
「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
における使用済み小型家電のボックス回収を終了します

清掃だより
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平成31年3月15日
福生市

生活環境部
環境課ごみ対策係

ご意見・問合せ
☎042-551-1731

平成31年4月からのごみ・リサイクルカレンダーは届きましたか？
　各家庭にごみ・リサイクルカレンダーを配布しています。まだお手元に届いていない方や、二
世帯同居などで２部以上必要な方は、環境課ごみ対策係（☎５５１－１７３１）までご連絡くだ
さい。
　また、共同住宅版カレンダー（ポスター）、英語版カレンダー、９か国語対応のごみと資源の
分け方・出し方(英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、タガ
ログ語、ネパール語)も作成しております。
　必要な方は、環境課ごみ対策係(市役所第二棟２階環境課窓口)までお越しください。

4 再生紙を使用しています。

　粗大ごみ、持込み処分をご希望の方は、
　　　リサイクルセンターへお申込みください

市では 収集できない ごみがあります

家電リサイクル対象製品の出し方

粗大ごみ（一辺が 50cm以上のもの）

一辺が50cm以上のものや、臨時で大量のごみを持込み処分したい場合は、事前にリ
サイクルセンターへお申込みください。　☎552－1621または☎551－9150

○テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、
　家電リサイクル法にもとづいた適切な排出をお願いします。
　方法1　家電販売店に引き取りを依頼する。
　方法2　家電メーカーの指定引取場所へ持ち込む。（3月15日現在）
　 ・日通東京西運輸㈱立川取扱所
　 　立川市泉町935-1立飛リアルエステート内222号棟　☎042-524-3217
　 ・西濃運輸㈱八王子支店
　 　八王子市石川町2968-9　☎042-642-2724
　方法3　収集運搬業者へ申し込む。　
　 福生産業㈲（☎042-551-1062）
　 ■受付日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時
　※いずれの方法でもリサイクル料金がかかります。また、方法1、3の場合、収集運搬料金が別途必要です。
　　家電リサイクルについては、家電リサイクル券センター（☎0120-319-640）までお問い合わせください。

※ただし、一辺が 50cm未満であっても、次のものは粗大ごみとして扱います。
　○石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガスストーブ、ガスファンヒーター
　○板切れ　厚さが 10cm以上のもの
　○木の幹、木の根　直径が 10cm以上のもの 
　○鉄アレイ　3㎏を超えるもの

（1）処理困難物
◇自動車・バイク・船舶・ジェットスキー・スノーモービル等及びその部品
◇建築廃材（畳・瓦・柱・内外壁・タイル・ソーラーシステム・便器等）
◇廃油・油脂類（機械及び自動車廃油・塗料等）
◇薬品類（農薬・殺虫剤・肥料等）
◇農業用具（農機具・シート等）
◇土砂類（石・砂・コンクリート・レンガ・堆肥等）
◇爆発危険物（ガスボンベ・火薬等）
◇医療系廃棄物（注射針・感染性廃棄物等）
◇その他（耐火金庫・消火器・エンジン・モーター・ピアノ・ドラム缶・業務用事務機器等）

（2）家電リサイクル対象製品（テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）
（3）家庭系使用済パソコン（ディスプレイを含む）
（4）小型充電式電池
　※詳しくは、ごみ・リサイクルカレンダー19ページをご覧ください。

持込処分　※事前に申込みが必要です
持込可能日　月曜日・火曜日・木曜日・金曜日（ただし祝日・年末年始は除きます）
持込時間　　午後1時～午後4時
※車でお持込みいただいた場合、ごみを車から降ろしていただきますので、軍手やマスクなどを各自ご用意ください。

　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）で実施し
ている、小型家電リサイクル由来の金属を用いて東京2020大会の入賞メダルを製作するプロ
ジェクトが、平成31年３月末をもって終了となります。
　福生市でのメダルプロジェクトにおける小型家電の回収（市役所、リサイクルセンター、中
央体育館、福生地域体育館、熊川地域体育館）は、平成31年3月22日（金）までといたします。
　皆さんの御協力ありがとうございました。

