
◎「家庭ごみ」と「プラスチック製容器包装」は新しい指定袋で
◎「紙類」は新たに始まる紙類定期回収か集団資源回収へ

家庭ごみ等の出し方が変わります。
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なぜ有料化が必要

◎仙台市のごみ処理の現状

■家庭ごみの内訳

■処理費用の不均衡

［減量・分別しないと…］ ［減量・分別すると…］

処理費用（税）

減量・分別を
しない人ほど
たくさんのごみを
出しており、
その処理のために
多くの税金が
使われています。

きちんと分別すれば
リサイクルできる
資源物が、
44％も混入して
います！！

処理費用（税）

◎このような課題に対応して，さらなるごみ減量に向け，減量・分別の努力が反映
される仕組みとして，有料化を導入するとともに，生み出される収入を活用して
減量リサイクル施策を拡充するものです。

◎仙台市では，平成11年度から「100万人のごみ減量大作戦」を展開し，ごみの減
量を推進してきましたが，家庭ごみの減量はなかなか進まず，また，きちんと分別
もせずに大量のごみを出す人ほど多くの税金が使われる不均衡も生じています。

仙台市のごみ処理の現状と有料化の目的

今,地球温暖化は深刻化しつつあり,日本でも猛暑などの異常気象が増

え,農業・水産業への影響も出始めています。

資源の少ない日本では,資源の循環をさらに進め,ごみ処理に伴う環境

への負担を減らしていくことが,今,強く求められています。↑
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なのでしょうか？

家庭ごみの15％削減は，二酸化
炭素の排出を減らし，資源物の分
別は森林資源の保全やエネル
ギーの節約につながります。

さらに一層のごみ減量が進めば,焼却
工場を小さくすることができ,運営費も
大きく削減することができます。

◎家庭ごみの15％減量

◎紙類リサイクルの70％増量

家庭ごみの減量とリサイクルにより，
杜の都の環境を次の世代へ

「もったいない,分ければ資源」

杜の都の優れた環境を次の世代に引き継ぐため,

そして,この美しい地球環境を守るため,さらなる

ごみ減量・リサイクルに向けた新たな取組が必要です。

家庭ごみの一人一日当たりの排出量を100g減量
〔600g（平成18年度実績）から500ｇへ〕

家庭系紙類リサイクル量を4万ｔ（平成18年度実績）
から6万8千tへ

有料化により，平成21年度に次の目標達成を目指します！

↑



■新しい指定袋■サイズと価格

※家庭ごみ用に新たに特小サイズを設けました

家庭ごみ用 容量 単価 1セット当たりの
販売額

容量 単価

45 40円 400円
30 27円 270円
20 18円 180円

大

中

小

大

中

小

特小 10 9円 90円

プラスチック製
容器包装用

45 25円 250円
30 16円 160円
15 8円 80円

1セット当たりの
販売額
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今年10月1日  

◎「有料化」は，ごみを出す量に応じて，その処理手数料をご負担いた
だく仕組みです。

◎指定袋を購入することで，処理手数料を支払うことになります。

◎指定袋の種類と価格は次のとおりです。

◎有料化の対象は，「家庭ごみ」と「プラスチック製容器包装」です。
　 ＊「缶・びん・ペットボトル等」は，これまでどおり無料です。

「有料化」とは？

リサイクル
可能なごみ
44％

生ごみ
37％

その他
19％

生ごみ
37％

リサイクル
すると・・・

家庭ごみ用（大）40円 家庭ごみ用（中）27円 家庭ごみ用（小）18円

生ごみたい肥化など
さらなる減量で・・・

「家庭ごみ」の約40％は
リサイクル可能なごみです。

その他
19％

その他
19％

※資源物を分けることで、より小さい袋で済ませることができます。

※10枚を1セットで販売します。　
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から始まります！

◎衣類や電化製品等の保管や災害用備蓄などにご活用ください。　
◎下記の回収場所にご持参いただけば10枚（大きさ，種類を問わず，300枚
を上限とします。）につき，新しい家庭ごみ指定袋（大）1枚と交換します。
　※カラスマークの入ったレジ袋は,交換できません。
　※回収した指定袋は，大規模災害時に活用するため，各指定避難所に備蓄します。

