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引っ越しなどで
　大量にごみを出すときは、計画的に
　3月から4月にかけては、引っ越しなどでごみが多く排出される時期です。
　引っ越しなどでごみを出す予定があるときは、事前に収集日や分別などの
ルールを確認し、計画的に出しましょう。

　収集運搬料金は、ごみの量などにより異なりますので、
直接、収集運搬許可業者に確認してください。
※家電リサイクル券の取り扱いも行っています。

メルトタワー21からのお知らせ

《詳細》環境課
　　　☎22ｰ1481

燃やせるごみ
燃やせないごみ
プラスチック製容器包装

週２回
月１回
月１回

ごみステーションへ

資源物 月２回

●収集運搬許可業者に依頼する(有料) 収集運搬許可業者
道南清掃㈱
㈲道南クリーンセンター
三協清掃㈱

東町 3-2-11

高平町 1-19

日の出町 2-18-2

☎43-5580
☎55-5083
☎41-5071

●自分で処理施設に運ぶ

搬入
場所

受付
日時

料金
と
搬入
方法

西胆振地域廃棄物広域処理施設
（メルトタワー21）
石川町22ｰ2 ☎59ｰ0705

毎日  8:30～17：00
※日曜日の受け入れは「燃やせるごみ」のみです。

燃やせるごみ、燃やせないごみ 資源物
(空き缶･空きびん･ペットボトル) プラスチック製容器包装、古紙類

火～土曜日
8：30～17：00

月～金曜日（祝日を除く）
８：４５～1７：１５

◎100キログラムまで500円
◎100キログラムを超えた場合、10キログラ
　ムごとに50円を加算
・燃やせるごみの投入口と燃やせないごみの投
　入口は違います。それぞれ分別してから持ち
　込んでください。
※市の指定ごみ袋、または、ごみ処理券を使用
　している場合は、上記の料金はかかりません
　ので、事前に計量の係員にお伝えください。

空き缶・空きびん・ペットボトル
は無料で引き取ります。

・それぞれ分別してから持ち込ん
　でください。
・ペットボトルは、ラベルをはが
　して持ち込んでください。
※ラベルをはがせない場合は、そ
　のまま出してください。

プラスチック製容器包装は、指定袋（さく
ら色）に入れてください。
古紙類は、無料で引き取ります。
・入口のインターホンで、職員を呼んでくだ
　さい。
・新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他
　（ティッシュの箱や包装紙など）に分けて、
　種類別にひもで十字に縛ってください。

西いぶり広域連合
リサイクルプラザ

石川町22ｰ2 ☎59ｰ0319
清掃事業所

御崎町1ｰ75ｰ7 ☎22ｰ1481

資源ステーションへ

ご注意ください

エア･ウォーター物流㈱室蘭営業所
港北町 1－25－35☎55ｰ7121

㈱鈴木商会道南支店室蘭事業所
東町 3－1－9 ☎44ｰ2073

36

　　翔陽中学校
●イタンキ浜

← 登別市
→

● ㈱鈴木商会

37

ガソリンスタンド
ローソン←

伊達市

中
島
町

●
●

↓● エア・ウォーター
物流㈱

《詳細》(一社)パソコン3Ｒ推進協会
　　　 ☎03ｰ5282ｰ7685　　https://www.pc3r.jp/HP

《詳細》リネットジャパンリサイクル㈱
　　　 ☎0570ｰ085ｰ800　　https://www.renet.jp/HP

回収ボックスの設置場所と開館時間

リサイクル料金

　家電リサイクル法対象製品とパソコンは、リサイクルを
推進しています。それぞれ適正な方法で処理してください。

　　どちらもリサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
　　収集運搬料金は、直接、協力店または収集運搬許可業者に確認してください。

収集運搬許可業者に依頼する
（10ページ参照）

使用済小型家電

●業者に依頼する

　郵便局で家電リサイクル券を購入し、次のどちらかに運んでください。

　メーカーや大きさによって料金が
異なります。ホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。

●指定された場所に自分で運ぶ

　燃やせるごみ、燃やせないごみをメルトタワー21に直接搬
入する際は「搬入申告書」の提出が必要です。事前に記入し
ておくとスムーズに搬入できます。「搬入申告書」は、西いぶ
り広域連合のホームページからダウンロードできます。

