
　ごみの不法投棄を見つけたときは、現場のごみはそのま
まにして土地や施設の所有者、管理者に連絡してください。
　わからない場合は、環境業務課（☎０２５８－２４
－２８３７）か、各支所市民生活課へ連絡してくだ
さい。土地の管理者や警察と協力して対応にあたります。

　長岡市内の全郵便局と長岡市は「長岡市と長岡市内
郵便局の協力に関する協定」を結んでいます。
　郵便局で保有する車両に「不法投棄監視協力車」の
シールを貼っていただくことになりました。
　地域の見守りや不法投棄の監視等で、郵便局から長
岡市に情報提供をいただいています。

　不法投棄をした場合、違反者は５年
以下の懲役もしくは１千万円以下の
罰金またはこの両罰が、法人の場合は
３億円以下の罰金が科せられます。

不法投棄は犯罪です 不法投棄のさらなる監視強化 ！

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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会社、店舗等の事業活動から出る古紙類（段ボール、カタログ、パンフレッ
ト、コピー紙、新聞、雑誌など）はリサイクルできます。「燃やすごみ」
として出さずに、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（段ボール、カタログ、パンフレッ
ト、コピー紙、新聞、雑誌など）はリサイクルできます。「燃やすごみ」
として出さずに、資源物としてリサイクルしましょう。

事業所の皆さまへ事業所の皆さまへ

※ごみステーションには出さないでください。
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3R を生活の中に
Reduce
リデュース

リユース

リサイクル

ごみを出さない

繰り返し使う

再び資源にする

Reuse

Recycle Vol.41
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

ご家族みなさんで
お読みください

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。

“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！

成果、メッセージは次ページ

収集車が来る前にごみステーションの横でごみ出しの指導

特に多かった違反ごみや注意点などをまとめ、住民に回覧

▼勉強会の様子

▼立哨指導の様子

▲立哨指導をしな
　がらの清掃作業

ごみのかわら版ごみのかわら版

市発行の「ごみと資源物の分け方と出し方」の冊子を
配付し、勉強会やＤＶD講習会を実施

「違反ごみ撲滅運動」のキックオフ！
まずはごみの出し方を再確認
「違反ごみ撲滅運動」のキックオフ！
まずはごみの出し方を再確認

出す前にも確認を！朝の立哨指導出す前にも確認を！朝の立哨指導

月ごとに「ごみのかわら版」を作成月ごとに「ごみのかわら版」を作成

大島新町５丁目町内会の取組みをご紹介します
違反ごみをなくしたいという願いを１つに、昨年６月から「違反ごみ撲滅運動」を始動！

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－4－ ごみ情報誌 vol.41  平成31年３月

環境にやさしい植物性インクを使用しています。



れ
い
ぞ
う
こ  

か
く
に
ん
し
て
か
ら  

出
か
け
よ
う

平
成
30
年
度
長
岡
市
エ
コ
ロ
ジ
ー
標
語

優
秀
賞
作
品（
食
品
ロ
ス
部
門
）

神
田
小
学
校
３
年  

大
図
充
希 

さ
ん

お
お   

ず   

み
つ   

き

－2－ －3－ ごみ情報誌 vol.41  平成31年３月ごみ情報誌 vol.41  平成31年３月

●石油ファンヒーター・ストーブ●石油ファンヒーター・ストーブ

●こたつ●こたつ

●除湿機●除湿機

　 粗大ごみ（200 円）
（１人で持てないもの 600 円）

 　粗大ごみ（200 円）
（６畳以上 600 円）

●ホットカーペット●ホットカーペット

油、電池を抜いて
　　 拠点回収（小型家電）
　または　 燃やさないごみ（青い指定袋）
　袋に入らないものは　 粗大ごみ（200 円）
　（1 人で持てないもの 600 円）
※少量の灯油の残りは、布や新聞紙等に吸わせて「燃やすごみ」へ※少量の灯油の残りは、布や新聞紙等に吸わせて「燃やすごみ」へ

●オイルヒーター●オイルヒーター

※詳しくは、環境業務課
　（☎0258-24-2837）に
　お問い合わせください。

市では収集できません。
許可業者へ依頼してください。

●ホース（消雪用・一般）●ホース（消雪用・一般）
消雪用のホースは１ｍ以内、
一般のホースは２ｍ以内に切って

燃やさないごみ（青色の指定袋）
切らない場合は　  粗大ごみ（200円）

１ｍ １ｍ 消雪用 一般

2ｍ 2ｍ

　 粗大ごみ（200 円）
（１人で持てないもの 600 円）
※「燃やさないごみ」、「拠点回収」
　には出せません。
　（処理する前にフロンが入った
　 コンプレッサーを取り除くため）

