ご協力をお願いします

ごみステーションへの
家庭ごみの出し方

﹁指定ごみ袋﹂は︑大きさによって入れられる量が

決まっています︒しかし︑中にはごみが大きくはみ

出すなど︑ルールが守られていない場合があります︒

﹁指定ごみ袋﹂を使って出すときは︑はみ出さな

いようにしてください︒

詳 し い ご み の 出 し 方 に つ い て は︑
﹁分別の手引

︲4217
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﹁分別の手引き﹂の配布場所は︑市内公共施設など︵市役所︑市役所大麻出張所︑水道庁舎︑環境事務所︑各公民館︑住区会館︶です︒

きません︒

ンターへ自己搬入をすることはで

ごみを 正し く 分 別し
火 災 事 故 を 防 ぎ ましょう
ごみを正しく分別することは大
切 で す︒ 特 に︑
﹁燃やせるごみ﹂

となりますので︑収集は大型ごみ

また︑ガスコンロは︑大型ごみ

カセット缶︑スプレー缶︑ガスラ
受付センター︵☎

や﹁燃やせないごみ﹂の中にガス
イターなど発火のおそれのあるご

へお申し込みください︒

大型ごみ

︲42

︲6000︶

みが混ざると︑ごみ処理施設や収

詳細 廃棄物対策課☎

危険ごみ

11

集車両などの火災事故につながり
大変危険で す ︒
ごみを出す前にもう一度確認を

詳 細 廃棄物対策課☎

ごみが袋に納まらず、取っ
手などを縛っていない状態

き﹂をご覧ください︒

ごみが袋に納まり、取っ手
などを縛ることのできる状態

して︑発火のおそれのあるごみは

（小型充電式電池は、
リサイクル協力店へ）
ガスコンロ・ガスレンジ

詳 細 廃棄物対策課☎ ︲4211

不適正な出し方

正しく出し ま し ょ う ︒

乾電池

ませんので︑各自で適正に処理して
ください︒
回収ボックスに入れられるもの
は︑﹁ 分 別 の 手 引 き ﹂ や 市 ホ ー ム ペ
ージなどで確認してください︒処理
方法について不明な点は︑廃棄物対
策課︵☎ ︲4211︶またはごみ
の出し方相談ダイヤル︵☎ ︲56
00︶へご相談ください︒
長く回収を続けていくためにも︑
皆さんのご協力をお願いします︒

適正な出し方

ガスカセット缶︑スプレー缶︑
ガ ス ラ イ タ ー︑ 乾 電 池 な ど は︑
﹁危険ごみ﹂の収集日に無料で収
集しています︒スプレー缶などは
できるだけ使い切り︑穴を開けず
に︑中身の見える袋に入れてごみ
ステーションへ出しましょう︒な
お︑危険ごみは︑環境クリーンセ

ルールを守って小型家電︑古着・古
布回収ボックスを利用しましょう
市では家庭から出る不用な小型家電
や古着・古布などの資源を有効活用す
るため︑市内に回収ボックスを設置し
ていますが︑近ごろ回収できないもの
が入れられていることがあります︒
ブラウン管式モニター︑食器やガラ
ス製品︑靴︑バッグ︑事業所で使用し
ていた小型家電などは市では回収でき

ガスカセット缶、
スプレー缶、
ガスライター
（中身が残っていても、
穴を開けないでください）

指定ごみ袋は
１枚からでも
購入できます。

ごみ・資源物は収集日当日、朝９時までにごみステーションに出しましょう。

号

54
コ
み
つ
べ
ご
ミえ
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吹雪や大雪のときは
次回の指定収集日に

年末年始の収集日
変更などのお知らせ

年末年始の施設開館日
(ごみの持ち込み、家具の提供)

吹雪や大雪のときは、収集車両がご
みステーションまで近づけず、収集作
業ができないことがあります。
このようなときは、次回の指定収集
日に出すようご協力をお願いします。

