
〈旭川市再生資源回収奨励金交付制度のあらまし〉

再生資源の回収を実施する市民団体に

奨励金を交付します！
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はじめに

今日では，大量に排出されるごみが社会問題となっています。

そこで，この問題を解決するために，「大量生産・大量消費・大量廃棄

型の社会」から，限りある資源を繰り返し利用する「循環型社会」への

転換が求められています。

ごみの中には，紙類，缶類，びん類，布類など，資源として再利用で

きるものがたくさん含まれています。これらを回収し，再利用・再資源

化することで，ごみを大幅に減らすことができます。

旭川市では，ごみの減量化と資源化の促進を図るため，市民団体等に

よる再生資源回収活動が安定的に行われるように，金銭的な支援を行う

ことを目的として「再生資源回収奨励金交付制度」を実施しています。

この手引きは，再生資源の回収に取り組まれている方々や，今後新た

に再生資源の回収を始めようとされている方々に，この制度について知

っていただくため，作成したものです。

目 次
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１ 再生資源回収とは

町内会や自治会，子ども会，老人クラブなどの市民団体が，家庭から出る「紙

類」「びん類」「缶類」「布類」を，ごみとして捨てずに回収するのが，再生資源

回収です。

再生資源回収は，ごみの減量になるばかりではなく，資源の有効利用により，

資源保護や環境保全，省エネにもつながります。さらには，回収業者に引き渡す

ことで，収益も見込めます。

※奨励金対象の再生資源

詳細 → P５～６

再生資源回収のメリット

１ 資 源 の 有 効 利 用 …… 資源保護や環境保全，エネルギーの節約

２ ご み の 減 量 …… ごみ処理費用の節減，埋め立て地の延命化

３ コミュニティづくり …… ものを資源として扱う意識の育成，

市民相互の連携と親睦，収益金の有効活用

再生資源はこんなにエコ！

◎ 古紙１トンから約８５０kgのパルプが再生され，立木（直径１４ｃｍ・長

さ８ｍ）に換算すると２０本分の資源に相当します。

◎ アルミ地金を作るときに空き缶を利用すると，新しく作るときに比べ，約

９７％も電力を節約できます。

このように，資源の有効利用とごみの減量を考える上で，再生資源回収は重要

な活動となっています。

皆様の回収活動により，資源の有効利用，ごみの減量，コミュニティづくりが

促進されますので，積極的に再生資源回収に取り組みましょう！
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２ 再生資源回収奨励金交付制度とは

回収業者に引き渡した再生資源の種類や重量に応じて，奨励金を交付する制

度です。

対象となる団体

町内会，子ども会，老人クラブ，ＰＴＡなどの「ボランティア団体」で，

再生資源の回収を実施する市民団体が対象となります。

奨励金の交付を受けるためには，事前に登録申請手続きが必要となります。

登録手続きの詳細 → P３

※営利を目的とする団体，事業所などは，対象となりません。

対象となる資源物

「紙類」，「びん類」，「アルミ缶・スチール缶」，「布類」 詳細 → P5～６

※事業者から出るものは対象になりません。

奨励金の交付額

奨励金は，回収した資源物を回収業者に引き渡した重量に対し，次に定める単

価を乗じて得た金額を交付します。

※ただし，奨励金の額に１００円未満の金額がある場合は，切捨てとなります。

なお，びん類の重量は，次の「重量換算基準」により算出します。

単価 紙類 びん類 アルミ缶・スチール缶 布類

1kg当たりの金額 ３．５円 5円 3円 ５円

区 分 １本当たりの重量

1.8ℓびん（一升びん） １．０㎏

ビールびん（ビールびん全般） ０．６㎏

雑びん類Ａ（焼酎・ウイスキーびん全般） ０．６㎏

雑びん類Ｂ（ジュースびん全般） ０．４㎏

雑びん類Ｃ（一升びん以外の酒びん） ０．３㎏
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再生資源回収業者名簿 びん類回収業者名簿

