
川崎区・幸区・中原区にお住まいの皆様へ

循環型社会と低炭素社会
の実現に向けて…

循環型社会と低炭素社会

平成23年3月から平成23年3月から

川崎市

混ぜれば ごみ
分ければ 資源

「ミックスペーパー」と
「プラスチック製容器包装」の
分別収集が始まります。

「ミックスペーパー」と
「プラスチック製容器包装」の
分別収集が始まります。

　川崎市では、「地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち」を目指して、市民・
事業者・行政の協働のもと、3R※を基本として、ごみの減量・リサイクルの推進
に取り組んでいます。
　焼却されるごみの中には、資源となるものがまだ多く含まれており、ごみの分
別と再資源化を進めることで、ごみ焼却量が削減され、地球温暖化の要因とされ
る温室効果ガスの削減にも繋がり、環境への負荷を低減することができます。
　限りある資源を大切にするため、さらなるごみの分別として、平成 23 年 3 月
からミックスペーパーの分別収集を市内の全域で実施するとともに、川崎区・幸区・
中原区の 3 区では、プラスチック製容器包装の分別収集を開始することといたし
ました。
　分別排出の徹底について、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

の実現に向けて…

3R※とは、「Reduce リデュース（ごみを出さない）」、「Reuse リユース（くり返し使う）」、「Recycle リサイクル（分別して再生利用）」のこと。

わたしたちが
ご案内します。

かわさき
マチちゃん さくらちゃん



ミックスペーパー
◆『ミックスペーパー』って、なに？

◆どうやって出せばいいの？

◆分別したミックスペーパーは、この後どうなるの？

「汚れた紙・臭いの強い紙」と「資源集団回収の対象物である新聞紙・雑誌・段ボール・牛乳パッ
ク等」以外のすべての紙類のことだよ。例えばどんな物があるのかな！？

「紙袋に入れる（包装紙で包んでもOK）」または「ひもで結ぶ」のいずれかの方法で、収集日
の朝８時までに資源物集積所に出してね。※祝日（年末年始を除く）や雨の日も収集するよ！

〈具体例〉
　　マークが付いているもののほか、投込みチラシ、パンフレット、包装紙、封筒、ハガキ、
写真、ノート、メモ帳、シュレッダー紙　などの紙

このほかにも、プラスチックコート紙や合成紙、レシート・伝票等の裏カーボン紙などもミックス
ペーパーの対象だよ。

ミックスペーパーは、「汚
れた紙・臭いの強い紙」と
「資源集団回収物」以外の
すべての紙類が対象なん
だよ！

分別したミックスペーパー
は、トイレットペーパーに
生まれ変わるんだよ！

ポリ袋（レジ袋）
や段ボールでは
出さないでね！！

へえ～、そうなんだ。
分かりやすくて簡単
だね！

個人情報が心配
な方は、消して
から出してね！

※ホチキス針が付いたままでもOKだよ！

〈具体

真

汚れた紙・
臭いの強い紙
汚れた紙・
臭いの強い紙

普通ごみ
に出してください。

紙袋に入れる
（包装紙で包んでもOK）

ひもで結ぶ

または

資源集団回収・店頭回収
などに出してください。

新聞紙・雑誌・
段ボール・
牛乳パック等

新聞紙・雑誌・
段ボール・
牛乳パック等

※資源集団回収は、実施団体によって
　その他の紙類も回収している場合があります。

る

ま

ぶ

集める 資源化処理施設で
選別・異物除去

トイレット
ペーパーに再生

※市が委託した民間事業者が収集します。



プラスチック製容器包装
◆『プラスチック製容器包装（プラ容器）』って、なに？

生鮮食品のトレイ、カップ麺の容器、お菓子などのポリ袋、シャンプーボトルなど、プラス
チック素材でできた容器や包装のことで、製品にはプラマークが付いているんだよ。

◆どうやって出せばいいの？

◆分別したプラスチック製容器包装は、この後どうなるの？

中身を使い切って、軽く洗うか、汚れをふき取ってキレイにしてから、中身の見える透明・
半透明の袋に入れて、収集日の朝８時までに資源物集積所に出してね。
※祝日（年末年始を除く）も収集するよ！

