年 末の 大
掃
除に 役 立
つ！

自 分 の 価 値 観を大切 に、
無 理 の ない 片 付けを

一級建築士／ライフオーガナイザー

本間ゆり さん (53)

緑区出身、南区在住。一級建築士。アメ
リカ発の整理術
「ライフオーガナイズ」
に
出会い、一般社団法人日本ライフオーガ
ナイザー協会認定講師になる。

専門知識を活かし︑整理収納の

家が素敵でも︑整理されていな

設 計 し た 新 築 の 家 を 訪 れ た ら︑

夫も建築士をしていて︑夫が

サポートを行うライフオーガナ

いともったいないと感じること

一級建築士であり︑建築士の

イザーの本間ゆりさんは︑南区

よりも中身︑つまり家という箱

があったんですね︒それで︑器

したり︑講座を開いたりしてい

よりも中の片付けの方が生活の

を中心に片付けの相談や支援を

年前にアメリカ発の整

質を上げるのに重要なんじゃな

ます︒

理術﹁ライフオーガナイズ﹂に

いかと感じました︒

ま ざ ま で す︒ お 宅 を 訪 問 し て︑

付けをしたい方など︑対象はさ

いる保護者やシニア︑実家の片

講座を行います︒幼い子どもが

まりなどで依頼があると片付け

公民館や小学校のPTAの集

︱どんな仕事をしていますか︒

避人
個
難の価
判値
断に
観に
マ
合イ
っ・
たタ
片イ
付ム
け
ラを
インを

出会い︑一人ひとりに合った無

理のない整理を目指す姿勢に共

感したといいます︒片付けのメ

リ ッ ト や 無 理 な く 始 め る コ ツ︑

ごみを少なくする工夫を聞きま
した︒

避境
環
難の
を判
整断
えに
る
マ
大イ
切・
さ
タに
イ目
ム覚
ラめ
イる
ンを
︱なぜ整理術に興味を
持ったのですか︒

私が提案する整理術には︑こ

片付けのアドバイスやサポート

ですけど︑子どもに塾や習い事

うしなさいという決まった形は

子育て中に︑家の整理の大切

ばかりさせるよりも︑まずは家

ありません︒片付けるのに︑細

もします︒建築士なので︑家を

の環境を整える方が大切じゃな

かく分類したうえでラベルを貼

さを実感したからです︒長男が

いかと思い至ったんですね︒整

りたい人もいれば︑ざっくり仕

新築する際に間取りの相談に乗

理が行き届いていると自分も楽

分けして放り込めば十分という

生まれた後に一時期︑いわゆる

ですし︑子どもにとっても︑や

人もいます︒どちらのやり方も

ることもあります︒

りたいことがすぐできて良い環

正しくて︑それぞれの人の価値

教育ママみたいになっていたん

境だなと気付きました︒
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を す れ ば い い と 考 え て い ま す︒

