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令和元年9月30日から家庭系ごみの
一部有料化及び戸別収集を実施します
令和元年9月30日から家庭系ごみの
一部有料化及び戸別収集を実施します
令和元年9月30日から家庭系ごみの
一部有料化及び戸別収集を実施します

ごみ・資源物の分別方法や出し方、ごみの取り残しなど
 ゴ ミ ゼロ ゼロ

期　間　令和元年9月2日（月）～11月30日（土）
時　間　8：30～17：15
※粗大ごみ受付：☎046-237-3196　9：30～17：00（定休日：火曜）

コールセンター ： ☎0800-808-5300
（フリーダイヤル）

（収集予約）

再生紙を使用しています。

※不法投棄防止用看板をお渡ししています。
　環境課資源循環係（TEL：046-235-4922）までご相談ください。

海老名市イメージキャラクター　えび～にゃ

分別・水切り・減量化
～私にできる小さな一歩～

不法投棄対策・不適正排出（ルール違反ごみ）対策

ごみの分別、削減にご協力お願いします

令和元年9月発行　70000部

　不法投棄や不適正排出防止のため、不法投棄パトロールや啓発・指導の強化とともに、地域や民間事
業者へ通報などの協力を求め、不法投棄や不適正排出がしづらい地域づくりに取り組んでまいります。

不法投棄は犯罪です
　廃棄物の不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反し、５年以下の懲役若しくは
1000万円以下の罰金（個人）に処せられる犯罪行為です。ごみ出しのルールを守りましょう。

私有地への不法投棄
　私有地や私道上に不法投棄された場合、所有者または管理者がその廃棄物を処理することになりま
す。不法投棄されないよう、所有地の様子を定期的に確認し、草刈りや、フェンスや囲いなどを設置し
容易に侵入できないようにするなど、所有者や管理者は適正な管理をしてください。
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家庭系ごみの減量
目標まであと2割の
削減が必要

《組成分析の結果（燃やせるごみ）》

《組成分析とは？》
 　海老名市内のごみ集積所からごみ袋を無作為に
 取り出し、品目別の重量比率を調べる調査。不燃物

3%

繊維類
1%

その他の紙
5%

その他
25%

紙類
（資源化可能）

16％

プラスチック類
13％

生ごみ
37％

生ごみ処理機の活用・
水切り等により、減量が
可能

分別の徹底により、
ごみの減量が可能

資源物が
約３割混入！

施設規模は国の
基準を基に決定

《高座清掃施設組合
　　　   ごみ処理の現状》

令和元年９月30日から実施

家庭系ごみの一部有料化及び戸別収集にご協力を！

　一人ひとりがごみの減量や分別を意識することで、ごみの排出抑制と資源ごみの分別が進むことが
期待できます。更なるごみの減量化・資源化を図るため、家庭系ごみの一部有料化にご理解とご協力を
お願いします。

　「ごみの減量化・資源化の促進」
「ごみ排出量に応じた公平な費用負
担（受益者負担）」を目的として、家
庭系ごみの一部有料化及び戸別収集
を実施します。

海老名市のごみ処理の現状と目標
　海老名市から排出される燃やせるごみは、座間市、綾瀬市の燃やせるごみと一緒に3市で運営する市
内本郷にある高座清掃施設組合で焼却処理を行っています。この施設は昭和42年の稼働以来、増築、
建替をしながら50年以上3市のごみを受け入れてきました。炉の老朽化に伴い新炉を建設し、平成31
年４月から新たな焼却施設として稼働しています。この施設の建設に当たっては、地元と2年間に渡り
協議を重ね、最終的にはごみの減量化の着実な実施などを約束事として建て替えの合意が得られまし
た。こうした経緯のなかで、施設を良好に維持管理していくには、燃やせるごみの減量化は必要不可欠
であり、さらに環境負荷の低減、負担の公平性、地元負担への配慮といった諸課題の解決に向け、一層
のごみ減量化に取り組んでいかなければなりません。

