リサイクルデザイン

2022 SPRING

横浜の資源リサイクルを自治会・町内会の皆さんと共に !

No.287

引っ越しなどで出た大量の不用品の正しい片付け方
引っ越しや遺品整理、子どもの独立
などで家の中を片付けた時に大量の
不用品が出ることがあります。しかし、
横浜市では一度に大量のごみを集積
場所に出すことはできません。理由は、
通常の収集に支障が出てしまうためで
す。このような大量のごみを処分する
には、横浜市の分別ルールに基づき自
分で分別をして、指定の場所まで持ち
込む必要があります。
（
「燃やすごみ」
「粗大ごみ」を持ち込む場合は有料と
なります。
）詳しくは、お住まいの区の
資源循環局事務所までご相談ください。
もうひとつの処分方法は、専門業者
に依頼することです。ただし、業者の

資源物や粗大ごみなどを含む大量の不用品の山

なかには高額な料金を請求したり、回
収した不用品を不法投棄したりする違
法業者もいますので注意が必要です。
正式な一般廃棄物収集運搬業許可業
者に依頼するのが安全なので、横浜市
一般廃棄物許可業協同組合に問い合
わせて、紹介してもらうとよいでしょう。
また、リサイクル組合でも大量の不
用品を「リサイクルできるもの」
「そ
のまま使えるもの」などに分別して処
分する「お片付けコンシェルジュ」サー
ビスがありますのでご活用ください。

「お片付けコンシェルジュ」による 2トントラック1台分の不用品

■ お片付けコンシェルジュの作業の流れ

1 お問い合わせ

2 お見積もり（無料）

3 作業予約

4 作業当日

電話、メールにてお問い合わせい
ただき、お話を伺いながら現地で
の見積もりの日程を決めます。

要望を伺いながら、お片付けを
行う現場を確認します。

お見積りが予算に合えばご依頼い
ただきます。詳しい作業内容をお
客様と確認し、作業予約します。

予約した日時に伺い、仕分け
分別しながらお片付けします。
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ごみと資源物の分別一覧
ごみと資源物の正しい分別は、資源リサイクルの基本です。下の分別一覧をよく確認して、間違いのない
ように分別しましょう。また、分別がわからないときは「ミクショナリー」や「イーオのごみ分別案内」
で簡単に調べることができます。

資源集団回収
古 紙

新 聞

古 布

雑誌・その他の紙

四つ折りにして束ねてください。折

雑誌は付録を外して束ね、その他の

込チラシは一緒に出してかまいませ

紙は紙袋に入れてください。汚れた

んが、雑誌、その他の紙を同じ束の

紙やカップ麺、アイス、ヨーグルト、

中に混ぜないようにしてください。

洗剤の紙容器などは燃やすごみです。

衣類、シーツ、毛布、カーテンなど
を洗濯して乾かし、透明または半透
明の袋に入れて出してください。雨
の日には出さないでください。

アルミ缶・スチール缶

段ボール

紙パック

ビニールや粘着テープを外し、折り

「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、アルミ缶・

たたんで束ねてください。箱のまま

い。洗って切り開き、乾かして束ね

スチール缶も資源集団回収で回収し

出したり、中に他の段ボール、雑誌

てください。内側がアルミ貼りのも

ているので確認してください。アルミ

などを入れて出さないでください。

のは燃やすごみに出してください。

缶とスチール缶は分けてください。

缶・びん・ペットボトル

缶

びん

ペットボトル

残っている中身を捨てて軽くすすい

食べ物や飲み物が入っていたびんが

「PETマーク」を確認してください。

でから出してください。金属製のふ

対象になります。化粧品のびんなど、

中身を捨て、軽くすすいでください。

たやキャップは小さな金属類に出し

食べ物や飲み物以外が入っていたび

キャップとラベルは外して、プラス

てください。

んは燃えないごみで出してください。

チック製容器包装に出してください。

プラスチック製容器包装

スプレー缶

「プラマーク」を確認してください。

中身を全部使い切ってからキャッ

中身を使い切り、軽くすすいでく

プを外し、透明または半透明の

ださい。商品が入っていたポリ袋、

袋に入れて出してください。危

ラップ類、緩衝材も出せます。

険なので缶に穴をあけないでく
ださい。

小さな金属類

乾電池

30cm未満の金属製品です。傘の

マンガン乾電池、アルカリ乾電池、

骨は30cm以上でも出せます。ペ

リチウム一次電池などが対象で

ンキ缶などは中身を使い切り、刃

す。ボタン電池や充電式電池は

物などは紙で包んで品名を書いて

販売店などにあるそれぞれの回

出してください。

収ボックスへ出してください。

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。電話、インターネットまたは
チャ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

