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○酒田市の一人１日当たりの家庭系ごみの排出量は、県内１３市のなかでトップとなっています。（環境省による

令和元年度廃棄物実態調査） 

○酒田市のもやすごみは、酒田市、庄内町及び遊佐町の１市２町で構成している酒田地区広域行政組合のごみ処

理施設で焼却されていますが、そのごみに含まれる紙類の割合は令和元年度で約４２％となっています。（もや

すごみを乾燥した後での重量比） 

○そこで、酒田市では紙類の中でも比較的分別が進んでいないと思われる「雑がみ」を徹底的にリサイクルする

ため、更なる分別の徹底を市民の皆さんに呼びかけています。 

 

 

 

 

 

○酒田市の紙類資源の分け方は、次の５種類に分けて出していただいています。 

 ①新聞紙（新聞紙、折込み広告） 

 

 

 

 

 

 

 ②雑誌（書籍、雑誌、コミック、カタログ、パンフレット、取扱説明書） 

 

 

 

 

 

 

 ③段ボール 

 

 

 

 

 

 

 ④紙パック（飲料用） 

 

 

 

 

 

 

 ⑤雑がみ（菓子箱、包装紙、はがき、ポスター、カレンダー、トイレットペーパーやラップのしん等） 

 

 

 

 

 

 

 

１．酒田市のごみは、県内で一番多いんだって。 

   何を減らせば少なくなるの？ 
 

２．酒田市の紙類資源の分け方は 

   どうなっているの？ 
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○紙類資源は、その種類ごとにリサイクルされた結果（再生品）が異なります。そのため、種類の異なる紙類資

源をいっしょに出してしまうと、リサイクルすることができません。 

 必ず、種類ごとにまとめて出してください。 

 これらの紙類資源は、パルパーという大きな洗濯機のような機械で水に溶かされ、新たな製品にリサイクルさ

れます。詳しくは「（財）古紙再生促進センター」のホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①リサイクルできない紙は「もやすごみ」へ 

 次のものはリサイクルできませんので、紙類資源には絶対に混ぜないで下さい。 

 

禁忌品名称 リサイクルできない理由 注意点、使用例など 

カバンや靴などの詰物 

（使用済み昇華転写紙） 

・古紙処理工程で取り除けず、製品

にカビ状の斑点となって現れるた

め 

・詰物（緩衝材）が使用済み昇華転写紙か見

た目では判断が難しいため、すべて「もやす

ごみ」へ 

昇華転写紙 ・古紙処理工程で取り除けず、製品

にカビ状の斑点となって現れるた

め 

・裁縫用の型紙などに使われています 

・見分け方は字や絵柄が逆になっています 

感熱性発泡紙 

（立体コピー紙） 

・古紙処理工程で取り除けず、製品

の表面がデコボコになるため 

・主に点字印刷物に使われています 

・判断できないときは「もやすごみ」へ 

臭いのついた紙 ・古紙処理工程で完全に脱臭でき

ないため、製品に臭いが残るため 

・洗剤の箱、線香の箱、芳香紙、石鹸包装紙

など 

３．なぜ紙類資源は種類ごとに 

分けなければならないの？ 
 

新聞紙 新聞紙、週刊誌、印刷用紙 

雑誌 段ボール箱、絵本など 

段ボール 段ボール箱、紙筒 

紙パック ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰやﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟ-の芯 

雑がみ 菓子箱、包装紙 

４．紙類資源は 

どのように出せばいいの？ 
 

種類ごとに 

正しく分別 

こんなものに 

リサイクル 
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禁忌品名称 リサイクルできない理由 注意点、使用例など 

