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篠原地区
消費生活推進員の皆さん

特集

資源リサイクルレポート

資源集団回収の
出し方と環境美化
違法な不用品回収業者に気をつけよう!

● 表紙に登場 「
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特集

資源集団回収 の
出し方と 環境美化
皆さんの町内会でも資源集団回収を行っていると思います。資源集団回収の仕組みについ
てはご存じの方も多いと思いますが、皆さんにより正しく理解していただき、いつも清潔な
回収場所を保つために、改めてご紹介いたします。

家

庭の資源物回収を
民間業者が行うメリット

資

考えられます。特に減少が顕著なのが

源物の回収量減少と
段ボールの増加

古紙で、そのうち、
「新聞」
「雑誌」が大
きく減少しています。近年、新聞、雑誌、

資源集団回収は、自治会・町内会

資源集団回収で回収しているのは、

書籍の発行部数が減少し続けているこ

が独自に回収業者と契約して、資源物

「新聞」
「雑誌」
「段ボール」
「紙パック」

ともその原因のひとつと言えるでしょう。

の回収を行うする回収制度です。横浜

「その他の紙」などの古紙類と、「古布」

一方で、ネット通販の市場が拡大した

市が回収を行う「行政回収」とは違い、 「びん」「アルミ缶」などです
（右ペー

ことで、
「段ボール」の流通量が増加し、

市民と民間業者が直接取引する「民民

ジ「資源集団回収の分別一覧」参照）
。

資源物として出される量も増えています。

契約」を行う方法で、全国的にもあまり

ただし、実際に回収する品目、回収日、

以前に比べて、多種多様な形の段ボー

例のない、横浜市ならではの制度です。 回収回数、場所などは、回収業者との

ルを見かけるようになりました。古紙が

この制度のメリットは、民間の回収業者

減少傾向にある中で、これからの重要

契約内容によって変わってきます。

が自治会・町内会と契約を結ぼうと努

資源集団回収の回収量は、これまで

な資源物と言えるでしょう。
小さな段ボー

力することで競争力が働き、サービス

ずっと増加し続けてきましたが、2013

ルであっても「燃やすごみ」などに混入

が向上することや、回収された資源物

年をピークに減少傾向に転じています

させずに、できるだけ分別して、資源

の量に応じて横浜市から奨励金が自治

（グラフ1）
。家庭から出される資源物

会・町内会に交付されるところです。ま

が減少してきた理由ははっきりとわかり

古紙の分別で特に注意してほしいの

た、横浜市にとっては、回収に必要な

ませんが、日本経済の状況やびん容器

が、「禁 忌品」の混入です。汚れたも

車両や人員、拠点施設などの回収事業

の減少、新聞・雑誌などの活字文化の

の、銀紙、内側がアルミ貼りの紙パック、

集団回収に出すようにお願いします。

にかかる費用を削減することができます。 衰退傾向など、さまざまな原因があると

きん き

ヨーグルトやアイスの紙製容器、カップ

資源集団回収に参加するためには、
団体として横浜市に登録することが必要
です。自治会・町内会のほかに、「○
○の会」のような任意の団体としても登
録できます。また、資源物を回収しても

■ グラフ1：資源集団回収による回収量の推移
（万トン）
20

回収合計
19

古紙

らう回収業者を決め、契約する必要も
あります。こちらも横浜市に登録されて
いる業者でないと奨励金が交付されな
いので注意が必要です。登録や手続き
などについては、横浜市資源循環局の

年

2016

2015

2014

2013

2012

2017. Autumn No. 269-01

2011

出典：横浜市資源循環局

2010

15

2009

てください。
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情報が掲載されていますので参考にし
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「資源集団回収のはじめ方」に詳しい
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■ 資源集団回収の分別一覧

古 紙

びん

新 聞

雑誌・その他の紙

段ボール

紙パック

アルミ缶

古 布

紙パックマーク

麺の容器、洗剤の紙製容器、裏カーボ

とひもで束ねるのが少し面倒かもしれま

ン紙、捺染紙、熱感発泡紙などが混じ

せんが、素早く収集するためにもご協

らないように、出す前に確認するなどし

力をお願いします。

て、気をつけてください。

整

理整頓で環境美化と
資源物の積み残しを防ぐ

資源物を回収場所に出すときは、品

悪い例

また、資源物は、品目ごとに運搬先
が異なるため、収集時に分別しながら
積み込む必要があります。回収場所が
品目ごとに整理整頓してあると、見た目
がよいだけでなく、スムーズな収集が

