
　　♲ごみは資源になります♲
　　　　　　　　　分別にご協力をお願いします。

倶知安町役場：環境対策室
0136-56-8008(直通)

アイス 生ごみに出さないでください。 油さし 不燃

ヘラ・棒(木製） 可燃 編み針 竹製 可燃

洗浄 ヘラ・棒(プラ製） プラ 金属・プラ製 不燃

洗浄 カップ(紙製） 紙 編み機 粗大

アイロン 不燃 網戸 枠 粗大

アイロン台 不燃 網・パッキン 不燃

アコーデオンカーテン 粗大 アルバム 台紙 可燃

圧力なべ 不燃 透明フィルム・金具 不燃

油(食用） 可燃 アルミ皿・鍋 不燃

アルミホイル ホイル 不燃

洗浄 ペットボトル PET 紙製の外箱 紙

洗浄 かん 缶 刃(アルミ) 不燃

洗浄 びん ビン 刃(紙) 紙

洗浄 プラ製容器 プラ 芯 可燃

洗浄 中ふた(プラ製） プラ 安全ピン 不燃

油こし 容器 不燃 アンテナ 室内 不燃

紙 可燃 室外 粗大

雨カッパ ビニール製 不燃 線(コード) 不燃

外袋 プラ 泡だて器 不燃

アルカリ電池 資源1

囲碁セット 碁盤 不燃

木製容器 可燃 インク びん 不燃

石 不燃 プラ製 不燃

石 不燃 缶 不燃

インターホン 不燃

一斗缶 不燃 インクカートリッジ リサイクル

板 切れ 可燃

ガラス 不燃 インクリボン・ リボン 不燃

犬用品 小屋 粗大 カートリッジ 芯 不燃

首輪 不燃 カートリッジ 不燃

トイレシート 可燃 カートリッジの袋 プラ

敷き砂 不燃 外箱(紙) 紙

フン 可燃 外箱(プラ製） プラ

インスタント食品 外箱(紙製） 紙

医療用品(在宅用） チューブ 可燃 外箱・袋(プラ製） プラ

ペン型注入器 可燃 すすぐ 調味料袋 プラ

すすぐ プラ製容器 プラ

衣料 エコガレージまで搬入 リサイクル アルミ製 不燃

汚れたものなど 可燃 洗浄 発泡スチロール容器 プラ

衣装ケース 粗大 すすぐ ふた(紙製） 紙

入れ歯 不燃 すすぐ ふた(プラ製） プラ

色鉛筆 可燃 麺類 生

ケース(スチール・プラ製） 不燃 飲料水　　   すすぐ 缶 缶

ケース(紙） 紙 すすぐ 紙パック 資源1

印鑑 木製 可燃 すすぐ ペットボトル PET

象牙・プラ製 不燃 すすぐ びん ビン

シャチハタ印 不燃 すすぐ プラ製容器 プラ

ケース(スチール・プラ製） 不燃 すすぐ キャップ(プラ製) プラ

陶器製 不燃 キャップ(アルミ製) 不燃

王冠 不燃

植木鉢 陶器 不燃 ウェットティッシュ ティッシュ 可燃

プラ 不燃 パッケージ・プラ容器 プラ

ウォッシャー液  すすぐ プラ容器   　　　 プラ 外箱(紙製） 紙

すすぐ ペットボトル         PET ふた(プラ製） プラ

浮き輪 不燃 牛の骨 生

 凝固剤で固めるまたは新聞などに染み込ませる

100kgまで清掃センターで受け取り

ホームセンター・エコガレージ・清掃センターで受け取ります

フンはトイレに流さないシートなどに包む

医療機関でも引取る 針にキャップをする

あ

い

う

ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙



リサイクル・粗大・✖は、
町では収集しないごみです。

　
ルールを守ってごみを出してください

うどん 生

(鍋焼きうどん） プラパッケージ プラ

腕時計 不燃 アルミ容器 不燃

乳母車 袋に入らない場合　粗大 不燃 すすぐ 調味料袋 プラ

エアコン リサイクル エナジードリンク キャップ 不燃

家電販売店またはニセコ環境へ連絡 すすぐ びん ビン

エアーエレメント 不燃 すすぐ 缶 缶

栄養ドリンク びん ビン 絵の具 外箱(紙製) 紙

キャップ 不燃 外箱(プラ製) プラ

栄養補助食品 外箱(紙製) 紙 使い切る 金属チューブ 不燃

中袋 プラ 使い切る ポリチューブ 不燃

ゼリー 生 絵の具ケース 不燃

洗浄 外袋(パウチ) プラ バケツ 不燃

すすぐ キャップ(プラ製） プラ パレット 不燃

液晶テレビ リサイクル FRP船 販売店に問い合わせ ✖

延長コード 不燃

枝 可燃 LED管・LED灯 不燃

えもんかけ どの素材でも 不燃 エレクトーン 処理困難物 ✖

塩ビパイプ 粗大 煙突 粗大

鉛筆 可燃

オイル 機械オイル ✖

販売店・ニセコ環境へ連絡をする おぼん 木製 可燃

缶 不燃 プラ・金属製 不燃

その他の容器 不燃 おもちゃ 木製 可燃

オイルエレメント 不燃 プラ・金属製 不燃

オイルヒーター 家庭用暖房機 粗大 ぬいぐるみ 不燃

おたま 木製 可燃 おむつ 紙・布製 可燃

プラ・ステンレス他 不燃 オルガン 処理困難物 ✖

落ち葉 可燃 オートバイ 販売店に問い合わせ ✖

斧(おの) 不燃 オーブントースター 不燃

折り紙 ミックス オーブンレンジ 袋に入らない場合　粗大 不燃

温度計 月初めの収集の日のみ 資源1

懐中電灯 不燃

貝殻 中身、貝殻 生 カッター 不燃

家屋解体廃材 粗大

菓子類 菓子 生

カイロ 金属製 不燃 外パッケージ プラ

使い捨て 可燃 外箱(紙製） 紙

鏡 不燃 洗浄 外箱・外袋(プラ製） プラ

楽器類 不燃 外箱・外袋(アルミ製) 不燃

額縁 フレーム(木製) 可燃 包装紙 紙

フレーム(その他) 不燃 洗浄 トレイ(プラ製) プラ

ガラス板・アクリル板 不燃 洗浄 スチール製容器 缶

裏面(木製・紙製） 可燃

裏面(その他） 不燃 洗浄 プラ製容器 プラ

かご 竹・わら・籐製 可燃 洗浄 ふた(プラ製) プラ

プラ製 不燃 洗浄 ふた(スチール製) 缶

傘 不燃 乾燥剤 可燃

加湿器 不燃 おまけ(木製) 可燃

ガソリン 販売店に問い合わせ ✖ おまけ(プラ製) 不燃

ガス湯沸かし器 粗大 ガスオーブン 粗大

ガムテープ 紙・布 可燃 ガスコンロ 袋に入らなければ　　粗大 不燃

カタログ　　　 冊子　　　　　  　縛る 資源1 ガスボンベ（LP) 取り扱い店へ ✖

カレンダー 止め金は取る（不燃） ミックス ガスレンジ 粗大

家電販売店またはニセコ環境へ連絡

清掃センターへ長いものは1m位に切る 清掃センターへ、長いものは1m位に切る

刃はガムテープなどで包んで出す　鋭利物と記入

個人で解体したもの限り100kgまで清掃センターへ搬入

ミルク缶より大きい物は 不燃
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『もやせるごみ』『もやせないごみ』『生ごみ』
は必ず専用の袋を購入してください。 　　　　　

資源ごみは中身が見える袋
(透明・半透明)で出してください。
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　　　　　　　　　分別にご協力をお願いします。
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カミソリ 本体 不燃

