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　皆さんは夏にお鍋を食べましたか？暑い夏に汗を流しな

がら食べるお鍋も美味しいですが、やはり寒い冬に温かい

お鍋を食べるのが一番ですね。

　さて、今号では土鍋やお皿などのせとものや、日頃よく

ご質問をいただいているプラスチック製品などの出し方に

ついてまとめました。次号では資源物ステーションに出す

物の出し方についてもまとめたいと考えておりますので、

ぜひそちらもご覧ください。
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たてのヒント

 ク ロ ス ワ ー ド
ごみまる

よこのヒント

前号の【ごみまるクロスワード】の解答は『オンダンカ』でした。252通のご応募をいただきました。ありがとうございました。

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、郵便番号・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。

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。

はがきでの
ご応募

応募締切

インターネット
でのご応募

〒332-0001　川口市朝日4-21-33

※応募は一人一回でお願いいたします。二回以上応募した場合は無効となりますので、ご注意ください。
※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。

廃棄物対策課「ごみまるクロスワード」係

平成２８年12月１日（木）必着

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。

③葉は、秋になると赤や黄色に色が変わり、やがて
　「○○○」となって地面に落ちます。
⑥字を書くときに、下に敷いて使う物です。
⑨言葉などが表すもの。「熟語の○○を辞書でひく。」
⑩川口市内には、「あら○○」「しば○○」「でんう
　○ ○゙」などの「○○」が流れています。
⑪秋になるといがいがした殻に覆われた実がなります。
　大きな○○の木の下で…。
⑬なめるとしょっぱい調味料です。英語ではソルトと
　いいます。
⑮さまざまな形をした木製のおもちゃ。
　積み上げて色々な形を作って遊べます。
⑰小学生のことは「じどう」、中学生や高校生などは
　「○○○」といいます。
⑱太陽に四番目に近い惑星です。英語ではマーズと
　いいます。
⑲ヒヒーンと鳴く草食動物です。
㉑手で握れる、細長い木や鉄などでできた物。
　「犬も歩けば○○にあたる」
㉒水蒸気が細かい水玉になり、けむりのように見えるもの。

①イルカとならんで、水族館のショーで
　ボールや輪投げの芸をする人気者です。
②雨上がりの空に、７色の「○○」がみえる
　ことがあります。
④敬意を表すために頭を下げること。
　「先生に○○をする。」
⑤歯を磨くときに、歯ブラシにつけて使い
　ます。
⑦「○○○」でごしごし洗います。
⑧秋に咲く、白や黄色の花です。食用の品種も
　あり、お刺身などに添えることもあります。
⑫暦の上で、冬に入る日のこと。
　今年は11月7日です。
⑭日頃お世話になっている人に、夏は「おち
　ゅうげん」を贈り、年末には「○○○○」
　を贈ります。
⑯植物は「○○○」を浴びて、酸素と光合成
　することで成長します。
⑳暖炉や囲炉裏などは、「○○わり」をした
　「○○」をくべて使います。

１人１日あたりのごみ排出量及び処理費用について１人１日あたりのごみ排出量及び処理費用について
　平成２７年度のごみの排出量は１８８，０２３ｔ、

１人１日あたり８６６ｇのごみを排出しています。

右のグラフはごみを処理する費用の推移です。

ごみの処理費は１人あたり１５，３３９円を負担

していることになります。日々のごみの分別等

のご協力によりごみの排出量は、年々減少傾

向になっておりますが、きれいな川口市として、

これからも正しいごみの分別、減量にご協力

お願いいたします。
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  処理費（千円） 11,801,185 11,275,663 7,913,266 9,358,801 9,103,242

  市民負担額（円） 20,371 19,402 13,515 15,857 15,339
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　市内のスーパーなどでは、店頭に資源物回収ボックスを設置し、有効利用に取り組んでいる店舗が多くあります。
　ここでは、資源物の一般的な出し方を紹介します。※店舗によっては、分類や出し方が異なることがあります
ので、店頭回収をご利用の際は、必ず各店舗の回収方法を確認してください。

