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 リサイクル：  シアトルで事業を行うにあたり、リサイクル可能なものを捨てることは禁じられています。

 堆肥化：  シアトルで事業を行うにあたり、堆肥化可能なものを捨てることは禁じられています。

 パッケージ：  シアトルで食品サービスビジネスを行うにあたり、堆肥化可能またはリサイクル可能な  
  食品/飲料用のパッケージを使用しなければなりません。

捨てることが禁じられているリサイクル可能なもの： シアトル地方自治体条例 (21.36.083)
すべての事業において、紙、ダンボール、ガラスボトル、ガラス瓶、プラスチック製/紙製の使い捨てコップ、
プラスチックボトル、プラスチック瓶、アルミ缶/ブリキ缶、庭ごみなどのごみの分別が義務付けられていま
す。前述の品目を捨てることは禁じられています（発行日：2014年7月1日）。

捨てることが禁じられている食品： シアトル地方自治体条例 (21.36.082)
すべての事業において、すべての食品、紙ナプキン、キッチンペーパー、ピザの箱などの食品で汚れた未加工
の紙などのごみの分別が義務付けられています。前述の品目を捨てることは禁じられています（発行日：2015
年1月1日）。

食品パッケージ条例： シアトル地方自治体条例 (21.36.086)
1. 店内での飲食： 使い捨て容器で食品を販売または提供するレストランや食品サービス事業を行うにあたり、

店内での飲食サービスには堆肥化可能な品目を使用することが義務付けられています。使用後にリサイクル
で収集可能な程度にきれいにすることができる場合には、店内で飲食する場合に限り、プラスチック製また
はプラスチック加工された紙製品を使用することが認められています。

2. テイクアウト： テイクアウト・サービスに使用するパッケージは、リサイクル可能または堆肥化可能なもの
でなければなりません。（発行日：2010年7月1日）。

3. 禁止： 事業を行うにあたり、発泡プラスチック（StyrofoamTM）製パッケージの使用は禁じられています。 
（発行日：2009年1月1日）

リサイクル可能および堆肥化可能な素材をごみ廃棄場に持ち込まないことにより、廃棄物や汚染の軽減につながります。リサイ
クル可能または堆肥化可能なパッケージに切り替えることにより、事業を行う側がごみ収集サービスの利用回数が減り、コスト
の削減につながります。堆肥化可能なサービス能力のみを使用することで、堆肥化可能な収集用ごみ容器に捨てるだけの簡単な
ワンステップで廃棄処理が済むため、事業に対するメリットとなります。

食品サービス 要件

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

条例を順守するための無料支援や情報源に関しては、 
Seattle Public Utilitiesのグリーンビジネスプログラムまでお問い合わせください。
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レストランの厨房収集エリア
（複数の言語で入手可能）

ベンダー情報

収集サービス事業者

ポスターやごみ容器ラベルを無料でオーダーするか、www.seattle.gov/util/ForBusinesses/SolidWaste/FoodYardBusinesses/Commercial/WastePosterOrderFormで自分でカスタマイズしたポスターを作りましょう。

無料の情報源

 greenbusiness@seattle.gov www.seattle.gov/util/GreenYourBusiness 206-343-8505

収集サービス
堆肥化可能なご
み/リサイクル可
能なごみを収集す
るサービス事業者
の連絡先。

パッケージ
堆肥化可能・リサイク
ル可能なパッケージの
サプライヤーやメーカ
ーの連絡先。

収集用ごみ容器
室内の収集用ごみ容
器のサプライヤーや
メーカーの連絡先。

パッケージ、ごみ容器、サービス情報に関する詳細は、Seattle Public Utilities のグリーンビジネスプログラムまでお問い合わせください。

食 品 サ ー ビ ス 事 業

RECOLOGY CLEANSCAPES

ごみ | リサイクル | 堆肥化

WASTE MANAGEMENT

ごみ | リサイクル | 堆肥化

REPUBLIC

リサイクル | 堆肥化

CEDAR GROVE

リサイクル | 堆肥化

SEADRUNAR

リサイクル

206-250-7500 800-592-9995 206-332-7777 877-994-4466 206-467-7550
info@recologycleanscapes.com recyclenw@wm.com infoseattle@republicservices.com help@cgcompost.com info@seadrunarrecycling.com

レストランの食事エリア （3枚1組）

Para más información, llame al 206-343-8505.
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Basura Reciclaje

収集用ごみ容器ラベル


