
新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料

家庭家庭家庭家庭ごみのごみのごみのごみの新分別方式新分別方式新分別方式新分別方式とととと料金改定料金改定料金改定料金改定についてについてについてについて

新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料新たなごみ分別に関する市民向け説明会資料

家庭家庭家庭家庭ごみのごみのごみのごみの新分別方式新分別方式新分別方式新分別方式とととと料金改定料金改定料金改定料金改定についてについてについてについて

ご
み
の

変 ご
み
の
分

け
方

変
わ

り
ま
す

。 方
が

。

網走市網走市市民部市民部生活環境課生活環境課網走市網走市市民部市民部生活環境課生活環境課

1



1．網走市のごみ排出量の推移
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2. ごみの処理・処分の検討2. ごみの処理・処分の検討

（1） 現在の処理・処分方式
一般ごみ ⇒ 破砕（減容） ⇒ 処分（埋立）

資源物 ⇒ 圧縮梱包・選別・溶解 ⇒ リサイクル

（2） 今後の処理・処分方式
生ごみ ⇒ 堆肥化処理 ⇒ 肥料として利用生ごみ ⇒ 堆肥化処理 ⇒ 肥料として利用
容器包装プラスチック ⇒ 圧縮梱包・選別・溶解 ⇒ 燃料などとして利用
紙おむつ ⇒ 破砕せず直接埋立（鳥虫害対策）
一般ごみ（埋立ごみ） ⇒ 破砕（減容） ⇒ 埋立一般ごみ（埋立ごみ） ⇒ 破砕（減容） ⇒ 埋立
資源物 ⇒ 圧縮梱包・選別・溶解 ⇒ リサイクル

新たに容器包装プラスチック・生ごみ・使用済み紙おむつ等の分別収集を実施する新たに容器包装プラスチック・生ごみ・使用済み紙おむつ等の分別収集を実施する
ことで、埋立処分量を減らし、環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会の構築
を目指します。
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3. ごみの出し方のイメージ 平成２９年２月、３月は全市で試験収集平成２９年２月、３月は全市で試験収集平成２９年２月、３月は全市で試験収集平成２９年２月、３月は全市で試験収集
１月より一般ごみ指定袋５Ｌを追加します。１月より一般ごみ指定袋５Ｌを追加します。１月より一般ごみ指定袋５Ｌを追加します。１月より一般ごみ指定袋５Ｌを追加します。
平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。

新たなごみの出し方現在のごみの出し方

・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ

平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。平成２９年４月から新たな指定袋での収集を開始します。

試験期間中、生ごみ、紙おむつ、容器包装プラ試験期間中、生ごみ、紙おむつ、容器包装プラ試験期間中、生ごみ、紙おむつ、容器包装プラ試験期間中、生ごみ、紙おむつ、容器包装プラ
はははは中が見える袋に分別して出して下さい。中が見える袋に分別して出して下さい。中が見える袋に分別して出して下さい。中が見える袋に分別して出して下さい。

・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ
・埋立ごみ・埋立ごみ・埋立ごみ・埋立ごみ
・食用油・食用油・食用油・食用油

・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ・生ごみと紙おむつ
・容器包装プラスチック・容器包装プラスチック・容器包装プラスチック・容器包装プラスチック

・食用油・食用油・食用油・食用油
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4. 容器包装プラスチックについて

１．容器包装プラスチックとは

収集日は週１回
容器包装プラの日（指定袋）

１．容器包装プラスチックとは

商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装、緩衝材など、商品を使ったり

取り出したあと不要になるもの。基本的に の識別マークが付いているものが対象。

２．分別収集の対象となるプラスチック類

①ボトル類①ボトル類

食用油・ソース・しょうゆなどの容器、シャンプー・リンス・洗剤などの容器

②パック、カップ、トレイ類

カップめん・弁当・豆腐などの容器、プリン・ゼリーなどのカップ、食品トレイなど

卵のパック

カップめん・弁当・豆腐などの容器、プリン・ゼリーなどのカップ、食品トレイなど

③袋、ラップ類

レジ袋、お菓子・パン・インスタント食品などの外装、食品トレーなどを包むラップ、

シャンプー・洗剤などの詰め替え容器など

④チューブ類

マヨネーズ・ケチャップ・わさびなどのチューブ、歯磨き粉・化粧品などのチューブマヨネーズ・ケチャップ・わさびなどのチューブ、歯磨き粉・化粧品などのチューブ

⑤その他

ペットボトルのキャップ、スプレー缶のキャップ、果物や野菜のネット、

薬の包装シート、商品を保護する緩衝材など薬の包装シート、商品を保護する緩衝材など

5容器包装プラスチックの分別方法を動画でご覧いただくことができます。
https://youtu.be/7tfvuuz2z2I または右記のQRコードからアクセスしてください。



