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資源集団回収は、自治会や町内会が回収業者と直接契約し、古紙、古布を中心に回収を
行う方法です。横浜市の古紙と古布の回収は、100％が資源集団回収で実施されてい
ます。読者の皆さんの自治会・町内会でも古紙・古布は資源集団回収に出しているはず
です。そこで今回は、資源集団回収の資源物の分別と出し方の基本をご紹介します。

横浜市の古紙・古布の回収を担う
資源集団回収をもっと上手に活用しよう
浜市の資源集団回収は
1990年代に急速に普及

会、小学校などが独自に回収し、専

内会が急増します。資源集団回収に

門業者に売却していました。1980

よる資源物の回収量の推移を見ると、

年代前半に全国各地で集団回収と

1990年から一挙に増加しているの

資源集団回収は、横浜市が回収を

いう資源物回収の方式が行われるよ

がわかります
（グラフ1）
。その後、

行う「行政回収」とは異なり、
自治会・

うになり、横浜市でも導入する自治

2003年に「横浜G30プラン」が策

町内会が回収業者と直接契約し、資

会・町内会が出始めます。横浜市は、 定されたことで、さらに資源物回収

源物の回収を委託する方法です。横

1983年に自治会・町内会の自主的

量は増えています。

浜市の古紙と古布は、100％が資源

な資源集団回収に対して、リヤカー

燃 やすごみに混入しやすい
古紙をしっかり分別

横

集団回収によって収集されています。 などの現物支給による助成を開始し
今回は、資源集団回収に資源物を出

ますが、まだ資源集団回収は一般

すときの分別方法や基本的なマナー、 的ではありませんでした。横浜市が

資源集団回収に出される資源物で

1989年に自治会・町内会、PTAな

一番多いのが「古紙」です。古紙は

どの登録団体に対して、定額制奨励

「新聞紙」
「段ボール」
「雑誌」
「その

歴史について説明しておきましょう。 金を交付するようになり、翌1990

他の紙」
「紙パック」の5種類に分

豆知識などをご紹介します。
最初に、資源集団回収の簡単な
かつては、古紙やびん、缶の回収

年には奨励金を従量制に変更すると、 別して出すことになっています。こ

は廃品回収と呼ばれ、自治会や町内

資源集団回収を導入する自治会・町

Jul. 2016 No. 260-01

れらの古紙を出すときに、混ぜては
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グラフ1：資源集団回収量（古紙類、布類、金属類、びん類）の推移
（万トン）
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表 1：紙類にまぜてはいけないもの（禁忌品）