刃(替刃) 不燃

カップ麺 パッケージ(プラ製) プラ

洗浄 調味料 プラ ケース(プラ製) プラ

アルミ製容器 不燃 箱(紙製) 紙

洗浄 プラ製容器 プラ 紙パック　　 すすぐ 牛乳パック解体して縛る 資源1

洗浄 発泡スチロール容器 プラ すすぐ その他(アルミ加工など) 紙

すすぎ ふた(プラ製) プラ すすぐ キャップ・中栓 プラ

すすぎ ふた(紙製) 紙 角材 長さ30㎝位にする 可燃

家庭用電化製品

(小型家電) 髪の毛 可燃

家庭用電化製品 テレビ・洗濯機・乾燥機 カラーボックス 粗大

(大型家電) 冷蔵庫・冷凍庫・エアコン 換気扇 不燃

ガラス 紙などに包んで 不燃

カセット式ボンベ 必ず缶に穴を開ける 不燃 画用紙 ミックス

カセットデッキ 不燃 緩衝材 ビニール製(プチプチなど) 不燃

カセットテープ 不燃 発泡スチロール 資源1

カニ 中身 生 紙製 可燃

小さく解体 甲羅 生 カレー ルー(固形・粉) 生

かばん　　 布・紙製 可燃 外箱(紙製) 紙

洗浄 内箱(プラ製) プラ

革・ビニール製 不燃 アルミの袋 不燃

スチール製 不燃 洗浄 缶 缶

花瓶 木製・竹製 可燃 洗浄 レトルトパック(パウチ) プラ

陶器・プラ製 不燃 乾燥剤 可燃

紙おむつ 可燃(衛) 乾電池 資源1

紙袋 黒・茶以外 紙 感熱紙 ミックス

乾物 中身 生

黒・茶 可燃 外箱(紙製) 紙

壁紙 紙・芯 可燃 外箱(プラ製) プラ

革類 靴・かばんなど 不燃 外袋(紙製) 紙

缶詰 中身　　　　水分を切る 生 外袋(プラ・ビニール製) プラ

缶・ふた 缶 外袋(アルミ製) 不燃

缶バッチ 不燃 缶 缶

カーテン 布製 可燃 びん ビン

遮光性 不燃 乾燥剤 可燃

レース 可燃 ふた(スチール製) 缶

ふた(プラ製) プラ

カーテンレール 1ｍ位に切る 不燃 カード類 紙製 可燃

フック 不燃 プラ製 不燃

枯れ木 30㎝に切る 可燃

カーボン紙 可燃

牛乳　          すすぐ 紙パック　解体して縛る 資源1 キャンプ用テント 天幕・支柱 不燃

すすぐ びん ビン 教科書 資源1

すすぐ ふた(プラ製)・ふたの包み プラ 魚箱 木製 可燃

すすぐ ふた(紙製） 紙 洗浄 発泡スチロール 資源1

ストロー 不燃 金魚ばち 水槽・濾過機 不燃

ストローの包み プラ 新聞紙などに包む 石 不燃

キャップ プラ製 プラ キーホルダー 不燃

金属製(王冠) 不燃 鎖（くさり） 金属・プラ 不燃

アルミ・スチール製 不燃 カーペット 粗大

コルク 可燃 鏡台 粗大

きゅうす 不燃

空気入れ 不燃

空気洗浄機 不燃 くり(栗) 中身・殻 生

くぎ 不燃 くるみ(胡桃) 中身・殻 生

家電販売店・ニセコ環境に問い合わせる

家電6品目を除いたもの
電池は必ず取り除く

不燃

刃はキャップをするかガムテープなどで包み『鋭利物』と記入

長い場合は1m位にして清掃センターへ　粗大

リサイクル

大きなバックルは取る　不燃

黒・茶以外の袋はミックスペーパーを入れる袋に

袋に入らない場合は清掃センターへ　粗大

クレジットカードは細かく切る

長い場合は1m位に切って清掃センターへ

か

き

く

ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙



リサイクル・粗大・✖は、
町では収集しないごみです。

　
ルールを守ってごみを出してください

靴墨 外箱(紙製) 紙

びん容器 不燃

釘抜き 不燃 缶容器 不燃

薬 外パッケージ プラ 金属チューブ 不燃

外箱(紙製) 紙 ポリチューブ 不燃

びん容器 ビン クッション材 プラ製 不燃

プラ容器 プラ 発泡スチロール 資源1

キャップ(プラ製) プラ 粒状発泡スチロール 資源1

キャップ(金属製) 不燃 グラスウール 不燃

クッション材(ビニール) 不燃 クリップ 金属製・プラ製 不燃

錠剤パック プラ 袋 プラ

薬(顆粒・錠剤) 可燃 箱 紙

薬(液体) ✖ クリーニングの袋 プラマークを確認(プラ) 不燃

薬箱 木製 可燃 クリアファイル 不燃

プラ製 不燃 クレヨン クレヨン 可燃

靴 スニーカー 不燃 汚れを取る 箱(プラ) プラ

革・ビニール 不燃 汚れを取る 箱(紙製) 紙

長靴 不燃 クレヨンの紙 可燃

箱 紙 クラッカー 水に浸す 使用済み 可燃

薄紙 ミックス 水に浸す 未使用 可燃

不織布 可燃 外袋 プラ

靴ベラ 不燃 外袋に付いている厚紙 紙

口紅 金属製・プラ製 不燃

計量カップ(スプーン) プラ・金属・ガラス製 不燃

血圧計 デジタル式 不燃 消しゴム 消しゴム 可燃

月初めの収集の日に出す 水銀式 資源1 透明パッケージ プラ

ゲーム機(TV用) パッケージ プラ 紙容器(スリーブ) 紙

外箱 紙 化粧品　　 　すすぐ びん容器 ビン

電池を抜いて 本体 不燃 すすぐ プラ製 プラ

コントローラー 不燃 缶に穴を開ける スプレー缶 不燃

発泡スチロール 資源1 外パッケージ プラ

ステーションの電池ボックスへ 電池 資源1 外箱(紙製) 紙

ゲームソフト 透明パッケージ プラ 外箱(プラ製) プラ

外箱 紙 メイク用品 不燃

ケース プラ 毛染め プラ容器 不燃

本体 不燃 チューブ 不燃

コンパクトディスク 不燃 スプレー缶 不燃

説明書 ミックス ブラシ・手袋 不燃

携帯電話　　販売店へ又は清掃センターへ持込む(有料) リサイクル 外箱(紙) 紙

携行缶 不燃 外箱(プラ製) プラ

ケーキ 生 ビニールキャップ 不燃

保冷材 不燃 ケチャップ 外袋 プラ

ろうそく 可燃 洗浄 プラ容器 プラ

洗浄 セロハン プラ 洗浄 缶 缶

アルミの包み 不燃 洗浄 びん容器 ビン

蛍光灯・蛍光管 月初めの収集の日 資源1 結束バンド 不燃

新聞紙などに包む LED灯・LED管 不燃

こいのぼり 可燃

ゴムホース 不燃 段ボール 資源1

リール 不燃 長さ1m位に切る ポール(木・金属製） 粗大

ゴム手袋 ゴム製 不燃 鋼管パイプ 長さ1m位に切る 粗大

ラテックス・ビニール 不燃 小枝 長さ30㎝太さ2㎝以内 可燃

コピー機 家庭用 不燃 長さ1m位に切る 長さ30㎝太さ2㎝以上 粗大

ゴムボート 粗大 コピー用紙 ミックス

オール 粗大 米ぬか 新聞紙などに包む 可燃

ゴム印 木製 可燃 米びつ 粗大

その他 不燃 コルク栓 可燃
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梱包用品 段ボール　 たたんで縛る 資源1

