
お知らせとお願い

12月28日（土）から1月14日（火）までは搬入できません
▶搬入可能な日の受付時間は12時45分～16時30分です
▶搬入には一般廃棄物搬入申請書が必要です
▶詳しくは泉北環境整備施設組合ホームページ又は電話でお問合せ下さい ℡0725-41-2030

年末に近づくほど非常に混雑し、数時間待ちとなる日もあります。早めの搬入にご協力願います。

日常生活に不可欠なプラスチックですが、近年、海の環境や生態系の破壊につながる海洋プラスチックごみが世界的な
課題となっています。大阪湾の漂流ごみの約８割はプラスチックごみが占めると言われているなか、まず、私たちにでき
ることは「プラスチックごみのポイ捨ては絶対にしない・使い捨ての習慣を見直す」ことです。
さらに、漂流ごみを少しでも減らすために、プラスチックごみの分別や処理を正しく行い、積極的に再利用を進めてい

くことが必要です。エコトピア泉北で行う資源物・資源ごみのリサイクルにご協力ください。

プラスチックごみの適正な分別や処理、再利用を進めましょう！

〇
●

正しい捨て方処理方法や分ける基準

軽く水洗い

中身を捨てて水洗い

汚れが落ちない

ボトル本体
汚れが落ちる

キャップ・ラベル

可燃ごみ

ペットボトル
市が指定する捨て方

汚れのついた
プラスチック容器

飲み残しの
ペットボトル

状態・種類

洗剤で洗う必要はありませんが、汚れたままや、汚れたものときれいなものが混じるとリサイクルできません。

●

●

●

●

●

転落事故等を未然に防ぐため次の点を必ず守ってください
★投入扉開放時は床に示す 立入禁止区域には絶対に立ち入らないでください
★車両移動中は 絶対に車両とごみ投入口の間に立ち入らないでください
★荷下ろし作業中は 必ず車両のエンジンを停止させてください
★作業終了後は 速やかに退場してください
★場内では 係員の指示に従ってください

●

●

●

在宅医療系廃棄物は 付きでも感染防止
のため資源物・資源ごみに出さないでください 資源物・資源ごみではありません

プラスチックごみの分別や処理、再利用に取り組むエコトピア泉北で処理する資源物・資源ごみは
ペットボトル・トレイ・プラスチックボトル・プラ容器・缶・ビン・乾電池・せともの・ガラス類です

病院・薬局等
医療機関へ返却 燃えるごみへ

鍋、フライパン、
魔法瓶の水筒等の

金属製品

処分方法は販売店へ
ご相談ください

エコトピア泉北のリサイクル選別作業は 人の手で行っているため
医療系廃棄物・搬入禁止物が混じっていると大変危険です

ごみを搬入する みなさまへ

① ごみを 安全に投入していただくために

投入扉開放中は
車両の清掃は絶
対に行わないで
ください

点滴・注射の針・針
付の注射器等
針が付いているもの

輸液バッグ、吸引
チューブ、注射筒等
針が付いていないもの

粗大ごみへ

消火器、ガレキ、
レンガ、土等は
搬入できません

年末年始の ごみの直接搬入について

区域は危険入るな!!
残ったゴミは、扉が
閉まってから
の開口部へ投入して
下さい。

国民全体で 「森里川海を豊かに保ち、その恵みを引き出すこと」
「一人一人が、森里川海の恵みを支える社会をつくること」を目指しています。

泉北環境整備施設組合が賛同する理由は、
ごみ処理事業とともに環境問題の啓発事業や４Ｒを推進し、３市の環境施策をリードしていま
す。環境施策の実施には、低炭素社会、資源循環型社会の形成に向けた取組みが必要です。あ
わせて、地域の自然環境の保護や共生とも深いつながりを持っています。組合の事業を知って
いただき効果的に進めるために、自然環境と共生の推進を目指し、このプロジェクトに賛同す
るものです。 具体的な事業については、議会の承認を頂き、予算の成立をもって進めてまいります。

令 和 元 年 度

ふるさとの をつなぎ、支えてまいります！

私たちは 泉大津市 和泉市 高石市 と手をたずさえて

泉 北 ク リ ー ン セ ン タ ー だ よ り
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泉北環境整備施設組合
マスコットキャラクター
とろすけ

