燃ごみ 紙などで包んで のみ 不燃ごみ 先端を紙などで包んで

苗用ポット 　 マークあり プラスチック類 汚れを落として　家庭菜園用のみ のり（接着剤） 一般ごみ 固まってしまったもの

長靴 不燃ごみ は 歯（入れ歯） 一般ごみ
最大の辺が1.5m未満　（中） 袋に入る 不燃ごみ
最大の辺が1.5m以上　（大） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

容量91ℓ以上は販売店か灯油
販売店、または処分業者へ

鳥かご

トロフィー

袋に入らない 粗大ごみ

袋に入らない 収集できません

トタン板
（プラスチック、ブリキ）

不燃ごみ

袋に入らない

トランペット

ドレッサー

袋に入らない 粗大ごみ

ドラム（楽器）

時計
収集依頼は束ねて５枚まで（小）
直接搬入の場合は10㎏につき200円

ネット

バーベキューコンロ粗大ごみ

波板

粗大ごみ
収集依頼は束ねて５枚まで
（小）

粗大ごみ

塗料容器

袋に入らない 粗大ごみ

流し台（単体）

人形ケース

ぬいぐるみ

中身を使い切って。固まり、残り
は紙などにしみこませて一般ごみ

灯油タンク

ネズミ捕り

のこぎり



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
は は バドミントンシャトル 一般ごみ プラスチック製は不燃ごみ

袋に入る 不燃ごみ
ハーモニカ 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

灰 不燃ごみ 使用済み 一般ごみ
バイオリン 粗大ごみ （小） 未使用 収集できません 町民生活課へご相談ください

歯ブラシ 一般ごみ
バラン（弁当の緑の飾り・仕切り） 一般ごみ

灰皿 不燃ごみ 針 不燃ごみ 危険のないよう缶などに入れて

パイプイス 粗大ごみ （小） 針金 不燃ごみ
バインダー 一般ごみ ハンガー 不燃ごみ 木製は一般ごみ

ハエたたき 不燃ごみ 絆創膏 一般ごみ
はがき 一般ごみ ハンドミキサー 不燃ごみ

電池式 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 ハンドミキサー（電気式） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

電池式以外 不燃ごみ 不燃ごみ P12「小型電子機器」参照

はけ 不燃ごみ 柄が木製なら一般ごみ ハンダ・ハンダコテ 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

はさみ 不燃ごみ 先端を紙などで包んで パンプス 不燃ごみ
箸 一般ごみ ハンマー 不燃ごみ

ひ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小）

木製以外 粗大ごみ （中） ビーチサンダル 不燃ごみ
箸箱 不燃ごみ 木製は一般ごみ ピアニカ 不燃ごみ

袋に入る 不燃ごみ 竹製は一般ごみ ピアノ 収集できません 販売店へ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 髭剃り 不燃ごみ

バスブーツ 不燃ごみ 髭剃り（電気式） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
足拭き用 一般ごみ 魚籠（びく） 不燃ごみ 竹製は一般ごみ

不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

粗大ごみ 袋に入らなければ　　（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

最大の辺が1m未満　（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

最大の辺が1m以上　（中） ビデオテープ 不燃ごみ
使用済み 一般ごみ ビニールテープ 一般ごみ
未使用 収集できません 販売店へ ビニール手袋 一般ごみ

バッテリー 収集できません 販売店へ 袋に入る 一般ごみ 農家以外の家庭菜園使用に限る

発電機 収集できません 販売店または処分業者へ 袋に入らない 粗大ごみ 　　〃　　ひもで束ねて　（小）

バット 粗大ごみ （小）

バットケース 粗大ごみ （小）
　 マークあり プラスチック類 袋に入らなければ割って（きれいなもの） ビニールホース 一般ごみ リールからはずして
　 マークなし 不燃ごみ 袋に入らなければ割って 火ばさみ 不燃ごみ