食品残渣のついた紙 ・食品で汚れており、腐敗、異臭な

ど衛生上の問題があるため 

・ピザやケーキの包装箱に食品がついたも

の、ハンバーガーなどを包んだ紙など 

汚れた紙 ・衛生上問題があるため ・油のついた紙、使い終わったティッシュペ

ーパーやペーパータオル、ペットの汚物を

処理した紙など 

ろう（蝋）段 

（ワックス付段ボール） 

・ろう（蝋）、ワックスが塗られた

段ボールで、古紙処理過程で取り

除けず、新しい段ボールにしみが

出来るため 

・輸入青果物や水産加工品を入れる段ボー

ル箱など 

新聞折込チラシや雑誌、通

販のカタログに付いてくる

サンプル類 

・製紙原料とならない異物のため ・シャンプーや化粧品のサンプルがあげら

れます 

・サンプル類は取り外してください  

箔押しされた紙 ・古紙処理工程で取り除けず、製

品が金属反応を示すため 

・金銀の折り紙など 

建材に使用される紙 ・製紙原料とならない異物が含ま

れてるため 

・壁紙、防水シート、石膏ボードなど 

圧着はがき 

(親展はがき) 

・のりが完全に取り除けず、まと

まった粘着物が機械や製品に付着

するため 

・公共料金の請求書、ダイレクトメールな

ど 

シール 

粘着テープ 

・のりが完全に取り除けず、まと

まった粘着物が機械や製品に付着

するため 

・雑誌の付録のシール、段ボールの粘着テ

ープなど 

ラミネート紙、樹脂・アル

ミコーティング紙 

・紙ではない成分が含まれ、取り

除けなかった樹脂片が製品に付着

し、印刷不良を起こすため 

・アイスクリームのカップ、カップ麺のふ

た、お酒のパック、ガムの内側の包装紙な

ど 

カーボン紙 

ノーカーボン紙 

・特殊なインクを完全に取り除け

ず、斑点が製品に現れるため 

・複写用紙、伝票類、宅配便の伝票など 

感熱紙 ・特殊なインクを完全に取り除け

ず、発色して斑点が製品に現れる

ため 

・レシート、ロール状のファックス用紙な

ど 

印画紙 ・古紙処理工程で分離できず、製

紙原料とならないため 

・写真、アルバム、インクジェット用写真

用紙など 

硫酸紙 

(パーチメント紙) 

・古紙処理工程で分離できず、製

紙原料とならないため 

・クッキングシート、中華まん・ケーキ類

の底紙、薬包紙など 

抄色紙（すきしきし） ・色が抄き込まれており、水に色

が付いたり、製品に色が付くため 

・サイン用色紙、色画用紙など 

果物類のクッション材 ・色が抄き込まれており、水に色

が付いたり、製品に色が付くため 

・桃やりんごなど果物類のクッション材

（色の濃いもの） 

防水加工された紙 ・古紙処理工程で分離できず、製

紙原料とならないため 

・紙コップ、紙皿、紙製のカップ麺・ヨー

グルト・アイスクリーム容器など 

紙

製

品

で

な

い

も

の 

不織布 ・樹脂繊維でできているものが多

く、製紙原料にはならないため 

・特に使用済みのものは衛生上の

問題あり 

 

・マスク、簡易お手拭、フローリングワイ

パー、コーヒーフィルター、水切り袋、テ

ィーバッグ、キッチンペーパー、風呂敷、

花束の包み紙など 

使い捨ておむつ 

生理用品 

ペット用トイレシート 

・紙おむつには吸収性ポリマーな

どの紙ではない成分が含まれてい

るため 

・特に使用済みのものは衛生上の

問題あり 

 

・古新聞回収用の紙袋に入ったまま古紙に

出されることがあります。必ず「もやすご

み」の袋に入れて出して下さい 
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禁忌品名称 リサイクルできない理由 注意点、使用例など 

合成紙 

ストーンペーパー 

・合成樹脂を主原料としており、

製紙工場の機械故障の原因になる

ため 

・屋外で使用する選挙ポスターや地図など 

石、ガラス、金属、 

土砂、木片、布類、 

プラスチック類 

・製紙工場の機械故障の原因にな

るため 

・雑誌付録のＣＤ、ＤＶＤが外されていなか

ったり、食器などが包装箱に入ったまま古

紙として出されることがあるので注意 

 