スーパーなどでの資源物の店頭回収についてスーパーなどでの資源物の店頭回収について

▲店頭回収を利用する際の注意点▲
 回収対象品目以外のものを入れない！

 タバコの吸殻やストローなどの異物は入れない！

 洗っても汚れが落ちないものは入れない！

▲店頭回収を利用する際の注意点▲

食品トレー食品トレー

ペットボトルペットボトル

飲料かん飲料かん

牛乳パック牛乳パック

びんびん

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。

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。

　　  のマークが入っているものが対象
プラスチックのキャップはプラスチック製容器包装
アルミのキャップは金属類
ラベルをはがし、はがしたラベルは記載されている
識別表示に従い分別

　　  のマークが入っているものが対象
プラスチックのキャップはプラスチック製容器包装
アルミのキャップは金属類
ラベルをはがし、はがしたラベルは記載されている
識別表示に従い分別

中をすすぐ

必ずキャップをとる 中をすすぐ

よく乾かしてから

切り開いて
よく乾かしてから 必ずキャップとラベルを外す

中をすすぐ

中をすすぐ

つぶす
注
意

　　 や 　　 のマークが入っているものが対象　　 や 　　 のマークが入っているものが対象
プラスチックのキャップはプラスチック製容器包装　
アルミのキャップは金属類　コルクは一般ごみ
プラスチックのキャップはプラスチック製容器包装　
アルミのキャップは金属類　コルクは一般ごみ

スチールかんとアルミかん
を分けて出しましょう。
（どちらか一方のみを回収
の店舗もあります）

スチールかんとアルミかん
を分けて出しましょう。
（どちらか一方のみを回収
の店舗もあります）

水ですすぐ
よく乾かしてからマイバッグ

ご協力

お願いいたします

資源物の持ち運びと、

店頭回収利用後のお買い物に

マイバッグを使えば

レジ袋の削減になるよ！

！ ！
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われもの

われもの（ガラス片等）の適正な排出にご協力ください。われもの（ガラス片等）の適正な排出にご協力ください。

●ガラス片や割れたコップなどは、紙に包むなどして、「われもの」とわかるように
表記し、他の一般ごみと混ざらないように出してください。

●割れていない茶わん、皿、せともの、コップ、ガラスなども、「われもの」とわか
るように表記し、他の一般ごみと混ざらないように出してください。

●申込みの時間帯について
休日明けは電話が大変混み合い、つながりにくい状況です。
休日明けと混雑する時間帯（9:00～10:30・16:00～17:00）につきましては、電話がつながりにくいため、
時間をずらしておかけ直しください。

●電話受付混雑状況（休日明けの場合※年末年始・ゴールデンウィークなどの繁忙期を除く）
　（受付時間：9:00～17:00）

※レベルの見方：■激しく混雑→■非常に混雑→■混雑→■やや混雑→■比較的空いている
※混雑状況はあくまでも目安です。参考にご利用ください。

●週間電話受付混雑状況（参考）（受付時間：9:00～17:00）

※レベルの見方：■激しく混雑→■非常に混雑→■混雑→■やや混雑→■比較的空いている
※混雑状況はあくまでも目安です。参考にご利用ください。

ごみ収集時に、ごみ袋の中に入っているガラス片や割れたコップなどの鋭利なもの
により、収集員が手を切るなど、怪我をする事故が多発しています。

粗大ごみ電話受付混雑状況粗大ごみ電話受付混雑状況粗大ごみ電話受付混雑状況
休日明け・月曜日は粗大ごみの受付専用ダイヤル（048-251-1111）が大変混み合います

電話の受付混雑状況（目安）

電話の受付混雑状況（目安）

 ９時 10 時 11 時 12 時 13 時 14 時 15 時 16 時

  ９時 10 時 11 時 12 時 13 時 14 時 15 時 16 時

 月曜日

 火曜日

 水曜日

 木曜日

 金曜日

問い合わせ　収集業務課　TEL.048-251-1174
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ごみの出し方　一般ごみステーション編

