
令和元年度 ごみと資源物の処理経費
３０億1，770万円でした

　これは市民一人あたり年間約11，275円です。
なお、指定ごみ袋などの売り上げ収入は約３億5,100万
円、この収入はすべてごみの減量とリサイクル経費にあ
てています。

　ごみステーションは町内会、マンション・アパート管理者が維持管理をしています。
　必ず、お住まいの地域で決められたごみステーションにごみや資源物を出しましょう。通りすがりに他の町内
会等のごみステーションには出さないでください。

　令和元年度のごみと資源物の
総排出量は、平成30年度と比
べ、245トン少ない87，417ト
ンでした。市民１日1人あたり
の排出量は892グラムとなりま
す。市民の皆さんのごみ減量へ
のご協力に感謝申し上げます。
　一方で「燃やすごみ」の中には
「古紙類」など分別すれば資源と
なるものが、まだ多く含まれて
います。引き続き、ごみの分別と
減量に一層のご理解とご協力を
お願いします。

令和元年度のごみと資源物令和元年度のごみと資源物ご協力に感謝します！

ごみの総排出量

お住まいの町内の決められたごみステーションを利用しましょう

　新型コロナウイルス感染状況や防災情報などをお知らせする市公式ＬＩＮＥから、翌日に収集するごみの
種類をお知らせできるようになりました。ぜひ友だち登録をして、日々の暮らしにお役立てください。

★登録方法★

▲詳しくはこちら

市公式ＬＩＮＥを
友だち登録して
ください

市公式 でごみ収集日をお知らせしますＬＩＮＥ
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「受信設定」を押して
ください

「ごみの日」の「選択」を
押してください

配信を希望する地域の収集
カレンダーを選択し、登録
ボタンを押してください

3R を生活の中に
Reduce
リデュース

リユース

リサイクル

ごみを出さない

繰り返し使う

再び資源にする

Reuse
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　この情報誌では、長岡市のごみ
の現状や、ごみの減量とリサイク
ルを進めるための取り組みを紹介
していきます。

長岡の環境キャラクター 
ペギーちゃん

令和２年11月

？「プラスチック容器包装材」で出せるものは？

　プラスチックごみ削減のため令和２年７月１日から全国の小売店でレジ袋の有料化が義務付け
られました。
　プラスチックは成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高く、私たち
の生活のあらゆる分野で役立っています。その一方で、海洋プラス
チック問題や地球温暖化の課題もあり、プラスチックの過剰な利用を
抑え、賢く利用していく必要があります。
　マイバックの持参やプラスチック製のスプーン・フォークを使わな
いなど、プラスチックごみ削減への意識を広げていきましょう。

マイバック
持ち歩いてますか
マイバック
持ち歩いてますか

ご家族みなさんで
お読みください

このマークがあるもの

プラスチック容器包装材の詳細はこちら▶ 長岡市　プラスチック容器包装材

プラスチック容器包装材の一例プラスチック容器包装材の一例

卵等のパック 食品トレー 洗剤、シャンプー容器 マヨネーズ等のチューブ レジ袋、生活用品の袋 洗面器 バケツ フォーク・スプーン コップ発泡スチロール

　「プラスチック容器包装材」とは、商品の容器や包装に使用されてい
たもので、商品（中身）が消費されたり、分離された際に不要になるプ
ラスチックのことです。
　洗面器やバケツ、コップなど、プラスチック製の製品は「プラスチック容器包装材」ではありません。
これらの商品は「燃やさないごみ」に出しましょう。

プラスチック容器包装材ではないプラスチック容器包装材ではない
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　ごみ収納枠が強風で飛ばされると、人や自
動車にぶつかるなどの重大事故につながりかね
ません。ごみ収納枠を固定したり、重しをのせ
るなどして風で飛ばされないように、十分な管
理をお願いします。