②紙類資源は、新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみの５種類に分別する。 

 

分別 どんなもの ワンポイント 

新聞紙 新聞紙、折込み広告 ・新聞紙、折込み広告を混ぜることで、質の

良い再生紙ができるため、ひとまとめにし

てＯＫ 

雑誌 雑誌、書籍、単行本、冊子、ノート、

カタログ、パンフレット等 

・アイロンプリント紙やシールなどの付録

は取り除いて「もやすごみ」へ 

段ボール 段ボール ・留め具はリサイクル過程で分離するため

そのままでＯＫ 

・粘着テープや宅配便伝票は取り除いて「も

やすごみ」へ 

紙パック 牛乳やジュースの紙パック（500ml

以上のもの） 

・洗って開いて乾かす 

・500ml未満のもの、内側がアルミコーティ

ングされているもの（スープの紙パックな

ど）はリサイクルされないため「もやすご

み」へ 

雑がみ 菓子やティッシュの紙箱、紙製の

はがき、封筒、トイレットペーパー

の芯、カレンダー、包装紙、紙袋な

ど 

・雑がみは様々なものがあるが、ｐ2～4 の

禁忌品以外なら、すべてまとめてＯＫ 

・ごみ箱の隣に、雑がみ入れの紙袋をおくと

便利 

 

③種類ごとにまとめて、運搬中に風で飛ばされないよう、ひもで十文字にしばる。 

 ・ビニールひも又は紙ひもでしばって下さい。（しばったひもは、古紙を水で溶かす前に簡単に切断、除去できるの

でＯＫ） 

 ・「雑がみ」は、紙袋にまとめてその上からしばってもＯＫ。（紙袋も「雑がみ」なのでＯＫ。ただし、取っ手が紙以

外（プラスチックなど）の場合は取り除く。） 

 ・新聞紙は紙袋に入れない。（分類が違うから。） 

 ・紙類資源はガムテープでとめない。（除去できないから。） 

 

④分別回収に出す。（方法は次の３つ） 

 ・紙類資源の日に出す。（天気を確認して下さい。紙にとって雨とカビは大敵。紙類資源は濡れるとリサイクルでき

ません。） 

 ・集団資源回収に出す。 

 ・資源ステーションに出す。（お近くの資源ステーションをご利用ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不要になった紙を「雑がみ」として出せるかどうか迷ったときは、酒田市の

紙類資源回収団体である酒田資源リサイクル協議会 

（０２３４－２３－３０１８）新田正男商店へお気軽にお問い合わせくださ

い。 



品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

あ アイスクリームの紙カップ ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

アイロンプリント用の紙

(布にアイロンで絵柄をつける
原紙)

厚紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ

圧着はがき(親展はがき)

(「ここからあけてください」
と書いてあるはがき)

油紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

油のついた紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 油分がリサイクルの妨げになるため。

アルバム(アルバム台紙) ×(リサイクルできません) もやすごみ
紙以外の部分が多いため。ただし、紙だ
けのものは可。

アルミ箔がはりあわされた紙

(ヨーグルトやカップ麺のふた
など)

色紙(折り紙) 〇(リサイクルできます) 雑がみ 金色・銀色はもやすごみへ。

色画用紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
リサイクル工程で完全に脱色できないた
め。

ウエットティッシュ ×(リサイクルできません) もやすごみ 水に溶けないため。

裏カーボン紙(ノンカーボン
紙)

×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工がしてあるため。

お菓子の箱

(汚れていないもの)

お手ふき ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

か カーボン紙

(宅配便の複写伝票など)

カタログ 〇(リサイクルできます) 雑誌 配送時のビニール袋は除く。

学校等のプリント用紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ 個人情報を含むものはもやすごみへ。

カップめんの紙容器 ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工・アルミコーティングされた紙
はリサイクル工程でうまく混ざらないた
め。

