
市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111ごみ・し尿

問 生活環境課 ☎0297-21-2189

ごみの分け方・出し方

■ ごみの分け方・出し方
≪岩井・猿島地域共通≫
　生活環境課・市民課・さしま窓口センターで配布している
「ごみの分け方・出し方ポスター」「ごみと資源の分別ガイド」
の通り、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、有害ごみ、資源ごみ（空
き缶、紙類・布類、空きビン、ペットボトル）にごみを分別し、決
められた収集日の6：00〜8：00までに出してください。
　ごみ袋は、無色透明で最長の辺の長さが80cm以下（45ℓ
以下）の市販されているビニール袋の使用をお願いします。
▶	収集日が祝日の場合は、可燃ごみ該当地区のみ収集を行い
ます（中止する場合は広報などでお知らせします）。

▶	年末年始・大型連休・お盆休みの収集については、広報な
どでお知らせします。

▶	ごみの減量、資源の回収にご協力ください。
●集積所のごみ収集曜日

地区 可燃
ごみ

不燃
粗大
有害
ごみ

資源ごみ
空き缶
紙類
布類

空きビン
ペット
ボトル

猿島地区・岩井地区
（岩井 ･辺田 ･鵠戸 ･	
みどり町 ･桃山団地）

火 ･金 水 月 木

弓馬田地区・長須地区
七重地区 月・木 水 金 火

飯島地区・神大実地区
七郷地区・中川地区 月・木 水 火 金

ごみ収集 （家庭ごみ） ■ 粗大ごみの個別収集
≪岩井・猿島地域共通≫
　ご自宅まで粗大ごみを引き取りに伺う個別収集（有料）
を行っています。取り扱う粗大ごみは、一辺が50cm以上
200cm以下で、重量が50kg以下の一般家庭で使用されたも
のです。1回1,100円の料金で、最大5点まで回収します（た
だし、市で受け入れできないものは除く）。
●申込方法
①	生活環境課またはさしま窓口センターで「粗大ごみ処理券」
を購入します。

※	土・日曜日、祝日は市民課・さしま窓口センターで販売し
ています。

②	排出する粗大ごみを登録し、収集日を確定します。
③	確定した収集日の朝8：00までに、排出する粗大ごみを自
宅前に出します。市が委託した業者が収集します。

■ さしまクリーンセンター寺久への自己搬入
　　事前手続きはありません。直接搬入し、退出時に料金を
支払ってください（10kg200円）。搬入できるものは、集
積所へ出せるものと同じです（ただし、スプリング入りの
ものは搬入できません）。

　搬入時間　9:00〜11:30・13:00〜16:30
　（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）

■ 粗大ごみの自己搬入
≪岩井・猿島地域共通≫
　自分で粗大ごみを指定の場所に搬入することができます。
①	粗大ごみを自分の車に積みます。
②	生活環境課またはさしま窓口センターで手続きし、許可証
の交付を受けます。

③	許可証をもって「坂東市リサイクルセンター」へ自分で搬
入します。

※	市で受け入れできないものは搬入をお断りします。
●坂東市リサイクルセンター
	住　　所　山2177-88
	搬入時間　9:00〜11:00･13:30〜16:00
（土・日曜日、祝日、年末年始は除く）
●手数料
軽貨物自動車	 	 1台　	350円
普通貨物自動車	（1トン車）	1台1,100円
	 （2トン車）	1台2,200円
	 （4トン車）	1台4,400円

▲ごみの分け方・出し方
　ポスター

▲	ごみと資源の分別	
ガイド

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
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介護保険
■ 介護保険で利用できる主なサービス
●居宅サービス（在宅サービス）
　介護や入浴介護、看護、リハビリなどを自宅で、あるいは、
サービス事業所への通所や短期入所して受けられます。また、
福祉用具や住宅改修などの費用支給などもあります。
●施設サービス
　要介護認定を受けたかたは、特別養護老人ホーム、介護老
人保健施設などに入所し、介護や看護、リハビリなどのサー
ビスを受けることができます。
●地域密着型サービス
　市内の地域密着サービス事業所を利用して、居宅サービス
や施設サービスを受けることができます。