どこで買うの？
◎販売店は，次の通りです。

平成20年10月11日（土）～平成20年10月24日（金）
午前10時～午後5時
平日…………本庁舎1階,区役所1階（青葉区役所は2階）,総合支所1階
土，日，祝日…市民センター（改修中の福沢市民センターを除く）

協同組合

スーパーマーケット

ホームセンター

その他

このシールが目印です。

期　間

場　所

＜指定袋交換日程＞

現在の指定袋は、10月から使えなくなります！

◎手数料の使途やごみ減量・リサイクルの取組実績については，
　ホームページや市政だより等を通じ分かりやすい形でお知らせします。

◎ご負担いただいた手数料は，
　全額をごみ減量・リサイクル事業に使わせていただきます。

負担していただくお金の使い道は？

仙台農業協同組合 資材館
大学生協
みやぎ生協

ジャスコ
スーパービッグ
つかさ屋
ダイエー仙台店
長崎屋
ビッグハウス
フードマーケット  フジサキ
フレッシュフードモリヤ
マックスバリュ
八百ふじ
ヤマザワ
ヨークベニマル
ワコー

カインズホーム仙台富谷店
ケーヨーデーツー
ジョイスーパーセンター愛子店
ダイシン

高木商店 明治牛乳
八幡宅配センター （青.八幡）
㈱高長商店 （泉.根白石）
㈲田中勝米穀燃料店 （太.日本平）
東北厚生興業株式会社 （青.折立）
長谷部酒店 （青.高松）
パッケージプラザ
仙台南町通り店 （青・一番町）
ホワイト急便 新坂通店 （青.柏木）
丸八産業 （宮.田子）
万両酒店 （青・八幡）
㈲嶺岸商店 （泉・市名坂）
やおすず （宮.鶴ヶ谷東）
リカーショップうえだ （太・袋原）
PDT企画  SOCKS （泉・北中山）

コンビニエンスストア

ドラッグストア

サンクス
セブン-イレブン
デイリーヤマザキ
ファミリーマート　
ローソン

ガルドドラッグ
カワチ薬品
清水薬局
ダルマ薬局
ツルハドラッグ
ばんどう調剤薬局
マツモトキヨシ

相沢米穀店 （太.秋保町）
イキマート （青・北目町）
㈱イサゴ物産 （若.沖野）
石堂屋商店 （若.志波町）
押野商店 （太.鈎取本町）
オフィス24 （青.一番町）
㈲嘉藤金物店 （若.荒町）
北一米穀店 （青.錦町）
㈱ 共友食品 （若.卸町）
㈱塩屋 （太.鹿野）
柴田商店 （太.秋保町）
将監ふれあい市場内 商人村 （泉.将監）
総合衣料 ひぐち （太.袋原）

※どの販売店でも価格は同じです。　※8月下旬から、順次販売を開始しています。 ※コンビニエンスストアでは、一部取り扱っていない店舗があります。
※詳しくは、仙台市HP又は環境局廃棄物管理課（214-8226）まで。 ※平成20年8月15日現在

　　※直前説明会の会場でも交換を行います。（裏表紙を参照）

イオンスーパーセンター
ウジエスーパー
オーケーストア
グリーンマート南光台店
サトー商会業務用食品センター
サンマリ

ビバホーム
ホーマック
ホームセンタームサシ
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乳児・介護の紙おむつ

自宅から出る庭木の剪定枝

地域清掃ごみ袋

一度に多量に出されると，収集作業に支障をきたします。
多量に出す場合はこれまでどおり臨時ごみとして出してください。（有料）

例外的な取扱い

平成19年10月1日以降に生まれた乳児のいるご家庭には，1歳を迎えるまでに1回のみ郵送で配
付します。申請書は，市役所，区役所等の窓口で配布するほか，市のHPからダウンロードできます。
（平成20年4月1日以降に母子健康手帳の交付を受けた方は，別冊に申請書をとじ込んでいます。）

