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平成２８年４月 

和歌山市 一般廃棄物課  

  



 

は  じ  め  に  

 

 和歌山市ごみ減量推進キャラクター  

「リリクル」です。  

日々の生活の中で毎日排出されるごみ。  

リデュース・リユース･リサイクルの３R 

を身近に感じてもらい、ごみ減量、資源分別に対する意識向

上につながればと願って生まれました。  

物を大切にし、ごみの排出をできるだけ少なくすること、

資源の適正な循環的利用を進めていくためには、市民・事業

者・行政それぞれが自らの役割と責任をしっかりと認識し、

みんなでつれもて取り組むことが必要です。  

みんなで取り組むことで、ごみを減らすだけでなく、 

～海･山･川の美しい城下町わかやま～を次の世代に引き継

いでいくことが、私たちの責務であると考え、今、自分自身

にできることを一緒にはじめてみましょう。  

 

ごみを減らす３つのポイント    （スリーアール） 

１  リデュース（へらす）  Reduce 

 ⇒自分からごみとなるものを出さない、もらわない  
 

２  リユース（もう一度使う）  Reuse 

⇒まだ使えるものは誰かに使ってもらおう  
 

３  リサイクル（分けて資源に）  Recycle 

⇒捨てる前に資源となるか考えよ  
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リリリリクルメイト（ごみ減量協力員）とは  

 

（１）リリクルリーダー･サブリーダーの補佐  

ごみの減量や資源分別の促進、生活環境の向上は、家庭や

地域での取り組みなしには実現できません。  

そこで平成２５年１１月に和歌山市内各地区から最大４人

の方に「和歌山市ごみ減量推進員」（リリクルリーダー・リリ

クルサブリーダー）になっていただき、行政とのパイプ役と

して、各地域でごみ減量を推進していただくことになりまし

た。  

しかし、広い地域で活動するためにはリーダー･サブリーダ

ーを補佐する協力員の方が必要となります。  

その活動のお手伝いをしていただく方が「リリクルメイト

（ごみ減量協力員）」です。リリクルメイトの方にはリリク

ルリーダー･サブリーダーと各家庭を結ぶパイプ役として活

動していただきます。  

 

ごみ減量協力員『リリクルメイト』  

 

 ★和歌山市ごみ減量推進員（リリクルリーダー･サブリーダ

ー）の補佐役です。  

★市から直接、活動や報告をお願いすることはありません。 

★地域での活動については、リーダー･サブリーダーの補佐

役として協働してください。  
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登録方法  

  お住まいの地区のリリクルリーダーに申し出てください。 

リリクルリーダーによる地区ごとの協力員登録書（様式２）

の提出をもって市への登録とします。  

 

サポート  

★傷害保険の加入  

 各地区のリリクルリーダーから提出された登録書によっ

て登録されたリリクルメイトの皆様には、排出場所でのご

み出しの状況確認や指導など、活動中の事故に対し、市が

加入する傷害保険で対応します。  

★活動グッズの支給  

和歌山市ごみ減量協力員として活動していただくための、

腕章、啓発グッズを支給します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★リリクルのワンポイント☆  

廃棄物減量等推進員制度は、「廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」第五条の八に

定義されていて『社会的信望があり、かつ、

一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を

有する者のうちから、廃棄物減量等推進員

を委嘱し、一般廃棄物の減量のための市町

村の施策への協力その他の活動を行う制

度』だよ。全国の自治体の内、半数程度が

この制度を導入しているよ♪  



 