■ 保険給付で申請が必要なもの
給付の種類 申請書の種類 必要なもの

福祉用具の購入
（※1）

介護保険居宅介護
（支援）福祉用具購入
支給申請書

購入品のカタロ
グ、領収書

住宅改修（※1）
介護保険居宅介護
（支援）住宅改修費支
給申請書

住宅改修が必要
な理由書、平面
図、見積書、写
真、領収書

自己負担が高額に
なったとき（※2）

介護保険高額介護
（予防）サービス費支
給申請書

預貯金通帳
（写し）

低所得のかたがサー
ビスを利用したとき
（※2）

利用者負担額助成金
支給申請書

預貯金通帳
（写し）

医療費と介護の自己
負担が年間合算して
高額になったとき
（※2）

高額介護合算療養費
等支給申請書兼自己
負担額証明書

預貯金通帳
（写し）

低所得のかたが施設
を利用したとき
（※3）

介護保険負担限度額
認定申請書

預貯金通帳
（写し）

（※1）	介護サービスを依頼しているケアマネジャーへご相談
ください。

（※2）	該当するかたには、介護福祉課から通知します。
（※3）	市民税非課税世帯の低所得のかたの施設利用が困難と

ならないよう、居住費（滞在費）および食費について、
自己負担限度額の上限を超えた分は、申請により介護
保険から給付されます（通帳は配偶者のかたも必要で
す）。

■ 地域支援事業
　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地
域で、安心して暮らしていけるよう支援を行っています。
●主な事業

事業名 事業の内容

総合相談支援事業
高齢者のかたのさまざまな相談に幅広
く総合的に対応し、適切なサービスが受
けられるよう支援を行います。

権利擁護事業
高齢者のかたのさまざまな権利を守る
ため、虐待の早期発見や成年後見制度の
紹介などに対応します。

包括的・継続的ケア
マネジメント事業

高齢者にとって暮らしやすい地域にす
るため、医療・保健・介護などさまざま
な機関とのネットワークをつくり調整
します。また、ケアマネジャーの支援も
行います。

介護予防ケアマネ
ジメント事業

介護保険の要支援認定等を受けたかた
が、総合事業のサービス（訪問型サービ
ス、通所型サービス）を利用し、自立して
生活ができるよう、介護予防の支援をし
ます。

介護予防支援事業

介護保険の要支援認定を受けたかたが、
介護予防サービス（ホームヘルプサービ
ス、デイサービス等）を利用し、自立して
生活ができるよう、介護予防の支援をし
ます。

認知症初期集中支
援事業

認知症になっても本人の意思が尊重さ
れ、住み慣れた地域で生活を続けていく
ために、認知症が疑われるかた、認知症
のかたやその家族への訪問、適切な医
療・介護サービスにつなぐなどの初期支
援を行います。

坂東市中央地域包括支援センター	 ☎0297-35-2121
	 ☎0280-88-0111
坂東市北部地域包括支援センター	 ☎0280-82-1284
坂東市南部地域包括支援センター	 ☎0297-38-2161

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
154153
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A

156
042

株式会社大利根ビニール 御中

リサイクル エリアマップ5図 D‐2
廃プラ産業廃棄物処分許可工場・金属くず商・古物商 許可

㈱大利根ビニール
育苗箱、発泡スチロール、金属支柱などの処分 詳しくはお問
い合せください。 樹脂ブロック製造販売も行っています。
■坂東市みむら660-2
■TEL:0297-34-3861 ■FAX:0297-34-3863
■営業時間／8:30～17:00 ■定休日／日曜日
■URL:http://www.ootone-plastic.co.jp ■E-mail:info@ootone-plastic.co.jp あり（5台）

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済



ごみ・し尿
■ 家電リサイクル品
　家電リサイクル法にもとづく品目（テレビ〈ブラウン管・液
晶・プラズマ〉、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機 ･衣類乾
燥機）は粗大ごみ扱いとせず、リサイクルすることになって
います。家電リサイクル品の出し方は、家電販売店に処理を
依頼する方法、郵便局でリサイクル料金を支払った後に、自
分で坂東市リサイクルセンターに搬入するか粗大ごみの個別
収集（有料）を利用する方法などがあります。

■ 使用済み小型家電のボックス回収
　小型家電リサイクル法にもとづき、資源の有効活用による
循環型社会を推進するため、使用済み小型家電のボックス回
収を行っています。
●回収ボックス設置場所
　市役所、さしま窓口センター、岩井公民館、猿島公民館、ベ
ルフォーレ、坂東郷土館ミューズ
●回収対象小型家電
　携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機器、携
帯音楽プレーヤー、電卓、電子手帳、ＡＣアダプター、カー
ナビ、リモコン、ノートパソコン、タブレット端末、フラッ
シュメモリ、ハードディスクドライブ、ETC・VICSユニット

