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ごみナクナーレの発行について
ごみの減量と資源化を楽しみながら取り組んでもらえるように、ごみに関する情報をわかりやすく伝えていく
ものです。ごみナクナーレには「ごみになるものを作らない、燃やさない、埋め立てない」を基本方針として、
環境先進都市をめざす町田市の「ごみゼロ」への願いが込められています。

「資源とごみの収集カレンダー」でおなじみの

エコバッグちゃん と 収集のオジさん が一緒に紹介していくよ
いつもママさんと仲良く
お買い物に出かけている

エコバッグちゃん

収集のオジさん
趣味： テニス

特技： 小さくも大きくもなれる

ごみに詳しいオジさんは、

ゆめ： パパさんとお買い物

エコバッグちゃんの悩み

最近の悩み事： ごみの出し方

に何でもお答え！

２面

今号の紙面

まちを明るく、地域の活性化
（リサイクル広場真光寺）

３面

２面 ４コマまんが
「細かい紙の分別」の巻

ゼルビーも
応援しています

４面 ４コマまんが
「資源の持ち去りは
ダメよ」の巻

２面

３面

４面

早朝キャンペーン各地で展開中
（町田木曽団地自治会）

力を合わせて花壇づくり
（堺中学校）

不要になったテレビは
どうしたらいいの？

エコバッグちゃんからのクイズです。みんなで一緒に考えてね。
※答えは今号の
どこかにかくれ
ているよ！

ヒント

町田市の家庭から出る１人１日あたりの資源とごみの量を
おにぎり

にたとえると何個分かな？

①３個分

②６個分

③９個分

④12個分

おにぎり１個は
約100gだよ

（2）

まちを明るく、地域の活性化

？

エコバッグちゃんの
これってどうなの？

（リサイクル広場真光寺）

Vol. １

リサイクルできるものを持ちよることで、地域の
コミュニケーションがうまれる
真光寺

まち

細かい紙の分別の巻

を発見！

丁目町内会では、
「地域の活性化」のた

めに、住民自ら「リサイクル広場・真光寺」を運
営しています。
子どもたちも積極的に分別しています

『近隣の方々と気楽
に会話でき、地域の
活動の輪が広がっ
た』と真光寺３丁目
町内会（島田会長）
大好評！『くるくるコーナー』

真光寺 丁目町内会館横（真光寺
毎週日曜日10時から14時まで

リサイクル広場は、今まで
「ごみ」にしていたものの中
から、再資源化できるものを
分別して持ち込む場所なん
だ。まだまだ使える食器など
は『くるくるコーナー』で持
ち帰りもできるんだ。

−21）

来場した地域の方からは、

『運営している人の顔を見たり、話をし
て元気がもらえる』
『家でも自然と分別の意識ができてきた』
『自然とあいさつができるまちになった』
と大好評だよ。

スーパー

ラーメン屋
至 若葉台駅
（稲城方面）

リサイクル広場真光寺

真光寺
十字路
コンビニ

至 鶴川駅
消防団
町内会館

子どもたちは家でも分別名人

問い合わせ

ごみ減量課042‑797‑0530

早朝ごみ出し分別キャンペーン
（町田木曽団地自治会）
早朝のごみ出し時間に合わせて、清掃事務所職員と地域の人々の協力で、
ごみの分別と資源のリサイクルを推進するキャンペーンを行っています。
分別についての疑問にお答えしたり、資源化をすすめるテクニックなど
を広めています。
実施月
2008年

実施団体
月

町田木曽団地自治会

2008年10月

住宅公社境川団地自治会

2009年

月

公団住宅鶴川団地自治会

2009年

月

藤の台団地自治会

2009年10月

町田山崎団地自治会

2010年

月

木曽森野自治会

2010年

月

都営町田金森一丁目
アパートいずみ会

『ごみ有料化と資源化の意識が
少しずつ変わってきたのではな
いでしょうか』と語る町田木曽
団地自治会（宮川会長）
町田木曽団地自治会の分別作戦の様子
（早朝キャンペーン）

みんなのごみに対する意識が
変わってくると、集積所もキ
レイになって気持ちいいね。
お気軽に相談・申し込みしてね。
問い合わせ

清掃事務所042‑797‑7111

（3）

地域密着型のサッカークラブを目指すＦＣ町田ゼルビアは、地域貢献活動の
一環として町田市のごみ減量を応援しています。サッカーを通じて、ごみ減
量の大切さを伝えていきます。

