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特 集
・「 よくある質問Q&Aコーナー」
・ペットボトルからのお願い
・ごみの減量、
どうすればいいの？
川口市マスコット
「きゅぽらん」

家庭から排出されるパソコンの回収について
家庭から排出されるパソコンの回収・リサイクルは各製造販売メーカーによって行われます。メーカーに
よって受付窓口が異なりますので、各メーカーまでお問い合わせください。
メーカーが存在しないパソコン等についてはパソコン３Ｒ推進協会に回収をお申し込みください。
回収されたパソコンは、各メーカーが責任を持ってリサイクルいたします。
パソコン３Ｒ推進協会
電話０３−５２８２−７６８５
ホームページアドレス http://www.pc3r.jp/

パソコンリサイクルの流れ
PCリサイクルマーク
●

PCリサイクルマーク付きの製品の場合
→回収申し込み

●

PCリサイクルマークの無い製品の場合
→回収申し込み＋費用支払い

〜手

①回収申し込み
②料金の支払い

メーカー等のリサイクル受け付け

③伝票送付
パソコンユーザー（捨てる人）
パソコンが不要になったら
回収を申し込みます。
④お持ち込み

郵便局
伝票記載の指定電話番号に連絡し集荷を依頼
または最寄りの郵便局に直接持ち込みます。

メーカーの再資源化センター

⑤配送

パソコンを再資源化します。

順〜

排出するパソコンの製造販売メーカー又
はパソコン３Ｒ推進協会に回収を申し込み、
指定された方式に従って料金を支払います。
（PCリサイクルマークが付いている場合は、
リサイクル料金は不要です）
専用のゆうパック伝票（必要事項が全て
印字されたもの）が送られてきます。
パソコンを梱包してから伝票を貼り、最
寄りの郵便局（簡易郵便局を除く）に持ち
込むか、送られてくる配送伝票に記載され
ている電話番号に連絡し、集荷を依頼しま
す。
排出されたパソコンは、輸送業者の既
存の配送システムにより各パソコンメー
カーの再資源化拠点に引き渡され、リサイ
クルされます。
※PCリサ イクルマー クが 付 い て い て も、
メーカーが倒産した場合や海外メーカー
で日本から事業撤退した場合等について
は、
「回収再資源化料金」が必要となり
ます。

回収再資源化料金について
「ＰＣリサイクルマーク」が付いているパソコンの場合、回収及びリサイクル料金はかかりません。
マークがついていないパソコン（平成１５年９月３０日以前に販売されたもの）の場合、回収及びリサイ
クル料金は回収時に排出者が負担することになります。

タブレット端末について
ＰＣリサイクルマークがついているものは、メーカーに回収をお申し込みください。
リサイクルマークが付いていないもので携帯電話事業者の製品である端末は、販売店に返却してください。
上記の二つに当てはまらないもので重さが１ｋｇ未満のものは、金属類として市が回収します。
１kg 以上のものはメーカーに回収をお申し込みください。
※個人情報等のメモリーは、お客様自身で削除していただきますようお願いいたします。

問い合わせ
PRESS 530
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廃棄物対策課 ＴＥＬ.048−228−5370

対象となるペットボトルには

忘れずに
キャップを外して
リサイクル

ペットボトルからのお願い
このマークがついているんだよ。

※水ですすいでも汚れが落ちないペットボトルは、
「一般ごみ」で出してくださいね。

ふた
（キャップ）
と商品ラベルは、プラスチックなんです
※ふた
（キャップ）
とラベルは、必ずはずして「プラスチック製容器包装」の日に
出してくださいね！

ペットボトルの出し方
(1) ふた
（キャップ）
をはずし、
ラベルもはずしてね♪

(2) 中を水ですすぐ
（汚れが落ちない場合は、一般ごみで出してね）

(3) 最後に、
つぶして出してくれるとうれしいな♪
問い合わせ先

廃棄物対策課

TEL.０４８−２２８−５３７０

ポイ捨てダメ、絶対！
路上、公園、その他公共のスペース等でのごみのポイ
捨ては、犯罪です。
「川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例」では、
ポイ捨てに対して最高２万円の罰金を科しています。
ごみは必ずごみ箱に捨てるか、自宅に持ち帰って捨て
ましょう。
川口市では、各種団体によるポイ捨てごみ清掃を支援す
る制度「川口市まち美化促進プログラム」を制定しています。詳しくは下記までお
問い合わせください。

