
　これは市民一人あたり年間約11,266円です。
　なお、指定ごみ袋などの売り上げ収入は約3億3900万円、こ
の収入はすべてごみの減量とリサイクル経費にあてています。

　不法投棄を発見した
ら、現場のごみをその
ままにして、土地や施
設の管理者に連絡して
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。警察と連携して対応にあたります。

ごみと資源物の処理経費
３０億４０８４万円でした

不法投棄は、５年以下の懲役、
もしくは1,000万円以下の罰金（法人３億円）
またはこの併科が科されます。

不法投棄

　「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は、
使用済み小型家電から集めたリサイクル金属で、2020年
東京オリンピック・パラリンピック
のメダルを作成する国民参画プロ
ジェクトです。長岡市からは、携
帯電話445台が回収され、回収
金属量は51.2㎏でした。長岡市
を含む全国1,621自治体が参加
し、約5,000個のメダル作成に必
要な金属量を100％回収すること
ができました。
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　お住まいの地域を登録すると、収集日の確認ができる
無料アプリや…
　お住まいの地域を登録すると、収集日の確認ができる
無料アプリや…

カレンダーの確認や
収集日のメール配
信を登録できるサイ
トなどがあります。

カレンダーの確認や
収集日のメール配
信を登録できるサイ
トなどがあります。

　平成30年度のごみと資源物の総
排出量は、平成29年度と比べ、404
トン少ない87,662トンでした。市民
の皆さんからごみの減量にご協力い
ただき、ありがとうございます。
　しかしながら、「生ごみ」「古紙類」
などが、未だに「燃やすごみ」の中に
多く含まれています。ごみとして出
さずに、分別し資源として出しま
しょう。引き続き、ごみの分別と減量
に一層のご理解とご協力をお願いし
ます。

平成30年度もごみが減りました平成30年度もごみが減りました
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生ごみ 燃やさないごみ・粗大ごみ 資源物 1人1日あたり

平成３０年度

ご協力に感謝します！

許 さ な い ！ 必要金属量達成！
メダルプロジェクトへの
ご協力ありがとうございました

必要金属量達成！
メダルプロジェクトへの
ご協力ありがとうございました

無料のスマホアプリ・メールサービスが便利です！無料のスマホアプリ・メールサービスが便利です！

主催：公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

出し忘れの防止に！ ごみ収集に関するいろいろな
アプリやサービスがあります。

地域を登録

収集曜日の確認や、
アラームの設定が
できます

ごみ ごみの日 長岡市 ごみ メールサービス 長岡市アプリのストアや
検索エンジンで
アプリのストアや
検索エンジンで

等で検索してみましょう。等で検索してみましょう。

※長岡市で提供しているサービスではありません。

ほかにもいろいろなアプリやサービスがあり
ます。自分に合ったものを活用しましょう。
ほかにもいろいろなアプリやサービスがあり
ます。自分に合ったものを活用しましょう。

令和元年11月

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.42
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

　紙箱、紙袋、包装紙、封筒、はが
きなどは、「雑誌・チラシ」とし
て出すことができます。 　リチウム電池は市では収集できません。

販売店か、回収ボックスを設置している
店舗（家電販売店等）に
直接出しましょう。

「雑誌・チラシ」として
出された古紙類は、
お菓子や洗剤の箱などに
リサイクルされます。

▲今年度発生した不法投棄の現場

～資源をごみにしないための工夫～～資源をごみにしないための工夫～

洗剤の容器（紙製） ビデオテープ 貝、かに

紙製の卵パック
プラスチック
スプーン

？
？

？

？？ ？
？

リチウム電池は、リチウム電池は、
回収ボックスを設置している
販売店にお持込みください
回収ボックスを設置している
販売店にお持込みください

全問正解できますか？全問正解できますか？
あなたはどのように
出していますか？

答えはこの冊子の
どこかにあります！

タッパー

シャンプーなどの容器

ごみの分別クイズごみの分別クイズ

小さい紙はチラシなどにはさんで
ひもで十字に縛ってください。

古紙類古紙類 「燃やすごみ」「燃やすごみ」にしていませんか？にしていませんか？をを

市の収集に出され
ると車両火災の原
因になります。

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.42  令和元年11月

環境にやさしい植物性インクを使用しています。
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平成25年4月から生ごみの分別収集が始まり、燃やすごみの収集を週1回、生ごみの収集を週2回行っています。

