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　「可燃ごみの減量化」を推進するとともに、ごみ処理費用に対す

る「住民負担の公平性の確保」、「財政負担の軽減」を図るため、平成

31年４月１日より家庭系可燃ごみ処理有料化を実施します。

●問い合わせ　環境課　内線２８３

　可燃ごみの排出量に応じた「可燃ごみの収集・運搬・処分に

係る経費の一部」を手数料として負担していただく制度です。

　なお、町では、この手数料を「町指定ごみ袋の購入価格」と

する方法で有料化を実施します。

実施します

家庭系可燃ごみ処理有料化とは…

家庭系可燃ごみ処理有料化の目的は？

新  平成31年４月１日から

ごみ袋の製造費は

「税金など」で負担します。
町指定ごみ袋
の購入価格

可燃ごみの収集・運搬・処分
に係る経費の一部

現在  平成31年３月31日まで

可燃ごみの収集・運搬・

処分に係る経費は「税金

など」で負担しています。

町指定ごみ袋
の購入価格

ごみ袋の
製造費

小売店の
利益

③財政負担の軽減

　可燃ごみ・不燃ごみ・資源ご

みなどの収集・運搬・処分に対

して、毎年、約３億円の税金な

どを使用しています。

　本町の財政は、今後も少子高

齢化の進展により借金（起債）に

頼らざるを得ない状況が予測さ

れます。住民の皆さんに手数料

の負担をお願いすることで財政

負担が軽減されます。

①可燃ごみの減量化

　可燃ごみの処理経費の一部を

可燃ごみの排出量に応じて負担

していただくことで、可燃ごみ

の排出抑制や減量化、資源ごみ

の分別の向上につながることが

期待できます。

②住民負担の公平性

　現在、可燃ごみは収集・運搬・

処分にかかる経費の全額を税金

などで賄っています。有料化後、

世帯ごとに可燃ごみの排出量に

応じて負担していただくことで、

住民負担の公平

性につながります。

平成31年

４月１日
から

家庭系可燃ごみ
処理有料化
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実施します 家庭系可燃ごみ処理有料化

せん定枝の出し方

　せん定枝（太さ５㎝以下）は、町指定ごみ袋に

入れてください。入らない場合は、長さ60㎝以下、

長径40㎝以下に刻んで、町指定ごみ袋（大）と一

緒に縛って、ごみステーションに出してください。

　なお、町では「粉砕機」を無料で貸し出してい

ます。詳細は問い合わせ先へ

　町指定ごみ袋の色と購入価格が変わります。町指定ごみ袋の色は

「半透明青色」から「半透明白色」に変わります。また、小売店での購

入価格は次のとおりです。

　平成31年４月１日から、現在の町

指定ごみ袋（半透明青色）は、可燃ご

みを排出する際に使用できなくなり

ます。計画的なご購入をお願いしま

す。なお、資源ごみの「プラスチック

製容器包装」や「布類」の排出には、平

成31年４月１日以降も引き続きご利

用いただけます。

どう変わる？家庭系可燃ごみ処理有料化

現在の町指定ごみ袋

現在  平成31年
３月31日まで

新  
有料化後

小売店での購入価格
（10袋入り１パック）

小売店での購入価格
（10袋入り１パック）

大（45ℓ） 100円　※１ 450円　※２

中（30ℓ） 80円　※１ 300円　※２

小（20ℓ） 70円　※１ 200円　※２

ごみ袋の
サイズ

半透明
青色

半透明
白色

半透明青色

「もえるごみ」の
排出には

使えなくなります

新しい町指定ごみ袋

ボランティア清掃ごみの出し方

　「地域のコミュニティ」や「ボランティア登録

された団体」には、無料で町指定ごみ袋を提供

します。ボランティア清掃ごみは、提供した

町指定ごみ袋に入れて、ごみステーションに

出してください。

色・価格が変わります

ごみの出し方が変わります

無料 無料

有料 有料

使用できなくなります

布団の出し方

　布団は、町指定ごみ袋に入れて出してくださ

い。入らない場合は、１枚ごとに折りたたみ、

町指定ごみ袋（大）と一緒に縛って、ごみステー

ションに出してください。

紙おむつの出し方

　紙おむつは、中が見える透明

または半透明のレジ袋などに入

れ、袋にマジックなどで「紙お

むつ」と記載して、ごみステー

ションに出してください。

※１　価格は小売店によって異なります。 ※２　価格はどこの小売店
　　　でも同じです。

60cm以内

40cm
以内
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生　路
と　き ところ 地域（組・班など）

