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リサイクルスクエアがますます便利に!!

麻溝台リサイクルスクエア

住所：南区麻溝台1524-1、敷地内青色の建物
電話：042-742-0006（４月１日から）

　市南部における本市が推進する4R活動の
拠点施設として、麻溝台リサイクルスクエア
を開館します。
　また、資源リサイクルステーションへの
資源の持ち込みも可能です。

南部粗大ごみ受入施設
住所：南区麻溝台1524-1、敷地内茶色の建物
電話：042-767-5305

　平成29年４月３日には、南部粗大ごみ受入
施設も同跡地に移転し、供用を開始します。
　同じエリアで一般ごみ・資源・粗大ごみを
排出できるようになります。

　平成28年10月から一般ごみの収集回数を週３回から週２回に変更しました。
　皆様のご理解とご協力により、「ごみ」が着実に減っています。
　引き続き、ごみの減量化・資源化にご協力をお願いします。

　生ごみの水切りの徹底と一般ごみに多く含まれている紙製容器包装・
雑がみ・プラ製容器包装の分別にご協力をお願いします!!

※平成28年10月～平成29年１月までの前年同時期の比較

生ごみの約80%は水分

水切りは
ごみの減量に
つながります。

資源の日へ

市民の皆様のご協力で「ごみ」が減っています!!

水をよく
切れば、
臭いも
少ない！

容器包装プラの日へ

袋は
ペットボトル
と分けてね

箱は開いて
たたんでね!!

　平成29年４月１日、旧南清掃工場跡地（現南清掃工場横）に麻溝台リサイ
クルスクエアが開館します。
　これで橋本台リサイクルスクエア（緑区下九沢2084-3）と２館体制に
なり、更に便利になります！！
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資源一般ごみ 容器包装プラ

※現施設（南区麻溝台3-5-15）は、４月１日まで粗大ごみを受け入れます。

※３月31日までは資源循環推進課にお問い合わせください。

南部粗大ごみ受入施設も移転!!
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麻溝台リサイクルスクエア

南部粗大ごみ受入施設 麻溝台環境事業所

南清掃工場
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南清掃工場へは
こちらから入場
してください

南部粗大ごみ受入施設、
麻溝台リサイクルスクエア
へはこちらから入場して
ください

リサイクルスクエアってどんなところ？　家庭から排出されるごみの減量化・資源化に関する意識の醸成やリユース・リサイクルなどの４Rに関する理解を深めるため、次のような事業を行っています。

※その他、各種講座の開催、パソコンや使用済小型家電の回収なども
行っています。

③資源リサイクルステーションでの一時多量の資源の受け入れ※大野産業株式会社による暫定南部リサイクルステーションでの資源の受け入れは平成29年３月31日をもって終了となります。

料　金
1,000円
500円
300円

区　　分大（3辺の合計が3.8m以上など）中（3辺の合計が2m以上3.8m未満など）小（3辺の合計が2m未満など）※詳細は市ホームページをご覧ください。

①リユース家具の展示と提供 （麻溝台のリユース家具の展示と提供は５月から実施予定）　粗大ごみとして排出された家具の一部を清掃し、展示と提供を
行っています。家具の大きさにより区分を設け、リユースに係る費
用の一部をご負担いただきます。（平成29年４月１日から）

②講習室の貸出し
　ごみの減量やリユース、リサイクルなどの4Rに関する活動を行う
団体等にリサイクルスクエアの講習室を貸し出します。利用区分：午前９時～正午、午後１時～午後４時30分　利用料金：無料

本社：相模原市南区麻溝台6-6-1

0120-472-851
国土交通省免許軽自動車運送事業／神奈川県公安委員会許可古物商（相南58第13号）／神奈川県公安委員会許可金属屑商（相南58第14号）／家電リサイクル協会指定家電リサイクル券優良発券店
相模原市許可　一般廃棄物収集運搬業（第A0164号）石阪ロニイ／産業廃棄物収集運搬業（第104797号）石阪ロニイ

