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今年もさんあーる広
場を開催します！
ご参加お待ちしています

株式会社リーテム
（大田区城南島）

2018年12月4日（火曜日）に、ごみ
減量サポーターを対象とした「リサイク
ル施設見学会」を実施しました。
今回の見学会では、小型家電等のリサ

イクルを行っている「株式会社リーテ
ム」、生ごみのリサイクルを行っている
「バイオエナジー株式会社」「株式会社
アルフォ」、古紙のリサイクルを行って
いる「北越コーポレーション株式会社」
を見学しました。
なお、応募者数が定員を超えてしまっ

たため、ご希望に沿うことができなかっ
た方につきましては、申し訳ありません
でした。たくさんのご応募・ご参加あり
がとうございました。

バイオエナジー株式会社
（大田区城南島）

北越コーポレーション株式会社
（千葉県市川市）

株式会社アルフォ
（大田区城南島）

事業系生ごみから電気とガ
スを生成している工場です。
工場内の見学のほかに、事

業内容概略VTRの視聴や、発
電だけでなく都市ガスも生成
しているなどの説明がありま
した。

事業系生ごみから、家畜用
の飼料原料を生成する工場で
す。
当日は、工場内の見学のほ

かに、飼料の作り方や生ごみ
をリサイクルするために分別
が欠かせない等の説明があり
ました。

首都圏各地から集められた古新聞・
古雑誌などの古紙を再生し、高品質な
白板紙を生産している工場です。
当日は、古紙置場、古紙から古紙パ

ルプを作る一連の大型装置、パルプか
ら紙を生成し、それを重ね多重構造に
して白板紙を製造する抄紙機などを見
学しました。

首都圏で排出される金属系廃棄物を中心に、さまざまな廃棄
物を粉砕し、再資源化を行っている工場です。
当日は、首都圏各地から集められた精密機器を中心とした廃

品を、非金属（プラスチックなど）・鉄・非鉄などに手選別、
粉砕を行っている現場を室内展望デッキから見学しました。



（２）

公益社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（東京2020組織委員会）は、2017年4月から、東京
2020大会で使用するメダルについて、使用済み小型家電リサイ
クル由来の金属から製作する「都市鉱山からつくる！みんなのメ
ダルプロジェクト」を実施しています。
このプロジェクトは今春頃終了予定ですが、町田市では今後も

小型家電や携帯電話の回収を行います。ぜひ、下記回収方法をご
利用ください。

プロジェクト参画組織：東京2020組織委
員会・日本環境衛生センター・環境省・
東京都・NTTドコモ

小型家電回収ボックス 携帯電話回収ボックス

●投入できるもの
縦15㎝×横30㎝
の投入口に入る、
デジカメや電卓な
どの小型家電
※投入する前に、
電池・バッテリー
類は取り外してく
ださい

●投入できるもの
携帯電話・スマー
トフォン本体
※充電器等付属品
は小型家電回収ボ
ックスに投入して
ください
※個人情報は消去
してから入れてく
ださい

*回収ボックスの設置場
所は、市庁舎1階、各
市民センター、各駅前
連絡所、各コミュニテ
ィセンター、中央図書
館、総合体育館、サン
町田旭体育館、その他
市内公共施設

＊投入は各施設の窓口
の開いている時間内に
お願いします

詳細は市ホームページ内にて
「メダルプロジェクト」と検索

●その他
FAXの申請用紙は、小型家電
回収ボックスの横に置いてあり
ます。

●回収料金
パソコンと一緒の場合は無料
その他小型家電だけの場合は、
1,500円／箱（税抜）
※無料の対象はパソコン本体を含
む回収1回につき1箱の宅配料金
となります

●回収品目
パソコン・パソコン周辺機器・携帯
電話・小型家電
※古い、壊れている、自作のもの、
HDDがないなどの場合でも回収でき
ます
※家電4品目（テレビなど）は対象外

