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10月は「3R推進月間」です。
ごみの減量化・資源化にご協力お願いいたします。

3R推進月間
編集・発行／袖ケ浦市廃棄物対策課　〒299-0265　袖ケ浦市長浦580-5 ☎ 0438-63-1881　FAX0438-62-2820

特集号

①�リデュース（Reduce）　省資源化や長寿命化により廃棄物等の発生自体を抑制すること。
まず、ごみとなるものを家庭に持ち込まないことが重要です。
・買い物にはマイバッグを持参する　　・コンビニで割り箸やスプーンをもらわない
・使い捨て商品は買わずに、詰め替え商品などを利用する
など、日々の生活での工夫の積み重ねが効果を発揮します。
②�リユース（Reuse）　一旦使用された製品等を形状を維持したまま再び使用すること。

捨てる前に、まだ使える物は活用しましょう。
・欲しい人に譲る　　・修理して使う　　・残ったおかずは冷凍保存　　・衣類はぞうきんに
③�リサイクル（Recycle）　一旦使用された製品等を再資源化し、新たな製品の
原材料として利用すること。
分別をしっかり行い、資源物は資源物として出しましょう。

　ごみの減量やリサイクル意識を生活習慣として定着させるには、理解と関心
を深めることが重要となります。ごみを排出する主体は自分たちだということを
市民一人ひとりが意識して、ごみや資源を取巻く課題解決に向けて取り組んで
いく意識を持つことを目指しましょう。

・�買った食材を使い切ることや、食べ残しを減らす食生活を目指します。
・使い捨て商品や過剰包装のものを買わないようにします。
・買い物袋を持参し、レジ袋をもらわないようにします。
・�マイボトルの使用や、詰め替え商品の購入による容器包装の削減を図りま
す。
・�長く使えるものを買い、修理して使うなど、ものを大切にします。
・捨てる前に、リユースや修理して使えないか検討します。

減量化・資源化への取組（個人・各家庭編）

3Rとは？

　各種リサイクル法の制定な
どにより、ごみ総排出量は全
国レベルで減少しています。
　袖ケ浦市における、１人１日
あたりのごみ総排出量も減少
していますが、全国平均と比
較すると上回っているため、
今後も更なる減量化を推進す
る必要があります。

　市民の方々のご協力もあり
本市のごみの再資源化率の推
移は全国平均を上回る数値と
なっていますが、人口の増加
に伴い可燃ごみの排出量が増
えています。また、再資源化率
は書籍等の電子化に伴う紙媒
体の減少等により、より一層
の再資源化への取り組みが必
要です。

１人１日あたりのごみ総排出量（資源物を含む）の推移 袖ケ浦市のごみの再資源化率の推移
袖ケ浦市のごみの現状••••••••••••••• •••••••••••••••

（単位：グラム）
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資源にできる雑がみ等は、資源物の日
に出してリサイクルします。

台所の生ごみは、水を切り、ごみの減
量化を行います。

分別は面倒
だなぁ…

分別すれば、
ごみになる量が減るし、

負担も小さくなるよ

食
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食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまっている食品のことです。
食品ロスが発生する理由
⃝過剰除去…調理時に食べられる部分を捨ててしまう
●期限切れ・買い過ぎ…消費期限や賞味期限が切れて捨ててしまう
●食べ残し…食べ切れずに捨ててしまう

買い物では…
⃝食材の二重買いをしないよう、冷蔵庫の中身を確認してから買い物しましょう。
⃝ 安売りしていても、食べきれずに捨ててしまうことが無いよう、食べきれる分だけを

買いましょう。バラ売りや少量パックを活用しましょう。
料理では…
⃝食べきれる分だけ調理しましょう。
⃝消費者庁が、食品ロス削減のためのレシピをインターネットで公開しています。
　「消費者庁のキッチン」で検索してみてください。

