
ごみステーションはルールを守って利用しましょう

ごみ焼却炉が１炉停止中です

利用方法にルール違反が目立ち、苦情が増えています。ごみの出し方について再確認をお願いします。
収集日当日の朝８時までに出しましょう

前日の夜に出すと、カラスや猫などにごみを荒らされてしまいます。また、収集後に出されたごみは回収さ
れないため、利用している皆さんの迷惑となります。

お住まいの地域の決められたごみステーションに出しましょう
ごみステーションは利用している皆さんで管理しています。地域外のごみステーションは利用できません。

ごみステーションは利用する皆さんで管理しましょう
ごみ飛散防止のため、ごみ袋はしっかりしばり、ネットはごみ袋をしっかり覆うようにかけてください。

決められた日に決められた品目を出しましょう
ごみが回収されません。収集日や収集品目は、「家庭ごみ収集日程表」でご確認ください。

粗大ごみ（おおむね50センチを超えるごみ）は、ごみステーションに出せません
碓氷川クリーンセンターへ持ち込み、処理してください。搬入が困難な場合には、安中市一般廃棄物収集運
搬許可業者に依頼してください。
処理料金：10キログラムあたり420円（消費税込み）

事業所（オフィス・商店・飲食店など）から出るごみは、ごみステーションに出せません
碓氷川クリーンセンターに持ち込むか、安中市一般廃棄物収集運搬許可業者と契約して処理してください。
処理料金：10キログラムあたり105円（消費税込み）

安中市一般廃棄物収集運搬許可業者
許可業者名 電話番号 許可業者名 電話番号

㈳安中市シルバー人材センター 027-380-5112 ㈲安中ハイヂーン 027-381-3319
碓氷清掃サービス㈱ 027-381-3313 ㈲環境リブテック 027-378-2569
㈲クリーンサービス 0274-64-3534 ㈱群成舎 027-362-5533

群馬環境開発㈱ 027-326-6751 ㈱ぐんま東庄 027-323-5331
㈲栄興業 0274-63-6510 白井商店 027-385-7790

㈲西毛清掃 027-393-1421 ㈲平井商店 0274-23-3869
㈲松井田総合衛生センター 027-393-1966 ㈱丸越 027-231-0709

㈱ヤマハチクボニワ 027-381-0435 ㈱若松工業 027-381-8168
（処理料金の他に収集運搬料金がかかります。金額については、業者へ直接お問合せください。）

■ごみ焼却炉の停止予定（塗りつぶし部分が停止期間）■

　問合せ▶環境政策課廃棄物対策係  ☎027-382-1111（内線1881）　碓氷川クリーンセンター  ☎027-381-0747
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次のページ：
安中市・群馬県のごみ排出量、
古紙・古着の出し方　　　   ➡

みんなでごみの
減量化・資源化に
取り組みましょう

11月の２炉停止は２週間を予定しています。

安中市マスコットキャラクター
こうめちゃん



雑がみの例

注意：紙以外の部分（プラスチック・金物）や粘着テープを取り除いてください

安中市・群馬県のごみ排出量をご存知ですか？

資源ごみ（古紙・古着)

群馬県は全国ワースト１位！！
　群馬県は、平成27年度の1人1日あたりご
み排出量が全国ワースト3位、ごみステー
ションに出された燃えるごみ排出量が全国
ワースト1位と、全国でもごみ排出量が多い
県なのです。安中市は、その群馬県の平均
を36ｇも上回っています。

　ごみを減量すると、ＣＯ２排出量の削減やごみ処理費用の削減にもつながります。市で実施している資源回収
やごみの減量方法についてご紹介しますのでご覧ください。
　ごみを減らしリサイクル量を増やすため、ご協力をお願いします。

古紙・古着行政回収（ごみステーション回収）は、地域の有価物集団回収（廃品回収）を補填するために
実施するものでありますので、できる限り地域の団体が実施する有価物集団回収をご利用ください。

新聞紙・書籍
などにリサイクル

ダンボール・紙筒
などにリサイクル

トイレットペーパー
などにリサイクル

菓子箱・書籍
などにリサイクル

ダンボール
などにリサイクル

古紙（新聞、ダンボール、紙パック、雑誌・雑がみ）

新　聞
折り込みチラシも可

ダンボール
ガムテープやラベル

などは取る

紙パック
アルミコーティングの
ものは燃えるごみへ

雑　誌 雑がみ

平成27年度のごみ排出状況
安中市 群馬県 全国

１人１日あたり
ごみ排出量

977ｇ
(28年度：972ｇ)

