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特集

勘違いしていませんか？
分別 とごみ出しのマナー
資源物の分別やごみ出しでは、ルールを守ることが集積場所を清潔に保つことにつながり
ます。同じ集積場所を使用する近隣同士が、それぞれ気持ちよく利用するためにも、自分
だけの思い込みや勘違いをしていないか、確認しておくと安心です。

利

用する人同士が
互いに気遣うことが大切

分別とごみ出しのマナー十カ条

資源集団回収で、集積場所に資源物
が乱雑に山積みされていたり、燃やす
ごみの袋から液体がこぼれているのを
見たことがあると思います。収集場所に
乱雑に資源物が出されていると、回収
に時間がかかったり、通りすがりのポイ
捨てを招くことになる可能性があります。
資源物を集積場所に出すときは、種類

その 1

その 6

面倒でも、段ボールは潰して

びん、缶、ペットボトルは分別

畳んで、重ねて縛って出しま

せずに、同じ袋に入れてまとめ

しょう。

て出しましょう。

ごとに整理整頓しながら出すことで、回

その 2

その 7

収漏れを防ぐことができます。また、生

段ボールや雑誌は量が少ない

ペットの糞は燃やすごみに出

ごみは水気を切ってから出すようにすれ

時でも、
一緒にくくらずに、
別々

すのではなく、自宅のトイレに

ば、臭いや汚れの防止になるだけでな

に出しましょう。

流しましょう。

く、重量が減ることで、ごみの削減にも
つながります。資源物の分別や集積場
所の利用方法は、出す人と回収する人
が確実に受け渡しができ、美しい環境
を保って、お互いに気持ちよく利用した
いものです。
分別やごみ出しの際の思い込みや

その 3

その 8

宅配ピザの箱や洗 剤の箱は、

近くの回 収 場 所 が いつも午

段 ボー ルや 厚 紙 であっても、

後に回収されている場合でも、

燃やすごみで出しましょう。

必ず朝 8時までに出しましょう。

ちょっとした勘違いによって、トラブルが

その 4

その 9

発生することもあります。もしかしたら間

汚れていたり、穴が開いたシャ

出しに行った時にすでに回収

違いかもしれないと薄々思うけれど、回

ツは資源物ではなく、燃やす

済の場合は、そのまま置いて

収されているから問題ないだろうという

ごみで出しましょう。

こないで必ず持ち帰りましょう。

思い込みもあるかもしれません。ここに
挙げた「分別とごみ出しのマナー十カ
条」は、重大なルール違反ではないも
のの、できれば皆さんに配慮してほしい
代表的な例です。これを機会に、分別
とごみ出しのマナーについて考えていた

