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Ａ１．燃やすごみの量が減るから

Ｑ．分別はなぜ必要？

13

Ａ２．資源を再利用できるから

Ａ３．環境に負荷をかけないから

全部正解

・分別するのは大変、でも、皆さんの協力で一年間で約2,804トンが資

源ごみとして収集されています。

・最終処分場の延命や資源の有効活用を行うことで、自然環境への負荷を軽減で
きます。

それでは、本市の分別方法を見てみましょう。
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ごみの分別クイズ
次のうちリサイクルボックスに捨てられる品目は？

①ペットボトル

②せともの類

③家電４品目

④パソコン

⑤ガラス類
⑥ガスボンベ
スプレー缶

⑦カン ⑧ビン
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ごみの分別クイズ

①ペットボトル
…資源ごみ

③家電４品目
…大阪狭山市内の郵便局で料

金支払い後、回収申し込み

④パソコン
…メーカー回収

②せともの類
⑤ガラス類
…粗大ごみ

⑥ガスボンベ
スプレー缶

⑦カン ⑧ビン

・ガスボンベ・スプレー缶は
必ず中身を使い切って出す。

・香水のビンなども出していただけます。



ごみの分別

・もえるごみ
１．生ごみ類

２．小さなプラスチック類

３．皮革類

４．小さいおもちゃ類

５．その他

６．ふとん、座ぶとん類

16

★貼るのは粗大ごみシール！

★剪定した庭木や葉で半透明の袋に入る場合は、もえるごみ専用シールを
貼って、もえるごみの日に。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ノート



・粗大ごみ
１．せともの類

２．ガラス類

３．家具類

４．大きなプラスチック類

５．その他

★小さいものはごみ袋に入れ、大きいものは１点につき１枚のシールを貼って！

★刃物類は新聞紙などに包んで「危険物」と表示を！

★剪定した庭木の太い枝等は束ねて、粗大ごみの日に。

ごみの分別
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ごみの分別
・資源ごみ

１．カン・ビン

２．ペットボトル

３．発泡スチロール

食品トレイ

４．金属、家庭電化製品

５．牛乳パック

18



ごみの分別

１．家電４品目

エアコン

テレビ(ブラウン管､液晶･プラズマ)

冷蔵庫・冷凍庫、

洗濯機・衣類乾燥機、

★別途､リサイクル料金が必要
です。

19

リサイクル資源
２．古紙､雑がみ、ダン
ボール､ぼろ布等

★自治会や子供会などが
集団回収しています。

３．パソコン

★メーカー回収となりま
す。
（平成15年10月以前に購入した

製品は有料）
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もえるごみと粗大ごみの行先

南河内環境事業組合第１清掃工場

富田林市甘南備 （富田林市大字甘南
備）

もえるごみ
13,003ｔ

粗大ごみ
1,584ｔ

大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェニックス）
泉大津沖処分場

（焼却灰）

持ち込みごみ

1,374ｔ

自家用車等

直営収集車
委託業者

３ｔ車で
4,335台
1日約14台

直営収集車
3ｔ車で
466台

1日約2台

http://www.google.co.jp/url?url=http://illpop.com/png_carhtm/struck_a04.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=L8EjVOfXO9Xl8AW7yYC4DA&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNE_AQOa-8aQ5u4pzRl2buSGOwUPvw


資源ごみ収集量
2,803.63ｔ

カン・ビン

583.56ｔ

発泡スチロール
トレイ

その他プラ
（モデル地区）

31.44ｔ

PETボトル

113.92ｔ

金属類

16.22ｔ

牛乳パック

2.70ｔ

古紙類

2039.68ｔ

調理くず

16.11ｔ

リサイクル施設にて選別と圧縮

資源ごみの行方

売却

金属業者

カン

ビン製造業者

無色・茶ガラス

売却

・ＰＥＴボトル

・プラスチック製容器包装

・発泡スチロールトレイ

・その他色ガラス

日本容器包装

リサイクル協会

指定法人

処理委託

売却

くず鉄業者

牛乳パック協力会

（ボランティア）

整理作業

製紙業者

売却

自治会、

子供会等

集団回収

無料提供

古紙業者

資源再生センター

有機肥料

（ﾄﾐﾔﾏゆうき）

21



皆さんも自分
にあった
４つめの
「Ｒ」
を見つけてく
ださい！！

時代は〝３Ｒ〟から〝４Ｒ〟へ

22

4つめの「Ｒ」
・ＲＥＦＵＳＥ(レジ袋等を断る)
・ＲＥＰＡＩＲ(修理して使う)
・ＲＥＮＴＡＬ(借りる)