感熱発泡紙

（点字などに使用されている熱を加えたところが盛り上がる紙）

その他紙以外のもの（プラスチック、金属、木、布など）

出典：横浜市資源循環局

いけないものとして、
「禁 忌 品 」と

回収場所に資源物を出す場合には、 チック製容器包装」などの行政回収

呼ばれるものがあります
（表1）
。汚

必ず品目ごとに分けて出すことに

と回収日が同じ場合には、それらが

れた紙や銀紙、内側がアルミ貼りの

なっています。先述した5種類の紙

混じってしまうこともあります。整

紙などは、読者の皆さんもよくご存

のほかに、
「古布」や自治会・町内会

理されていない回収場所は、混乱に

知だと思います。他にも、ヨーグル

によっては「アルミ缶」も回収対象と

よるごみと汚れを呼び込み、ますま

トやアイスクリームなどの汚れや臭

なっている場合があります。これら

す美観を損なっていくのです。

いが付いている紙、洗剤類の強い臭

を決められた回収日に、決められた

ここで、回収場所をきれいに使う

いがついている紙なども禁忌品とな

回収場所に出すわけですが、ちょっ

ために、出し方のちょっとしたテク

るので、その他の紙などに混じらな

としたマナーで回収場所の美観と回

ニックをご紹介します
（写真3）
。最

いように注意してください。

収作業の効率が変わってきます。

初に資源物を出す人が、回収場所

また、家庭から出される「燃やす

3ページに資源物の出し方の「良

全体を使って、品目ごとにたっぷり

ごみ」の内容物を調べる「組成調査」

い例」と「悪い例」を掲載しました
（写

スペースをとって出すようにします。

によると、燃やすごみにはリサイク

真1・2）
。良い例では、品目ごとに

次の人は、最初に置かれた資源物と

ル可能な「古紙」が約1割も混入し

それぞれ置き場所を決めて、資源物

同じ資源物を並べたり、重ねたりし

ていることが分かっています。特に

を整理して出しています。一方の悪

て出します。次の人も同様にするこ

「その他の紙」を燃やすごみに入れ

い例では、品目に関係なく、すべて

とによって、自然と品目ごとに整理

てしまうことが多いようです。せっ

の資源物が山積みになっているため、 された状態になるのです。あらかじ

かくの再生可能な資源物なのですか

散らかってごみが散乱しているかの

め回収場所を利用する皆さんで話し

ら、家庭で紙類をごみ箱に捨てると

ように見えます。美観を損ねるだけ

合って、出し方をルール化する必要

きには、ちょっと手を止めて、リサ

でなく、回収車が品目ごとに回収す

がありますが、皆さんが協力し合っ

イクルできる紙かどうかをぜひもう

るために、積み上げられた山の中か

て、ちょっと気を遣うだけで、きれ

一度考えてみてください

ら目的の資源物を探し出さなくては

いな回収場所が維持できるのです。

利

ならず、余計な時間がかかってしま

しっかり
新 聞・雑誌を
確実に結ぶテクニック

用者が協力し合って
回収場所をきれいに使う

ここからは、資源物を出すときに
参考にしていただきたい基本的なマ
ナーについてご紹介します。

います。また、山になった資源物を
ごみだと思って、通りかかった人が
他のごみを出してしまうことも考え
られます。さらには、
「燃やすごみ」
「缶・びん・ペットボトル」
「プラス
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新聞や雑誌を束ねたときに、しっ
かりと縛ったはずなのに、持ち上げ
るとバラバラになってしまった経験