4 
 

 
活動補佐内容  

（１）活動について  

 リリクルメイトとしてご協力いただきたいのは、まずご自

身がごみの減量や資源分別について前向きに取り組んでいた

だくことです。そのためには、和歌山市のごみの現状やルー

ルを把握し、地域の皆様とともに共有していただくことが大

切です。  

 具体的な活動としては次に紹介しますが、これらに限らず、

その地域にあった活動をリーダー･サブリーダーと相談しな

がら行ってください。  

（活動例）排出場所でのごみ出しの状況確認や指導  

  【排出場所での注意事項】  

 ・ごみの分別が正しく出来ているか。  

 ・ごみの出し方（指定ごみ袋や、出す「曜日」・「時間」な

ど）が守られているか。  

  ※収集は『朝８時』から開始です。その日は一度しか収

集しません。  

 ・不法投棄などされていないか。  

 ・資源（アルミ缶や新聞紙など）    の持ち去り者への

注意。  

 ◆「持ち去り者」への指導は原則、市が

行います。「持ち去り者」を見かけた場合は、

無理のない範囲で注意し、車両や資源の種

別など一般廃棄物課へ通報してください。

※曜日はイメージです  

   【活動時の注意】  
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  ・リリクルメイトとして活動し

ていることがわかるように、

「腕章」を着用しましょう。  

・近隣住民の方との理解を深め

ながら、トラブルにならないよ

う丁寧な対応を心がけましょう。 

・近隣住民の方への指導が難し

い場合は、詳細をメモし、状況

をリリクルリーダー･サブリー

ダーに相談の上、一般廃棄物課

へご相談ください。  

着用例  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★リリクルのワンポイント☆  

家庭系の一般ごみは、約５０％

が『生ごみ』なんです。｢余分な

食品は買わない、食べ残しをしな

い、水切りをする｣など、生ごみ

の削減に取り組もうね♪  

また約１７％の『資源』が入っ

ています。一般ごみを捨てるとき

は、『資源』が無いか、もう一度

よく確認してね。  
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和歌山市のごみ  

（１）分け方・出し方  

○ごみの分け方  

和歌山市では「９分類」に分けて出します。  

区分・頻度  種   類  

一般ごみ  

(週２回 ) 

台所ごみ  

再生することができない紙くず（ティッシュ、感熱紙等） 

プラスチック類全般（プラスチック製容器包装含む）  

木製品類・革製品類・ゴム製品類  

汚れている衣類  

かん  

(月２回 ) 

かん類…飲料用かん、スプレーかん、缶詰かん、油かん等  

金属類…なべ、やかん、フライパン、魚焼きの網等  

びん  

(月２回 ) 

びん類…飲料用びん、調味料びん、化粧びん等  

ペットボトル  

(月２～３回 ) 

飲料、しょうゆ、酒類のペットボトル  

紙  

(月２～３回 ) 

古紙類…新聞・チラシ、雑誌・本・雑がみ、ダンボール、

紙パック  

布  

(月２～３回 ) 

着古しの服等…シャツ、シーツ、タオル、ダウンジャケッ

ト等  

小型家電等  

(年２回 ) 

家庭で使用されている家電製品  

（コンセントまたは電池で動くもの）  

・付属品（ ACアダプター、リモコン、コード類も対象）  

・１人で持ち運びできる大きさのものに限ります。  

(注 )一部、対象外の品目があります。  

粗大ごみ※  

(随時 ) 

家具類、寝具類、楽器・遊具類で１辺の長さが３０ｃｍを

超えるもの  

白色トレイ  
（発泡スチロール

製食品用トレイ）  

 

汚れている場合は、水洗い、水切りしてからスーパー等の

拠点回収ポイントにある「回収ＢＯＸ」を利用してくださ

い。  
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※粗大ごみは、直接「青岸清掃センター」へ自己搬入するか、
「粗大ごみ受付センター」へ収集を依頼してください。  

（詳しくは「各種お問い合わせ」参照）  

 

○ごみの出し方  

・収集日当日の「午前８時まで」に所定の場所へ  

・和歌山市指定ごみ袋（家庭系）、もしくは規格に合ったス

ーパーのレジ袋（１０～１５リットルまでの容量表示の

ある透明または半透明のもの）  

・「紙」は種類ごと【新聞・チラシ、雑誌・本・雑がみ、ダ

ンボール、紙パック】に十字にひも掛け  

 ・「布」は指定袋  

 ・「小型家電等」は個人情報を消去（携帯電話、パソコン等）

して、地区により指定された日時・場所に排出  
 

 ※詳しくは、「リリクルの総合ごみ情報誌」や「リリクルネ

ット」を参照してください。  

 

（２）ごみ減量・資源化の取り組み  

 ごみ減量  

ごみの排出量の削減は収集量、中間

処理量、最終処分量の減少につながる

ことから、ごみ処理における環境負荷

を低減し、自然環境を保全するために

も非常に重要なことです。  

    市民一人ひとりが環境に配慮した  

   意識を持ち、行動することによって  

１人１日当たりのごみ排出量の削減

を目指さなければなりません。  
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●不用なものは、「買わない！」「もらわない！」  リデュース  

