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　利用予定がない空き家は、不動産業者などを利
用し、賃貸や売却などの利活用を考えましょう。
▶不動産に関する無料相談
　問い合わせ　三重県宅地建物取引業協会
　　(　227-5018)

　平成26年に国が行った空家実態調査による
と、空き家を取得した経緯は「相続した」が
52.3％と最も多く、空き家の放置と相続は大き
く関わりがあります。市では、現存する空き家
の対応と併せ、新たな空き家の発生を抑制する
ため、空き家の活用を進めています。

　相続登記が行われず、前所有者名義のままにな
っていることが多くあります。将来のトラブルを
防ぐため、現在の所有者名義になっているかを確
認し、きちんと登記を済ませておきましょう。
▶登記に関する無料電話相談
　と　き　毎月第１～３水曜日13時30分～16時
　　30分、第４土曜日17時30分～20時30分
　問い合わせ　三重県司法書士会(　273-6300)

　収集日に出せなかったごみや、一度に大量に
出たごみは、右表のごみ処理施設へ直接搬入し
てください。12月29日(木)・30日(金)も搬入
できます。年末年始は施設や周辺道路の混雑が
予想されますので、十分注意して搬入してくだ
さい。
搬入できる日時
　月～金曜日８時30分～12時、
13時～16時30分(12月31日～１
月３日を除く)　※施設使用料な
ど、詳しくは環境施設課(　237-
0671)へお問い合わせください。
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問い合わせ　環境保全課　　229-3398　　229-3354

燃やせるごみ

津　河芸
芸濃

西部クリーン
センター

クリーンセンター
おおたか

リサイクル
センター

※分別して搬入
してください。

久居　 一志
美里　 白山
安濃　 美杉　
香良洲

全て

燃やせないごみ、
容器包装プラスチック、
その他プラスチック、
金属、びん、
ペットボトル、
危険ごみ

ごみの種類 地　域 搬入場所

年末年始のごみの搬入

１ 登記を確認しましょう１ 登記を確認しましょう

　空き家が放置される要因として、所有者の死
後、相続が適切に行われず、多数の相続人が生じ
るなどした結果、管理意識が乏しくなる、意思決
定が困難になるといったことがあります。現所有
者は住まいを次代へ適切に引き継いでいけるよ
う、次の所有者をあらかじめ決めておきましょう。

２ 次の所有者を決めておきましょう２ 次の所有者を決めておきましょう

３ 空き家を有効に活用しましょう３ 空き家を有効に活用しましょう

　倒壊の危険性が高い老朽化した
空き家や管理が困難な空き家は、
取り壊しもご検討ください。

４ 空き家を壊すことも管理の一つです４ 空き家を壊すことも管理の一つです

　空き家の所有者は法的に管理責任があります。
当面はそのままにする場合も適切な管理が必要で
す。自分で空き家を管理できない場合、空き家管
理代行業者に依頼するのも、ひとつの方法です。

５ 空き家を適切に管理しましょう５ 空き家を適切に管理しましょう

　空き家に関する相談は、環境保全課または各総
合支所地域振興課で受け付けます。受け付けた相
談は、速やかに現地を調査し、
対応できる部署に引き継ぎ、助
言、指導などを行います。

６ 近所の空き家でお困りの人はご相談ください６ 近所の空き家でお困りの人はご相談ください

放置空き家の予防のススメ放置空き家の予防のススメ
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容器包装プラスチックの日に出せるもの

容器包装プラスチックの出し方の注意事項

リサイクルセンターでの現状

●プラマークが付いているもの

●空になったプラスチック製の容器や包装
●ふたやキャップなど、容器や包装の一部になっているもの
●商品の保護や固定に使われるもの、ふたやトレイに準ずるもの

●汚れているものは、リサイクルできないだけでなく、き
　れいなものも汚れるので、必ず燃やせるごみの日に出し
　ましょう。
●二重袋はやめましょう。
●容器包装プラスチック以外のものが混ざらないようにし
　ましょう。

汚れた状態の容器包装プラスチック 混入していた異物 選別作業の様子

カップ・パック類

ふた・キャップ類 ネット類

ポリ袋類 緩衝材類

ボトル類
トレイ類このマークが目印！

容器包装プラスチックの分別にご協力ください容器包装プラスチックの分別にご協力ください
　津市では、分別収集された容器包装プラスチ
ックをリサイクル事業者へ引き渡しリサイクル
しています。リサイクルに適した品質を確保す
るため、引き渡し前に、人の手で異物の選別作
業を行っていますが、全てを取り除くことは困
難な状況です。

　資源の有効利用のため、家庭での正しい分別
にご協力ください。
　また、袋の中に
ごみの入った袋を
入れる二重袋はや
めましょう。

汚れたものや異物が混入
　容器包装プラスチックの処理量は一日約16tで
す。その内汚れているためリサイクルできず焼
却処分となる量は約３tです。
　また、びん、スプレー缶などの容器包装プラ
スチック以外のものが約40kg混入しています。

汚れや異物混入があるとリサイクルができなくなりますので、分別にご協力ください。

時間がかかる選別作業
　リサイクルセンターでは機械と人の手で袋を
破いたり、異物を取り除いたりしています。二
重袋になっていると機械だけでは袋が破れず、
手作業になるため選別作業に時間がかかりま
す。