バスケット

バスマット
浴室内用

パソコン

ハンダ

直接搬入は可能。不燃ごみ扱い
農家以外の家庭菜園使用に限る

バドミントンラケット

花火

BS（CS）アン
テナ・チュー
ナー

ビニールハウス
　　（フィルム）

ラック 粗大ごみ

発炎筒

はかり

収集できませんビニールハウス（鋼管）

発泡スチロール箱

販売店または二輪車リサイクルコール
センター（050-3000-0727）へ

はしご
木製 粗大ごみ

長さ1mに切って
（小）
直接搬入は10㎏につき200円

パーマ液 一般ごみ
残りは紙などにしみこませて
容器は素材に応じて分別

収集できませんバイク

パソコン（本体・ディスプレイ・周辺機器）

ビデオカメラ

ビデオデッキ



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
ひ 火鉢 不燃ごみ ふ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

ヒューズ 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

肥料袋 　　マークあり プラスチック類 汚れを落として　家庭菜園用のみ 袋に入る 一般ごみ
ピンセット 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ ひもで束ねて　　　   　（小）

ふ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 風呂釜 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （中） いす・おけ・ブーツ 不燃ごみ 木製は一般ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 粗大ごみ 袋に入らなければ　　   （小）

風船 不燃ごみ ふた 粗大ごみ （小）

封筒 一般ごみ ブロック・コンクリート片 収集できません (有)道央リサイクル（℡45-6588）へ

笛 不燃ごみ フロッピーディスク 不燃ごみ
プラスチック製 一般ごみ 木製も 袋に入る 不燃ごみ 農家以外の家庭菜園使用に限る

金属製 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

ふすま 粗大ごみ 1枚につき（小） エンジン式 収集できません 販売店または処分業者へ

筆 一般ごみ へ ヘアアイロン・ドライヤー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

筆ペン 不燃ごみ ヘアカーラー 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

ブックカバー 一般ごみ ヘアースプレー缶 不燃ごみ 中身を使い切って、穴を開ける

袋に入る 一般ごみ ヘアピン 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ 1枚につき（小） ベビーベッド 粗大ごみ （小）

布団カバー 布　類 P11「布類」参照 シングルベッド 粗大ごみ （小）
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 2段ベッド 粗大ごみ （中）
袋に入らない 粗大ごみ （小） セミダブルベッド 粗大ごみ （中）

布団たたき 不燃ごみ 木製は一般ごみ ダブルベッド 粗大ごみ (大）
袋に入る 不燃ごみ リクライニング付き 粗大ごみ (大）
袋に入らない 粗大ごみ （小） ベッド用マットレス 粗大ごみ （中）

フライ返し 不燃ごみ ペット用トイレ砂 一般ごみ 糞はトイレへ

フライパン 不燃ごみ 袋に入る 不燃ごみ
ブラインド 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

ブラウス 布　類 P11「布類」参照 ヘッドホン 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

ぶら下がり健康器 粗大ごみ （中） 袋に入る 一般ごみ
ブラシ（洗浄用） 不燃ごみ 柄が木製、トイレ用は一般ごみ

　〃　（頭髪用） 一般ごみ
プラモデル 不燃ごみ 袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ

フラワースタンド 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

ブランコ（家庭用） 粗大ごみ （中） ベビーカー 粗大ごみ （小）
袋に入る 不燃ごみ ベビー布団 一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） へら 不燃ごみ 木製は一般ごみ

フリーザー(冷凍庫） 収集できません P14「家電製品」参照 ヘルスメーター 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

厚さ５㎜未満 5枚まで（小）
厚さ5㎜以上　　  1枚（小）

ベニヤ板
袋に入らない

プリンター

ブルーシート

ファックス

ファンヒーター

フォーク（食事用）

粗大ごみ

マット（浴室内）

ベビーチェア

ベッド（本体）

布団

布団乾燥機

風呂用品

噴霧器

ペット用ケージ
　(小型のもの）

譜面台

プランター



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
へ ヘルスメーター 袋に入らない 粗大ごみ （小） ほ 歩行器 粗大ごみ （小）

