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横浜市のごみと資源物は、10 分別 15 品目に分別するルールがあります。他
の自治体と比べると分別の種類は比較的多いほうだと言えるでしょう。市外か
ら転入してきた方にとっては、慣れるまで分別の方法がよくわからずに、正しく
分別できないまま集積場所に出してしまうことも少なくありません。そこで今回
は、 分別の基本をご紹介します。10 分別 15 品目を一覧にして、 そのまま壁
に貼ったり、掲示したりできるようにしました。

分別ルールをきちんと理解して
ごみの削減と地域の環境を守ろう
ぜごみを分別しないと
ならないのか

場で燃やされ、灰になってしまいま

れた「燃やすごみ」の量は、約58

す。灰は埋立処分されますが、燃や

万7千トンあります。リサイクルさ

すごみが増えると灰の量も増え、や

れた資源物の約34万7千トンと比

横浜市では、ごみと資源物を10

がて処分地が不足してしまいます。

べると、焼却されている「燃やすご

分別15品目に分別しています。読

また、再利用できる資源を燃やし

み」はまだまだ多いといえます。

者のほとんどの方は、すでによくご

てしまうのは資源の無駄遣いであり、

存じの分別内容かもしれませんが、

燃やすことで二酸化炭素などの温室

それでもまだ、きちんと分別されて

効果ガスが増加し、環境の悪化を引

いないごみや資源物が集積場所に出

き起こしてしまうのです。

な

「燃 やすごみ」には
資源物が約15％混入
横浜市では、家庭から出る「燃

横浜市がリサイクルしている資源

やすごみ」の中にどのようなものが

外から転入したばかりの方などは、

物の量は、2014年度で約34万トン

あるかを調べる「組成調査」を定期

理解が不十分でいいかげんな分別の

ありました。そのうち、
「古紙」が

的に実施しています。これによると、

ままでごみや資源物を出したりする

約17万7千トン、
「プラスチック製

燃やすごみとして焼却されている中

こともあるようです。

容器包装」が約4万8千トン、
「びん」

には、資源物が混入していることが

再利用できる資源物を分別せずに

が2万2千トンなどとなっています

わかります
（グラフ2）
。リサイクル

ごみとして出してしまうと、焼却工

（グラフ1）
。一方で、家庭から出さ

可能な古紙類が約10％、プラスチッ

ていることが少なくありません。市
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グラフ1：主な資源物の回収量の推移

グラフ2：家庭の 「燃やすごみ」 の中身
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ク製容器包装が約5％です。これら
を資源物として分別すれば約15％、