◎ボランティア清掃活動で集めたごみ，自宅等の周辺に落
ちた街路樹や公園の樹木の落ち葉などを処理する場合
には,「地域清掃ごみ袋」を配布します。(無料) 

◎紙おむつについては，育児支援・介護支援の観点から，対象の方に，申請により
家庭ごみ指定袋（中）50枚を配布します。

◎指定袋に入れ難い剪定枝については，直径30cm以内，
長さ80cm以内の束にして出していただく場合に限り，
指定袋は不要です。（1回につき1束まで）

配布
窓口

●各区役所まちづくり推進課, 総合支所総務課
●各区の環境事業所
●環境局廃棄物管理課

●問い合わせ先／環境局廃棄物管理課（電話 214-8226）

＜市から紙おむつの支給を受けている高齢者・障害者の方＞

＜満1歳までの乳児のいるご家庭＞

年1回，郵送で配布します。申請書は，対象となる方に市から送付されています。

地域清掃ごみ袋
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出せないもの
右記のものは紙に
再生できません。
家庭ごみへ。

・ビニールでコーティングされた紙
  少し破ってみて,断面にビニールが見えるもの

・感熱紙（FAX用紙，レシートなど）
  爪で強くこすって黒くなるもの

・汚れている紙類　・カーボン紙　・金紙，銀紙
紙コップなどの
防水加工紙

洗剤などの
においのついた紙 写真 シュレッダー

処理紙

ごみ集積所を利用した紙類定期回収（無料）

その他の紙類回収

＜10月1日からスタート＞

◎紙類の分け方・出し方

◎回収するもの 新聞・折込チラシ、段ボール、紙パック、雑誌・雑がみ
（紙に再生できるもの）

（収集日は「資源とごみの分け方・出し方」をご覧ください。）
◎収集回数月2回 

ビニール袋に入れて出すことはできません。

新聞紙といっしょに
折込チラシも出せます
※新聞紙とチラシ以外
のものは混ぜない

粘着テープ類や
カーボン紙は
取り除いて
たたんで十文字
にしばる

洗って開いて
乾かしてから
十文字にしばる

新聞・折込チラシ 段ボール 紙パック

雑誌・雑がみ

このマークを

束ねることができな
い紙類は紙袋や大き
めの包装紙などにま
とめて入れ 十文
字にしばる
紙以外の部分は取り
除く

←包装紙・紙袋類

↑ティッシュなどの紙箱 ↑カレンダー

紙類はキチンと分別して
リサイクルしましょう

他のごみの収集日と重なっている場合には，分けて置いてください。

種類ごとに分別し，紙ひもまたはビニールひもで十文字にしばって，出してください。

お願い

段ボール

段ボール

新聞紙

新聞紙，雑誌

雑誌・雑がみ

紙箱，絵本など

紙パック

トイレットペーパーなど
このように
リサイクルされます

◎地域の子供会や町内会などによる集団資源回収も利用できます。
　  ※回収量に応じて奨励金が交付されます。

◎市民センターなどの紙類回収拠点も利用できます。

※朝8時30分までにごみ集積所に出してください。
※雨の日、祝日も収集します。

◆詳しくはワケルネット（http://www.gomi100.com）または環境局リサイクル推進課（TEL.214-8229）へ
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もったいない・分ければ資