生ごみを分別する生ごみを分別する

生ごみバイオガス発電センター内の
電気自動車用急速充電スタンドを
ご利用ください

生ごみバイオガス発電センター内の
電気自動車用急速充電スタンドを
ご利用ください

生ごみバイオガス発電センターは
見学もできます！
生ごみバイオガス発電センターは
見学もできます！

見学のお申し込みは環境施設課
☎0258-24-2838まで
見学のお申し込みは環境施設課
☎0258-24-2838まで

４つのメリット４つのメリット

プラスチックごみの発生抑制、
正しい分別に取り組みましょう
プラスチックごみの発生抑制、
正しい分別に取り組みましょう

ごみステーションの
強風対策は万全ですか？
ごみステーションの
強風対策は万全ですか？
　強風で飛ばされたごみ収納枠が、人や自動
車などにぶつかると重大な事故を引き起こ
します。
　ごみ収納枠を固定する、重しを載せるなど
して風でとばされないように、
十分な管理を
お願いします。

燃やすごみの分別にご協力いただきありがとうございます燃やすごみの分別にご協力いただきありがとうございます

プラマークのついていないプラ
スチック製の商品は「燃やさな
いごみ」です。（容器包装除く）※

古紙としてリサイクルができ
ません。「燃やすごみ」に出し
ましょう。

プラスチック製の商品は「燃
やさないごみ」です。

プラマークのついているもの
は、汚れを水で洗って「プラス
チック容器包装材」で出せます。

加工紙でできているため、古紙
としてリサイクルができません。
「燃やすごみ」に出しましょう。

中のテープが破砕処理機に絡まって
故障してしまうため、分解せず、その
まま「燃やすごみ」で出してください。

生ごみとして発酵させること
ができないため、「燃やすご
み」で出してください。

皆さんの生ごみが資源になります

　生ごみ分別収集開始前の平成24年度と比較す
ると、平成30年度の燃やすごみの量は約２割減
少しました。

燃やすごみの量が減ります

　燃やすごみの削減により、ごみを燃やした後の
焼却灰が減少します。

最終処分場の寿命が延びます

一般家庭
約520世帯分を
送電（H30年度）

一般家庭
約590世帯分を
発電（H30年度）

384トンを
燃料として
売却

　平成30年度は、一般家庭約130世帯分にあた
る605トンの二酸化炭素が削減されました。

二酸化炭素の発生が減ります

　平成30年度は一般家庭約590世帯分にあたる
242万キロワットアワーを発電しました。この電
気の一部は生ごみ処理施設で使い、余剰は電力会
社へ送電しています。

利用時間／年中無休
　午前8時～午後8時までお
使いいただけます。事前連絡
は不要です。
充電時間／１回30分まで（約
80％の充電が可能です）

　プラスチックごみは、焼却する際に大量のCO2
を排出します。プラスチックごみを正しく分別す
ることは地球温暖化の防止にもつながります。

○プラスチックのストローやスプーンなど、使い捨てプラスチックの
使用を控えましょう
○なるべくレジ袋を断り、マイバッグを持参しましょう

発生したバイオガスの発電利用ができます
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生ごみから生まれた電気で電気自動車が充電できます。

「燃やすごみ」と「生ごみ」の「燃やすごみ」と「生ごみ」の
処理の流れ処理の流れ

利用料金は
無料です

生ごみは水切りをして
出しましょう

家庭や事業所など

燃やすごみ

焼　却

埋め立て

生ごみ

不適物除去

発　酵

残りかす
燃料化

バイオガス
発電

売　却自家消費売　電

ポイ捨てされたプラスチックごみが海に大量に流入する
「海洋プラスチック」が、世界的に問題になっています。

●日時／
＊中之島支所は、「産業まつり」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）
＊越路支所は、「駅伝」「こしじ秋まつり」の前日と当日は休み　＊寺泊支所は、毎週日曜日のみ（祝日でも開催）