問い合わせ先

廃棄物対策課

TEL.０４８−２２８−５３７０
PRESS 530
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ごみの減量、どうすればいいの？
川口市では、平成34年度までに、一日の市民一人当たりごみ排出量の100グラム減少を目標にしています。
どのようにすれば、目標を達成できるでしょうか。

生ごみ を 出 さな い 工 夫

余計なものを買わない工夫

毎日の食事に気をつけることで、生ごみを減らすことが出来ます。

いま買おうとしている

●食べ物を買いすぎない、作り過ぎない。
買いすぎてしまって消費期限が切れてしまったり、作り過ぎて食べ切れなかった
りした食べ物は、その

は、必要な量がどのく

ハン
クリ ド
ーム

服や日用品は、本当に必

必要？不必要？

要 な も の で しょ う か？
買ったあとでどんなとき

ままごみになってしま
います。買い物のとき

●買う前にもう一度考える。

3コ 000円

像できますか？

円

0
1コ 0

らいか考えて買うよう

柔
軟
剤

ラップ

に、どのくらい使うか想

じゃがいも

にしましょう。作った
ものを残さず食べるこ

じゃがいも

とも、ごみ減量につな
がります。

●レジ袋をもらわないようにする
●生ごみも最後にひとしぼり
生ごみは水分を多く含んで
います。捨てる前にひとしぼ
りして水気を切ることで、ご
みの量を減らすことができ、
悪臭の予防にもなります。

私たちが使うレジ袋の数は、一年で約３００枚にもなります。レジ袋１枚の重さ
を１０ｇとすると、川口市で１年間に使われているレジ袋全てを製造、加工、焼却
した場合に出される二酸化炭素は約８，
１８３トンで、吸収するためには東京ドーム
約１５２個分（約７１１ヘクタール）の面積の杉林が必要です。
だ から、買 い 物
のときにレジ袋を

￥1,000

もらわない、使わ

NOジ

ないようにするこ

レ
袋

と で、そ の 分 の 二
酸化炭素を削減す

マイ
バッ
グ

ることができま
す。
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エコライフDAY2014の結果報告
●結果報告
二酸化炭素等の温室効果ガスの削減を目的に６月８日（日）に
実施した『エコライフ DAY2014』は表のとおりとなりました。
多くのみなさんにご参加いただき、ありがとうございました。
102,284人
（102,858人）

参加者数
1 日で減らせた
二酸化炭素（CO2）の総量（g）

102,451,802 g
（101,260,601 g ）
※下段（

問い合わせ

地球高温化対策室

）内は昨年値

TEL.０４８ー２２８ー５３２０

埼玉県生活環境保全条例により

「野外焼却」は禁止されています！
庭先などでごみを燃やしたり、ドラム缶などを使って焼却する行為は禁止されてい
ます。
また、事業所の小型焼却炉を使用すると、燃やす温度が十分に上がらないことから
不完全燃焼を起こしやすく、ダイオキシン類や PM2.5を多く発生させてしまいます。
規制の基準に合った焼却炉以外は使用できません。

問い合わせ

環境保全課大気係

TEL.０４８ー２２８ー５３８９

〈乾電池の廃棄方法〉
乾電池、
コイン型乾電池（CR・BR）は、お近くの公共施設に設置されている回収ボッ
クスに出してください。
また、ボタン型電池及び充電式電池は、販売店に返却してください。

〈乾電池回収ボックス設置場所〉
市役所本庁舎、教育庁舎、第二庁舎、水道庁舎、市民会館、各支所、川口駅前行政
センター、西川口駅前連絡室、蕨駅前芝連絡室、各公民館、各図書館、各スポーツ
センター、リサイクルプラザ、戸塚環境センター、収集業務課、鳩ヶ谷衛生センター、
その他

問い合わせ
PRESS 530
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廃棄物対策課

TEL.０４８−２２８−５３７０

「清掃のあらまし2014 発行について」
「清掃のあらまし 2014」（平成２６年度版）を発行いたしました。
川口市環境部の業務内容について、最新の情報を掲載しています。
入手を希望される方は、以下の施設の窓口にて差し上げておりますので、ぜひお越
しください。
廃棄物対策課・収集業務課・朝日環境センター・戸塚環境センター・鳩ヶ谷衛生
センター・各支所・川口駅前行政センター・リサイクルプラザ
また、川口市のホームページにも掲載しています。
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28050049/28050049.html
問い合わせ

