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 今年度のごみ収集場所の維持管理や清掃奉仕等に

おいて模範となる町(内)会、個人、団体の表彰者は次

の方々です。おめでとうございます。 

 なお、令和３年度総会は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため書面で開催しました。 

小柳第三団地、桂、油川下町、堤町、仲町、女鹿沢 

資源の有効利用と自然環境保護のため、再生紙を利用しています。 

回
覧 

 収集場所優良町会等表彰 6町（内）会 

稲元町会稲元ごみ協力隊、太陽台町会ひまわり会、

株式会社竹村製作所、女鹿沢町内会 

 団体表彰 4団体 

【奨励賞】 エコサークル大成、岡造道町会、

京王台団地町会、大野元気シニア

クラブ  

【活動賞】 袰懸団地町会 

桜川団地町会 

久栗坂町会 

野内町会 

【新人賞】 新富田町会 

 

 個人表彰 46名 

伊藤 竹四郎（南造道） 工藤 ひさ（篠田） 

佐川 かつい（南造道） 福井 義行（富士見） 

西田 光子（八重田） 赤平 勝秋（富田ふれあい） 

宮川 和久（西門町） 赤坂 矩輝（西千刈） 

佐藤 成加根（古館）    横山 芳隆（青南） 

阪埼 睦子（松森団地） 山口 洋（三内丸山） 

蝦名 弘子（相馬町） 渡辺 忠明（三内第三） 

福士 博子（茶屋町南） 桐生 秀子（稲元第三） 

田谷 真知子（小柳）    成田 文一（平和台） 

荒内 テツ（鴨泊） 五日市 雅子（新城青葉台） 

尾崎 義昭（袰懸）  小谷 勝義（浪館第四） 

新谷 忠義（大福町）   大高 清治（ロイヤル鳴滝） 

山内 縫子（高田） 工藤 友義（前田） 

北川 博子（若葉） 鳴海 庄吾（蜆貝） 

神 豊子（山田町） 村田 健治（博労町） 

古川 シズエ（幸畑阿部野） 室津 一雄（博労町） 

加賀谷 なほ子（幸畑団地西） 平山 晋（松原） 

芳賀 和智（浜田中央） 水木 慶子（米町） 

佐々木 正（奥野）         佐藤 康男（浜町） 

宮崎 喜代二（奥野第一）     樋口 修三（安方）  

藤田 清治（新奥野第二）     小田桐 正英（八甲町） 

秋田 友彦（幸畑）          小田桐 友子（栄町） 

伴 勝教（筒井） 

伊瀬谷 正光（すみれ） 

   （以上、敬称略） 

 有価資源物回収団体表彰 9団体 

青森市環境保全シンボルキャラクター 

「エコル」と「ハナ」 
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第８６号                          せ  い  そ  う                 令和３年７月１日（2） 

青森市の可燃ごみ排出量（青森地区＋浪岡地区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源ごみの回収方法として、市が家庭ごみ

の収集場所から回収する行政回収のほか、

市民団体等による「集団回収」も実施されて

います。 

市では、回収量に応じて奨励金を交付して

います。ぜひ集団回収を始めてみましょう。 

3 トン 

(0.004％) 

△1,603 トン 

( △1.85％ ) 

△1,085 トン 

( △1.28％ ) 

（トン） 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のた
めに自宅で生活する時間が増加しているため
か、事業活動に伴って出される可燃ごみの量
が、R1から R2にかけて減少したんだよ。 

■1人 1日当たりのごみ排出量（R1年度） 

 全 国  918グラム 

 青森県 1,003グラム（43位/47都道府県） 

 青森市 1,038グラム（31位/県内 40市町村） 

 ※１位 長野県 816グラム 

青森市の目標値（R5年度） 

976グラム 

■リサイクル率（R1年度） 

 全 国 19.6％ 

 青森県 14.3％（44位/47都道府県） 

 青森市 14.7％（20位/県内 40市町村） 

 ※１位 山口県 32.7％ 

青森市の目標値（R5年度） 

19.6％ 

青森市環境保全シンボルキャラクター 

「エコル」と「ハナ」 

 
目標値まで 

△62 グラム 
 目標値まで 

4.9％ 

（年度） 

△3,105 トン 

(△3.70％) 

青森市の令和２年度の可燃ごみの排出量は、令和元年度と比較して 3,105 トン減りました。 

また、令和元年度の１人１日当たりのごみ排出量は 1,038 グラムとなり、全国や青森県の平均値と比べ

ると、多い状況は依然変わっていません。 

  また、令和元年度のリサイクル率についても、14.7％となり、全国及び青森県の平均値を下回っていま

す。 

集団回収、始めませんか 
 

地域活動の

資金源に 
 

子どもの 

環境教育に 
 

地域内の 

交流に 

「集団回収」とは 

町(内)会、子ども会、ＰＴＡなどの市民団

体等が、団体独自に収集場所や日時を決

め、資源物を集めて回収業者に売り渡し、リ

サイクルを進めていく、地域ぐるみの自主的

なリサイクル運動のこと。 

リサイクル率向上にも寄与！！ 

家庭系 

52,576 
家庭系 

52,828 家庭系 

52,181 

家庭系 

52,241 

事業系 

34,013 

事業系 

32,156 事業系 

31,720 

事業系 

31,663 
事業系 

27,975 

家庭系 

52,824 



第８6号                         せ  い  そ  う                令和 3年７月１日（３） 

いろいろ実践！生ごみ、食品ロス削減 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品ロスダイアリーとは、家庭で捨てた未使用の 