◎レジ袋を断りましょう。

◎食材は使いきる，食べきる，捨てるときに
　水気をきるを実践しましょう。

◎野菜や果物などはバラ売りのものを
　必要なだけ買いましょう。　　

◎包装の少ない商品を積極的に選びましょう。

◎使い捨て商品の使用はできるだけ避けましょう。

無駄なものは買わない，もらわない
ごみを出さない暮らし／リデュース（Reduce）1まずは

◎マイバッグ，マイボトル，マイはしを持ち歩きましょう。

◎使い捨ての紙製品よりも，
　布製品を繰り返し使いましょう。

◎詰め替え商品やリターナブル（再使用）びん入りの
　ものを選びましょう。

◎衣類や家具類はフリーマーケットや
　リサイクルプラザへ提供しましょう。

使い捨てはもったいない
ものを繰り返し使う暮らし／リユース（Reuse）2そして

◎プラスチック製容器包装，缶・びん・
　ペットボトル等と紙類は,キチンと分けて出しましょう。

◎食品トレーなどは店頭回収へ出しましょう。

◎エコマークやグリーンマークのついた商品を
　優先的に選びましょう。

◎生ごみは，できるだけたい肥化しましょう。

◎着られなくなった衣類はリフォームしたり，
　端切れにして汚れとりに使いましょう。

再生使用できるものを無駄にしない
資源をキチンと分別する暮らし／リサイクル（Recycle）3最後に

ごみを出さない暮らしをめざし,3R（スリーアール）に
取り組みましょう！
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源の3Rを実践しましょう

レジ袋は，その製造や処理に多くの原油が消費され，しかも，すぐにごみになってしまいま
す。ごみの減量と地球温暖化防止のためレジ袋の削減に努めましょう。仙台市では事業者
（スーパーなど）や市民団体との協力のもと，レジ袋の削減に取り組んでいます。みなさん
のご協力をお願いします。
※レジ袋有償提供店舗数：市内28店舗（平成20年8月15日現在）の有償提供店舗では，レジ袋辞退率が80％を超えています。

今まで家庭ごみで捨てるしかなかったクリーニング用のポリ包装袋とハンガーを右記ポス
ターのあるクリーニング店に持ち込んでください。家庭ごみが減量され，またハンガーな
どとして再生されます。※実施店舗数：市内22店舗　※平成20年8月15日現在

食品スーパーや電気店，酒店などの店頭で資源物を無料で回収しています。食品トレーなどを持ち込めば，
プラスチック製容器包装の量が減るだけでなく，また食品トレーなどにリサイクルされます。ごみ減量・リサイ
クルのため，買い物のついでに，店頭回収を利用しましょう。

みやぎ生協，ヤマザワ，ヨークベニマル，ジャスコ，
ウジエスーパー，SEIYU，モリヤ，サンマリなど食品スーパー各店舗

★レジ袋いりません！の一言で，レジ袋を削減しよう！

★進めよう！お店に返すリサイクル

生ごみをたい肥化すれば，家庭ごみがぐんと減るだけでなく，
野菜づくりやガーデニングに活用できます。自宅で資源循環を楽しみませんか。
●たい肥化方法を学びたい方のため,「生ごみリサイクル実践講座」を開催しています。

●たい肥化容器及び家庭用電気式生ごみ処理機には,購入費補助制度があります。

●電気式生ごみ処理機（乾燥型）で生成された『乾燥生ごみ』は，各区の野菜市で野菜と
交換できるほか，環境事業所や一部の市民センターに持ち込むとワケルくんグッズな
どと交換できるスタンプカードがもらえます。

★生ごみは,たい肥化すれば資源です！

★クリーニングカバー（ポリ包装袋）等
　店頭回収モデル事業が始まりました。

＜回収店舗＞

食品トレー，紙パック，ペットボトルなど
※ボタン電池，充電式電池，インクカートリッジなど⇒電気店へ
※リターナブルびん（一升びん，ビールびんなどの再使用びん），缶など⇒酒店

＜回収品目＞

◆詳しくはワケルネット（http://www.gomi100.com）または環境局リサイクル推進課（TEL.214-8230）へ

容器包装を減らしましょう！

生ごみを減らしましょう！
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ルール違反は
有料化に伴う不法投棄・不適正排出を防止し，杜の都の清潔で快適な環境を守
るため，仙台市では次のことに取り組みます。

全ての集積所で実態調査等を実施し，排出ルールが守られていない集積所での立会排出
指導や地域での分別講習会を実施し，改善を図っています。

◎排出実態調査と立ち会い指導の実施

学生やアパート等への説明会でも適正排出の徹底を呼びかけているほか，パトロール車
による巡回監視の拡充，粗大ごみの不法投棄への厳正な対応なども進め，一層の改善を
図っています。

