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平成２４年度ごみ袋収入の使いみち平成２４年度ごみ袋収入の使いみち平成２４年度ごみ袋収入の使いみち

平成２４年度指定ごみ袋収入　１億２,１４４万円（前年度１億2,254万円）

　ごみ処理の有料化は、市民の皆さんにごみ処理に係る費用を一部負担していただくことで、
ごみ処理にはお金がかかることを意識し、ごみ減量や資源の活用に協力していただくことを
目的に実施しています。その収益は、循環型社会推進のための事業などで、皆さんに直接又
は間接的に還元しています。
　平成24年度の収入は、約１億２千万円でした。この収入から、必要経費を差し引いた収益金
を、旧津山・加茂・阿波地域のごみ減量やリサイクルの費用に使用しています。主な内容は
次のとおりです。

《使途内訳》
必 要 経 費　　　３,３９２万円　２７.９％

　　　（前年度　3,572万円　  29.1％）
①　ごみ袋の製造費　　　　　1,705万円　　14.0％
②　取扱店手数料　　　　　1,270万円　　10.5％
③　配 送 関 係 費　　　　　　377万円　　　3.1％
④　事 　 務 　 費　　　　　　　40万円　　　0.3％
収益充当事業　　８,７５２万円　７２.１％

　　　（前年度　8,682万円　  70.9％）
⑤　リサイクル関係費 ※１　　5,473万円　　45.1％
⑥　報　奨　金 ※２　　　　　2,323万円　　19.1％
⑦　くるくる運営経費　　　　706万円　　　5.8％
⑧　生ごみ処理機器補助金　　　118万円　　　1.0％
⑨　環境啓発（ごみゼロ新聞など） 121万円　　　1.0％
⑩　環境基本計画推進事業費　　　11万円　　　0.1％

お知らせ
～　消費税増税対応　～

　　　　　　消費税が段階的に引き上げられることに対応するため、指定ごみ袋の価格表示
を 税 別 表示に順次変更します。皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
　なお、指定ごみ袋以外のごみ処理手数料も消費税増税に対応することになります。
　　詳しくは４ページをご覧ください。

価格表示価格表示指定ごみ袋の 価格表示 を変更します！！（旧津山・加茂・阿波地域）
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③

④

⑤

※1リサイクル関係費：「プラ」「ペットボトル」などを資源化するための経費です。
※2報奨金：廃品回収や町内リサイクルに対する助成金です。

⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩



ごみゼロ新聞調査隊がいく

　平成１６年２月１５日にアイム天満屋東一宮店（現：ハピーマート東一宮店）で始まった青空リサ
イクルプラザが、この２月で１０周年を迎えました。
　青空リサイクルプラザ（出前資源回収）は、時間の都合等で地域の資源（廃品）回収に出せな
い方のために出来、現在、老若男女を問わず多くの方に利用されています。
　平成24年度までに累計約3,440トンの資源化物の回収をし、リサイクルやごみ減量に大きく貢
献しています。これは皆さんのご協力の結果です。今後、循環型社会をさらに進めるために、資源
化できるものはできるだけリサイクルしていきましょう。

　津山再生資源事業協同組合と各店舗の事業者（ハピーマート東一宮店、カインズホーム、ウ
エストランド）の協力をいただき、津山市が実施しています。

　平成20年度をピークに減少しています。平成20年のリーマンショックや電子書籍等ＩＴによるペー
パレス化、古紙回収ボックス等排出機会の多様化などから減少しているのではないかと思われます。
　なお、平成24年度の運営経費は約255万円でした。仮に全て「ごみ」として処理すると、約
1,560万円かかります。（市全体でのトンあたりごみ処理経費をかけたもの）

青空リサイクルプラザの仕組み（次の協力店の駐車場にて実施）

回収品目
　協力店の駐車場を無償で提供して
いただいています。
　資源化物であっても時間外持込み・
　　放置は「不法投棄」であり
　　　法により罰せられます。

協　力　店 実　施　日 注　意　等

ハピーマート東一宮店

カインズホーム津山店

ウエストランド

新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、
牛乳パック、古着、古布、缶、びん、
小型金属類（鍋、フライパン等）
※ 粗大ごみなどは回収しません

第１，３日曜日（荒天中止）

第２土曜日（荒天時第４土曜日）

第２，４日曜日（荒天中止）

実施時間９時～１２時
実施時間外の持ち込み、
放置は厳禁

これまでの実績は？
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資源化物の回収量の推移
青空リサイクルプラザ　合計回収量 品目別回収量