※回収業者は名簿に載ってい

ない業者でもかまいません。

団体登録・変更のページ

３ 再生資源回収の進め方

上手に運営していくポイント

・各家庭で，対象資源を捨てないようにし，分けておく習慣を作ってもらう

・定期的に回収し，できるだけ多くの人に参加・協力してもらう

以下，流れを参考にしてください。

①【目的を決める】

再生資源回収活動の意義や収益金の活用の方法を決めましょう。

②【役割分担を決める】

回収をスムーズに行うために，連絡係や計画・調整係など役割分担を決め

ましょう。

③【再生資源回収実施団体の登録申請をする】※最初の1回のみ

「再生資源回収実施団体登録申請書」を市に提出し

ましょう。団体名や代表者情報のほか，担当者を決め

ている場合はそれも含めて登録してください。

右の二次元コードを読み込み，市のホームページか

ら直接，登録申請することもできます。

用紙を希望する場合は，お電話ください。

④【回収品目，回収業者を決める】

回収業者によって，対応が異なりま

すので，事前に回収品目，回収方法（巡

回回収・場所指定回収・持ち込み回収・

雨天時の対応・作業人員の要否等），買

取価格又は交換物品などを回収業者に

確認して選びましょう。取り扱ってい

る品目や買取価格などは，回収業者や

相場に左右されます。

最初は，古新聞などの手のつけやす

いものから始め，徐々に種類を増やし

ていくといいでしょう。

スマホ等で
チェック

スマホ等から
申請
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⑤【回収の準備を進める】

回収日時を回収業者と調整し終えたら，各世帯に持ち出し日時や回収品

目などをお知らせしましょう。掲示板・回覧板など団体の実情に合った方法

で行いましょう。

⑥【回収を実施する】

数量の確認には，役員の方が立ち会いましょう。お互いに納得して仕事を

することが長続きさせる方法です。その際に，市から提供される「再生資源

回収買い上げ証明書」（４枚複写）を回収業者に渡し，数量等の記入をお願

いしてください。

この証明書以外のものを使用した場合，奨励金の対象とはなりません。

※「市提出用」は，奨励金交付申請手続きの際に必要となりますので，実

施団体が大切に保管してください。

回収する品目以外のものが出されていた場合は，出さないように周知する

ことが必要です。

回収後は，集積場所や周辺をきれいに清掃しましょう。

⑦【奨励金の交付申請をする】

市から交付申請案内が届いたら，当年 1月から 12月までに実施した1

年間分を申請します。

詳細 → P７

回収活動により得られる収益金や奨励金を上手に活用することにより，資

源回収への意識が高まり，さらなる盛り上がりが期待できます。
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４ 奨励金の対象となる回収品の分け方・出し方

回収対象は４種類あります。紙は，種類によって品質が異なり，そ

れぞれ違う種類の紙の原料になるため，種類ごとに分けてください。

次のものは混ぜないで！

種 類 出 し 方 備 考

新 聞
折って，ひもで十文字にし

ばる。

新聞，チラシ類，ホッチキスで製本されてい

る物，テスト用紙，コピー用紙類

雑 誌 ひもで十文字にしばる。

雑誌（マンガの本などの背表紙がのりやボン

ド付けされた物），カタログ，パンフレット，

学校図書（教科書，参考書），ノート（練習帳，

ドリル），書籍（小説，単行本，専門書）※ハ

ードカバーや布カバーの書籍は除きます。

大きさをそろえて区別すること。

段ボール 平らにして，ひもで十文字

にしばる。

断面が波形の物

紙パック 中を洗い，開いて，乾かし，

束ねてひもでしばる。

内側が茶色・銀色のものは，回収しません。

紙 類

■特殊な紙

・感熱紙，カーボン紙 ・フィルム加工，防水加工してあるもの

・写真やシールが貼ってある紙 ・のりのついた紙 ・シュレッダーの紙

■紙以外のもの

・ガムテープ，セロハンテープ ・クリップ ・写真 ・その他紙以外のもの

紙類については，資源回収の日程に用事などがあって出せない人のために，「再生

資源ポイント制度」があります。 詳細 → P８
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回収して再利用できるボトル一覧表

