
●●●● 令和元年１２月３１日令和元年１２月３１日令和元年１２月３１日令和元年１２月３１日((((火火火火))))から令和２年１月５日から令和２年１月５日から令和２年１月５日から令和２年１月５日((((日日日日))))までまでまでまで 収集をお休みします。収集をお休みします。収集をお休みします。収集をお休みします。

●●●● 令和２年１令和２年１令和２年１令和２年１月月月月６日６日６日６日((((月月月月))))からからからから通常収集通常収集通常収集通常収集を行いますを行いますを行いますを行います。。。。

令和元年１２月 令和２年１月

金 土 日 月

３ ４ ５ ６

金 土 日 火 水 木

燃やすごみの収集日が

燃やすごみの収集日が燃やすごみの収集日が

燃やすごみの収集日が

火･金曜日のＢ地区の方

火･金曜日のＢ地区の方火･金曜日のＢ地区の方

火･金曜日のＢ地区の方

のののの
年末収集最終日年末収集最終日年末収集最終日年末収集最終日は

はは

は12月18日(水)12月18日(水)12月18日(水)12月18日(水)
年始収集開始日年始収集開始日年始収集開始日年始収集開始日は

はは

は1月8日(水)1月8日(水)1月8日(水)1月8日(水)
     ※以降、一週間おきの水曜日

     ※以降、一週間おきの水曜日     ※以降、一週間おきの水曜日

     ※以降、一週間おきの水曜日

３０ ２２７ ２８ ２９ ３１ １

月

燃やすごみの収集日が

燃やすごみの収集日が燃やすごみの収集日が

燃やすごみの収集日が

月･木曜日のＡ地区の方

月･木曜日のＡ地区の方月･木曜日のＡ地区の方

月･木曜日のＡ地区の方

年末収集最終日年末収集最終日年末収集最終日年末収集最終日は
はは

は12月25日(水)12月25日(水)12月25日(水)12月25日(水)
年始収集開始日は年始収集開始日は年始収集開始日は年始収集開始日は1月15日(水)1月15日(水)1月15日(水)1月15日(水)
     ※以降、一週間おきの水曜日

     ※以降、一週間おきの水曜日     ※以降、一週間おきの水曜日

     ※以降、一週間おきの水曜日

のののの

ごみの収集はごみの収集はごみの収集はごみの収集は

（有害ごみ）（有害ごみ）（有害ごみ）（有害ごみ）

（有害ごみ）（有害ごみ）（有害ごみ）（有害ごみ）

通通通通
常常常常
収収収収
集集集集

おおおお

休休休休

みみみみ

通通通通
常常常常
収収収収
集集集集

通通通通
常常常常
収収収収
集集集集

お休みお休みお休みお休み
おおおお

休休休休

みみみみ

問合せ先／帯広市市⺠環境部清掃事業課 〒080-2464 帯広市⻄24北4-1

TEL:0155-37-2311 FAX:0155-37-2313 E-mail:clean@city.obihiro.hokkaido.jp

☆ごみュニティメールは、「ごみ」

☆ごみュニティメールは、「ごみ」☆ごみュニティメールは、「ごみ」

☆ごみュニティメールは、「ごみ」+

++

+「コミュニティ」

「コミュニティ」「コミュニティ」

「コミュニティ」+

++

+「メール」の造語で、

「メール」の造語で、「メール」の造語で、

「メール」の造語で、

清掃事業課で市民向けに発行するごみに関するお知らせの名称です。

清掃事業課で市民向けに発行するごみに関するお知らせの名称です。清掃事業課で市民向けに発行するごみに関するお知らせの名称です。

清掃事業課で市民向けに発行するごみに関するお知らせの名称です。 第38号

令和元年

12月発行

年末年始のごみと資源ごみの収集について

12121212月月月月28282828日日日日((((土土土土))))からからからから1111月月月月5555日日日日((((日日日日))))までお休みします。までお休みします。までお休みします。までお休みします。
・第