減量化目標達成に向けて

生ごみの水切りや生ごみ処理機の活用、そして紙やプラスチックなど資源の分別
を徹底すれば、燃やせるごみを大幅に減らすことができます。

海老名市の家庭系ごみの削減状況

まだ減量の余地はあります

　家庭から出される燃やせるごみの中で、一番多いのは生ごみで約40％、
次に多いのは資源化が可能な紙やプラスチックごみで約30％となっています。

高座クリーンセンター 海老名市資源化センター
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燃やせるごみの袋（オレンジ色） 燃やせないごみの袋（水色）

10ℓで出せば20円の手数料 40ℓと10ℓで出せば100円の手数料

タバコの
吸いがら

ティッシュペーパー
生ごみ

※よく水を切る
わた
ぬいぐるみ、座布団、まくら
綿入りの衣類

汚れが
取れない布・

衣類

保冷剤 革製品

洗剤の
空箱

シップ薬

乾燥剤
使い捨てライター
※中身を使い切る

家庭菜園の野菜くずや
切り花

汚れた紙
（食品残さの付着した紙）

防水加工
された

食品紙容器

アルミ箔の紙

ゴム製品

アイロンプリント
シール紙

 「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」 が対象です（P4参照）
　有料化とは、ごみの排出量に応じてごみ処理経費の一部を市民の皆様に負担していただくものです。
指定収集袋を購入することで、ごみ処理手数料を支払うことになる仕組みです。

家庭系ごみの一部有料化制度のしくみ

※燃やせるごみの袋は10枚1組、燃やせないごみの袋は5枚1組での販売となりますのでご注意ください

　市民の皆さんが購入しやすい、スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア
など取扱店で令和元年9月7日（土）から販売します。販売店舗については、「資源と
ごみの分け方・出し方」冊子、ホームページに掲載しています。購入時にお支払いい
ただくごみ処理手数料は、取扱店を通じて市に納入されます。

指定収集袋は令和元年9月7日（土）から
お近くの指定収集袋取扱店で販売します

ごみ排出に応じた公平な費用負担（受益者負担）になります。
　ごみ袋の容量や枚数に応じてごみ処理手数料が変わります。

家庭系ごみ一部有料化導入の効果

燃やせるごみ(有料)

指定収集袋の色が「燃やせないごみ」と異なりますので注意してください。
オレンジ色の指定収集袋以外の袋で出された場合は収集しません。

令和元年９月30日からオレンジ色の指定収集袋で出してください。

燃やせないごみ(有料)

①陶磁器類 ②ガラス類 ③鏡類 ④資源化できないびん類
※飲食品以外のびん

（マニキュアや化粧品のびん、
薬や薬品のびんなど）

排出場所
「燃やせないごみ」は今までの
ごみ集積所へ出してください。

⑤砥石・硯・磁石
と い し すずり じしゃく

指定収集袋の色が「燃やせるごみ」と異なりますので注意してください。
水色の指定収集袋以外の袋で出された場合は収集しません。

令和元年９月30日から水色の指定収集袋で出してください。
燃やせないごみの種類は①～⑤になります。

注意！

注意！

ごみ処理施設への負荷が減ります。
　ごみを減らすほど焼却炉
の稼働時間が減り、長期に
渡り安定的に使用すること
につながります。

　さらに、分別すれば
ごみが減って焼却炉
への負荷が減ります。



5 6

25㎝
以内

10㎝以内

50㎝以下

紙おむつ（無料） 剪定枝(無料)

剪定枝は申込制となりますので、
ごみ収集の日には出さないでください。
短い剪定枝、土や砂の付いているものは、燃やせる
ごみの日に、透明・半透明の袋に入れて戸別収集の
排出場所に出してください。

紙おむつ・尿とりパッドの出し方
　紙おむつ等は、燃やせるごみとなりますが、子育て支援及び在宅介護支援の観点から、
指定収集袋を使わずに無料で出すことができます。

　美化デーごみ（地域ボランティアごみ）については、従来どおり自治会や活動団体
ごとに事前に申請してください。また、必要な枚数のごみ袋を市で配付しています。
申請：環境課（046－235－4922）