紙類
（分別対象外）

16.1％

出典：横浜市資源循環局
（2014 年度）

◦資源集団回収
横浜市では、
「古紙」
「古布」は、

●プラスチック製容器包装
プラスチック製品と混同しやすい

つまり約8万9千トンもの燃やすご

自治会・町内会が契約した民間の回

ので注意してください。基本は商品

みが削減できることになるのです。

収業者が収集しています。特に古紙

を入れたり、包んでいたりしたもの

読者の皆さんも、
「燃やすごみ」に

の回収は100％、資源集団回収に

になります。
「プラマーク」が付い

分別する前に、手にしたごみがリサ

よって収集されています。

ているかどうかで見分けてください。

イクル可能な古紙か、プラスチック
容器包装でないかどうかを確認して

古紙は「新聞」
「雑誌・その他の紙」

●小さな金属類

「段ボール」
「紙パック」をそれぞれ

傘の骨はサイズに関係なく、フ

みてください。

分けて出す必要があります。
「その

ライパンは取っ手を除いたサイズが

正

他の紙」というのは、空き箱やシュ

30cm未満であれば出すことができ

レッダー紙などが該当します。

ます。金属製の家電製品も出せます。

しく分別することが
資源と環境の保護になる

ごみと資源物の分別に迷ったら、

「古布」は衣類のほかに、シーツ

●乾電池

や毛布、カーテンなども出すことが

「燃やすごみ」と同じ日の回収で

横浜市資源循環局のホームページ

できます。ただし、布団や座布団、

すが、別の袋に入れて出します。回

（http://www.city.yokohama.lg.jp/

ぬいぐるみなどのように中に綿など

収できないボタン電池や充電式電池

shigen/）
に詳しい情報が掲載されて

が入っているものは古布に該当しま

は、家電販売店などの専用回収ボッ

います。ここには、品名を入力する

せんので注意してください。

クスに出してください。

と分別の種類を教えてくれる分別辞

●缶・びん・ペットボトル

●スプレー缶

典「ミクショナリー（MIctionary）
」

横浜市の分別では、
「缶・びん・

必ず中身を使いきってから出して

や、スマートフォン専用の分別アプ

ペットボトル」を一緒に回収してい

ください。

リなどもあります。

ます。回収後に資源選別センターで

●粗大ごみ

本誌でも次のページに簡単な分別

それぞれを分別し、再資源化してい

「粗大ごみ」は有料回収で、事前

一覧を掲載しました。ページを開い

るのです。ドイツなどの環境先進国

の申し込みが必要です。メールや

てそのまま壁に貼り、利用すること

では、資源物の混合回収が一般的で

ネットでも申し込むことができます。

が可能です。

す。横浜市も一部その手法を取り入

●燃やすごみ・燃えないごみ

ここからは、一覧表には記載でき

れることで、別々に回収するよりも

なかった横浜市の分別についての基

回収車の台数や人員、費用などを削

礎知識をいくつかご紹介いたします。 減しているのです。
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「燃やすごみ」と「燃えないごみ」
は同じ日の回収ですが、それぞれ別
にして出してください。

ごみと資源物の分別一覧表

分別が間違っていると、回収されない場合があります。近隣の
方々の迷惑にもなりますので、分別ルールは正しく守りましよう。

資源集団回収
古 紙

新 聞

古 布

雑誌・その他の紙

衣類、シーツ、毛布、カーテン

折り込みチラシと一緒に出してかまい

雑誌は付録を外してから束ねてくださ

などをビニール袋に入れて出し

ませんが、雑誌やその他の紙を束の中

い。その他の紙（メモ用紙・シュレッ

に混ぜないでください。

ダーした紙など）は紙袋などに入れて

てください。
※雨の日は出さないでください。

出してください。

アルミ缶

段ボール

紙パック

箱を潰して束ねて出してください。箱

「紙パックマーク」を確認してくださ

自治会・町内会によっては、ア

のままや中に他の資源物を入れて出さ

い。洗って切り開き、乾かしてから出

ルミ缶も資源集団回収で扱って

ないでください。

してください。内側がアルミ貼りのも

います。アルミ缶だけをビニール

のは燃やすごみに出してください。

袋などに入れて出してください。

缶・びん・ペットボトル

缶

びん

ペットボトル

中身が残ったままの状態で出さな

出せるのは食べ物や飲み物が入っ

「PETマーク」が付いたものを出し

いでください。中身を捨て、軽く

ていたものです。中身を捨て、中

てください。キャップとラベルを外

すすいで出してください。

を軽くすすいで出してください。

し、軽くすすいで出してください。
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分別が分からない場合は横浜市のHPや携帯
電話、アプリで検索できます

見やすいところに掲示してお使いください。

http://cgi.city.yokohama.jp/shigen/bunbetsu/

プラスチック製容器包装

乾電池

小さな金属類

「プラマーク」が付いていれば出せ

大きさが30cm以内の金属製品です。

マンガン乾電池、アルカリ乾電

ます。容器などは中身を使い切り、

なべやフライパン、ワイヤーハンガー

池、リチウム一次電池などです。

軽くすすいで出してください。商

などです。
（傘の骨は30cm以上であっ

ボタン電池や充電式電池は出せ

品が入っていたポリ袋、ラップ類、

ても出せます。布、ビニールは外して

ません。

緩衝材も出せます。

燃やすごみに出してください）

粗大ごみ
金属製品は一番長い辺が30cm以上のもの、
プラスチック商品、木製品などは50cm以上
のものです。回収には、電話、またはインター
ネットで事前のお申し込みが必要です。
●粗大ごみ受付センター
0570-200-530
045-330-3953