ベルト 不燃ごみ ボタン 不燃ごみ 木製は一般ごみ

ヘルメット 不燃ごみ 補聴器 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

ホッチキス・針 不燃ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

袋に入る 不燃ごみ 　～３畳　　　　   　（小）

袋に入らない 粗大ごみ ふた・便座つきでOK（中） 　　～８畳　　　　　（中）

袋に入る 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

便座カバー 一般ごみ ほ乳瓶 不燃ごみ
ペンチ 不燃ごみ 生ごみ 食べ残し、調理くず

弁当箱 不燃ごみ ボブスレー 粗大ごみ （小）

ほ ホース 一般ごみ 袋に入る 不燃ごみ 中を空にして
袋に入る 不燃ごみ ホースははずして一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ ホースははずして　　（小） 袋に入る 不燃ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） ポリ袋 一般ごみ 市販されていて、買ってきたもの

ボードマーカー 不燃ごみ ボルト・ナット 不燃ごみ
ボードゲーム 一般ごみ 保冷剤 一般ごみ

容量25ℓ以下　　　　（小） 袋に入る 不燃ごみ
容量26ℓ～90ℓ　　 （中） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

本 紙　類 雑誌類でまとめ、ひもで束ねて

最大の辺が1.5m未満　   （中）

最大の辺が1.5m未満　   （中） 最大の辺が1.5m以上　　（大）

最大の辺が1.5m以上　　（大）

ボール（球） 不燃ごみ 空気を抜けるものは抜いて

ボール（容器） 不燃ごみ 木製は一般ごみ ま 麻雀パイ 不燃ごみ
ボールペン 不燃ごみ 麻雀卓 粗大ごみ （小）

ボイラー（家庭用） 粗大ごみ （小） 袋に入る 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） マイク 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入る 不燃ごみ 竹製は一般ごみ マウス（パソコン用） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） マウスパッド 不燃ごみ

帽子 布　類 P11「布類」参照 袋に入る 不燃ごみ 鉄板製

包装紙 一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ 鉄板製　　　　　　（小）

包帯 一般ごみ 鋳物・鋼板製 収集できません 町民生活課へご相談ください

防虫シート 一般ごみ マグカップ 不燃ごみ
包丁 不燃ごみ 紙などで包んで マグネットクリップ 不燃ごみ

不燃ごみ
プラスチック製チューブの場合
は一般ごみ

麻雀マット

薪ストーブ

粗大ごみ

ボンド
（金属チューブで固まったもの）

粗大ごみ

ポリタンク

ホットプレート

骨（鶏ガラ・魚の骨）

中身を使い切って。固まり、残り
は紙などにしみこませて一般ごみ

便座（単体）

不燃ごみ

ホームラック

望遠鏡

ポータブルプレーヤー

ホームタンク
粗大ごみ

ペンキの缶

便器 袋に入らない

ほうき

本棚

ホットカーペット

ポリバケツ

ホワイトボード

粗大ごみ

ホースリール

収集できません
容量91ℓ以上は販売店か灯油
販売店、または処分業者へ



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
ま 中身がプラスチック製 不燃ごみ む 虫めがね 不燃ごみ

上記以外 一般ごみ むしろ 一般ごみ
孫の手 不燃ごみ 木製は一般ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

マジック 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

マスク（呼吸用） 一般ごみ め めがね 不燃ごみ
まち針 不燃ごみ 危険のないよう缶などに入れて めがねケース 不燃ごみ

袋に入る 不燃ごみ 電池式以外 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） 電池式 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 目覚まし時計 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 綿棒 一般ごみ

マッサージチェア・ベッド 粗大ごみ (大） も 毛布 一般ごみ
マッチ 一般ごみ 餅つき機（電気） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

袋に入る 不燃ごみ 木工用ボンド（固まってしまったもの） 一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） モップ部分 一般ごみ

まな板 不燃ごみ 木製は一般ごみ 一般ごみ
魔法びん 不燃ごみ 粗大ごみ 袋に入らなければ　　（小）

ママさんダンプ 粗大ごみ （小） 不燃ごみ
豆電球 不燃ごみ 粗大ごみ 袋に入らなければ　　（小）

袋に入る 一般ごみ 農家以外の家庭菜園使用に限る 袋に入る 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ 　　〃　　ひもで束ねて　（小） 袋に入らない 粗大ごみ （小）

万年筆 不燃ごみ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

万歩計 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）

み ミキサー（ジューサー） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照
袋に入らない 粗大ごみ                 　　　　　　（中） 上記以上のもの 収集できません 町民生活課へご相談ください