日常使われているガラスびんは，「リターナブルびん（洗って

繰り返し使用するびん）」と「ワンウェイびん（１回しか使用し

ないびん）」の２種類に分けられ，再生資源回収では「リターナ

ブルびん」のみが対象となります。「リターナブルびん」につ

いては，「回収して再利用できるボトル一覧表」を御覧くだ

さい。

【出し方】 ①びんのキャップをはずす。

②びんは，きれいにすすぐ。

③びんの種類ごと，容量ごとに集める。

回収対象は，４種類の生地があります。

見 分 け 方 出 し 方 取り扱えないもの

空き缶の胴体部分のマーク

で見分ける。

・缶は，きれいにすすぐ。

・アルミ缶，スチール缶はそれぞれ

別の袋に入れる。

・タバコの吸い殻などを入れない。

塗料缶・スプレー缶

などの飲料・食品以

外のものは回収しま

せん。

対 象 品 目 出 し 方 業者が回収しないもの

メリヤス

地

シャツ類，モモ

ヒキ，ベビー服，

ポロシャツなど

・洗濯してから出す。

・色つきでもよい。

・破損，黄ばみ，シミなどがあっ

てもよい。

・広げた大きさが50㎝程度で，

乳幼児の肌着程度が最小限の大

きさである。

・汚れ，湿気などには十分注意す

る。

・回収後はポリ袋に入れて早めに

回収業者に引き渡す。

・化学繊維や硬い繊維

のもの，厚地のものは

回収しません。

（例）

ジャンパー，コート類，

背広類，ネクタイ，カー

ペット類，Ｇパン，帽子，

布団類，着物，スカート，

ラクダモモヒキ，毛糸類，

ワタ，座布団，ぬいぐる

みなど

綿 地

シーツ類，トレ

ーナー，メンパ

ン，Ｙシャツ類，

ステテコ，パジ

ャマなど

タオル地
タオル類，バス

ローブなど

ネル地 パジャマなど

び ん 類

びんの口が欠けているもの，傷がついているもの，汚れているもののほか，栄養

ドリンクのびんなどの一覧表にないものは回収されませんので御注意ください，

アルミ缶

布 類

「アルミ缶」「スチール缶」の回収対象

は，飲料・食品の入った物に限ります。
スチール缶

スマホ等で
チェック
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団体登録・変更のページ

５ 奨励金をもらうには

奨励金の交付申請手続き

奨励金の交付申請手続きは，当年１２月から翌年１月に受付を行います。

（事前に，申請手続きの案内書類を登録団体宛に送付します。）

◎ 必要な書類 「再生資源回収奨励金交付申請書」

「再生資源回収買い上げ証明書」

※当年１月から１２月までの間に，回収した資源物を回収業者

に引き渡した分が対象となります。

◎ 書類の提出方法・期限

郵送又は持参により，案内書類で指定された場所・期日までに提出してく

ださい。

奨励金の交付

提出された申請書類を審査・確認した上で奨励金の交付を決定し，請求手続き

を経て各団体の指定口座に奨励金を振り込みます。市役所窓口での現金受取り

もできます。

なお，虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたことが判明

したときは，交付した奨励金の全部又は一部を返還させることがあります。

代表者などに変更が生じたら

代表者，連絡先，団体名などが変わった時には，

変更届（「再生資源回収実施団体登録事項変更届」）

を提出してください。

右の二次元コードを読み込み，市のホームページ

から直接，変更登録することもできます。用紙を希

望する場合はお電話ください。

町内会の場合は，町内会長が代表者を兼ねており，あらかじめ市長（市民

活動課）に町内会長名簿を提出している場合は，省略できます。

支払時期の目安は２月上旬～３月下旬です。

スマホ等から
申請
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６ 再生資源ポイント制度

旭川市クリーンセンター（東旭川下兵村３番地の５）又は近文リサイクルブラ

ザ（近文町１４丁目）に「新聞・雑誌」を持ち込み，再生資源ポイント制度に申