・第・第

・第1

11

1収集地区

収集地区収集地区

収集地区 北海道エコシス

北海道エコシス北海道エコシス

北海道エコシス 電話

電話電話

電話 0155

01550155

0155-

--

-37

3737

37-

--

-3766

37663766

3766

・第

・第・第

・第2

22

2収集地区

収集地区収集地区

収集地区 大洋清掃企業組合

大洋清掃企業組合大洋清掃企業組合

大洋清掃企業組合 電話

電話電話

電話 0155

01550155

0155-

--

-67

6767

67-

--

-0558

05580558

0558

し尿の収集について

12121212月月月月28282828日日日日((((土土土土))))からからからから1111月月月月5555日日日日((((日日日日))))までまでまでまでおおおお休み休み休み休みしししします。ます。ます。ます。
・

・・

・大型ごみ受付センター

大型ごみ受付センター大型ごみ受付センター

大型ごみ受付センター 電話

電話電話

電話 0155

01550155

0155-

--

-27

2727

27-

--

-5300

53005300

5300

大型ごみの収集について

●１２月３１日(火)正午から１月２日(木)までお休みします。

●混雑により搬入までに平日でも１時間以上かかることが多くなっており、年末年始は

さらに長時間お待ちいただく可能性があります。

●他の施設の出入口や交差点内での停車はご遠慮ください。

●ごみの収集にも大きな影響を及ぼすことから、できる限り、収集日に決められたごみ

ステーションに出していただくよう、ご協力をお願いします。

くりりんセンターへの家庭系ごみの持ち込み（自己搬入)について

1111月月月月13131313日日日日((((月月月月)))) 成人の日成人の日成人の日成人の日は、は、は、は、

通常どおり収集します通常どおり収集します通常どおり収集します通常どおり収集します。。。。

祝日の収集について

ごみステーションの除雪に ご協⼒をお願いします

十勝

十勝十勝

十勝圏

圏圏

圏複合事務組合くりりんセンター

複合事務組合くりりんセンター複合事務組合くりりんセンター

複合事務組合くりりんセンター 住所

住所住所

住所:

::

:帯広市西

帯広市西帯広市西

帯広市西24

2424

24条北

条北条北

条北4

44

4丁目

丁目丁目

丁目1

11

1-

--

-5

55

5 TEL:0155

TEL:0155TEL:0155

TEL:0155-

--

-37

3737

37-

--

-3550

35503550

3550

・10㎏あたり170円の処理料金が必要です。

・透明か半透明の袋に入れてください。（指定ごみ袋を使用する必要はありません。）

・素材ごとの分別等の搬入ルールを守りましょう。



・・・・穴あけ不要穴あけ不要穴あけ不要穴あけ不要です。

です。です。

です。

・・・・資源ごみ「資源ごみ「資源ごみ「資源ごみ「SSSSの日」にの日」にの日」にの日」に

①家具を固定し、倒れにくくする

家具や電化製品を壁に固定することで、身を

守るだけでなく破損を防ぐことができます。

②不要な家具や電化製品は処分しておく

災害により部屋が散乱すると、片付ける手間

が増えるため、日ごろから処分しておきましょう。

災害によるごみを減少させるために

普段から気を付けること

大規模災害発生に伴って生じる「災害ごみ」は、次の手順で

処理していきます。

①災害発生後に諸条件を考慮して、迅速に「一次仮置場」を

決定し、場所と排出方法をお知らせします。

②「一次仮置場」に搬入された廃棄物を大まかに分別します。

③さらに細かい分別や破砕選別などを⾏う「⼆次仮置場」へ

運びます。

④その後、再資源化・焼却処理・最終処分などを⾏います。

をををを減減減減らそうらそうらそうらそう!!!!

