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市では収集しないごみ市では収集しないごみ  
次の品目は市では収集しません。記載の業者等に直接処理を依頼してください。(有料)  
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江別市から 
のお知らせ 

びん 
ふたをはずし、 

軽く水ですすぐ 

 

 

 

 

 

かん 
軽く水ですすぎ、 

アルミ缶は軽く 

つぶす 

 

 

 

 

ペットボトル 
ふたをはずし、 

軽く水ですすぎ、 

足で軽くつぶし、 

帯をはずす 

 

白色トレイ 
ラップなどを取り 

除き、軽く水です 

すぐ 

 

 

 

 

紙パック 
軽く水ですすぎ、 

開いて乾かす 

 

 

 

透明又は半透明で中身が容易に見える袋（レジ袋や市販の袋

など）を使って、上記の品目ごとに別袋にして出してくださ

い。米袋や肥料袋などの厚い袋は使用できません。 

スプレーかん、ガスカセットかん 
○缶の中身を完全に使い切ってください。 

○中身が容易に見える透明や半透明の袋に 

 一緒に入れて出します。 

乾電池、水銀体温計、水銀温度計、ガスライ

ター、オイルライター 
○ライターは、完全に使い切ってください。 

○中身が容易に見える透明や半透明の 

 袋に一緒に入れて出します。 

○ニッカド電池など充電できる電池や 

 ボタン電池は収集しません。販売店 

 に戻してください。 

蛍光管 
○購入時の紙箱や保護ケースに入れるなど、 

 割れないようにして出してください。 

●テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、エアコン 

 （家電リサイクル対象品） 

○買い換えする販売店 

○購入した販売店 

○江別リサイクル事業協同組合（電話 385-7124） 

○家電リサイクルコールセンター（電話886-0148） 

●パソコン本体、ディスプレイ 

（パソコンリサイクル対象品） 

○各パソコンメーカー 

○自作パソコンやメーカー不明のパソコンは、 

  パソコン３R推進センター（電話03-5282-7685） 

○江別リサイクル事業協同組合（電話 385-7124） 

●引っ越しごみなど多量のごみ 

●臼、レンガ、ブロックなどの硬い素材のもの 

○江別リサイクル事業協同組合（電話 385-7124） 

○環境クリーンセンターに自分で直接搬入 

●長さ1m、径10cm、厚さ10cm、束にした径50cmを超える剪定木・廃材など 

●長さが2mを超えるチェーン・針金類・電気コード・ロープ・ホースなど 

●長さ１ｍ、径10cm、束にした径が10cmを超える金属製パイプ類 

●長さ1m、径10cm、束にした径20cmを超えるプラスチック製パイプ類 

○江別リサイクル事業協同組合（電話 385-7124） 

●オルガン、浴槽、乾燥機、家具類などの大型のもの 

●ストーブ、給湯器などガス・石油・石炭を使用する製品 

●灯油タンクで容量が90ﾘｯﾄﾙを超えるもの 

●車のホイール、バイク、鉄アレイなどの金属製品 

●ドラム缶、ゴムタイヤ、消火器、電子レンジなど 

●業務用コピー機、業務用ファクシミリなど 

●ワープロ専用機（ＣＲＴディスプレイのもの）など 

●農薬、劇毒物、火薬類（花火を除く） 

○江別リサイクル事業協同組合（電話 385-7124） 

●ニッカド電池など充電できる電池 

●ボタン電池、バッテリー 

●携帯電話 

●プロパンなどのガスボンベ類 

○販売店 

●ガソリン、灯油など石油類 

●塗料、エンジンオイルなど 

○販売店または環境事務所（電話383-4196）に相談 



リサイクルバンクリサイクルバンク 

 

