
スーパー○○

秋といえば松茸やぶどうのおいしい季節だね！

ごみを
少なく

する買
い物の

コツが

グリー
ンコン

シュー
マーに

なるこ
となん

だ！

よ～し
、ボク

だって
！

「もったいない」って考えると、
資源を大切にする
方法が浮かんでくるわ

一回使って捨ててしまう
容器ってもったいないわ。ビールびんや
牛乳びんのように、洗って繰り返し使える
リターナブルびんは、資源をムダにしないし

ごみにもならないし…

マイバッグを持参して
レジ袋をことわれば
ごみも減るしね

捨てる時に分別するだけでなく、
買うときに再使用できる

容器を選ぶなど、環境にやさしい
ものを選ぶことも大切ね

秋刀魚
も定番

私たちって
グリーンコンシューマーね

●第7回 全市一斉クリーンタウン作戦 ●まちの美化は地域の協力で～まち美化に新たな協力団体～
●事業所からのごみは家庭ごみステーション（集積所）には出せません ●悪臭防止法の規制方式が変わりました
●体験型の出張講座を行いました ●全国ごみ不法投棄監視ウィークキャンペーンを実施しました
●喫煙する時はルールを守りましょう！ ◆もったいないコーナー

特
集
10月は3R推進月間です！！
プラスチック製容器包装の分別徹底キャンペーン実施中！！
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減らす、縮小すると言う意味のリデュース。家のごみはもちろん、ごみ

になるようなものを買わない、持ち込まないこともリデュース。買いす

ぎなどで、腐らせたり使わなかったりしてごみになってしまうと、ごみ

の増える原因となります。あなたの心のムダを意識して、ごみを減らし

ましょう。

今持っているものを出来る限り繰り返し利用することをリユースといい

ます。ものや資源にやさしい行動といえますね。一枚の雑巾も、もとは

貴重な資源からつくられたもの。すべてのものに愛情を持ち、繰り返し、

繰り返し最後まで使いつくすことが、資源への恩返しではないでしょうか。

リサイクル、再生利用には費用も必要です。リデュースし、リユースし

て、そしてリサイクルした再生品をみんなで使うこと、この循環型社会

が、正しいリサイクルの方法です。3つのRのことばをリサイクルの輪と

して、とぎれさせないことが、ごみ減らしにつながります。

もったい
ないと

思ったこ
と

ありませ
んか

修理して

まだまだ
使えるよ

ごみにし
たら

もったい
ないよ

3Rによるごみ減らし
のポイント
をいっしょ
に考えよう

10月は3Ｒ推進月間です！！10月は3Ｒ推進月間です！！10月は3Ｒ推進月間です！！
　経済産業省を含むリサイクル関係8府省では、国民の3Ｒ推進に対する理解と協力を求める
ため、毎年10月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：3Ｒ推進月間）」
と定め、広く普及啓発活動を行っています。

　3Ｒとは、リデュース（Ｒeduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）のこ
とで、この3つの頭文字のRをとって3Ｒ（スリーアール）と言われています。

3Ｒはごみを減らすための3つのポイントです！

ごみを減らすために必要なことが、リデュース（Reduce)減らす、リユース(Reuse）再使用、
リサイクル（Recycle）再生利用という3つのRからはじまることばに含まれています。
これらを実行することにより、ごみを減らし、資源を有効利用しましょう。

ご　　　　　み　　　　　ゼ　　　　　ロ
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いちばん大事なのが「リデュース」です！
　例えば、買い物の時マイバッグを持って行きレジ
袋をもらわない。必要なものを必要なだけ買い、食
べ残しをしないなど…

次に大事なのが「リユース」です！
　例えば、壊れても修理やリフォームして使用する。
フリーマーケットやリサイクルショップを活用するなど…

そして最後が「リサイクル」です！
　どうしてもそのまま使うことができなくなったもの
は、正しく分別して資源として再生利用します。

この他、3Ｒ推進月間にはリサイクルプラザなどにおい
て様々なイベントを行う予定です。
この機会にぜひご参加ください。
詳しくは広報かわぐち10月号をご覧ください。

