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環境にやさしい植物性インクを使用しています。

●品目（家庭から出るものに限ります）

●場所（下記のほか、全ての支所地域でも臨時開催します）
（寿3-6-1）
（西津町2227-7）
（中之島565-110）
（楡原2334）
（浦715）
（上岩井1261-1）
（小島谷3434-4）
（寺泊烏帽子平1977-8）

（寿3-6-1）
（西津町2227-7）
（中之島565-110）
（楡原2334）
（浦715）
（上岩井1261-1）
（小島谷3434-4）
（寺泊烏帽子平1977-8）

＊長岡市環境衛生センター
＊希望が丘資源物ステーション
＊中之島資源物保管庫
＊旧栃尾クリーンセンター
＊越 路 支 所
＊三 島 支 所
＊和 島 支 所
＊寺 泊 支 所

＊長岡市環境衛生センター
＊希望が丘資源物ステーション
＊中之島資源物保管庫
＊旧栃尾クリーンセンター
＊越 路 支 所
＊三 島 支 所
＊和 島 支 所
＊寺 泊 支 所

●日時：毎週土・日曜日（祝日・年末年始を除く）午前９時～正午
＊越路支所は、「こしじ秋まつり」の前日と当日は休み
＊和島支所は、毎月第４日曜日のみ（祝日でも開催）
＊寺泊支所は、毎週日曜日のみ（祝日でも開催）

＊越路支所は、「こしじ秋まつり」の前日と当日は休み
＊和島支所は、毎月第４日曜日のみ（祝日でも開催）
＊寺泊支所は、毎週日曜日のみ（祝日でも開催）

好評です！資源物の拠点回収好評です！資源物の拠点回収

申込方法
専用電話番号
0258-25-0053

専用FAX番号
0258-25-0064

インターネット

受付日時
月曜日～金曜日（祝日・振替休日・年末年始は除きます。）
午前 8時 30分～午後 5時
年中 24時間 受信
（受付後に確認のため電話かFAXで返信しますので、FAXを受信できる状態にしておいてください。）

年中24時間 受信
ホームページの電子サービス「電子申請・届出」から申し込んでください。
携帯電話からは、左のQRコードをご利用ください。
※受付後にメールか電話で返信します。メールを受信できる状態にしておいてください。

　春は、粗大ごみの申し込みが多くなります。粗大ごみの収集は事前申込制で、
収集日は受付順に決まりますので、早めの申し込みをおすすめします。
　春は、粗大ごみの申し込みが多くなります。粗大ごみの収集は事前申込制で、
収集日は受付順に決まりますので、早めの申し込みをおすすめします。

“粗大ごみ”の申し込みはお早めに！“粗大ごみ”の申し込みはお早めに！

➡ 長岡市シルバー人材センター 検索

　長岡市シルバー人材センターでは、ご家庭で不用になった制
服を無償で提供していただき、必要とされる新入生や在校生に有
償で提供し活用していただきます。
　このリサイクル事業は、ご家庭で眠っている不用品を減らし、
困っている人を支援する「就学支援」の一環として実施して
います。

お問い合わせ先お問い合わせ先

長岡市内の小・中・高校の学生服取扱い品

回収された小型家電回収された小型家電回収の様子回収の様子

ご家庭で不用になった制服はありませんか？ご家庭で不用になった制服はありませんか？

無料回収

◎提供者には、粗品をさし上げます。
◎ご購入の方は、学生証の提示をお願いします。

展示・販売コーナー：台町2 -4 - 56
　　　　　　　　　　越後交通ビル(E-PLAZA)地下1階
☎0258-35-2380　FAX 0258-37-2880
営業時間／平日：午前8時30分～午後5時15分
　　　　　第2・4日曜日：午前10時～午後3時
　　　　　（※2月～5月は特別毎週開催）

学校別・サイズ別の在庫は
こちらのホームページから
でもご確認いただけます。

お近くの回収場所へ
持ち込んでください。

詳しい品目は、「長岡市ごみと資源物の分け方と出し方」冊子をご覧ください。
市ホームページからは、　資源物の拠点回収　で検索。

洋服のリフォーム・補正も承ります！

展示・販売コーナー展示・販売コーナー

お気軽に
お立ち寄り
ください

公益社団法人

長岡市シルバー人材センター

＊小型家電　＊食器類　＊古着・古布　＊靴　＊カバン・ベルト
＊リユースびん　＊ミックスペーパー　＊使用済みてんぷら油
＊びん・缶・ペットボトル　＊新聞、雑誌・チラシ、段ボール