カップめんのふた(紙製) ×(リサイクルできません) もやすごみ
アルミ箔と紙が貼り合わされているた
め。

壁紙 ×(リサイクルできません) 注意事項参照
特殊加工がしてあるため。解体等に伴う
ものは産業廃棄物。注１（P9）を参照
してください。

紙コップ ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

×(リサイクルできません) もやすごみ 金紙・銀紙・アルミ箔は紙でないため。

これって「雑がみ」？大事典（50音順）

〇(リサイクルできます) 雑がみ

紙以外のもの(ビニールなど)は取り除
く。ただし、ビニール・アルミコーティ
ング、防水加工されているものはもやす
ごみへ。

×(リサイクルできません) もやすごみ ロウや油を含んでいるため。

×(リサイクルできません) もやすごみ
捺染紙は特殊なインクを使っているた
め。雑誌等の付録としてはさみこんであ
る場合は取り除く。

×(リサイクルできません) もやすごみ
付着している粘着物がリサイクルした紙
にチリや斑点、穴あきなどの問題をおこ
すため。
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品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

紙皿 ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

紙製容器包装識別マークがさ
れた表示された紙

△(注意が必要です) 注意事項参照
紙製容器包装識別マークがあっても再利
用できないものもあります。この表で確
認してください。

紙テープ（のりがついていな
いもの）

〇(リサイクルできます) 雑がみ
金紙、銀紙の紙テープはもやすごみへ。
のりがついているものももやすごみへ。

紙袋

(紙製以外の取っ手は取り除く)

紙おむつ ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

ガムテープ ×(リサイクルできません) もやすごみ
付着している粘着物がリサイクルした紙
にチリや斑点、穴あきなどの問題をおこ
すため。

ガムのアルミ箔の包み紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 銀紙がついているため。

ガムの紙箱 〇(リサイクルできます) 雑がみ

ガムの包み紙(紙製) △(注意が必要です) 雑がみ
アルミコーティングされているものはも
やすごみへ。

画用紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ 紙以外のものは取り除く。

画用紙

(クレヨンでかかれたもの)

カレンダー △(注意が必要です) 雑がみ
金具やプラスチックは取り除いてくださ
い。金具は資源ごみ、プラスチックはも
やすごみへ。

感熱紙・感圧紙

(FAX用紙、レシートなど)

キッチンペーパー ×(リサイクルできません) もやすごみ 水に溶けないため。

キャラメルの包み紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工がしてあるため。

キャラメルの箱 〇(リサイクルできます) 雑がみ

牛乳びんのふた ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

金が箔押しされた紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
金・銀がリサイクル工程でうまく取り除
けないため。

銀が箔押しされた紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
金・銀がリサイクル工程でうまく取り除
けないため。

薬の箱 △(注意が必要です) 雑がみ
匂いがしみついていたり、ビニールコー
ティングされていたらもやすごみへ。

果物類の紙製クッション材 ×(リサイクルできません) もやすごみ
色の濃いものが多く、リサイクル工程で
脱色できないため。

クッキングシート ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工によって水に溶けないため。

靴の箱 〇(リサイクルできます) 雑がみ

ケーキの箱

(汚れているもの)

×(リサイクルできません) もやすごみ

×(リサイクルできません) もやすごみ
クリーム等の汚れがついたものはもやす
ごみへ。

リサイクルした時にチリや斑点の原因に
なるため。

〇(リサイクルできます) 雑がみ
ただしビニール加工されているものはも
やすごみへ。持ち手が紙製でないもの
は、その部分のみもやすごみへ。

×(リサイクルできません) もやすごみ
クレヨンに含まれる油が、再生品の品質
を落とすため。
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品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

ケーキの箱

(汚れてないもの)

