
17毎日の暮らしに役立つ『広報とまこまい』は、毎月1日発行です ！
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出前講座
� ゼロごみ推進課  55-4266
ゼロごみプレミアム講座として、ごみの減
量・ごみの分別、各種リサイクル手法、生
ごみの堆肥化方法、事業系ごみの分別・処
理方法など、ご希望に応じた出前講座を開
催しています。

環境の保全
� 環境保全課  57-8806
工場や事業所から排出されるばい煙や排
水、建設作業や自動車などによる騒音や振
動、その他事業活動に伴う悪臭の発生に関
して測定や調査を実施するほか、地球温暖
化防止の取り組みとしてエコドライブの推
進や環境保全に関する業務を行っていま
す。また、市内の空気の汚れ、騒音振動な
ど定期的に監視測定し、結果を冊子や市の
HPで公表しています。

リサイクルプラザの市民開放
� リサイクルプラザ苫小牧  55-2970
�ごみの減量とリサイクルに関する情報提供
を行っています。また、牛乳パックからの
手すきはがきづくり、廃食油からのせっけ
んづくりなどの体験学習や市民の自主的活
動の支援を行っています。
そのほか、大型ごみとして出された家具や
自転車を修理して販売しています。
ごみ処理施設の見学受付・案内、読み終え
た本の持ち込みや持ち出しが自由にできる
リユース文庫もありますので気軽にお立ち
寄りください。

公害苦情相談
� 環境保全課  57-8806
事業活動や人の活動で生じる大気・水・土
壌の汚れ、騒音、振動、悪臭などでお困り
の時はご相談ください。被害の状況から原
因を調査し、必要に応じて関係者に指導や
助言を行います。

出前講座
� 環境保全課  57-8806
省エネや地球温暖化防止など、生活に役立
つ講座を要望に応じて開催しています。

生活用品ダイヤル交換市
� 安全安心生活課  32-6306
家庭で不用になった物や必要としている家
庭用品などをあらかじめ登録(専業の業者
を除く)しておき、これらを苫小牧民報と
北海道新聞で市民に情報を提供し、担当者
から希望者に電話仲介をしています。登録
する品物は一般生活用品で、動物・植物・
飲食物・自動車・50ccを超えるオートバ
イは除きます。登録期間は2カ月で再利用
目的のため、無料またはそれに近い値段を
つけていただくようお願いしています。
●ダイヤル交換市登録受付  34-5060
　平日10時～12時（それ以外は留守番電話）

地域や学校行事などでの活用に最適です。
気軽にご相談ください。

空き地の適正管理(雑草)
� 環境生活課  32-6333
雑草が繁茂すると、害虫の発生や枯れ草か
らの火災などの原因になります。土地の所
有者や管理者は、雑草の除去などの自主的
な管理をお願いします。

リサイクル

快適環境を目指して

生ごみの減量・堆肥化

●生ごみ堆肥化容器等購入費の助成
生ごみ堆肥化容器(コンポストなど)や電動
生ごみ処理機の購入者には、購入費の一部
助成を行っています。
●生ごみ分解処理容器の購入助成
生ごみを土に返す専用の容器「キエーロ」
「トラッシュファミリー」の購入費の一部助
成を行っています。
●電動生ごみ処理機貸出制度
市民に、その効果を体験してもらうことを
目的とした電動生ごみ処理機貸出制度を実
施しています。

地域における資源物回収活動

●資源回収団体の登録制度
資源回収を行っている団体を登録制にし、
情報提供、資源回収団体奨励金交付、リサ
イクルハウス設置助成などの支援を行って
います。

蛍光管の回収とリサイクル

家庭から排出される蛍光管について、家電
量販店やホームセンターなど市内13カ所
で拠点回収を行い、資源としてリサイクル
しています。

廃食油の回収とリサイクル

家庭から排出される廃食油について、スー
パーなど市内13カ所において拠点回収を
行い、車両用代替燃料としてリサイクルし
ています。

古着・古布の回収とリサイクル

家庭から排出される古着・古布について、
市役所など市内8カ所で拠点回収を行い、
工業用ぞうきんなどとしてリサイクルして
います。

リサイクルボックス

家庭から排出される新聞、雑誌、ダンボー
ルの古紙類について、持ち込みのできるリ
サイクルボックスを市内8カ所の公共施設
に設置し、製紙原料としてリサイクルして
います。
使用済み小型電子機器の回収と