*インターネットまた
はFAXからお申し込
みいただけます

*箱の規定は3辺合計
140㎝以内、重量
20㎏以内

*佐川急便がご希望日
時に回収へお伺いし
ます

市内の公共施設に、専用の
回収ボックスを設置して小型
家電や携帯電話を回収してい
ます。また、宅配便回収では
パソコン等の情報機器にも対
応しています。
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2月2日（土曜日）に、「さんあ
ーる広場 in町田シバヒロ」を開催
します。
当日は、リサイクル広場のほか

に燃料電池自動車「MIRAI（みら
い）」や、スケルトンごみ収集車
「みえるくん」の展示、「剪定枝
から生まれた土壌改良材」の販売
等を行います。このほかにも、同
時開催イベントもあります。ぜひ
ご来場ください！

◆日付：2月2日（土曜日）
◆時間：10時から14時30分まで
◆場所：町田シバヒロ

（中町1-20-23）

＊荒天・降雪・積雪時は中止です

【パン袋の留め具】
プラスチック製のもの

【ビデオテープ】
カセットテープ・CD・MD・
DVD・BDなどは対象外

【インクカートリッジ】
ブラザー・キヤノン・デル・
エプソン・日本ヒューレット
パッカードの純正品のみです

【小型家電】
30センチ×15センチの投入口に
入る小さな家電製品です
携帯電話の付属品などは小型家電
になります
パソコンは対象外

【携帯電話】
携帯電話・スマートフォン本体が
対象

【陶磁器・ガラス食器】
食器類・植木鉢等で、割れている
もの、欠けているものも可

【廃食用油】
サラダ油等の食用油で、揚げカス
の混入、賞味期限切れ、酸化して
いるものも可

【紙容器】
紙リサイクルマークのあるもので
きれいに洗ってあるもの、内側に
アルミが着いているものも可

【家庭金物】
台所用品、大工道具は、取っ手や
柄付きのものなど、大部分が金属
でできているもの

【洗剤の計量スプーン】
プラスチック製のもの

【ペットボトルのふた】
飲料用のもの

（下記対象品目を無料でお持込できます）

マルイグループが進めるエコの取組から
クイズを出題します。クイズに答えると、抽選
会に参加できます（ 「町田マルイ・モディ」で使えるお買い
物券が当たるチャンス！お手持ちのエポスカードの提示でも
抽選会に参加できます）。

＊マルイグループでは、お客様よりお預かりした衣料品など
をリユースし、「社会へのお役立ち」の取組に使用する活動
「循環型ファッション」を行っています。※当日は、下取り
や販売会は行いません。

ご家庭で消費しきれない食品等をお持ちくだ
さい。寄付された食品はフードバンクTAMAを
通じて、市内のこども食堂へ配布されます。

【寄付をお願いしたい食品】
・お米（白米・玄米・アルファ化米）
・パスタ・素麺等の乾麺
・肉、魚、野菜などの缶詰
・レトルト、インスタント食品
・お菓子・コーヒー・お茶などの嗜好品
・油・醤油・味噌・砂糖などの調味料

【下記食品は引き取れません】
・賞味・消費期限が明記されていない食品
・賞味・消費期限が2ヶ月未満の食品
・賞味・消費期限が切れている食品
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜など）
・中身をほかの容器に移し替えたもの

ご家庭で不要となった本やCD・DVD・ゲームソフトを回
収します。当日は、回収ボックスを設置しておりますので、
そちらにお出しください。

＊回収した物品は、そのリユース活動を通じて、
FC町田ゼルビアの事業費に充当されます。

「MIRAI（みらい）」
の展示では、記念撮影
や燃料電池を使った
PRの実施、「みえる
くん」の展示ではごみ
収集体験や乗車体験が
できます。

市内で発生し
た剪定枝を破砕
・発酵させたた
い肥です。土壌
改 良 材 5ℓ 袋
50円で販売し
ます。

「リサイクルショップ・まちエコ
(※)」の出張販売を行います。棚や
整理タンス等の家具類を販売しま
す。
※リサイクルショップ・まちエコ
では、粗大ごみとして収集した品
を綺麗に再生して、リサイクル品
として販売しています。



