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南区役所

新磯野リサイクルスクエア

南清掃工場

南部粗大ごみ受入施設

ノジマ相模原本店

市役所（中央区役所）

緑区役所（3/18～）

橋本台リサイクルスクエア

北清掃工場

北部粗大ごみ受入施設

津久井クリーンセンター

城山総合事務所

津久井総合事務所
相模湖総合事務所

藤野総合事務所

ノジマ新城山店

　牛乳やジュースなどの飲み物が入っていた
　　紙パックには、良質のパルプが使われて
おり、ティッシュペーパーやトイレットペーパー
など、身近な紙にもう一度生まれ変わります。
　紙パックの回収率は、全国でもわずか3割。
　　　紙パックは
　 紙製容器包装と
分別して出していた
だくようご協力を
お願いします。

　  紙パックと　  紙製容器包装
分けて出してね 危険です!

使い終わったカセットボンベは
穴を開けて出してください。

使用済小型家電の回収始めます!
平成25年3月1日から

　市では、平成25年3月1日から使用済小型家電リサイクル事業を
開始します。小型家電製品には金、銅などの有用金属が含まれています。
市では資源循環型社会推進のため、公共施設など市内16か所で回収し、
有用金属のリサイクルを始めます。
　ご家庭で不要になった小型家電（対象品目に限る。）の回収に御協力
ください。

●長辺が30cm未満のものに限ります。
●電池類・メモリーカード類は抜き取り、充電式の小型家電は
放電してから出してください。
●個人情報が含まれる場合は個人情報を消去してからボックス
へ入れてください。
●一度回収ボックスへ入れた小型家電は、取り出すことは
できません。

電気コード等は週一回の資源の日に金物類として出し
てください。

回収ボックスに持ち込みできない場合は、
従来どおり「一般ごみ」として出してください。

資源の分別に御協力を!!

　市ホームページにごみの分別がすぐわかる
「ごみ分別サイト」、こども向けのごみに関する
学習サイト「こどものページ」を公開中です。
　ご活用ください。

使用済小型家電の出し方及び注意事項

対象16品目

、全国でもわずか

家庭ごみ分別サイト・
こどものページ公開中

　資源の回収時に、穴を開けずに出された
カセットボンベやスプレー缶が多く出されて
います。資源回収車の火災や処理施設での
爆発など重大な事故につながる恐れがあります。
必ず使い切ってから
火 気 に 注 意 し、
風通しのよい場所
で穴を開けて出し
てください。

http://gomi.city.sagamihara.kanagawa.jp/contents/toppage/

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kids/index.html

相模原市家庭ごみ分別サイト

相模原市リサイクルとごみのガイド こどものぺージ

回収ボックス
設置場所
［16か所］

据置型ゲーム機

据置型ゲーム機

携帯型ゲーム機携帯型ゲーム機

VICSユニット

VICSユニット

ETC車載
ユニット

ETC車載
ユニット

デジタルオーディオプレーヤー
（フラッシュメモリ&HDD）

携帯音楽プレーヤー
（フラッシュメモリ&HDD）

CDプレーヤーCDプレーヤー

テープレコーダー

テープレコーダー

ICレコーダー

ICレコーダー

電子辞書

電子辞書 電話機

電話機

携帯電話& PHS

携帯電話& PHS

ビデオカメラ

ビデオカメラ

デジタルカメラ

デジタルカメラ

MDプレーヤー

MDプレーヤー

イメージ

！！

ごみの事なら
何でもご相談ください。

有限会社 柏村商店
相模原市中央区陽光台7-8-11
TEL 042-754-5762

子どもたちに限りある資源を
子どもたちに豊かな自然を

〒252-0245 相模原市中央区田名塩田3-1-10

TEL 042-778-4753
http://godoshigen.com

合同資源サービス株式会社

ごみは資源によみがえる
リサイクルのパイオニア

大野産業株式会社
相模原市南区麻溝台1-8-5
TEL 042-767-7535
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市民が取り組む
ごみの減量

助成金額：購入金額の2分の1以内
　　　　　（100円未満切り捨て）、限度額3万円

助成を受ける方法

市の助成制度を利用して
生ごみを減量化しましょう!!