その 5

その 10

ペットボトルのキャップやラベ

決められた集積場所が通勤路

ルは、手間がかかっても、外した

から外れていても、正しい集

り剥がしてから出しましょう。

積場所に出しましょう。

だければと思います。
2018. Spring No. 271-01

■ 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

マ

ナーの向上は
資源物の質も高める

も銀紙やヨーグルト、アイスの紙製容器
など、
古紙に混ぜてはいけない「禁忌品」

のではなく、
自宅のトイレに流しましょう。

にも、よく注意してください。

これも勘違いしている人が多いのです
が、ペットの糞は燃やすごみではあり

ここからは、
「分別とごみ出しのマナー
十カ条」の内容について、少し詳しく解
説していきます。

その 7 ペットの糞は燃やすごみに出す

その 4 汚れていたり、穴が開いたシャ

ツは資源物ではなく、燃やすごみで出
しましょう。

ません。雑菌などがいて不衛生なため、
トイレに流してください。
その 8 近くの回収場所がいつも午後

畳んで、重ねて縛って出しましょう。

衣類は、古着として使えるかどうかが判
断基準となります。汚れているものなど

に回収されている場合でも、必ず朝8

段ボールのテープを剥がして潰すのは

も燃やすごみで出してください。

その 1 面倒でも、段ボールは潰して

面倒くさいものです。しかし、箱のまま

時までに出しましょう
ごみ出しのルールは、朝8時までに出

出すと、回収時に1個ずつ潰すことにな

その 5 ペットボトルのキャップやラベ

すことになっています。理不尽な気がす

り、回収に時間がかかってしまうことに

ルは、手間がかかっても、外したり剥

るかもしれませんが、統一ルールにする

なります。

がしてから出しましょう。

ことで不公平をなくしています。

ペットボトルの徹底分別は、横浜市の課
その 2 段ボールや雑誌は量が少ない

題となっています。キャップやラベルが

その 9 出しに行った時にすでに回収済

時でも、一緒にくくらずに、別々に出

混入すると、資源物としての質が大きく

の場合は、そのまま置いてこないで必

低下してしまいます。回収後に1本ずつ

ず持ち帰りましょう

段ボールと雑誌は、リサイクルの方法が

剥がすのはほぼ不可能なため、出す前

ごみを持ち帰るのは気が進まないもの

異なり、別の場所に運ぶ必要がありま

に必ず分別してください。

です。しかし、近隣の迷惑にもなります

しましょう。

のでルールを守ってください。

す。一緒になっていると回収時に選別
する必要があり、やはり回収が遅れる原

その 6 びん、缶、ペットボトルは分別

せずに、同じ袋に入れてまとめて出し

その10 決められた集積場所が通勤路

ましょう。

から外れていても、正しい集積場所に

他の地域から転入してきた人は勘違い

出しましょう

しやすいのですが、横浜市では、びん、

集積場所は、必ず決められた場所を利

缶、ペットボトルは一緒に回収していま

用してください。回収日や分別間違いで

油で汚れた紙や強い臭いがついた紙は、 す。回収後にリサイクル工程で選別して

回収されなかった時には、その町内の

因となってしまいます。
その 3 宅配ピザの箱や洗剤の箱は、

段ボールや厚紙であっても、燃やすご
みで出しましょう。
リサイクルすることができません。他に

います。

方たちに迷惑をかけてしまいます。
2018. Spring No. 271-02

回収量と輸出量の減少による
古紙回収業者の不安

ここ数年、横浜市の資源集団回収における古紙の回収量は減少を続けています。
特に新聞の回収量は急激に減っており、古紙の中で大きな割合を占めていた新聞の
回収量減少は、古紙リサイクル業者の大きな痛手となっています。

売上減少に加えて
取引価格暴落の懸念
横浜市では、古紙はすべて資源集団
回収によって収集され、資源化されて

（トン）
185,000
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います。右のグラフは、資源集団回収

170,000

による古紙回収量の推移を表していま

165,000

す。回収量は、資源集団回収による古
紙の回収率 100％を目指して、全市を

160,000

挙げて取り組んだ結果、2013 年にピー

1550,00

クを迎えます。しかし100％を達成し

資源集団回収による古紙回収量の推移
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た翌年以降、急激に減少し続けている
ことがわかります。減少の理由ははっき
りしませんが、新聞の購読者数や雑誌
の発行部数が年々減っていることが理
由のひとつとして挙げられています。
燃やすごみにされやすいチラシなど
の印刷物やお菓子類のパッケージなど
を古紙として徹底分別するようにお願い
していますが、回収量の減少は一向に
とどまる気配はありません。
古紙回収業者は、収集した古紙を売

市内の資源集団回収の集積場所

却することで利益を得ていますが、回
収量が減ることは、業績不振に直結し
ます。さらに不安要素として、中国へ
の輸出減少があります。本誌の2017
年冬号でもお伝えしましたが、中国政
府が輸入古紙や廃プラスチックに混入
している異物が環境汚染につながって
いるとの理由から輸入規制を強化して
いるのです。輸出できなくなることで国
内に古紙が余ることになり、取引価格
が下落することが考えられます。
現在、古紙回収業者は、価格暴落の
不安の中で営業を続けているのです。

