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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。
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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。
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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。
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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。
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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。
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　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）
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「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。
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1WAON
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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