一
般
ご
み

有
害
ご
み

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

出せるもの

出せないもの

※プラマークは製品の外箱や包装などに記載されていることもあります。

素材はプラスチックでも、ビデオテープ、カセットテープ、使い捨てライ
ター、おもちゃなど「プラマーク」がないものは一般ごみになります。
ペットボトルは決められた収集日に出してください。

・マークがあっても汚れが落ちない
　ものは一般ごみで出してください。
※汚れているものが混ざっていると
　リサイクルできなくなります。
・湿気を取り、中身を残さないでください。

生ゴミ、貝殻、ちり
紙、油紙、ＣＤ、ＤＶＤ、
木製・プラスチック
製のおもちゃ、茶わ
ん、皿、せともの、コッ
プ、植木鉢、棒切れ、
靴、鞄など

事業者が、事業活動に伴って排出するごみは、事業者自らの責任で適正に処理しなければなりま
せん。
従業員のお弁当の容器、たばこの吸い殻など、その量や種類を問わず、一切、路上ステーション
には出せません。

事業系ごみ
・事業系一般廃棄物（事業活動に伴い発生する産業廃棄物以外のもの）例：生ごみ・紙くず
・産業廃棄物（法令で定める２０種類のもの）例：廃プラスチック・金属くず・ゴムくず

※産業廃棄物の種類については川口市のホームページでも確認できます。

（適正な処理方法）
区別するために必ず、「黄色半透明袋」に入れて排出してください。
事業系一般廃棄物は、事業者自ら市の施設に搬入するか、川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託してくだ
さい。
産業廃棄物は、原則、市の施設では受入れできません。産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

茶わん、皿、せともの、
コップ、ガラス、電
球などは、紙に包む
などして、「われもの」
とわかるように表記
し、一般ごみとは混
ざらないように出して
ください。

剪定枝（直径１０cm以下のも
の）は長さ４０cm以下に切っ
てひもで束ねる。（袋に入れな
い）

ごみ減量のため、生ごみは
「ひとしぼり」
をしてから出す。

注意
・他のごみとは混ざらないように出す。
・有害ごみは水銀が含まれているため、危険がないように、箱に入れ
るか紙に包むなどして「有害ごみ」とわかるように表記して出す。

蛍光灯、水銀体温
計、水銀血圧計など
の水銀を含むもの

事業所のごみは、ステーション（家庭ごみ集積所）には、一切、出せません。

事業系一般廃棄物に関すること・・・・・・ 川口市環境部廃棄物対策課　指導係　ＴＥＬ．０４８－２２８－５３７０
産業廃棄物処理業者に関すること・・・・・・・ ( 一社 ) 埼玉県環境産業振興協会　ＴＥＬ．０４８－８２２－３１３１
産業廃棄物に関すること・・・・・・・・・・・・・ 埼玉県中央環境管理事務所　ＴＥＬ．０４８－８２２－５１９９

問い合わせ

われもの

40cm
以下

ペットボトルキャップ

トレイ

マークがあるもの

透明袋

透明袋

透明又は
白色半透明袋

店 舗

オフィス



PRESS 530 06

環境センターへのごみのお持込み（自己搬入）について

問い合わせ　地球温暖化対策室　TEL．048ー 228ー 5320

※下段（　）内は昨年値

エコライフDAY2016の結果報告エコライフDAY2016の結果報告エコライフDAY2016の結果報告エコライフDAY2016の結果報告

年末・年始ごみ収集および自己搬入について年末・年始ごみ収集および自己搬入について年末・年始ごみ収集および自己搬入について

【自己搬入】
　年末：12月29日（木）、30日（金）
　年始：  １月   4日（水）から
　※受付時間･･･9：00～11：30／ 13：00～16：00

★年末・年始のごみ収集と自己搬入の受付は、通常の日程と異なります。
　詳しくは「広報かわぐち」１２月号と合わせてチラシでご案内いたします。

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とも、年末・年始の自己搬入は大変混雑し、２時間以上の
待ち時間が発生する場合があります。（特に午前中が混雑する傾向にあります。）
混雑時は、搬入車両が施設の場外まで並び、周辺道路の交通の妨げになる状況も発生しております。
廃棄物は計画的に排出し、年末・年始の自己搬入は出来るだけご遠慮いただきますようお願いいたします。

