ごみについて考えよう！和歌山市のごみ情報紙
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【開催日時】
第 1 回 6 月 28 日（水）10:00 〜 13:30
第 2 回 6 月 30 日（金）10:00 〜 13:30
第 3 回 7 月 1 日（土）10:00 〜 13:30

平成 29 年 6 月

和歌山市環境部
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【開催場所】
和歌山市十一番丁 1-2（大阪ガス株式会社和歌山ガスビル内）
クッキングスクール和歌山
【対
象】
【応募方法】
18 歳以上の和歌山市内に在住の方で
はがき、メールに必要事項を記載し、ご応募ください。
水きり器のモニターになって頂ける方
「参加希望日 / 住所 / 氏名 / 年齢 / 電話番号 / 日中連絡がつく電話番号」
【定
員】
※１通につき２名まで応募できますが、全員の必要事項を必ずご記入ください。
1 回につき、24 名まで
【 〆切 】
（応募者多数の場合は、抽選になります）
毎回たくさんのご応募
平成 29 年 6 月 16 日（金）（必着）
【 参加費 】無料
ありがとうございます！
【申 込 先】
【 メニュー 】
〒640-8511 和歌山市七番丁 23 番地
セロリの使いきりきんぴら
和歌山市役所 一般廃棄物課 リリクルクッキング係 宛
レタスと柑橘のサラダ
メールアドレス：ippanhaiki@city.wakayama.lg.jp
豚肉の野菜巻き〜梅あんと共に〜
【問合せ先】一般廃棄物課 073-435-1352
じゅんさいと炙りのりのスープ、土鍋ご飯
青梅のケーキ

資源化が見込めるもの
16％

生ごみを減らすと
ごみの量に変化が！
今すぐチャレンジ！

家庭系
一般ごみの
中身
資源化できないもの
その他
37％

生ごみ
４７％

① 使いきり

野菜の皮を
捨てずに
もう１品！

・買いすぎない
・貰いすぎない
・食材を使いきる
・在庫状況をチェックしよう

② 食べきり

③ 水きり

・適量を作って残さず食べる
・残りものをアレンジして食べる
・賞味期限・消費期限を
チェックしよう

・手で絞る
・水きり器で絞る
・乾燥させる
・濡らさない

小型家電等回収スケジュール
【平成２９年月別収集予定】 日時や場所など詳しくは、地域の回覧板や
6 月：西和佐・岡崎・新南・加太・湊・西山東・東山東・宮・大新
7 月：山口・和佐・中之島・小倉・川永・雑賀・野崎
8 月：砂山・四箇郷・松江・楠見・安原

小型家電は自己搬入もできます

リリクルネット

などでご確認ください。

9 月：雄湊・吹上・宮北・宮前・西脇・直川・和歌浦
10 月：広瀬・今福・高松・芦原・貴志・有功・雑賀崎・田野
11 月：本町・城北・三田・木本・紀伊・名草
青岸清掃センター： 月～土曜日（祝日含む） 12時～15時
収集センター： 月～金曜日（祝日含む） 9時～15時（要事前連絡）
北事務所： 471-1503 西事務所： 453-0253

平成２９年５月３０日【ごみゼロの日】
を策定しました！
ごみ減量アクションプランとは 市民・事業者・行政が１０年間で１人１日当たりのごみ排出量（資源を除く）を約３０
% 削減する数値目標を達成するための具体的な取組の内容（具体的行動）を定めたものです。