レジ袋などに入れた
プラ容器を、さらに
大きな袋にまとめて
入れる出し方はやめ
てね！！

※プラスチック製のバケツ、
ハンガー、歯ブラシ、おも
ちゃなどの製品そのものは、
プラ容器ではないので、「普
通ごみ」に出してね。

※ペットボトルの本体は、今までどおり
「空き缶」と一緒に出してね。
　（キャップとラベルはプラ容器へ）

普通ごみ
に出してください。

集める 資源化処理施設で
選別・異物除去

新たな製品などに
生まれ変わる

目印は、プラマーク

※市が委託した民間事業者が収集します。

例えば、パレット、マンホールの蓋、
合成ガスなど

トレイ類

肉・魚の食品トレイ、弁当容器

カップ・パック類

カップ麺・卵などの容器

ボトル類

洗剤・シャンプーなどの容器

ル

プ

チューブ類

マヨネーズ・ケチャップなどの容器

ふた（キャップ）

チューブ類のふた、ペットボトルのキャップ

間違え
ないでね！

ポリ袋・フィルム類

レジ袋、スナック菓子などの袋スナ

緩衝材・網（ネット）

発泡スチロール、果物ネットなど

軽く洗う ふき取る 透明・半透明の袋に入れて出す

または

汚れが落ちないもの・
中身が残っているもの
汚れが落ちないもの・
中身が残っているもの

分別したプラ容器は、再び
新しい製品などに生まれ変
わるんだよ！



Q&AQ&Aミックスペーパー編ミックスペーパー編 プラスチック製容器包装編プラスチック製容器包装編

Q1. なぜミックスペーパーの分別収集を行うの？
A. 川崎市では、「地球環境にやさしい持続可能な循環型の
まち」を目指し、循環型社会と低炭素社会の実現に向
けて様々な取組を推進しています。家庭系ごみの約
30％を占め、最も分別収集の効果が期待できる紙類に
ついて、可能な限り資源化するために、地域の資源集
団回収に加え、新たにミックスペーパーの分別収集を
実施することとしました。

Q2. 資源集団回収の対象物（新聞紙、雑誌、段ボール、
牛乳パック等）は出してはダメなの？

A. 新聞紙、雑誌、段ボール、牛乳パック等は、有価での取
引が広く行われており、また、川崎市では、町内会・
自治会やPTA等と回収業者が共同で行う資源集団回収
事業が確立されていることから、資源集団回収の対象
物はミックスペーパーには含めないことにしています。

Q3. ポリ袋で出してはダメなの？
A. ポリ袋やレジ袋は、資源化処理の工程で支障が生じる
ため使用できません。ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

Q4. プラスチック製容器包装の分別収集を、川崎区・
幸区・中原区だけで実施するのはなぜ？

A. 全市実施に向けて、安定的な収集・処理を行うために、
南部地域で先行して実施し、その成果を検証しながら
実施地域を拡大していく予定です。

Q5. ペットボトルもプラスチック製容器包装に出し
てもいいの？

A. ペットボトルの「本体」は、今までどおり「空き缶」
と一緒に透明・半透明の袋に入れて、収集日にお出し
ください。なお、「キャップ」と「ラベル」は、取り外
してプラスチック製容器包装にお出しください。

Q6. 汚れているものは出してはいけないの？
A. 汚れているものは、軽く洗うか、汚れをふき取ってキ
レイにしてからお出しください。それでも、汚れが落
ちないものや、中身が残っているものは、普通ごみに
お出しください。

地域別収集日一覧
※祝日も収集します（年末年始を除く）

川崎生活環境事業所　　☎044-541-2043　J044-548-8442
〒210-0026　川崎市川崎区堤根52　（受付日時 : 月曜日から土曜日までの午前8時から午後4時30分まで）

区 町丁名 月 火 水 木 金 土

川
　
崎
　
区

旭町1・2丁目、砂子1・2丁目、駅前本町、榎町、
貝塚1・2丁目、境町、新川通、東田町、富士見1・2丁目、
堀之内町、本町1・2丁目、港町、宮前町、宮本町

普通ごみ
空き缶

ペットボトル
空きびん
乾電池

普通ごみ プラスチック
製容器包装 普通ごみ ミックス

ペーパー

池田1・2丁目、小川町、京町1・2丁目、下並木、堤根、
日進町、南町、元木1・2丁目

空き缶
ペットボトル
空きびん
乾電池

普通ごみ プラスチック
製容器包装 普通ごみ ミックス

ペーパー 普通ごみ

幸
　
　
区

遠藤町、大宮町、河原町、
河原町団地2・4・5・6・7・8・9号棟、紺屋町、
幸町1〜4丁目、神明町1・2丁目、戸手本町1・2丁目、
中幸町1〜4丁目、堀川町、南幸町1〜3丁目、都町、柳町

普通ごみ ミックス
ペーパー 普通ごみ

空き缶
ペットボトル
空きびん
乾電池

普通ごみ プラスチック
製容器包装

鹿島田、北加瀬1〜3丁目、南加瀬1〜5丁目、
矢上、新川崎 普通ごみ プラスチック

製容器包装 普通ごみ ミックス
ペーパー 普通ごみ

空き缶
ペットボトル
空きびん
乾電池

小向町、小向仲野町、小向西町1〜 4丁目、
河原町団地1・3・12・13・14・15号棟、下平間、
戸手1〜 4丁目、東古市場、古市場、古市場1・2丁目

ミックス
ペーパー 普通ごみ

空き缶
ペットボトル
空きびん
乾電池

普通ごみ プラスチック
製容器包装 普通ごみ

小倉、新塚越、塚越1〜4丁目、古川町、東小倉、新小倉 プラスチック
製容器包装 普通ごみ ミックス

ペーパー 普通ごみ
空き缶

ペットボトル
空きびん
乾電池

普通ごみ

問い合わせ先
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