令和2年2月12日（水）

午後2時開演（午後1時30分開場）

アプラ高石 アプラホール

大阪府高石市綾園1丁目9-1

主催 泉北環境整備施設組合・高石市
共催 泉大津市・和泉市

場
所

日
時

シンポジウム境環
泉北30万市民で

環境にやさしい地域循環共生圏を！

和泉市かぐらざき公園で「いずみいのちの森プロジェクト」

泉大津市大津川で美化清掃活動

泉北環境整備施設組合は、

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトは環境省が進めています

市民や議会の皆さま、関係機関の方々のご理解とご協力を得て同プロジェクトに賛同して
まいります。

大津川に花と緑の会 高石市漁業協同組合

いずみいのちの森実行委員会

市が指定する捨て方

入場無料・予約不要

泉北環境整備施設組合はこのプロジェクトに賛同しています

高石市高石漁港でキジハタの稚魚100匹を放流



リユース品無料抽選会 ごみ分別ステーション
＆ ごみ分別マイスター

飲食後の容器は分別して捨ててね︕

クリーンセンター スタンプラリー

４Ｒ推進イベント

リサイクル品を活用して ごみ減量にご協力ください︕

Refuse”リフューズ“ごみとなるものの受け取りをことわる Reduce”リデュース“ごみとなるものを減らす
Reuse”リユース“まだ使えるものを再利用する Recycle”リサイクル“ごみを資源に作り替えて再資源化する

４Ｒ
とは

ごみを減らす４つの具体的な取組みを進めています

・持ち帰り用の袋を持参してください。
・入場は１日１回限りです。
・持ち帰りは１世帯５点までです。
・泉大津市、和泉市、高石市に在住・在勤・
在学の方に限ります。

・混雑時は入場制限することがあります。

主催／泉北環境整備施設組合 共催／泉大津市・和泉市・高石市～分別を 習慣づけて ごみ減量～

泉大津漁業協同組合のみなさま

高石市漁業協同組合のみなさま

堺エコロジー大学パートナー
さかい環境学習クラブのみなさま高石市立取石中学校合唱部のみなさま

場所／泉北クリーンセンター
（和泉市舞町87番地）

産直野菜販売

和泉市コダイくん・ロマンちゃん第163号

飲食・物産ご当地イベント 体験・ゲーム・ステージ

場所

クリーンフェスティバル当日限定です

ご家庭で不要になったダウンの割合が50％以上の羽毛

布団を製品タグでご確認の上、お持ち下さい。

【ダウン割合50％未満のものは回収できません】

おゆずりバザール（子ども服等無料提供会）で活用します

ベビー服、子ども服、マタニティ服、学生服など

を洗濯してからご提供ください。

泉北環境整備施設組合 管理棟
（高石市取石6丁目9番40号）

第 1 3 回 泉 北 環 境

★ベビー服、160㎝までの子ども服、マタニティ服、学生服を
ご提供ください。

★汚れ、ほつれ及びキズのあるもの、靴、カバン、帽子、下着、
水着、パジャマ及びよだれかけは対象外です。

★提供前に必ず洗濯してください。
★組合市の市役所又はクリーンセンターまでご持参ください。

子ども服等の提供にご協力ください

★ベビー服、160㎝までの子ども服、マタニティ服、学生服を
ご提供ください。

★汚れ、ほつれ及びキズのあるもの、靴、カバン、帽子、下着、
水着、パジャマ及びよだれかけは対象外です。

★提供前に必ず洗濯してください。
★組合市の市役所又はクリーンセンターまでご持参ください。

子ども服等の提供にご協力ください

アクセスマップ

第５回 子ども服等無料提供会

リユースの推進と子育て世代を応援します

ﾙｰﾙ

アクセスマップ

子ども服 ＆ 羽毛ふとんを無料回収します
子ども服は必要とする方へリユース 羽毛ふとんは新しい製品へリサイクル

KIDS フラ施設見学＆スタンプラリー

辻副管理者
（和泉市長）

辻副管理者
（和泉市長）

泉北クリ－ンセンター運営協議会のみなさま

南出副管理者
（泉大津市長）

南出副管理者
（泉大津市長）

阪口管理者
（高石市長）

阪口管理者
（高石市長）

クリーンセンターに搬入される粗大ごみや提供
された衣類等を抽選の上、無料でご提供︕

フリーマーケット ＆
リサイクル自転車抽選販売

リサイクルプラザ彩生館からご提供

スタンプラリーに参加して ぼくの
イラスト入りエコバックをもらおう︕

レジ袋代わりに使うと プラスチック
ごみを減らすことにつながるよ︕

高石市、泉大津市のテントで、地元
漁港ならではの味をお届け
します。お楽しみに︕

昨年に続いて今年もフェスティ
バルに参加します。私たちの歌声
が多くのみなさまに届きますように︕

地元町会・自治会メンバーで、ゲーム
やテントブースを担当しています。

多くの方々とお会いするのが
楽しみです︕

毎年、リサイクルおもちゃ
作り・エコおもちゃ遊びを担当

しています。
子どもたちに大人気です︕