すてないで
もういちどきっと
なにかにつかえるよ

平成30年度ポスター･標語コンテスト作品
（小学1～3年生の部）　平野 翔也さん

ごみ・リサイクルカレンダー
（南地区）

ごみ・リサイクルカレンダー
英語版（南地区）

ごみと資源の分け方・出し方
（ベトナム語・タガログ語・

ネパール語）

ごみ・リサイクルカレンダー
共同住宅版（南地区）

指定収集袋と処理券（粗大ごみ）
取扱店が追加されましたお知らせ ローソンストア100福生本町店

ローソンストア100福生加美平店 指定収集袋 廃棄物処理券本町41-4
加美平1-15-5事業所名 住 所 取扱品目

有
料
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交付日時
　平成31年4月1日～平成32年3月31日の月曜～金曜日
　午前8時30分～午後5時15分［祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く]
　※水曜日午後5時15分以降および土曜日は、交付できませんのでご注意ください。

交付場所
　環境課ごみ対策係窓口（市役所第二棟（郵便局側）2階）
　※4月中は混雑状況により、市役所1階北側玄関前（郵便局側入口）にて、臨時窓口を開設します。

減免対象
　①生活保護受給者
　②児童扶養手当受給者（児童手当ではありません）
　③特別児童扶養手当受給者
　④遺族基礎年金受給者（条件がありますので、詳しくはごみ対策係へお問い合わせください）
　⑤身体障害者手帳（1級または2級）の交付を受けていて、世帯全員の市民税が非課税であること
　⑥愛の手帳（1度または2度）の交付を受けていて、世帯全員の市民税が非課税であること
　⑦精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付を受けていて、世帯全員の市民税が非課税であること
　⑧市長が特別な理由があると認めた場合

申請に必要なもの
　■証明書等
　　①生活保護法適用証明書②児童扶養手当証書③特別児童扶養手当証書④遺族基礎年金証書⑤身体障害者手帳⑥愛の手帳
　　⑦精神障害者保健福祉手帳
　■印　鑑
　　※⑤、⑥、⑦のいずれかに該当する場合は、世帯全員の市民税が非課税であることの確認が必要なため、申請当日に
　　交付できないことがあります。
　　※代理人が申請する場合は、上記のほか委任状と代理人の身分証明書も必要です。

交付人数
　①の方　本人および証明書に記載されている人数分
　②の方　該当の子（18歳到達年度の末日（3月31日）までの子）と親
　③の方　該当の子（20歳未満の子）と親
　④の方　該当の配偶者と子
　⑤、⑥、⑦の方　該当の本人と同一世帯の親、または配偶者　
　※ただし、親と配偶者が共に同一世帯の場合は、配偶者を優先

交付枚数
　交付枚数は交付人数ごとに決められています。交付枚数は1年分です。
　ただし、4月中に申請していただいた場合は1年分を交付しますが、年度の途中
で申請した場合は月割りで交付しますので、あらかじめご了承ください。

　【1人】　　　燃やせるごみの袋〈水色〉   （小）100枚
 燃やせないごみの袋〈黄色〉（小） 20枚

　【2人】　　　燃やせるごみの袋〈水色〉   （中）100枚
　　燃やせないごみの袋〈黄色〉（中） 20枚

　【3人以上】　2人分の枚数に、人数が1人増えるごとに、
　　燃やせるごみの袋〈水色〉   （中）  50枚
　　燃やせないごみの袋〈黄色〉（中）  10枚
　　を加算して交付します。
　　例 ： 3人　燃やせるごみの袋〈水色〉   （中）150枚

　　　　　　　　　　　　　燃やせないごみの袋〈黄色〉（中） 30枚

次の世帯に対し、平成31年度のごみの指定収集袋を交付します。該当する場合は申請してください。

減免世帯に 指定収集袋 を交付します

燃やせないごみ専用袋
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交付された指定収集袋を
持ち帰るための袋等は、
各自でご用意くださいますよう
ご協力をお願いします。

☆ペットボトルのキャップとラベルは、容器包装プラスチックで出してください！
お願い!!

