
 環境、ごみの減量・リサイクルに関する講座を以下のとおり開催します。ぜひご参加ください。 

講座名 開催日時 申込方法・内容 

夏休み 

親子リサイクル体験講座 

8月 10日(割りばし鉄砲作り) 

8月 24日(変り絵ボックス作り) 
広報かわごえ６月２５日号を

ご覧のうえ、往復ハガキにてお

申し込みください 巾着袋づくり講座 7月 18日午前 10時～12時 

おもちゃの病院 

(壊れたおもちゃの修理) 

毎月第２日曜日 午前 10 時～午後

４時(患者受付２時まで) 

申込は不要です。直接当館まで

ご来館ください 

 

 

 平成１３年に開始した布類の拠点回収、平成１６年にその他プラスチックの分別収集と、ほぼ

確定したごみの分別方法ですが、さらに本年度から始まった小型家電拠点回収。さらなるごみ減

量化、再資源化への取り組みは続いております。ごみ最終処分場「小畔の里クリーンセンター」

の処分可能な容量もほぼ底をついている現状から、より一層のごみの減量をお願いいたします。 

 残念なことに、ここ数年減少傾向だった排出量。昨年度は少し増えてしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済み小型家電には、金や銀などの貴金属やレアメタルなどの希少金属が含まれています。 資

源の有効利用の観点から、この金属の回収・リサイクルが大変重要です。 

また、拠点回収を行うことで集積所からの持ち去りを防ぎ、一層の有効利用が図れます。 

拠点回収の日程・場所は以下のとおりです。なお、つばさ館以外は布類の回収も同時に行います。

皆様のご協力をお願いいたします。 

【回収日程・場所】 午前９時から正午まで（環境プラザつばさ館を除く） 

回収場所 日  程 回収場所 日  程 

单古谷公民館 

今泉 371-１ 

7月 8日  9月 9日 

11月 11日  1月 13日 

3月 10日 

市立診療所跡地 

小仙波町 2-45-5 
6月 10日  7月 8日 

8月 12日  9月 9日 

10月 14日 11月 11日 

12月 9日   1月 13日 

2月 10日  3月 10日 

古谷公民館 

古谷上 3830-２ 

6月 10日  8月 12日 

10月 14日 12月 9日 

2月 10日 

高階土地区画整理

事務所 

砂 77-1 

環境プラザ 

(つばさ館) 

鯨井 782-3 

常時（祝日を除く） 

※午前 9時から午後 4時まで

にお持ちください。 

西清掃センター跡

地 

笠幡 3299-1 

※ 雨天の場合でも実施します。 ※家庭から排出されたものに限ります。 

※ 小型家電は電池をはずしてお持ちください。開催日時を確認のうえお越しください。 

【回収できるもの】 小型家電の主なものは以下のとおりです 

・ＡＶ機器： オーディオプレイヤー ステレオ ビデオレコーダー等 

・趣味家電： カメラ(デジタル) ビデオカメラ ゲーム機等 

・生活家電： 扇風機 時計 ミシン 電気掃除機 電卓 照明機器 アイロン等 リモコン等 

・調理家電： 電子レンジ 食器洗い乾燥機 卓上型電磁調理器 コーヒーメーカー等 

・携帯電話(つばさ館と各拠点会場に破砕機があります) ・自動車周辺用品(電子機器） 

※詳しくは回覧「小型家電の拠点回収を行います！」または川越市ＨＰ「小型家電回収品目一覧」

を参照いただくか、資源循環推進課までお問い合わせください。 

【回収できないもの】 

・家電リサイクル法対象機器： テレビ エアコン 冷蔵庫(冷凍庫) 洗濯機 衣類乾燥機 

・資源有効利用促進法対象機器： パソコン本体 ディスプレイ(ＣＲＴ・液晶) 同梱装置 

・事業所で使われていた小型家電（産業廃棄物となります） 

※上記対象機器の処分につきましては、平成２４年度「家庭ごみの分け方・出し方」２３ページ

を参照いただくか、資源循環推進課までお問い合わせください。 

 

【担当】 資源循環推進課 減量リサイクル推進担当 電話 ２３９－６２６７ 
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 生ごみの約８割は水分。可燃ごみの減量には、ま

ず生ごみの水切りが大切です。 

○ 水分の多いごみは干して乾かす 

○ 水分を絞る 

○ 乾いたゴミを濡らさない 

生ごみの水切りにご協力ください  

土壌改良材「肥え土」について 

 