化粧箱 〇(リサイクルできます) 雑がみ
折りたたんで出す。ただし、金箔、銀箔
塗りの箱はもやすごみへ。

見分け方は触った感じが紙とは微妙に異
なります。

はさみでは切れますが、ビニールのよう
に伸びるため手では破れません。濡らし
ても水をはじきます。

小切手 ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工がしてあるため。

コピー用紙(書類) 〇(リサイクルできます) 雑がみ
少量のホチキスの針はとらずにそのまま
でOK。

コピー用紙の包み紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ

コーヒーフィルター ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

さ 色紙
シキシ

（サイン色紙
シキシ

など） ×(リサイクルできません) もやすごみ 厚すぎるため。

シール(宛名シールなど)の台
紙

×(リサイクルできません) もやすごみ プラスチックを含んでいるため。

シール(台紙) △(注意が必要です) 雑がみ
シールは全てはがしてもやすごみへ。リ
サイクルできる台紙もありますので表示
を確認してください。

写真 ×(リサイクルできません) もやすごみ
写真はリサイクル工程でうまく混ぜらな
いため。

写真プリント用紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
写真プリント用紙はリサイクル工程でう
まく混ぜらないため。

週刊誌 〇(リサイクルできます) 雑誌

習字紙、書道用の紙(半紙) 〇(リサイクルできます) 雑がみ
すずりの掃除などに使用した汚れのひど
いものや和紙はもやすごみへ。

シュレッダーにかけた紙 △(注意が必要です) 雑がみ
リサイクルできない紙を混ぜないこと。
ホチキスの針やクリップの混入がないよ
うにしてください。

障子紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
和紙はリサイクルしにくいため、もやす
ごみへ。

食器類の箱

(汚れていないもの)

親展ハガキ(圧着ハガキ) ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工がしてあるため。

ストーンペーパー ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

生理用品 ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

せっけんの包み紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
リサイクルの工程で匂いが抜けないた
め。

せっけんの箱 △(注意が必要です) 雑がみ
リサイクルの工程で匂いが抜けないた
め。

線香の箱 ×(リサイクルできません) もやすごみ
リサイクルの工程で匂いが抜けないた
め。

注１）産業廃棄物として排出が必要な場合は、タウンページの「産業廃棄物処理業」等で事業者を検索のうえ、ご相
談して下さい。

△(注意が必要です) 雑がみ
クリーム等の汚れが付着していないも
の。

合成紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ

〇(リサイクルできます) 雑がみ
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品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

洗剤が入っていた箱 ×(リサイクルできません) もやすごみ
リサイクルの工程で匂いが抜けないた
め。

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

た ダイレクトメール △(注意が必要です) 雑がみ
封筒窓枠のビニールやセロハンは取り除
く。

宅配ピザの紙箱 ×(リサイクルできません) もやすごみ 汚れ、臭いがついているため。

宅配便の複写伝票 ×(リサイクルできません) もやすごみ
ノーカーボン紙でできており、特殊な溶
液が塗ってあるため。

たばこの箱

(金、銀紙、外装フィルムは取
り除く)

詰め物用の紙

（くつやカバンの中に使用さ
れているもの）

ティッシュペーパー ×(リサイクルできません) もやすごみ
未使用・使用済、汚れの有無にかかわら
ずもやすごみへ。

ティッシュぺーパーの箱

(紙以外は取り除く)

ティーバッグ ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

テープ類の芯 〇(リサイクルできます) 雑がみ

手帳

(紙以外は取り除く)

点字用紙(感熱性発砲紙) ×(リサイクルできません) もやすごみ
熱を加えると盛り上がる溶液を塗ってい
るため。

トイレットペーパーのしん 〇(リサイクルできます) 雑がみ

トランプ △(注意が必要です) 雑がみ プラスチック製のものはもやすごみへ。

ドーナツの箱

(汚れていないもの)

トレーシングペーパー ×(リサイクルできません) もやすごみ
プラスチックフィルムとの複合素材の紙
はもやすごみへ。

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

な 捺染
ナッセン

紙
シ

(アイロンプリントシー

ト、昇華転写紙)