＊小型家電　＊食器類　＊古着・古布　＊靴　＊カバン・ベルト
＊リユースびん　＊ミックスペーパー　＊使用済みてんぷら油
＊びん・缶・ペットボトル　＊新聞、雑誌・チラシ、段ボール

発行：
電話：
FAX：

〒940-0015　長岡市寿３-６-１　長岡市環境部環境業務課
０２５８-２４-２８３７ （番号のかけ間違いにご注意ください）
０２５８-２４-６５５３　　e-mail ： kankyogy＠city.nagaoka.lg.jp

　イオン長岡店では、廃棄される食品を減らすため、賞味・消費期
限の迫った商品に値引きシールとメッセージシールを貼り、買っ
て、食べてもらうように呼びかけています。

宴会開始時と終了10分前に、料理を残さず食べるように幹事さんが呼びかけましょう！宴会開始時と終了10分前に、料理を残さず食べるように幹事さんが呼びかけましょう！

お開き前10分間は、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう。お開き前10分間は、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう。
乾杯後30分間は、席を立たずに料理を楽しみましょう。乾杯後30分間は、席を立たずに料理を楽しみましょう。

《幹事さんのアナウンスが大切です》《幹事さんのアナウンスが大切です》

　まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」が年間約 632万トン※も発生して
おり、特に宴会では、多くの食べ残しが発生しています。　※農林水産省及び環境省「平成25年度推計」
　一人ひとりが「もったいない」を心がけ、職場などの宴会では、食品ロス削減の取り組みにご理解
とご協力をお願いします。

　まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」が年間約 632万トン※も発生して
おり、特に宴会では、多くの食べ残しが発生しています。　※農林水産省及び環境省「平成25年度推計」
　一人ひとりが「もったいない」を心がけ、職場などの宴会では、食品ロス削減の取り組みにご理解
とご協力をお願いします。

～宴会での食べ残しを減らしましょう～
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長岡
市ごみ情報誌

　この情報誌では、長岡市のごみ
の現状や、ごみの減量とリサイク
ルを進めるための取り組みを紹介
していきます。

長岡の環境キャラクター 
ペギーちゃん

宴会編宴会編

「つれてってシール」が貼られた商品に、ご注目ください！
日時：3月12日(日)午後1時30分～4時
会場：まちなかキャンパス長岡(大手通2-6)

定員：50人(先着) 申込締切：3月10日(金)
※無料保育(定員あり、3/6(月)までに要申込)

フードドライブ(食品寄付受付)同時開催フードドライブ(食品寄付受付)同時開催
ご家庭で不要な食品があれば、寄付してください。
寄付いただきたい食品：缶詰、レトルト食品、カップ麺など。
※未開封、常温保管可能、賞味期限が2か月以上残っている食品
※寄付された食品は、全て福祉施設等に無償で寄付します。

主催：新潟県　共催：長岡市
企画・実施：NPO法人新潟県消費者協会　長岡市消費者協会

問合せ・申し込み：長岡市消費生活センター
☎ 0258-32-0082

内容：①講座「食品ロス削減とフードバンクの活動
　について」
②ドキュメンタリー映画「もったいない」上映

いちまるいちまるさんまるさんまる

食べ切りましょう！ 30・10運動

食べ残しを見て、“もったいない”と
思ったことはありませんか?
食べ残しを見て、“もったいない”と
思ったことはありませんか?

食品ロスを考える講座・
映画上映会
食品ロスを考える講座・
映画上映会 入場無料

(要申込)
入場無料
(要申込)

国民１人1日当たり、お茶碗一杯分
に相当する量が廃棄されているんだ。
もったいないね！

イオン長岡店

食品ロスの削減に取り組んでいます食品ロスの削減に取り組んでいます
長岡市認定　ごみ減量・リサイクル協力店

「フードロス・チャレン
ジ・プロジェクト」に参
画し、最終値引き商品に
フードレスキューシー
ルをお貼りすることで、
お買得だけではなく、食
べられるにも関わらず
廃棄されている“食品ロ
ス”の削減に取り組んで
まいります。 店長 上山 智さん