写真 1：資源物の良い出し方

写真 2：資源物の悪い出し方
資源物の品目ごとに

すべての資源物が混

出す場 所を分けて、

じっています。隠れ

混じらないように出

た資源物の回収漏れ

してください。

などが起こりやすく
なります。

写真 3：回収場所の上手な利用法

最初に出す人が品目ごとにそれぞれを少

次の人からは、同じ品目の近くに出すよ

整理しなくても自然に品目ごとにきれい

し離して出します。

うにしていきます。

に分かれて出されていきます。

図 1：新聞・雑誌の束ね方テクニック
①ひもを4の字に

②輪の部分を上に

置き、交差した

引き上げ、ひも

上に新聞・雑誌

の両端を輪の下

を載せます。

に潜らせます。

a

④ひもの両端を a の
下に潜らせ、反対

c

③図のように輪の反
対側に引き、ひも
の緩みを取ります。

b

方向に強く引いて

⑤ひもの根元を輪にし
ながら、両端を bと c
の下を潜らせてから

さらに緩みをとり

輪の中に通して結び

ます。

ます。

がありませんか。そこで、女性でも

廻さなくても、縛った後にひもの輪

のまま壁などに貼って掲示できます

しっかりと結ぶことができて、ひも

から中身が落ちてしまうこともあり

ので、活用してください。

が少し緩くなっても新聞や雑誌が

ません。結ぶときに束をひっくり返

資源物の回収は、原則として朝8

落ちない結び方を紹介します
（図1）
。 したり、持ち上げることもないので、 時から回収をスタートし、午後4時
結び方の名称はありませんが、最初

力も必要ないのです。慣れてしまえ

には終了します。そのため、資源物

のひもの置き方から、
「4の字結び」

ば、短時間で結ぶことができますの

は当日の朝8時までに出してくださ

で、試してみてください。

い。朝8時以降に出された資源物は

資

回収することができません。正しい

「α
（アルファ）結び」と呼ぶ人もい
るようです。詳しい結び方は、上の
図解を見てください。
この方法は、ひもの緩みをとる

源集団回収の
資源物の分別について

分別と、上手な回収場所の利用、ルー
ルを守った資源物の出し方など、市

作業を2回行うため、比較的しっか

4ページに資源集団回収の分別表

民の皆さんと回収業者が協力し合っ

りと結ぶことができます。また、ひ

を掲載しています。分別する際の注

て、これからも資源物のリサイクル

もを周囲にぐるぐると二重、三重に

意点なども書き添えてあります。そ

を推進していきましょう。

Jul. 2016 No. 260-03

特集 資源集団回収の正しい分別と出し方

資源物集団回収の分別表
新聞紙

回収された資源物は、それぞれが別の資源となます。
そのため、必ず品目ごとに分別してください。

段ボール

雑誌

四つに折ってから重ね、十文字

箱を開いて潰し、重ねて縛って

重ねて縛って出します。たとえ

に縛って出します。折り込みチ

出します。箱の中にその他の紙

冊数が少なくても新聞やその他

ラシが入っても大丈夫です。カ

を入れないでください。ビニー

の紙などを一緒に束ねないでく

ビが生えた新聞は出さないでく

ルやアルミコーティングされた

ださい。CDやDVDなどの付録は

ださい。

段ボールは出せません。

外してください。

その他の紙

紙パック

紙袋に入れ、袋の口を閉じて出

「紙パックマーク」が付いた飲

古布

洗って乾かし、ビニール袋に入

します。燃やすごみの混入が多

料用パックが対象です。洗って、

れ、口を閉じて出します。ビニー

いので注意してください。シュ

開いて乾かし、重ねて縛って出

ル袋以外に入れるのは避けてく

レッダーした紙は、紙袋かビニー

します。プラスチックの蓋やス

ださい。雨の日には出さないで

ル袋に入れて出してください。

トローは外してください。

ください。

小結くん

牛乳パックから再生した紙ひもです。新聞や雑誌
を束ねるときに使えば丸ごとリサイクルできるので
手間と時間が省け、ごみ減量にも貢献します。

240円

バラ売り
1 巻き
（90m）

10,800円

箱売り
1 箱（50 巻入り）

●お問い合わせ・ご注文……横浜市資源リサイクル事業協同組合 事務局 TEL：045-444-2531
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「小結くん」はリサイクル組合の登録商標です。

E-mail：mail@recycledesign.or.jp

Jul. 2016 No. 260-05

リ
メ
イ
ク料理
編

今月の残りもの料理

ひき肉とコーンの
キーマカレー
カレーの残りはたくさんのリメイクが
可能です。どこのご家庭にも定番のア
レンジがあると思います。そこで今回
は、あまり見かけないちょっと変わっ
たアレンジレシピをご紹介します。

カレードリアのパプリカ焼き
材料（2 人分）
カレー……お玉 1 杯強
パプリカ（赤）……1 個
ご飯……茶碗に軽く1.5 杯分
ピザ用チーズ……大さじ2
粉チーズ・塩・こしょう……適量
❶ボウルに温かいご飯とカレー（大さじ2を残し
た量）を入れて混ぜ、塩・こしょうで味を調える。
❷パプリカを横半分に切り、ヘタと種、ワタを取り
除く。
❸❶をパプリカに詰め、残りのカレーを大さじ1 ず
つかけてからピザ用チーズと粉チーズをのせる。
❹耐熱器にのせてオーブントースターで 15 分程焼
く。こんがりと焼き色がついたらできあがり。