プチプチ(緩衝材) 不燃

ござ いぐさ 可燃 発泡スチロール(緩衝材) 資源1

ナイロン 不燃 紙製緩衝材 可燃

米類 米・ごはん 生 すずらんテープ 不燃

紙袋 可燃 ガムテープ 可燃

麻袋 可燃 プラ製バンド(PPバンド) 不燃

ビニール袋 プラ コンドーム パッケージ プラ

ごみ箱 木製 可燃 箱 紙

金属・プラ製 不燃 袋 不燃

ゴルフ用品 クラブ 粗大 紙に包む ゴム 可燃

バック 粗大 コーヒー コーヒーかす 生

ボール 不燃 豆・粉・インスタント 濾過紙 可燃

靴 不燃 紙箱・紙筒 紙

手袋 不燃 すすぐ 缶 缶

ヘッドカバー毛糸・布製 可燃 すすぐ プラ袋 プラ

ヘッドカバー革・ビニール製 不燃 コーヒーメーカー 不燃

コンクリートくず 家庭から出たもの100kgまで 粗大 計量スプーン 不燃

コンビニ弁当 ラップ プラ カップドリップ濾過 可燃

バラン・装飾品など 不燃 コーヒー　　すすぐ ペットボトル PET

洗浄 容器 プラ 　　飲料類　すすぐ 缶 缶

コンタクトレンズ用品 レンズ 不燃 　　　　　　すすぐ びん ビン

パッケージ プラ 　　　　　　すすぐ キャップ(プラ製) プラ

箱 紙 キャップ(アルミ・スチール製) 不燃

洗浄 からボトル プラ 　　　　　　すすぐ 紙パック 紙

洗浄容器 不燃

こんにゃく 中身 生 　　　　　　すすぐ プラパック プラ

すすぐ 袋 プラ コーンフレーク 生

コンポスト容器 粗大 箱 紙

中袋(プラ製) プラ

中袋(アルミ製) 不燃

財布 各素材 不燃

サイドボード 粗大

サインペン 不燃 皿 紙製・木製 可燃

酒類　　　　　  洗浄 びん ビン 陶器・ガラス製 不燃

洗浄 缶 缶 プラ・金属製 不燃

洗浄 紙パック 紙 可燃

洗浄 ペットボトル PET

すすぐ キャップ(プラ製) プラ 洗浄 プラ容器 プラ

キャップ(アルミ・スチール製) 不燃 洗浄 中栓 プラ

王冠 不燃 洗浄 缶 缶

雑誌　　　　　 縛る 資源1 洗浄 ふた(プラ製) プラ

縛る ホチキス止め 資源1 ザル 金属製・プラ製 不燃

付録 可燃 木製・竹製 可燃

付録(プラ製) 不燃 三脚 プラ製・スチール製 粗大

座布団 不燃 サンダル 不燃

雑草 土は落とす 可燃 三角コーナー 不燃

三輪車 粗大 殺虫剤スプレー 缶に穴を開ける 不燃

塩 可燃 湿気取り パッケージ プラ

塩わかめ 塩抜きをして 生 使い切って プラ製容器 プラ

磁石 不燃 使い切って 紙製容器 紙

写真 ミックス 吸収材(ジェル) 不燃

敷布 汚れているものは  可燃 リサイクル 薬剤袋 不燃

電気敷布 粗大 しょうのう 紙製 可燃

シャツ リサイクル 　　　　(防腐剤) プラ製パック 不燃

シャッター 粗大 外箱(紙製) 紙

じゅうたん 粗大 外箱(プラ製) プラ

パックの中が加工していないものは牛乳パックと一緒に資源1

サラダ油　　　　　　液体のまま袋に入れない

凝固剤で固めるか新聞紙・布などに染み込ませて袋に入れる

こ

さ

し

ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙



リサイクル・粗大・✖は、
町では収集しないごみです。

　
ルールを守ってごみを出してください

醤油(しょうゆ)   すすぐ びん ビン