長岡市認定　ごみ減量・リサイクル協力店
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　昨年12月、公益財団法人古紙再生促進セ
ンター（東京都中央区）から新潟県として
は初めて、長年、古紙の集団回収に取り
組んでいる13団体へ感謝状が贈呈さ
れ、市内の「クリーン諏訪」にも県内第１
号の一つとして感謝状が贈られました。
　「クリーン諏訪」は、三島地域の吉崎地区で
資源回収を行う団体で、平成15年4月か
ら活動を始め、現在はメンバー７人で、「ご
みの減量と地域でのボランティア活動と
仲間づくり」を目的に毎月、資源回収を
実施しています。

　昨年12月、公益財団法人古紙再生促進セ
ンター（東京都中央区）から新潟県として
は初めて、長年、古紙の集団回収に取り
組んでいる13団体へ感謝状が贈呈さ
れ、市内の「クリーン諏訪」にも県内第１
号の一つとして感謝状が贈られました。
　「クリーン諏訪」は、三島地域の吉崎地区で
資源回収を行う団体で、平成15年4月か
ら活動を始め、現在はメンバー７人で、「ご
みの減量と地域でのボランティア活動と
仲間づくり」を目的に毎月、資源回収を
実施しています。

事業系の燃やすごみの量が増えてきています。

　燃やすごみの中で、多くを占めているのが古紙類
です。
　リサイクルできる古紙類を燃やすのは、もったい
ないことですし、燃やすと、残った灰を埋め立てる
ことになります。
　ちょっとした努力ですぐに分別できる段ボール、
カタログ、パンフレット、コピー紙、新聞、雑誌など、
古紙類はリサイクルしましょう。

クリーン諏訪
代表　小林新司 さん

　活動の継続には、後継者不足だったり、
仲間づくりがうまくいかなかったりの理由
で解散ということが多々あるようですが、
「クリーン諏訪」は、このたび感謝状をい
ただき、今更のように“継続とは力なり”
の意を強くしています。
　今後も地域住民のご理解とご協力で活動
を永続的に続けていきたいと思います。
　そして、この活動に関わる者として健康
寿命を延ばすことも、社会貢献の一つでは
ないかと思っています。

　活動の継続には、後継者不足だったり、
仲間づくりがうまくいかなかったりの理由
で解散ということが多々あるようですが、
「クリーン諏訪」は、このたび感謝状をい
ただき、今更のように“継続とは力なり”
の意を強くしています。
　今後も地域住民のご理解とご協力で活動
を永続的に続けていきたいと思います。
　そして、この活動に関わる者として健康
寿命を延ばすことも、社会貢献の一つでは
ないかと思っています。

燃やすごみの量の推移
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古紙問屋古紙問屋

 ・㈱江口佐五七商店 （福道町 ☎ 0258-28-3570）
 ・北越紙源㈱ 長岡事業所 （片田町 ☎ 0258-23-3427）
 ・北海紙管㈱ 長岡営業所 （北陽2 ☎ 0258-89-6831）
 ※ シュレッダー裁断紙もリサイクルしています。詳しくは、上記の3業者にお問い合わせください。

 ・㈱江口佐五七商店 （福道町 ☎ 0258-28-3570）
 ・北越紙源㈱ 長岡事業所 （片田町 ☎ 0258-23-3427）
 ・北海紙管㈱ 長岡営業所 （北陽2 ☎ 0258-89-6831）
 ※ シュレッダー裁断紙もリサイクルしています。詳しくは、上記の3業者にお問い合わせください。

古紙問屋に直接持ち込むか、回収を依頼してください。量に応じて、買い取ってもらえます。
町内会のごみステーションには出さないでください。

会社、店舗等の事業活動から出る古紙類は、燃やすごみで出さずに、
資源物としてリサイクルしましょう。
会社、店舗等の事業活動から出る古紙類は、燃やすごみで出さずに、
資源物としてリサイクルしましょう。

事業所の皆様へ事業所の皆様へ

古紙回収の集団回収団体へ感謝状
県内初

ごみ収納枠の“強風対策”
は万全ですか？
ごみ収納枠の“強風対策”
は万全ですか？

よくある質問Q&Aよくある質問Q&A

　ごみ収納枠が、風で飛ばされて自動車に接触する
事故が発生しました。
　「ごみ収納枠を固定する」、「重しを載せる」など、
ごみ収納枠が、強風で飛ば
されないように、管理に
気をつけてください。

　ごみ収納枠が、風で飛ばされて自動車に接触する
事故が発生しました。
　「ごみ収納枠を固定する」、「重しを載せる」など、
ごみ収納枠が、強風で飛ば
されないように、管理に
気をつけてください。