1,031ｇ
（ワースト3位）（ワースト3位） 939ｇ

ごみステーションに
出された１人１日あたり

燃えるごみ排出量
611ｇ

(28年度：611ｇ)
575ｇ

（ワースト1位）（ワースト1位） 421ｇ

※１人１日あたりごみ排出量＝総排出量÷総人口÷日

種類ごとに紙ひもなどでしばってください
（雨天でも回収します）

雑がみも大切な紙資源です
　雑がみとは、「新聞」「ダンボール」「紙パック」「雑誌」以外のリサイクルできる
雑多な古紙のことです。
　燃えるごみの量を減らすためには、雑がみの分別がとても大切です。

出し方の例

紙袋に入れる

まとめてひもでしばる

●チラシ　●包装紙　●紙袋　●封筒
●はがき　●ダイレクトメール
●カレンダー　●ノート　●メモ用紙　
●ティッシュや菓子などの紙箱　
●使用済みコピー用紙　
●広報誌　●ポスター　
●トイレットペーパーやラップの紙芯

　　など



●ジャンパー　　●スーツ・ジャケット　　●コート　　　　

●Ｔシャツ・ポロシャツ　　●ワイシャツ・ブラウス　　

●トレーナー　　●下着類　　●スラックス・ジーンズ　　

●スカート・ワンピース　　

●トレーニングウェア　　

●靴下（ストッキングを除く）　　

●セーター　　●着物・帯　　

●ネクタイ　　●子ども服　　など

●帽子　　●ぬいぐるみ　　●シーツ

●かばん・バッグ

　(スーツケース、学生かばん等を除く）

●タオル・ハンカチ　　●ベルト

●カーテン（レースを含む）　　など

古着・古布 透明または半透明の袋に入れて、しっかり結んでください
（雨天の日は次回の回収日に出してください）

●カーボン紙、ノーカーボン紙（宅配便の伝票など）　　　●臭いのついた紙（石鹸や柔軟剤の包装箱）
●圧着はがき（公共料金の請求書など）　　　●防水加工された紙（紙コップ、紙皿）　　　●印画紙（写真）
●昇華転写紙（アイロンプリント紙）　　　●カバンや靴などの詰物（緩衝材）
●食品残渣のついた紙（ピザ、ケーキなどの食品を直接包装した容器）
●感熱紙（レシートなど）　　　●箔押しされた紙（金銀の折り紙など）　　　●粘着物（シール、粘着テープ）
●サンプルが付いたままの新聞折込チラシ、雑誌　　　●建材に使用される紙（壁紙、防水シートなど）
●紙以外のもの（不織布[マスク，簡易お手ふきなど]、紙おむつなど）　　　

●濡れているもの(湿気によりカビが発生し、他の衣類もリサイクルできなくなります)

●中に綿などが入っている衣類（はんてん、ダウンジャケットなど）

●布団類（マットレス、敷き布団、掛け布団、座布団、こたつ用布団、枕、毛布など）

●カーペット，じゅうたん　　　　　　　　　　●裁断くず

●汚れが著しいもの、悪臭がするもの　　　　　●ペットに使ったもの

●靴類（靴、スリッパ、サンダル、スニーカーなど）

◦濡れるとリサイクルできませんので、雨の日や雨が降りそうな日、降った後の路面が濡れている日
は出すのを控え、次回の回収日に出してください。
◦ボタン、ファスナー等は取らずにそのまま出してください。
◦燃えるごみ指定袋を使用する場合には、燃えるごみと区別するため、袋の見えやすい場所に「古着」
と書いて出してください。

古紙・古着は以下の３通りで出してください
○有価物集団回収（廃品回収）
　回収日は地域の回収団体にお問い合わせください。
○行政回収（ごみステーション回収）
　月１回水曜日に回収します。回収日は家庭ごみ収集日程表をご覧ください。
○碓氷川クリーンセンターへの直接搬入（種類ごとに分別してください）
　月曜日～金曜日（年末年始を除く）の  8：30～11：30，13：00～16：30に、搬入してください。