（月〜土 8：30〜17：00年末年始以外は祝日も受付）

●インターネット受付

●チャット案内・申込みサービス
（チャットボット）

燃やすごみ

燃えないごみ

台所の生ごみやプラスチック製品、

化粧品のびんなどのガラス類、陶

汚れた紙などが対象です。水気が多

器類、蛍光灯・電球などです。購

い生ごみはできるだけ水を切ってか

入時の箱や新聞紙、厚紙などで包

ら出してください。

み、品名を書いて出してください。

横浜型地域貢献企業最上位認定取得

リサイクル組合からのお知らせ
ただくことができるようになっていま

きな変化がもたらされました。リサイ

分別にご協力をいただき、ありがとう

す。これまで自宅保管にご協力をいた

クル組合は今後も社会の変化に柔軟に

ございます。リサイクル組合に定期的

だき、ありがとうございます。

対応し、感染対策を徹底しながら皆様

に資源物の回収についてお問い合わせ

また、新型コロナウイルスの感染防

の生活に関わる資源回収、リサイクル

がありますので、
このニュースコーナー

止の観点から古紙や古布を出していた

に滞りが出ないよう努力していきます

においても周知させていただきます。

だく際に注意していただきたいことが

ので、引き続きご協力をお願いします。

新型コロナウイルスの感染が世界中

あります。それは、使用済みマスク混

に広がり始めた 2020 年、古布の輸出

入の防止です。製品名に「紙マスク」

や海外の工場の稼働が停止し、リサイ

や「不織布マスク」などのように「紙」

クルが滞っていたため、自宅保管のご

「布」と付いていてもマスク類は資源

協力依頼のお知らせなどが横浜市や自

物としてリサイクルすることはできま

治会から発信されたと思います。しか

せん。必ず「燃やすごみ」として分別

し、現在はリサイクルルートの滞留が

するようにお願いします。
新型コロナウイルスという未曽有の

解消されており、古布もこれまで通り
のリサイクルが可能になっています。

危機との遭遇から 2 年以上が経ちまし

そのため、通常通りに古布をお出しい

た。私たちの日常生活や働き方にも大

マスク類は
「燃やすごみ」に
分別してください

リサイクル組合の「再生品」

ティッシュペーパー

トイレットペーパー

「コアレックスティシュー」 「業務用ワンタッチコアレス」

紙ひも

「小結くん」

資源回収された牛乳パックからリサ

横浜市内で回収された古紙を原料にし

牛乳パックから再生した紙ひも

イクルした製品です。フィルム包装の

た地産地消のリサイクル製品です。ふ

です。新聞や雑誌を束ねるとき

ためコンパクトで運びやすいサイズで

んわりした手触りでしっかり目が詰

に使えば、丸ごとリサイクルで

す。しっとりした手触りで表面もしっ

まっています。芯なしなので最後はそ

きるので手間と時間が省け、ご

かり目が詰まっています。

のままトイレに流せます。

みの減量にも貢献します。

1ケース

（

5,480 円

6 パック入り×10／
60 パック

（

4,980 円

6ロール入り×10／
60ロール

箱売り1箱
（50 巻）

）

11,550 円

横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局 TEL：045-444-2531

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

2022 年夏号：6 月 25 日

2022 年秋号：9 月 25 日

E-mail：mail@recycledesign.or.jp

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。

2022 年冬号：12 月 25 日

2023 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植物油インキ
「VEGETABLE INK」を使用しています。

●ご注文・お問い合わせ

）
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