  ものを購入するときは、「本当に必要なものか？」を考えて購

入しましょう。無料のものでも必要以上にもらうことによって『ご

み』にしてしまうことがないよう心がけましょう。  

 

●長期間使用できる製品を利用しましょう  リデュース  

  ＬＥＤ照明や充電池など、寿命の長い製品を選択することは、

不用となるサイクルを延ばします。購入する時は、このポイント

も心がけて製品を選びましょう。  

 

●過剰な包装は断りましょう  リデュース  

  買い物での過剰な包装は自ら断りましょう。包装を１回断ると、

約 15 グラムの包装紙を削減することができます！  

 

●マイバッグを持参しましょう  

  リデュース  

  マイバッグを持参することで、持ち

帰りなどに配られる包装袋の使用を少

なくすることができます。このような

袋も最終的には『ごみ』になります。  

 

●詰め替え商品を利用しましょう  

         リデュース  リユース  

           洗剤やシャンプーなどの日用品で、同じもの

を購入するときは『詰め替え商品』が無いか

確認しましょう。『詰め替え商品』の利用によ

って、ボトル容器などを繰り返し使用するこ

とができます。  

 

●繰り返し使える商品を利用しましょう  

 リデュース  リユース  

  ビールびんや牛乳びんなどのリターナブ

ルびんを使用した商品を利用したり、マイカ

ップやリユース食器（繰り返し使える食器）

などを積極的に使用しましょう。  
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●長期利用に取り組みましょう  リデュース  リユース  

  粗大ごみとなるような家具などは、修理やリフォームなどで大

事に長期間利用するよう心がけましょう。また、まだ使えるのに、

どうしても不要となったものは、必要な人に譲ったり、フリーマ

ーケットを活用するなど、リユースできるように取り組みましょ

う。  

 

●簡易包装や、資源回収等を進めている販売店を  

利用しましょう  リデュース  リサイクル  

  販売店によっては、簡易包装を推奨

していたり、販売した資源を店頭など

で回収したり、再生紙の使用等を進め

ています。そういったお店を積極的に

利用するよう心がけましょう。  

 

 

●食品ごみを減らしましょう  リデュース  

  『食べられる量』をきちんと把握し、計画的に購入しましょう。

「賞味期限」や「消費期限」をきちんと把握して捨てることの無

いようにしましょう。『食べ残しをしない』、『食べられる部分は全

部消費する』よう心がけて調理しましょう。  

 

●生ごみの自家処理に取り組みましょう  

 リサイクル  

家庭で生ごみ処理（堆肥化など）に取り

組んで生ごみを減らしましょう。  

 

 

●生ごみを濡らさないようにしましょう  

（水分の削減）リデュース  

  生ごみを出来るだけ水に濡らさないよ

うに注意しましょう。水切りネット等を

利用して、排水を汚さない程度に水気を

絞るなど、ごみから余分な水分を取り除

きましょう。  
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 資源化（リサイクル）  

家庭から出される一般ごみを細分化し、どういったごみが

含まれるのか、組成調査を行いました。結果を見ると、一般

ごみの中には多くの資源が含まれていました。これらも大切

な資源です。市民一人ひとりが資源分別の徹底を行い、より

多くの資源の有効活用を目指さなければいけません。  

 

●収集資源の分別を徹底しましょう  リサイクル  

和歌山市の資源の分別は、「かん、びん、ペット

ボトル、紙、布類、小型家電等、白色トレイ」の

７種類です。一般ごみの中には資源化が見込める

ものが未だ捨てられているのが現状です。これら

の資源を一般ごみに混入して排出されることがな

いよう、徹底的に分別排出することで資源化に取

り組みましょう。  

 

●新たな資源分別に取り組みましょう  

 リサイクル  

従来「紙」は、「新聞・雑誌・ダンボール・本・紙パック」を種

類別に分け排出していましたが、平成 23 年 7 月から「雑がみ」

の分別も開始されています。  

 

また、平成 25 年 10 月か

らは家庭から排出される不

用な「小型家電等」も新たな

資源として生まれ変われる

ように分別回収を開始して

います。このような新たな資

源化が実施されるときは、各

家庭で分別に協力し、資源化

に取り組みましょう。   
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こんなときは？よくある質問【Ｑ＆Ａ】  

 