●指定された販売店で購入する場合
　販売店が本人に代わって申請を行います。 
　助成金額を差し引いた金額で購入できますので、印鑑をご持参ください。 
　※一部に後日振込みの販売店があります。
●指定販売店以外で購入する場合
　購入前に資源循環推進課へ問い合わせ、申請書類を入手していただくか、
市ホームページから申請用紙をダウンロードしてください。 

万円

Refuse ≪リフューズ≫
不必要なものは買わない、使わない

▲

買い物にはマイバックを

▲

割りはしや使い捨てのスプーンは断る

▲

買い物は計画的に

Reduce ≪リデュース≫
ごみになるものを減らす

▲

食べ残しをしない

▲

詰め替え商品を買う

▲

生ごみの水切り

Reuse ≪リユース≫
ものを繰り返し使う

▲

壊れたものは修理して使う

▲

フリマやリサイクルショップを利用する

▲

マイボトル、マイはしを使う

Recycle ≪リサイクル≫
再び資源として使う

▲

ごみを分別して出す

▲

生ごみを堆肥化する

レモン1個分（約100g）の
減量にチャレンジ!!

　相模原ごみDE71（でない）大作戦のイメージ
キャラクター「レモンちゃん」が、1人1日100g
のごみ減量化をお願いしています。次の4Rを実践
して、100gごみを減量しましょう。

≫

ましょう。
宮上小学校のケース

相武台団地連合自治会のケース

北清掃工場を見学

出前講座を受講
　市職員から、ごみの分別と減量化
について学びました。ごみに関心を
持ったこどもたちから、「このごみは
どうするの?」や「もっと上手に分別
できるようになりたい」など、多く
の質問や意見が出ました。

ごみ減量化発表会を実施
　「生ごみを減らす方法」や「紙を節約
するためにどうすればいいか」など、
ごみを減らす工夫について、考え、
発表を行いました。

集積場所でごみの減量化を呼び掛け
　校区内のごみ・資源集積場所で、
市民にごみの減量化・資源化のお願い
をしました。「ごみの減量にご協力
お願いします」と通行する市民に呼び
かけました。

団地祭でごみ減量を啓発
　平成24年11月2日の団地祭で、
ごみの減量を呼びかけるチラシを
配布しました。

相武台団地連合自治会（南区・佐藤あつ子会長）では、自治会員に対し、
１年を通じてごみの出し方や分別の呼びかけを行っています。

宮上小学校（緑区・岩﨑保博校長）
では、4年生の児童たちがごみの減量
化を学ぶため、様々な活動をしました。

ごみの出し方を掲示・回覧
　「傘は資源に出せます」「ごみを出す
時の注意点」など、ごみの出し方等
のチラシを作成し、継続的に、掲示
板や回覧で自治会員にお知らせして
います。

集積場所でごみの出し方相談を実施
　ごみ・資源集積場所の利用者が
ごみを出す時間帯に、自治会役員と
市職員がごみ・資源集積場所に待機
し、ごみを出す方々から、ごみの
出し方や分別等の相談を受けました。

　収集されたごみが焼却され、その
灰は埋め立てて処理されることを
学びました。

ⓒ分別戦隊シゲンジャー銀河 相模原市／webcreators Fairytale

レモンちゃん

自治会・子ども会などの皆さまの
集団資源回収のお手伝いをいたします。

相模原環境・資源リサイクル協同組合
相模原市中央区横山3-21-10
TEL 042-703-8221
FAX 042-703-8223

店舗、事務所の廃棄物について
ご相談承ります。

株式会社 清和サービス
相模原市中央区宮下3-9-18
TEL 042-774-1752

相模原市緑区橋本台 1-14-13
TEL 042-774-3231（代表）

リサイクル事業＆クリーン事業の
〈 安心・安全・快適 〉をサポートします

株式会社 三凌商事

http://www.tyo-sanryo.co.jp


