事業所用プリペイド袋
収集のご案内 事業所対象
少量排出
事業所対象

一般財団法人 札幌市環境事業公社

プリペイド袋 について
プリペイド袋とは
▶1日の排出量が40リットル以下の少量排出事業所対象のごみ袋です。
▶販売価格には、収集運搬料金及びごみ処理料金が含まれております。
▶「燃やせるごみ専用」の白色と「資源物（※1）
・燃やせないごみ専用」の黄色の2種類があります。
※1

資源物とは「びん・缶・ペットボトル」、
「容器包装プラスチック」を指します。

種類と販売価格
色

白

黄

ごみの種類

燃やせるごみ専用

資源物・燃やせないごみ専用

40ℓ用

20ℓ用

40ℓ用

10枚1セット

20枚1セット

10枚1セット

セット内容

価格

購

入

各2,320円（税別） 平成25年4月1日改定

方 法
販売店

販売店で
ご購入される場合

札幌市内のコープさっぽろ
札幌市内のセイコーマート
）※詳しくは各店舗にご確認ください。
札幌市役所・各区役所の売店（ 手稲区役所
を除く

すずらん物産（おしぼり販売）
宅配をご希望の場合

TEL. 011-841-8007

※詳しくはお電話でご確認ください。

一般財団法人札幌市環境事業公社
注意

家庭用の有料ごみ袋と
お間違えのないように!

TEL.

011-219-5353

宅配業者による現金（小切手除く）代引きでの取扱いとなります。
宅配先は札幌市内のみとなります。
ご注文は「燃やせるごみ専用」、
「資源物・燃やせないごみ専用」ともに各10セット単位となります。

プリペイド袋代金の払い戻しはいたしませんので、計画的にご購入ください。
なお、プリペイド袋の種類の交換については未使用（販売時の状態）のものに限らせていただきます。

排出方法 について
ごみの詰め方
点線で縛る

◆ 点 線を 超 えてごみ を入れ ない
でください。
（点線が既定体積
です。）

（適正に分別・排出されていないごみは残させていただきます。）

ガムテープで閉じる

袋の口を縛っていない

◆ガムテープ等で袋の口を閉じないで ◆縛っていない袋は、ごみを入れる途
ください。
（袋の口を縛れないほど、 中と判断し、収集せずに残させてい
ただきます。
ごみを入れないでください。）

0.34m×0.34m×0.34m＝
0.0393m3≒40ℓ

ダンボールで排出する場合
やむを得ずダンボールに入れて可燃ごみを排出す
る場合は、ダンボールの体 積を計算し、体 積に見
合ったプリペイド袋をガムテープでしっかりと貼り
付けてください。
（燃やせるごみのみ）

34cm
34cm

プリペイド袋
（40ℓ）1枚分

34cm

黄色プリペイド袋の出し方

（手選別に支障をきたすため、
ダンボールには入れないでください。）

黄色プリペイド袋（資源物・燃やせないごみ専用袋）
は、施設に搬入した後、手選別で資源物を取り出しリサイクルしています。
「資源物（びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック類）」
と
「燃やせないごみ」の分別にご協力ください。

源
物

燃やせないごみ

資
▶資源物の「容器包装プラスチック」につ
いては、小袋にまとめてプリペイド袋に
入れてください。

▶割れた食器、せともの等鋭利なものは、
新聞紙に包んだ後、プリペイド袋に入れ
てください。

「資 源 物」、
「燃やせないご
み」のどちらかに油性ペン等
で☑を付けてください。
「資源物」と「燃やせないご
み」が混合の場合、☑は必要
ありません。

ごみ収集にあたって
・プリペイド袋は事業所ごとの戸別収集となります。
（家庭用ごみステーションに出すことはできません）
・ごみの排出場所は、お客様の敷地内で収集車両が横付けできる場所としてください。
・収集の際、ごみの排出場所にプリペイド袋が無ければ通過させていただきます。なお、通過後の当日収集は行っておりません。
・収集時間は収集件数、ごみ量、搬入する施設、天候状況等により変動いたしますので収集時間の指定は承っておりません。
・生ごみを排出するときは、水分を十分切ってください。
・この他、事業系一般廃棄物収集運搬申込書（プリペイド袋用）の注意事項をご確認ください。

ごみ収 集のご予 約方 法
WEBサイトメニュー画面

スマートフォン等からのご予約
受付：24時間、365日

（いつでもご予約ができます）

※ご利用の際は、
申し込み1お客様専用のID・パスワードが必要となります。
※詳細は別紙『WEBサポートサービス（プリペイド袋収集申込）ご利用方法』を
ご覧ください。

お電話によるご予約
受付：月〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、及び1月1日〜3日を除く）
（電話回線が混雑していることもございますので是非WEBサイトをご利用ください）
※受付日の当日収集は承っておりません。
※FAXでのご予約は承っておりません。

プリペイド袋収集可能日
燃やせるごみ（白色）：月〜土曜日
資源物・燃やせないごみ（黄色）：住所毎に定めた曜日

1回の収集でごみ種毎に3袋以上 の排出をお願いしております。
燃やせるごみ（白色プリペイド袋）

資源物・燃やせないごみ（黄色プリペイド袋）

・1回の排出量が概ね3袋程度の実績が見込めた場合は、定期収集が可能です。
詳しくは、お電話でお問い合わせください。

カラス対策としてごみ容器を用意してください
カラスは「視覚」でエサを探していると言われています。
カラスにごみを荒らされないためには、容器を使用するこ
とが大変有効です。
また、ごみ の 臭 気 対 策にもなりますので容 器 の 使 用をお
願いいたします。
※容器の取り扱いには十分注意いたしますが、経年劣化
に伴う容器の破損については責任を負いかねます。