5. 生ごみについて
収集日は週２回

生ごみの日（指定袋）

人が食べることができる（できた）ものが主な生ごみです。調理の際に出る魚の内臓や骨、
うろこ、野菜や果物の皮・種・芯、お菓子、鳥肉などについている骨、ホタテやほっき・しじみ
の貝殻、とうきびの芯、調味料、小麦粉などの粉末などです。その他、ペットフード、草花、

落ち葉、木の枝なども生ごみになります。 可能な限り水切りして出して下さい。落ち葉、木の枝なども生ごみになります。

残飯（食べ残し）など 調理・食品くず、貝類のウロ、卵のから 野菜や果物とその皮、種、芯 栗、落花生の皮

可能な限り水切りして出して下さい。

魚類、魚の骨・内臓、うろこ、カニ・エビのから お菓子、ケーキ類 肉類、鳥肉などの骨 ほたて、しじみなどの貝がら魚類、魚の骨・内臓、うろこ、カニ・エビのから お菓子、ケーキ類 肉類、鳥肉などの骨 ほたて、しじみなどの貝がら

コーヒーやお茶のがら

お茶の
がら

コーヒーの
かす、がら

粉末類、調味料など ペットフード

※ペットフードを包装しているものは除き

ます。プラスチック製の袋類は容器包装プ
ラスチックです。紙袋や缶類は資源物です。

草花、落ち葉、剪定枝、刈草類、 そのほか、生ごみとして出せるもの

使用済みのティッシュペーパー、使用済みのキッチンペーパー、つまようじ、

使用済みのマッチの芯（湿らしたもの）、竹串、割りばし、固めた廃食用油
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6. 廃食用油について 収集日は週２回
生ごみの日（無料）

廃食用油は、現在は電話による申し込み後、毎週水曜日に戸別収集し
ています。

・平成２９年２月以降は、戸別収集も行いますが、生ごみの日にステーション・平成２９年２月以降は、戸別収集も行いますが、生ごみの日にステーション
でも回収します。

・平成２９年４月以降は生ごみの日にステーション回収のみとなります。

7. 使用済み紙おむつ類について
汚物はできるだけ取り除いて下さい。

収集日は週２回
生ごみの日（指定袋）

汚物はできるだけ取り除いて下さい。

使用済みの紙おむつ類
（その他ストーマなど）

汚物はできるだけトイレで処理して下さい。

（その他ストーマなど）

使用済みのペットシーツ

使用済みの猫砂
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8. 埋立ごみについて 収集日は週１回
埋立ごみの日（指定袋）埋立ごみの日（指定袋）

なべ・やかん類なべ・やかん類

食器類

プラスチック製品類 皮製品類プラスチック製品類 皮製品類

ゴム製品類おもちゃ・玩具類

など
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9. 埋立ごみについて （指定袋に入らないもの）

指定袋に入れることができないごみは、一般ごみ処理券でステーショ
ンに出すことができます。

収集日は週１回
（一般ごみ処理券）

ンに出すことができます。

ほうき類 園芸用支柱 竹刀 枝木類

など

その他、一般ごみ処理券で収集できるごみの拡大を検
討します。
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10. 危険ごみについて 収集日は週１回
資源物の日（無料）

現在、ガス缶・スプレー缶は穴を開けて出すこととしていますが、

穴を開けなくても良いこととします。穴を開けなくても良いこととします。穴を開けなくても良いこととします。穴を開けなくても良いこととします。

☆穴あけはしなくても可
中身を使い切って出す。中身を使い切って出す。中身を使い切って出す。中身を使い切って出す。

☆中身が見える袋で出して
下さい。危険（キケン）の表
示をして下さい。

中身を使い切って出す。中身を使い切って出す。中身を使い切って出す。中身を使い切って出す。

キ
ケ
ン

など
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11. 粗大ごみについて 毎週水曜日
戸別収集（１点につき３００円）