取材協力・写真提供：横浜市

リサイクル組合が運営する「リサイクルポート山ノ内」
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出典：横浜市資源循環局

表紙に
登場！

南区蒔田連合町内会
今回の表紙に登場していただいたのは、南区の蒔田連合町内会の皆さんです。
蒔田という地名は室町時代から続く由緒ある地名で、戦国時代には、
近くに蒔田城があったとも伝えられているエリアです。

地元商店の店頭で
徹底分別の啓蒙活動を実施
蒔田連合町内会は、南区のほぼ中央
に位置する蒔田地区にある18町内会が
連合した町内会です。北側には大岡川と
鎌倉街道があり、市街化が進んでいます。
蒔田駅を挟んで南側は小高い丘陵地帯が
広がっており、変化に富んだ地形と環境
のエリアです。
この地区の人口は約1万3,000人で、
杉山神社に向かう夏祭りの神輿

自治会・町内会に加入している世帯は約
5,400世帯になります。平成27年度ごみ
減量モデル地区として、古紙回収の促進
のために徹底分別の啓蒙活動に力を入れ
てきました。
「包装紙などの古紙の分別」
「生ごみの水切り」
「手つかず食品の賞味
期限に注意する」などの分別指導を地元

小学生によるお囃子の山車

商店の店頭や町内会イベントで行ってい

夏祭りで行われるお神楽

ます。また、集積場所を巡回して問題点
を考える「クリーンウォーク」にも取り
組んでいます。
連合町内会で最も人気のある行事は、
毎年8月に行われる「夏祭り」です。杉
山神社の例大祭として氏子14町内会が
参加し、各町内会から11基もの神輿が

地元スーパーの店頭で行った分別指導のイベント

分別指導に参加する連合町内会の皆さん

大人気！りくみのトレペ

シングルセット

再生紙100%のトイレットペーパー。
芯なしタイプで、1ロール130mと通常の
2 倍の長さがあり、とってもお得です。

1パック6ロール入り・8パック1ケース

ご注文は1ケース
（8パック）価格は

参加するビックイベントです。

3,800 円

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
（30m）
1巻

価格：1セット

●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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3,500円

E-mail：mail@recycledesign.or.jp

2018. Spring No. 271-05

今月の残りもの料理

バターを塗ったトーストパンの残りは、もう一度焼
き直してもあまり美味しくありません。そこで今回
は、バターを塗ったトーストパンをスイーツにリメ
イクするレシピをご紹介します。

リメイク料理編

パンドーナツ

エッグタルト風

材料（2 人分）

材料（2 個分）

トーストパン（バター付き）
：2 枚
牛乳：50cc

卵：1 個

砂糖：小さじ1

バター付きトーストパン

トーストパン（バター付き）
：1 枚

小麦粉：大さじ1

市販のプリン：約 50g

バター：適量

❶トーストパンは手で細かくちぎる。
❷ボールに砂糖、牛乳、卵を入れてよく混ぜ、❶を入れて
手でこねるように混ぜる。生地がゆるいようならつなぎに

❶ココット型にバターを薄く塗り、1cm 幅に切ったトーストパ
ンを型の内側に下から上、底に詰める（中は開けておく）
。
❷プリンをカラメルごとざっくりと混ぜ、❶の中に流し込む。

小麦粉を入れる。
❸❷をスプーンで丸めて約 170℃の油でこんがりときつね色

❸オーブントースターで軽く焦げ目ができる程度に焼く。
❹少し固まるまで冷やせばできあがり。

になるまで揚げる。グラニュー糖やジャムでいただく。

詠んで楽しい

一席

︵都筑区 休日農家 男性︶

刈った草
乾かす間もなく
回収日

佳作
一席

佳作

︵南区 毎日早起き 女性︶

一席ごみ回収 8時に出すも 午後回収

佳作

︵港北区 働き者 男性︶

一席ごみ減量 促進しすぎ 古紙減少

佳作

残さずに 食べて太って ごみ減量

︵金沢区 運動苦手 男性︶

サンプル誌面

作品募集中

応募方法は最終ページ「RD NEWS」をご覧ください。
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横浜型地域貢献企業最上位認定取得