◆使える不用品を無料で回収します 
  不用になった家具、電化製品、厨房器具、スポーツ用品、ベビー用品などで、修理・補修等をしないで 

 そのまま再利用可能な物を、リサイクルバンクにご提供ください。無料で回収し、希望する市民に再利用 

 していただきます。 

  回収をご希望の方は、環境事務所減量推進課（電話383-4211）までご連絡ください。 

  なお、製造日からの経過年数や品目によって一部お取扱いできない場合がありますので 

 ご了承ください。 

◆品物の再利用 
  回収した品物は、環境事務所敷地内にあるリサイクルバンク 

 に展示し、市内に居住する１５歳以上の方がひとり年間５点ま 

 で無料で再利用できます。 

  開館時間は、毎週月曜日・水曜日・木曜日・金曜日（祝日を 

 除く）の午前10時～12時、午後1時～4時です。 

◆品物の修理・調整等は行っていません 
  リサイクルバンクに展示している品物は、提供い 
 ただいたままの状態であり、市では修理・調整等を 

 一切行っていません。 

  必ず現状を確認し、以上の点をご了解の上でお持 

 ちください。 

自治会などが行う集団資源回収自治会などが行う集団資源回収 
 

ルール違反のごみルール違反のごみ 
 
指定ごみ袋・ごみ処理券を

使っていないもの 

⇓ 
燃やせるごみ・燃やせないご

みは、指定ごみ袋・ごみ処理

券を使って出してください。 

収集日でない日に出 

されたごみや資源物 

⇓ 
収集日を確認して出 

してください。 

分別が不適切なご 

みや資源物 

⇓ 
きちんと分別して 

出してください。 

中身が見えない袋やダン

ボールなどで出された資

源物や危険ごみ 

⇓ 
品目別に透明・半透明の

袋で出してください。 

収集車が収集した後に

出されたごみや資源物 

⇓ 
朝９時までに出してく

ださい。 

自治会などの団体が自主的な活動として資源回収に取り組んでいます。積極的に活用してリサイクルを進めていきましょう。 

集団資源回収の利点・その１ 

 新聞紙・雑誌・ダンボール・紙箱類

などは、市の資源物収集では取り扱っ

ていないため、有料の燃やせるごみと

なりますが、集団資源回収に出すと、

無料で処分できることとなります。 

集団資源回収の利点・その２ 

 集団資源回収は、資源物を回収業者に

売り渡す方式のため、売却収入が実施団

体に入るほか、回収実績に応じて市から

奨励金を実施団体に交付しており、回収

するほど団体の収入が増えます。 

集団資源回収の利点・その３ 

 地球上の資源には限りがあります。

リサイクルを進めることにより、資源

を節約し有効に活用して、次の 

世代に引き継いでいく 

ことができます。 

 集団資源回収は各団体の自主的な事業であり、回収品目、回収方法、回収日などは、それぞれで独自に決

めています。出し方などの詳しいことは、各団体の役員の方やご近所の方などにお問い合わせください。 

新聞紙・雑誌・ダンボール・紙箱類などは集団資源回収へ 
 これらは、市が収集する資源物ではありません。やむを得ず市のご

み収集に出す場合は、「燃やせるごみ」の日に、有料の指定ごみ袋や

ごみ処理券を使って出すこととなりますので、ご注意ください。 

びん・かん・紙パックは、なるべく集団資源回収へ 
 これらは、市の資源物収集と集団資源回収のどちらにも

出すことができますが、みなさんの自主的な活動を推進す

るために、集団資源回収を積極的に活用してください。 

（江別市工栄町１４番地の３ 

 環境事務所敷地内） 

ご注意ください。こんな 