水着 布　類 P11「布類」参照 袋に入る 不燃ごみ
水差し 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ 支柱も含め5本まで　　（小）

水枕 不燃ごみ 袋に入る 不燃ごみ
ミニカー 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ 竿も含め5本まで　　　（小）

袋に入る 不燃ごみ 台と一体型 粗大ごみ 1セット（2個）　　（小）
袋に入らない 粗大ごみ 1セット（2本）　　     （小） 物干し台（コンクリート） 収集できません (有)道央リサイクル（℡45-6588）へ

耳かき 不燃ごみ 木製は一般ごみ や やかん 不燃ごみ
む 麦茶のパック 一般ごみ お茶がらは生ごみ 袋に入る 不燃ごみ

蒸し器 不燃ごみ 竹製は一般ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入る 不燃ごみ やすり（金属製） 不燃ごみ サンドペーパーは一般ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） ヤッケ 布　類 P11「布類」参照

虫取りかご 不燃ごみ ゆ 郵便受け 不燃ごみ 木製は一般ごみ

虫ピン 不燃ごみ 危険のないよう缶などに入れて 浴衣 布　類 P11「布類」参照

メガホン

ミニスキー

虫取り網

マルチシート

マッサージ器
（電動式）

ミシン
（大）

物干し竿

プラスチック製の柄

モニター

高さと幅の
合計が3m以内 粗大ごみ

無線機

マッサージ器

物干し竿の支柱

焼き網

物置

モップ
木製の柄

モデルガン

マットレス
（ベッド用以外）

枕



品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分 品　　名 分別区分 出し方の注意／料金区分
ゆ 袋に入る 不燃ごみ る 自走式 粗大ごみ （中）

　～３畳　　　　　（小） 最大の辺が1.5m未満　（中）

　～８畳　　　　　（中） 最大の辺が1.5m以上　（大）

８畳を超える　　　　　（大） れ 冷蔵庫 収集できません P14「家電製品」参照
袋に入る 不燃ごみ 冷凍庫 収集できません P14「家電製品」参照
袋に入らない 粗大ごみ （小） 冷凍保存パック 一般ごみ

湯たんぽ 不燃ごみ レインコート 布　類 P11「布類」参照

湯のみ 不燃ごみ 紙などで包んで レコード 不燃ごみ
ゆりかご 粗大ごみ （小） 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 袋に入らない 粗大ごみ （小）
袋に入らない 粗大ごみ （小） レシート 一般ごみ

湯沸しポット（電気式） 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 レジ袋 　 マークあり プラスチック類 汚れを落として

よ ようじ（つまようじ） 一般ごみ レジャーシート 一般ごみ
浴槽 粗大ごみ (大） レンガ 不燃ごみ
浴槽のふた 粗大ごみ （小） れんげ 不燃ごみ 木製は一般ごみ

ら ライター 不燃ごみ 燃料を使い切る レンズ 不燃ごみ
袋に入る 不燃ごみ 木製は一般ごみ レンチ 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ （小） レンジカバー 不燃ごみ

ラジオ 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 レンジフードフィルター 一般ごみ
袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 ろ ロート（じょうご） 不燃ごみ
袋に入らない 粗大ごみ 電池を抜いて　　　　（小） ロープ 一般ごみ

ラジコンカー 不燃ごみ 電池、バッテリーを抜いて ローラースケート 不燃ごみ
　 マークなし 一般ごみ 市販されていて、買ってきたもの ろうそく 一般ごみ
　 マークあり プラスチック類 惣菜などの商品を包んでいたもの 幅が60㎝未満　　　（中）

ランタン 不燃ごみ 燃料、電池を抜いて 幅が60㎝以上　　　（大）

ランチジャー 不燃ごみ わ 袋に入る 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照

ランドセル 不燃ごみ 袋に入らない 粗大ごみ （小）

り リード（犬の鎖） 不燃ごみ ワープロリボン 不燃ごみ
リール（釣り具） 不燃ごみ ワイシャツ 布　類 P11「布類」参照

リアカー 粗大ごみ （中） ワイパー 不燃ごみ
袋に入る 最大の辺が1.0m未満　　（中） ワイヤー 不燃ごみ
袋に入らない 最大の辺が1.0m以上　　（大） ワインオープナー 不燃ごみ