詠んで楽しい「リサイクル川柳」を募集します!
リサイクルデザインでは購読者

贈呈いたします。皆さまからのご

の皆さまの「リサイクル川柳」を

応募お待ちしております。

回収、３Ｒ（リデュース・リユー

【募集期間】 随時募集中
【応募方法】 メール、もしくはハガキにてご応募下さい。
【募集内容】 ごみ・資源回収や 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みに関する
一幕を詠んだ 5・7・5 の川柳。思わずクスッと笑顔になるようなユーモアのある作
品をお待ちしています。
【そ の 他】 作者名は、ペンネーム（柳号）、住居区、性別を記載いたします。氏名は個人情報
の観点より、ペンネーム表記とさせていただきますので、応募時に記載をお願いい
たします。
【応 募 先】 メール： senryuu@recycledesign.or.jp
ハガキ： 〒 221-0054 横浜市神奈川区山内町 13 番地
横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局「リサイクル川柳」 宛

ス・リサイクル）の取り組みに関
する一幕を「楽しく」
「ユーモア」
を交えながら川柳にしてみません
か？

最優秀作品となる「一席」

に選出させていただいた作品には、
リサイクル組合より再生品（トレ
ペ・ＢＯＸティッシュ）セットを

資源物の拠点回収「りくみのリサイクル畑」絶賛稼働中 !!
古 紙 や 金 属 な ど の 資 源 物 を、

回収場所はこの看板が目印！

れた資源物の売上の一部は、リ

どなたでも持ち込める資源物の

サイクル組合の社会貢献活動「環

回収拠点「りくみのリサイクル

境絵日記」へ寄付され、身近な

畑」が昨年末より始まっていま

ところから手軽に循環型社会に

す。一般の方、事業者の方を問

貢献できます。

わず、受入時間内であれば予約

資源物回収にお困りの際には、

不要、出入自由でいつでもお持

ぜひ「りくみのリサイクル畑」

ちいただけます。また、回収さ

へお持ち込み下さい！

「りくみのリサイクル畑」設置場所

※詳しくは各拠点にお問い合わせください

名称

住所

電話

営業日

営業時間

休日

古紙

アルミ缶

びん

古布

金属類

パソコン類

1

横浜アルコ
（株）
戸塚営業所

戸塚区
川上町933

045-823-3090

365日

24時間

なし

〇

〇

×

×

〇

〇

2

東京資源（株）

瀬谷区
目黒町19-8

045-921-9217

1月1日
以外の日

8：00〜17：00
日曜、祝日は午前中

1月1日

〇

×

×

×

×

×

3

（有）
マルニ商店

金沢区
福浦1-15-3

045-311-5648

月〜土

8：00〜17：00

日曜日、
年末年始

〇

〇

〇

〇

×

×

4

（株）
富士紙業
上飯田事務所

泉区
上飯田町4724

045-301-5209
(本社)

年中無休

24時間

なし

〇

×

×

×

×

×
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募集します。日ごろのごみや資源

リサイクルデザイン

2018. Spring No. 271

現在稼動中の回収拠点の様子

東京資源
（株）
（瀬谷区目黒町19-8）

（有）
マルニ商店
（金沢区福浦1-15-3）

（株）
富士紙業
（泉区上飯田町4724）

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

2018 年夏号：6 月 25 日

2018 年秋号：9 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 年冬号：12 月 25 日

2019 年春号：3 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。

横浜アルコ
（株）
戸塚営業所
（戸塚区川上町933）