目ごとに分けて出すことになっています。 可能で、見落としによる積み残しもなく
皆さんが利用している回収場所は、い

なります。さらには、通りすがりの不法

つも整理整頓されているでしょうか。特

な投げ捨ての防止にもなります。

に出される量が増えている段ボールは、

■ 回収場所への正しい出し方と悪い出し方

資源物が混ざっており、隠れた資源物の回収漏
れなどが起こります。
良い例

いつも整理整頓されている回収場所

きちんと潰して中に新聞や雑誌、その

は、利用する人だけでなく、通りかかる

他の紙などの種類が違う紙を挟み込ま

街の方たち全員の気持ちをさわやかに

ないようにしてください。雑誌と比べる

してくれるに違いありません。

品目ごとに出す場所が分かれ、丁寧に積み重ね
て整理されています。

磯子区の「優良集積場所」の表彰
磯子区では、分別や清掃が積極

取り残されたごみが残っていない、

的に行われていて、常に清潔に保

②収集日のない日にごみが出され

たれている集積場所を「優良集積

ていない、③集積場所が清潔に保

場所」として認定し、表彰していま

たれている、④ごみの減量や資源

す。これは、表彰を行うことで、集

化の取り組みを自主的に行ってい

積場所を利用する方たちのマナー

る、の4つです。認定を受けると、

の向上を図り、清潔な集積場所を

集積場所の管理者の皆さんに感謝

増やしていくのが目的です。

状とステッカー（写真）が贈呈され

認定される条件は、①収集日に

ます。

優良集積場所のステッカー
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違法な不用品回収業者に
気をつけましょう!

皆さんは、町内を巡回してきた不用品回収業者を利用したことはありませんか。
無料だと思って声をかけたら、思いのほか高い料金を請求された経験のある人もいるかも
しれません。今回はそんな違法な不用品回収業者に関する話題です。

取材協力：横浜市

町内を巡回している
不用品回収業者にはご注意を
住宅街を軽トラックなどで巡回しなが
ら「ご家庭の不用になりましたテレビ、
エアコン、冷蔵庫、パソコンなどの電
化製品やバッテリー、タンス、自転車、
バイクなど、何でも回収いたします」と
アナウンスする不用品回収業者は、違
法のおそれがあります。
家庭から出るごみを収集できるのは、
横浜市と横浜市から「一般廃棄物収集
運搬業」の許可を受けた業者に限られ
ます。また、許可業者はトラックで街宣
しながら不用品を回収することはありま

回収され、業者の作業場に放置された家庭の不用品やごみ類。
マットレスや布団、ソファ、カーペット、椅子などが見える。

せん。こちらから声をかけて、トラブル
になるケースも少なくないため、町内を
巡回しているような業者に不用品やご

■違法業者の手口
●トラック型回収

みの処理を頼まないように注意してくだ
さい。

●チラシ型回収

トラブルとしては、無料だと言ったの
にトラックに積んだあとで、高額な処分
料を請求される、一度依頼すると、そ
の後、不用品がないかと何度も訪問さ

●空き地型回収
●ネット宣伝型

れるなどの例があります。このような業

■問い合わせ先

軽トラックなどでアナウンスを
流しながら巡回し、回収する。
家庭のポストに「無料回収しま
す」
と書いたチラシを配布する。
空き地に
「不用品引き取ります」
などの看板を立てて回収する。
インターネットで「家庭の不用
品を無料回収します」などと宣
伝して収集する。

●一般廃棄物収集運搬業許可
業者について
資源循環局一般廃棄物対策課

（045-671-3814）

●粗大ごみの申し込みについて
粗大ごみ受付センター

（0570-200-530）
携帯・IP電話からは

（045-330-3953）
●不用品回収業者との
トラブルについて

横浜市消費生活総合センター

（045-845-6666）

者は、回収したものを自社の作業場に
野積みして放置したり、悪質な場合は、
不法投棄するなど、環境汚染の原因と

■家庭のごみと不用品の正しい出し方

なることもあります。

●家庭ごみ

その他、町内の巡回以外にも無料回
収のチラシを配布する、空き地で「不
用品を引き取ります」と看板を立てて
回収する、インターネットで無料回収す
ると宣伝して収集するなど、さまざまな
手口があるので注意しましょう。

分別方法と出し方は横
浜市のホームページ
でご確認ください。

●粗大ごみ

上記の粗大ごみ受付
センターに電話または
インターネットで申し
込んでください。

●家電リサイクル製品

テレビ、エ ア コン、
冷蔵庫、冷凍庫、洗
濯機、衣類乾燥機の
出し方は、横浜市の
ホームページで「市
では収集しない家電
製品の出し方」をご
確認ください。
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●家庭用パソコン