観を大切に︑無理のない片付け
整理は健康にもつながりま

できて︑
時間を有効に使えます︒

あるか分かるので︑すぐ作業が
入ってもらいやすいで す︒

片付けにごみ減量効果も

きるかもしれません︒また︑シ

います︒忘れないように︑日ご

マイバッグを必ず持ち歩いて

︱ごみを減らすために
どんなことをしていますか︒

ニアは︑片付けることでより快

の分別も︑もちろん出し方の決

ろ使うバッグに︑あらかじめマ

車いすでの生活になったりした

まりに従っています︒まだ使え

適に生活できるようになると思

ときに︑床の上が散ら

るものは︑不用品の売買が簡単

イバッグを入れています︒ごみ

かっていては生活する

にできるフリマアプリなどを活

う ん で す︒ 足 腰 が 悪 か っ た り︑

の症状を防いだり緩和したりで

ように掃除すれば︑アレルギー

す︒ほこりやごみがたまらない

捨てる︑
捨てないの判断基準も︑
人それぞれでいいのです︒

時間の有効活用︑健康にも
︱整理にはどんなメリットが
ありますか︒
ま ず 何と言っても気分がスッ
キリすること︒また︑何がどこに

こと自体が難しくなっ

用していますね︒
片付けをすると︑ごみを出さ

てしまいます︒逆に片
付いていれば︑掃除を

ら１キロの砂糖が５袋も見つ

なくする効果があります︒片付

ほかにも︑急な入院

かった︑知らないうちに食品の

はじめとする家事が簡

や外出中に自宅に置い

期限が過ぎていたということも

けのお手伝いをしたら︑台所か

てきたものを探しても

ありました︒そうなると︑場所

単にできます︒

ら う と き に︑
﹁リビン

これから年末の大掃除の時期

もお金ももったいないですよ

る﹂とすんなり伝える

を迎えます︒ぜひ手をつけやす

グの棚の上から何番目

ことができます︒家が

いところから︑片付けにチャレ

ね︒

きれいなら︑何かあっ

ンジしてほしいですね︒

市報さいたま
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の引き出しに入ってい

た と き に も︑ 自 宅 に

ライフオーガナイザーに聞く！

自分のペースで片付ける
コツを教えてください

まずは着手しやすい冷蔵庫と靴箱から

最初は冷蔵庫がおすすめ。容量が決まっていて、食品には
消費の期限もあるので、片付けがしやすい。家族みんなが
使うので、
「きれいになった」
と評価されやすく、モチベー
ションアップにも。靴箱と玄関周りも手をつけやすい。ま
ずは、容量の小さいところから始めるのがおすすめ。

年末に終えなくてもいい

自分のものから片付けよう

年末までに、全部を一度に片付けようと思うとプレッシャ
ーに感じることも。例えば、子どもが来年就学したり、進
学したりという節目を迎えるなら、3月いっぱいまでを目
標に片付けてみては。

子どもや親、配偶者など、自分以外の持ち物は
「いらない」
と思ってしまいがち。でも本来、必要かどうかは持ち主し
か判断できないもの。片付けは、まず自分のものから。

人に地球にやさしい整理のコツ 実践編

片付けアクションが社会を変える
いらないものはただ捨てるのではなく、次に紹介する「3R」のキーワードを参考に、
地球にやさしい片付けアクションを心掛けましょう。

日々買うものを
減らす工夫と
捨てない工夫を。

使わなくなった
家具や服、雑貨は
捨てずにリユース！

リデュース(減量）

リユース(再使用)

使うものを減らすと
捨てるものも減らせる

次の使い手を探そう

生ごみの水気をきる、食品ロスを減らす、レジ袋をもらわ

るのはいかがでしょうか。あなたが不要に思うものでも、

ないなど、
できることからごみを減らしていきましょう。

1人1日4グラムのもえるごみを減らすことができれば、市

全体で年間約 3,700 万円のごみ処理費用が削減できます。

まだ使える不用品はフリマアプリなどを利用して出品す

誰かは使い続けてくれるかも。さいたま市は積極的にリ

ユースに取り組む株式会社ジモティーと連携協定を結び、
市内のリユース活動を促進しています。

* 令和元年度のごみ処理データ及び人口から算出

リサイクル(再生)

形を変えて
別の製品に生まれ変わる
各区役所や公民館など市内 54 か所に小型
家電回収ボックスを設置しています。不要
となったパソコンや携帯電話、ゲーム機な

どの小型家電や電池は小型家電回収ボック

捨てる前に
リサイクルできるか
確認してみよう！

スへ。回収された小型家電から取り出した

レアメタルなどは新たな製品の原材料に生

市では持続可能な社会の
実現のために、ごみの減

量やリサイクルに関する

取り組みを進めています。

まれ変わります。

あなたの整理術を教えてください！
「あなたの整理術」をテーマに、皆さんが撮影した写真を

Instagram で募集します。投稿した方の中から、抽選で10

人にポケットサイズステンレスボトルをプレゼントします！

詳しくは、広報課へ。
Ｔ 829・1039
Ｆ 829・1018

応募方法

❶ さいたま市公式アカウント（@saitamacity̲official）
をフォロー
❷「#
❷「# 市報さいたま」をつけて Instagram で投稿
応募期限

12 月 28 日 ( 火 )

※当選された方には、Instagram の
ダイレクトメッセージで、詳細を連絡します。
©2020 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED

応募詳細はこちら

市公式 Instagram

2021.12
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詳しくは、資源循環政策課へ。Ｔ 829・1338

Ｆ 829・1991

ごみを捨てた後を想像してみよう

分別を考える

コロナ禍で不要な家電やもえないごみが増えるなど、特に家庭ごみの分別の問題が指摘されています。
最近引っ越してきた方も、ずっと住んでいる方も、この機会に一度、分別を見直してみませんか？
あなたの小さなアクションがごみ処理を行う人たちの危険を未然に防ぐことになるのです。