 問い合わせ　廃棄物対策課　228-5370

1　ごみを減らそう

2　繰り返し使おう

3　再生利用しよう

レジ袋はチリも積もれ
ば山となるごみのもとです。
マイバッグでお買い物、小さくたたんで持ち
歩くと便利です。

食べきれない、調理しきれないで
残して腐らせてしまう。そんな食
材のムダ、してませんか。しっか
りした気持ちで責任のあるお買い
物を心がけましょう。

割り箸や使い捨ての
スプーン、ストロー
などをお店でもらっ
ていませんか。なる
べく家にあるものを
使いましょう。

安いからといって衝動買
いしたものは、あとで考
えると意外に不要なもの
ではありませんか。すぐにご
みになる可能性が高くなります。
本当に必要かどうかよく考えて買いましょう。

なるべく量り売り
のお店や包装材の
少ないものを選ん
でごみの量をおさ
えたお買い物を！

修
理
済

修理済

ホームセンターなどにいろいろ便利な道具があります。
それらを使って、修理や作り替えをしてまだ使えるも
のは出来る限り長く使いましょう。

もう着られなくなった洋服
は使いやすい大きさに切っ
て、キッチンなどに置いて
おきましょう。油汚れなど
をふくのにキッチンぺーパ
ーの代わりに便利です。

家電ごみは処理が大変です。
また、家電リサイクル法により、
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
　　　　　　　　　　　　冷凍庫の5品目に
　　　　　　　　　　　　　は廃棄時に再商品化費
　　　　　　　　　　　　　　用がかかります。少
　　　　　　　　　　　　　　しはお金をかけてで
　　　　　　　　　　　　　　も修理して長く使い
　　　　　　　　　　　　　　ましょう。

毎日ものが大量につくられ、
大量消費されて、多くのごみ
が出されていく。
こんな大量生産・大量消費を
つづけていたら地球環境は破
壊されてしまいます。
そこで限りある資源を有効に
使い、ものを大切にするため
に、資源になるごみをリサイ
クルし、有効利用する循環型
社会をつくろうと努力してい
ます。

再生利用できる
資源物は新しい
材料として生ま
れ変わる

使えるものは繰
り返して使用する
ごみを出さない
工夫をする

どう考えても使
用できないもの
だけを最終的に
ごみにする

ムダなものは
購入しない
リサイクルできる
ものを選ぶ

修理や工夫して
繰り返し最後まで
大切に使用する

修
理
済

修理済

●もったいない寄席 in 川口
10月22日（日）13時30分～（リサイクルプラザ4階研修室）
落語　「井戸の茶碗」入船亭　扇好
講談　「お竹如来」田辺　一邑
〈料金〉無料（定員100人・事前申し込み制）

イベント情報
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まちの美化は地域の協力で ～まち美化に新たな協力団体～

問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

第7回 全市一斉クリーンタウン作戦
～清掃活動にご協力をお願いします～

本市では、平成12年4月1日に「川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例（ポイ捨て禁止条例）」を施行
し、ポイ捨てをしない、させない街づくりを推進しています。
この目的を達成するため、市民のみなさんと協力して清掃活動を実施します。ポイ捨てしづらい環境づくり、
散乱ごみのない美しい街づくりに向けてぜひご協力をお願いします。

●日　　　　　時･･･ 平成18年11月19日（日） 午前9時～10時（雨天決行）
●実 施 内 容･･･ みなさんの家から集積所までの清掃活動
●ごみを出す所･･･ 各集積所（町会あてに配布するチラシでご確認ください）
●集 め る ご み･･･ 道路や公園にポイ捨てされた、びん・かん・金属類・紙くずなど
●集めないごみ･･･ 粗大ごみ・家庭内のごみ・民地内のごみ
●分 別 の 方 法･･･ 一般ごみ・びん・かん・金属類
※ 不法投棄による粗大ごみについては、後日廃棄物対策課に連絡してください。
※ 清掃活動中の事故・けがなどには十分ご注意ください。

「川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条例」に基づく「川口市まち美化促進プログラム」にこのほど新
たな参加協力３団体が市との合意に至り、平成１８年５月から活動を開始しました。
このプログラムは、協力団体が道路など定められた区域の清掃活動を定期的に行い、市が清掃用具の貸与、