◎学生や単身世帯等への適正排出の呼びかけ

市職員による全ての集積所での早朝の巡回排出指導を２週間実施します。特に重点的な対
応が必要な地域については，徒歩による巡回指導に加え，自転車・パトロール車による巡回
指導も実施します。

◎職員による早朝巡回指導の実施

市職員による早朝巡回指導の際には,町内会から推薦された皆様の
協力を頂き,一体となって啓発活動を実施します。

◎町内会と連携した啓発活動の実施

排出状況が悪い集積所については，夜間パトロール，収集業者によるチェックなど，様々
な対策を進めます。
＊風やカラス等によるごみの散乱を防止するため，ごみ集積所で使用するネットを無料で配布しています。
詳しくはお住まいの区の環境事業所までご相談ください。

◎その他の対策

集積所の対策（有料化導入前）

集積所の対策（有料化導入後）
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見逃しません！

各環境事業所や産廃Gメンによる巡回パトロールを拡充し,警察等との連携により監視体制を強
化します。

◎監視体制の強化

河川敷や山間部，人通りや車通りの少ない道路敷，緑地，海岸な
ど不法投棄が多発している地域では，その一掃に向けた地域ぐ
るみクリーンアップ清掃活動を展開します。

◎クリーンアップ清掃活動の展開

集積所以外の不法投棄対策

ごみ出しのルールを守りましょう

◎収集日の朝8時30分までに決められた
　集積所へ出しましょう。
◎資源物はしっかり分別しましょう。
◎粗大ごみは「粗大ごみ受付センター（716-5301）」
　へ申し込みましょう。
◎事業ごみは，少量でも家庭ごみの
　集積所には出せません。

事業ごみ事業ごみ

不法投棄は犯罪です！

不法投棄は,5年以下の懲役,
1,000万円以下の罰金が
科せられます
（未遂罪を含む）。



直前説明会を開催します。
（直接会場へ）
町内会ごとに開催した地域説明会に参加できなかった方
や,もう一度説明を聞きたい方は,ぜひご参加ください。
説明会参加者には,新しい指定袋が詰め合わせに
なった「お試し袋セット」をお配りします。また各会場
では午後1時～午後5時まで指定袋の交換も行いま
す。交換の比率等はP5をご覧ください。

※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

日時

9月7日（日）・20日（土）

9月13日（土）

9月13日（土）・28日（日）
午後1時
30分～
午後3時
30分～
（各日2回）

9月14日（日）・20日（土）

9月14日（日）・21日（日）

9月15日（祝）

9月21日（日）・27日（土）

若林区役所6階ホール

秋保総合支所2階大会議室

市役所本庁舎8階ホール

宮城野区役所6階ホール

泉区役所東庁舎5階大会議室

広瀬市民センター

太白区役所5階ホール

会場

自らの生活スタイルを見つめ直し，

ごみの減量・リサイクルを進め，

環境への負担を減らしていく，

そういった日常的な行動の積み重ねが，

地球環境を守ることになります。

皆様のご理解・ご協力をお願いします。

◎青葉環境事業所 277-5300 ◎宮城野環境事業所 236-5300
◎若林環境事業所 289-2051 ◎太白環境事業所 248-5300
◎泉環境事業所 773-5300

※有料化の制度に関するお問い合わせは
　有料化ホットライン／214-5374　FAX（総務課）／268-2861
※不法投棄やごみの分け方・出し方に関するお問い合わせは
　廃棄物管理課／214-8227
※資源物の分別・リサイクル、紙類定期回収に関するお問い合わせは
　リサイクル推進課／214-8229
※集積所などに関するご相談は

平成20年8月 仙台市環境局

再生紙使用

ご み な し

PCサイト  http://www.city.sendai.jp/s/gomi/ 袋くんの日替りメッセージやデコメが楽しめる「ワケルモバイル」はこちらから
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