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特 集
・あなたの家の3R活動のご紹介！
・あなたの家の3R活動大募集！
・紙類リサイクルの様子
・小型家電のリサイクルがはじまります。

『あなたの家の３Ｒ活動』をご紹介いたします！
前回の11月号（vol.85）で、みなさんが普段ご家庭で行っている、３Ｒ活動のアイディアを募集させて
いただきました。ご応募いただいた中から、今回は竹村久美子様のアイディアをご紹介させていただきます。

いらなくなった箱などを、うまく使っている
『空箱リサイクル収納』だね。
みんなもできることからやってみよう！

これなら
どこになに
があるかが
すぐわかる
よね！

今回は、不要になった空箱などをうまく利用してキッチンの整理を行っている『空箱リサイクル収納』のワザをご紹
介させていただきます。
これならば必要なものがどこにあるか一目でわかり、無駄づかいや、余分な買いものを防ぐことができます。
リデュース

必要なものを必要な分だけ買う、そして必要な分だけ上手に使うことが、ごみの発生抑制『Reduce』の第一歩で
はないでしょうか？
竹村さんの今回のアイディアはその手助けとなるとても良いアイディアです。
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スリーアール

リデュース

リユース

３Rとは、ごみを減らすための３つのキーワード、Reduce（発生抑制）
・Reuse（再
リサイクル

アール

使用）・Recycle（再生利用）のことです。このキーワードの頭文字

R

をとって

スリーアール

「３R」と呼んでいます。
みなさんがご家庭で行っている３Ｒ活動のアイディアを、前号に引き続き募集い
たします。普段の生活にちょっとした工夫を加えるだけで、ごみを減らすことがで
きるはずです。「ウチではこんな工夫をしてごみを減らしています」というアイデ
ィアがありましたら、それを他のかたにも伝えて、みなさんで一緒に取り組んでみ
ませんか？素敵なアイディアは、次号以降のＰＲＥＳＳ５３０でご紹介させていた
だくほか、掲載されたかたには「ごみまるグッズ」をプレゼントいたします。たく
さんのご応募お待ちしております。

募集要項

みなさんの「3R」のアイディアを
おしえてね。お待ちしています。

○応募方法
住所・氏名・年齢・電話番号・３Ｒのアイディアを明記のうえ、下記宛先まで郵送またはメー
ルでお送りください。なお、郵送いただいたものは返却いたしません。
宛先

〒332-0001

メールアドレス

川口市朝日４丁目２１番３３号
川口市環境部廃棄物対策課「３R活動募集係」
shinsei.haitai1@city.kawaguchi.lg.jp

○応募締切
平成２５年４月１日（月）まで
（当日消印有効）
※お持ちくださる場合は、廃棄物対策課（朝日環境
センター リサイクルプラザ３階）までお持ちく
ださい。なお、窓口での受付は月曜日から金曜日
まで（祝日は除く）の午前８時３０分から午後５
時１５分までとなります。

○発表
Ｖｏｌ．８７（７月号）で、応募されたものの中から２〜３点ほどを掲載する予定です。

○その他
①写真等をお送りいただく場合はできるだけ画像データをメールに添付してお送りください。
なお、郵送等で写真等を同封してご応募いただいた場合、返却いたしません。
②応募いただいたアイディア・写真等の著作権、使用権などの一切の権利は、川口市に帰属す
るものとします。
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〜紙類リサイクルの様子〜

紙はリサイクルの優等生です！

みなさんに分別して出してもらっている紙類は、まずリサイクルプラザに運ばれます。その後再生工場にてリサイクルするためのいろいろな処理を行った後、再び紙となるのです。

混
入
物
が
あ
る
も
の

紙類 リサイクルの流れ

紙をつくるための燃料（RPF）になるルート

②
約3％

はこぶ
リサイクルプラザに
あつめられてかたま
りになった紙をリサ
イクル工場へ運びま
す。

わける
紙 は ま ず人 の 手 に よ っ て
①紙原料としてそのまま
製紙工場にいくもの（約97％）
②ビニール等の混入物が
あり紙原料には適さないも
の
（約3％）
にわけられます。