紙おむつを入れた袋の中に他のごみを混ぜないでください。
紙おむつ以外のごみが混入している場合は収集しません。
おむつとわかるように出してください。　　　　

排出場所
「燃やせるごみ」の日に戸別収集場所へお出しください。

・できる限り汚物を取り除き、透明・半透明の袋に入れて出してください。
・幼児用、大人用は問いません。ただしペット用の紙おむつやペット用シートは、
指定収集袋（オレンジ色）を使って出してください。

「落ち葉・雑草」は、無料で収集します。透明・半透明の袋に入れて出してください。

落ち葉・雑草(無料)

美化デーごみ（地域ボランティアごみ）（無料）

落ち葉・雑草を入れた袋の中に他のごみを混ぜないでください。
落ち葉・雑草以外のごみが混入している場合は収集しません。

個人で地域を清掃したごみや、集積所を清掃して、出た燃やせるごみは、
透明・半透明の袋に入れて「清掃ごみ」と袋に書いて燃やせるごみと
一緒に出してください。

注意！

排出場所
「燃やせるごみ」の日に
戸別収集場所へお出しください。

　市では経済的支援を要する下記対象世帯の負担軽減措置として、ごみ処理手数料の減免制度を設けて
います。対象世帯へは別途通知のうえ、世帯人数に応じた枚数の指定収集袋を配布しますので、申請の
必要はありません。
　なお、対象世帯にもごみ減量に対する意識を持っていただくよう、配布枚数に制限を設けています。

対象世帯
　１．生活保護受給世帯
　２．児童扶養手当受給世帯
　３．特別児童扶養手当受給世帯
　４．ひとり親家庭等医療費助成世帯
　５．障がい者手帳所持（身体１級・２級、精神１級）かつ非課税世帯
　６．療育手帳所持（Ａ１またはＡ２）かつ非課税世帯

ごみ処理手数料の減免について

　RPF（石炭代替燃料）化で、年間400トンの減量を見込んでいます。
　土や石がついていると資源化できません。

● 一本の直径10cm以内の枝を長さ50cm以下にして、束ねて出してください。
● 一束の直径は25cm以内にして出してください。
● 事業系の剪定枝は収集しません。

清掃ごみ

清掃ごみ

注意！

注意！

剪定枝は、資源物として収集します。申込時に決定した場所になります。

TEL・FAX（046）238－2120
【申込時間】
　9:00から16:00まで（月曜日～土曜日）

【回収場所】
　規定の大きさに束ねた剪定枝を申込時に指定した場所にお出しください。

せん  てい    し

注意！
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道路に面している家・専用通路のある家1

家屋 家屋

家屋 家屋

道 路

道路と高低差がある家2
道 路

道 路

同一敷地内の戸建て借家3

道 路

家屋
家屋

家屋 家屋

家屋

家屋

家屋

行き止まり道路に面している家4

道 路

家屋

家屋

家屋

家屋

家屋

家屋

紙 類

ダンボール 新聞・折り込みチラシ 飲料用紙パック 本・雑誌類 ミックスペーパー

飲食物のあきびん類 その他プラスチック 容器包装プラスチック

家庭用金物類（危険物） 使用済食用油

布 類 ペットボトル 缶 類

家庭用金物類 小型電気製品 蛍光管・電球・乾電池

　ご自宅の門扉付近など、敷地内の道路に面した場所へごみを出し、1棟ごとに収集します。
「燃やせるごみ」、「落ち葉・雑草」、「紙おむつ（ペット用を除く）」が対象です。
　戸別収集を行うことで、排出者責任が明確になり、まちの美観の向上にもつながります。

戸別収集制度のしくみ

【戸建て住宅にお住まいの方】

【集合住宅にお住まいの方】
①集合住宅専用のごみ集積所がある場合
収集場所の変更はありません。「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」は、
指定収集袋に入れて出してください。

②集合住宅専用のごみ集積所がない場合
道路に面した敷地内の収集しやすい場所に「燃やせるごみ」、
「落ち葉・雑草」、「紙おむつ」を出してください。
所有者・管理者は出す場所を決定し、市に通知してください。
資源物は今までと同じ場所に出してください。

主なごみの排出場所

資源物(無料)