９月27日（木）19：30～ 生コ １

10月14日（日）14：00～ 〃 ２、４

10月14日（日）19：30～ 〃 ３北

10月29日（月）19：30～ 〃 ３南

11月８日（木）19：30～ 〃 ５

11月24日（土）14：00～ 〃 ６

11月25日（日）10：00～ 〃 ７西

11月25日（日）14：00～ 〃 ７東

11月29日（木）19：30～ 〃 ８、10

12月１日（土）14：00～ 〃 11

※生コ：生路コミュニティセンター

藤　江
と　き ところ 地域（組・班など）

９月18日（火）19：30～ 藤コ 1-1、1-2、1-3

９月25日（火）19：30～ 〃 1-4、1-5、1-6

10月８日（月）10：00～ 藤公 ４、５

10月８日（月）14：00～ 〃 ６、７、８

10月23日（火）19：30～ 藤コ 2-1、2-2、3-1

10月27日（土）10：00～ 〃 3-2、3-3

11月14日（水）19：30～ 〃 9-1、9-2、9-3

11月18日（日）19：30～ 〃 10-1、10-2、10-3

11月24日（土）19：30～ 〃 10-4、10-5

12月14日（金）19：30～ 〃 10-6、10-7

※藤コ：藤江コミュニティセンター
※藤公：藤江公民館

石浜西（県営住宅）
と　き ところ 地域（組・班など）

９月15日（土）19：30～ 石西 指定なし

９月20日（木）19：30～ 県集
ポルトガル語
希望の方

10月14日（日）10：00～ 石西 指定なし

12月15日（土）10：00～ 県集
上記で

都合のつかない方

※石西：石浜西小学校
※県集：県営住宅集会所

石浜中
と　き ところ 地域（組・班など）

９月15日（土）10：00～ 中集
下記で

都合のつかない方

９月28日（金）19：30～ 〃 １街区

10月22日（月）19：30～ 〃 ２街区

11月15日（木）19：30～ 〃 ３街区

※中集：石浜中集会所

石浜東
と　き ところ 地域（組・班など）

９月17日（月）10：00～ 文セ １、２

９月17日（月）14：00～ 〃 ３、４、５

９月21日（金）19：30～ 勤福 ６、７

９月24日（月）10：00～ 文セ ８、９

９月24日（月）14：00～ 〃 10、11

10月６日（土）19：30～ 勤福 12、13

10月25日（木）19：30～ 文セ 14、15　　　　

11月19日（月）19：30～ 〃 南ヶ丘１～５班

11月22日（木）19：30～ 〃 南ヶ丘６～10班

12月３日（月）19：30～ 勤福
中平地、黒鳥、
衣浦台、緑が丘

12月８日（土）10：00～ 〃
エクセルグランデ、
プリオール、

キャッスルハイツＶ

12月８日（土）14：00～ 〃 中央10-1～10-2

12月８日（土）19：30～ 〃 中央10-3～10-6

12月12日（水）19：30～ 文セ 中央10-7～10-12、平池台

※文セ：文化センター
※勤福：勤労福祉会館

※会場の収容人数の都合により、日にちごとに対象地域を

指定させていただきました。指定日に参加できない場合は、

町内いずれかの会場での参加をお願いします。

※手話通訳を希望する方は 手話通訳が記載されている回に

ご参加ください。

※時間は１時間30分程度を予定しています。

※駐車場に限りがありますので、なるべく徒歩または乗り

合わせでお越しください。

手話通訳
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実施します 家庭系可燃ごみ処理有料化