詳しくは 検索アーカディア スマホ、パソコンからでも
ご覧いただけます。

即日
対応！

御見積り、相談無料 どんな事でもお気軽にご相談ください。

広告

ゴミ屋敷の
大掃除
遺品の整理

引越しの際に出た
不用品の整理

建物解体前の
ゴミの整理

分別が苦手で
お悩みの方

市場価値の
あるものは
買取も
致します

※ゴミの処理については、市の排出方法に従ってお願い致します。



分別戦隊シゲンジャー銀河、レモンちゃん　©相模原市

　市では、循環型社会の形成に向けて「相模原ごみDE71大作戦」を展開し、ごみの排出量を１人１日あたり
約100ｇ（レモン１個分）の減量を目指しています。このため、楽しく、当たり前に、ごみの分別ができるよう
小学校等での出前講座や、市民まつり等のイベントでごみの減量化・資源化の大切さをPRしています。
イメージキャラクターの「分別戦隊シゲンジャー銀河」や「レモンちゃん」が登場する催しもありますので、
ぜひ足を運んでみてください。イベントは随時ツイッター（@shigenjar）や市HPなどでお知らせしています。

　市では、市内の自治会、子ども会などの地域団体が自主的に行う
資源回収事業を支援しています。
　現在、353団体（平成28年12月現在）が集団資源回収に取り組ま
れています。

使用済みの注射針を一般ごみとして排出する際には注意してください。
収集作業員の針刺し事故が発生しておりとても危険です。
※使用済みの注射針は、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

１万ダウンロードを突破した相模原市ごみ分別アプリ「シゲン
ジャーSearch」に収集お知らせ機能が追加されました。

　この奨励金は、登録を済ませた実施団体が回収した資源の量に応じて交付
するものであり、各団体の活動費等に活用できます。

　事前に団体登録が必要です。登録方法など、詳しくは市ホームページをご覧
いただくか、資源循環推進課（TEL 042-769-8245）までお問い合わせください。

分別は、楽しく、当たり前に

集団資源回収はじめませんか？

注射針はとても危険です！！

シゲンジャーSearchに
新機能追加！

サ　ー　チ

2,000円を超える生ごみ処理容器等（電動式乾燥型・
バイオ型、コンポスト化容器、密閉式容器、土壌混合式）
市内在住の方。１世帯に１台まで（コンポスト化容器、
密閉式容器及び土壌混合式は２台まで）
※購入金額の２分の１以内
   （100円未満切り捨て、限度額30,000円）

【対象品】

【対象者】

【助成額】 

相模原市では、生ごみ処理容器等の
購入費の半額（※）を助成しています！

●奨励金を交付します

●奨励金の交付の対象となる品目

イベントにおける啓発活動
選別体験の様子

市では、職員が地域に伺って、ごみ・資源に係る事柄全般にお答えする
出張相談会を行っています！皆様のご相談をお待ちしております。

　● 麻 溝 台 環 境 事 業 所　TEL 042-747-1241
　● 橋 本 台 環 境 事 業 所　TEL 042-772-0218
　● 津久井クリーンセンター　TEL 042-784-2711
　● 資 源 循 環 推 進 課　TEL 042-769-8334

出張相談会に関する
お問い合わせ先

①ごみの減量化、資源化
②コミュニティの活性化
③環境意識の向上

紙類
新聞、雑誌、
段ボール、
紙パックに限る

電動式
乾燥型

コンポスト化
容器 土壌混合式

かん・金物類

注意！！
医療機関等が
回収をしている場合

回収をしていない場合

医療機関等へ

必ずペットボトルなどの針が突き
抜けない容器に入れて一般ごみへ

● 分別がすぐにわかる分別事典　　● 収集曜日がいつでも確認できる
「シゲンジャー Search」の便利な機能！サ　ー　チ

「ごみと資源
の収集曜日」
で設定した各
収集曜日の隣
のアイコンを
タップ。

「通知設定」で収集曜日前日と当日のお知らせ時
間を設定し、完了をタップして、設定完了です。

このアプリは市内のグッドビー株式会社
との協働事業にて開発しました。

無料ダウンロードはこちらから

集団資源回収の　   メリット

ごみについて知りたい・学びたい

３大

びん類 リターナブルびんに限る

小学校出前講座
（主に小学校４年生）
今年度は市内小学校73校（全78校中）
で実施（平成28年12月末時点）

布類

iPhone用 Android用

サ　ー　チ

　自治会は、自主的・自立的な組織として、防災、防犯、環境美化や福祉など、身近な課題解決に
向けた地域活動の中心的な役割を担っています。
　私たちの「まち」を、より良い「まち」としていくために…自治会に加入しましょう！

自治会加入のご案内 自治会の皆様が、あなたの“日常”を支えています !!

相模原市　集団資源回収

相模原市　生ごみ処理容器