3

　リサイクルプラザでは、粗大ごみとして出されたものの中から、再利用できる
家具等をシルバー人材センターの会員が修理・清掃を行い、低価格で販売してい
ます。
〇販売日　毎週水曜日・日曜日
　　　　　午前9時から午後4時
　※他の曜日でリサイクルセンターが開館
　　している日は、自由に見学できます。
〇場　所　リサイクルプラザ
　　　　　（リサイクルセンター内）
　　　　　福生市熊川1566-4
〇問合せ　☎552-1621または☎551-9150

　ペットボトルを出す時は、キャップとラベルをはずし、水洗いして必ずつぶしてから
バケツ・カゴ・箱などの容器に入れて出してください。
　ペットボトルのラベルとキャップは、ペットボトルの素材とは異なります。
　新しいペットボトルに生まれ変わることができるように皆様のご協力をお願いします。

　商品の多種多様化に伴い、４月１日から次のとおり素材・形状等に対応した分別をお願いします。
　また、枝木については無料で排出できる幹の太さが、10㎝までとなりました。
　なお、幹の太さが10cmを超える場合には、粗大ごみとしてリサイクルセンターにお申込みください。

☆火災防止のため分別ルールを守ってください！

【人工芝・筆及び枝木の出し方】

　リサイクルセンターでの小型充電式電池等による発火を防ぐため、小型家電を出す際には必ず小型充電
式電池や乾電池を取り除いて出してください。危険防止のためにも分別排出をお願いします。

排出方法
　乾電池：有害ごみの日に透明又は半透明の中身が見える袋に入れて排出してください。
　小型充電式電池：（ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池）は市では収集できません。
　　　　　　　　　小型充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

小型充電式電池リサイクル協力店
店舗名称 住　所 電話番号

㈱コジマ×ビックカメラ福生店 福生市本町36-1 ☎539-3711

人工芝

筆

50cm未満のもの
ロール式（シートタイプ） 燃やせるごみ

硬質プラスチック

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

市指定収集袋（水色）

透明又は半透明の袋

リサイクルセンターに申込

市指定収集袋（水色）

市指定収集袋（黄色）

ジョイント式

50cm以上のもの

柄が竹製・木製

柄が金属製・プラスチック製

◆粗大ごみを再生したリサイクル品を、ぜひ見に来てください！

（ニカド電池） ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

プラザの中は宝の山！
きっと気に入ってもらえ
るものがあると思います。
お待ちしています！

会員のひと言
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交付日時
　平成31年4月1日～平成32年3月31日の月曜～金曜日
　午前8時30分～午後5時15分［祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く]
　※水曜日午後5時15分以降および土曜日は、交付できませんのでご注意ください。

交付場所
　環境課ごみ対策係窓口（市役所第二棟（郵便局側）2階）
　※4月中は混雑状況により、市役所1階北側玄関前（郵便局側入口）にて、臨時窓口を開設します。

減免対象
　①生活保護受給者
　②児童扶養手当受給者（児童手当ではありません）
　③特別児童扶養手当受給者
　④遺族基礎年金受給者（条件がありますので、詳しくはごみ対策係へお問い合わせください）
　⑤身体障害者手帳（1級または2級）の交付を受けていて、世帯全員の市民税が非課税であること
　⑥愛の手帳（1度または2度）の交付を受けていて、世帯全員の市民税が非課税であること
　⑦精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付を受けていて、世帯全員の市民税が非課税であること
　⑧市長が特別な理由があると認めた場合

申請に必要なもの
　■証明書等
　　①生活保護法適用証明書②児童扶養手当証書③特別児童扶養手当証書④遺族基礎年金証書⑤身体障害者手帳⑥愛の手帳
　　⑦精神障害者保健福祉手帳
　■印　鑑
　　※⑤、⑥、⑦のいずれかに該当する場合は、世帯全員の市民税が非課税であることの確認が必要なため、申請当日に
　　交付できないことがあります。
　　※代理人が申請する場合は、上記のほか委任状と代理人の身分証明書も必要です。

交付人数
　①の方　本人および証明書に記載されている人数分
　②の方　該当の子（18歳到達年度の末日（3月31日）までの子）と親
　③の方　該当の子（20歳未満の子）と親
　④の方　該当の配偶者と子
　⑤、⑥、⑦の方　該当の本人と同一世帯の親、または配偶者　
　※ただし、親と配偶者が共に同一世帯の場合は、配偶者を優先

交付枚数
　交付枚数は交付人数ごとに決められています。交付枚数は1年分です。
　ただし、4月中に申請していただいた場合は1年分を交付しますが、年度の途中
で申請した場合は月割りで交付しますので、あらかじめご了承ください。