①ＲＥＤＵＣＥ （ごみをつくらない）
②ＲＥＵＳＥ （繰返し使う）

③ＲＥＣＹＣＬＥ（資源として再生利用）



ごみ減量の工夫

★不要なものを買わない
・買う前に本当に必要なのか考える

★分別を徹底する
・識別マークを確認して、キチンと分別する

★過剰包装を断る
・シャンプーなどは詰め替え用を利用し、簡

易包装に協力する。

★買い物袋を持参する
・マイバッグを持参して、レジ袋を断る

★生ごみは水切りをする
・ごみ袋に入れる前にしっかり水切りする

23
福井県のホームページより



マーク 法律、運営主体名等 説明

飲料缶の識別マーク 資源有効利用促進法
（平成3年10月から法定表示）

公益社団法人食品容器環境美化協会

・スチール缶とアルミ缶を識別するマーク。

・コーヒー缶、ジュース缶、缶詰、クッキーの缶などはスチール缶。
ビールや炭酸飲料などはアルミ缶が多く使われる

ペットボトルマーク 資源有効利用促進法
（平成5年6月から法定表示）

ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会

・ペットボトルを他のプラスチック

製容器と識別するためのマーク。

・飲料、しょう油、酒等の容器

に表示。

プラスチック製容器包装マーク 資源有効利用促進法
（平成13年4月から法定表示）

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

・ペットボトルマークを表示すべき
容器以外のプラスチック製容器に表
示されるマークで商品を入れたものや、
包んだものに表示。
・食品用トレイ、発砲スチロール、包装
フィルム、袋、シャンプー・リンス容器、キャップ、カップ麺容器等

紙製容器包装マーク 資源有効利用促進法
（平成13年4月から法定表示）

紙製容器包装リサイクル推進協議会

・紙製の容器包装に表示されるマーク

・段ボール製の容器包装と飲料用紙パック（内側にアルミニウムが
張られていないもの）には表示されない。

リサイクルマーク（識別表示マーク）の主なもの

●法律で表示することが定められているリサイクルマーク

24



マーク 運営主体名等 説明

飲料用紙パックマーク 飲料用紙容器リサイクル協議会

（平成12年5月から自主表示）

・アルミなし紙パックに付けられるマーク。

・牛乳の他、ジュース、コーヒー、茶、酒などの紙パックで、アルミニウムを利

用していない飲料用紙容器。

段ボールマーク 段ボールリサイクル協議会

（平成13年2月から自主表示）

段ボールに付けられるマーク。

● 自 主 的に 表示し てい る リ サイ ク ルマ ー ク
リサイクル分別を容易にするために、リサイクル推進団体などが自主的に決めたマーク

● リ サ イ ク ル のため の回収が行われて い る商品のマ ー ク

マーク 運営主体名等 説明

ＰＣリサイクルマーク パソコン３Ｒ推進協会

（平成15年10月以降に販売された家庭
向けパソコンに貼付）

このマークのついたパソコン、ディスプレイは生産者等が無償回収し、

リサイクルします。購入時の標準添付品(マウス、キーボード、スピー

カー、ケーブルなど)も含む。プリンタ、スキャナ、ワープロ、ゲーム機

等は対象外。

25



● 法 律 で 表示する こ と が定め ら れて い る リ サイ ク ル マ ーク そ の他

マーク 運営主体名等 説明

携帯電話

社団法人電気通信事業者協会

情報通信ネットワーク産業協会

携帯電話の部品には、金や銀などの貴金属やパラジウムなどのレアメタル（希少金属）が
部品に含まれています。

● 自 主 的に 表示し てい る リ サイ ク ルマ ー ク そ の他

マーク 運営主体名等 説明

ガラスびんリターナブルマーク

日本ガラスびん協会

ガラスびんは、リターナブルびんとワンウェイびんがあります。
リターナブルびんは、ビールびん、牛乳びんなどの、洗って何度も繰り返し使われるびん
です。ワンウェイびんは、業者が無色、茶、緑などの色別に分類し、洗って細かく砕きカ
レット状になりガラスの原料として再利用されます。

◆ 自 主 的に 表示し てい る リ タ ーナ ブ ル マー ク

26

マーク 法律、運営主体名等 説明

小
形
二
次
電
池

ニカド電池

資源有効利用促進法
（平成13年4月から法定表示）

一般社団法人電池工業会

使い切りの乾電池とは違って、充電して繰り返し使える。携帯
電話やコードレス電話、ノートパソコンなどに使用されています。

密閉型ニッケル
・水素蓄電池

リチウム二次電池

小形シール鉛蓄電池



●家電リサイクル法（平成13年4月に施行）による家電製品４品目
平成16年4月1日より、「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。
平成21年4月1日より、「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が追加されました。

エアコン
テレビ

(ブラウン管､
液晶･プラズマ)