保険の加入、ごみの処理などを支援するもので、市と市民や事業者が二人三脚でまちの美化を進めるものです。
今回新たに加わった協力団体とその活動の様子は、写真のとおりです。今回の協力団体を含め、現在19団体

が活動を行っています。

上記の美化活動ボランティアを随時募集しています。
詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。

問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

1 家庭倫理の会川口市　安行桜支部
（県道首都高速側道　安行慈林小学校周辺通り）

2 家庭倫理の会川口市　新郷支部
（市道東本郷本蓮　見沼用水沿通り）

3 家庭倫理の会川口市　戸塚支部　
（市道南浦和越谷線　戸塚オリンピック前通り）
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事業所からのごみは家庭ごみステーション（集積所）には出せません

問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

悪臭防止法の規制方式が変わりました

※臭気指数とは、人の嗅覚を用い、においが感じられなくなるまで薄めたときの希釈倍率（臭気濃度）から算出する値です。

平成１８年１０月１日から、悪臭防止法に基づく規制方式を、従来の「物質濃度規制」にかえて、人間の嗅
覚を用いてにおいの程度を判定する「臭気指数規制」に変更されました。これにより、今まで「物質濃度規制」
では対応できなかった臭気についても規制されます。
この規制は、市内に立地するすべての工場や事業場に対して一律に適用されます。一般家庭のほか、自動車

や建設工事から発生する悪臭は除外されます。
規制地域の区分により、工場や事業場の「敷地境界線上」、「煙突等の気体排出口」、「排出口からの排水」の

規制基準がつぎのとおり適用されます。

問い合わせ 環境保全課　228-5389

区分 第２地域

（工業地域及び工業専用地域）
第１地域

（第２地域以外の地域）

臭気指数※ 15敷 地 境 界 臭気指数　18

悪臭防止法施行規則第６条の２に定める換算式により算出します

臭気指数　31

気体排出口

臭気指数　34排　出　水

市が処理を行っている廃棄物には家庭系廃棄物と事業系一般廃棄物とがあります。

事業系一般廃棄物はその種類・量を問わず、一切家庭ごみのステーションに排出することはできません。とこ

ろが、家庭ごみステーションに事業系ごみを出している事業所があるという苦情が市に寄せられています。事業

所とは、営利を目的として事業を営むデパート、スーパー、飲食店、八百屋、魚屋、床屋、事務所、工場など、

個人の小さな店舗から株式会社などの法人まで含まれるのはもちろんのこと、営利を目的としない公立学校、警

察署、税務署などの公共機関も含まれます。

事業系一般廃棄物につきましては、下記のいずれかの方法で処理を行ってください。なお、ñまたはóの方法

で処理する場合には、必ず黄色半透明袋を使用してください。

ï 事業者自身が適正に処理する。

ñ 戸塚・朝日各環境センターに自己搬入する。

（事業系一般廃棄物１５０円／１０kgの処理手数料がかかります）

ó川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託する。

（川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者以外の者に委託することは、法令等に違反するのでできません）

※ 川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者につきましては、川口市のホームページに掲載しております。

（アドレスhttp://www.city.kawaguchi.saitama.jp）その他、詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせくだ

さい。

事業系
ごみ

事業系
ごみ

事業系ごみ
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問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