Ｑ１  剪定枝はどう処分すればいいですか？  

Ａ１  剪定枝は「長さ５０ｃｍ以下・直径８ｃｍ以内」まで

です。少量（３袋程度）であれば束にして「一般ごみ」

の日に出してください。量が多い場合は、直接青岸清掃

センターへ搬入してください。  
 

Ｑ２  灯油のポリタンクはどう処分すればいいですか？  

Ａ２  「粗大ごみ」になります。直接青岸清掃センターに搬

入するか、粗大ごみ受付センターへ収集を依頼してくだ

さい（集積場所へは出さないでください）。  
 

Ｑ３  電池はどう処分すればいいですか？  

Ａ３  アルカリやマンガンの使い捨て電池は「一般ごみ」の

日に出してください。小型充電式電池（ニカド電池、ニ

ッケル水素電池、リチウムイオン電池、小型シール鉛蓄

電池）は、市で処理できません。回収ＢＯＸのある家電

量販店やリサイクル協力店へ排出してください。  

 

Ｑ４  「雑がみ」ってどういうものですか？   

Ａ４  紙で出来ているもの、例えばトイレットペーパーの芯、

お菓子やカレーの空き箱、書き終わったメモ用紙、紙の

包装紙や封筒など、紙製のもの全般です。これらを集め

て「雑がみ」として紙の日に出せます。ただし、カーボ

ン紙がついている紙、コーティング加工された紙類、汚

れが付いているもの、匂いのきついものは対象外です。  
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Ｑ５  蛍光管・電球はどう処分すればいいですか？  

Ａ５  割れると危険ですので、新しく購入した空箱に入れる

か新聞等に包んで「一般ごみ」の日に出してください。  
 

Ｑ６  いらなくなった土はどうすればいいですか？  

Ａ６  土はごみではありませんので、市では処分できません。

プランター等の土は庭等でご利用いただき、自然に帰す

ようにしてください。  
 

Ｑ７  不法投棄を発見しました。どうすればいいですか？                        

Ａ７  場所、品目、大きさなどを一般廃棄物課までご連絡く

ださい。  

 

Ｑ８  ごみ出しの時間に遅れましたが、出していいですか？  

Ａ８  例えば、「かん、びん」の日と「ペットボトル、紙、布」

の日は品目別に収集に行きますので、午前 8 時以降で、

他方の品目が集積場所に残っていても出さないでくださ

い。  

 

Ｑ９  ごみ出しを収集日の前日に出してもいいですか？   

Ａ９  ごみ出しは『当日の朝８時まで』

が基本です。前夜に出されると、暗

がりなので車や人と接触したり、資

源（アルミ缶や新聞紙など）の持ち

去り者が横行します。また、一般ご

みであれば、カラスやネコなどに荒

らされてしまいます。  
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Ｑ１０  「紙、布」の日が雨でした。出してもいいですか？   

Ａ１０  雨の日に「紙、布」を出すと、雨水で濡れてしまい、

再生しにくくなります。出来るだけ次の収集日に出して

ください。  
 

Ｑ１１  「粗大ごみ受付センター」に繋がらないのですが。  

Ａ１１  「粗大ごみ受付センター」では複数の職員が応対し

ていますが、依頼する方の住所や品目、点数など詳細を

お尋ねするため、１件当たりの時間が長くなります。話

中であることが多いですが、下記の日時で受付をしてお

りますので、繰り返し電話をおかけください。なお、連

休明けや年末年始及び３月～４月の引越しシーズンなど

は大変混み合います。  
 

※粗大ごみ受付センター0570-666-202【受付時間】  

 月曜日から金曜日（祝日除く）8 時 30 分～１６時  

Ｑ１２  食器はどのように出せばよいですか？    

Ａ１２  割れたものは危険ですので、古新聞等に包んで「一

般ごみ」の中ほどに入れて出してください（２，３個ま

で）。なお、それ以上、大量に出される場合、収集はでき

ません。青岸清掃センターへ直接搬入してください。  

  （粗大ごみ受付センターでの収集も不可です。）  
 

Ｑ１３  スプレー缶はどのように出せばよいですか？    

Ａ１３  中身を使い切った上で、「かん」の日に出してくださ

い。中のガスが残ったまま回収すると爆発する危険があ

ります。なお、ガスを抜く際は、火の気の無い屋外で行

ってください。  
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データ  

『和歌山市一般廃棄物処理基本計画』  

【概要】和歌山市が長期的、総合的視点に立って、計画的

なごみ、生活排水（し尿、生活雑排水）等の廃棄物処理の

推進を図るための基本方針等を定めたものです。計画の期

間は、平成 23 年度を初年度として平成 32 年度までの 10

年間、概ね 5 年ごとに見直します。  

【基本理念】  

 