スプレー缶
キャップを外し、中味を使い切っ

（月〜土 8：30〜17：00年末年始以外は祝日も受付）

て出してください。危険なので缶

●インターネット受付
https://www.sodai.city.yokohama.lg.jp

に穴を空けないでください。

燃やすごみ

燃えないごみ

台所の生ごみやプラスチック商

化粧品のびんなどのガラス類、

品、汚れた紙、少量の木の葉、枝

陶器類、電球などです。新聞紙

などです。生ごみはできるだけ水

などで包み、品名を書いて出し

をきってから出してください。

てください。

大人気！りくみのティッシュ
牛乳パック再生紙100%のボックスティッシュ。
一般的なティッシュは1箱150組ですが、200組でボリュームもたっぷり。

1箱200組400枚入り・5箱1パック

3,700円から

ご注文は1ケース
（10パック）

●お問い合わせ・ご注文……横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局 TEL：045-444-2531
：045-444-2531
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E-mail：mail@recycledesign.or.jp

Jun. 2016 No. 259-05

リメイ
ク料理
編

今月の残りもの料理

きんぴらごぼう
お惣菜の定番のきんぴらごぼうです
が、残ってもそのまま次の食卓に並
ぶことが多いと思います。たまにはア
レンジを加えて、別の料理にリメイク
すると新たな味が楽しめます。

きんぴら卵焼き
材料（2 人分）
きんぴらごぼう……30 〜 40ｇ
卵……2 個

砂糖……小さじ1

酒……小さじ1

サラダ油……適量

❶卵を割りほぐし、砂糖と酒を入れて混ぜる。
❷フライパンにサラダ油を引き、卵液を¼程度流し
入れる。
❸きんぴらごぼうを端から少し手前に置き、それを
中心にして卵を巻いていく。再び卵液を流し入れ
て巻き、これを繰り返す。
❹焼き上がった❸をまきすにとり、輪ゴムで止めて
しばらく置き、４等分に切り分けてできあがり。

きんぴらごぼうのチヂミ

材料（2 人分）
きんぴらごぼう……約 60ｇ
小口ねぎ……4 本
天ぷら粉（市販）……大さじ5
水……大さじ5
ごま油……適量
タレ（白ごま適量、ポン酢大さじ1、ラー油小さじ１）
❶きんぴらごぼうは汁気を切って、ざくざくと刻み、
小口ねぎも刻んでおく。
❷ボウルに天ぷら粉と水を入れて、❶のきんぴらご
ぼう、小口ねぎを入れてよく混ぜる。
❸フライパンを熱してごま油をしき、❷を入れて薄
く広げる。中火で焼き色がついたらひっくり返す。
フタをして3 分ほど焼く。
❹フタを取ってヘラで押しつけ、全体に焼き色がつ
いたら、仕上げにごま油を回し入れ、強火でカリッ
とさせたらできあがり。
❺お好みのサイズに切ってタレを添える。
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３月 26（土）
、27 日（日）に開催され