年間17試合のホームゲームでごみ減量の

私も応援しているよ！
みんなでゼルビアの試合を
見に行こう！

ＰＲをしていきます。
市内のイベントで
会えるかも

電光掲示板によるＰＲ

みんなで 「ゼルビアのあるまち だ！」
目指す 「ごみのないまち だ！」

場内アナウンスによるＰＲ
横断幕によるＰＲ

「ゆめのあるまち だ！」
町田市は FC 町田ゼルビアを応援しています

環境イベントへの参加

問い合わせ

ごみ減量課042‑797‑0530

いろんな取り組みで
ごみを減らすことができるんだね。

力を合わせて花壇づくり
（堺中学校）
地域の皆さんの呼びかけに生徒会・学校・ＰＴＡが
一緒になって、素敵な花壇ができあがりました。

みんなで一緒に花壇に「生ごみのたい肥」を混ぜています

この花壇には、地元、響きの丘生ごみた
い肥化グループの栄養たっぷりな「生ごみ
のたい肥」が利用されているんだ。
花壇は、
日ごろ生徒会が管理しています。
春にキレイな花が咲くのが待ち遠しいね。

完成した花壇に並ぶ生徒会、学校、ＰＴＡ、地域の皆さん

参加した生徒は、

『毎日の生活から出る生ごみが、た
い肥となっていることで、とても
親近感がわいた』

みんなで楽しそうに苗を植えています

問い合わせ

ごみ減量課042‑797‑0530

と、
生ごみのたい肥に興味を持っていたよ。

【クイズの答え】
② ６個分（おにぎり１個約100グラムとして）
家庭から、年間90,563トン（2009年度）の資源とごみが出て
いるんだ。１人１日あたりに換算すると、毎日588ｇの資源とご
みが出ていることになるんだよ。
（資源：120ｇ、ごみ：468ｇ）
３人家族だと18個のおにぎりになるよ。

（4）

Q
A
Q
７月24日
２０１１年 送終了！
放
アナログ

不要になったテレビの
処分は、どうするの？

？

エコバッグちゃんの
これってどうなの？
Vol. ２

問い合わせ 環境総務課☎042 797 7112

資源の持ち去りはダメよの巻

テレビなど家電リサイクル法の対象製品は、
市で処理することができないんだ。
まずは、テレビを購入した販売店に相談しよう。
テレビのほかエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、
洗濯機、衣類乾燥機も同様の取り扱いになります。

テレビを購入した販売店が近くに
ない場合はどうしたらいいの？

A
Q

まずは、お近くの郵便局で、リサイクル券を買う必要があるんだ。
テレビのリサイクル券の料金（主なメーカーのもの）は、

15型以下で 1,785円
16型以上で 2,835円 かかります。
テレビの大きさによってもリサイクル券
の料金が違うんだね。

A

そうなんだ。テレビの大きさやメーカーによっても
料金が違うことがあるので、事前にテレビの大きさや
メーカー名を確認してから買いに行こう。

（リサイクル券の支払いの時には、別途振込み手数料もかかります。）

リサイクル券の購入に関するお問い合わせ：家電リサイクル券センター
錆０１２０−３１９６４０ http://www.rkc.aeha.or.jp/

Q
A

リサイクル券を買った後は、
どうすればいいのかな？

※2011年４月より、資源の持ち去
り行為に罰則が科せられます

A

取りに来てもらう場合

収集運搬料金が別にかかるから、料金な
どを確認し、引取りの予約をしよう。

自分で持ち込みをする場合

持込料金はかからないけど、営業日など
を事前に確認しておこう。
持込み先事業所

岡山県貨物運送㈱ 相模原事業所
相模原市中央区宮下3‑15‑4 ☎042‑770‑8261
日本通運㈱ 横浜中央支店 佐江戸倉庫
横浜市都筑区佐江戸町422 ☎045‑929‑6122

収集業者（住所）

電話番号

㈲アース（真光寺町）

042‑708‑1371

㈲ケイニーズ（山崎町）

090‑1457‑5486

㈲小林サービス（木曽町）

090‑3216‑8553

㈲佐々木商事（野津田町）

042‑734‑8826

㈱三凌商事（木曽東）

042‑726‑2647

㈱町田清掃社（木曽東）

042‑722‑1973
※2011年2月現在