一辺の長さが一辺の長さが一辺の長さが一辺の長さが60㎝を超えるもの、または重さが㎝を超えるもの、または重さが㎝を超えるもの、または重さが㎝を超えるもの、または重さが10㎏を超えるもの㎏を超えるもの㎏を超えるもの㎏を超えるもの

現在：１回につき５点まで現在：１回につき５点まで現在：１回につき５点まで現在：１回につき５点まで
平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで平成２９年度から：１回につき１０点まで

毎週水曜日に収集します。申し込みは前の日火曜日の午前中までに申し込み毎週水曜日に収集します。申し込みは前の日火曜日の午前中までに申し込み毎週水曜日に収集します。申し込みは前の日火曜日の午前中までに申し込み毎週水曜日に収集します。申し込みは前の日火曜日の午前中までに申し込み
をすると翌日の水曜日に収集します。１点につき３００円です。をすると翌日の水曜日に収集します。１点につき３００円です。をすると翌日の水曜日に収集します。１点につき３００円です。をすると翌日の水曜日に収集します。１点につき３００円です。
戸別に収集するので朝８時３０分までに玄関の前に置いて下さい。戸別に収集するので朝８時３０分までに玄関の前に置いて下さい。戸別に収集するので朝８時３０分までに玄関の前に置いて下さい。戸別に収集するので朝８時３０分までに玄関の前に置いて下さい。
※※※※処理券を貼ってステーションに出すことはできません。処理券を貼ってステーションに出すことはできません。処理券を貼ってステーションに出すことはできません。処理券を貼ってステーションに出すことはできません。※※※※処理券を貼ってステーションに出すことはできません。処理券を貼ってステーションに出すことはできません。処理券を貼ってステーションに出すことはできません。処理券を貼ってステーションに出すことはできません。
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12. 使用済み小型家電について 拠点回収（無料）

●回収できるもの●回収できるもの●回収できるもの●回収できるもの
・通常家庭で使用している電気で動作する機器・通常家庭で使用している電気で動作する機器・通常家庭で使用している電気で動作する機器・通常家庭で使用している電気で動作する機器
・電話機・電話機・電話機・電話機 ・携帯電話・携帯電話・携帯電話・携帯電話 ・・・・FAX装置装置装置装置 ・電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ・電子レンジ
・パソコン・パソコン・パソコン・パソコン ・ドライヤー・ドライヤー・ドライヤー・ドライヤー ・ゲーム機・ゲーム機・ゲーム機・ゲーム機 ・電卓・電卓・電卓・電卓
・炊飯器・炊飯器・炊飯器・炊飯器 ・電気カミソリ・電気カミソリ・電気カミソリ・電気カミソリ ・ケーブル・ケーブル・ケーブル・ケーブル ・コード・コード・コード・コード・炊飯器・炊飯器・炊飯器・炊飯器 ・電気カミソリ・電気カミソリ・電気カミソリ・電気カミソリ ・ケーブル・ケーブル・ケーブル・ケーブル ・コード・コード・コード・コード
・電子電気時計・電子電気時計・電子電気時計・電子電気時計 ・電気こたつ・電気こたつ・電気こたつ・電気こたつ ・ビデオデッキ・ビデオデッキ・ビデオデッキ・ビデオデッキ
・・・・DVDレコーダーレコーダーレコーダーレコーダー ・ステレオセット・ステレオセット・ステレオセット・ステレオセット ・・・・SDカードカードカードカード などなどなどなど

●回収できないもの●回収できないもの●回収できないもの●回収できないもの●回収できないもの●回収できないもの●回収できないもの●回収できないもの
・テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥・テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥・テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥・テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥
機機機機
⇒⇒⇒⇒販売店か処理業者に処理を依頼して下さい。販売店か処理業者に処理を依頼して下さい。販売店か処理業者に処理を依頼して下さい。販売店か処理業者に処理を依頼して下さい。

・・・・ビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイビデオテープ、カセットテープ、ＣＤ、ＤＶＤ、ブルーレイ
ディスクディスクディスクディスク
⇒⇒⇒⇒埋立ごみ埋立ごみ埋立ごみ埋立ごみで出して下さい。で出して下さい。で出して下さい。で出して下さい。

