
秋のエコフェスタ秋のエコフェスタ開催
　楽しみながら環境について学べる「秋のエコ
フェスタ」を開催します。また、１階たんぽぽ
センターでも施設公開を行います。

　荒川区では条例で定めた喫煙に関するルールを「あらかわたばこマナー」とし、ポスター等をさまざまな場所
で掲示することで、区内での喫煙マナーの向上に取り組んでいます。 ［問合せ］環境課　☎内線４８３

　環境に関するちょっとした取り組みや工夫等、エコ
アイデアを募集します。毎日の生活で実践しているエ
コな活動を教えてください。

日時 1010月月2222日日土 土 午前10時～午後３時午前10時～午後３時
会場 あらかわエコセンターあらかわエコセンター

問合せ 環境課　☎内線４８２環境課　☎内線４８２

● 廃ガス管で万華鏡づくり
 時間  午前10時30分～11時30分
● カプセルはんこ工作
 時間  ①午前11時45分～午後０時
15分　②午後１時～１時30分
● 身近な野菜で発電体験
 時間  午後１時45分～２時45分
● 出張ふれあい動物園（あらかわ遊園）
 時間  ①午後１時～１時30分　②午後２時～２時30分
※ 各ワークショップは定員24人、開始30分前から整理券配布

● 花苗の配布（先着順）　 時間  午後１時30分から
● 子ども服交換会
● 牛乳パックでおもちゃづくり
● フードドライブ（家庭にある未開封で賞味期限が２か
月以上残る食品を回収し、福祉関係団体等へ寄付）

荒川区環境区民大賞 候補者募集候補者募集

都電停留場に
横断幕を増設しました

平成29年１月23日㈪締 切 り
平成29年４月に、サンパール荒川にて実施予定表 彰 式
〒116-0002荒川区荒川１-53-20あらかわエコ
センター２階　環境課　☎内線４８３応募・問合せ

応募用紙に必要事項を記入し、環境課へ持参または郵送応募方法

守りましょう

募
集
部
門

 余った食材を有効に使えるレシピや生ごみ
を減らす工夫を凝らしたレシピ等　
日々の暮らしの中で実践している省エネル
ギーの取り組みや節約アイデア等

レシピ部門

生活部門

【例】光熱水費削減の工夫や風呂水や雨水の有効活用等

おうちエコ部門

事業者や町会等における環境活動
【例】 事業所内での節電の取り組みや

地域のお祭りでの工夫等
※自薦・他薦可

まちエコ部門

小学生のエコアイデア～未来のエコ道具
【例】電気・ガス・水道の使用を減らすことのできる「省エネ」道具等こどもエコ部門

日常的な清掃活動の実施や、工夫を凝らした美化イベント
の実施等　※自薦・他薦可美化部門

主なイベント

園）

清掃車へマナー啓発の
マグネットシートを貼付
しました

　区内各施設・協力企業団体等に、ポスタ
ーを掲示しています。
　環境課で希望する方に配付していますの
で、マンション共用部や自宅の塀等に掲示
し、活用してください。

「あらかわたばこマナー」のポス
ターを掲示しています●区内全域ポイ捨て禁止

●区内全域歩きながらの喫煙禁止
●区内全域自転車乗車中の喫煙禁止
●駅周辺での路上喫煙禁止　※除外場所を除く
(日暮里・西日暮里・南千住・町屋・三河島・新三河島駅)

内全域ポ 捨 禁止
あらかわたばこマナー

▲ あらかわ遊園の▲ あらかわ遊園の
モルモットモルモット

あらかわエコセンター、区役所１階総合案内、各区民事務所・図書
館・ふれあい館等
※荒川区ホームページからもダウンロード可

応募用紙
の配布

環境課（荒川区荒川１-53-20　あらかわエコセンター２階）所在地

　「歩行喫煙・ポイ捨て禁止」「路
上喫煙禁止」のポリ看板を、環境課
で希望する方に配付しています。
　ポイ捨て等でお困りの方は、自宅
の塀や壁等に掲示し、活用してくだ
さい。

マナー啓発ポリ看板をお配りします
　駅前で区民の皆さんと「あら
かわたばこマナー」の声かけ
や、ごみ拾いを行います。
　ぜひ、ご参加ください。

駅前美化キャンペーンを行います
期　日 場　所
10月18日㈫ 南千住駅西口
11月 ９日㈬ 西日暮里駅

　 11月15日㈫ 東京メトロ町屋駅
12月 １日㈭ 南千住駅西口
12月 ８日㈭ 都バス南千住車庫前

平成29年１月13日㈮ 日暮里駅下御隠殿橋
午前８時～８時30分（予定）
※雨天中止（小雨決行）

時
間

みんなの
エコ募集中

こどもエコ部門は
図書券（5000円）贈呈

各部門大賞受賞者に
区内共通お買物券
（１万円）贈呈！

参加賞もあります

発行　荒川区環境清掃部清掃リサイクル課
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　他にも色々な種類があります。詳しくは荒川区ホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わせください。