すすぐ 缶 缶

湿布薬 薬剤袋 可燃 すすぐ ペットボトル PET

セロハン 不燃 すすぐ プラ製パック プラ

外箱(紙製) 紙 すすぐ キャップ プラ

外袋(プラ製) プラ 王冠 不燃

外袋(紙製) 紙 消臭剤 パッケージ プラ

自転車 粗大 外箱(プラ製) プラ

自動車 ✖ 外箱(紙) 紙

ジャム ジャム 生 すすぐ 容器(びん) ビン

洗浄 ガラス容器 ビン すすぐ 容器(かん） 缶

洗浄 プラ容器 プラ 容器(陶器) 不燃

洗浄 紙容器 紙 缶に穴を開ける スプレー缶 不燃

洗浄 チューブ プラ 食器洗浄機 粗大

洗浄 キャップ(プラ製) プラ 除雪機 ✖

キャップ(スチール) 不燃 除雪用品 スコップ 粗大

シャンプー・リンス プラ容器　　　　  洗浄 プラ スノーダンプ 粗大

洗浄 詰替え袋 プラ スノースコップ類 粗大

洗浄 ポンプ式容器 プラ 雪庇取りスコップ 粗大

洗浄 ポンプ プラ ジューサー・ミキサー 不燃

洗浄 チューブ プラ 食器乾燥機 粗大

洗浄 キャップ プラ 食器洗浄機 粗大

ジュース　 　すすぐ びん ビン 浄水器 不燃

すすぐ 缶 缶 除湿器 不燃

すすぐ ペットボトル PET 消火器 ✖

すすぐ 紙パック 紙

ストローの包み プラ 新聞紙 資源1

ストロー 不燃 シーツ リサイクル

すすぐ キャップ(プラ製) プラ レジャーシート 不燃

キャップ(スチール製) 不燃 CD 盤 不燃

照明器具 蛍光灯 資源1 プラケース 不燃

LED灯・LED管 不燃 紙ジャケット ミックス

器具 不燃 パッケージ プラ

充電式電池 資源1

炊飯器 不燃 ストーブ 煙突式 粗大

スキーキャリア 粗大 FF式 粗大

スキー用品 板(金具付き) 粗大 電気 粗大

ブーツ 不燃 ポータブル型 粗大

ストック 粗大 パネルヒーター 粗大

手袋(革・ナイロン製) 不燃 まきストーブ 粗大

手袋(その他) 可燃 ポリタンク 不燃

スキーウエアー 可燃 酢　　　　　 すすぐ びん ビン

スキーワックス(ろう) 固形 不燃 キャップ・中ふた(プラ製) 不燃

チューブ 不燃 王冠 不燃

パウダーケース 不燃 ストロー 本体 不燃

スケート靴 不燃 包み袋(紙) 紙

スケートボード 不燃 包み袋(プラ) プラ

スコップ 粗大 ストッキング 可燃

水筒 すべて 不燃 外袋 プラ

すだれ 不燃 紙・中紙 紙

ステレオ 本体 粗大 スニーカー 不燃

スピーカー 粗大 スノーダンプ 粗大

水槽 1辺が50㎝以内 不燃 スノースコップ 粗大

1辺が50㎝超え 粗大 スノーブラシ 不燃

スノーボード 板(金具付き) 粗大 スライサー 不燃

ブーツ 不燃 炭 可燃

スーパーマーケットの薄いビニール袋 不燃 紙袋 可燃

スーパーマーケットの買い物袋(有料) プラ たたんで縛る 段ボール 資源1

不燃袋に入らない
場合は 粗大

不燃の袋に入らない
場合は粗大

専門店へ問い合わせる。ガイドブックP2参照

し

す

『もやせるごみ』『もやせないごみ』『生ごみ』
は必ず専用の袋を購入してください。 　　　　　

資源ごみは中身が見える袋
(透明・半透明)で出してください。



　　♲ごみは資源になります♲
　　　　　　　　　分別にご協力をお願いします。

倶知安町役場：環境対策室
0136-56-8008(直通)