（４）

今回、ごみ減量サポーターニュース
と併せて、活動報告書も同封して送付
しています。
皆様が今年度ごみ減量サポーターと

して取り組まれた活動内容をご記入の
上、2月12日（火曜日）までに提出を
お願いします。
また、活動報告書の裏面にアンケー

トがあります。活動できなかった場合
にも、活動報告書裏面のアンケートを
ご記入の上、提出をお願いします。
活動報告書・アンケートは集計を行

い、今後ごみ減量サポーターニュース
等でお知らせする予定です。

ごみ減量サポーター委嘱式や送付書類
の中などでご案内した「謝礼金の支払い
に必要な書類」の提出をされていないサ

ポーター様がいらっしゃいます。書類
提出がない場合、謝礼金の支払い
ができません。謝礼金の受取先や辞退
等に応じて、提出していただく書類が異
なりますので、下記をご確認の上、書類
の提出をお願いします。
なお、書類の提出状況や提出書類原紙

の取り寄せなどの確認がありましたら
3R推進課（☎042-797-0530）まで
連絡をお願いします。

パターン①
ごみ減量サポーター本人が

謝礼金を受け取る

パターン②
ごみ減量サポーターに代わり、町
内会・自治会が謝礼金を受け取る

パターン③
謝礼金の受取を辞退する

「債権者登録依頼書（振込
ツール用）」の提出が必要です。
必要事項をご記入の上で押印を
してご提出をお願いします。

「債権者登録依頼書（振込ツール
用）」と「委任状（債権者登録依
頼書の裏面）」の提出が必要です。
基本的に口座名義がごみ減量サ

ポーター様ご本人以外の場合は、
委任状が必要となります。

※下記のように自治会の役職者と
してごみ減量サポーターご本人の
名前が入っている場合も委任状の
提出が必要です。

例）○○自治会 会長 町田太郎

「町田市廃棄物減量等推進
員謝礼金辞退申出書」の提出
が必要です。氏名・日付をご
記入の上で押印をしてご提出
をお願いします。

★2018年度活動報告書＆アンケート★ 全員ご提出をお願いします

★謝礼金支払いに必要な書類★ 未提出の方は早急にご提出をお願いします

謝礼金について
◆年額4,800円
源泉徴収後の金額4,653円を3月に振込予定です。
（源泉徴収予定額147円）

マイナンバー制度導入に伴う個人番号の提供のお願い
◆源泉徴収関連事務等に利用するため、個人番号の提供
をお願いします。

◆「様式２個人番号台帳兼提供書」に本人確認書類（番
号確認書類及び身元確認書類）の写しを貼付し、提出
をお願いします。
※本人確認書類につきましては「本人確認書類等
チェックリスト」をご参照ください

来年度からごみ減量サポーターの
変更を希望される方へ

ごみ減量サポーターの任期は
2020年3月までの2年ですが、任
期途中に変更することが可能です。
変更をご希望される場合には、

3～4月頃に「ごみ減量サポーター
推薦・変更届」を町内会・自治会
長宛てに送付しますので、ご確認
の上、ご提出をお願いします。
※「ごみ減量サポーター推薦・変
更届」のご提出がなかった場合に
は、現在委嘱されているごみ減量
サポーター様に引き続き、案内文
書やチラシなどを送付させていた
だきます。

※提出書類を再度ご確認ください

みなさんが日頃行っている、ごみを減らすためのちょっ
としたアイデアを募集しています。（例えば、ごみ減量サ
ポーターや市民ができることでごみを出さない生活の知恵
や、物と長く付き合うコツ、地域でできることなど）
今回同封されているアンケートにごみ減量アイデア記入

欄（問9）がありますので、ぜひみなさんのアイデアを教
えてください！

市ホームページ内にて
「ごみ減量アイデア」と検索

市ホームページでこれまでの「ごみ減
量アイデア」を見ることができます。


