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　よくお問い合わせを受ける容器
包装プラの回収について紹介します。
　それぞれ分別して排出された、プラ
製容器包装とペットボトルは収集効率
の観点から同じ収集車で回収してい
ます。収集車の中では破砕をするので
はなく、袋が破れないように奥に押し
込み、多くの袋を回収できる様にして
います。
　集められたプラ製容器包装とペット
ボトルは、中間処理施設に運び、それぞれのラインで混入した異物を
手作業にて除去し、圧縮・梱包した上でリサイクル事業者に引渡してい
ます。
　ご家庭でしっかり分別していただくことで、選別作業を効率的に
行う事ができます。これからも分別排出にご協力をお願いします。

　市では、大人だけではなく子ども達を
対象とした様々な啓発活動を行っています。

◎出前講座
　「混ぜればごみ、分ければ資源」を合言葉に市
内の小学校4年生を対象とした小学校出前講座
のほか、保育園でも出前講座を行っています。

◎リサイクル体験教室
　市民団体の皆様と協力し、リサイクル体験教室
を開催しています。
　本年度は牛乳パックを使った紙すき体験、使用
済食用油を使用したロウソク作りを行いました。

　家庭ごみのうち有料で回収している粗大ごみ、特定家庭用機器廃棄物、清掃
工場へ大量に搬入する場合の家庭系ごみ、事業系一般廃棄物、し尿・浄化槽
汚泥等の手数料を改定します。

【ごみ処理手数料】 【し尿処理手数料】

区　　　分

※１品目あたりの基本重量を８kgから10kgに見直しました。
　【現行：200円／８kg（１kgあたり25円）＝250円／10kg⇒改定後：320円／10kg】
◆戸別収集する場合の粗大ごみと特定家庭用機器廃棄物は平成28年４月１日以降の申し込み分
より新料金になります。（平成28年３月31日までに申し込んだ分は現行料金です。）

※基本料金の廃止に伴い、基本料金相当分を改定後の料金に含めて算定しています。
※城山・津久井・相模湖・藤野地区では浄化槽清掃の際に清掃業者に支払う管理者負担
額が改定（増額）されます。

手数料の額
単　位 現　　行 改　定　後

※200円、500円、
　1,000円、1,500円

120円

1,500円

1,000円

120円

180円

※320円、640円、　
　1,280円、1,920円

150円

1,950円

1,300円

150円

230円

品目別
（4区分）

10kgにつき

1個につき

10kgにつき

10kgにつき

戸別収集

直接搬入

戸別収集

直接搬入

直接搬入

直接搬入

粗大ごみ

特定家庭用機器廃棄物

家庭系ごみ
（100㎏以上の場合）

事業系一般廃棄物

★別途リサイクル
　料金がかかります。

エアコン、テレビ、
冷蔵庫、洗濯機等（　　　　　　　　）

区　　　分
手数料の額

単　位 現　　行 改　定　後

120円

120円

180円

120円

180円

基本料金
100円

基本料金
600円

220円

220円

250円

170円

230円

※基本料金
　廃止　　

※基本料金
　廃止　　

世帯人員
1人につき

（人員によりがたい場合）
36ℓにつき

36ℓにつき

36ℓにつき

家庭系

事業系

家庭系

事業系

し尿

浄化槽汚泥等

正しい分別をお願いします!!

　市では平成30年に家庭ごみ
の１人１日あたりの排出量を
480gに減量することを目標に
「相模原ごみDE71（でない）
大作戦」を実施しています。
　減量目標達成に向けて、ごみ
の出し方や分別方法などに
ついて、様々な啓発を行って
います。

平成30年に1人1日480gに！

子ども達から始まるごみDE71大作戦!!

平成28年４月１日から一般廃棄物等
処理手数料（ごみ・し尿等）を改定します。

　ごみを減量する上で1番重要なことは分別です。
　資源をしっかり分別し、一般ごみを減らしましょう！

平成26年度は１人１日あたり
523gに減量できました!!

お問い合わせ先　廃棄物政策課 042-769-8336

粗大ごみ戸別収集の品目別料金に関するお問い合わせ先　粗大ごみ受付事務所 042-774-9933

し尿・浄化槽汚泥等の料金に関するお問い合わせ先
旧相模原市域の方
城山・津久井・相模湖・藤野地区の方

相模台収集事務所　　  042-742-0042
津久井クリーンセンター 042-784-2711

平成25年度と比べると
１人１日あたり７g、
全市で見ると１年間で
収集車約920台分の
ごみが減りました!!

で な い

広告



お申し込み1 2 3

インターネットまたは
FAXからお申し込み

ダンボール箱等に
詰めるだけでOK♪

佐川急便が、ご希望の日時に
回収へお伺いします。最短翌日！！

回収物を詰める 佐川急便が回収

　市とリネットジャパン㈱は、小型家電宅配便回収の連携に関する協定を
締結しました。
　リネットジャパン㈱は、小型家電リサイクル法に基づき国が認定する、宅配
便を活用して小型家電リサイクルに取り組む認定事業者です。

①回収はリネットジャパン㈱ホームページまたは、専用FAX用紙で申し込みます。
②３辺合計140㎝以下の段ボール箱に小型家電を入れます。
　（20kgまでなら何点でもOK）
③ご希望の日に佐川急便㈱が宅配便として回収します。
　 ※リネットジャパン㈱との協定により、排出する品目にパソコンが入っていれば

