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使えるモノは捨てる前に

ジモティースポット川崎へ :
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土日も平日も持ち込み可能です

※定休日火曜日 |

ご利用の流れ
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01
スボットに持ち込むだけ。

一度にまとめてお持ちいただ

いて OK

01 蕊翼難瞥霊晶澪
ち込み   02

Webページからご予約ください。

最短当日可能です。

次の人が使える状態のモノであれば、家具 (3辺の

合計が 180cm以下)。 家電・レジャー・スポーツ

用品・子ども用品等をお持ち込みください。詳細は

Webページからご確認ください。

※一部対象外 :リサイクル家電 4品日、自転車、マッ

トレス・寝具

03霧ξ評磐フ添班Lた牧
ついでに持ち帰ることも

可能です。

使えるものなら

無料でお31取 りします !

リユース品の譲渡・販売も
行つています。在庫確認はこちら

モ ノと身分証の確認

持ち込まれたモノの確認を

します。また川崎市民とわ

かる身分証のこ提示をお願

いします。

サービスの詳細や
ご予約はこちら

ごみ0リ サイクル ■|ミ | ||‐

3R ⇒ Redtlceリ デュース こみを出さない Reuse りIL―ス くり返し使う Recycle りtナイクリレ 分号」してi再生不」1羽  |

ドプl｀まRⅢ ■□調DI多摩区宿河原 6137-18-102

■主 ヨ〓■ 平日、土曜日、日曜日
(火曜定体・年末年始休み)

-9:00-17:00

・スボツトの敷地内外にかかわらず、車両などによる事故等に関しては、ジモティーは一切責任を負いません。

川崎市環境局こみ・リサイクルに関するホームベージ

市ホームベージ:http://www,city.kawasaki‐ ip/か ら



1 背景                          そ

川崎市では、「使用料・手数料の設定基準」(平成26年 7月策定、令和元年 11月改定)を策定し、特定

のサービスを利用する方と利用しない方との負担の公平性 公ヽ正性を確保するため、「受益と負担の適正化」

の取組を進めています。

このたび、サービス提供に要するコストや利用状況等の変化や、令和元年 10月の消費税率ヨ1上 げに合

わせた消費税相当分の料金31上 げをこれまで行つていないことを踏まえ、次のとおり手数料の改定を行い

ます。

2 改定内容

【粗大ごみの処理手数料】

種  別 現  行 改 定 額 品 目 例

長さが 30cm以上 50cm未満で全部又
は一部が金属のもの

200円 300円 炊飯器、照明器具、ラジカセ、
ビデオデッキ など

長さが 50cm以上 180cm未満
500円 600円

いす、1去
「立、自転車 など

長さが 180cm以上で幅が 10cm未満 カーテンレール、釣竿 な ど

長さが 180cm以上で上記以外 1,000円 1,200円 収納棚、ソファー など

【改定するその他の手数料】

種  別 現  行 改 定 額

し尿の処理 (事業系のみ) 180リ ットルまで 3′ 000円 180リ ットルまで 4′ 500円

汚泥の処理
配管の詰まりの除去等

2′ 550円 /1立方メー トル 3′ 820円 /1立方メートル

汚泥の処理

合併処理浄化槽の処理等
2′ 100円 /1立方メートル 3′ 150円 /1立方メートル

浄化槽等の清掃 1.5立方メー トルまで 6′450円 1.5立方メー トルまで 9′ 670円

3 改定時期

令不05年4月 1日

ただし、「粗大ごみJのみ、令利5年 7月 1日改定

(31っ越しや新生活による繁忙期と改定前の駆け込みりF出が重なることを避けるため)

※粗大ごみで、令和5年 6月 30日 までに申し込みしたものは、現行の手数料にて処理します。

また、料金改定に伴い、既存の200円券及び500円券に力□え、100円券の取り扱いを開始します。

現 行

午前 午後 夜 間

9時～12時 1時～4時 5時～8時

大 会 議 室 2′ 750円 3′ 300円 3′ 300円

第 1会議室 770円 990円 990円

第 2会議室 770円 990円 990円

第3会議室 770円 990円 990円

第4会議室 770円 990円 990円

改定額

午前 午後 夜間

9時～12時 1時～4時 5時～8時

2′ 800円 3′ 360円 3′ 360円

780円 1′ 000円 1′ 000円

780円 1′ 000円 1′ 000円

780円 1′ 000円 1′ 000円

780円 1′ 000円 1′ 000円

※温水プール、トレーニングルームの料金改定はありません 改定時期 令和5年 4月 1日

【FE51】 T警賃京革曇皇
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粗大ごみ処理手数料等を改定します

ヨネッティー王禅寺会議室使用料を改定します
(令和元年 10月の消費税率引上げに合わせた消費税相当分の料金31上げ)
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【問21の答え 1,・ ・・ お酒。アルコール飲料は対象外です。

