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紙酉己合率100％再生紙｛吏用
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　燃やせるごみの中を調べてみると、紙類が約4割と多くを占めています。この中には、リサイクルできるお菓子の箱やたばこの箱、

包装紙などの紙類が含まれています。これらの紙類は資源として、立派にリサイクルすることができます。ご家庭にある身近な紙類を

簡単に捨てていませんか？新聞・雑誌・雑がみ・ダンボール、もう一度出し方を確認してみてください。
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L平成16年8月14日（土）、．福生市廃棄物減量等　　　　　　ノ

推進委員（60名、当日19名）が南公園付近の河　　　　　　嚇

川敷のごみパトロールを実施いたしました。当日

は粗大ごみやバーベキュー後の、持ち帰らなけれ

馴竃1議蕪麟羅竃灘

一一一

　
　
　
　
メ

粗7nsご万0お申し込亮はリサイグルぜジ∀一へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

碗、　　　　Lf

電話　552－1621．または55T－9150
粗大ごみ（1辺が50センチを超える）及び臨時ごみは

福生市リサイクルセンターへお申し込みください・　　　※電話で申し込みができない方のみ

　　E巫530・－0155
粗大ごみを出したいとき
①上記の福生市リサイクルセンターに電話でお申し込

　　みください　｛品名、大きさ等をうかがい廃棄物処

　　理券の購入金額をお伝えします．1

　　同時に集収日を決定します

②廃棄物処理券を廃棄物処理券取扱店で購入してください。

③　収集日の朝8時までに廃棄物処理券を貼って出して

　　ください．

環境課清掃係にご連絡いただいても、粗大ごみのお申し込みは受付

できま量∠レ旦］書ずリサイクルセンタ訟お皇し込壼くださLSs．、．ma、

10目は3R（スリ“e／i几）推進自間です
　私たちの生活は、限りある資源に支えられています。　　　　　　　　

美しい地球の環境と豊で恵まれた生活を未来の子供達に引き継いでいくた

めには、環境と経済が両立した循環型社会を作っていくことが必要です。

Q　3R（スリーアール）ってなんですか？
A　◎Reduce　（リデュース）物を大切に使おう。ごみを減らそう。

　　◎Reuse　（リユース）　　くり返し使おう。

　　◎Recyde　（リサイクル）Nび資源として利用しよう。

　3つの言葉の頭文字をとって「3Rスリーアール」と呼んでいます。

Q　循環型社会ってなんですか？
A　ごみを減らして、資源やものを大切に使う社会のことです。3Rとは「循環型社会」を作っていくためのキーワードです。

　私たちは、これまでたくさん資源を使ってものを作り、使い、捨てながら、便利で決適な生活を送ってきました。でも資源には

　限りがあります。このままの調子で使って聞けば、やがて無くなってしまいます。また、ごみを埋め立て処分する場所も不足し

　　、s－　s　　．一、’　．．．．＿．　．、　　＿．．　＿【、．．一　　。　　．　’　　　＿…　　　，。k，、∨　　　’　　・　　’・・LS　　　　－　　一

事業系一般廃棄物処理手数料が10月から改定されました
　事業系一般廃棄物処理手数料につきましては、処理手数料と処理経費との適正化を図るため西多摩衛生組合構成市町（福生市、

青梅市、羽村市、瑞穂町）で統一した改正です。

○　［改定内容］事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬した事業者は

　なお、家庭ごみ（袋で排出するごみ）については変更ありません

1キログラムにつき「20円」を「30円」に改定。



ごみは朝8時までに出してください

　ごみ収集車が一度廻った後にごみを出される（後

出し）ことがありますが、必ず朝8時までに決めら

れた出し方で出してください。

収集品目や交通事情により収集時間が異なることが

ありますが、市内全域、朝8時までに出していただ
くことになっています。

集合住宅などのごみ収積所前に
自動車を駐車しないでください

ごみ集積所の前に自動車を駐車されますと、ごみの

収集の妨げとなります。その日に収集できないと収

集品目によっては次の収集が2週間後となり、不衛
生な状態になります。ごみ収積所前には自動車など

収集の妨げとなるものを置かないでください。

（1）家庭から出される多量（3束・袋以上）の枝木、葉はリサイクル
　　センターにご連絡ください。無料で回収いたします。

（2）少量の枝木、葉、草は1回につき2束ないし2袋（45リットル
　　相当）は燃やせるごみの日に、束ねるか、透明または半透明の袋

　　に入れて出してください。

※　草は堆肥化することが困難なため3袋以上は有料となります。

　公衆トイレの便器や洗面所等が

壊されたり、トイレットペーパー

の芯が流され、排水がつまってし

まうということが続いています。

また、9月に入り、公園トイレか
ら連続して不審火が発生していま

す。公衆トイレは使う方みんなの

ものです、大切に使いましょう。
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　フレッシュランド西多摩は、子どもからお年
寄りの方まで幅広い皆さんが入浴、また運動を
とおして心身をリフレッシュしていただくとと