　鉄アレイやジャッキなどの鉄のかたまり、電池類は事故や機
械の故障の原因となります。持ち込んだ場合は係員に申し出て
ください。また、灯油やガス抜きをしていないスプレー缶・ガス
ボンベ、未使用の花火などは、施設の火災の原因につながるた
め、搬入できません。

料金（税込）品　　目

テレビ

家庭用ルームエアコン

洗濯機・衣類乾燥機

16型以上
15型以下

170リットル以下
171リットル以上

2,420円～
1,320円～
990円～
4,730円～
3,740円～
2,530円～

冷蔵庫
冷凍庫

市役所本庁舎

道の駅「みたら室蘭」

市民会館
中小企業センター
生涯学習センター「きらん」
サンライフ室蘭
白鳥台ショッピングセンターハック

室蘭工業大学生活協同組合
パレット

8:45～17:15

9:00～20:00
9:00～21:00
9:00～22:00
9:00～21:00
10:00～19:30

設置場所 開館時間

9:30～21:00
※11～3月は17:00まで。

10:00～18:00
※土曜日は17:00まで。

収集日に出せないときは

収集日に出すときは

家電製品やパソコンは
それぞれ処理方法が違います

《詳細》（一財）家電製品協会
　　　家電リサイクル券センター

　 0120ｰ319640
　 https://www.rkc.aeha.or.jp/HP

室蘭・登別・伊達三市家電リサ
イクル推進連絡会の協力店に依
頼する。(協力店一覧は、市ホー
ムページをご覧ください)

　家庭で使用しなくなった電気や電池で作動する電子・電
気機器を無料で回収します。

●各メーカーに直接回収を依頼する
　　メーカーの連絡先や回収先のないパソコンは、「一般
社団法人パソコン3R推進協会」にお問い合わせください。

●宅配業者による回収
　　国の認定事業者である、「リネットジャパンリサイク
ル㈱」に回収を申し込んでください。
　　自宅まで宅配業者が伺いますので、段ボールに詰めて
渡してください。マウスやプリンターなどの周辺機器、そ
の他の小型家電も併せて回収できます。
※パソコンの本体を含む場合、1回の回収につき段ボール1箱
分（3辺の合計が140センチメートル、重さ20キログラム
以内）の回収料金が無料です。

パソコン

家電リサイクル法対象製品

●回収ボックスに入らない大きさのもの
　　清掃事業所に設置している大型用のかごに受付時間内に
持ち込んでください。（受付時間は10ページ参照）
●パソコンなどの個人情報が含まれる機器
　　清掃事業所で直接引き取りますので、データを消去して
から、受付時間内に持ち込んでください。
●CRTモニター、液晶ディスプレイ
　　4月からCRTモニターと液晶ディスプレイは回収できま
せん。4月以降に処理したい場合は、購入店に相談、また
は、パソコンの処理方法に従って処理してください。

※回収の対象品は、使用済小型家電回収パンフレットや市ホーム
ページで確認できます。
※家電リサイクル法対象製品は回収しません。

CRTディスプレイ/一体型パソコン、
液晶ディスプレイ/一体型パソコン、
デスクトップパソコン（本体）、
ノート型パソコン

●使用済小型家電として排出する
　　回収の対象となる家電製品は使用済小型家電として
排出することが可能です。詳細は、【使用済小型家電】
をご覧ください。

●燃やせないごみの収集日に排出する
　　わかくさ（グリーン）色の「燃やせないごみ」の指定袋
に入れて（袋に入らない場合は「ごみ処理券」を貼る）「燃
やせないごみ」の収集日に出してください。

その他の家電製品
電子レンジ、ストーブ、ビデオデッキ、掃除機、
プリンター、スキャナーなど

■令和3年度版の家庭系ごみ収集
カレンダー（4月～令和4年3月）
は、今月号に折り込みしています。
■収集日は家庭系ごみ収集カレン
ダーで、分別方法は分別パンフ
レットで確認してください。
■家庭系ごみ収集カレンダーと分
別パンフレットは、市役所本庁
舎（正面玄関）、戸籍住民課（広
域センタービル）、蘭東支所に備
え付けてあるほか、市ホームペー
ジにも掲載しています。