食品ロス削減の実施例
家庭では…
⃝おいしく残さず食べきりましょう。
⃝ どうしても残してしまうときは、捨てずに冷凍保存し

て、お弁当などで活用しましょう。
⃝ 外食では食べきれる量だけ注文し

ましょう。

食品ロス
とは

を
減
ら
し
ま
し
ょ
う

※H25は粗大ごみ有料化に伴い、一時的に増加しています。

 
　食品ロス削減には、一人ひとりが日々の生活の中で少しずつ気を付けていくことが重要です。
どのような場面で実践できるか、ぜひ考えてみてください。

3010運動を実施しよう
サンマルイチマル

3010運動とは

　宴会時の食べ残しを減らすため、食事開
始後３０分、終了前１０分を食べきりタイムと
して、料理を残さないようにつとめること。
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　資源回収自治会事業とはごみステーション以外の資源回収場所を新しく作って、回収用コンテ
ナ等を設置し、資源物を集める事業です。資源の効率的な再資源化及び資源化・減量化に対する
意識の向上を目的としています。ごみステーションだけに比べ、回収場所や回収曜日が増えた
り、自治会には回収量1㎏あたり4円の助成金を受けられるなどの利点があります。
行っていただくこと
・ごみステーション回収より細かい分別をする
・新しい資源回収場所の設定（25世帯に1箇所）
・資源回収場所の管理
・廃棄物減量等推進員の推薦（1名）
・助成金の申請、受領
・廃棄物減量等推進員につきましては市主催の会議への出席（年1回）
※廃棄物減量等推進員には市より所定の報酬が支払われます

　各家庭で生ごみを肥料として再利用する
ことが出来る、生ごみ肥料化容器の普及を
促進するため、助成金を交付しています。

　使用済小型家電リサイクルとは、対象となる家電を選別し、適
正なリサイクルを行う認定事業者に引き渡すことで、金・銀・銅・
レアメタルの回収を図るものです。
　使用済小型家電は以下の方法で出せますので、リサイクルへの
ご協力をお願いします。
使用済小型家電の出し方
・�指定袋（燃せないごみ専用）に入れて、ごみステーションへ（一

部出せないものがあります：個人情報機器、パソコン など）
・クリーンセンターへの持ち込み（無料）
・市が設置した専用の回収ボックスへの持ち込み
　市役所1階ロビー、長浦・平川・根形・平岡公民館1階ロビー
※投入できる大きさは30㎝×45㎝×10㎝程度まで

　家庭から発生するご
みを資源として再利用
する事業で、資源の回
収を行っている団体に
対し、資源回収活動の活性化を図るため、その回収量に応じて助成金を交付します。
※ 団体で資源を回収、分別の後、資源物を売却した明細書（コピー）を持参の上で申請

すること。

　家庭から排出される剪定枝（切枝）等の減量化･資源化を図ろうとする
市民に、剪定枝粉砕機を無料で貸し出します。
※ 事前にお電話でのご予約をいただいたのちに貸出させていただきます。

資源回収自治会事業

生ごみ肥料化容器等
購入設置助成金制度

使用済小型家電リサイクル

資源回収団体事業

剪定枝粉砕機貸出事業

市の再 資 源 化 促 進に向けた取組

購入金額の1／2
上限25,000円
1世帯1基まで

購入金額の1／2
上限3,000円
1世帯2基まで

生ごみ肥料化容器

機械式生ごみ処理機

実績

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
登録団体数 116団体 114団体 113団体 115団体

総回収量（kg） 1,708,220 1,540,760 1,441,490 1,373,570

実績

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
登録団体数 16団体 16団体 17団体 18団体
総回収量（kg） 761,175 765,098 763,870 746,553

・携帯電話
・電話機
・FAX
・�パソコン（モニ

ター含む)
・ラジオ
・デジタルカメラ 

・ビデオカメラ
・�映像用機器（ビデ

オレコーダー等）
・�音響機器（DVD

プレーヤー等）
・�補 助 記 憶 装 置
（USBメモリ）

・電卓
・電子辞書
・ドライヤー
・理容用機器
・ゲーム機
・カーナビ等

対象品目
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袖ケ浦クリーンセンターのご案内
袖ケ浦クリーンセンター 

（袖ケ浦市環境経済部廃棄物対策課） 

☎0438-63-1881 
午前8時30分～午後5時15分 

（土・日・祝日・年末年始除く）
所在地：袖ケ浦市長浦580-5 

PETボトル

その他の色のビン
アルミ

回収ボックス