■ パソコンリサイクル
　資源有効利用促進法により、パソコンはメーカーなどが回
収し、再資源化されます。処分する場合は、各メーカーのア
フターサービスセンターへお問い合わせください。
　坂東市リサイクルセンター（無料）や、さしまクリーンセ
ンター寺久（有料）へも直接自己搬入できます。

■ 資源物回収の補助金受付
　さしま環境管理事務組合より、ごみの減量 ･リサイクルを
目的として、集団回収を実施した団体に、資源物1kgあたり
5円の補助金を交付しています。集団回収を実施する団体は、
事前に生活環境課に届け出をお願いします。

■ 生ごみ処理容器および電気式生ごみ処理機購入補助金制度
　ごみの減量および資源の有効利用を図るため、生ごみ処理
容器または電気式生ごみ処理機を購入し、家庭から排出され
る生ごみの自家処理を推進するかたへ補助金を交付していま
す。
●補助対象者
①	市内に住所を有するかた	
②	処理容器などを、周辺に悪臭等迷惑をおよぼすおそれのな
い場所に設置できるかた	

③	生ごみ処理後にできたものを、自分で有効利用できるかた	
④	市税などを滞納していない世帯	
※	ただし、補助金の交付を受けた世帯については、処理容器
または電気式生ごみ処理機購入日から3年以内は、補助金
の交付を受けられません。

●補助の対象となる処理容器または電気式生ごみ処理機
①	耐水性および耐久性に優れ、悪臭や害虫などの発生を防止
する構造であるもの	

②	生ごみ処理を目的として、製造および販売されているもの	
●補助金額
・生ごみ処理容器
1台につき購入価格の2分の1以内で最高1,500円まで
（100円未満切捨）、1世帯につき2台まで
・電気式生ごみ処理機
1台につき購入価格の2分の1以内で最高20,000円まで
（1,000円未満切捨）、1世帯につき1台まで

■ 廃棄物の野焼きは禁止
　廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野
外での焼却は原則的に禁止されています。簡易な焼却炉、空
き地、ドラム缶、掘った穴などで廃棄物を焼却することはで
きません。

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
158157
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A
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株式会社鈴木商会 御中

金属買取、廃棄物回収・収集運搬 エリアマップ1図 A‐2
金属製の廃棄物を高価買取！ 引取もお任せください！

株式会社 鈴木商会
金属を含む粗大ごみや、一般廃棄物から産業廃棄物まで
なんでもご相談ください。
■坂東市岩井5205-18
■TEL:0297-34-2234 ■FAX:0297-34-2234
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／第2・4土曜、日曜、祝日
■URL:http://suzuki-company.com/ ■E-mail:info@suzuki-company.com あり

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済



市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111

問 生活環境課 ☎0297-21-2189

■ し尿処理

≪岩井地域≫
　し尿の処理については、坂東市ほか3市で構成する「常総
衛生組合」で行っています。この組合の許可業者が、市内に2
業者あり、し尿のくみ取り、浄化槽の汚泥くみ取りおよび清
掃を行っています。し尿および浄化槽汚泥のくみ取り料金に
ついては、18ℓまでごとに、消費税を含め140円です。
　なお、浄化槽の清掃の料金については、浄化槽の規模およ
び汚れの状況によって異なるため、組合では定めていません
ので、許可業者にお問い合わせください。許可業者へのお申
し込みは、直接電話でお願いします。 
●岩井地域の許可業者
　㈱常陽清掃　☎0297-38-1163
　平尾商事　　☎0297-35-0610
≪猿島地域≫
　し尿の処理については、坂東市ほか1市2町で構成する「さ
しま環境管理事務組合」で行っています。し尿および浄化槽
汚泥のくみ取り料金については、業者により異なることがあ
りますので、依頼したい業者にお問い合わせください。許可
業者へのお申し込みは、直接電話でお願いします。
●猿島地域の許可業者
　猿島商事㈱ ☎0280-88-1240
　㈱サンズカンパニー ☎0280-23-5815
　カワベ産業㈱ ☎0280-62-1987
　三和企業㈲ ☎0280-76-0510
　㈲サンワ浄化槽サービス ☎0280-77-2111
　㈲壬