　【1人】　　　燃やせるごみの袋〈水色〉   （小）100枚
 燃やせないごみの袋〈黄色〉（小） 20枚

　【2人】　　　燃やせるごみの袋〈水色〉   （中）100枚
　　燃やせないごみの袋〈黄色〉（中） 20枚

　【3人以上】　2人分の枚数に、人数が1人増えるごとに、
　　燃やせるごみの袋〈水色〉   （中）  50枚
　　燃やせないごみの袋〈黄色〉（中）  10枚
　　を加算して交付します。
　　例 ： 3人　燃やせるごみの袋〈水色〉   （中）150枚

　　　　　　　　　　　　　燃やせないごみの袋〈黄色〉（中） 30枚

次の世帯に対し、平成31年度のごみの指定収集袋を交付します。該当する場合は申請してください。

減免世帯に 指定収集袋 を交付します

燃やせないごみ専用袋
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交付された指定収集袋を
持ち帰るための袋等は、
各自でご用意くださいますよう
ご協力をお願いします。

☆ペットボトルのキャップとラベルは、容器包装プラスチックで出してください！
お願い!!
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　リサイクルプラザでは、粗大ごみとして出されたものの中から、再利用できる
家具等をシルバー人材センターの会員が修理・清掃を行い、低価格で販売してい
ます。
〇販売日　毎週水曜日・日曜日
　　　　　午前9時から午後4時
　※他の曜日でリサイクルセンターが開館
　　している日は、自由に見学できます。
〇場　所　リサイクルプラザ
　　　　　（リサイクルセンター内）
　　　　　福生市熊川1566-4
〇問合せ　☎552-1621または☎551-9150

　ペットボトルを出す時は、キャップとラベルをはずし、水洗いして必ずつぶしてから
バケツ・カゴ・箱などの容器に入れて出してください。
　ペットボトルのラベルとキャップは、ペットボトルの素材とは異なります。
　新しいペットボトルに生まれ変わることができるように皆様のご協力をお願いします。

　商品の多種多様化に伴い、４月１日から次のとおり素材・形状等に対応した分別をお願いします。
　また、枝木については無料で排出できる幹の太さが、10㎝までとなりました。
　なお、幹の太さが10cmを超える場合には、粗大ごみとしてリサイクルセンターにお申込みください。

☆火災防止のため分別ルールを守ってください！

【人工芝・筆及び枝木の出し方】

　リサイクルセンターでの小型充電式電池等による発火を防ぐため、小型家電を出す際には必ず小型充電
式電池や乾電池を取り除いて出してください。危険防止のためにも分別排出をお願いします。

排出方法
　乾電池：有害ごみの日に透明又は半透明の中身が見える袋に入れて排出してください。
　小型充電式電池：（ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池）は市では収集できません。
　　　　　　　　　小型充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

小型充電式電池リサイクル協力店
店舗名称 住　所 電話番号

㈱コジマ×ビックカメラ福生店 福生市本町36-1 ☎539-3711

人工芝

筆

50cm未満のもの
ロール式（シートタイプ） 燃やせるごみ

硬質プラスチック

粗大ごみ

燃やせるごみ

燃やせないごみ

市指定収集袋（水色）

透明又は半透明の袋

リサイクルセンターに申込

市指定収集袋（水色）

市指定収集袋（黄色）

ジョイント式

50cm以上のもの

柄が竹製・木製

柄が金属製・プラスチック製

◆粗大ごみを再生したリサイクル品を、ぜひ見に来てください！

（ニカド電池） ニッケル
水素電池

リチウム
イオン電池

プラザの中は宝の山！
きっと気に入ってもらえ
るものがあると思います。
お待ちしています！

会員のひと言



「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」
における使用済み小型家電のボックス回収を終了します

清掃だより
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平成31年3月15日
福生市

生活環境部
環境課ごみ対策係

ご意見・問合せ
☎042-551-1731

平成31年4月からのごみ・リサイクルカレンダーは届きましたか？
　各家庭にごみ・リサイクルカレンダーを配布しています。まだお手元に届いていない方や、二
世帯同居などで２部以上必要な方は、環境課ごみ対策係（☎５５１－１７３１）までご連絡くだ
さい。
　また、共同住宅版カレンダー（ポスター）、英語版カレンダー、９か国語対応のごみと資源の
分け方・出し方(英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、タガ
ログ語、ネパール語)も作成しております。
　必要な方は、環境課ごみ対策係(市役所第二棟２階環境課窓口)までお越しください。

