
平成24年度 生ごみ分別住民説明会 (11/6～ 11/29)参 加者数調べ

【主な質問事項】
・生ごみを水切りするために新聞紙に包んで出してもよいか
・室内で飼つている大の用足し用シートについて、紙おむつと一緒に出してもよいか
・生ごみをコンポスト容器で堆肥にしているが、生ごみの収集日に出すべきか
・漬物のぬかどこは、生ごみでよいか
・生ごみに虫がわかないように、防虫スプレーをかけてもよいか

集 落 名 期 日 日程 時 間 会 場 世帯数(A 参加者(B A/B

大 貝 11月 6日 火 13:30-14:40 大貝公民館 21 18 86%

三桶 11月 7日 水 10:00～ 11:00 三桶公民館 46 30 65%

苔野島 13:30-14:30 苔野島集落開発センター 42 40%

原 11月 8日 木 10:00-10:45 原オアシスセンター 80 ｎ
υ

う
０ 49%

森光 ′′ 13:30-14:40 森光地区多目的集会施設
ｎ
υ

民
υ

り
０ 61%

小栗山 ‖月9日 金 10:00～ 10:50 小栗山集落開発センター 公
Ｕ

公
Ｕ 40 61%

諏言方井 13:30-14:20 諏訪井公民館 87 45 52%

太郎丸 11月 12日 月 10:00-10:50 太郎丸公民館 106 40 38%

小国沢 13:30-14:20 小国沢公民館
●
０ 20 56%

法末 11月 13日 火 10:00-11:00 法末公民館 38 22 58%

上岩田 13:30-14:40 上岩田地区多目的集会施設 64 43 67%

楢 沢 11月 14日 水 10:00～ 11:00 楢沢地区集会所 67 30 45%

新町 13:30´V14:30 新町集落開発センター 138 35 25%

二本柳 11月 15日 木 13:304-14:30 二本柳公民館 28 13 46%

上谷内 11月 16日 金 10:00-10:50 上谷内公民館
ハ
υ 14 74%

法 坂 13:30-14:30 法坂ふれあい館 116 45 39%

相野原 15:00-16:00 相野原集落開発センター 87 47 54%

桐沢 11月 19日 月 10:00～ 10:50 桐沢公民館 70 37 53%

猿橋 13:30´V14:30 猿橋地区多目的集会施設 41 39%

金 沢 11月 20日 火 10:00-11:10 釜ゴ尺蘇ミ

'客

コミュニティセンター 13 85%

箕輪 13:30-14:20 箕輪集落センター 74 31 42%

■本寸 11月 21日 水 10:00～ 11:10 上村公民館 17 14 82%

下村 13:30-14:30 下村集落センター 72 31 43%

武石 11月 22日 木 10:00-11:00 武石集会センター 94 42 45%

押切 13:30-14:40 押切ふれあいセンター 45 25 56%

七 日町 11月 26日 月 10:00～ 10i50 七日町担い手センター 74 38 51%

上栗 〃 13:30-14i30 上栗集落開発センター 74 27 36%

原小屋 11月 27日 火 10:00-11:00 原小屋集落開発センター 65 30 46%

千谷沢 13:30´V14:30 千谷沢集落開発センター 65 32 49%

鷺之島 11月 28日 水 10:00～ 11:00 鷺之島公民館 74 38 51%

八王子 ′′ 13:30-14:30 中央公民館八王子分館 29 15 52%

芝ノ又 11月 29日 木 10:00-11:00 芝ノ又公民館 5 4 80%

サン・コーホ
゜
ラス ノ′ 19:30-20:30 サン・コーポラス集会所 23

う
０ 57%

計33集落 17日 間 33会場 1,935 938 48%



参考資料

生 ごみ分別収集 に向けた説明会

生 ごみの分別収集 について

①生ごみのみ分別 して収集する目的は

・生 ごみをバイオガス化 し、エネルギーとして活用 します。

。これにより、ごみ処理経費が削減できます。

・生ごみを焼却 しないことで、二酸化炭素の削減効果があります。