食品や食べ残しを記録する日記です。 

普段、ご自身がどのくらい食べ物を捨てているか 

把握することで、その後の食品ロスの発生を 

抑制する効果があります。 

 

  

 

 

 

冷蔵庫の整理と、残した食材を使い切る週１回の「冷蔵庫一掃デー」で、 

食材の「使い忘れ」や「食べ忘れ」をなくしましょう。 

特に確認したいのがこの２つです。 

☑ 賞味期限・消費期限が近い食べ物 

☑ 肉・野菜・魚などの痛みやすい食べ物 

 

 

②やってみよう！食品ロスダイアリー 

イラストもいっぱいで、楽しく取り組め
るダイアリーだよ♪ 
実施した人からは、「食品ロスについて
見直すきっかけになった」との声があっ
たよ☆ 

◀7日間でチャレンジ 

食品ロスダイアリー（環境省） 

皆さんのご家庭でも 

チャレンジしてみてね★ 

環境省 食品ロスダイアリー 検索 

③週に１回！冷蔵庫一掃
い っ そ う

デー 

♪ 食材は使い「きる」 ♪ 料理は食べ「きる」 

 

「 

♪ 生ごみは水気を「きる」 

 

「 

①基本は３つの「きる」 

④電気式生ごみ処理機の無料貸出受付中 

【 電気式生ごみ処理機の概要 】 

処理方法  乾燥式・最大処理量１回 1.0㎏ 

外形寸法  幅268×奥行365×高さ470（㎜） 

         （ふたを開けた高さ 690㎜） 

電気式生ごみ処理機を無料で貸し出しています。 

ぜひ実際に使用してみて、その効果や利便性、手軽

さを体験し、ごみの減量化に取り組んでみませんか。 

貸出期間は３か月以内です。 

貸出条件や貸出状況の確認、お申込み方法等、詳し

くは事務局（清掃管理課 📞017-718-1179）へお問

合せください。 

※アースの接続が必要となります。また、生ごみ処理機の電

気代は、使用者の負担となります。 

青森市の HPから

チラシをダウンロ

ードすることがで

きます 

▲食品ロス削減国民運動 

のロゴマーク「ろすのん」 食品ロス量は全国で600トン！ 
  毎年10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」です。 

 



第８6号                         せ  い  そ  う                 令和 3年７月１日（４） 

リチウムイオン電池などの充電式電池は収集場所に出さないでください！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

待ったなし！プラスチックごみ対策 ～私たちにできること～ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクルマークがあるもの 

家電量販店等

の回収協力店 

浪岡地区の家庭から出る電池は、浪岡庁舎や各公民館、浪岡細野山の家にある回収ボックスへ。 

端子部分を 

テープで覆う 

〇電池を取り外せないものは・・・ 

分解せずに本体ごと「使用済み

小型家電回収ボックス」へ。 

（配置場所：市役所本庁舎、駅前庁舎、浪

岡庁舎、中央市民センターなど計 16か所） 

機器から取り外した小型充電

式電池は、端子部分をテープで

覆い絶縁してから家電量販店

等の回収協力店へ。  

プラスチックごみ問題とは 
 プラスチックは石油から作られており、他の素材と比較して、軽量で丈夫で加工もしやすいことから、身の回り

の様々な製品や容器包装などに幅広く利用されています。 

 その一方で、優れた耐久性・安定性から、自然界で分解されにくいという特徴があります。 

 このプラスチックが、不法投棄やポイ捨てなどにより、自然界に流出してしまうと、河川等を通じて海にたどり着

き、海洋汚染につながってしまいます。 

① 地球温暖化の問題 

プラスチックは、生産の過程や焼却処理の際に、地球温暖化の原因となる温室効果ガス（CO2）が多く発

生します。 

② 海洋汚染の問題 

世界全体では毎年約 800万トンものプラスチックごみが海洋へ流出しているという報告があります。 

また、死んだ海鳥の胃の中から誤って食べたプラスチックが多く見つかるなど、生態系を含めた海洋環境

への影響が懸念されています。 

コロナ感染症対策で、自宅で過ごすことが増えた人が 

多いかもね。自分で料理をする機会も増えると思うから、 

食品ロスをあまり出さない工夫を、みんなもしてみてね♪ 

  

エ コ ル の あ と が き 
ごみの分別方法は、 

インターネットでも

ご覧いただけます。 

青森市 ごみの分別 検索 

ペットボトル、その他のプラスチック 

分別Q ＆ A 私たちにできること 

〇分別収集の徹底 

青森市では、プラスチックごみのうち、「ペットボト

ル」と「その他のプラスチック」を、資源物として回収

していますので、分別収集にご協力ください。 

 

 

 

 

〇ごみの不法投棄・ポイ捨ての禁止 

 プラスチックごみが海洋汚染につながらないよう、

ごみの不法投棄やポイ捨てはやめましょう。 

資源ごみへ 

Q１ 同じプラスチック製のものでも、お菓子の袋は「そ
の他のプラスチック」に該当し、プラスチック製のおもち
ゃが該当しないのはなぜ？ 
A 「その他のプラスチック」は、商品の中身を使い切っ
た後で不要となる容器や、物を包んでいた包装ごみの
ことです。プラスチック製のおもちゃは、不要となる容器
や包装ごみではないため、「その他のプラスチック」に
はなりません。 
 
Q2 「その他のプラスチック」の簡単な見分け方を教え
て。 
A 右のプラマークがついているものが、 
「その他のプラスチック」に該当します。 