メーカーによる自主回収とリサイク
ルが義務付けられています。詳し
くは横浜市のホームページの「パソ
コンの出し方」をご確認ください。

●引っ越しなどで一時的に多量に
出るごみ
横浜市一般廃棄物収集運搬業許可
業者に依頼してください。

港北区

表紙に
登場！

篠原地区消費生活推進員

今回の表紙に登場していただいたのは、自治会・町内会の方ではなく、
港北区篠原地区の消費生活推進員の皆さんです。消費生活推進員は横浜市独自の制度で、
市民の皆さんが消費者トラブルに遭わない、安全な地域づくりを目指して活動しています。

消費者被害防止のほか
多くの活動に取り組む
篠原地区は、港北区の南部、神奈
川区に接する住宅地で、東急東横線の
妙蓮寺駅を中心とした地域です。ここ
には篠原東自治会、篠原コーポラス自
治会、菊名南町自治会、富士塚自治会、
篠原町自治会、篠原西町自治会、仲手
原自治会、篠原台町自治会、仲手原
南町自治会の9つの自治会があります。

リサイクル組合の山ノ内工場を見学する様子。

篠原地区消費生活推進員は、これらの
各自治会から推薦され、横浜市から委
託を受けた12人の推進員がひとつの
グループとなり、篠原地域ケアプラザ
を拠点に活動しています。

OK ストア妙蓮寺店の店長を講師に迎
え、消費者への商品情報の提供方法な
どについて伺う。

消費生活推進員の主な活動は、悪
質商法や詐欺などの消費者被害防止の
港北公会堂で開催した「港北消費者の集い」で各種
の情報や消費生活推進委員の活動報告を掲示。

ための啓蒙活動です。ほかにも防災や
防犯に関する活動、食品衛生、介護な
ど、講座の開催もしています。推進員
相互の情報交換、研修への参加、市や
区と連携した講演会・発表会の実施な

横浜市民防災
センターを見学
し、有事の際の
対 応について
勉強。

横浜市唯一の醤油醸造企業、横浜醤油
株式会社の工場を見学。

小結くん
束ねるときに使えば 丸ごとリサイクルできるので手

バラ売り

240円

1 巻き
（90m）

箱売り

す。今年は港北区で詐欺被害が多発し
ているため、特に消費者被害防止の活
動に力を入れているそうです。

シングル
セット

牛乳パックから再生した紙ひもです。新聞や雑誌を
間と時間が省け、ごみの減量にも貢献します。

どもあり、推進員の方はとても多忙で

「小結くん」はリサイクル
組合の登録商標です。

10,800円

1 箱（50 巻入り）

セット内容：
りくみのトレペ 24ロール
りくみのティッシュ 15 箱
小結くんお試し巻き
1セット
（30m）
1巻

●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
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3,020円

E-mail：mail@recycledesign.or.jp
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切干大根

今月の残りもの料理

煮物にした切干大根の残りは、温め直して食卓に
出すことが多いと思います。しかし、意外にアレン
ジが利きます。今回はハンバーグとパンにリメイク
したレシピをご紹介します。

リメイク料理編

切干大根ハンバーグ

切干大根のカレーパン

材料（2 人分）

材料（2 人分）

切干大根：84g
サラダ油：大さじ1

豚ひき肉：120g
お湯： カップ

小口ねぎ：大さじ1
たれ：水 100㏄、砂糖

15g、しょう油・めんつゆ各大さじ1、顆粒だし・片栗粉各小さじ1
❶切干大根はみじん切りにして豚ひき肉とボールに入れ、粘り
が出るまでこねる。塩・胡椒をして4 等分に成型する。
❷フライパンにサラダ油を入れて火にかけ、薄く煙が出たら❶
を入れて焼く。両面に焼き目がついたらお湯を注ぎ、蓋を
して蒸し焼きにする。中まで火が通ったらお皿に盛りつける。
❸小鍋でたれを作り❷にかけ、小口ねぎを散らす。

横浜の環境を守る

切干大根：42g
たは牛乳）
：75cc

ホットケーキミックス：100ｇ

カレー粉・中濃ソース：各小さじ1

❶切干大根はカレー粉と中濃ソースで味を調えておく。ホッ
トケーキミックスをボールに入れ、水を少しずつ加えゴム
ベラで混ぜる。ポロポロになったら耳たぶくらいの硬さに
なるまで手でこね、ラップをかけて冷蔵庫で10 分寝かせる。
❷まな板にラップをしき、打粉用の小麦粉をふり、❶を広げ
て切干大根をのせて巻く。
❸ 6 等分に切り、180℃のオーブンで 15 ～ 20 分ほど焼く。