み
生
ぶ

クリーンサービス ☎0280-31-4359
　㈱新栄開発 ☎0280-87-3122
　㈲田山商事 ☎0280-87-2464
　㈱小島商事 ☎0480-52-0367

■ 合併処理浄化槽設置の補助 

　河川などの水質浄化を目的として、台所や風呂などの生活
雑排水と、し尿をあわせて処理する合併処理浄化槽を設置す
る場合の補助制度を行っています。補助制度には、補助対象
区域および年度ごとの補助基数がありますので、住居の新改
築などを計画される時点で、生活環境課にお問い合わせくだ
さい。

し尿処理

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
226225
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ごみ・し尿
■ 家電リサイクル品
　家電リサイクル法にもとづく品目（テレビ〈ブラウン管・液
晶・プラズマ〉、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機 ･衣類乾
燥機）は粗大ごみ扱いとせず、リサイクルすることになって
います。家電リサイクル品の出し方は、家電販売店に処理を
依頼する方法、郵便局でリサイクル料金を支払った後に、自
分で坂東市リサイクルセンターに搬入するか粗大ごみの個別
収集（有料）を利用する方法などがあります。

■ 使用済み小型家電のボックス回収
　小型家電リサイクル法にもとづき、資源の有効活用による
循環型社会を推進するため、使用済み小型家電のボックス回
収を行っています。
●回収ボックス設置場所
　市役所、さしま窓口センター、岩井公民館、猿島公民館、ベ
ルフォーレ、坂東郷土館ミューズ
●回収対象小型家電
　携帯電話、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ゲーム機器、携
帯音楽プレーヤー、電卓、電子手帳、ＡＣアダプター、カー
ナビ、リモコン、ノートパソコン、タブレット端末、フラッ
シュメモリ、ハードディスクドライブ、ETC・VICSユニット

■ パソコンリサイクル
　資源有効利用促進法により、パソコンはメーカーなどが回
収し、再資源化されます。処分する場合は、各メーカーのア
フターサービスセンターへお問い合わせください。
　坂東市リサイクルセンター（無料）や、さしまクリーンセ
ンター寺久（有料）へも直接自己搬入できます。

■ 資源物回収の補助金受付
　さしま環境管理事務組合より、ごみの減量 ･リサイクルを
目的として、集団回収を実施した団体に、資源物1kgあたり
5円の補助金を交付しています。集団回収を実施する団体は、
事前に生活環境課に届け出をお願いします。

■ 生ごみ処理容器および電気式生ごみ処理機購入補助金制度
　ごみの減量および資源の有効利用を図るため、生ごみ処理
容器または電気式生ごみ処理機を購入し、家庭から排出され
る生ごみの自家処理を推進するかたへ補助金を交付していま
す。
●補助対象者
①	市内に住所を有するかた	
②	処理容器などを、周辺に悪臭等迷惑をおよぼすおそれのな
い場所に設置できるかた	

③	生ごみ処理後にできたものを、自分で有効利用できるかた	
④	市税などを滞納していない世帯	
※	ただし、補助金の交付を受けた世帯については、処理容器
または電気式生ごみ処理機購入日から3年以内は、補助金
の交付を受けられません。

●補助の対象となる処理容器または電気式生ごみ処理機
①	耐水性および耐久性に優れ、悪臭や害虫などの発生を防止
する構造であるもの	

②	生ごみ処理を目的として、製造および販売されているもの	
●補助金額
・生ごみ処理容器
1台につき購入価格の2分の1以内で最高1,500円まで
（100円未満切捨）、1世帯につき2台まで
・電気式生ごみ処理機
1台につき購入価格の2分の1以内で最高20,000円まで
（1,000円未満切捨）、1世帯につき1台まで

■ 廃棄物の野焼きは禁止
　廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野
外での焼却は原則的に禁止されています。簡易な焼却炉、空
き地、ドラム缶、掘った穴などで廃棄物を焼却することはで
きません。

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
158157
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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2021年12月23日

くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞
8GH417H0A
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常陽清掃 御中

くらし・サービス エリアマップ7図 B‐3
もっとやさしくもっとあたらしい環境をめざして

株式会社常陽清掃
浄化槽清掃・維持管理、一般汲み取りを行っています。

■坂東市小山2097-1
■TEL:0297-38-1163 ■FAX:0297-38-0399
■営業時間／8:00～17:00 ■定休日／土・日・祝 他

029－855－5718
くらしの便利帳＜坂東ナビ2022＞

■画像著作権：確認済