×(リサイクルできません) もやすごみ
特殊なインクを使っているためもやすご
みへ。

匂いの付いた紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 匂いがついている紙はもやすごみへ。

値札 〇(リサイクルできます) 雑がみ
ビニールコーティングされたものは、も
やすごみへ。紙以外の物は取り除く。

年賀状 △(注意が必要です) 雑がみ
ただし、写真印画紙を貼り合わせたもの
はもやすごみへ。

△(注意が必要です) 雑がみ

たばこの葉っぱをしっかり取り除いて紙
箱だけにしたもの。臭いが強く付着した
ものはもやすごみへ。中の金紙、銀紙→
もやすごみ、外装フィルム→もやすごみ
へ。

×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊なインクを使っているため。

〇(リサイクルできます) 雑がみ 取り出し口のビニールははがす。

〇(リサイクルできます) 雑がみ
個人情報が書いてある場合はもやすごみ
へ。

△(注意が必要です) 雑がみ
油やクリームが付着して汚れたものはも
やすごみへ。

8



品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

ノーカーボン紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊な溶液が塗ってあるため。

ノート 〇(リサイクルできます) 雑誌
リング式の場合は、リング部分を切断す
るか、リングをつけたままもやすごみ
へ。

のし紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ セロハンテープははがす。

のりが全面に付いた紙(ふすま
紙、解体を伴わない壁紙)

×(リサイクルできません) もやすごみ
水に溶けず、粘着物はリサイクルした紙
にチリや斑点、穴あきなどの問題を起こ
すため。

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

は はがき △(注意が必要です) 雑がみ
ただし、防水加工されいるものや写真印
画紙を貼り合わせたもの、圧着ハガキは
もやすごみへ。

花束用包装紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

半紙(未使用) 〇(リサイクルできます) 雑がみ 和紙の場合はもやすごみへ。

ハンバーガーの包み紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 油などで汚れているため。

パンフレット 〇(リサイクルできます) 雑誌 ビニール封筒やビニール類を取り除く。

ビールマルチパック(6缶入り) 〇(リサイクルできます) 雑がみ

ピザの箱 ×(リサイクルできません) もやすごみ 汚れ・臭いがついているため。

ビニールコーティング用紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工がしてあるため。

便せん 〇(リサイクルできます) 雑がみ

ファイル(紙製) 〇(リサイクルできます) 雑がみ
金具部分ははずして資源物へ。緩衝材な
どの発泡スチロールやプラスチックの仕
切り等もやすごみへ。

ファックス用紙(感熱紙) ×(リサイクルできません) もやすごみ
感熱紙でできており、リサイクルした時
にチリや斑点の原因になるため。

封筒 〇(リサイクルできます) 雑がみ
窓部分のビニールやセロハンや宛名シー
ルは取り除く。

複写伝票 ×(リサイクルできません) もやすごみ
カーボン紙でできており、ロウや油を含
んでいるため。

ふすま紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 水に溶けないため。

付箋紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
のりがついているため。プラスチック製
のものももやすごみへ。

フライドチキンの箱 ×(リサイクルできません) もやすごみ 油などで汚れているため。

プラスチックフィルムがはり
合わされた紙

（ラミネート加工紙など）

フラットファイル(紙製) 〇(リサイクルできます) 雑がみ
金具部分ははずして資源物へ。緩衝材な
どの発泡スチロールやプラスチックの仕
切り等もやすごみへ。

フローリングワイパー ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

ペーパータオル ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工がしてあるため。

×(リサイクルできません) もやすごみ
プラスチックはリサイクルの妨げになる
ため。
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品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

