南空知公衆衛生組合

平成28年３月

ごみの分け方・出し方ガイド
当組合におきましては、住民のみなさまのご理解とご協力により、ごみの減量化・資源
化に取り組んでいます。
ごみを減量化し再資源化をより進めるには、住民のみなさまが行うごみの分別がとても
重要になってきます。
そこで、今回はごみの出し方での注意と、毎年行っている各補助事業の取り組みなどを
ご紹介いたします。

スプレー缶の排出時の

注 意

最近使用済みスプレー缶の穴開け時の人身事故、収集時の車両事故などが発生していま
す。みなさまご注意をお願いします。

確

認

注

意

その１
その２
その１

穴を開ける前に中身を確認。
振って音がしたら、中身が残っています。
「シャカ、シャカ」
「チャプチャプ」などの音。
中身を出し切る。

○シューッという音が
しなくなるまでスプ
レーボタンを押して
中身を出し切ってく
ださい。

その２

○または中身排出機構、残ガス
排出機構のキャップ、ボタン
などを使って中身を出し切っ
てください。

穴開けを行う。

風通しが良く、火気のない屋外で行ってください。室内で行うとガス
が充満して危険です。市販されている穴開け専用器具などで穴を開けてく
ださい。

ごみの出し方
穴を開けてから、不燃ごみ用大（青色袋）に入れて出してください。

穴開けが困難な方
平成27年７月１日より、高齢者の方など穴を開けることが困難な方については、最寄りの
役場や消防署にお持ちください。
●持ち込み先
①長沼町役場
②南幌町役場
③由仁町役場

℡ 0123-88-2111
℡ 011-378-2121
℡ 0123-83-3903

南空知消防組合長沼支署
南空知消防組合南幌支署
南空知消防組合由仁支署

℡ 0123-88-2819
℡ 011-378-2619
℡ 0123-83-2388

直接搬入ができない場合
○家庭から出るごみで自己搬入ができない大型・大量ごみの場合
・引っ越しや片付けで家庭から大きなごみや大量のごみが出ることがあります。
  これらのごみを処理するときには、処理施設へ自己搬入するようにお願いしています。
・自己搬入できない場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に依頼して処理していた
だくことになります。
・一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧表を掲載しましたので、ご利用ください。
   有料となっており、料金も業者によって異なる場合がありますので、利用を希望される場合は
事前に確認してください。
収集エリア
長沼町・南幌町・由仁町

業

者

名

住

所

電話番号

南空知サービス有限会社

長沼町西２線北８番地

0123-82-1677

南幌町

吉田

南幌町北町４丁目１番４号

011-378-2300

南幌町

南幌町中央３丁目４番26号

011-378-2088

長沼町中央南２丁目３番２号

0123-88-0017

長沼町・南幌町・由仁町

南幌町高齢者事業団
公益社団法人
長沼町シルバー人材センター
協業組合 エクセル三和

北広島市北の里471番地７

011-372-2011

長沼町・南幌町・由仁町

有限会社

土井総業

南幌町南11線西６番地

011-380-4177

長沼町・南幌町・由仁町

株式会社

エステック

長沼町

朝雄

便利屋 猫の手

南幌町栄町４丁目４番32号

011-378-2039

由仁町

由仁町高齢者事業団

由仁町本町326番地

0123-83-2304

長沼町・南幌町・由仁町

岩見沢清掃株式会社

岩見沢市南町７条１丁目４番９号

便利屋リサイクル大地長沼店

長沼町旭町南１丁目10一２一１

長沼町・南幌町・由仁町

株式会社

栗山町錦３丁目34−５

0126-22-4447
0123-88-1600
0123-88-3012
0123-72-3122

長沼町・南幌町・由仁町

便利屋

南幌町北町３丁目１一７

011-378-3031

長沼町・南幌町・由仁町

株式会社

長沼町しらかば１丁目６番15号

0123-88-4985

長沼町・由仁町

日東総業
大地
森サービス

○事業所から出るごみの場合
・事業所から出るごみについては、事業系一般廃棄物・産業廃棄物問わず、事業所の責任において

適正に処理しなければなりません。
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条）
  よって、事業系一般廃棄物をごみステーションに出すことはできません。
・事業系一般廃棄物を処理する場合は、一般家庭から出るごみと同様であれば、当組合で受入れできます。
  （「ごみの分け方・出し方」のしおりを参考）
・搬入方法については、当組合に直接搬入するか一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼し
てください。
  許可を持つ業者は下記のとおりです。（料金については、各業者に問い合わせてください。
）
収集エリア
長沼町・南幌町・由仁町