注意

○  

出
せ
る
も
の

衣　　類 衣 類 以 外

×  
出
せ
な
い
も
の

次のページ：生ごみの減量・食品ロスの削減、使用済小型家電の出し方　➡

資源回収できないもの（禁忌品） 燃えるごみの日に市指定袋に入れ、ごみステーションへ出してください
（リサイクル品生産工程での機械トラブルや不良品の原因となります）



　平成27年度に群馬県内で出されたごみの約33％が「生ごみ｣ です。そのうち、食べ

残しや期限切れなど、本来食べることができた部分が「食品ロス｣ です。

　県では、「ぐんまちゃんの３キリ運動」を実施しており、「生ごみ」の減量、「食

品ロス」の削減に取り組んでいます。ご協力をお願いします。

ぐんまちゃんの
３キリ運動

平成26年度食品ロス統計調査（農林水産省）平成27年度一般廃棄物実態調査

焼却処分されたごみの内訳 家庭での食品ロスの原因

食材を使いきる
•残っている食材から使いましょう。また
　野菜や果物の皮は厚むきしないようにしましょう。
•週に１回は「冷蔵庫一掃日」（消費期限が近い
　食材を使い切る日）を設定しましょう。

料理を食べきる
•もし食べきれなかった場合は、他の料理に
　作り替えるなど、献立や調理方法を工夫しましょう。
　　　　　【クックパッド消費者庁の公式キッチン】
　　　　　　http://cookpad.com/kitchen/10421939

捨てるときは水をきる
•生ごみを捨てるときは、しっかり水切りをして、　
　ごみの重量を軽くしてから捨てましょう。
　ひとしぼりすることで10％程度減量できます。

❷ 計画的に買う
•必要な食品を、必要なときに、必要な量だ

け購入しましょう。買い物に出かける前に
は、冷蔵庫の中をチェックしてみましょう。

•必要以上に買った場合は冷凍保存も活用しましょう。
•ばら売り・量り売りなどを積極的に利用しましょう。

❶ 賞味期限を正しく理解する
　食品の期限表示は、「消費期限」と「賞味期限」
の２種類があり、いずれも開封していない状態で
表示されている保存方法で保存した場合の期限が
表示されています。
　消費期限は、「食べても安全な期限」で品質の
劣化が早い食品に表示されています。賞味期限は

「おいしく食べることができる期限」で、比較的
品質が劣化しにくい食品に表示されています。
　賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で
食べられるかどうかを判断することも大切です。

❸ 「生ごみ処理機」で堆肥化できます
  市では、ごみの減量化および生活環境の美化保全を図る目的で、生ごみ処理機購入に対して
補助金を交付しています。
補助金額：購入価格の２分の１
　【上限－地面据置式（コンポスター等）：3,000円　EM菌発酵式（EMボカシ）：2,000円　電気式：20,000円】
申請先：環境政策課（碓氷川クリーンセンター内）または松井田支所総務管理課管理係
※申請には次のものが必要です
　・領収書（処理機単品でレシートでないもの)　　・申請者名義の通帳（郵便局を除く)　　・印鑑

資料提供：群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課

生ごみの減量・食品ロスの削減



　使用済小型家電には、貴金属やレアメタルなど有用な資源が含まれていま
す。市内６か所に回収ボックスを設置していますので、ご家庭で不要になっ
た使用済小型家電を投入し、資源の有効利用にご協力ください。

回収する小型家電
電気や電池で動く電化製品およびその付属品（リモコン、ACアダプタ、電
気コード、充電器など）のうち、回収ボックスの投入口（横30センチ×縦
15センチ）に投入できるもの。
※携帯電話やスマートフォンは、専用の投入口（横10センチ×縦５センチ）

があります。

黄色い箱とのぼりが目印です

●電話機、携帯電話、PHS、スマートフォン
●ノートパソコン、周辺機器
●デジタルカメラ、ビデオカメラ
●ドライヤー、電気かみそり、電動歯ブラシ
●ゲーム機（据置型、携帯型）、コントローラー
●カーナビ、カーオーディオ
●電子辞書、電卓、電子書籍端末
●電子体温計、電子体重計、デジタル歩数計
●アイロン、懐中電灯、時計　　　　　　　など