カレー風味の坦々うどん

材料（1 人分）
カレー……大さじ4
冷凍うどん……1 玉
鶏ガラスープの素……小さじ1
水……カップ 1
豆乳……大さじ5
ゴマドレッシング（市販）……大さじ１
水菜（ざく切り）……適量
❶器にゴマだれを入れておく。
❷鍋に水と鶏ガラスープの素を入れ、沸騰したら
カレーと豆乳を加えて、さっと混ぜる。
❸熱湯に冷凍うどんを入れ、ほぐしながら１分ほ
ど温める。
❹❶の器に❷のスープを入れ、軽く混ぜる。湯切
りしたうどんを入れて水菜をのせ、ごまを振る。
好みでラー油をかけても美味しい。
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横浜開港祭で分別体験ブースを出展
リ サ イ ク ル 組 合 は、 ６ 月 １ 日
（水）
、２日（木）に開催された「第

問をする姿が印象的でした。
リサイクル組合では、今後もさ
まざまな活動を通して、分別知識

分別体験ブースを出展しました。

の普及活動に努めるとともに、皆

２日間の合計で 139 名の方に体験

さまと一緒に３Ｒが浸透した街づ

いただき、完璧に分別できた方に

くりに貢献していきたいと思いま

贈られる「パーフェクト賞」が２

す。今後も各種イベントでリサイ

組出ました。特に２日は横浜市内

クル組合のブースを見かけた際に

の小学校が休みということもあり、

は、ぜひお立ち寄りください。

当日はたくさんの方に来場していただきました。

午前中からたくさんの家族連れの
方々にご来場いただきました。子
ども達と楽しく分別体験をしたあ
と、答え合わせでは、お父さんや
お母さんが分別について熱心に質

■「第35回横浜開港祭2016」
主催：横浜開港祭協議会
会期：2016年6月1日（水）、2日（木）
場所：臨港パーク（分別体験ブースは会場内のエコキッズパークに出展）

配布される

今年のテーマは
応募要項
「みんなでつくる環境未来都市・横浜」
今回は、応募のテーマについてお話しま
す。2000年の開始時より、 3R や もっ
たいない といった環境を思う子どもたち
の想いを募ってきました。2012年からは
横浜市との共催が実現し、 環境未来都市
という一見難しいテーマについて考えてい
ただいています。
環境未来都市には5つのキーワード「低
炭素・省エネ社会」
「クリエイティビティ」
「チャレンジ」
「水・自然環境」
「超高齢化対
応」
があります。環境問題だけではなくもっ

と広い視点から「横浜」について家族で考
え、表現していただきます。きっと思いも
よらない気づきや提案が集まるはずです。
そんな自由な発想の素敵なメッセージを
受け止めてくれるサポーターを募集してい
ます。市民選考会や個人協賛など皆さまに
参加していただく機会を設けていますので
ぜひ検索してみて下さいね！
詳しくは「環境絵日記」で検索してください。
■問合せ先：横浜市資源リサイクル事業協同組合『環境絵日記』係
TEL：045-444-2531 FAX：045-444-2532

2015年度の市長賞
受賞作品

！
表紙に登場会 戸塚区前田町町内会
今月の町内
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35 回横浜開港祭 2016」において、

月刊リサイクルデザイン
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早朝ウォーキングで集積所を巡り、 街の美化に取り組む町内会

前田町町内会は入会世帯

ます。ひと月に約30リットル集

「リサイクルデザイン」の冊子

まり、業者を通じて車や発電の

を毎月全世帯に配布していただ

燃料などに生成されるそうです。

いており「リサイクル業界の情

会独自の取組みとして、廃油の

また、早朝ウォーキングをしな

報から家庭での分別まで、わか

回収を通年で行っており、町内

がら町内の集積所を巡回し、各

りやすく書かれていて、啓発資

会館での会議やイベントなどの

所の美化や分別の指導もしてい

料として活用しています」との

際に各ご家庭から持ち寄ってい

るとのことです。

お言葉をいただきました。

リサイクルデザインのバックナンバーは、
ホームページからもご覧いただけます

http://www.recycledesign.or.jp/rd/

スマホ、
タブレットなどはこちらの
QRコードからアクセスできます。

本誌は古紙70％の再生紙と環境にやさしいNonVOCインキ、
油性インキ「SOYA-eシリーズ」を使用しています。

数 が1,500 世 帯、 地 域 の85 ％
の世帯が入会しています。町内