Q.Q.「古着・古布」に分別して出せる物かどうか迷っています。「古着・古布」に分別して出せる物かどうか迷っています。

で検索で検索

A.A. 　古着は中古衣料として再使用しますので、汚れや破れ
がない物で、ボタンやファスナーは取らずに、ご自分が
譲り受けたときに使用できるかどうかで判断してください。
名前が書いてある物も出せます。品目で迷ったときは、
環境業務課 (☎ 0258-24－2837)へ問い合わせす
るか、市ホームページの判別表を参考にしてください。

　古着は中古衣料として再使用しますので、汚れや破れ
がない物で、ボタンやファスナーは取らずに、ご自分が
譲り受けたときに使用できるかどうかで判断してください。
名前が書いてある物も出せます。品目で迷ったときは、
環境業務課 (☎ 0258-24－2837)へ問い合わせす
るか、市ホームページの判別表を参考にしてください。

古着・古布として出せる物の判別表古着・古布として出せる物の判別表

　リサイクルできる紙を「燃やすごみ」として捨てていない
でしょうか？
　例えば、お菓子などの紙箱、紙袋、学校や市役所からの
プリント類は、資源物として「雑誌・チラシ」の品目で出すこ
とができます。
　回収された「雑誌・チラシ」は、新聞紙・雑誌・印刷用紙・
ボール紙などの製品にリサイクルされます。

　燃焼時に発生する二酸化炭素が削減されるとともに、ごみを
燃やした後に残る焼却灰が減り、灰を埋め立てる最終処分場の延命にもつながります。
　ごみと資源物の分別に、一層のご理解とご協力をお願いいたします。

「燃やすごみ」が減ると・・・

店舗に隣接するリサイクル
ステーションで回収しています。

＊漫画
＊雑誌
＊辞典
＊図鑑
＊絵本

＊文庫本
＊新聞紙
＊チラシ
＊教科書
＊ハードカバー本 など

＊箱
＊ノート
＊カタログ
＊パンフレット

回収できるもの

準備いただきたいこと

カタログ
パンフレット お菓子・食品の紙箱

紙袋・封筒学校や市役所など
からのプリント類

1週間（4人家族）で
約1.3kgも

集まりました！

小さな紙箱や紙片は、バラバラに
ならないように雑誌やパンフレット、
チラシなどに挟んでください。

ひもで十字に縛ってください。雨や
雪の日でも、ポリ袋や紙袋、段ボー
ル箱などには入れないでください。

ティッシュペーパー・ラップの紙箱

重さを計って
みると・・・

古本、カレンダー、ポスター、
手紙、はがき、ノート、メモ帳、
名刺などもOK。

ティッシュの箱や封筒など
のようにフィルムがついて
いるものは取ってから出し
てください。

・ ひもなどでまとめて持ち込みください。
・ WAONカード（お持ちでない方も利用可）
・ ひもなどでまとめて持ち込みください。
・ WAONカード（お持ちでない方も利用可）

「燃やすごみ」として
出された内容(重量の比率)

【家庭から出された「燃やすごみ」を市が抽出して調査】

どんなものが「雑誌・チラシ」で出せますか？

どのように出せばよいのでしょうか？どのように出せばよいのでしょうか？

古紙の店頭回収をご利用ください古紙の店頭回収をご利用ください

古紙1kg古紙1kg

1kgに満たない分1kgに満たない分 次回に繰り越し次回に繰り越し

・ 古紙1kgにつき1WAONポイントたまります。
・ 1kgに満たない分は、次回に繰り越されます。
・ WAONポイントをためるには、WAONカードが必要です。

・ 古紙1kgにつき1WAONポイントたまります。
・ 1kgに満たない分は、次回に繰り越されます。
・ WAONポイントをためるには、WAONカードが必要です。

1WAON
ポイント
1WAON
ポイント

1,280g

長岡市認定の「ごみ減量・リサイクル協力店」の一覧は、市ホームページから。 長岡市ごみ減量リサイクル協力店 で検索

“今日からできる”ごみの減量 ～燃やすごみ篇～
           紙はリサイクルへ
“今日からできる”ごみの減量 ～燃やすごみ編～
  　　　 紙はリサイクルへ

イオン長岡店

本来の
燃やすごみ

プラ容器 

62.0%

燃やさない
ごみ等 2.1%

生ごみ 23.9%

衣類
(古繊維 ) 3.4%

1.7%

古紙 6.9%

長岡市認定　ごみ減量・リサイクル協力店