回収ボックスの設置場所
施設名 設置場所 利用時間

市役所本庁舎 正面玄関入り口 月曜日～金曜日　8：30～17：15（祝日を除く）
松井田庁舎 正面玄関入り口 月曜日～金曜日　8：30～17：15（祝日を除く）

碓氷川クリーンセンター プラットホーム内 月曜日～金曜日　8：30～11：30,13：00～16：30
文化センター 事務所横 9：00～18：00（休館日〔毎週火曜日〕を除く）

松井田文化会館 正面玄関入り口 9：00～18：00（休館日〔毎週月曜日及び毎月月末〕を除く）
スポーツセンター 事務所横 9：00～21：00（祝日を除く第2,4,5月曜日は17：00まで、休館日を除く）

投入時の注意
•個人情報は必ず消去してから投入してください。
•一度投入したものは返却できません。
•電池は取り外し、市で配布した「使用済乾電池保管回収袋」に入れて年4回の収集日に出してください。
　（ボタン電池，充電池は出せません。下記の回収協力店にお持ちください）
•投入口に入らない大きさのものは必ず持ち帰ってください。
•業務用、事業者から排出されたものは回収できません。

回収協力店 住所 ボタン電池 充電池
㈱ヤマダ電機テックランド安中店 安中2-17-10 ○ ○
㈱セキチュー安中店 原市2-1042-1 ○ ○
コメリハード＆グリーン松井田店 松井田町松井田704-1 ○ ○
㈱多胡電化 安中3-22-23 ○
眼鏡市場安中店 安中1-50-1 ○

次のページ：
廃食用油の出し方・
ごみの出し方　　➡

出せるものの例

使 用 済 小 型 家 電



　市内３か所に回収ボックスを設置し、家庭で使用された廃食用油（使用済み食用油）を回収しています。下記
の場所の回収ボックスに入れてください。
　回収した廃食用油は売却し、燃料などにリサイクルされます。皆様のご協力をお願いします。

出し方
ペットボトル（２リットルまで）に入れ、油がこぼ
れないようしっかりフタを閉めてください。（未開
封のものについてはそのまま出せます。）
※天かすなどの不純物は、できる限り取り除いてく

ださい。
※賞味期限切れの油でも出せますが、ビンの容器で

は出さないでください。

ご紹介したごみ減量方法を実践していただくほか、
•買い物の時はマイバッグを持参する　•マイ箸，マイボトルを使う
•詰替え商品を選ぶ　•リサイクルショップやフリーマーケットを利用する
など、ごみを発生させないような心がけが、ごみ減量にとって重要です。

○ 収集できる油
家庭から出る液状の植物性油（サラダ油、
なたね油、ごま油、コーン油、ひまわり
油、大豆油、米油、オリーブオイル）

回収ボックス設置場所
市役所本庁舎・正面玄関入口横　　月曜日～金曜日　8：30～17：15（祝日を除く）
松井田庁舎・正面玄関入口横　　　月曜日～金曜日　8：30～17：15（祝日を除く）
碓氷川クリーンセンター　　　　　月曜日～金曜日　8：30～11：30, 13：00～16：30

× 収集できない油
豚油（ラード）、牛脂（ヘット）、魚油、
鉱物油（エンジンオイル、灯油等）、一
部の植物油（パーム油、ヤシ油）

こぼれないようフタを
しっかり閉めてください

開封済みのものは
ペットボトルに移しかえる

■燃えるごみ■
燃えるごみ指定袋に入れて出してください
価格：大袋－45リットル×20枚  各210円（税込み）　　　小袋－20リットル×40枚
※燃えるごみ指定袋以外で出された場合は回収し

ません。
※ごみステーションに１回に出す量は、大袋５袋
以内でお願いします。それ以上出したい場合は、
指定袋に入れて碓氷川クリーンセンターへ搬入
してください。

■蛍光管・白熱電球■
購入時のケースや新聞紙などの古紙に包んで出し
てください。
※長さが１メートルを超える蛍光管は出せません。

碓氷川クリーンセンターへ搬入してください。

■燃えないごみ（金物類・ガラス類）■
透明または半透明の袋に入れて出してください
※缶・ビンはリサイクルされますので、中身は必

ず出し、きれいに洗ってください。

■乾電池■
市で配布した「使用済乾電池保管
回収袋」に入れて出してください
※ボタン電池および充電池は回収

できません。回収協力店（前ペー
ジ参照)へお持ちください。

ご み の 出 し 方

ごみの減量は
ごみを出さない
心がけから

廃 食 用 油