 大変ご好評をいただいております「肥え

土」の配布ですが、残留放射線の影響で農水

省から規制要請を受けている状況です。 

 今後配布規制が解除となりましたら広報

等でお知らせします。 

 安心・安全な「肥え土」配布のため、いま

しばらくお待ちください。 

…

…

…

や

ま

お

り

…

…

… 

発行 資源循環推進課 環境プラザ担当 

〒350-0815 川越市大字鯨井７８２番地３ 

電話 ２３９-５０５３  FAX 239-5054 

Mail tsubasakan@city.kawagoe.saitama.jp 
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 平成２２年４月の開館からはや２年。 

４Ｒ（ＲＥＤＵＣＥ ＲＥＵＳＥ ＲＥＣＹＣＬＥ ＲＥＦＵＳＥ）推進の啓発施設として発

足以来、皆さまに親しまれてきましたが、再生家具、雑貨頒布等さらに充実を目指しております。 

８月には隣接する「なぐわし公園」に温水利用型健康運動施設「ＰｉＫＯＡ」も誕生します。 

この機会にぜひつばさ館にお立ち寄りください。 

 

＊ごみの発生抑制（ＲＥＤＵＣＥ）、再使用（ＲＥＵＳＥ）、再利用（ＲＥＣＹＣＬＥ）、不要なものを買わない、断る

（ＲＥＦＵＳＥ）の４つのＲを基本に、地域から持続可能な資源循環型社会の構築に取り組むこと 

 

おひとりでも団体でもつばさ館と資源化センターの見学ができます。団体でなければ特に予約

の必要もありません。入館料も無料です。 

つばさ館から見上げると、館内を貫くように階段があります。この階段（エレベーターもあり

ます）を３階まで登っていただくと、見学用通路がはるかごみ焼却施設まで伸びています。ごみ

ピット、ごみクレーン、リサイクル工場等を見学通路からご覧になれますので、小さなお子さん

でも安全に見学できます。 

大きなごみクレーンが動くところは必見ですよ。 

 

つばさ館では、ごみの減量、資源再利用のため、ご家庭内で不用となった雑貨・布類・食器等

の引き取りをおこない、ご希望の方にお頒けしております。 

ご家庭で何年も眠っているようなものがございましたら、つばさ館までお持ちください。 

館内で展示・頒布（１０円～５００円程度）をしています。 

【引き取りしているもの】 

衣類全般 雑貨 食器 陶器 調理器具 スポーツ・アウトドア用品 カバン類 おもちゃ 

ぬいぐるみ シーツ タオル 小型家具 本 など 

【お願い】 

家電製品、パソコン、大型家具は引取りできません。 

再使用を目的としておりますので汚れ、損傷、安全確認のできないものは引取りできません。 

 

 

当館の家具再生工房で清掃・修理した家具を頒布しております。 

価格は５００円～４,０００円程度。小さな椅子、テーブルから大きな洋ダンスまで常時７０点

程度を展示しております。２週間のサイクルで展示・抽選・頒布をおこなっています。 

 

再生家具の申し込み方法はつぎのようになります。 

１ 展示期間中につばさ館にお越しください。 

２ ご希望の家具が見つかりましたら、「再生家具申込書」にご記入のうえ投票してください。 

  なお、抽選日前日の申し込みは午後４時で締め切ります。 

３ 抽選日に公開抽選をおこない、当選者を決めます。同時に当選通知をご本人あてに郵送しま

す。 

４ 当選通知をお受け取りになった方は、通知をお持ちになり、料金をお支払いのうえ、家具を

お持ち帰りいただきます。 

【ご注意】 

・ お申し込みの前に家具のサイズ、家具の状態をよくお確かめください。 

・ 「再生家具申込書」の記入漏れにご注意ください。記入漏れは無効となります。 

・ お申込みはご来館者一名、一回の抽選につき２点までです。 

・ 当選した家具は、ご本人がお持ち帰りいただきます。輸送サービスはおこなっておりません。 

・ 今後の抽選日は、７月１１日(水)、７月２５日(水)、８月８日(水)の予定です。 

 

 解体・修理をして生まれ変わった自転車はいかがですか。 

 毎週金曜日午前９時から販売開始です。先着順で販売していますので、お早めにお越しくださ

い。約６,０００円～９,５００円程度の実費を負担していただいております。 

 つばさ館の中の自転車再生工房で日々新しい自転車が誕生しています。修理風景を見ることも

できます。みなさまのお越しをお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 
【所在地】 川越市大字鯨井７８２番地３ 【電話】 ２３９－５０５３ 【開館時間】 午前９時～午後５時 【休館日】 月曜日・祝日 
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