ごみ容器を使用せずに排出すると…

ごみ容器を使用し、ごみ置場へ

プリペイド袋 の分別について
家庭ごみの分別とは一部異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

種

類

内

容

●生ごみ（残飯、野菜くず、骨、肉、魚、茶殻等）
燃やせるごみ

●草木、落ち葉

●髪の毛

●紙おむつは、汚物を取り除いてから出して
ください。
●ダンボー ル 、新 聞 、雑 誌は、できるだけ
古紙回収業者等へ回収を依頼してくだ

●その他の燃やせるごみ（煙草の吸い殻等）

資源物

●飲料びん

さい。
●飲料びん、飲料缶、ペットボトル等はでき
るだけつぶさないようにしてください。

●飲料缶、食用缶
●ペットボトル
●容器包装プラスチック類

● 中 身 が 残って い たり、汚 れ が 付 着して
いないように水で軽くすすいでください。

プラスチック製ボトル類
（洗剤、
シャンプー等）
パック、カップ・
トレイ類（弁当容器、卵、菓子
のパック、
プリン・ヨーグルトのカップ等）

黄

●発泡スチロールは、できるだけリサイクル
業者へ回収を依頼してください。

ポリ袋、ラップ類
←このマークが付いているものは
全て対象になります。
燃やせないごみ

●コップ、せともの、食器類
●スプレー缶、
カートリッジ式ガスボンベ等

い

かりと行ってから出してください。

●割り箸
●紙おむつ、生理用品、ペットシート、猫砂

願

●生ごみ等の水分の多い物は水切りをしっ

●紙くず、
ティッシュペーパー
●布類（タオル、
ウエス、軍手等を含む）

白

お

●蛍光管、電池、バッテリーは、
リサイクル
業者へ回収を依頼してください。
●スプレー 缶 、カートリッジ式ガスボンベ

●PPバンド等

等は、発火の恐れがあり危険ですので、必
ず穴を空けてガス抜きをしてください。

袋に入らない木製の粗大ごみを出す場合は当公社までお問い合わせください。
プリペイド袋は札幌市一般廃棄物処理計画で定める処理施設等へ搬入いたします。

注意

事業所から排出される不燃ごみは、産業廃棄物として処理を行う必要がありますが、札幌市では、産業廃棄
物としての収集（品目単位）の量を溜めることが困難な少量排出事業所については、プリペイド袋の燃やせ
ないごみとして収集が可能となっております。
但し、下記のような場合やその他少量でも収集が出来ないものがありますのであらかじめご了承ください。

▶ 食用油（凝固含む）、炭（灰含む）、排水溝・グリストラップ等の清掃ごみ（汚泥）

収 集
できない
ご み

（代表例）

▶ 黄色のプリペイド袋（資源物・燃やせないごみ専用袋）に入らない燃やせないごみ
▶ OA機器（パソコン、モニター、プリンター、トナーカートリッジ、ファックス、電話機等）
▶ 電化製品（掃除機、ポット、電子レンジ、AV機器類、加湿器、空気清浄機、照明器具、蛍光管等）
▶ 機械・車両部品（電動工具、ガスコンロ、ストーブ、自転車のタイヤ・車体フレーム、車のホイール・
バンパー・カーオーディオ類、オイルフィルター等）

▶ 処理困難物（消火器、タイヤ、電池、バッテリー等の処理が困難なもの）
産業廃棄物収集業
者に処理を依頼し
てください。

▶ 危険物（農薬、オイル・塗料・灯油等の発火性のあるもの、その容器又はそれらが付着しているもの）
▶ 医療系ごみ（感染性のもの、注射針等、シリンジ、点滴パック、チューブ類、透析器具等）
▶ 燃やせないごみ単体のものが多量【目安として1袋（40リットル）程度】に排出される場合

ご新規のお客様のお申し込みから収集まで
事前にお申し込みをいただいてからの収集開始となります。

1．お電話でお申し込み
一般財団法人札幌市環境事業公社

TEL.

011-219-5353 で受付けしています。
2．営業職員の訪問・

申込書（プリペイド袋用）のご記入

ごみ収集の説明／ごみ排出場所の確認／申込書の記入

3．収集開始
プリペイド袋でごみを排出
※申し込み内容の変更、
または排出を中止する場合は速やかにご連絡ください。

お問い合わせは

一般財団法人

札幌市環境事業公社

札幌市中央区北1条 東1丁目サン経 成ビル

TEL.

011-219-5353

URL. https://www.kankyou-sapporo.jp

間

月曜日〜金曜日 8：30〜17：00（祝日、及び1月1日〜3日を除く）

個人情報保護について

一般財団法人札幌市環境事業公社では、個人情報保護に関する法令に則り、個人情報保護方針を定め、

受

付

時

適正な取り扱いと保護に努めております。
詳細については、当公社のホームページをご覧ください。
2020.7 5,000