ごみ減量目標

1,075g（平成 22 年度：基準）
△120g 削減

955g（平成 27 年度：実績）
△180g 削減

775g（平成 32 年度：目標）
中核市 45 市の中でワースト７位
平成 27 年度実績

まだまだ減量が
必要だね！

目標達成に向けた主なアクション
★生ごみの削減を推進します！

市民のアクション

水きり器（しぼり器）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。

★白色トレイを分別しよう！

「白色トレイ」は大切な資源です。「白色トレイ」は分別し、よく洗った後、
「回収協力店」であるスーパーの「回収ボックス」を利用しましょう。

★資源集団回収に参加しよう！

市内の各地区で資源集団回収が実施されています。近くで行っている資源集団回収に
参加したり、新たに団体で資源集団回収を実施し、資源回収の向上に努めましょう。

★ごみ排出量の把握！

ごみの種類ごとに発生量や資源化状況を把握し、定期的な評価や
改善を実施し、事業所内のごみ減量の意識を向上させましょう。

★紙類の使用量の削減！

両面コピーや裏紙の使用、ペーパーレス化（連絡文書の電子
メール化等）等の推進により紙類の使用量を削減しましょう。

事業者のアクション
※事業活動により生じたごみは、
排出事業者に処理責任があります。
家庭のごみ集積場所には出さないで
ください。

★生ごみの削減を推進！

行政のアクション

①買った食材を使い切る「使いきり」、②食べ残しをしない「食べきり」、③生ごみを出す前にもうひとしぼりする「水きり」
の「３きり運動」を実施し、生ごみそのものを減らすことを推進します。

★資源回収の拡充！

適正処理及び資源化を図るため、新たに蛍光管やボタン電池等の分別回収を実施します。
また、ストックヤードを整備し、市民が資源を排出しやすい体制を構築します。
みんなでアクション

★店頭拠点回収の拡充！

店頭拠点回収を実施している回収協力店について、実施店舗の拡充を図り、
また、市民への情報提供を充実します。

すれば目標を達成
することができるよ♪

事業系ごみについて
事業所から排出されるごみは家庭のごみ集積場所に出す
ことはできません。
たとえ家庭のごみと内容が同じでも、不法投棄とみな

され法律違反になります。
家庭の集積場所に出されている事業所のごみを見かけら
れた場合は、一般廃棄物課までご連絡ください。
自宅兼店舗から出るごみは、家庭ごみと事業
活動に伴って出るごみを分けて出してください。
事業所からのごみは
家庭の集積場所に
出さないでください！

家庭からのごみは
分別ルールを守り、
排出曜日を確認し、
朝８時までに集積場所へ

事業所からのごみは、
家庭ごみと一緒に出せ
ません。 適正処理をし
てください。

一般ごみと資源の集積場所が
異なる場合があるので、注意！

粗大ごみを申し込まれる ・ 自己搬入される方へ
粗大ごみを排出される場合、ダンボール及び付属していた梱包材（発泡スチロール等）

ダンボールは 「紙」 の日

分別

は分別してそれぞれの決められた日に、排出してください。

梱包材の発泡スチロール及び
ナイロン製緩衝材 （プチプチなど）
は 「一般ごみ」
ナイロン製緩衝材

発砲スチロール

6 月は環境月間です
６／１９ （月）、
６／２１ （水）、
６／２３ （金）
いずれも１３ ： ００～

リリクルがくるよ！

環境パネル展
クールチョイスで
地球温暖化防止
６月１９日 （月） ～２３日 （金）
８ ： ３０～１７ ： １５
市役所１階にて
イベント ２１日 （水） １４ ： ００～
クイズｄｅわなげ （無料）

推進員の声

Ｈ２８年度も、各地区でのごみ減量推進員の方の
活動報告をたくさんいただきました。
一部を抜粋して報告します。

活動内容

第８回和歌山市ごみ減量推進員研修会
（青岸クリーンセンター見学）風景

・小型家電の収集日に回収場所に立ち会いました。
・連合自治会の会議においてごみ減量の協力を求めました。
・資源の出し方について収集日に見回りをしました。
・地区内のごみ集積場所に不法投棄がないかパトロールを行いました。
・第８回和歌山市ごみ減量推進員研修会 ( 青岸クリーンセンター見学）に参加しました。

感想

・資源収集日のマナー違反が減少してきました。これからも、その都度注意を促し協力をお願いし、
活動がんばってくれて
さらに減少するように努力をしたいです。
ありがとう！
・青岸クリーンセンターの見学に参加し、ごみ処理やリサイクル過程の説明を聞き、
とても勉強になりました。
・ごみ減量については、大変地道な活動が必要で、推進員自身がさらに努力しなければ、
良い結果は出ないと思いました。
・２年間の活動で十分なごみの減量の効果は出せませんでしたが、ごみに対する意識は向上したと思います。