・埋立処分場が長 く使えることになります。

②H25年 4月 ～生ごみ分別スタート

上地区 燃やす ごみ 月・水 。金

下地区 燃やす ごみ 火・木 ,土

平成 24年 11月

生 ごみ 月・金

燃やす ごみ 水

生 ごみ 火・土

燃やす ごみ 木

・生ごみ指定袋は、ピンクの袋 (H25年 2月 販売開始)に なります。

・紙おむつや尿とリパット・生理用品などは、生ごみの収集 日に燃やすごみ袋に入

れて出せます。

「プラスチック容器包装材」と「燃やさないごみ」はまちがいやす く、ごみステ‐シ

ョンに残されることが大変多 くなっています。迷 ったら「ごみと資源物の分け方と

出し方 保存版」で確認 してください。        |

3 ごみステ=シ ョンに出すごみ袋には、地域で決められた名前か番号を必ず書いて

ください。 (*ス テーションに残されたごみで出した人が不明な場合は、地域の環

境美化推進員が片付けていることを忘れないでください。)

4「不法投棄の禁止」                 
「

|´ _

。自分の土地であっても、むやみにごみを捨てないでください。不特定の人が捨て

ることに繋がります。

・昔からの習慣で川にごみを捨てる人がいます、お互いに注意 しましょう。

・不法投棄は、美観を損ねるだけでなく川や地下水などの環境汚染を引き起こしま

す。

・モラルを守 り、子や孫の世代により良い環境を引き継ぎましょう。

「野焼きの禁止」

・野外での紙 くず、草木、生ごみなどの焼却は、厳 しく規制 しています。

(*廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

。家庭 ごみは、ごみステーションに出し、野外焼却は絶対にしないでください。

・野外焼却で、となり近所からの苦情が寄せられています。



(生 ごみの出し方 Q&A)

Ql 生ごみを水きり用ネットや不織布、ビニールの袋に入れてから、生ごみ用指定

袋に入れてもいいか
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Q2 スイカなどの水分の多いものは絞る必要はあるか
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Q3 燃やすごみの収集日に、生ごみ用指定袋に「生ごみ」を入れて出しても回収する
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Q4「生ごみ」を燃やすごみの収集日に出して良いのであれば、分別する意味がない

のでは

●1,生ぜ勢IH鰤孵別雌簗常識落01環磐断翼コtl●い樅1群ぐ攣 糠イ41●きます
=|■燃|や粛ビみつ1収集|コ‖|‖|1卿‖‖r嚇 う|●●なoⅢI草場奎71ヽ■ヽ やヤンシ

‖ン‖|ど

'=お

轟|ま

=ヽ

の方層綸|が11距|ご雰ゆ義鷲‖蒲鸞か|1経易査●臭いが1発生し、

|に笥欄 1難膝場|る11`を考慮出1単描|●|で1耗|‖|1薫じ|た

=1未

|●:堰集1経1費の1増力口を抑
|たで|ヽ懇ザ‖|

11痢幹鰤 1聯1蕎蒸1麟ず義:1断鷲器1優葛飾 魚備講流動轟轟蕎薫1満|の|で■F生|ご|み」は、

で|き1曰1剛 樋:動,標漂:自|'薔職1場1願|や1醤欄||

Q5 家庭から出る生ごみは、バイオガス化施設に持ち込むことができるのか

111持ち込鷲|■:|=1構撃|き,I

Q6 生ごみを生ごみ用指定袋に入れて、焼却施設に持ち込むことはできるのか
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■「生ごみ」と「燃やすごみ」の関係

収集 日 指定袋 内容物 可否

生 ごみ収集 日

上地区一 (月 ・金曜 日)

下地区― (火・土曜 日)

生 ごみ用袋
生ごみ ○

燃やす ごみ ×

燃やす ごみ用袋
生 ごみ ×

燃やす ごみ 紙おむつのみ○

燃やすごみ

上地区一 (水曜 日)

下地区一 (本曜 日)

燃やす ごみ用袋
生 ごみ

○
燃やす ごみ

生ごみ用袋
生 ごみ

×

燃やす ごみ