カインズホーム
　　　開　始

ウエストランド
　開　始

カインズホーム
　　　開　始

ウエストランド
　開　始



青空リサイクルプラザの利用者の皆さんの声　を聞いてみました。

１０周年を迎えて、現場で回収にあたられている津山再生資源事業協同組合の方からの声

◆ 必ず守って欲しいルール ◆

アンケート総数１２９件
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子供会等の資源（廃品）回収

拠点回収（缶・びん・ペットボトル）

古紙回収ボックス

くるくる

町内（缶・びん・ペットボトル）

スーパー店頭

小桁環境事務所
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どんなものを持ってきましたか？

他に利用している資源の回収は？

段ボールを回収
してくれるので
　助かります！

　段ボールを
回収してくれる
ところがもっと
あったら
　との声も。

　　利用者の半数
　以上が毎月利用さ
れています。取材当日
も多くの人出でした。
　続けて下さい
　　　との声も。

　子供会等の資源回収への協力は
多いですが、回収日まで全て貯めて
　おけないという声が
　　多かったです。月２回以上

１８％

月１回程度
４２％

数ヶ月に
１回程度
２４％

１年に１回程度
　　　９％半年に

１回程度
７％

どのくらい
　利用しますか？

　子ども達も　
未来の環境の
　ために一緒に
　　参加です

　駐車場が無償で提供されていることや、
採算度外視で年間約60回の回収に業者さん
があたっていることを知り、びっくりしました。
協力店や業者さんに感謝です。

　本来、自分達で荷降ろさないといけないところ、業
者の方が、高齢者の方を手伝う姿を見ました。見かね
てなのかもしれませんが、親切な対応に感激です！

　この10年で市民の皆さんにもかなり周知されたのではないでしょうか。今後もリサイクルの環
を広げていき、ごみの減量を推進し、環境はもちろん、市の財政にも優しい「青空リサイクルプ
ラザ」で有り続けたいものです。

　
　限られた資源をほとんど輸入に頼っている日本では、循環型社会形成の
ためにも、一人一人の意識の向上が必須です。ごみ減量へ貢献できること
もですが、この「青空リサイクルプラザ」の利用者の方々を見ていると、
３Ｒへの意識が年々向上しているように思えることです。

・ 回収時間外に持ち込まない（時間外に放置して帰らない）
・ 分別のルールを守る
・ 回収品目以外は持ち込まない（ごみはダメ）
・ 係員の指示に従って所定の位置に各自で置く
・ 会場は大変混み合います。会場（店舗の駐車場）内では車などにご注意ください。
　　（市では事故等に一切の責任は負えません。最徐行、ゆずり合い等をお願いします。）



ごみゼロ新聞へのご意見・
ご要望をお寄せください。

『津山市ごみゼロ新聞編集委員会』
 津山市環境事業所 Ｔｅｌ22-8255 Ｆａｘ23-7055 
 E-mail： gomizero@city.tsuyama.okayama.jp 

ごみゼロ新聞は、環境保護のため再生紙と大豆油インキを使用しています。読み終えた後はリサイクルにご協力ください。

　定められた方法以外でごみを捨てることや、自分の所有している土地であっても無許可で埋立
処分をしたりすることは不法投棄であり、犯罪です。
　「不法投棄をしない、させない、許さない」環境づくりに力を合わせて取り組みましょう。

　市では、関係機関と連携し、投棄者の糾明、改善指導、防止対策
（不法投棄禁止看板や車両貼付用マグネットステッカーの貸し出し、
監視カメラの設置等）、不法投棄禁止につい
ての啓発などを行っています。
　詳しくは、環境事業所（☎22-8255）まで
お問い合わせください。

と　き ： 平成２６年５月１８日（日）　午前１０時１５分～午後２時
ところ ： ソシオ一番街他商店街一帯
連絡先 ： ソシオ一番街事務局　☎０８６８-２２-７６５４（午前１０時～午後４時　日・火は除く）

お知らせ　消費税増税への対応について（平成２６年４月１日から）

対象となる主なもの

第４７回　ガレージセール

◆ 不法投棄をさせない地域を目指して ◆

　　　　　消費税の改定に伴い、消費税相当額について本体価格の５％から８％へ変更します。
なお、手数料の本体価格の変更はありません。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　不明な点など、詳しくは、環境事業所又は各支所市民生活課までお問合せ下さい。

可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック容器包装・粗大ごみ の処理手数料
　　※ただし、勝北・久米地域は、それぞれの広域衛生施設組合でごみを処理しており、
　　処理方法や料金設定が異なるため、対応が異なります。
特定の廃家電製品の収集・運搬手数料
　※家電リサイクル法対象の４品目（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫）
し尿処理手数料（し尿汲み取り）

情 報 掲 示 板

購入額ごみ袋の種類
指定ごみ袋（旧津山・加茂・阿波地域）の価格一覧（購入額は平成２６年４月１日以降の額）

※１０枚入り１パックの価格です。※平成２６年４月１日より前に購入された指定ごみ袋もそのまま利用できます。

価格表示

可燃物

（みどりの袋） 不燃物
（透明の袋）

45ℓ　500円(税別)　540円

30ℓ　300円(税別)　324円

20ℓ　200円(税別)　216円

10ℓ　100円(税別)　108円

購入額ごみ袋の種類 価格表示
プラスチック
　　 容器包装
（ピンクの袋）

45ℓ　300円(税別)　324円

30ℓ　200円(税別)　216円

30ℓ　300円(税別)　324円

20ℓ　200円(税別)　216円