し込んでいただくと，そのポイントを再生資源回収奨励金に加算することがで

きる制度です。

「新聞・雑誌」を持ち込んだ際に，その旨申し出てください。

受入時間は，月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までです。

※ポイントを加算することができる団体は，事前に再生資源回収奨励金実施団

体に登録している団体になります。

ポイントの換算額

ポイント ＝ 新聞の重さ（㎏：１㎏未満切捨て）× 3.5

＋ 雑誌の重さ（㎏：１㎏未満切捨て）× 3.5

例）新聞200㎏を持ち込んだ場合 新聞200㎏ × 3.5＝700ポイント

（１ポイントを１円として再生資源回収奨励金に加算することができます）

ポイントの加算方法

申込があった場合のみ，回収実施団体に，毎年１２月頃に「再生資源ポイント

決定通知書」を送付します。

ポイントを加算して再生資源回収奨励金の交付申請をしてください。

※ポイントは，前年１１月から当年１０月までに申込みを行ったものが対象

です。
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７ 資源はこのようにリサイクルされます

再生資源回収で集められたものは，回収業者の手を経て，それぞれのメーカ

ー・工場へ送り出され，再び商品となって私たちのところへ戻ってきます。

再生資源回収は，省資源，省エネルギー，ごみの減量にとても効果的な活動で

す。

再生紙を使いましょう！

再生資源の回収は，ごみの減量化や資源化を効率的に進めることができます。

しかし，これだけでは回収品が工場に運ばれるだけで終わってしまいます。

再生品を使うことで，さらにリサイクルを推進することができます。

そのため，家庭で使っている「紙類」を再生紙のものに切り替えることも大

切です。

【家で使える再生紙】

・ノート，学習帳 ・封筒，はがき，便せん

・トイレットペーパー，ティッシュペーパー，キッチンペーパー

・コピー用紙 など

回収品 回収業者 メーカー・工場 再 生 品

紙 類

新聞，雑誌

段ボール

回収品は

仕分けされ

それぞれの

メーカーに

渡されます

製紙工場

新聞用紙，ノート，

印刷用紙，メモ帳，

段ボール箱

紙パック 製紙工場
トイレットペーパー

ティッシュペーパー

びん類

酒，ビール，焼酎，ジ

ュース，ウイスキー

アルコール飲料

清涼飲料などの

各メーカー

飲料のびん

アルミ缶

スチール缶
製鋼工場

建築資材，金属製

品，飲料用の缶

布 類 ウエスメーカー
ウエス（工作機械

などのふき布）
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広げよう再生資源回収～収益アップを図る

新聞・雑誌については，ほぼ全ての再生資源回収実施団体において回収され，

団体の収益につながっているかと思いますが，段ボール，紙パック，アルミ

缶・スチール缶，びん類については，その多くが，ごみステーションに排出さ

れています。

これらの資源物をごみステーションに出さずに，再生資源回収活動の中で集

めることができれば，収益を大きく上げられるでしょう。

町内会費等の負担軽減や活動資金を潤沢にするために，回収品目について広

げてみてはいかがでしょうか。

みんなで再生資源の回収に参加しよう

再生資源回収は，みなさん一人ひとりの協力なしには，成り立ちません。

近所で再生資源回収が行われている場合には，進んで協力しましょう。

また，資源回収が行われていない地域だとしても，近所や仲間同士などで，

資源を集めることができれば，再生資源回収団体に登録し，奨励金をもらう

ことができます。

みなさんの御参加・御協力をお願いします。

回収業者や取扱品など，不明な点などがあれば，お問い合わせください。

令和５年（２０２３年）４月改訂

再生資源回収に協力を！

問合せ・書類送付先

旭川市環境部 廃棄物政策課

〒070-8525 旭川市６条通９丁目

電話 ２５－６３２４（直通）