冷蔵庫・
冷凍庫

洗濯機・
衣類乾燥機

27
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◇南河内環境事業組合に搬入できない主なもの（平成27年4月1日現在）

項目 品 目 理 由 処理・問い合せ先

1 エアコン

家電リサイクル法

家電製品協会

2 テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ) 家電リサイクル券センター

3 冷蔵庫・冷凍庫 TEL 0120‐319640

4 洗濯機・洗濯乾燥機・衣類乾燥機

5 パソコン 資源有効利用促進法
パソコン３Ｒ推進協会

TEL 03‐5282‐7685

6 原動機付き自転車・自動二輪車（部品を含む） 処理困難物
二輪車リサイクルコールセンター

TEL 050-3000-0727

7 自動車部品（アクセサリー類は除く）
自動車リサイクル法

販売店、自動車販売店等
処理困難物

8 タイヤ・ホイール（自転車用を除く） 処理困難物 販売店、自動車販売店等

9 バッテリー（乾電池を除く） 処理困難物 販売店、自動車販売店等

10 消火器 処理困難物
消火器リサイクル推進センター

TEL 03‐5829‐6773

11 石油類・オイル類 危険物 販売店・ガソリンスタンド

12 農薬・薬品・塗料 危険物 販売店・メーカー等

13 ガスボンベ・酸素ボンベ・その他ボンベ類 危険物・処理困難物

大阪ＬＰガス協会お客様相談所

一般電話（通話料無料）

TEL 0800‐888‐0412

携帯電話

TEL 06‐6263‐0410

近畿高圧ガス容器管理委員会

TEL 06‐6251‐5179

14
カセットボンベ（中身の残っているもの） 危険物・処理困難物

カセットボンベお客様センター

TEL 0120-14-9996

カセットボンベ（使い切っているもの） 資源ごみ 資源ごみの日に出してください
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項目 品 目 理 由 処理・問い合せ先

15
石膏ボード・耐火ボード

処理困難物 販売店等
断熱材・ガラスウール

16 コンクリート製品（ブロック・物干し台等） 処理困難物 販売店・建材店等

17 瓦・レンガ・タイル 処理困難物 販売店・建材店等

18 土砂・石 処理困難物 販売店・建材店等

19 注射針など鋭利な物等 医療系廃棄物 病院・販売店等

20 耐火金庫 処理困難物
大阪セーフ・ファニチュア協同組合

TEL 06‐6228‐6767

21 オイルヒーター 処理困難物 メーカー・販売店等

22 農業用機械（部品を含む） 処理困難物 販売店等

23 建設用機械（部品を含む） 処理困難物 販売店等

24 電気温水器 処理困難物 販売店等

25 ソーラー給湯器 処理困難物 販売店等

26
エンジン・コンプレッサー

処理困難物 販売店等
発電機等の機械類

27 ピアノ 処理困難物 販売店・メーカー・専門業者

28 電動式ベット 処理困難物 販売店等

29
リフォーム・解体等による建築廃材等

産業廃棄物 専門業者
（材料・畳・浴槽・便器等）

30 建設廃材 産業廃棄物 販売店・建材店等

31 鉄筋・鉄骨・金属魂等の金属類 処理困難物 販売店・専門業者

32 パレット（荷物流通用） 産業廃棄物 専門業者

33 ソーラーパネル（太陽光パネル） 処理困難物 販売店・専門業者

34 スプリング入りマットレス（サイズ問わず） 処理困難物 販売店・専門業者

35
農業用ビニール・畦シート等

処理困難物 販売店・専門業者
（多量のビニール・プラスチック類を含む）
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項目 品 目 理 由 処理・問い合せ先

36

著しい悪臭を発するもの

処理困難物 販売店・専門業者
（嘔吐物、動物の糞その他これに類するもの）

そ ・木製の家具等で、最大辺が180cmをこえるもの

処理困難物 販売店・専門業者

・木材・植木・板切れ等（竹を除く）

太さ25cm以上及び長さ150cmをこえるもの

・竹

の
枝のついているもの及び長さ50cmをこえるもの

・波板（ビニール製）

長さ150cmをこえるもの

・ビニールパイプ

長さ150cmをこえるもの・直径10cmをこえるもの

他
・組合が処理できないと判断するもの

◇ごみの直接持ち込みについて
富田林市・河内長野市・大阪狭山市・河南町・太子町・千早赤阪村以外からのごみを持ち込むことはできません。

その他、下記以外のものでも南河内環境事業組合が、施設において支障をきたす恐れがあると認めるもの等、ごみの種類又は数量によっては
処理できないため持ち込みをお断りする場合があります。
処理困難物の処理については、各取扱店にお問い合わせください。
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