紙製の菓子箱、ティッシュボックス、
トイレットペーパー芯、紙袋等

その他
● カバンや靴などの詰
め物（緩衝材）
●アイロンプリント紙
●シールや粘着テープ

　かさばらないように折り畳んで、新聞や段ボール等と同じように、ひも
でまとめるか、紙袋に入れて地域の資源回収に出してください。

　紙類の中には、再生紙の色むら・しみ・臭いの原因や、機械が故障する原因になる
等、再生する際に妨げになるものがあります。
　下記の紙類は燃やすごみとして出してください。

　知らずにごみとして捨ててしまっていた
雑がみを１週間集めてみるとどのぐらいの
量になるのか、実験してみました。

▶
２
人
世
帯
で
出
た
雑
が
み

　３Ｒ３Ｒとは、「リデュース（Reduce）…ごみの発生抑制」「リユース（Reuse）…再使用」「リサイクル
（Recycle）…再生利用」の３つの取り組みの頭文字「R」を合わせた言葉です。
　「まずはごみを出さないようにする、使えるものは繰り返し使う、使い終わったものは分別してもう一度
資源とする」を区民の皆さんが理解し、ごみ減量のためにできることから取り組むことが大切です。
　雑がみは可燃ごみとして出さずに、リサイクルしましょう。

10月は
３Ｒ推進月間

どうやって出せばいいの？どうやって出せばいいの？

　リサイクルできる紙といえば、新聞、雑誌、段ボール、牛
乳パックですが、実はもう一つ、身近で貴重な紙資源があり
ます。それが「雑がみ」です。
　 雑がみとは、家庭から出される新聞、雑誌等以外のリサ
イクルできる紙類のことで、具体的には、家庭で不用になっ
たちらし、パンフレット、包装紙、紙箱、紙袋等です。

　燃やすごみには、資源としてリサイクルできる
ものが約９％含まれており、ほとんどが紙類の資
源である雑がみです。
　価値のある資源をごみとして出さず、きちんと
分別しましょう。

出典： 平成26年度排出原単位等
実態調査結果

雑がみとは 燃やすごみの中身を見てみよう

26年度排出原単26年度排出原単26年度排出原単6年度排出原単年度排出原単年度排出年度排出年度排出度排出排

資源９％

ティッシュボックス等は
取り出し口のフィルムを
剥がしてください

トイレットペーパー等
は、芯の中に芯を入れる
とかさばりません

ポスト等に入
っていたちら
し等は、雑誌
に混ぜて出す
こともできま
す

トイレットペー
パーの芯や紙製
の菓子箱等、大
きさがバラバラ
のものは紙袋で
まとめましょう

　ちらしや菓子箱等が256ｇ集まり
ました。年間量に換算すると13.3
㎏にもなります。
　ごみとして捨ててしまうのはもっ
たいないですよね。

紙おむつ、汚れた紙

汚れや臭いの
付いたもの

粉末洗濯洗剤の入っていた紙箱、線香の箱

香りが付いて
いるもの洗 剤

線 
香

食べ物が付着した紙

特殊な加工がされ
ていたり、紙以外
の素材が付着して
いるものは回収で
きません

感熱紙（レシート）、カーボン紙（伝票等）、
写真、圧着はがき

加工されて
いるもの

紙コップ、紙皿

はっ水加工等がされている
もの
※汚れていなくても回収できません

cookie

燃やすごみとして出すもの

雑がみとして出せるもの

問合せ 清掃リサイクル課　☎内線４４９

荒川区　雑がみ

　10月10日㈷にあらかわ
リサイクルセンターがオー
プンしました。この施設で
は、リサイクルを体験でき
る工房・教室等や、回収さ
れた資源の処理工程の見学
ができます。
　また、家庭で出される蛍光管、食用油（廃食油）、小
型から中型家電、水銀体温計の回収も開始します。
所 在 地　南千住３-28-69
開館時間　㈪～㈯午前８時30分～午後５時15分
　　　　　※年末年始を除く

あらかわリサイクルセンターオープン

清掃リサイクル課　☎内線４７０問合せ

実証実験 家庭で１週間集めてみました

燃燃
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▶区内在住Tさん
集めてみるとたくさんありま
すね。ごみ箱の隣に紙袋を置
いていたので手軽に集められ
ました。

油等の汚れが付
いているもの

ざつざつ
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