素顔

リサイクルデザイナーの

非鉄金属だけでなく
小型家電にも取り組む

魚地 浩司（1967 年生まれ）
リサイクル組合
金属委員長

水（ま

職場環境を改善し
就業者を増やしたい

リサイクル組合の金属委員

會田さんは、日本の数少な

長を務める魚地さんのモッ

い資源のひとつである金属屑

トーは「夢は思い続ければ叶

を有効利用しようという使命

う」です。それには「勉強し

を胸に、日々の仕事に取り組

て、考え続けて、チャンスを

んでいます。また、発展途上

逃がさない」ことだと考え、
努力しているそうです。現在
は、新規事業として小型家電

會田 篤（1960 年生まれ）
リサイクル組合
副理事長

国の子どもたちの教育のため
の寄付活動を 30 年近く続け
ています。今後は、資源リサ

のリサイクルに取り組んでおり、携帯電話やパソコン、

イクル業に就く人が増えるように、職場環境の改善と

ゲーム機などの資源リサイクルを進めています。

認知度の向上にも力を入れていきたいそうです。

横浜アルコ株式会社 TEL：045-823-3090
事業内容：非鉄金属屑問屋

影島興産株式会社 TEL：045-461-5656
事業内容： 鉄・非鉄金属の買入・加工・販売及び設備解体
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横浜型地域貢献企業最上位認定取得

FMヨコハマの「YES! For You」に宗村理事長が出演
ＦＭヨコハマで放送されてい

大賞受賞者へのインタビューや、
環境未来都市・環境絵日記展の

内、毎週月曜日の横浜市温暖化

開催告知など、これまでにも複

対策統括本部提供枠「YES! For

数回出演させていただいていま

You」というコーナーで、7 月に

す。今年も環境絵日記大賞受賞

2 週にわたって、リサイクル組

者の出演を予定しています。

合の宗村理事長が出演し、
『リ

この「YES! For You」では、

サイクルデザイン』や『環境絵

環境や温暖化に関連した情報や、

日記』など、組合の取り組みに

環境に配慮した「素敵な生活」

ついてご紹介しました。

のヒントなどを紹介しています

「YES! For You」への出演は

のでぜひお聴き下さい。

番組に出演中の宗村理事長
■FMヨコハマ（84.7MHz）
「E-ne! 〜good for you〜」内
毎週月曜 14:30 頃より放送「YES ！ For You」
過去の放送はアーカイブで聴くことができます。
http://blog.fmyokohama.jp/ene/yes̲for̲you/

初 め て で は な く、 環 境 絵 日 記

「環境絵日記」の応募作品が組合に到着
今年は12月10 日に環境絵日記展を開催
リサイクル組合が主催する「環

題として子どもたちが描いた作

境絵日記」に、今年もたくさん

品から、選りすぐりの約 600 作品

の子どもたちが取り組んでくれ

が一堂に展示されます。子ども

ました。昨年は横浜市内の小学

たちの未来へ向けた思いをぜひ

校から 2 万作品以上の応募があり

会場で感じて下さい。

ました。今年もぞくぞくと環境
絵日記が組合へ届いています。
今年の「環境未来都市・環境
絵日記展 2017」は、
12 月 10 日
（日）
に開催されます。絵日記のテー
マは「みんなでつくる環境未来
都市・横浜」です。夏休みの宿

続々と届く絵日記の応募作品

■環境未来都市・環境絵日記展2017
日

時：2017年12月10日（日）
11：00〜16：00
場
所：横浜港大さん橋ホール
（横浜市中区海岸通1-1-4）
お問合せ先：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

昨年の「環境未来都市・環境絵日記展」の様子

京急百貨店に分別体験ブースを出展
8月8日
（火）に、上大岡駅に直

しくチャレンジしたあと、答え

結する京急百貨店 5 階のハグク

合わせに大人の方が熱心に耳を

ミパークにおいて、
「資源とごみ

傾けるなどの姿も見られました。
横浜市資源リサイクル事業協

ました。りくみちゃんも参加し

同組合では、今後もこのような

て会場を盛り上げ、11 時から 16

活動を通して分別の理解を深め

時のオープン時間中に合計 73 名

ていただくとともに、皆様と一

の来場者数がありました。

緒に 3R を推進していきたいと思

夏休みということもあり、家

います。今後も各種イベントで

けた際には、ぜひお立ち寄りく

族連れが多く、親子で一緒に楽

リサイクル組合のブースを見か

ださい。

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/

リサイクルデザインの発行予定

冬号：12 月 25 日

2018 年春号：3 月 25 日

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。

2018 年夏号：6 月 25 日

2018 年秋号：9 月 25 日

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。

の分別体験」のブースを出展し
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る番組「E‑ne! good for you 」
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