くだく・わける
くだいて小さくして
リサイクルの原料に
適 さ な い も の（ 金 属
類など）を磁石・赤外
線さらに人の目によ
って取りのぞきます。

まぜる

こまかくする

つくる

かたちにする

燃料（RPF）になっ
たとき燃えやすいよ
うに廃プラスチック
等を紙に混ぜていき
ます。

機械で60mm以下に
くだきます。またこ
の時にも磁石によっ
て余分なものを取り
のぞきます。

まさつ熱をおこして
燃料（RPF）のもとを
つくっていきます。

いろいろな形の燃料
（RPF）をつくります。

①約97％
きちんと分別して出してもらうとそ
のまま紙としてうまれかわるんだね。

切り開きよく乾かす

直接ひもでしばる

製紙工場

取材協力及び資料提供
・株式会社 関商店
・株式会社 新井商店

注意

直接ひもでしばる

再生紙製の紙パック
（茶色紙のもの）や、
中にアルミ箔のついている紙パックは紙製容器包装。

資源物ステーション

直接ひもでしばる

出せないもの
粘着物のついたままの封筒、ビニールコート紙、油紙、
写真、
感熱紙、
防水加工紙、
裏カーボン紙、
ノンカーボン紙、
ティッシュペーパー、トイレットペーパー、紙おむつ、
においのしみついた紙は一般ごみ。

雑
誌
・
雑
紙
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できあがったRPFは、
紙をつくる時の燃料
として使われます。

高温でとかして再び紙が
つくられます。

中をすすぐ

飲料用の紙パック
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燃料（RPF）になる

再び紙になる

紙類の正しい出し方

出し方

紙
パ
ッ
ク

RPF（Refure Paper & Plastic Fuel）は古紙と
廃プラスチックを主な原料としてつくられるリサ
イクル燃料だよ。
使いやすく、とてもすぐれているんだよ。

そのまま紙になるルート

◎紙類の出し方お願いコーナー

ひやす

資源物ステーション

直接ひもでしばる

段
ボ
ー
ル

新
聞
紙
資源物ステーション

資源物ステーション

紙
製
容
器
包
装

出せないもの
手紙やダイレクトメールなどの封筒は粘着物を
とって、雑誌・雑紙。

直接ひもでしばる

マークが目印

注意
・たばこやお菓子などの小さなものは、大きな包
装紙や紙袋の間にはさんでひもでしばる。
・箱などはつぶすなどなるべく小さくして出す。
・汚れがひどいものは一般ごみ。

資源物ステーション
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家庭ごみの収集日情報メール配信サービス
地区ごとに異なるごみの収集日をメールでお知らせするサービスを行っています。ご興味のあるかた、月2回の資
源物の収集日をたまに忘れてしまうかたなど、ぜひご利用ください。
◎配信情報・頻度
指定した地区の一般ごみ・有害ごみ・資源物の収集日を対象月の前月下旬にお知らせします。また、収集が月2回
の資源物（びん・かん、金属類・紙類、ペットボトル・繊維類）については、収集日の前日にもお知らせします。
◎利用料金
登録・情報提供は無料です。ただし、登録や変更、解除およびメールの送受信にかかる通信料、パケット通信費は
利用者の負担となります。
◎登録方法
①仮登録用アドレスに空メール（件名・本文に文字を入力しないメール）を送信する。
メール配信を受ける携帯電話またはパソコンから、仮登録用アドレスに空メールを
送信してください。
家庭ごみ収集日情報仮登録用アドレス kawagch.gomi1@mpme.jp
※バーコード読取機能のある携帯電話をご使用のかたは、右のコードを
読み取って空メール送信画面にいけます。
②市から返信メールが届く
「家庭ごみ収集日情報登録案内」というメールが届きます。
※迷惑メール対策などで受信拒否設定をしている場合は、
返信メールが届かない可能性があります。
「@mpme.jp」
と「@city.kawaguchi.lg.jp」のドメインからのメールを受信できるようにしてください。なお、設定方法はご使
用の携帯電話で異なりますので、取扱説明書をご覧になるか、各携帯電話会社へお問い合わせください。
③返信メールに記載されたURLにアクセスする
利用規約を確認・同意の上、返信メール本文中に記載されたURLにアクセスしてください。
※返信メール到着後、必ず24時間以内にURLにアクセスしてください。
月1回メール（例）
前日メール（例）
④登録する
登録画面が表示されますので、該当地区・生まれた年（西暦）を選択し、 ○月の家庭ごみ収集日
明日○月×日は、「び
「登録ボタン」を押してください。
・一般ごみ・有害ごみ
ん・かん（飲料かん）」
毎週火・金曜日
の収集日です。
⑤登録完了
・プラスチック製容器包装
排出は朝8時30分まで
市から登録完了メールが届きます。
毎週水曜日
にお願いします。
・びん・かん（飲料かん）
これで登録完了です。
○、△日
登録後以降に配信予定のメールが随時配信されます。
・金属類・紙類
■、▲日
・ペットボトル・繊維類
□、◎日