リサイクル
家庭から排出される小型電子機器とその付
属品について、市役所など市内7カ所で拠
点回収を行い、資源としてリサイクルして
います。

� ゼロごみ推進課  55-4266
資源の有効利用

ご み
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16 この冊子は平成31年4月現在の内容です。最新情報については掲載してある問い合わせ先にご確認ください。
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私立幼稚園入園料補助金
市内在住の方で市内の私立幼稚園に3歳か
ら5歳の子どもが入園した場合、次のとお
り入園料補助を受けることができます。
❶生活保護世帯� =園児1人につき
� 20,000円
❷市民税所得割非課税世帯=園児1人につき
� 15,000円
❸上記以外の世帯� =園児1人につき
� 10,000円
※�生活保護世帯の私立幼稚園への就園につ
いては要件があります。

病弱児・虚弱児の教育
� 学校教育課  32-6742
市立病院院内学習支援教室  84-0180
入院治療を受けながら勉強する教室を市立
病院内に設けています。長期の入院が必要
で病弱・虚弱な子どもがいる方は、学校か
市立病院内の学習支援教室にお問い合わせ
ください。

市で収集しないごみ
� ゼロごみ推進課  55-4077
❶�家庭以外の商店や事業活動で出されるご
みは、自分で処理場に運ぶか市の許可業
者に依頼してください(有料)。
❷�テレビ、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機お
よび衣類乾燥機、エアコン、廃パソコン、
車両の廃タイヤ、スプリング入リマット

特別支援教育
� 学校教育課  32-6742
� 教育委員会指導室  32-6744
� 子ども支援室あかり  32-6745
発達障がいや情緒障がい、知的障がい、肢
体不自由、言語障がいなどの障がいのある
子どもに、その障がいに応じた教育を行っ
ています。該当する子どもがいる方はご相
談ください。

自己搬入する場合
� ゼロごみ推進課  55-4077
家庭ごみを自分で処理する場合は、沼ノ端
クリーンセンターへ搬入してください(有
料)。
※搬入受入時間は8時～19時です。
　日曜日、年始(1月1日～2日)を除く。

レス(ソファを含む)は、市の許可業者か
販売店、取扱店、メーカーなどに依頼し
てください(有料)。

❸�ガスボンベ、ガソリン、バッテリー、廃
油、消火器、薬品類は、専門の取扱店な
どに依頼してください(有料)。

※�許可業者や処理業者についてはお問い合
わせください。

障がい児などの教育

ごみ収集・リサイクル・環境

品　目 回　数 袋の種類

燃やせるごみ 週2回
指定ごみ袋

燃やせないごみ 月1回

おむつ類

週2回
（燃やせる
ごみの日）

透明または
半透明の袋

有害ごみ

スプレー缶・
カセットボンベ・

ライター・
水銀式体温計

電池　※注

プラスチック 週1回

紙 類 月2～３回

びん

月2回
缶

ペットボトル

紙パック 袋に入れず
ひもで縛る

※注　 電池は他の有害ごみと混ぜず、別の袋に入れて出
してください。

家庭ごみ収集について

家庭から出されるごみは以下のとおり収集します。 ●収集日
地区別の「ごみ収集カレンダー」を全世帯に配布しています。収集日を確
認し、収集当日（８時₄₅分まで）にごみを出してください。「ごみ収集カレン
ダー」は市役所１階などにあります。

●ボランティア袋について
道路や公園、自宅周辺などのごみ拾いや街路樹の落ち葉は、無償配布し
ている「ボランティア袋」をご利用ください。

� ゼロごみ推進課  55-4077

■�配布場所～町内会、自治会、ゼロごみ推進課、環境生活課、緑地公園課、勇
払・沼ノ端出張所、市内各コミュニティセンター
■�排出方法～「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」に分別し、ボランティア袋に氏
名または団体名などを記名し、それぞれの収集日にごみを出してください。

大型ごみ（有料）、せん定枝（無料）の収集について　　 
家庭で不用になった自転車や家具などの大型ごみは有料収集しています（電
話受付しています）。
•大型ごみ・せん定枝収集センター 75-3790
•耳や言葉の不自由な方は� 71-3650

ふれあい収集について
日ごろのごみ出しに困っているひとり暮らしの高齢者や障がい者の方々を
対象に戸別に訪問しごみを収集します。併せて声を掛けることにより安否
の確認を行います。
※詳細についてはお問い合わせください。
•ゼロごみ推進課� 55-5401

ごみ収集
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