空き缶 ペットボトル空きびん

●回収ボックス（30センチメートル×30センチメートルの投入
　口）に入る大きさのもの
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引っ越しなどで
　大量にごみを出すときは、計画的に
　3月から4月にかけては、引っ越しなどでごみが多く排出される時期です。
　引っ越しなどでごみを出す予定があるときは、事前に収集日や分別などの
ルールを確認し、計画的に出しましょう。

　収集運搬料金は、ごみの量などにより異なりますので、
直接、収集運搬許可業者に確認してください。
※家電リサイクル券の取り扱いも行っています。

メルトタワー21からのお知らせ

《詳細》環境課
　　　☎22ｰ1481

燃やせるごみ
燃やせないごみ
プラスチック製容器包装

週２回
月１回
月１回

ごみステーションへ

資源物 月２回

●収集運搬許可業者に依頼する(有料) 収集運搬許可業者
道南清掃㈱
㈲道南クリーンセンター
三協清掃㈱

東町 3-2-11

高平町 1-19

日の出町 2-18-2

☎43-5580
☎55-5083
☎41-5071

●自分で処理施設に運ぶ

搬入
場所

受付
日時

料金
と
搬入
方法

西胆振地域廃棄物広域処理施設
（メルトタワー21）
石川町22ｰ2 ☎59ｰ0705

毎日  8:30～17：00
※日曜日の受け入れは「燃やせるごみ」のみです。

燃やせるごみ、燃やせないごみ 資源物
(空き缶･空きびん･ペットボトル) プラスチック製容器包装、古紙類

火～土曜日
8：30～17：00

月～金曜日（祝日を除く）
８：４５～1７：１５

◎100キログラムまで500円
◎100キログラムを超えた場合、10キログラ
　ムごとに50円を加算
・燃やせるごみの投入口と燃やせないごみの投
　入口は違います。それぞれ分別してから持ち
　込んでください。
※市の指定ごみ袋、または、ごみ処理券を使用
　している場合は、上記の料金はかかりません
　ので、事前に計量の係員にお伝えください。

空き缶・空きびん・ペットボトル
は無料で引き取ります。

・それぞれ分別してから持ち込ん
　でください。
・ペットボトルは、ラベルをはが
　して持ち込んでください。
※ラベルをはがせない場合は、そ
　のまま出してください。

プラスチック製容器包装は、指定袋（さく
ら色）に入れてください。
古紙類は、無料で引き取ります。
・入口のインターホンで、職員を呼んでくだ
　さい。
・新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他
　（ティッシュの箱や包装紙など）に分けて、
　種類別にひもで十字に縛ってください。

西いぶり広域連合
リサイクルプラザ

石川町22ｰ2 ☎59ｰ0319
清掃事業所

御崎町1ｰ75ｰ7 ☎22ｰ1481

資源ステーションへ

ご注意ください

エア･ウォーター物流㈱室蘭営業所
港北町 1－25－35☎55ｰ7121

㈱鈴木商会道南支店室蘭事業所
東町 3－1－9 ☎44ｰ2073
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《詳細》(一社)パソコン3Ｒ推進協会
　　　 ☎03ｰ5282ｰ7685　　https://www.pc3r.jp/HP

《詳細》リネットジャパンリサイクル㈱
　　　 ☎0570ｰ085ｰ800　　https://www.renet.jp/HP

回収ボックスの設置場所と開館時間

リサイクル料金

　家電リサイクル法対象製品とパソコンは、リサイクルを
推進しています。それぞれ適正な方法で処理してください。

　　どちらもリサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
　　収集運搬料金は、直接、協力店または収集運搬許可業者に確認してください。

収集運搬許可業者に依頼する
（10ページ参照）

使用済小型家電

●業者に依頼する

　郵便局で家電リサイクル券を購入し、次のどちらかに運んでください。

　メーカーや大きさによって料金が
異なります。ホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。

●指定された場所に自分で運ぶ

　燃やせるごみ、燃やせないごみをメルトタワー21に直接搬
入する際は「搬入申告書」の提出が必要です。事前に記入し
ておくとスムーズに搬入できます。「搬入申告書」は、西いぶ
り広域連合のホームページからダウンロードできます。