ごみは収集できません。 

公共ごみ・公共ごみ袋公共ごみ・公共ごみ袋 
 
「公共ごみ」とは 

○地域一斉清掃のごみ 

○公園・道路の清掃奉仕 

 などボランティア活動 

 によるごみ 

○公園などから飛散した 

 落ち葉など 

○自治会館の中や敷地の 

 清掃によるごみ 

○飲食を伴わない自治会 

 の催しによるごみ 

「公共ごみ」の出し方 
○燃やせるごみと燃やせないごみと 

 に分けて公共ごみ袋に入れ、それ 

 ぞれの収集日に出してください。 

○地域一斉清掃などの場合は、通常 

 の収集とは別に収集しますので、 

 燃やせるごみと燃やせないごみと 

 に分けて、ごみステーション以外 

 の場所にまとめ、環境事務所にご 

 連絡ください。  

「公共ごみ袋」の配布場所 
各自治会の担当者（美化推進員など） 

市環境課（市役所本庁舎２階） 

環境事務所（工栄町14番地） 

豊幌地区センター（豊幌686-10） 

区画整理記念会館（朝日町11-12） 

元町地区センター（元町1-2） 

野幌公会堂（野幌代々木町54） 

野幌鉄南地区センター（東野幌本町62-1） 

文京台地区センター（文京台7-4） 

大麻東地区センター（大麻東町13-11） 

大麻西地区センター（大麻沢町26-2）  

公共ごみ袋 



  住所 店名 

あ あけぼの町１４番地の１０ 江別米穀 あけぼの店 

      １９番地の１１ 加藤商店 

 あさひが丘７番地の１２ セイコーマート 東野幌店 

 朝日町１１番地の１ キョーエースーパー 朝日町店 

    ２０番地の１５ セイコーマート やよい 

    ２０番地 ホームセンターいとう 

い 一番町１６番地の６ 江別米穀 一番町店 

    ３０番地の２３ セブンイレブン 江別一番町店 

    ７番地の３３ 山本商店 

    １番地の３ ローソン 江別一番町店 

お 大麻７０番地の２５ セイコーマート 大麻店 

   １０８番地 セブンイレブン 大麻高校東店 

   ６７番地の１ ビッグハウス 大麻店 

 大麻泉町５番地の１ セイコーマート 泉町店 

 大麻北町５１９番地の２ ホクレンショップ 大麻北町店 

 大麻新町２２番地の５ マルヤマ薬局 

 大麻中町２番地の４５ 靴のながはま 

     １番地の７ 生活応援館 プライス大麻店 

     １番地の３７ 大貴堂 

     ２６番地の９ ラルズストアー 大麻駅前店 

 大麻晴美町１０番地の１０ セブンイレブン 江別大麻晴美町店 

 大麻東町１３番地の５２ アクトリー北海道 

     １５番地の８ 江別米穀 大麻１２丁目店 

     １３番地の９ 岸本ふとん店 

     １３番地の１１ スーパージョイ 大麻店 

     １４番地の６ セイコーマート 大麻東町店 

     １４番地の５ ツルハドラッグ 大麻店 

 大麻元町１６８番地の８４ セイコーマート 大麻元町店 

か 上江別４２７番地の１ アインズ 上江別店 

    ４２７番地の４１ りょーゆー 上江別店 

 上江別西町２番地の１ サンウェル 上江別店 

      ５０番地の３ セイコーマート 上江別西町店 

      ４２番地の２３ セブンイレブン 上江別西町店 

      ９番地の１ ファミリーショップこばやし 

 上江別南町５２番地の６ セイコーマート ゆめみ野店 

      ２番地の１６ セブンイレブン 上江別店 

こ 工栄町１５番地の１ 江別工業団地簡易郵便局 

    ６番地の１７ 江別ビル管理(株) 