スプーン 紙製・木製 可燃

プラ・金属製 不燃

スピーカー 大型 粗大 スプレー缶 必ず缶に穴を開けて 不燃

ミニコンポ 不燃 スプリング入りマットレス ✖

テレビ用 リサイクル

スポンジ 不燃 スタンプ台 不燃

接着剤 中身　　　　使い切る ✖ ゼリー 生

チューブ(金属・プラ) 不燃 外袋(プラ製) プラ

生理用品 ナプキン・タンポン 可燃(衛) すすぐ ふた(紙製) 紙

外パッケージ プラ すすぐ ふた(プラ製) プラ

外箱(紙) 紙 すすぐ プラ製容器 プラ

外箱(プラ製) プラ すすぐ 紙製容器 紙

個別包装(プラ製) プラ すすぐ パウチ プラ

筒(紙・プラ製） 可燃(衛) すすぐ キャップ プラ

ハクリ紙 プラ セーム皮 可燃

石膏ボード 長さ50㎝以内 不燃 洗濯機 リサイクル

長さ50㎝超え 粗大 洗剤類 液体・粉末　　使い切る ✖

石鹸類 固形石鹼 可燃 すすぐ 容器(プラ製) プラ

使い切る 液体石鹸 ✖ すすぐ 容器(紙製) 紙

洗浄 詰替え袋 プラ 計量スプーン 不燃

箱 紙 すすぐ 詰替え袋 プラ

洗浄 チューブ容器 プラ すすぐ ディスペンサー プラ

プラ製容器 プラ すすぐ キャップ プラ

剪定木 袋に入らない場合　粗大 可燃 扇風機 袋に入らない場合　粗大 不燃

掃除機 不燃 ソファー スプリングなし 粗大

ホース 不燃 スプリングあり ✖

ごみパック 可燃

装飾品 不燃 ソファーベット スプリングなし 粗大

雑巾 可燃 スプリングあり ✖

造花 不燃

双眼鏡 不燃 そら豆 生

そろばん 木製 可燃 皮 生

プラ製 不燃 ソリ 粗大

体温計 水銀 資源1 ボウル プラ・ステンレス・ガラス製 不燃

デジタル 不燃 おたま 木製 可燃

耐火金庫 不燃 プラ・ステンレス 不燃

耐熱ガラス 不燃 ザル 木製・竹製 可燃

プラ・ステンレス 不燃

体重計 不燃 鍋 アルミ・鉄・ホーロー製 不燃

たけのこの皮 生 包丁 不燃

畳(たたみ) ✖

タバコ タバコ・吸い殻 可燃 キッチンタイマー 不燃

パッケージ プラ 菜箸 木製・竹製 可燃

内包装・箱 紙 金属製 不燃

タバコ用パイプ 不燃 ワインオープナー 金属・プラ製 不燃

たまご 殻 生 肉たたき 不燃

パッケージ(プラ製) プラ ウロコ落とし 不燃

パッケージ(紙) 可燃 おろし金 金属・プラ・せともの 不燃

パッケージ(紙マーク付き) 紙 スライサー 不燃

タンス 粗大 たわし プラ・金属製 不燃

キッチンマット すべり止めあり 不燃 プラ金属製以外 可燃

すべり止めなし 可燃 段ボール たたんで縛る 資源1

タッパー(密封容器) 不燃 樽(漬物たるなど） 木製・プラ製 粗大

ニセコ環境に連絡(適正処理困難物）

ニセコ環境に連絡(適正処理困難物）

ニセコ環境に連絡(適正処理困難物）

新聞紙などに包んで『ガラス』と記入

紙に包んで『鋭利物』と記入

台

所

用

品

(

小
物)

す

そ

た

せ

ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙



リサイクル・粗大・✖は、
町では収集しないごみです。

　
ルールを守ってごみを出してください

タンポン タンポン 可燃(衛)

筒(プラ・紙製） 可燃

中身 チラシ以外の紙 ミックス 個別包装 プラ

新聞と一緒 チラシ 資源1 パッケージ プラ

封筒 パッケージ・袋 プラ 外箱 紙

紙 ミックス 脱臭剤 中身 可燃

セロハンは不燃 窓付き(白色) ミックス パッケージ プラ

窓付き(その他の色) 可燃 プラ製容器 プラ

✖ ガラス製容器 不燃

タイヤホイール アルミ・スチール 粗大 陶器製容器 不燃

チラシ 資源1 お茶 茶殻 生

チョーク 可燃 外袋(プラ製) 不燃

チャイルドシート 本体 粗大 茶筒 不燃

カバー 不燃 茶筒(木製） 可燃

チェーン 金属・プラ製 不燃 茶こし 不燃

彫刻刀 不燃 茶殻入れ 不燃

中華鍋 不燃 茶だんす 粗大

注射器 本体・針 ✖ 茶わん 紙に包んで出す 不燃

チェスト 粗大

杖 木製 可燃 机 粗大

金属製 不燃 漬物 塩抜きをして 生

使い捨て鍋 不燃 ぬか床 可燃

使い捨て網 不燃

使い捨てカイロ 可燃 漬物石 役場に連絡をする ✖

使い捨てライター ガスを完全に抜く 不燃 漬物おもし 粗大

通帳 ミックス 土 不燃

つるはし 粗大

手提げ袋 紙袋 紙 電池 乾電池 資源1

黒・茶の紙 可燃 ボタン電池 資源1

布 可燃 充電式 資源1

ナイロン・ビニール製 不燃

プラ

手帳 表紙(紙)・中身 ミックス 電話帳 資源1

不燃 電話機 不燃

鉄アレイ 不燃 電子辞書 不燃

鉄パイプ 粗大 電子レンジ 不燃

鉄板 粗大 電子オルガン・ピアノ 処理困難物 ✖

手袋 革製・布製 可燃 電子タバコ 電池は取る(資源1) 不燃

ゴム製・プラ製 不燃 電動歯ブラシ 電池は取る(資源1) 不燃

ラテックス 不燃 ティッシュペーパー 可燃

テレビ リサイクル つぶす 箱　　　　　　 紙

スピーカー(TV用) リサイクル ビニールを取る ふた(紙) 紙

アンテナ 粗大 ふた(ビニール) プラ

TV 台 粗大 DVD 本体 不燃

デッキブラシ 不燃 ケース 不燃

電気カミソリ 充電式 電池は取る(資源1) 不燃 ジャケット ミックス

電池式 電池は取る(資源1) 不燃 プレーヤー 不燃

コード 不燃 テント 不燃

電気ストーブ 不燃 テーブル 粗大

電球 資源1 テーブルクロス 布製 可燃

LED 不燃 ビニール製 不燃

　　　　　　　　表紙(革、合皮、ビニール製

タイヤ　　　　　　(処理困難物)販売店に連絡

かかりつけ医で回収。ごみステーションに出す場合針はキャップをし可燃(衛)