　鉄アレイやジャッキなどの鉄のかたまり、電池類は事故や機
械の故障の原因となります。持ち込んだ場合は係員に申し出て
ください。また、灯油やガス抜きをしていないスプレー缶・ガス
ボンベ、未使用の花火などは、施設の火災の原因につながるた
め、搬入できません。

料金（税込）品　　目

テレビ

家庭用ルームエアコン

洗濯機・衣類乾燥機

16型以上
15型以下

170リットル以下
171リットル以上

2,420円～
1,320円～
990円～
4,730円～
3,740円～
2,530円～

冷蔵庫
冷凍庫

市役所本庁舎

道の駅「みたら室蘭」

市民会館
中小企業センター
生涯学習センター「きらん」
サンライフ室蘭
白鳥台ショッピングセンターハック

室蘭工業大学生活協同組合
パレット

8:45～17:15

9:00～20:00
9:00～21:00
9:00～22:00
9:00～21:00
10:00～19:30

設置場所 開館時間

9:30～21:00
※11～3月は17:00まで。

10:00～18:00
※土曜日は17:00まで。

収集日に出せないときは

収集日に出すときは

家電製品やパソコンは
それぞれ処理方法が違います

《詳細》（一財）家電製品協会
　　　家電リサイクル券センター

　 0120ｰ319640
　 https://www.rkc.aeha.or.jp/HP

室蘭・登別・伊達三市家電リサ
イクル推進連絡会の協力店に依
頼する。(協力店一覧は、市ホー
ムページをご覧ください)

　家庭で使用しなくなった電気や電池で作動する電子・電
気機器を無料で回収します。

●各メーカーに直接回収を依頼する
　　メーカーの連絡先や回収先のないパソコンは、「一般
社団法人パソコン3R推進協会」にお問い合わせください。

●宅配業者による回収
　　国の認定事業者である、「リネットジャパンリサイク
ル㈱」に回収を申し込んでください。
　　自宅まで宅配業者が伺いますので、段ボールに詰めて
渡してください。マウスやプリンターなどの周辺機器、そ
の他の小型家電も併せて回収できます。
※パソコンの本体を含む場合、1回の回収につき段ボール1箱
分（3辺の合計が140センチメートル、重さ20キログラム
以内）の回収料金が無料です。

パソコン

家電リサイクル法対象製品

●回収ボックスに入らない大きさのもの
　　清掃事業所に設置している大型用のかごに受付時間内に
持ち込んでください。（受付時間は10ページ参照）
●パソコンなどの個人情報が含まれる機器
　　清掃事業所で直接引き取りますので、データを消去して
から、受付時間内に持ち込んでください。
●CRTモニター、液晶ディスプレイ
　　4月からCRTモニターと液晶ディスプレイは回収できま
せん。4月以降に処理したい場合は、購入店に相談、また
は、パソコンの処理方法に従って処理してください。

※回収の対象品は、使用済小型家電回収パンフレットや市ホーム
ページで確認できます。
※家電リサイクル法対象製品は回収しません。

CRTディスプレイ/一体型パソコン、
液晶ディスプレイ/一体型パソコン、
デスクトップパソコン（本体）、
ノート型パソコン

●使用済小型家電として排出する
　　回収の対象となる家電製品は使用済小型家電として
排出することが可能です。詳細は、【使用済小型家電】
をご覧ください。

●燃やせないごみの収集日に排出する
　　わかくさ（グリーン）色の「燃やせないごみ」の指定袋
に入れて（袋に入らない場合は「ごみ処理券」を貼る）「燃
やせないごみ」の収集日に出してください。

その他の家電製品
電子レンジ、ストーブ、ビデオデッキ、掃除機、
プリンター、スキャナーなど

■令和3年度版の家庭系ごみ収集
カレンダー（4月～令和4年3月）
は、今月号に折り込みしています。
■収集日は家庭系ごみ収集カレン
ダーで、分別方法は分別パンフ
レットで確認してください。
■家庭系ごみ収集カレンダーと分
別パンフレットは、市役所本庁
舎（正面玄関）、戸籍住民課（広
域センタービル）、蘭東支所に備
え付けてあるほか、市ホームペー
ジにも掲載しています。

空き缶 ペットボトル空きびん

●回収ボックス（30センチメートル×30センチメートルの投入
　口）に入る大きさのもの