森　岡
と　き ところ 地域（組・班など）

９月９日（日）10：00～ 森コ １、2-1、2-2、5-2

９月９日（日）14：00～ 〃 ３、４、5-1

10月１日（月）19：30～ 〃 5-3、5-4、６、7-1

10月７日（日）10：00～ 〃 7-2、7-3

10月７日（日）14：00～ 〃 ８、９、10-1、10-2

10月26日（金）19：30～ 〃 10-3、二ツ池、11

11月13日（火）19：30～ 〃 12、13、14

※森コ：森岡コミュニティセンター

森岡台
と　き ところ 地域（組・班など）

10月３日（水）19：30～ 北ふ １、２、３

10月７日（日）19：30～ 〃 ４、５、６

10月24日（水）19：30～ 〃 ７、８、９

11月23日（金）14：00～ 〃 10、11、12

11月23日（金）19：30～ 〃 13、14、15

12月９日（日）14：00～ 〃 16、17

12月９日（日）19：30～ 〃 18

※北ふ：北部ふれあいセンター

緒　川
と　き ところ 地域（組・班など）

９月23日（日）10：00～ 緒コ 二本木１、２、３

９月23日（日）14：00～ 〃 旭１、５、町１、２、寺前

10月４日（木）19：30～ 〃 旭２、３、４

10月15日（月）19：30～ 〃 山際、出口１、２、３

10月20日（土）10：00～ 〃 弁財１、２、３

10月20日（土）14：00～ 〃 旭６、サンプラ、札木１、２、３

10月20日（土）19：30～ 〃 中１、２、３、藤和

10月30日（火）19：30～ 〃 下１、２、３、下南

11月６日（火）19：30～ 相生 膝折１、２、３、４

11月９日（金）19：30～ 〃 栄１、２

11月24日（土）10：00～ 文セ 相生の丘

※緒コ：緒川コミュニティセンター
※相生：相生老人憩いの家
※文セ：文化センター

東ケ丘
と　き ところ 地域（組・班など）

９月23日（日）19：30～ 西ふ 東仙台１、２、３

10月10日（水）19：30～ 〃 東仙台４、５、６

10月17日（水）19：30～ 〃 東仙台７、８、９

10月31日（水）19：30～ 〃 丸池台１、２、３

11月18日（日）10：00～ 〃 丸池台４、５、６

11月18日（日）14：00～ 〃 丸池台７、上高根台１、２

11月21日（水）19：30～ 〃 上高根台３、４、５

12月２日（日）19：30～ 〃 上高根台６、７

※西ふ：西部ふれあいセンター

緒川新田
と　き ところ 地域（組・班など）

９月16日（日）10：00～ 卯コ
唐治西、唐治東、
肥後原東、肥後原西

９月16日（日）14：00～ 〃
西本坪、雁狭間、
寿久茂北、丸山北

10月５日（金）19：00～ 葵集 東浦葵ノ荘団地

10月16日（火）19：00～ 新会 指定なし

11月５日（月）19：00～ 卯コ
中本坪、八巻、
北添、寿久茂南

11月23日（金）10：00～ 新会 指定なし

12月２日（日）10：00～ 葵集 東浦葵ノ荘団地

12月２日（日）14：00～ 卯コ
星和苑、丸山南
ハイツ１、２、３、５

12月13日（木）19：00～ 〃
西釜池、中釜池、
東釜池、向陽台

※卯コ：卯ノ里コミュニティセンター
※葵集：東浦葵ノ荘団地自治会集会所
※新会：新田会館

　家庭系可燃ごみ処理有料化の背景や目的、ごみの排

出量や処理経費の現状、ごみの出し方・分け方などに

ついて説明させていただきます。ぜひ、ご参加ください。

説明会
の開催

手話通訳

家庭系可燃ごみ
処理有料化