利用料金が無料になります！！

　現在、長辺が30㎝未満の金物類を「資源の日」に収集していますが、
平成28年４月１日より、その収集範囲を50㎝未満に拡大します。

　ここでは、一般ごみの中に多く含まれている資源の分別の仕方について
紹介します。分別をしてごみとなってしまう資源を減らしましょう！！

金物類（資源の日　週1回）
■金物、金属製品（30cm未満→50cm未満）
　金属でできているもので、「台所用金物」、「金属製の傘の骨組み」以外
のもの。
　平成28年４月１日から長辺が50cm未満のものが収集対象となります。
※「台所用金物」、「金属製の傘の骨組み」は50cm以上でも金物類として収集します。

　金物類とは…
　　鉄やアルミ、ステンレスなどで成形される
　金属製品のことです。
　　例：水筒（金属製）、工具、針金ハンガー、
　　　　コード、ケーブル類など

　市では一般ごみの更なる減量化・資源化、最終処分場の延命化、経費の削減
を目的に、平成28年10月1日から、一般ごみの収集回数を現在の週３回
から週２回に変更します。
■各地区の収集曜日については、4月以降に、市の刊行物やホームページ
などでお知らせします。

　一般ごみの中には、まだ資源化ができる
ものが約30％も含まれています。
資源化できるものをしっかり
分別し、一般ごみを減らしま
しょう！
　また、容器包装プラは、比率で
見ると重量の約４倍の容積
（かさ）があるといわれています。
しっかり分別することで、家庭
での保管場所や、ごみ・資源
集積場所をスッキリと保つこと
にも繋がります。

ごみの減量化・資源化にご協力を！

月・水・金

火・木・土

月・木
火・金

水・土

変更

お問い合わせ先 廃棄物政策課　電話 042-769-8336

現在の週３回 週２回

一般ごみに含まれる資源の内訳（重量）

種　別 割　合
紙　類

容器包装プラ
布　類
びん類
かん類
金属類
乾電池類
合　計

15.87%
11.86%
1.47%
0.38%
0.26%
0.78%
0.04%
30.66%

（平成27年度ごみ質測定調査より）©レモンちゃん WebCreators Fairytale ／相模原市

資源化を
進めれば
まだまだ
減らせそう

小型家電の宅配便回収を行う認定事業者
との連携を開始します！

■回収の流れ

資源の日に収集する金物類の範囲を
50㎝未満に拡大します！

【利用料金】
1箱950円（税込）
箱に入れば何点でもOK

【箱の大きさ】
3辺合計140㎝以下
（20kgまで）

詳細はリネットジャパン㈱
ホームページをご覧ください リネットジャパン　小型家電

平成28年

2/1～
平成28年

4/1～

平成28年

10/1～

プラ製容器包装/紙製容器包装・雑がみの分別方法確認

一般ごみの収集を週２回に

　市では、回収した布類を中間処理施設に搬入し、契約事業者に売却しています。売却した布類の大半は
海外に輸出され、衣類などは再使用（リユース）されるほか、一部は古着加工業者で綿に戻して他の製品に
加工されたり、ウエス（工場などで機械を拭く雑巾）などになります。

しかし…布類は雨に濡れるとカビが生えてしまい、再使用（リユース）することができません。
　　　　せっかく分別して出したものがごみになってしまうことを避けるためにも、布類は晴れの
　　　　日に出しましょう！！

年　度
H24
H25
H26

売却（引渡し量）
２,９３１ ｔ
２,８３２ ｔ
２,７０７ ｔ

売却金額
６２,７３４千円
１２０,４５９千円
１３９,９２９千円

透明または半透明の袋で！ 汚れ物は
一般ごみで！

雨の日は出さないで！ 透明または半透明の袋で！ 汚れ物は
一般ごみで！

雨の日は出さないで！

　自治会は、自主的・自立的な組織として、防災、防犯、環境美化や福祉など、身近な課題解決に
向けた地域活動の中心的な役割を担っています。
　私たちの「まち」を、より良い「まち」としていくために…自治会に加入しましょう！

自治会加入のご案内 自治会の皆様が、あなたの“日常”を支えています !!

布類は雨の日を避けて！

透明または
半透明の袋に
入れて出す

トレイ類

チューブ類 キャップ類 発泡スチロール・緩衝材・ネット類

カップ・パック類 レジ袋・
フィルム類 ボトル類

プラ製容器包装（容器包装プラの日）
◎生鮮食品のトレイ、カップ麺の容器、お菓子の袋、シャンプーボトルなど

汚れているものは、軽くゆすぐか、ふき取る！
値段シールは、はがさなくても大丈夫！
大きい発泡スチロールは割って出してください。

アイス

スナック

アイス

ひもでしばるか、紙袋に入れて
ひもでしばって出す

紙箱類 紙缶・カップ類

紙袋類 ふた類

台紙類

包装紙類

酒やジュースの箱
※内側にアルミ箔が
　貼られているもの

紙製容器包装（資源の日）
◎お菓子・ティッシュ・洗剤の箱、アイスのカップ、包装紙、紙袋など

箱は開いてたたむ！
値段シールは、はがさなくても大丈夫！

NotebookNotebook

雑誌にはさむか、紙袋に入れて
ひもでしばって出す

ノートメモ紙
ラップ・トイレット
ペーパーの芯 封筒

雑がみ（資源の日）
◎メモ紙、ノート、ラップ・トイレットペーパーの芯、封筒、値札、名刺、パンフレット、カレンダーなど

小さい紙は、雑誌にはさんで出せます！

一般ごみで出す紙 シュレッダーした紙、写真、レシートなどの感熱紙、ティッシュペーパーなど

※利用方法・料金・利用条件などは変更する場合があります。