    ６番地の３ 道央衛生 

さ 幸町２２番地 （株）おかむら 谷藤病院売店 

   ３５番地 ポスフール 江別店 

し 篠津５２番地の１ Ａコープ 江北店 

じ 六条８丁目１番地 Ａコープ 江別店 

 四条３丁目２０番地 大山商店 

 五条４丁目１番地 曲〆林数男商店 

た 高砂町６番地 江別市役所売店 

    ２５番地の１０ スパー 江別高砂店 

ち 中央町２９番地の１０ セイコーマート 江別中央店 

つ 対雁１１５番地の６１ まるは久保商店 

と 東光町２５番地の８ セイコーマート こざわ店 

    １００番地の１ セブンイレブン 江別東光町店 

 豊幌美咲町３番地の１３ セイコーマート 豊幌店 

      １８番地の２ 豊幌簡易郵便局 

      ２８番地の１３ ライフマート ポロ 

      ６番地の１０ ローソン 江別豊幌美咲店 

に 錦町７番地の２ キョウユウ企画 

   ３番地の１ セイコーマート 錦町店 

   ８番地の２ セブンイレブン 江別錦町店 

の 野幌住吉町８番地の２０ サンウェル 野幌店 

      １３番地の７ 光永商店 

 住所 店名 

の 野幌町１番地の７ 五十嵐商店 

    ７番地 イトーヨーカドー 江別店 

    ５８番地の５ 江別市女性団体協議会（金井宅） 

    ８１番地の１０ サンクス 江別白樺通店 

    ３５番地の１ サンクス 野幌店 

    ５８番地の１ セイコーマート いわた 

    ５５番地の６ 豊栄不動産 

    ４７番地の７ ブックアート 

    ５５番地の１ 山田商店 

 野幌屯田町３３番地の３ セイコーマート みなみ 

      ２０番地の２１ セブンイレブン 江別野幌高校前店 

 野幌東町２１番地の１ 尾野金物店 

     ５４番地の９ 信越商事 

     ５番地の１７ ローソン 江別野幌駅前店 

 野幌松並町９番地の２０ コープさっぽろ 野幌店 

      ２５番地の２１ サンウェル 松並店 

      ２６番地 ホーマック 江別店 

 野幌代々木町７７番地の１ 丸二 北海商店 

       ７７番地の７ ツルハドラッグ 代々木店 

 野幌若葉町３８番地の１５ サンクス 野幌若葉店 

      ８番地の４ セイコーマート 白樺通店 

      ４６番地の１６ セイコーマート 野幌若葉店 

      ５３番地の８ 山之内商店 

ひ 東野幌町２番地の２ 井関商店 

     ５番地の２３ セブンイレブン 江別東野幌店 

     ２４番地の７ ファミリーショップおきた 

 東野幌本町７番地の５ アインズ のっぽろ店 

      ５番地の６ 江別米穀 東野幌本町店 

      ７番地の７０ スーパージョイ セリオのっぽろ店 

      ６７番地の４４ セブンイレブン 江別うんどう公園店 

ぶ 文京台１１番地 札幌学院大学生活協同組合 

    ４３番地の１４ セイコーマート あきた店 

    ３１番地の２ スパー 江別文京台店 

    １０番地の５ ローソン 札幌学院大学前店 

 文京台東町１１番地の１８ しょうがの湯 （有）大地 

      １１番地の７ セイコーマート 江別文京台東店 

      １番地の１６ セブンイレブン 江別大麻店 

      ２９番地の１ ローソン 江別大麻南店 

 文京台南町２２番地の２４ 丸三ストアー 

ま 牧場町３６番地の１６ セブンイレブン 江別牧場町店 

    ２５番地の８ ツルハドラッグ 江別牧場店 

み 緑町西１丁目２６番地の４ 池田商店 

 緑町東４丁目８番地の３ ながかみ 江別給油所 

 美原２８２番地の２ 山口商店 

 見晴台２番地の１ セブンイレブン 江別見晴台店 

    ４０番地の１８ 松浦商店 

む 向ケ丘６番地の６ 江別米穀 本店 

    ４９番地の１２ 中島商店 

も 元江別７８５番地の１ ホーマック 元江別店 

 元江別本町１番地の２ アインズ 元江別店 