輪が広がって、今よりも温かい町になる

た「地球と人にやさしい環境展〜みんな

というアイデアが描かれています。

友だち・ここが好き〜＠洋光台」におい

家族連れでにぎわう会場に設置された

て、洋光台第４小学校６年山下永遠（や

掲示板には、両親への「いつもお仕事頑

ました とわ）さんの描いた環境絵日記

張ってくれてありがとう」
、友だちへの

「ありがとうの掲示板」が実現しました。 「いつも遊んでくれてありがとう」など
この作品は、親切にしてもらったこと、

100 件近い

嬉しかったことを掲示板に貼ってみんな

が貼られ、とても気持ちが温かくなるイ

で見れば、きっと心が温かくなり、心の

ベントとなりました。

ありがとう

のメッセージ

■「地球と人にやさしい環境展〜みんな友だち・ここが好き〜＠洋光台」
会期：平成28年3月26日（土）〜27日（日）
場所：サンモール洋光台駅前広場CCラボ
※環境絵日記 Web 展示場（http://www.recycledesign.or.jp/enikki/yokohama.html）に
おいて、「ありがとうの掲示板」で検索すると、今回ご紹介した作品がご覧いただけます。
■問合せ先：横浜市資源リサイクル事業協同組合『環境絵日記』係
TEL：045-444-2531 FAX：045-444-2532

「環境絵日記」をご存知ですか？
環境問題や環境保全について子どもた
ちが絵と文章の組み合わせで自由に表現
する「環境絵日記」にはより良い横浜に
するためのヒントがたくさん詰まってい
ます。私たちは子ども達から思いを受け
取り、
「環境絵日記」を通じた まちづく
り に活かして行きたいと考えています。
そんな取組が今年で17年目を迎えまし
た。実はこれ、リサイクル業者数社で夜

な夜な検討を積み重ねてきたものなので
す。幸せなことに応募数も年々増え、た
くさんのファンの方とも交流できるよう
になってきました。それでも、もっともっ
と多くの方に知ってもらいたい！業界の
枠を超えて 子どもたちの想い を一
緒に育てていきませんか？法人に限らず、
町内会や個人の方の協力をお待ちしてお
ります。

詳しくはホームページをご覧ください。■HP：http://www.recycledesign.or.jp/enikki/yokohama.html
■問合せ先：横浜市資源リサイクル事業協同組合『環境絵日記』係

TEL：045-444-2531

FAX：045-444-2532

展示された絵日記

横浜市の皆様よる選考により
展示作品が決定します。

！
表紙に登場会 金沢区六浦西地区川町内会
今月の町内

2016年6月号 通巻259号 2016年5月25日発行 発行人：髙田哲二 編集人：藤本達也 印刷：太陽印刷工業株式会社 発行部数：82,000部
発行所：横浜市資源リサイクル事業協同組合 〒221-0054 横浜市神奈川区山内町13番地 TEL：045（444）2531／ FAX：045（444）2532

会場に設置された﹁ありがとうの掲示板﹂ 環境絵日記作品﹁ありがとうの掲示板﹂

洋光台のイベントで環境絵日記の作品が実現化 !

月刊リサイクルデザイン
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時間をかけて幹線道路沿いの集積場所の美化対策に取り組む

川町内会は入会世帯数が

に六浦駅近くの集積場所は、長

750 世帯あり、六浦駅前の幹線

年、ごみ出しルール違反や地域

非常に綺麗な集積場所となって

道路で毎年盛大に夏祭りが行わ

外からの不法投棄、ポイ捨てに

います。リサイクル組合として

れ、江戸時代に作られた屋台や

悩まされてきたそうです。町内

も非常にありがたいことであり、

な努力を続けたことで、現在は

会役員、近隣住民が協力し合っ

月刊リサイクルデザインを通じ

町内に62カ所ある集積場所の

て回収曜日や分別を啓発する看

て、少しで町内会の皆さんの役

多くは幹線道路沿いにあり、特

板の設 置や声かけなどの地 道

に立てればと思います。

リサイクルデザインのバックナンバーは、
ホームページからもご覧いただけます

http://www.recycledesign.or.jp/rd/

スマホ、
タブレットなどはこちらの
QRコードからアクセスできます。

本誌は古紙70％の再生紙と環境にやさしいNonVOCインキ、
油性インキ「SOYA-eシリーズ」を使用しています。

お神輿で3kmほど練り歩きます。