常温保管が可能で、未開封の賞味期限が2か月以上あるものが対象です。



令和4年 12月 10日 (土)に開催した第2回日は、海洋環境保護を幅広く行っているスナイプバレー

合同会社代表の鴫谷 (しぎや)氏と、かわさき生活クラブ生活協同組合の方々を講師にお招きし、
″
海洋

プラスチツクの課題
″

について学ぶとともに海で集めたマイクロプラスチックを使ったキーホルダー作り

など親子で楽しめる講座を開催しました。
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ご群ゼ霊・攀

第3回 目のごみゼロカフェ等のイベントについてはツイッター

ていますので、ぜひフォローをお願いします |

「ごみゼロ環境情報」でお知らせし

今年で第 41回 日となる、こみの河量・リサイク

ルをテーマとした「3R推進講演会」は令不□4年 10

月 21日 (金 )に初の ZOOmによるオンライン開催

といたしました。「南極シェフに教わる !食品ロス間

題」をテーマとし、第 57次南極地域観測隊調理隊

員として南極で生活されていた渡員淳子氏をお招き

し、御講演いただきました。講演では、資源の限ら

れた南極での生活をはじめ、食品ロス肖」減に向けた

レシピの紹介、家庭でできるこみ削河の取組等をお

話しいただきました。

食品ロスは、こみ処理コス トの増加や焼却による

C02排出量の増加につながります。私たち一人ひ

とりが食べものをもつと無駄なく、大切に消費して

いくようにしましょう。

【講師】渡員淳子氏

【Fali2】
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ようか?

令利4年度3R推進講演会(Zoom開催)を開催しまし
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【問11の答えら・市内小中学生 「かわるん」は平成25(2013)年に、当時の市内の中学生のデザイン、
0市内の小学生の命名によって生まれました。



麻生区の王禅寺エコ暮らし環境館では、次のとおり「春の環境教室」を開催します。
様々なイベントがありますので、ぜひこ来館ください。

◆開催期間 :3/18(土 )～ 3/19(日)      _
◆開催時間 :10時 00分～ 15時 00分  (開館時間 :9時 00分～ 16時 30分 )

◆参力0贅無料

|||||て |ヽン ト|イ実施日||

葉つぱを使ったミニエコバ ック作り
(事前予約制)(※ 1)

リサイクルス トラツクアウト

スタンプラリー

手洗い教室

(事前予約制)(※ 1)

分別釣リゲーム

スクル トン車展示・ごみ投入見学

花の植替え体験 (当 日先着順)

物々交換会～みんなでリユース～ (※ 2)

(スクルト|
※1:応募締切 3/9(木 )16時 30分まで 応募者多数の場合は抽選になります。

※2:出品物持込受付 3/14(火 )まで

上記以タトのイベントも開催予定です。

各イベントの開始時間や予約方法等の詳細については、施設HPをご覧いただ<か、

電話等でお問い合わせ<ださい。

問い合わせ :王禅寺エコ暮らし環境館 電話 044-712-4637 FAX 044-712-4638
住所 麻生区王禅寺 1285番地 HP https://WWW.eco― ka∩ kyouka∩ .jp/

3/18 3/191

0 0

かわるんも遊びに行くよ !

環境館 HPはこちら
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(花の植替え体験)

(スクルトン車)

川崎市では、ポイ捨てのないきれいなまちを目指し、毎月各区の主要駅にて 「路上

喫煙防止・ポイ捨てキャンペーン (清掃活動)」 を実施しています |

令和5年 3月の実施日時・場所等の詳細は、こちらの日程表をご覧ください。

lL_崎_里1___曼イ0_K月,7145_1ホ魯|!!崎確_

幸、_区 _J__§∠2_い)0199_lJ順駅酉貝_、

盆 i・言:訴 ‖ 舞 :計1瞑言了
玉

多 摩 区 1 3/7(火 )ア :50 1登戸駅

麻 生 区 1 3/6(月 )8:20 ,新百合ヶ丘駅

|ダイス前

1同左

1同左

(北・西□)|キ ラリデッキ円筒広場

1駅前広場

1駅バスロータリー

:駅南□

※清掃活動に必要な物品 (ベスト、大バサミ、軍手、こみ袋)は用意いたしますので、気軽に御参カロく
ださい♪毎月の実施については、丁wttter「 り‖崎市ごみゼロ・環境情報」、川崎市環境ポータルサイト
でも周矢0しております。たくさんの御参カロお待ちしています |

‖

集積所は利用者が協力してきれいに使いヽ環境美化を保ちましょう。

王禅寺エコ暮らし環境館 春の環境教室のお知らせ

1きれいなまち
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路上喫煙1防止 ,

かわさき″一緒に目指しませんか ?|‐|■
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ずf捨て等lLキ ヤンヽTン実施してぃます～  1覧五:‐
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