      ５番地の１ スパー 元江別店まきの 

      ２３番地の８ セイコーマート ながかみ店 

      ４１番地の６ セブンイレブン 江別元江別本町店 

      ２２番地 ビッグハウス 元江別店 

      １番地の３ ホクレンショップ 元江別店 

 元野幌７６９番地の３ ローソン 江別新栄台店 

 元町１２番地の１０ コンパス シラハタ 

   ３３番地の２ リビングショップやまもと 

ゆ ゆめみ野東町２番地 ホクレンショップ ゆめみ野店 

わ 若草町６番地の１ 江別市立病院 院友会売店 

江別市指定ごみ袋等取扱店一覧 平成17年3月31日現在 



指定ごみ袋・ごみ処理券指定ごみ袋・ごみ処理券 
 ○「燃やせるごみ」や「燃やせないごみ」を出すとき 

 は、必ず指定ごみ袋に入れて出してください。 

○指定ごみ袋に入らないものは、直接ごみ処理券を貼 

 って出してください。 

○指定ごみ袋やごみ処理券は、「指定ごみ袋等取扱店 

 」となっている市内のスーパー、コンビニ、雑貨店

などで取り扱っています。 

指定ごみ袋の種類と金額  

種 類 １枚 １袋（１０枚） 

１０リットル袋 ２０円 ２０0円 

２０リットル袋 ４０円 ４０0円 

３０リットル袋 ６０円 ６０0円 

４０リットル袋 ８０円 ８０0円 

燃やせるごみ燃やせるごみ  
（週２回収集 ／ 有料） 

 

燃やせないごみ燃やせないごみ  
（週１回収集 ／ 有料） 

 
台所のごみ 
野菜・果物のくず、 

残飯、卵のから、貝 

がら、お茶の葉など 

●水を切って出して 

 ください。 

紙類 
紙くず、ティッシュペーパー、紙製 

の卵ケース、紙おむつなど 

●紙おむつは汚物を取り除いて出し 

 てください。 

枝木・廃材など 
剪定した枝、廃材類、 

木材の切れ端、解体し 

た木製品など 

●長さ1m以下、直径 

 ・厚さ10cm以下に 

 してください。 

花・草・枯れ葉 
切り花、雑草、落葉、 

ござ、むしろなど 

新聞紙・ちらし・雑誌・ダン

ボール・紙箱類など 
●市が収集する「資源物」ではあり 

 ません。 

●自治会などが実施する「集団資源 

 回収」に出してください。 

布類 
衣類、タオル、 

シーツなど 

その他 
割りばし、アイスクリームのへら、 

ざる、かご、マッチ、花火、食用 

油、ペットの敷き砂など 

●食用油は紙や布に染み込ますか、 

 固めて出してください。 

●未使用のマッチ・花火は、水に 

 30分ほどつけてから出してくだ 

 さい。 

プラスチック類 
色付や透明のトレイ、卵やイチゴ 

の容器、納豆の容器、豆腐の容器、 

マヨネーズやケチャップの容器、 

シャンプーや洗剤の容器、ラップ、 

ポリタンク、ポリバケツ、スポン 

ジ、おもちゃ、文具など 

ガラス・陶磁器類 
板ガラス、鏡、油のびん 

化粧品のびん、割れたびん、 

皿、コップ、茶碗、花瓶、 

植木鉢、電球など 

布団類 
布団、 

座布団、 

クッション、毛布、丹前、 

防寒着、ぬいぐるみなど 

小型家電製品 
ビデオデッキ、掃除機、 

ラジカセ、トースター、 

ヘアードライヤーなど 

その他 
たわし、傘、スコップ、電話機、 

スキー用具、ゴルフ用具、鍋、 

自転車、刃物類、針金など 

家具・敷物類 
ソファー（３人掛けまで）、 

じゅうたん、カーペット、 

ベッドのマットレス、玄関マットなど 

皮・ゴム製品 
コート、毛皮、 

ベルト、手袋、 

カバン、靴など 

ごみ処理券を使用する場合の金額の区分  

最大の辺または径が50cm以下のもの  ８０円 

最大の辺が1m以下、最大の径が10cm以下の枝木・廃材など（直径50cmの束まで）  ８０円 

最大の辺または径が50cm超え、１ｍ以下のもの（枝木などを除く） １６０円 

最大の辺または径が1mを超えるもので、個別に品目を指定するもの ２４０円 