廃棄物対策課

減量推進係

TEL.０４８−２２８−５３７０

事業ごみの出し方
家庭以外から出されるごみのことを「事業ごみ」と言います。
事業ごみは、家庭ごみのステーションに出すことは出来ません。
事業ごみは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別できます。
事業系一般廃棄物は、分別して黄色透明の袋に入れ、川口市一般廃棄物収集運搬
業許可業者に回収を委託してください。
業者の一覧は、以下の URL からご覧になれます。
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/28050019/28050019.html
また、廃棄物処理法施行令に定められている２０種類の廃棄物については、産業廃
棄物の扱いになります。こちらの回収及び処理については、以下のあて先までお問
い合わせください。
埼玉県環境産業振興協会
TEL.０４８−８２２−３１３１
ホームページ
問い合わせ

URL http://saitama-kankyousangyousinkou.jp/
廃棄物対策課

指導係

TEL.０４８ー２２８ー５３７０
PRESS 530
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家庭から出る医療廃棄物の廃棄方法
●使用済みの注射針等、鋭利なものの場合
使用済みの注射針等鋭利な部分のある医療廃棄物は、使用者ご本人又はご家族等関係される方が、お近くの
病院、診療所、薬局等に持ち込んだうえで、引き取り及び廃棄をお願いしてください。
（一般ごみとして出さ
れると大変危険です！ご注意ください）
●鋭利ではないものの場合
上記以外の鋭利ではないものについては、家庭ごみとして出すことが出来ます。材質に従って分別し、決めら
れた日にお近くのごみステーションまで出してください。
問い合わせ

廃棄物対策課

TEL.０４８−２２８−５３７０

ごみまる

A〜Eの枠の文字を順番に並べると、
ある言葉になります！
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。

ク ロ ス ワ ード
たてのヒント

よこのヒント

②ごま油に唐辛子を漬け込んだ、辛い調味料です。

①俳優やスターなどが出てきてお芝居をするテレビ番組を、

③真ん丸いお月様のことです。

①

○○○といいます。

⑤砂だらけで草の生えていない土地のことです。
サハラ○○○、ゴビ○○○などが有名です。

⑧回転○○○は英語で「メリーゴーラウンド」と言います。

広島県の「○○○まんじゅう」というお菓子も

⑩月を眺めて楽しむ秋の行事です。

有名です。

⑫タコやイカが逃げるときに吐き出すものです。

⑮冬にこたつで食べる、オレンジによく似ている
果物です。

D
⑫

⑬

です。昔は、「学童○○○」というものがありました。

⑭

⑲○○を英語では「リビングルーム」と言います。

〒332-0001

⑯

⑱アサリ、ハマグリ、サザエなどはすべて○○の仲間です。
⑳絵を描くときの色付けに使います。筆の先につけて塗る

⑰机、たんす、ベッドなどは、○○の仲間です。

応募締切

C
⑪

⑮

⑯戦争の危険をさけるために、都会から田舎へ避難すること

⑬埼玉高速鉄道の終点は、浦和○○○駅です。

インターネット
でのご応募

ことです。

⑨

A
⑩

⑭料理を作るとき、おいしいかどうか実際に舌で確かめる

と言います。

⑤

⑧

⑦

⑦目の真上に生えている毛のことです。

⑪集中してなにかをするときに、
「○○○を入れる」

④

⑥まんじゅうや大福の中にくるんである、甘い食べ物です。

⑧手のような形をしている葉っぱのことです。

⑨夢を食べるという伝説のある動物です。

③

⑥

④月でおもちをついていると言われる動物です。

⑦ねずみのことを英語で○○○と言います。

はがきでの
ご応募

②

ものです。

⑰

⑱

⑲
B

⑳

㉑

㉑秋の味覚と言われる魚です。漢字では「秋刀魚」と書きます。

E

答え

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

A

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。

B

C

D

E

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。

平成２６年１２月１日
（月）必着

※応募は一人一回でお願いいたします。
※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『シゲンカイシュウ』でした。258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
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記
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Vol.

秋が深まり、冬の気配を感じる時期になってきました。私が最近思う

2014年11月1日号

のは、秋を感じる期間が短くなってきたということです。夏の暑さが１０

KAWAGUCHI CITY NEWS

月の上旬ごろまで続いて、その後でほとんど間をおかずに冬がやってく
ると言った感じです。極端な言い方かもしれませんが、秋という季節は、
１か月程度まで縮んでしまったのではないかという気がします。
気候の変化の激しい時期です。体調に気をつけて、冬の寒さを乗
り切りましょう。

編集・発行

川口市環境部廃棄物対策課
〒332-0001 川口市朝日4丁目21番33号
TEL.048-228-5370 FAX.048-228-5322
川口市ホームページアドレス
環境に配慮し、
植物油インキを使用しています。
http://www.city.kawaguchi.lg.jp
再生紙を使用しています。