環境センターへのごみのお持込み（自己搬入）について

●結果報告
温室効果ガスの削減を目的に6月12日（日）に実施した『エコライフ
DAY2016』は表のとおりとなりました。多くの皆さまにご参加いた
だき、ありがとうございました。

109,054,705g
（107,096,917g）

参加者数

1日で減らせた
二酸化炭素（CO2）の総量

103,662人
（100,561人）

分　別　品　目

乾電池

資
源
物

プラスチック製容器包装
びん・飲料かん

ペットボトル・繊維類
紙類・金属類

収　　集　　日
年末臨時収集日 年　　始

12 月 29日（木） 1月5日（木）から

12月30日（金）

月・木　収集地区
一般ごみ
有害ごみ

火・金　収集地区 1月6日（金）から

１２月２９日（木）から1月3日（火）の
収集はありません

各拠点施設の開館日によります

【家庭ごみの収集日程】
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環境センターへのごみのお持込み（自己搬入）について

問い合わせ　地球温暖化対策室　TEL．048ー 228ー 5320

※下段（　）内は昨年値

エコライフDAY2016の結果報告エコライフDAY2016の結果報告エコライフDAY2016の結果報告エコライフDAY2016の結果報告

年末・年始ごみ収集および自己搬入について年末・年始ごみ収集および自己搬入について年末・年始ごみ収集および自己搬入について

【自己搬入】
　年末：12月29日（木）、30日（金）
　年始：  １月   4日（水）から
　※受付時間･･･9：00～11：30／ 13：00～16：00

★年末・年始のごみ収集と自己搬入の受付は、通常の日程と異なります。
　詳しくは「広報かわぐち」１２月号と合わせてチラシでご案内いたします。

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とも、年末・年始の自己搬入は大変混雑し、２時間以上の
待ち時間が発生する場合があります。（特に午前中が混雑する傾向にあります。）
混雑時は、搬入車両が施設の場外まで並び、周辺道路の交通の妨げになる状況も発生しております。
廃棄物は計画的に排出し、年末・年始の自己搬入は出来るだけご遠慮いただきますようお願いいたします。

環境センターへのごみのお持込み（自己搬入）について

●結果報告
温室効果ガスの削減を目的に6月12日（日）に実施した『エコライフ
DAY2016』は表のとおりとなりました。多くの皆さまにご参加いた
だき、ありがとうございました。

109,054,705g
（107,096,917g）

参加者数

1日で減らせた
二酸化炭素（CO2）の総量

103,662人
（100,561人）

分　別　品　目

乾電池

資
源
物

プラスチック製容器包装
びん・飲料かん

ペットボトル・繊維類
紙類・金属類

収　　集　　日
年末臨時収集日 年　　始

12 月 29日（木） 1月5日（木）から

12月30日（金）

月・木　収集地区
一般ごみ
有害ごみ

火・金　収集地区 1月6日（金）から

１２月２９日（木）から1月3日（火）の
収集はありません

各拠点施設の開館日によります

【家庭ごみの収集日程】
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埼玉県生活環境保全条例により

　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、構造基準に合った焼却炉を適
切に使用しないと、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。

「野外焼却」は禁止されています！「野外焼却」は禁止されています！

問い合わせ　環境保全課大気係
　　　TEL．０４８ー２２８ー５３８９

市では、スマートフォンをはじめとするインターネットに接続できる携帯電話から、「ごみの
分け方や出し方」についての情報を手軽に知ることができる Web アプリケーションを公開
しています
日本語、英語、中国語、ハングル、スペイン語、ポルトガル語の６ヶ国に加え、
１０月からは、ベトナム語、トルコ語、タガログ語の３ヶ国語での利用が可能となりました。
 （ただし、スマートフォン以外の携帯電話から見る場合、日本語と英語のみとなります）

［このアプリには、次のような便利な機能がついています］
●お住まいの住所ごとに、家庭ごみの収集日を検索できます。
●ごみの品目ごとに、分け方や出し方のポイントを検索できます。
●川口市のごみ・資源物収集等に関するお知らせを見ることができます。
※通信料については、ご利用者の負担となります。