分別することで
品質が良くなる
んだよ

汚れているものは
燃やせるごみへ
汚れているものは
燃やせるごみへ 二重袋二重袋
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エコ・ステーションをご利用ください

回収活動の対象になるもの  報奨金額

回収活動団体の届け出

問い合わせ・申し込み　環境政策課　　229-3258　　229-3354　　各総合支所地域振興課

ごみ一時集積所に
出された資源物

芸濃エコ・ステーション

古紙類 

布類

びん類

アルミ缶・
スチール缶

資源物の朝出しをお願いします資源物の朝出しをお願いします

リサイクル資源回収活動報奨金リサイクル資源回収活動報奨金

リターナブルびんは地球にやさしい！リターナブルびんは地球にやさしい！
　リターナブルびんとは、繰り返し利用する
ことができる「びん」のことで、１升びんや
ビールびん、牛乳びんなどがあります。これ
らを販売店に持っていくと、ごみが減るだけ
でなく繰り返し利用されることで、びんの原
料や製造エネルギーの節約、CO2の排出削減

にもつながります。ぜひ、地球に優しい取り
組みのため、回収に協力しましょう。
　リターナブルびんの回収は、大型
スーパーや酒屋などで実施されてい
ますが、持っていく前に一度店舗へ
ご確認ください。

　皆さんがごみ一時集
積所に出した資源物(新
聞、雑誌、段ボール、
飲料用紙パック、衣
類・布類、金属など)が
持ち去られる行為が後
を絶ちません。同時に
集積所が荒らされたり、周辺での危険運転が見
受けられたりします。
　持ち去り行為は、収集日の前日の夜間に多く
発生していることから、資源物をごみ一時集積
所に出すときは、前日に出さず、当日の朝出し
にご協力ください。
　また、市では、資源物持ち去り防止パトロー
ルを、一部地域の自治会に委託し、警察と連携
しながら夜間・早朝に実施しています。

　朝出しができない人
は、市内に６カ所ある
エコ・ステーションの
利用をお勧めします。
エコ・ステーションに
ついて、詳しくは津市ホームページ、またはご
み分別ガイドブックをご覧ください。

　市では、持ち去り行為がされにくいごみ一
時集積所の環境づくりを目指し、地域の皆さ
んと連携して取り組みを進めています。
　市民の皆さんが、安全に安心して分別排出
できる環境づくりのためご理解、ご協力をお
願いします。

　ごみの減量化・再資源化を図るため、地域で自主的にリサイクル資源の回収活動(廃品回収)を
行っている営利を目的としない団体(自治会や子ども会など)に、報奨金を交付しています。

　報奨金制度を利用するには、団体の届け出が
必要です。毎年度、回収活動を実施する前日ま
でに行ってください。

　回収したリサイクル資源量１㎏につき、６円
の報奨金を交付します。
　ただし、びん類は、１升びんは１本０.９㎏、
その他のびんは１本０.６㎏に重量換算します。
例えば
　新聞を5,000kg回収して古紙業者に買い取っ
てもらった場合の交付金額
⇒5,000kg×６円＝３万円
　古紙業者の買い取り金額が２万円だとする
と、合計５万円が活動団体の資金となります。
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　タンスで眠っている帯でバッグを作りませんか。
と　き　来年１月14日・21日・28日いずれも土曜
　日13時～16時 
ところ　環境学習センター
　(リサイクルセンター２階)
定　員　８人
持ち物　帯、縫製道具、ミシン糸、ミシン(持参可
　能な人) 
費　用　受講料500円(３回分)と材料費1,000円程度
申し込み　電話で環境学習センター(　237-1185)へ
申込期間　12月10日(土)～24日(土)　

　年末年始のし尿のくみ取りの利用は大変混
雑しますので、早めにお申し込みください。
津地域
　津環境整備事業協同組合
　(　233-6622)へ
その他の地域
　直接、各し尿のくみ取り
　業者へ
問い合わせ　
　環境政策課(　229-3258）

　中身が残ったままのカセットボンベやヘアス
プレーなどの缶を金属の日に出すと、ごみ収集
車内で缶が圧縮され中身のガスが漏れ出し、金
属摩擦などで発生する火花で引火して、ごみ収
集車内のごみが燃えるなどの火災事故につなが
ります。
　住宅密集地で、ごみ収集車の火災が発生し、
消防車が消火するという事態が過去に市内でも
起こっています。このようなことを未然に防ぐ
ため、火災の発生原因となりそうなごみを集積
所に出すときは、次のことに注意しましょう。

使い捨てライター

中身の残ったカセットボンベ・スプレーなどの缶

石油ストーブ

火災が起きた収集車のごみ
混入していた
スプレー缶

使い捨てライターだけを
透明・半透明の袋に入れて

中身の残ったカセットボンベ・スプレー缶
だけを透明・半透明の袋に入れて

灯油、乾電池を抜いて

金属の日に出す

危険ごみの日に出す
(３カ月に１回)

危険ごみの日に出す
(３カ月に１回)

穴を開けたものは、
金属の日にも出せます

乾電池は危険ごみの日
に出す(３カ月に１回)

残った灯油の処分は
販売店にご相談ください

帯でリメークバッグを作ろう！ 年末年始のし尿のくみ取りはお早めに！

ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を！ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を！

車両火災の原因とな
る、中身の残ったカセッ
トボンベ・スプレー缶、
使い捨てライターなど
は、危険ごみの日に出
してください！
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