問い合わせ
登録・登録解除などの手続き、操作方法について
情報政策課

情報政策係

TEL 048−259−7241

配信メールの内容について
廃棄物対策課

減量推進係

TEL 048−228−5370

戸塚環境センター西棟３・４号炉大規模改修工事のお知らせ
本工事は、戸塚環境センター西棟３・４号炉プラント設備の主要部分を大幅更新することにより、処理能力
の確保とともに延命化を図り、安定的なごみ処理体制を構築するために行なってまいりました。
進ちょく状況については、平成２２年１２月から着手し、平成２４年２月に４号炉が完成、３号炉について
は、平成２４年１１月末に本体工事が完了し、平成２５年２月ま
でに試運転及び性能検査により安全性が確認され、３月中に完成
検査の運びとなります。
施工にあたっては、関係法令を遵守し、周辺環境に十分配慮す
るとともに、住民の皆さまと作業員の安全の確保に努めてまいり
ました。皆さまのご理解とご協力誠にありがとうございます。
工期：平成２２年１２月２０日から平成２５年３月２９日
施工業者：ＪＦＥエンジニアリング(株)
現場事務所：TEL.０４８‐２９０‐３５６０

問い合わせ
PRESS 530
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環境施設課

施設計画係

TEL.０４８‐２２８‐５３８３

ĽǐॢǍȥɣɛɘȳ""!ழळݦɈ˂ʍɼʇ˃Ľ
小型家電の再資源化を促進することを目的とした「小型家電リサイクル法」が平成２４年８月３
日に成立しました。
小型家電とは、掃除機や炊飯器をはじめデジタルカメラやゲーム機など、電源（コンセント）や
充電池、乾電池を使用する様々な小型の家電製品のことで、これらが廃棄された場合、現在は鉄や
アルミ等の一部の金属しか回収できていません。このため、小型家電に含有される金や銅、レアメ
タルなどの有用金属を有効利用するため、小型家電のリサイクルを始めます。

ごみの分別区分は変わりません！
皆さまから排出された、資源物及び粗大ごみの中から、廃棄物処理施設で小型家電を手選別に
よって分別し回収します。

個人情報は消去してからお出しください！
ＩＣレコーダーやデジタルカメラなど、個人情報が記録されている機器を廃棄する際は、必ず
記録されている情報を消去してから出してください。

携帯電話は販売店へ！
使用済みの携帯電話は、なるべく販売店へ返却をしてください。また、これまでどおり個人情
報を消去したうえで、下記の施設に設置してある回収ボックスに投入することもできますので、「金
属類」として資源物ステーションには出さないでください。
（回収ボックス設置場所）
市役所本庁舎ロビー、芝支所、新郷支所、神根支所、安行支所、戸塚支所、鳩ヶ谷庁舎エント
ランスホール、リサイクルプラザ３階窓口

小型家電の自己搬入について
戸塚環境センターへ自己搬入された小型家電につきましては、場内の搬入経路を確保できない
ため、小型家電として分別・回収することができず、従来通りの処理となります。小型家電を自
己搬入する際は、次のとおりご協力をお願いします。
小型家電を自己搬入する場合
（１）一辺40cm以下の小型家電は「金属類」としてリサイクルプラザへ
（２）一辺40cmを超える小型家電は「粗大ごみ」として鳩ヶ谷衛生センターへ

対象外の家電製品
家電リサイクル法対象品目（テレビ、冷蔵庫、
洗濯機、エアコン、衣類乾燥機など）やパソコン
は対象になりません。川口市では受け入れません
ので、これまでどおりの処分をお願いします。
また、マッサージチェアなどの大型製品も対象
外となります。
※大型製品とは、通常一人で持ち運びできない
程度の大きさ
問い合わせ

廃棄物対策課 対策係
ＴＥＬ.０４８−２２８−５３７０
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そごう

撤去喫煙所

川口駅東口喫煙所

川口駅周辺の路上喫煙禁止地区内に設置した喫煙所において、
エリアからはみ出ての喫煙など、喫煙マナーが守られない状況
が続いていることから、駅東口の喫煙所のうち、左の二ヶ所
を４月１日付で撤去いたします。
今後はキュポラ広場や駅北側駐輪場前など、他の喫煙所をご
利用ください。
引き続き、喫煙マナーの向上にご協力をお願いいたします。