ご利用される場合は、下記のURLにアクセス
するか、バーコード読取機能のある携帯電話で
QRコードを読み取ってご利用ください。
　　URL  http://kawaguchi-gomimaru.jp

QRコード
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　皆さんは夏にお鍋を食べましたか？暑い夏に汗を流しな

がら食べるお鍋も美味しいですが、やはり寒い冬に温かい

お鍋を食べるのが一番ですね。

　さて、今号では土鍋やお皿などのせとものや、日頃よく

ご質問をいただいているプラスチック製品などの出し方に

ついてまとめました。次号では資源物ステーションに出す

物の出し方についてもまとめたいと考えておりますので、

ぜひそちらもご覧ください。
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たてのヒント

 ク ロ ス ワ ー ド
ごみまる

よこのヒント

前号の【ごみまるクロスワード】の解答は『オンダンカ』でした。252通のご応募をいただきました。ありがとうございました。

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、郵便番号・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。

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。

はがきでの
ご応募

応募締切

インターネット
でのご応募

〒332-0001　川口市朝日4-21-33

※応募は一人一回でお願いいたします。二回以上応募した場合は無効となりますので、ご注意ください。
※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。

廃棄物対策課「ごみまるクロスワード」係

平成２８年12月１日（木）必着

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。

③葉は、秋になると赤や黄色に色が変わり、やがて
　「○○○」となって地面に落ちます。
⑥字を書くときに、下に敷いて使う物です。
⑨言葉などが表すもの。「熟語の○○を辞書でひく。」
⑩川口市内には、「あら○○」「しば○○」「でんう
　○ ○゙」などの「○○」が流れています。
⑪秋になるといがいがした殻に覆われた実がなります。
　大きな○○の木の下で…。
⑬なめるとしょっぱい調味料です。英語ではソルトと
　いいます。
⑮さまざまな形をした木製のおもちゃ。
　積み上げて色々な形を作って遊べます。
⑰小学生のことは「じどう」、中学生や高校生などは
　「○○○」といいます。
⑱太陽に四番目に近い惑星です。英語ではマーズと
　いいます。
⑲ヒヒーンと鳴く草食動物です。
㉑手で握れる、細長い木や鉄などでできた物。
　「犬も歩けば○○にあたる」
㉒水蒸気が細かい水玉になり、けむりのように見えるもの。

①イルカとならんで、水族館のショーで
　ボールや輪投げの芸をする人気者です。
②雨上がりの空に、７色の「○○」がみえる
　ことがあります。
④敬意を表すために頭を下げること。
　「先生に○○をする。」
⑤歯を磨くときに、歯ブラシにつけて使い
　ます。
⑦「○○○」でごしごし洗います。
⑧秋に咲く、白や黄色の花です。食用の品種も
　あり、お刺身などに添えることもあります。
⑫暦の上で、冬に入る日のこと。
　今年は11月7日です。
⑭日頃お世話になっている人に、夏は「おち
　ゅうげん」を贈り、年末には「○○○○」
　を贈ります。
⑯植物は「○○○」を浴びて、酸素と光合成
　することで成長します。
⑳暖炉や囲炉裏などは、「○○わり」をした
　「○○」をくべて使います。

１人１日あたりのごみ排出量及び処理費用について１人１日あたりのごみ排出量及び処理費用について
　平成２７年度のごみの排出量は１８８，０２３ｔ、

１人１日あたり８６６ｇのごみを排出しています。

右のグラフはごみを処理する費用の推移です。

ごみの処理費は１人あたり１５，３３９円を負担

していることになります。日々のごみの分別等

のご協力によりごみの排出量は、年々減少傾

向になっておりますが、きれいな川口市として、

これからも正しいごみの分別、減量にご協力

お願いいたします。
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H23年度

  処理費（千円） 11,801,185 11,275,663 7,913,266 9,358,801 9,103,242

  市民負担額（円） 20,371 19,402 13,515 15,857 15,339
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