塩分が強いので生ごみに入れない、紙などに包んで出す

100kgまで清掃センターで受入る　　粗大

ごみステーションの電池回収箱入らない場合は
エコガレージ・清掃センターに持ち込むスーパーマーケット・コンビニなどの袋

ダ
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『もやせるごみ』『もやせないごみ』『生ごみ』
は必ず専用の袋を購入してください。 　　　　　

資源ごみは中身が見える袋
(透明・半透明)で出してください。



　　♲ごみは資源になります♲
　　　　　　　　　分別にご協力をお願いします。

倶知安町役場：環境対策室
0136-56-8008(直通)

時計 不燃

塗料 使い切る ✖

陶器 紙で包んで出す 不燃 缶 不燃

倒木 粗大 缶に穴を開ける スプレー缶 不燃

灯油 販売店に問い合わせる ✖ トレイ　　　　 洗浄 発泡スチロール製 プラ

灯油タンク 屋外用（90L以上） ✖ プラ製 不燃

ドレッシング　 洗浄 容器(びん) ビン

灯油を完全に抜く 屋外用（90L以下） 粗大 洗浄 容器(プラ製) プラ

灯油を完全に抜く 室内用 粗大 洗浄 小袋(プラ製) プラ

灯油を完全に抜く ポリタンク 不燃 洗浄 小袋(紙製) 紙

鳥の骨 生 トイレ 便器(プラ・陶器製) 粗大

トタン 不燃 便座(プラ・陶器製) 不燃

ドラム缶 粗大 ペットの砂 不燃

ドライヤー 不燃

ドライバー(工具) 不燃 ペット用シート 可燃(衛)

動物の死骸 可燃

納豆 パッケージ プラ

ナイロンのひも 不燃 洗浄 容器(発泡スチロール) プラ

苗ポット 不燃 洗浄 容器(プラ製) プラ

長靴 不燃 洗浄 容器(紙) 紙

ナプキン 可燃(衛) 容器(わら) 可燃

外袋(プラ製) プラ 薄いシート プラ

個別包装(プラ製) プラ 洗浄 たれ・カラシの袋 プラ

ハクリ紙 プラ 流し台 自身で取り外したもの 粗大

荷造りひも 麻・布製 可燃 人形 不燃

プラ製バンド(PPバンド) 不燃 ケース(プラ) プラ

ナイロン製 不燃 ケース(紙) 紙

入浴剤　　 　すすぐ 缶 缶

すすぐ ふた プラ ぬいぐるみ 不燃

すすぐ 外袋(プラ製) プラ ロボット 不燃

外袋(紙製) 紙 妊娠検査薬 本体 不燃

すすぐ 個別包装 プラ 説明書 ミックス

箱 紙

縫い針 ガムテープや紙に包む 不燃

ぬか床 新聞紙などに包む 可燃 布類 古着　  エコガレージへ リサイクル

ぬいぐるみ 不燃 下着 可燃

布おむつ 可燃(衛)

熱冷却シート シート 可燃 練りワサビ・からし チューブ(プラ)　　洗浄 プラ

箱 紙 箱 紙

フィルム 不燃 ミニ調味料袋　　  洗浄 プラ

中袋 紙 缶　　　　　　 　 洗浄 缶

猫の砂 不燃 ネット 食品・製品包装 プラ

その他 不燃

燃料タンク 90L以上 ✖ 粘土 容器・用具など 不燃

粘着テープ 紙製・布製 可燃

石油を完全に抜く 90L以下 粗大 ビニール製 不燃

農薬の容器 役場に連絡する ✖

農機具 家庭用 粗大 糊(のり)　　 　 洗浄 チューブ プラ

農業用 ✖ 洗浄 プラ製容器 プラ

ノート ミックス テープのり本体 不燃

ノート型パソコン リサイクル テープのりカートリッジ 不燃

洗浄 スティックタイプ プラ

販売店またはニセコ環境に問い合わせる

もやせる砂でも不燃に入れる紙などに包んで出す

清掃センターに直接搬入する(ペット・家畜は除く)