回収ボックス設置場所

下記場所の専用回収ボックスに出してください。 ＜回収ボックス＞
八坂ごみ処理場（ＰＣ・携帯電話可、大きさ制限なし）
市役所本庁舎２階清掃リサイクル係前（ＰＣ・携帯電話可）
エコーセンター２階、シティ環境（株）、（有）道環、ＤＣＭホーマック網走店、

回収ボックス設置場所

エコーセンター２階、シティ環境（株）、（有）道環、ＤＣＭホーマック網走店、
こいけでんき、(有)佐野電器商会、タケナワ電気、(有)タッチ１ワタナベ、
でんきの大上、(有)日和電機、ミヤマルデンキ、（有）ビデオ電機商会
※回収ボックスで回収できるものは30㎝×30㎝（投入口の大きさ）以下の大きさのものに限ります。
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13. ごみ・資源物のステーションについて

○地域ごとに決められたステーションに出して下さい。居住している区域外のステーションには出
せません。

○収集日当日の朝8:30までに出して下さい。○収集日当日の朝8:30までに出して下さい。

ごみステーション ○生ごみ・埋立ごみの日
生ごみ、埋立ごみ、使用済み紙おむつ類生ごみ、埋立ごみ、使用済み紙おむつ類
廃食用油

○生ごみ・容器包装プラスチックの日
生ごみ、容器包装プラスチック、使用済み紙おむつ類
廃食用油廃食用油

☆生ごみや廃食用油を入れ

る容器が必要な場合は、市
で用意しているものを貸し出
します。

資源物ステーション ○資源物の日
かん、びん、ペットボトル、新聞紙、雑誌・ちらし類、段ボール、
紙パック、白色トレイ、発泡スチロール、ざつ紙、
有害ごみ（蛍光管・電球・電池・水銀製品）
危険ごみ
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14. 新たな分別開始によるごみの料金について

（1） 指定ごみ袋の処理料金

14. 新たな分別開始によるごみの料金について

・一般ごみ（埋立ごみ） ・生ごみ、容器包装プラスチック、使用済み紙おむつ・一般ごみ（埋立ごみ） ・生ごみ、容器包装プラスチック、使用済み紙おむつ

5L 設定なし 5L 16円 3L 3L 4.8円

10L 20円 10L 32円 5L 5L 8円

新料金（1枚あたり）現行（1枚あたり） 新料金（1枚あたり） 現行（1枚あたり）

10L 20円 10L 32円 5L 5L 8円

20L 40円 20L 64円 10L 10L 16円

30L 60円 30L 96円 20L 20L 32円

40L 80円 40L 128円 30L 30L 48円

40L 40L 64円

設定なし

（2） 持込みごみの処分手数料

40L 40L 64円

現　　　　行 新　　料　　金

20ｋｇにつき80円
100ｋｇまで800円とし、100ｋｇを超える場合は

10ｋｇにつき80円を加算する。

【平成27年度実績】
個人の持ち込み車両 約３４，０００台／年
一台あたりの平均重量 約５０㎏

※持込の資源物も合わせて計量します。

一台あたりの平均重量 約５０㎏
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15. 新たな指定ごみ袋による影響額について①

【例１】 ２～４人の世帯で１週間に２０L袋を２枚利用する世帯であれば

15. 新たな指定ごみ袋による影響額について①

10L「埋立ごみ」用 1枚
32円×1枚＝32円
収集回数 週1回20L

10L

3L「生ごみ」用 4枚
4.8円×4枚＝19.2円
収集回数 週２回

20L

3L 3L

3L 3L 収集回数 週２回

20L「容器包装プラスチック」用 1枚
32円×1枚＝32円
収集回数 週１回

20L 3L 3L

20L
20L「一般ごみ」用 2枚

収集回数 週１回
32円＋19.2円＋32円＝83.2円

20L
20L「一般ごみ」用 2枚
40円×２枚＝80円

その差は？ １週間で3.2円
１月間で12.8円
１年間で166.4円
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15. 新たな指定ごみ袋による影響額について②