リップクリーム 一般ごみ 輪ゴム 不燃ごみ
リモコン 小型電子機器 P12「小型電子機器」参照 最大の辺が1m未満　（小）

リュックサック 一般ごみ 最大の辺が1m以上　　（中）

両面テープ 一般ごみ ワックス 固形のもの 一般ごみ
る 長さが1.8m未満　　（小） 割りばし 一般ごみ

長さが1.8m以上　　（中） ワンピース 布　類 P11「布類」参照

リクライニングソファ 粗大ごみ

粗大ごみ

雪かき

ラップ

湯沸かし器

電動式

粗大ごみ

ロッカー 粗大ごみ

ワープロ

粗大ごみ

ワゴン

レコードプレーヤー

ルームランナー

ルーフボックス（車用）

床暖ソフトパネル
袋に入らない

ラケット

ラジカセ

粗大ごみ
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① 指定袋に入らないものは粗大ごみとして扱いますが、「切る」「折る」 

「曲げる」「砕く」など、ひと手間かけて素材別に分別し、袋の中に収 

まっていれば粗大ごみ扱いにはなりません。 

（直接搬入の場合も、指定袋に収まる程度に小さくすれば同様です） 
 

② この一覧には載っていないものについては、一覧に掲載されている類 

似物に準じて処分してください。粗大ごみの料金についても、類似物に 

準じてお支払いいただきます。 
 

③ 一覧の中に似たものがない場合、粗大ごみの種類は以下のとおりです。 

  最大の辺または径が 1m未満のもの  処理券（小） 

  最大の辺または径が 1m以上のもの  処理券（中） 
  ただし、機械を使わなければ持ち上げられないような重いもの、収集 

車に載せられないような大きなもの、長いものなどは収集できません。 
 

④ クリーンセンターに直接搬入する場合は、ペットボトルなどの資源ごみ 

は無料、一般ごみ・不燃ごみ及び粗大ごみについてはＰ1５の金額となり 

ます。 

（リデュース 減らす） 
  それはほんとに必要だった？ って考えてみて！ 

 → レジ袋など使わなくていいものは、なるべくもらわない 
 

（リユース 再使用する） 
 
布類は、役場町民生活課・クリーンセンターへ持ってきて！ 

→ ウエスや古着として再利用されます 
 

     （リサイクル 再生利用する） 
 

小型電子機器は、役場町民生活課へ持ってきて！ 

→ 金や銅など貴重な有用金属としてリサイクルされます 

       

ごごみみがが減減れればばＣＣＯＯ２２もも削削減減ででききまますす。。リリササイイククルルさされれるるももののはは洗洗っってて資資

源源ごごみみととししてて出出すす、、ままだだままだだ使使ええるるももののははリリササイイククルルシショョッッププややフフリリーー

ママーーケケッットトをを活活用用すするるななどど、、ままずずははででききるるここととかからら始始めめままししょょうう!!!!  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役場町民生活課生活環境班 

電話 45-6985 

上富良野町クリーンセンター 

電話 45-6455 

富良野地区清掃事業協同組合 

電話 23-3939 

株式会社 西塚清掃社 

電話 45-2312 

株式会社 西塚清掃社 

電話 45-2312 

株式会社 西塚清掃社 電話 45-2312 

有限会社 上富清掃社 電話 45-4419 

 トランスポーター株式会社 電話 39-4011 
（町内業者） 

 町内会やお友達との会合などに、役場の担当職員がお邪魔して、ごみの

ことについてお話させていただきます。お気軽に、お申し込みください。 

申し込み先：役場町民生活課自治推進班 電話 ４５－６９８５ 

 

上富良野町クリーンセンター 
 所在地 上富良野町 1586番地（日新地区）  電話 45-6455 

 受け入れ 月～土曜日の午前９時から午後４時（日曜定休 12月 31日～1月 3日は休み） 

 

クリーンセンター案内図 
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