ごみステーションの強風対策をお願いしますごみステーションの強風対策をお願いします

入賞作品は市のホームページで紹介しています。（トップページで「エコロジー標語コンクール」と検索）

令和2年度

Q. 受賞者にお聞きしました。　環境にやさしい取り組みをしていますか？

❶ごみ箱にごみ袋をかぶ
せ、ごみ袋からはみ出さ
ないように入れましょう。

❷ごみ袋がいっぱいに
なる前にしっかりし
ばって出しましょう。

❸ごみを捨てた後は石
鹸を使ってしっかり手
を洗いましょう。

使用済みのマスク等を捨てる際は、次の３つのことを心がけてください。

エコロジー標語コンクールの
金賞を作品紹介します

ご家庭でのマスク等の捨て方ご家庭でのマスク等の捨て方

　ぼくの家では、６人家族なので料理
をたくさん作りますが、ひとりひとり
が食べきれる量で作ってもりつけま
す。だから家族みんなが、残さずきれい
に食べています。食べることでゴミが
へらされるので、みんなも食べものを
ゴミにしないように、ぼくたちの取り
組みがお手本になるようにこれからも
家族でつづけていきたいと思います。

𠮷野　友月さん
中之島中央小学校 ３年

金賞金賞 テーマ：自分の家でできる
　　　　エコな取り組み

たべものは  
　ごみにさせない  のこさない

　エコバックを使って買い物をしてい
ます。また、家族でペットボトル、ティッ
シュケースを使った工作もしています。
こういった小さな気づかいでも、地球
の資源が守られていくのだと思うと、
とてもうれしくなるのと同時に、もっ
とエコ活動に貢献していきたいと思い
ました。

田井　杏莉さん
山本中学校 １年

金賞金賞 テーマ：地球温暖化防止の
　　　　ためにできること

めんどうくさい
　そんなエゴより　エコ活動

　ぼくの家では、買い物のときレジ袋
をことわりエコバックを使います。エ
コバックを使えば、資源の削減につな
がりかんきょうにやさしいと思いま
す。ぼくも、買い物をするときはエコ
バックを持参して、レジ袋を使わない
ようにしたいです。

渡邉　綾汰さん
福戸小学校 ５年

金賞金賞 テーマ：ごみの削減と
　　　　資源物のリサイクル

いりません  
　その一言で  ゴミ削減

危険ですので、「燃やさないごみ」では出さないでください。危険ですので、「燃やさないごみ」では出さないでください。

対象の電池等
（家庭で使用したもの） 出　　し　　方

●リチウムイオン電池
●ニカド電池
●ニッケル水素電池

●電子たばこ
●モバイルバッテリー本体

リチウムイオン電池などは
「スプレー缶類・発火物・有害物」に出しましょう
リチウムイオン電池などは
「スプレー缶類・発火物・有害物」に出しましょう

①充電式電池を機器から外す。
　（電子たばことモバイルバッテリーはそのままでもＯＫです。）

②金属端子部分にテープを貼り絶縁する。

③透明または半透明の袋に入れ、口を結び、「キケン」と表示する。
絶縁のイメージ

リサイクルマークが目印です！

電池を機器から取り外してください。

ニカド
電池

ニッケル
水素電池

リチウムイオン
電池

　昨年12月13日に火災となったばかりの
鳥越クリーンセンター粗大不燃ごみ処理施
設において、８月７日、また爆発・火災事故
が発生しました。
　原因は、「燃やさないごみ」の中にスプレー
缶が混入したものと思われます。
　スプレー缶やリチウムイオン電池などの充
電式電池は爆発や火災の原因となり大変危険
ですので正しく分別して出してください。

　リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、強い圧
力がかかると発熱・発火し、収集車両や処理施設の火災
事故につながり、作業員や建物に重大な被害を及ぼす恐
れがあります。
　危険ですので「燃やさないごみ」では出さないでくだ
さい。

「燃やさないごみ」では絶対に出さないでください！

事 ！故 が 発 生 し しま また た