フンはそのままでシートに包んで出す

セロハン・ビニール等付いていたらはがす　プラ

もやせる砂であっても不燃、紙に包む

販売店またはニセコ環境に問い合わせを

自身でデータを消去して清掃センターへ(10kgごと40円）

と

な

に
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の

ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙



リサイクル・粗大・✖は、
町では収集しないごみです。

　
ルールを守ってごみを出してください

パイプ椅子 粗大

バケツ 不燃

灰 可燃 バット 不燃

廃材 不燃 パソコン デスクトップ リサイクル

廃食油 可燃 ノート型 リサイクル

廃油 機械オイル ✖ 発泡スチロール 梱包材・箱　　　 洗浄 資源1

トレイ　　　　    洗浄 プラ

はがき ミックス

花 生 ハンガー 不燃

花火 水に漬けてから袋に入れる 可燃 パズル 紙製 可燃

花の球根 生 プラ、ビニール製 不燃

バインダー とじ器具取り外　不可 不燃 バッグ 布製 可燃

とじ器具取り外　(紙) 紙 革・合皮製 不燃

とじ器具取り外　(プラ) 不燃

とじ器具 不燃 針 不燃

バッテリー 販売店に問合せ ✖

パイプ洗剤 容器　　　　　すすぐ プラ

ピアノ 処理困難物 ✖ ビン類　　 　すすぐ 飲料 ビン

ビデオカメラ 不燃 すすぐ 調味料 ビン

電池は抜く 充電器 不燃 すすぐ 化粧品 ビン

三脚 不燃 薬 不燃

ビデオデッキ 不燃 ビニール袋 家庭で購入したもの 不燃

電池は抜く リモコン 不燃 スーパーの薄い袋 不燃

ビデオテープ 不燃 ピーナッツ 生

肥料袋 不燃 殻 生

表彰状 賞状 ミックス ビール ケース(紙製) 紙

額縁(木製） 可燃 ケース(プラ製) プラ

額縁(プラ製) 不燃 箱(ギフト箱) 紙

額縁(ガラス・陶器製) 不燃 箱(段ボール) 資源1

額縁(裏面・板) 可燃 すすぐ 缶 缶

額縁(裏面・プラ板) 不燃 すすぐ ビン ビン

ビニール手袋 不燃 すすぐ 王冠 不燃

漂白剤の容器 すすぐ プラ

風呂(浴槽) 自身で取り外したもの 粗大

封筒 白色 ミックス 風呂窯 自身で取り外したもの 粗大

その他の色 可燃 風呂の椅子 木製 可燃

緩衝材付き 可燃 プラ製 不燃

風呂のふた 木製・プラ製 粗大

不織布 可燃 筆 可燃

ふとん 掛け・敷き 粗大 筆ペン 不燃

ファイル 紙製　　　金具は外す 可燃

ふとんカバ— リサイクル プラ製 不燃

ファックス 不燃

ふとん乾燥機 不燃 用紙(感熱紙含む) ミックス

古着 リサイクル インクリボン 不燃

ファンヒーター 電気・ガス・灯油 粗大

プリン             洗浄 容器 プラ

洗浄 ふた プラ フィルム 不燃

パッケージ プラ プチプチ(緩衝材) 不燃

紙製トレイ 紙 ブラインド 粗大

ヘラ(紙製) 可燃 フン(ペット) 可燃

ヘラ(プラ製) 不燃

プリンター 不燃

インクカートリッジ リサイクル プリペイドカード 切る 不燃

箱は縛って、梱包材は透明袋に入れる

凝固剤で固めるまたは新聞紙などに染み込ませて、
袋か紙などに包んで可燃の袋に入れる

自身でデータは削除して、清掃センターへ
ごみステーションでの回収はしていません

販売店またはニセコ環境に問い合わせる

大きなバックルなどは取る　　不燃

ガムテープ、紙に包んで『針』と記入

不燃の袋に入る場合は不燃で出す

エコガレージへ。汚れている場合は可燃

エコガレージへ。汚れている場合は可燃

電池や灯油は抜く。不燃袋に入る場合は不燃で出す

トイレに流さない。袋に入れるかシートに包んで袋に
入れてから可燃袋に入れる

郵便局・振興局・各電器店に箱が置いてあります

窓付きのセロハンは取り　不燃

は

ひ

ふ

『もやせるごみ』『もやせないごみ』『生ごみ』
は必ず専用の袋を購入してください。 　　　　　

資源ごみは中身が見える袋
(透明・半透明)で出してください。



　　♲ごみは資源になります♲
　　　　　　　　　分別にご協力をお願いします。

倶知安町役場：環境対策室
0136-56-8008(直通)

ヘッドホン 不燃

ヘルメット 不燃

ヘアースプレー 缶に穴を開ける 不燃 ベビーカー 粗大

ヘアーブラシ 不燃 ベッド 2段 粗大

ヘアードライヤー 不燃 折り畳み式 粗大

ヘアーアイロン 不燃 枠(木製) 粗大

ペットボトル すすぐ PET 枠(金属製) 粗大

キャップ　　 　 すすぐ プラ マットレススプリング有 ✖

ペット用品 トイレ用砂 不燃

新聞紙などに包む もやせるトイレ用砂 不燃 マットレススプリング無 粗大

ペットシート 可燃(衛) 敷板 粗大

首輪・チョーカー 不燃 弁当箱 プラ製 不燃

ハーネス・チェーン 不燃 汚れを拭き取る 紙製 紙

ゲージ 粗大 木製 可燃

ペットベッド 不燃 弁当容器　　　 洗浄 プラ

ペンキ用品 ペンキ　　　　使い切る ✖ (コンビニ・スーパーなど) パッケージ プラ

缶容器 不燃 洗浄 醤油などの小袋　　 プラ

缶に穴を開ける スプレー缶 不燃 割りばし 可燃

刷毛 可燃 バラン・造花 不燃

ローラー 不燃 アルミカップ 不燃

トレイ 不燃 紙カップ(おかず入れ) 可燃

販売店に問い合わせる シンナー ✖ 洗浄 麺カップ　　　　　 プラ

便器 自身で外したもの 粗大 洗浄 サンドイッチパック プラ

便座 自身で外したもの 粗大 へら 木製 可燃

カバー 可燃 プラ・金属製 不燃

ベンジン 販売店に問い合わせる ✖

包丁 紙に包んで『包丁』と記入 不燃

包装紙 紙 防虫剤 パッケージ プラ

骨 鳥・豚・牛・魚など 生 プラ容器 プラ

芳香剤 使い切る ✖ 陶器製容器 不燃

パッケージ プラ 木製容器 可燃

プラ製容器 プラ 箱(紙) 紙

陶器製容器 不燃 箱(プラ) プラ

木製容器 可燃 帽子 可燃

紙製容器 可燃 ボウル プラ製・金属製 不燃

箱(紙) 紙 木製 可燃

箱(プラ) プラ ボール 不燃

ボディソープ すすぐ プラ製容器 プラ ホットプレート 不燃

すすぐ 詰替え袋 プラ ポット 不燃

すすぐ 詰替えボトル プラ 電気 不燃

すすぐ キャップ プラ ポリタンク 不燃

すすぐ ポンプ プラ ポンプ 不燃

パッケージ プラ

本棚 金属製 不燃 カーペット 粗大

木製容器 可燃

ポリ袋 不燃

本 ひもで縛る 資源1 歩行器 粗大

保冷剤 不燃

まくら 全般 不燃

まくらカバー 可燃 魔法瓶 不燃

まな板 木製・プラ製 不燃 マットレス スプリング有り ✖

マヨネーズ 外袋 プラ

洗浄 容器 プラ スプリングなし 粗大

マウス(パソコン) 不燃

ミシン 卓上 不燃

足踏み式 粗大 水切りネット 不燃

有料袋に入らない場合は　　粗大

ニセコ環境へ問い合わせる(処理困難物)