資源物は品目ごとの出し方に従って集積所に出してください。
詳細は分別ガイドをご覧ください。

※粗大ごみに該当するものは除きます。

再生利用が可能な資源物は無料です。
対象となる品目ごとに、透明・半透明の袋で各資源物の収集日に
ごみ集積所に出してください。

注意！
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1

1 燃やせるごみ

2 燃やせないごみ

3 蛍光管・電球・乾電池・缶・びん・その他プラスチックなど

4 ペットボトル

5 紙・布

6 容器包装プラスチック　 ・使用済み食用油
しっかりフタを締める

7ページ参照

指定収集袋（オレンジ色）指定収集袋（オレンジ色）

8ページ参照

9、10ページ参照

11ページ参照

12ページ参照

指定収集袋（水色）指定収集袋（水色）

※落ち葉・雑草、紙おむつ（透明・半透明の袋）

10ページ参照

各地区ごとの収集曜日
お住まいの地区の収集曜日を確認して、資源・ごみを出してください。
地区名 月 火 水 木 金 土

東柏ケ谷 • 柏ケ谷
望地 燃やせるごみ

燃やせないごみ
ペットボトル 燃やせるごみ 紙 ･布 容プラ

使用済み食用油資源物各種

国分南 • 勝瀬
大谷 • 浜田町 燃やせるごみ 紙 ･布 容プラ

使用済み食用油 燃やせるごみ
燃やせないごみ

ペットボトル
資源物各種

上今泉 • 国分北 ペットボトル 燃やせるごみ
燃やせないごみ 容プラ

使用済み食用油 燃やせるごみ 紙 ･布
資源物各種

下今泉 • 上郷 • 扇町 • 泉
めぐみ町 • 中央 • 国分寺台

容プラ
使用済み食用油 燃やせるごみ 紙 ･布 ペットボトル 燃やせるごみ

燃やせないごみ

資源物各種

河原口 • さつき町
中新田 • 今里 紙 ･布 ペットボトル 燃やせるごみ

燃やせないごみ 容プラ
使用済み食用油 燃やせるごみ

資源物各種

杉久保 • 社家 • 中野 • 門沢
橋 • 上河内 • 中河内 • 本郷

燃やせないごみ 容プラ
使用済み食用油 燃やせるごみ 紙 ･布 ペットボトル 燃やせるごみ

資源物各種

燃やせるごみ …燃やせるごみ（指定収集袋：オレンジ色）、紙おむつ、落ち葉・雑草

燃やせないごみ
資源物各種 …

 燃やせないごみ（指定収集袋：水色） 
缶類、びん類、小型電気製品、その他プラスチック、蛍光管・電球・乾電池、家庭用金物類（危険物）

紙・布 …段ボール、飲料用紙パック、ミックスペーパー、本・雑誌類、新聞紙・折込チラシ、布類
容プラ

使用済み食用油 …容器包装プラスチック、使用済み食用油

ごみ分別辞典サイト http://www.gomisaku.jp

LINEで質問　　　　チャットボット×LINE

海老名市 イメージキャラクター

えび～にゃ

家庭系ごみの
一部有料化と
戸別収集への

ご協力をお願いします

高座クリーンセンター

分別・水切り・減量化
～私にできる小さな一歩～

表紙の写真…高座クリーンセンターとセンター近くで周辺住民の皆さんが育てるざる菊（11月が見頃）

ごみの出し方

戸別収集実施に伴い収集曜日が変更になります
収集曜日が変更になります

有　料　（指定収集袋） 無　料　（透明・半透明のごみ袋）

戸別収集 燃やせるごみ（オレンジ色の袋）
生ごみ
革製品
ゴム製品
綿の入ったもの
ティッシュペーパー
など

紙おむつ
尿とりパッド

（ペット用を除く）

集積所収集

燃やせないごみ（水色の袋） 資源物
容器包装プラスチック
缶・ビン類
紙・布類
ペットボトル
その他プラスチック
蛍光管・電球・乾電池　など

落ち葉・雑草

陶磁器類
ガラス類
鏡類
資源化できないびん類
砥石・硯・磁石
と い し じ し ゃ くすずり

市内を６地区に分けて収集します