ごみの減量・リサイクルを中心とした啓発事業の一環として、廃棄物対策課が小学校で行

った出張講座の様子を紹介します。

川口市のごみの現状や家庭ごみの分け方・出し方について、またどうすればごみが減らせ

るのかを勉強し、本物のかんやペットボトルなどを使って資源物の分別を体験しました。

体験型の出張講座を行いました

正しく分けられたかな？　　　　　
間違っていた子もこれで覚えたよね？　　

今度は間違わないで、
家でもお手伝いできるね！

実際に資源物を分けてみよう、

などのマークが目印だよ！

差間小学校

上青木小学校

戸塚南小学校

戸塚小学校

神根東小学校

神根小学校

戸塚東小学校
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平成1７年５月１日から「川口市路上

喫煙の防止等に関する条例」を施行しま

した。

この条例は、道路や公園などの公共の

場所での喫煙マナーと環境美化意識の向

上を図ることで、たばこの火や副流煙に

よる第三者への健康被害や吸い殻の散乱

を防止し、安全で快適な歩行空間と清潔

な地域環境を確保することを目的として

います。

これからも路上喫煙はやめ、喫煙する

時は喫煙設備のある所でルールを守って

喫煙しましょう！

問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

問い合わせ 廃棄物対策課　228-5370

全国ごみ不法投棄監視ウィークキャンペーンを実施しました

喫煙する時はルールを守りましょう！

６月の環境月間における一週間を全

国ごみ不法投棄監視ウィークに設定し、

不法投棄撲滅のため、全国の市が一斉

にポスターやチラシなどによる普及・

啓発などのキャンペーンを実施しまし

た。

川口市でも、６月２６日から３０日

を「ごみ不法投棄監視ウィーク」とし

て、キャンペーンや不法投棄監視活動

を実施しました。

川口駅、西川口駅および東川口駅の

駅頭において、期間中の午前７時３０

分から午前８時３０分の間、歩行者に

啓発用品（ポケットティッシュ）を配

布し不法投棄の防止を呼びかけました。

不法投棄を防ぐ最も効果的な方法は、

「市民のみなさんの不法投棄を許さない

目」です。これからもご協力をお願い

します。川口駅でのキャンペーン

指定喫煙場所



　リデュース･リユース･リサイクルの３Ｒ（ス

リーアール）はごみ減量のための大事なポイン

トです。その中でも特に大事なのがリデュース

（ごみを減らす）ですが、このリデュースはと

ても簡単なことから始めることができます。

　まずは身近なことからリデュースを始めてみ

ませんか？買い物に行く時にマイバッグを持っ

て行き、レジ袋を断ってみましょう！

Vol.62
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編　集　後　記

　昨年10月の3R推進月間に「もったいない」実践
体験談集を作成しました。その中から紹介します。

　息子の一家が家を出たのをきっかけに、１０年ぶりにまた、家事を担当することになり

ました。娘と二人暮らしになったので、消費量は急に少なくなりました。買い物も安い日

に一週間分買いだめして、すぐに使わない肉、魚類は冷凍し、食べる前日の夜から解凍し

ておきます。ごはんも一合で２日分ありますので、残ったら茶碗に入れ、ラップをして冷

蔵庫へ。次の日はそのままレンジでチンして食べます。

　また、よくジューサーやフードプロセッサーを利用しています。余った野菜やキャベツの芯をフードプロセッサーに

かけ、煮物を作る時など鍋に入れて一緒に煮ます。焼いた魚の残った頭や骨は集めて冷凍しておいて、たまったらフー

ドプロセッサーで細かくし、つみれ風にして汁物の具などに利用します。煮干しや干しエビなども細かくし、ふりかけ

などにしています。煮物の汁、野菜のゆで汁もストックしておいて、次回の料理を作るときに利用します。

安行慈林在住　Ｈさん

フードプロセッサー活用で生ごみ減量

プラスチック製容器包装の分別徹底キャンペーン実施中！！

古紙パルプ配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています。 環境に配慮し、大豆インクを使用しています。

　引き取り先であります財団法人日本容器包装リサイクル協会より、特に汚れ（食物
残渣）の付着した混入物が目立つなどの品質改善の指摘を受けております。

 問い合わせ　廃棄物対策課　228-5370

●プラスチック製容器包装には、「プラマーク」　　を目印に出してください。

●ただし、「プラマーク」があっても食品容器など汚れがついているものは「一般ごみ」に出してください。

●濡れているものは水気をとって出してください。

●プラスチックでできていても、 使い捨てライターやおもちゃのように「プラマーク」のついていないものは「一般ごみ」に

　出してください。

●必ず、透明袋に入れて出してください。　　　　　　　　　　

●ペットボトルのキャップとラベルはプラスチック製容器包装ですが、ボトル本体は「ペットボトル」の収集日に出して

　ください。

煮干しや干しエビなど
　　　　　細かくして

出せないものの例

出せないものの例