ペット用トイレシート ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

芳香紙

（紙製の芳香剤など）

防水加工された紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

包装紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ セロハンテープははがす。

ポスター 〇(リサイクルできます) 雑がみ
ただし、プラスチックでできている、あ
るいはコーティングされているものはも
やすごみへ。

本 〇(リサイクルできます) 雑誌

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

ま マスク ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

マッチの箱 ×(リサイクルできません) もやすごみ
ただし、紙でない部分を除けば雑がみと
して出してよい。

窓付き封筒 △(注意が必要です) 雑がみ 窓枠のビニールやセロハンは取り除く。

水切り袋 ×(リサイクルできません) もやすごみ 紙でないため。

名刺 〇(リサイクルできます) 雑がみ

メモ用紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ

模造紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

や 薬包紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 特殊加工によって水に溶けないため。

ヨーグルト紙容器 ×(リサイクルできません) もやすごみ
防水加工された紙はリサイクル工程でう
まく混ざらないため。

汚れた紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ

クリームやケチャップ、油などがついて
いるもの、食品が付着したもの、油を拭
いた紙などはリサイクルできません。も
やすごみへ。

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

ら ラップの芯 〇(リサイクルできます) 雑がみ

ラップの箱

(刃の部分は取り除く)

ラミネート加工紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ
プラスチックフィルム等により表面加工
された紙はリサイクルできません。

レシート ×(リサイクルできません) もやすごみ
感熱紙でできており、リサイクルした時
にチリや斑点の原因になるため。

レトルト商品・冷凍食品の外
箱

〇(リサイクルできます) 雑がみ
ただし、防水加工されているものはもや
すごみへ。紙以外のもの(窓部分のビ
ニールなど)は取り除く。

雑がみ
けが防止のため刃の部分は紙、金属に関
わらず取り外してもやすごみへ。

×(リサイクルできません) もやすごみ リサイクル工程で匂いが抜けないため。

△(注意が必要です)
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品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

ろう紙

(パラフィン紙)

品目 リサイクルの可否 分別区分 リサイクルできない理由・注意事項

わ ワイシャツの台紙 〇(リサイクルできます) 雑がみ

和紙 ×(リサイクルできません) もやすごみ 水に溶けにくいため。

わりばしの袋 〇(リサイクルできます) 雑がみ

×(リサイクルできません) もやすごみ 材質が紙でないため。

酒田市資源再利用運動事業
（集団資源回収）

集団資源回収を実施している市民団体（自治会、婦人会、子供会等）に報償金を交付しています。

１．対象品目

①紙 類・・・新聞紙、段ボール、雑誌、紙パック、雑がみ

種類別にひもでしばり、異なる種類は混ぜないで下さい。

②びん類・・・一升瓶、ビール瓶

③空き缶・・・アルミ缶、スチール缶

種類ごとに分けて下さい。

④ペットボトル・・・キャップ、ラベルは除く。

⑤布 類・・・古布（回収業者にご確認下さい）

※上記品目以外は、報償金の対象外となります。

２．報償金の額

（１）金額は回収した重量１kgにつき４円です。（１円未満の端数は切捨て）

（２）びん類は一升瓶を１本/９５０g、ビール瓶を１本/５００gで計算します。

（３）報償金の交付は、金融機関への口座振込になります。

３．書類の提出

（１）提出書類

①資源再利用運動事業報償金交付申請書兼実績報告書

②資源再利用運動数量内訳報告書

③振込通帳の写し（口座番号、名義が確認できるもの）

④委任状（報償金を受け取る口座名義人が申請者と異なる場合）

（２）実績報告書の提出期限（お知らせしますので期限まで提出して下さい。）

①前期（１月～６月）の提出期限・・・・７月

②後期（７月～１２月）の提出期限・・・１月

（３）留意点

回収業者名は必ず記入し、捺印（または仕切伝票の添付）を受けて提出して下さい。

（４）提出先（郵送可）

酒田市環境衛生課（酒田市広栄町三丁目１３３） 電話３１－０９３３

八幡総合支所市民係（酒田市観音寺字寺ノ下４１）電話６４－３１１２

松山総合支所市民係（酒田市字山田２７－４） 電話６２－２６１１

平田総合支所市民係（酒田市飛鳥字契約場３０） 電話５２－３９１３
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