
ご案内
家庭から出る  

一般ゴミ、資源ゴミ、 
堆肥ゴミの回収ガイド

ポートランド市では、便利なご利用手段を提供
するよう最善の努力をしています。障害者のた
めの便宜、改善、翻訳、通訳、またはその他の

サービスにつきましては、お電話 
503-823-7700、TTY 503-823-6868、または 

Oregon Relay Serviceの711にてお 
問い合わせください。

Traducción o 
interpretación

Письмовий або усний 
переклад

Chuyển Ngữ hoặc 
Phiên Dịch 翻訳または通訳

翻译或传译
Turjumida ama 

Fasiraadda

Письменный или 
устный перевод

ການແປພາສາ ຫຼື 
ການອະທິບາຍ

Traducere sau 
Interpretare

 الترجمة التحريرية أو
الشفهية

503-823-7700

カート間
は十分な

ス

ペースを
空ける
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から3フ
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害物から離

れたところ
に置く

ハンドルが自宅に
向くように置く

適切な
サイズ

Japanese

各家庭のニーズに合わせた
カートを選択する

�� 回収ゴミは午前6時までに出し、回収後24時間以内に撤
収してください。�

�� カートに収まらない粗大ゴミの回収には追加料金が請
求されます。料金の見積もりについては、ご利用の廃
棄物処理・リサイクル会社にご相談ください。�

回収サービスの変更については、ご利用の廃棄物処
理・リサイクル会社にお問い合わせください。��

�� 回収日にゴミ袋または容器に入れた一般ゴミを追加
する場合、1つ追加ごとに$5の追加料金がかかりま
す。容量32ガロンの容器または堆肥用紙袋または束
ねた庭ゴミは、1つ追加ごとに$3.75の追加料金がか
かります。追加する一般ゴミまたは堆肥ゴミは、そ
れぞれ容量32ガロンまたは重量55ポンドを超えるこ
とはできません。�

�� 一般ゴミ回収の回数を4週間に1回に減らす、または
要求に応じた一般ゴミの回収と併せた週1回の定期
の資源ゴミと堆肥ゴミの回収サービスの契約もでき
ます。�

�� 資源ゴミまたは堆肥ゴミのカートのサイズを35ガロ
ンに減らすこともできます。

*  貸借人: サービス内容の変更または粗大ゴミもし
くは追加のゴミがある場合は、家主にご相談くだ
さい。�

その他のサービス一覧 回収についての注意 その他の情報

カートの適切な配置

60 ポンド 
制限重量 85 ポンド 

制限重量 135 ポンド 
制限重量 175 ポンド 

制限重量

約 高さ 
台所用ゴミ袋2

約 高さ 
台所用ゴミ袋3

約 高さ 
台所用ゴミ袋4

約 高さ 
台所用ゴミ袋5

20* ガロン車輪
付きカート 35 ガロン車輪付

きカート 60 ガロン車輪付
きカート 90 ガロン車輪付

きカート

* 4週間に1回の回収契約には、20ガロン車輪付きカートのサービスはありません。 20ガロンサービスのお
客様には、容量を改造した35ガロン車輪付きカートが支給されることがあります。
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料金、請求書、アカウント情報 

資源ゴミ・堆肥ゴミに関するご質問   
粗大ゴミの回収、回収日の予定表、ガ
ラスや堆肥ゴミの表示シールなどの
要求



未回収のゴミ、資源ゴミまたは堆肥ゴ
ミのカートの紛失や盗難の報告  

サービスや請求書の問題の解決  
一般ゴミ、資源ゴミ、堆肥ゴミの回収
サービスのない賃貸物件の報告。 賃
貸物件オーナーには貸借人に対して
回収サービスの契約と支払いの責任
がある



回収サービスのないものの再利用、削
減、リサイクル 

中継集積所の場所、料金、営業時間 
回収サービスのないもの（電池、プロ
パンガスボンベ、コンピューター、モニ
ター、テレビ、電球型蛍光ランプの電
球、有害廃棄物など）の処分