「プラスチック容器包装材」と「枝葉・草」の収集日
ですが、 なぜ「枝葉・草」だけが収集されずにその
まま残っているのですか？

「プラスチック容器包装材」と「枝葉・草」の収集日
ですが、 なぜ「枝葉・草」だけが収集されずにその
まま残っているのですか？

よくある
お問い合わせ

よくある
お問い合わせ

　　　 「プラスチック容器包装材」と「枝葉・草」は、同じ収集日でも搬入先やリサイク
ルの処理工程が異なるため、１台の車に載せて収集することができません。そのた
め、１種類の収集が終わっても、もう１種類がまだごみステーションに残っている
場合があります。
　取り残しを防ぐためにも、２種類以上のごみを出す日には、ごみステーショ
ン内で区別して置いていただくようご協力をお願いします。

●買い物の時には…
•家にある食材をチェックし、必要な分だけ買う。
•必要な食材のメモをとる。
•空腹時に買い物に行かないようにする。
　→空腹時に買い物に行くと、食材を多く買ってしまいがちです。
●整理整頓
•一度冷蔵庫の中身を整理整頓し、もう食べられない食材があるかをチェックする。
　→冷蔵庫の中身を調べることで、普段どのようなものを食品ロスにしてしまうのか
　　が分かります。
●調理
調理レシピサイト「クックパッド」内の「消費者庁のキッチン」（下記 URL）で、食
材を無駄にしないレシピが公開されています。

•「３０・１０（さんまる・いちまる）運動」を実践する。
　→乾杯後とお開き前に、自分の席で料理を楽しむ時間を設けましょう。
•食べきれる量のメニューを注文する。

下水道に油を下水道に油を

食用油を下水道に流すと、下水
の処理に悪影響を及ぼします。
食用油を下水道に流すと、下水
の処理に悪影響を及ぼします。
●食器や調理器具は、油を拭き取ってから洗

いましょう。水や洗剤の節約にもつながり
ます。

●食用油は下水道に流さず、市の拠点回収
に出すか、固化させたり、紙などで吸い取っ
たりしたものを、「燃やすごみ」で出してく
ださい。

下水道はなんでも流せるものではありません。
下水道は自然を守り、皆さんの生活環境をよ
りよくする「公共財産」です。
ご理解とご協力をお願いします。

長岡市土木部下水道課業務係
☎０２５８－３９－２２３５

お問い合わせは

出来ることから始めてみませんか？出来ることから始めてみませんか？

を減らすアイディアを減らすアイディア
★家庭で実践！

★宴会、外食で実践！

「食品ロス」とは、
まだ食べられるのに
廃棄される食品の

ことです。

「食品ロス」とは、
まだ食べられるのに
廃棄される食品の

ことです。

長岡市は
「全国おいしい食べきり運動

ネットワーク協議会」に参加

しています。

この時期に多く出るごみの出し方この時期に多く出るごみの出し方

食品ロス食品ロス流さないでください流さないでください

AA

ＱＱ

http : //cookpad.com/kitchen/10421939

←実際に生ごみの
日に出されていた
衣類、ひも類、紙
製品など

生ごみバイオガス発電センターに燃やすごみ
などの異物が混入することにより、施設の機
械破損を引き起こしてしまいます。生ごみの
収集日に出せるものは、「紙おむつ類」のみ
です。ご理解とご協力をお願いいたします。

「燃やすごみ用」指定袋に入れて紙おむつの
絵を　  （丸印）で囲み、
口を結んで出しましょう。

※尿とりパッド、生理用
品、ペットシート、お
尻拭きも出せます。
このほかの燃やすご
みは入れないでくだ
さい。

違反ごみは、出した方が気付きましょう違反ごみは、出した方が気付きましょう

に、生ごみの日 紙おむつ類以外の燃やすごみを出していませんか？

生ごみの収集日に「紙おむつ類」を出す場合

▽違反ごみの発生件数

６か月の取組みで、違反ごみの発生
件数が１９件から１件になりました！

　当初は、はたしてうまくいくのだろうかと、町内の皆
さんも懸念されたことと思います。「ごみの分け方と出
し方の勉強会」をはじめ、「立哨指導」の実践、そして「か
わら版」の発行等の対策を進めた結果、月を重ねるごと
に皆さんのごみ問題に対する関心や意識が高まりまし
た。それにつれて違反ごみも軽減し、最終月の１１月に
は、わずか１件になりました。皆さんのご理解とご協力
があったからこそと考えます。また、「立哨当番」や「か
わら版」の発行にあたり、色々と励
ましの言葉やご支援をいただきまし
たことを、本当に力強く感じました。
　しかしながら、まだ完璧とは言え
ない状況であることも確かです。
今後は、「立哨当番」制など何らか
の継続対策が必要と考えます。

町内会のメッセージ

大島新町５丁目 前町内会長
木村　東一  さん