4 再生紙を使用しています。

　粗大ごみ、持込み処分をご希望の方は、
　　　リサイクルセンターへお申込みください

市では 収集できない ごみがあります

家電リサイクル対象製品の出し方

粗大ごみ（一辺が 50cm以上のもの）

一辺が50cm以上のものや、臨時で大量のごみを持込み処分したい場合は、事前にリ
サイクルセンターへお申込みください。　☎552－1621または☎551－9150

○テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、
　家電リサイクル法にもとづいた適切な排出をお願いします。
　方法1　家電販売店に引き取りを依頼する。
　方法2　家電メーカーの指定引取場所へ持ち込む。（3月15日現在）
　 ・日通東京西運輸㈱立川取扱所
　 　立川市泉町935-1立飛リアルエステート内222号棟　☎042-524-3217
　 ・西濃運輸㈱八王子支店
　 　八王子市石川町2968-9　☎042-642-2724
　方法3　収集運搬業者へ申し込む。　
　 福生産業㈲（☎042-551-1062）
　 ■受付日時／月曜日～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時
　※いずれの方法でもリサイクル料金がかかります。また、方法1、3の場合、収集運搬料金が別途必要です。
　　家電リサイクルについては、家電リサイクル券センター（☎0120-319-640）までお問い合わせください。

※ただし、一辺が 50cm未満であっても、次のものは粗大ごみとして扱います。
　○石油ストーブ、石油ファンヒーター、ガスストーブ、ガスファンヒーター
　○板切れ　厚さが 10cm以上のもの
　○木の幹、木の根　直径が 10cm以上のもの 
　○鉄アレイ　3㎏を超えるもの

（1）処理困難物
◇自動車・バイク・船舶・ジェットスキー・スノーモービル等及びその部品
◇建築廃材（畳・瓦・柱・内外壁・タイル・ソーラーシステム・便器等）
◇廃油・油脂類（機械及び自動車廃油・塗料等）
◇薬品類（農薬・殺虫剤・肥料等）
◇農業用具（農機具・シート等）
◇土砂類（石・砂・コンクリート・レンガ・堆肥等）
◇爆発危険物（ガスボンベ・火薬等）
◇医療系廃棄物（注射針・感染性廃棄物等）
◇その他（耐火金庫・消火器・エンジン・モーター・ピアノ・ドラム缶・業務用事務機器等）

（2）家電リサイクル対象製品（テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）
（3）家庭系使用済パソコン（ディスプレイを含む）
（4）小型充電式電池
　※詳しくは、ごみ・リサイクルカレンダー19ページをご覧ください。

持込処分　※事前に申込みが必要です
持込可能日　月曜日・火曜日・木曜日・金曜日（ただし祝日・年末年始は除きます）
持込時間　　午後1時～午後4時
※車でお持込みいただいた場合、ごみを車から降ろしていただきますので、軍手やマスクなどを各自ご用意ください。

　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）で実施し
ている、小型家電リサイクル由来の金属を用いて東京2020大会の入賞メダルを製作するプロ
ジェクトが、平成31年３月末をもって終了となります。
　福生市でのメダルプロジェクトにおける小型家電の回収（市役所、リサイクルセンター、中
央体育館、福生地域体育館、熊川地域体育館）は、平成31年3月22日（金）までといたします。
　皆さんの御協力ありがとうございました。

すてないで
もういちどきっと
なにかにつかえるよ

平成30年度ポスター･標語コンテスト作品
（小学1～3年生の部）　平野 翔也さん

ごみ・リサイクルカレンダー
（南地区）

ごみ・リサイクルカレンダー
英語版（南地区）

ごみと資源の分け方・出し方
（ベトナム語・タガログ語・

ネパール語）

ごみ・リサイクルカレンダー
共同住宅版（南地区）

指定収集袋と処理券（粗大ごみ）
取扱店が追加されましたお知らせ ローソンストア100福生本町店

ローソンストア100福生加美平店 指定収集袋 廃棄物処理券本町41-4
加美平1-15-5事業所名 住 所 取扱品目

有
料
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