東口そごう前
デッキ上
川口駅

東口ベックスコーヒー前
デッキ上

問い合わせ

キュポラ広場

廃棄物対策課 まち美化係
TEL.０４８−２２８−５３７０

A〜Eの枠の文字を順番に並べると、ある言葉になります！

ごみまる

はがきにクロスワードの答えと、住所・氏名・年齢・電話番号・PRESS530に関するご意見（ご感想）を明
記のうえ、
下記のあて先までお送りください。
（ご質問については直接、
廃棄物対策課までご連絡ください。
TEL.048−228−5370）なお、下記の「インターネットでのご応募」の方法でもご応募いただけます。正
解者の中から抽選で20人のかたに「ごみまるグッズ」をプレゼントいたします。たくさんのご応募お待ち

クロスワード

しております。発表は発送をもってかえさせていただきます。

たてのヒント

よこのヒント

①今号の4,5ページに○○のリサイクルの様子が掲載
されています。
②雨の時には、○○○○○のフタは滑りやすくなるの
で気をつけましょう。
④最後に「ん」が付くと負けです。
⑤春になると「ホーホケキョ」と鳴きます。
⑦川口市には、あら○○、
しば○○、でんう○○などの
○○が流れています。
⑨関東地方の北東に位置する県。納豆や干し芋などが
有名です。
⑩試験の○○○○めざしてがんばりましょう！
⑬熱などを加えて固形物を液状にすること。
バターを○○○。
⑭春になると、○○の芽が地面から出てきます。
○○ノコとして食べることもあります。
⑯ふきのとうの○○はおひたしや、煮物にすると
おいしいです。
⑰人や動物の発声器官が発する音。英語ではボイスと
いいます。

①植物を刈るための農機具。引いて刈るよ
うに内側に曲がった刃が付いています。
③香辛料の一種。英語ではペッパーといい
ます。
⑥一般の人々が住む家のこと。
⑧バレンタインデイにチョコなどをもらっ
た人は、○○○○○○にはお返しを渡し
ましょう。
⑩「行く」
「進む」を英語で○○といいます。
レッツ○○！
⑪東南アジアのインドネシア共和国に属す
る島。観光地としても人気があります。
⑫「超」
「極端に」
「過度の」などの意味をもつ
英語
⑮五十音の第２行目です。あいうえおの次
は・・。
⑱新学期には○○○替えがありますね。
新しい友達をたくさんつくりましょう。

〒332-0001

はがきでの
ご応募

応募締切

①

②

④

③

⑤

B
⑥

⑦

⑨

⑧

⑩

⑪
D
⑬

⑫

⑭

⑮

⑯

⑰

C
⑱
A

川口市朝日4-21-33

廃棄物対策課
「ごみまるクロスワード」係

インターネット
でのご応募

一部撤去のお知らせ

答え

①https://denshi.pref.saitama.lg.jp/にアクセス。
（パソコン用）
②「川口市」を選択し、「申請・届出をする」から「PRESS530
ごみまるクロスワード応募」を選択する。
③指示に従って必要事項を入力する。

平成２５年４月１日
（月）必着

A

B

C

D

バーコード読取機能のある携
帯電話をご使用のかたは、右
のコードを読み取って申請
ページに進めます。

※ご応募いただいたはがきに記載の個人情報は、ごみまるグッズ発送以外の目的では使用しません。お送りいただいたはがきは、
すべて廃棄物対策課で厳重に管理・保管をし、第三者に開示・提供することは一切ありません。

前号の
【ごみまるクロスワード】の解答は
『クリーン』でした。242通ものご応募をいただきました。ありがとうございました。

編

集

後

記

今年は関東地方も大雪が降りましたね。子どもの頃は雪が降る
だけでとても嬉しかったものですが、現在３８才の私は、「明日の
朝に道が凍って滑らないかな」、「子どもたちの通学路は大丈夫か
な」という心配ばかりが先に立ってしまいます。
今号が皆さまのお手元に届く３月にも雪が降るでしょうか。
そして冬が終われば必ず春がやって来ます。いよいよ花粉症シ
ーズンの到来です。大気汚染も花粉症の原因の一つであるという
話もあります。花粉症の方々（私もですが）これまで以上に大気
汚染など環境に関心を持ち、頑張って乗り切っていきましょう。

ぷれすごうさんまる
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