もに交流の場として活用していただけます。

浴場は、トロン浴素を利用し、神経痛や肩こ
りなどに効能がある準天然トロン温泉で、バイ
ブラバスや半身浴などが楽しめる大浴場と併設
されたサウナ風呂及び露天風呂などがあります。

入浴した後には、大広間やリラックスルームな
どでゆっくりおくつろぎいただけます。
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　大　人

（中学生以上
700円 500円塁璽
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子　供

（小学生）
350円 250円

幼　児

（未就学児）
無料 無料

大　人

（中学生以上）
1200円 800円

上
記
以
外
の
方

子　供

（小学生）
600円 400円

幼　児

（未就学児）
無料 無料
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羽村動物園　　　　　　　西多摩衛生n合

　　　自勘草学枚　GS

　　　　羽村団地

　　　　　　産業道路

　　　　　　　市役所通り

■・，■ ［郵■■■■■■

　　　〒205－0012　東京都羽村市羽4225番地

　　　　　　　（西多摩衛生組合隣り）
　　電話　042－570－2626　FAX　O42－570－2288

［休館日］毎週月曜日及び年末年始
　　　※月曜日が祝日の時はその翌日
［営業時間］

　浴　場　午前10時～午後10時
　体育館　午前9時～午後10時
　　　　※浴場の受付は午後9時まで

◆都合により臨時休館及び営業時間を

変更する場合がございます。
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自鉋
　高齢者社会の進展に伴い、慢性疾患の増加や在宅での医療を受けたいという要望に対応するため、今ま

では医療機関で行われてきた医療技術が在宅においても実施されるようになりました。このため、従来、

医療機関からのみ排出されていた注射器などの医療廃棄物が家庭からも多く排出されるようになり、市民

の方やごみ収集時の作業員の針刺し事故防止が課題となっておりました。

福生市薬剤師会でも、在宅患者が使用した注射針を薬局でも回収できるようになります。なお、病院や診

療所などの医療機関から購入された注射針などは、従来どおり医療機関に返却してください。

○【回収開始】　　　平成16年11月1日
○【回収する注射針】　在宅患者が薬局から購入し、自宅で自己注射に使用した注射針（血糖値測定用を含む）

○【回収を行う薬局】　　「使用済み注射針回収薬局」のポスターを掲げた薬局（下記表参照）

○　【回収方法】

　　1　注射針を購入する際に、使用済み注射針を入れる回収容器を薬局からお渡しします。

　　2　使用済み注射針が薬局から渡された回収容器にいっぱいになるまで保管してください。

　　3　新しい注射針などを購入時、使用済み注射針を入れた回収容器を購入された薬局にお持ちください。

在宅患者の使用済み注射針回収薬局一一覧

No 薬　　　局　　　名 住　　　　　　　　所 電　話　番　号
1 マスイ薬局 福生市熊川139　店舗10号 551－0596
2 中村調剤薬局 福生市熊川156－1 530－2468
3 中屋薬局熊川店 福生市熊川928－6 539－0731
4 ことぶき薬局 福生市南田園1－13－4 530－0228
5 新澤薬局 福生市南田園2－16－12－101 552－0474
6 むさしの薬局牛浜店 福生市牛浜121－2 530－3966
7 ホッタ薬局 福生市志茂35－8 530－7953
8 町田薬局 福生市志茂68 551－0608
9 中村薬局福生店 福生市志茂221－1 553－9638

10 三井薬局 福生市志茂229 530－5665
11 三井調剤薬局 福生市本町7－4 551－7810
12 ホッタ晴信堂薬局 福生市本町142 553－0061
13 千葉薬局 福生市福生656－2渡辺ビル1F 553－3660
14 田辺薬局本店 福生市福生945－11 553－3488
15 福生フロム薬局 福生市福生992－2第1NTビル 539－3068
16 回春堂薬局 福生市福生1046岸ビル101 551－0600
17 ミヤキ薬局福生店 福生市福生1690 553－3711
18 かみ平薬局 福生市加美平1－5－6 552－0222
19 ホッタ晴信堂薬局加美平店 福生市加美平1－6－7 551－9361
20 加藤薬局 福生市加美平1－15－6 553－8488
21 田辺薬局 福生市加美平3－39－2 553－5671

【問合せ】　福生市薬剤師会（三井調剤薬局）TEL　551－7810

　　　　　東京都薬剤師会　TEL　O3－3294－0271

　　　　　環境課清掃係　　TEL　551－1511　内線332・333