もったいない︕⾷べられるのに捨てられる

大規模災害時には、市からお知らせする情報に

沿った、ごみの排出へのご協力をお願いします。

災害発生時のごみ処理
早期復旧・復興のために

食品ロスを減らすために、一人ひとりが意識

食品ロスを減らすために、一人ひとりが意識食品ロスを減らすために、一人ひとりが意識

食品ロスを減らすために、一人ひとりが意識

して食べ物を大切にしなきゃいけないのね！

して食べ物を大切にしなきゃいけないのね！して食べ物を大切にしなきゃいけないのね！

して食べ物を大切にしなきゃいけないのね！

売れ残りや食べ残し、

売れ残りや食べ残し、売れ残りや食べ残し、

売れ残りや食べ残し、

期限が切れてしまったり

期限が切れてしまったり期限が切れてしまったり

期限が切れてしまったり

など、まだ食べられるの

など、まだ食べられるのなど、まだ食べられるの

など、まだ食べられるの

に捨てられてしまう食品

に捨てられてしまう食品に捨てられてしまう食品

に捨てられてしまう食品

のことでござる！

のことでござる！のことでござる！

のことでござる！

食品ロスってなぁに？

食品ロスってなぁに？食品ロスってなぁに？

食品ロスってなぁに？

なぜ食品ロスが問題になっているの？

なぜ食品ロスが問題になっているの？なぜ食品ロスが問題になっているの？

なぜ食品ロスが問題になっているの？

日本全体で

日本全体で日本全体で

日本全体で1

11

1年間に発生する食品ロスは

年間に発生する食品ロスは年間に発生する食品ロスは

年間に発生する食品ロスは640640640640万トン前後万トン前後万トン前後万トン前後で、
で、で、

で、

これは、国民一人が毎日茶碗一杯分のご飯を捨てている計算でござる。

これは、国民一人が毎日茶碗一杯分のご飯を捨てている計算でござる。これは、国民一人が毎日茶碗一杯分のご飯を捨てている計算でござる。

これは、国民一人が毎日茶碗一杯分のご飯を捨てている計算でござる。

食品ロスの

食品ロスの食品ロスの

食品ロスの半分近くは

半分近くは半分近くは

半分近くは一般家庭から発生一般家庭から発生一般家庭から発生一般家庭から発生していると言われているでござる。
していると言われているでござる。していると言われているでござる。

していると言われているでござる。

買い物時に買い物時に買い物時に買い物時に「買いすぎない」「買いすぎない」「買いすぎない」「買いすぎない」、料理を作る時に、料理を作る時に、料理を作る時に、料理を作る時に「作りすぎない」「作りすぎない」「作りすぎない」「作りすぎない」、、、、

外食時に外食時に外食時に外食時に「注文しすぎない」「注文しすぎない」「注文しすぎない」「注文しすぎない」、、、、「食べきる」「食べきる」「食べきる」「食べきる」 ことが重要なのでござる！ことが重要なのでござる！ことが重要なのでござる！ことが重要なのでござる！

えーそうなの

えーそうなのえーそうなの

えーそうなの!?

!?!?

!?なんとかしなきゃ！

なんとかしなきゃ！なんとかしなきゃ！

なんとかしなきゃ！

令和元年10月1⽇から⾷品ロス削減推進法が施⾏されました

リサイクル忍者わけすけ

リサイクル忍者わけすけリサイクル忍者わけすけ

リサイクル忍者わけすけ

ごみの分別や減量をＰＲしている忍者学校の小学４年生。

ごみの分別や減量をＰＲしている忍者学校の小学４年生。ごみの分別や減量をＰＲしている忍者学校の小学４年生。

ごみの分別や減量をＰＲしている忍者学校の小学４年生。

電池 ライター カミソリ

絶対に混ぜないでください

絶対に混ぜないでください絶対に混ぜないでください

絶対に混ぜないでください

※キャップや噴射ボタンは

取り外してください。

スプレー缶等は です

電池は

電池は電池は

電池は有害ごみ

有害ごみ有害ごみ

有害ごみ、

、、

、

ライターとカミソリは

ライターとカミソリはライターとカミソリは

ライターとカミソリは

燃やさないごみ

燃やさないごみ燃やさないごみ

燃やさないごみです

ですです

です

●

ス

プ

レ

ー

缶

●

カ

セ

ッ

ト

ボ

ン

ベ

中身を使い切

中身を使い切中身を使い切

中身を使い切り、他の缶類と分けて別の袋で

り、他の缶類と分けて別の袋でり、他の缶類と分けて別の袋で

り、他の缶類と分けて別の袋で

排出してください。

排出してください。排出してください。

排出してください。

（例）