【例２】 ３～５人の世帯で１週間に３０L袋を２枚利用する世帯であれば

15. 新たな指定ごみ袋による影響額について②

10L「埋立ごみ」用 1枚
5L「埋立ごみ」用 1枚
32円×1枚＋16円×1枚＝48円30L

10L
5L

3L「生ごみ」用 6枚
4.8円×6枚＝28.8円

30L

3L 3L

3L 3L

3L

3L

30L「一般ごみ」用 2枚
30L「容器包装プラスチック」用 1枚
48円×1枚＝48円

30L 3L 3L

30L

3L

30L「一般ごみ」用 2枚
60円×２枚＝120円

48円＋28.8円＋48円＝124.8円
30L

その差は？ １週間で4.8円
１月間で19.2円
１年間で249.6円
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16. 資源物について16. 資源物について

かん びん ペットボトル
段ボール

大手新聞紙
雑誌・ちらし

紙パック紙パック
（裏が銀色のパックも可）

発泡発泡発泡発泡スチロールスチロールスチロールスチロール
電池類

※必ずすすいで開いて下さい。

白色白色白色白色トレイトレイトレイトレイ

電池類

電球類（LED含む）

蛍光管（LED含む）

17

蛍光管（LED含む）

ざつざつざつざつ紙紙紙紙(小小小小さいさいさいさい紙類紙類紙類紙類)



参考：ざつ紙（小さい紙類）とは

封筒

その他

ラップやアルミホイル
の芯、メモ紙も資源物
です。

封筒の窓がプラ

封筒 です。

スチックの場合
は切り取って埋
立ごみ

金銀加工紙

埋立ごみとなる紙類（再資源化できないもの）

裏カーボン紙裏カーボン紙

名刺

写真、写真光沢加工紙

その他

油紙、カップラーメンのふた、ビニール加工紙、

写真光沢紙で作成した名刺などたばこの箱

18
※フィルムは容器包装プラ、
銀紙は埋立ごみ

写真光沢紙で作成した名刺などたばこの箱



参考：新たな分別の実験参考：新たな分別の実験

①４日目（月曜日の朝）

実験の日程：Ｈ２８．２．２６ （木）ごみ出し後～３．３（木）朝までの１週間
普段のごみ出しは、２０Ｌ袋と１０Ｌ袋を交互に使っている。

②７日目（木曜日の朝）①４日目（月曜日の朝）
：一般ごみ５L、容器プラ５L程度

②７日目（木曜日の朝）
（左）一般ごみ、（中）容器プラ、（右）生ごみ

③７日目（木曜日の朝）
容器プラだけを２０Ｌ袋に入れてみると約半分。

④７日目（木曜日の朝）

全てが２０Ｌ袋に入るので、分別でごみが増える
容積比としては、容器プラ５０％（１０Ｌ）、埋立ご
み３５％（５Ｌ）、生ごみ１５％（３Ｌ）といったところ。

全てが２０Ｌ袋に入るので、分別でごみが増える
ということは無かった。
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おわりにおわりに
一般ごみの袋の種類の追加について

試験分別により、一般ごみの量が減少することが予測されるため、

平成２９年１月より ５Ｌの一般ごみの袋を販売します。

持込ごみ（家庭系）について

現在使用している八坂の廃棄物処理施設では、自由にごみを持ち込むことができるよう

平成２９年１月より ５Ｌの一般ごみの袋を販売します。

現在使用している八坂の廃棄物処理施設では、自由にごみを持ち込むことができるよう
になっています。このため、年間約３４，０００台の家庭ごみ持ち込みがある現状です。
新たな施設は明治地区に設置しますが、搬入車両の台数をおさえるため、引っ越しごみ
や大型の粗大ごみを対象にした処理料金への見直しをしています。や大型の粗大ごみを対象にした処理料金への見直しをしています。
指定袋に入るようなごみや資源物は近くのステーションに出して頂くようお願いします。

現在使用している指定ごみ袋について
現在使用している青色の指定ごみ袋は、平成２９年５月までは分別をした上で埋立ごみ

用、生ごみ用、容器包装プラスチック用、紙おむつ類用の指定ごみ袋として使用できます。

以降、平成３０年３月までは、埋立ごみ以外の生ごみ用、容器包装プラスチック用、紙お
むつ類用の指定ごみ袋として使用できます。
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