石油など完全に抜く

不燃袋に入る場合は　不燃

ニセコ環境に問い合わせる(処理困難物)

へ

ほ
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ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙



リサイクル・粗大・✖は、
町では収集しないごみです。

　
ルールを守ってごみを出してください

みそ 紙に包む 可燃

水まくら ゴム製 不燃 洗浄 袋(パッケージ） プラ

止め金 不燃 洗浄 容器 プラ

ジェルタイプ 不燃 洗浄 中ふた プラ

水差し(ジョーロ) 不燃 洗浄 中ふた(紙) 紙

ミルク缶 すすぐ 缶 洗浄 外ふた プラ

虫よけスプレー 缶に穴を開ける 不燃 虫かご プラ製 不燃

虫取り網 あみ 不燃 木製 可燃

棒(竹・木製) 可燃 虫メガネ 不燃

棒(プラ製) 不燃 蒸し器 金属製他 不燃

虫ピン ガムテープなどに包む 不燃 木製 可燃

蒸し布 可燃

目薬 容器 プラ メガネ 不燃

携帯ケース プラ ケース 不燃

保存袋 プラ 麺類 麺 生

メガホン 紙製 可燃 薬味 生

ポリ・その他 不燃 すすぐ 外袋(プラ製) プラ

メモ用紙 ミックス すすぐ 外袋(紙) 紙

綿棒 可燃 すすぐ 調味料袋 プラ

箱 紙 すすぐ トレイ(プラ製) プラ

箱(プラ製) プラ すすぐ トレイ(発泡製) プラ

外装パッケージ プラ すすぐ つゆ容器(プラ製) プラ

袋 プラ すすぐ つゆ容器(紙製) 紙

乾燥剤 可燃

毛布 不燃

餅つき機 粗大 物干し 竿(さお) 粗大

モップ 可燃 支柱 粗大

柄 不燃 土台 粗大

やかん 不燃 湯沸かし器 袋に入らない場合　粗大 不燃

やすり 紙製 可燃 雪かき用品 ママさんダンプ 粗大

金属製 不燃 スコップなど 粗大

野菜 野菜くず 生 湯たんぽ 金属・プラ製 不燃

結束テープ 不燃 郵便物 はがき ミックス

洗浄 ラップ プラ 封筒 ミックス

洗浄 トレイ プラ セロハンを取る　不燃 窓付き封筒 ミックス

ネット プラ リサイクル出来ない 茶封筒 可燃

外袋 プラ 便せん ミックス

プラ ライター 100円ライター 不燃

購入したラップ 不燃 金属製 不燃

箱 紙 ラケット 全般 不燃

カットする刃(金属製) 不燃 ラジオ 電池は抜く 不燃

カットする刃　(紙製) 紙 ラジカセ 電池は抜く 不燃

カットする刃(プラ製) プラ ランドセル 不燃

芯 可燃 ランタン 油や電池は抜く 不燃

ラップについているテープ 不燃

リュックサック 布製 可燃

リモコン 電池は抜く 不燃

領収書 ミックス その他 不燃

ラップ　　　　　　魚・肉を購入した時のラップ

プラマークの付いているものはプラへ、その他は不燃 ガスを完全に抜く、ガイドブックP7参照

大きなバックル(金属類)は外す　不燃
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『もやせるごみ』『もやせないごみ』『生ごみ』
は必ず専用の袋を購入してください。 　　　　　

資源ごみは中身が見える袋
(透明・半透明)で出してください。



　　♲ごみは資源になります♲
　　　　　　　　　分別にご協力をお願いします。

倶知安町役場：環境対策室
0136-56-8008(直通)

リンス　　　　 洗浄 プラ容器 プラ リチウムイオン電池 (小型充電式電池) リサイクル

洗浄 詰替え袋 プラ

洗浄 ポンプ式容器 プラ

洗浄 ポンプ プラ

洗浄 チューブ式 プラ

洗浄 キャップ プラ ルーズリーフ 不燃

かみ(ノート) ミックス

ルーペ 不燃

冷却シート 可燃

冷蔵庫 リサイクル 冷凍食品 食品 生

外箱 紙

冷凍庫 リサイクル 外袋 プラ

トレイ プラ

レンジ 粗大 レトルト食品 生

レンジガード 不燃 外箱 紙

レジャーシート 不燃 外袋 プラ

レコード 不燃 アルミコート容器 不燃

ジャケット 可燃 洗浄 プラ製容器 プラ

ビニール袋 不燃 洗浄 パウチ プラ

レジ袋 プラ

ローソク 可燃 ワイシャツ エコガレージへ リサイクル

ロープ 麻ひも 可燃 外袋 プラ

ナイロン・金属製 不燃 プラ製のピン他 プラ

厚紙 紙

ワックス(スキー用) 不燃

ワイン ビン ビン ワックス(家庭用) 缶容器 不燃

コルク 可燃 プラ製容器 不燃

アルミキャップ 不燃 その他 不燃

ワインセラー リサイクル スポンジ 不燃

家電販売店かニセコ環境に問い合わせる

紙マーク・プラマークが付いている場合は資源2

家電販売店かニセコ環境に問い合わせる

ごみステーションには出さない
エコガレージ・清掃センターに持ち込む

家電販売店かニセコ環境に問い合わせる

り
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ペットボトル‥PET
ミックスペーパー‥ミックス

新聞、雑誌、発泡スチロール
紙パック、有害ごみ‥資源1

プラ製容器包装‥プラ
紙製容器包装・・紙