分別不足が感染源に

ペットボトルの
フタで怪我

リチウム電池で火事

HELP

HELP

HELP

コロナ禍で増えるマスクやごみと
して出せない注射針など、ごみ処
理を行う人の感染リスクが高まっ
ています。

ペットボトルのフタを取らないと
機械で潰したときにフタが弾けて
人に当たり大怪我になることも。

近年問題になっているごみ収集車
の火災原因の多くは誤って捨てら
れた電池。ごみ処理場で火災が起
きることも。

マスクはもえるごみとして捨て、
注射針は処方を行った
医療機関などに返却！

ペットボトルは捨てる前に
フタを必ずとる！
フタは食品包装プラスチックへ！

リチウム電池やボタン電池は
電極にテープを貼るなど絶縁して、
市内にある小型家電回収ボックス
の電池投入口へ！

年末年始のごみの収集日などについては、15 ページをご覧ください。

今月の表紙

粗大ごみの基準である90cmを測る際にご利用ください
問い
合わせ先

TEL

地図上でご自宅の場所と収集場所を設定する

https://www.sodai.city.saitama.jpにアクセスする
（右の2次元コードからもアクセスできます）
自身のメールアドレスを入力し、送信する
❷のメールアドレス宛にURLが届くので、申し込みする
必要事項（氏名や排出場所など）を入力する

家庭ごみの持込み

（土曜日・祝日・年末）は予約制です

品目を選択する

収集日を選択する

入力内容を確定し、送信する
❷のメールアドレスに申込内容のメールが届く
収集日前日に確認のメールが届く

予約制に関する問合せ先▶環境施設管理課 TEL 048-829-1343
問い
合わせ先 ごみ持込みに関する問合せ先▶下記連絡先一覧【ごみ処理施設】を参照してください

令和
3年度版
最新年度版を
お使いください

家庭ごみの

出し方マニュアル

２

4

6

7

ごみ持込みの
予約制について

ごみ持込みコールセンターに電話で予約の申込みをする
申込先 ごみ持込みコールセンター（予約専用） TEL050-3033-8229

7

予約番号を控える

8

ごみを予約日に持込む

曜日

10
・
11

種類ごとに 透明袋

毎週

曜日

透明袋
毎週

透明袋 または 半透明袋

曜日

種別

収集曜日

最終日

開始日

火・金曜日 12/31（金） 1/4（火）

水・土曜日 12/29（水） 1/5（水）

種別

収集曜日

有害危険ごみ

―

もえないごみ
資源物1・2類

最終日

開始日

12

13

14

12/31（金） 1/4（火）
までの
各地区の
収集曜日

以降の
各地区の
収集曜日

18

地区別ごみ
収集曜日
一覧表

月・木曜日 12/30（木） 1/6（木）

●収集当日の朝8時30分、もえるごみ早朝地区は朝5時30分
（地域で決められた時間）
までに出してください。
●事業所のごみは、家庭ごみ収集所には出せません。

ごみの分別
早見表

1月1日〜1月3日の収集はお休みです。それ以外は通常どおり収集します。

もえるごみ

おしらせ

829-1991

毎週

小型家電

FAX

半透明袋

しばる

オートバイの処分方法

市報さいたま

048-829-1336

または

できないもの

5

TEL

種類ごとにひも等で

消火器・パソコン・

市報さいたまの感想を
「# 市報さいたま」をつけて
Twitter で投稿してください！
市ホームページやはがき
〒 330-9588
浦和区常盤 6-4-4 広報課
でもお待ちしています。

1,900 品目以上の分別方法が調べられる

廃棄物対策課

種類ごとに 透明袋

洗濯機・冷蔵庫等︶ 市では収集・処理

発行元

18
19

10

家電リサイクル品目

25

P ・ の
﹁収集曜日一覧﹂
をご覧ください

単で、スマートフォンでサクッと調べられる手軽さをぜひ体験してください。

9
「さい」から名付けられました

ごみ収集曜日 記入欄

20

詳しくは、資源循環政策課へ。
Ｔ 829・1338 Ｆ 829・1991

8

■連絡先一覧 令和3年4月1日時点

︵テレ ビ・エアコン・

日々のごみ出しに役立つアプリです。アプリをはじめて使う方でも操作が簡
15

︵持込み︑
戸別収集︶

ごみ処理施設への
直接持込みの制限に
ついて

粗大ごみ等

ごみの分別辞典やごみの出し方ガイド、ごみ収集日通知機能などが備わった、
月〜金曜日 8：30〜17：00（土・日及び12月31日〜 1月3日は休み） ※祝日も受付いたします。

10

資源物１類 資源物２類 有害危険ごみ もえないごみ もえるごみ
資源物の
リサイクル
収集所に出せるごみの出し方

粗大ごみのインターネット受付を開始しています！
粗大ごみのインターネット受付について

5

みんなで
つくろう

「さいちゃんアプリ」
で分別をもっと簡単に！

めぐるまち
〝さいたま〟

ものを大切につかう。
ごみのその先を想像する。
さいたまがもっと
美しくなりますように。

家庭ごみの出し方
マニュアルも
あります

ごみ分別アプリ ダウンロード数 全国 No.1

分類別にアラート設定ができる

すでに

16 万

ダウンロード

イラスト付きで
わかりやすい