 

【数値目標】※平成 32 年度まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つれもて分別ごみ減量  
～美しい海・山・川の城下町わかやま～  

１人１日当たりのごみ排出量（資源を除く）を  

10年間で約30％削減  
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『ごみ減量アクションプラン』  

（和歌山市ごみ減量計画）  

【概要】「和歌山市一般廃棄物処理基本計画」の

中で定めた目標を達成するため、ごみの発生抑  

制や資源化を推進する施策を、より具体的に市民、事業者、

行政が協力し合ってアクション（行動）出来るよう定めた

ものが、『ごみ減量アクションプラン』です。  

 

☆これら計画の詳細、各種データはホームページでご覧いた

だけます。  

和歌山市ごみ情報サイト『リリクルネット』  

 http://www.rerecle.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リリクルネット」トップページイメージ  

http://www.rerecle.net/
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『リリクル』  

リリクルは和歌山市ごみ減量推

進キャラクターです。  

ふわりふわりと飛びながら、いつ

までも和歌山市がきれいな町であ

るようにと願っています。  

ひとりひとりのごみ減量への取

り組みを見守っている妖精です。  

 

  
●性別  妖精なので不詳  

●使命  ３Ｒを推進して和歌山市のごみを減量する  

※３Ｒ（スリーアール）とは、ごみを減らす

『Reduce（リデュース）』、使えるものを再利用

する『Reuse（リユース）』、そして資源を再生

利用する『Recycle（リサイクル）』のことです。 

●名前の由来  ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）から「リ」「リ」「クル」の文字を取

って名づけられました。  
 

●容姿  頭に和歌山市の花である「つつじ」をのせて、

「Ｒ」のボールを持っています。  
 

●誕生について  平成 21 年４月誕生。  

和歌山市立和歌山商業高校（現  和歌山

市立和歌山高校）の当時のデザイン科の

生徒が考案しました。  
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※青岸ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、青岸ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰへのごみ（一般ごみ、粗大ごみ、

ガレキ類、小型家電等）の自己搬入  

【搬入時間】月曜日～土曜日（祝日含む）12 時～１５時  

（日曜日に搬入する場合は事前に粗大ごみ受付ｾﾝﾀｰへ予約が必要）  

 

※北事務所、西事務所への小型家電等の自己搬入  

【搬入時間】月曜日～金曜日（祝日含む）9 時～１５時  

（電話連絡をしてから搬入してください）  

 

※動物（ペット等）の死体の自己搬入  

【搬入時間】月曜日～土曜日（祝日含む） 9 時～１７時  

 

※粗大ごみ受付ｾﾝﾀｰ  

【受付時間】月曜日～金曜日（祝日除く） 8 時 30 分～１６時  

 

 

お問い合わせ先  

ごみの収集や集積場所に

関すること  

073-471-1503 北事務所  

073-453-0253 西事務所  

ごみの自己搬入  

（一般ごみ、粗大ごみ等）  

073-428-4153 青岸ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ  

073-433-6663 青岸ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ  

動物の死体の収集申込  

粗大ごみの収集申込  

日曜日の自己搬入の申込  

0570-666-202 
粗大ごみ受付ｾﾝﾀｰ  

（収集 セン ター 北事 務所内） 

動物の死体の自己搬入  073-428-4153 青岸ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ  

小型家電等、ふれあい収

集について  
073-471-1503 北事務所  

その他ごみに関すること  073-435-1352 一般廃棄物課  
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リリクルメイトＧｕｉｄｅ  
 

【和歌山市ごみ減量協力員の手引き】  
  

編集・発行  和歌山市   一般廃棄物課  
 〒 640-8511 

和歌山市七番丁 23 番地  
 電   話   073-435-1352（直通）  
 ＦＡＸ     073-435-1270 

メール ippanhaik i@ci ty .wakayama. lg . jp  
リリクルネット http ://www.rerecle .net/  

 初  版  平成 26 年 2 月  
発  行  平成 2８年４月（第４版）  

つれもて分別

ごみ減量！  