庭ゴミの堆肥化と有機ガーデニング 

廃棄物処理・リサイクル会社
www.garbagedayreminders.com にて、お住まいの地域担
当の廃棄物処理会社を検索してください。

ポートランド市
ウェブサイト: www.portlandoregon.gov/bps/carts 
電話: 503-823-7202 
Eメール: wasteinfo@portlandoregon.gov

メトロ
ウェブサイト: www.oregonmetro.gov/recycling
電話: 503-234-3000
Eメール: askmetro@oregonmetro.gov

 ウェブサイト: www.portlandoregon.gov/bps/carts
 電話: 503-823-7202
 Eメール: wasteinfo@portlandoregon.gov

分別 ガイドライン が入っています！

100%再生紙に印刷されています。



不可: ビニール袋、プラスチック製のキャップや蓋、オム
ツ、プロパンガスボンベ、コーヒーの紙コップ・蓋・
ポッド、プラスチッククラムシェル容器、発泡スチレ
ン、6オンス未満のプラスチック容器、 処方薬用容器

不可:	コンピューター、モニター、テレビ、有害廃棄物、
電球型蛍光灯（CFL）、化学薬品、電池

不可: 「Compostable」（堆肥可能）または
「Biodegradable」（生分解性）の表示がある容器、
家庭一般ゴミ、ペットの汚物、オムツ、ビニール袋、
木材、土、灰、石、枝（太さ4インチで長さ36インチ
を超えるもの）

不可: 電球、飲用グラス、花瓶、 
割れたガラス、陶磁器

1. 生ゴミ専用の�容器
を選ぶ。この容器の
内側に、新聞紙、紙
袋、認定された2～3
ガロンの堆肥可能な
袋を敷く。

3. 生ごみは週1回回収され
る緑色の堆肥用カートに
こまめに出す。

2. 調理の際や冷蔵庫の掃除の
際に出る生ゴミそして食事
後の残飯を集める。ちりも
積もれば山となる！

堆肥ゴミのヒント

生ゴミ獣鶏肉類、魚介類、骨、チーズ、卵の殻、�
パン、パスタ、穀類、豆類、ナッツ、果物、野菜、
コーヒーの出し殻、傷んだ食品

庭ゴミ雑草、落葉、つる草、芝生、小枝、花、�
観葉植物、植物の切落としくず

その他 紙ナプキン、ペーパータオル、コーヒーフィ
ルター、ティーバッグ、宅配ピザの箱

そのまま出してよいもの�コーヒーの紙コップ・蓋・ポッ
ド、紙皿・プラスチック皿、持ち帰り用食品の包装紙・
容器、飲料カップ・ストロー、刃物類、冷凍食品パッケ
ージ・トレー、プラスチッククラムシェル容器、プラス
チッ製のキャップ・蓋、ビニール袋、化粧紙、塗装・塗
りの木材、合板、白熱電球、水撒き用ホース

袋に入れて出すもの�ペットの汚物、猫の排泄物用砂、�
生理用品、灰、おがくず、荷造り用詰め物、�
割れたガラス

密封容器に入れて出すもの	料理後の残油、調理油、油脂

プラスチック類ボトル型容器（6オンス以上）、�
タブ型容器（6オンス以上）、植木鉢�
（4インチ以上）、バケツ（5ガロン以下）

金属類食品用アルミやスズそしてスチールの缶、�
空の乾いた塗料缶、空のスプレー缶、アルミホイ
ル、金属くず（30インチ未満かつ30ポンド未満）

紙類新聞、雑誌、カタログ、電話帳、折りたたんだ
段ボール箱、紙くず、液体用紙パック（ミルク、�
ジュース、スープ）、シュレッダーにかけた紙�
（紙袋に入れる）

ガラス製のボトルと瓶 空き瓶
用黄色容器または「glass only」の
シールを貼ったプラスチック容
器に入れて出す

モーターオイル透明のプラス
チック製の漏れない容器に入
れて資源ゴミ用カートの横に
出す

カートの
上手な利用方法

それぞれのカート 
に役割がある

本ガイドラインに従って家庭ゴミを正しく
分別してください。尚、アパートおよび事
業系のガイドラインは異なります。

一般ゴミ
隔週または4週間に1回

堆肥ゴミ
毎週

資源ゴミ
毎週

ガラスの空き瓶
毎週