年末年始の収集は、休業や臨時収集日
の増設など変更がありますので、
「収集
日カレンダー」を確認ください。
「大型ご
み」やし尿のくみ取りなど、年内は混み
合いますのでご希望に添えないこともあ
ります。お早目に申し込みください。
◇燃やせるごみ、燃やせないごみ
年内は12月31日㈭まで収集し、年始
は１月４日㈪から収集を開始します。
臨時収集日は、「収集日カレンダー」
で確認してください。
◇資源物、危険ごみ
年内は12月28日㈪まで収集し、年始
は１月４日㈪から収集を開始します。
◇大型ごみの受付と収集
12月29日㈫から１月３日㈰まで休業し
ます。年内の回収を希望する方は、12
月23日㈬までに大型ごみ受付センター
（☎380‑6000）へ申し込みください。
◇し尿のくみ取りの受付と収集
年内は12月28日㈪まで行い、12月29
日㈫から１月３日㈰まで休業します。
年内の処理を希望する方は、12月12日
㈯までに道央衛生㈱（☎383‑9080）へ
お申し込みください。

◇環境クリーンセンター
片付けや引っ越しなどでごみが多量に出
た場合は、環境クリーンセンター（八幡
☎391‑0422）へ自己搬入できます。
１月１日（金・祝）から３日㈰までの休業
日を除き、９時から17時まで（12時から13
時までを除く）毎日受け入れしています。
●家庭ごみ処理手数料は10kgにつき90
円で、現金により納めてください。
「指
定ごみ袋」
「ごみ処理券」
「大型ごみ処
理シール」は使えません。
●受け入れは、江別市内より出た「燃
やせるごみ」「燃やせないごみ」「大型
ごみ」に限ります。
●事前に分別し、ご自身で持ち込みく
ださい。
●身分を証明するものの提示を求める
こともあります。
●ごみは、ご自身で指定場所に下ろし
ていただきます。
◇リサイクルバンク
展示施設は12月29日㈫から１月３日㈰ま
で休業します。年内の回収を希望される
方は、12月21日㈪午前までに江別リサイ
クル事業協同組合（☎385‑7124）へ申
し込みください。申し込みが多い場合
は、希望に添えないこともあります。

自治会や地域で行う排雪作
業時のごみ・資源物の出し方
ごみ・資源物
の収集日が、自
治会や地域で
行う排雪作業と
重なることがあ
ります。その場
合、排雪作業車や雪運搬ダンプなどで
ごみ収集車が収集路線に入れず、収集
できないことがありますので、排雪作
業日はごみ・資源物を出さないよう、
皆さんのご協力をお願いします。
また、排雪作業を予定している自治
会などにおいて、排雪作業日とごみ・
資源物の収集日が重なった場合は、事
前に廃棄物対策課へご連絡ください。
詳細 廃棄物対策課☎383‑4217

ごみ処理費

17

961,311

384,096

112,481

116,270

112,506

269,182

278,949

271,590

985,435

焼却処理場費

42,089t

42,977t

Ｈ24

Ｈ25

41,575t

４万t

３万t

0
H24
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H25

H26

︲

手数料 処理費 手数料 処理費 手数料 処理費
Ｈ26

引き続きごみの減量とリサ

395,219

イクルの推進など︑市民の皆

家庭系ごみ
処理手数料

959,779

詳細 廃棄物対策課☎

事業系ごみ
処理手数料

381,663

さんのご協力をお願いします︒

ごみの総排出量
（表2）
５万ｔ

4217

10億円

５億円

26

平成 年度のごみ処理費用と
ごみ処理手数料など

391,079

年度

378,878

表１のとおり︑平成

373,593

22

のごみ処理に要した経費は

職員給与費

億４３１５万３千円となり︑

157,037

指定ごみ袋などの家庭系およ

168,891

び事業系手数料収入の合計は

192,635

３億８４０９万６千円で︑ご

109,625

み処理経費全体の約 ％にな

109,959

15億円

ります︒これらの収入は︑ご

110,246

清掃総務費
リサイクル推進費

み処理経費に掛かる貴重な財

82,519
107,502

99,977

源として活用しています︒

1,743,153

26

また︑表２のとおり︑平成

1,729,285

1,716,028

年度のごみの総排出量は４

18億円

万１５７５トンで︑近年ほぼ

横ばいです︒

ごみ処理経費と手数料
（単位：千円）
（表1）
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