■場所
◯長岡市環境衛生センター（寿3-6-1）
◯希望が丘資源物ステーション
　（西津町2227-7）
◯旧栃尾クリーンセンター
　（楡原2334）
◯中之島支所（中之島788）
◯越路支所（浦715）
◯三島支所（上岩井1261-1）
◯和島支所（小島谷3434-4）
◯寺泊支所（寺泊烏帽子平1977-8）
※上記のほか、すべての支所地域で臨時開催します。
　詳しくは支所だよりなどでお知らせします。

※拠点回収でお持込みできる資源物は、一般家庭から出るものに限ります。
　事業所から出るものはお持込いただけません。

◯小型家電　◯食器類　◯かばん・ベルト　◯靴　◯古着・古布
◯新聞、雑誌・チラシ、段ボール　◯びん・缶・ペットボトル
◯リユースびん　◯使用済み天ぷら油　◯ミックスペーパー
※詳しい品目は、「長岡市ごみと資源物分け方と出し方」冊子をご覧ください。

○電気や電池を使用するおおむね50㎝角以内の家電（壊れていてもOK）
○付属のリモコン、コード類、充電器、ACアダプタもOK
※灯油などの燃料は抜いてください。　※乾電池は外してください。
パソコン（ブラウン管式のモニター除く）、プリンター、携帯電話、デジカメ、ゲーム機、ラジカセ、ビデオカメラ、DVDプ
レーヤー、扇風機、ストーブ、石油ファンヒーター、炊飯器、電子レンジ、電気ポット、掃除機、ドライヤー、シェーバー など

？
？

毎週土・日曜日（祝日・年末年始を除く）午前９時～正午毎週土・日曜日（祝日・年末年始を除く）午前９時～正午

表紙の
クイズの答え
表紙の

クイズの答え

※エアコン、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍
庫、冷温庫、除湿機、電気カーペットは除く

※容器包装でない商品はプラマークがついていても「燃やさないごみ」です（ハンガーなど）

■「小型家電」の対象となるもの■「小型家電」の対象となるもの

回収品

資源物の拠点回収をご利用ください資源物の拠点回収をご利用ください資源物の拠点回収をご利用ください資源物の拠点回収をご利用ください資源物の拠点回収をご利用ください

令和元年度 エコロジー標語
コンクールの 紹介します

※入賞作品は市のホームページで紹介しています。（トップページで「エコロジー標語コンクール」と検索）

大島小学校６年 林　咲羽香さん

プラスチックスプーン

燃やさないごみ

紙製の卵パック

燃やすごみ

タッパー

燃やさないごみ

シャンプーなどの容器

プラスチック容器包装材

洗剤の容器（紙製）

燃やすごみ

ビデオテープ

燃やすごみ

貝、かに

燃やすごみ

無料回収無料回収
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Q. 受賞者にお聞きしました。環境にやさしい取り組みをしていますか？

使い切る 食べきるだけで ロスは減る

テーマ／ぼくにも・わたしにもできる
　　　　食品ロスを減らす取り組み金賞

金賞作品金賞作品金賞作品

黒条小学校１年 杉本　彩音さん

はやね はやおき えこのもと

金賞
テーマ／ぼくにも・わたしにもできる
　　　　節電の取り組み

　私の家では、週に一度は冷蔵庫の中にある食材を食べ
きることを目標にしています。食材を使い切るための組
み合わせを考える手伝いをするのも楽しいです。また、
そうすることで、食べ物のロスを減らせるので、これか
らも楽しみながら取り組んでいきたいと思います。

　わたしのいえでは、はやねはやおきすることをまいに
ちがんばっています。はやねはやおきをすれば、あさは
でんきがなくてもあかるいし、よるははやくねるとそれ
だけででんきをつかわなくてすむからです。これからも
かぞくでつづけていきたいとおもいます。