業

者

名

住

所

電話番号

南空知サービス有限会社

長沼町西２線北８番地

0123-82-1677

南幌町

吉田

南幌町北町４丁目１番４号

011-378-2300

南幌町

南幌町中央３丁目４番26号

011-378-2088

長沼町中央南２丁目３番２号

0123-88-0017

長沼町・南幌町・由仁町

南幌町高齢者事業団
公益社団法人
長沼町シルバー人材センター
協業組合 エクセル三和

北広島市北の里471番地７

011-372-2011

長沼町・南幌町・由仁町

有限会社

土井総業

南幌町南11線西６番地

011-380-4177

長沼町・南幌町・由仁町

株式会社

エステック

南幌町栄町４丁目４番32号

011-378-2039

長沼町・南幌町・由仁町

岩見沢清掃株式会社

岩見沢市南町７条１丁目４番９号

便利屋リサイクル大地長沼店

長沼町旭町南１丁目10−２−１

便利屋

南幌町北町３丁目１一７

0126-22-4447
0123-88-1600
0123-88-3012
011-378-3031

長沼町しらかば１丁目６番15号

0123-88-4985

長沼町

長沼町・由仁町
長沼町・南幌町・由仁町
長沼町

朝雄

便利屋 猫の手

大地

株式会社

森サービス

生ごみ堆肥化容器等の購入費補助のご案内
組合では、生ごみ減量化の取り組みにご協力していただける町民のみなさまを対象に、生ご
み堆肥化容器等の購入補助を行っています。

○助成金額
①生ごみ堆肥化容器

②電動生ごみ処理機

※容量100ℓ以上のもの。
※補助金額は、購入価格の
２分の１以内の額とし、

※補助金額は、購入価格の
２分の１以内の額とし、

上限

3,500円

○申請受付期間
○補助台数

上限

25,000円

平成28年５月２日から平成28年10月31日まで

※補助台数には限りがございます。早目に申請をお願いします。

①生ごみ堆肥化容器
・長沼町 20個 ・南幌町
・由仁町 20個

②電動生ごみ処理機
・長沼町 ８台 ・南幌町
・由仁町 ８台

20個

※１世帯につき３個まで
ただし、１世帯につき１の年度に１個のみ
補助対象となります。
※補助個数に達し次第締め切ります。

８台

※１世帯につき1台まで
※補助台数に達し次第締め切ります。

○購入までの流れ
申請書が届き次第審査をします。交付通知までに１～２週間程度かかりますので、
少しお待ちください。

役場へ申請書提出

→

審査・交付決定

→

お客さま容器購入

※購入についての詳しい情報は、各町広報誌（５月号）や南空知公衆衛生組合までお問い合わせください。

○容器等の販売店について
容器等は組合に登録している長沼・南幌・由仁町内の販売店での購入となります。
ご注意ください。

資源回収団体への奨励金交付事業のご案内
組合では、登録されている資源回収団体への奨励金事業を行っています。
まだ未登録の町内会・老人会などの団体は、登録後に活動をすると奨励金が団体の活動資金と
なります。新たに団体を作ろうと考えているみなさんの参加と新規登録をお願いします。

○奨励金について

回収業者に引き渡した資源物の総重量に対して１kg 当たり ５円の奨励金が交付。

『回収品目』
①紙
類…………………
②び ん 類…………………
③金 属 類…………………
④布
類…………………
………………………………

新聞紙・雑誌・段ボール・紙パックなど
ビール瓶など
アルミ缶・スチール缶など
洗濯済みで、雑巾の素材のもの（綿50％以上）
、針・ピン等がつい
ていないもの

組合からのお知らせ
１．直接搬入時での身元照会
最近、３町以外の方によるごみの持込みが散見されていることから、
平成27年10月１日より身元確認を行っています。
その際に、お住いの住所、町内会名や会社名、会社の所在地を明確に答えられない場合、
運転免許証などの提示を求める場合があります。
確認できない場合は、ごみの受入れはできません。みなさまのご理解とご協力をお願いい
たします。

２．ペットボトルをごみで出す時の注意
ペットボトルをごみで出す時には、キャップを取り外して出してください。
収集されないで残った袋を見ると、キャップ付きがよく見られます。

３．食品トレイ、レジ袋、発泡スチロールなどの汚れについて
まず、この容器や袋などは洗ったり、すすいでから白色袋に入れてください。
①洗う

②染みついた汚れ

※固形物などを洗い落とす。

※固形物などが残って無ければ良い。

４．組合で受入れできないごみの処分先の連絡先
①消火器を処分する場合
㈱消火器リサイクル推進センター
http://www.ferpc.jp/
受付時間 9:00～17:00（土日祝休日及び12:00～13:00を除く。）
連絡先 03-5829-6773

②オートバイを処分する場合
二輪車リサイクルコールセンター http://www.jarc.or.jp/
受付時間 9:30～17:00（土日・祝日・年末年始等を除く。）
連絡先 050-3000-0727

③家庭用の使用済みパソコンを処分する場合
不用になったパソコンは、メーカーが回収・リサイクルをします。
・ＰＣリサイクルマークが付いている… ……………… メーカーが無償回収

※平成15年 (2003年 )10月以降に販売された家庭向けパソコンに貼付けされています。

・ＰＣリサイクルマークがついてないパソコン… …… お客様が負担
①メーカーがわかる場合… …………………………… メーカーに直接申込み
②メーカーが無い、わからない場合… ……………… パソコン３Ｒ推進協会へ申込み
連絡先
一般社団法人 パソコン３Ｒ推進協会
http://www.pc3r.jp/
℡03-5282-7685

