
　私たちが出した「プラスチック容器包装」、「缶」、「びん」、「ペットボトル」、「蛍光灯等」などは、
どのようにリサイクルされているのでしょうか？　今回は津山圏域クリーンセンターを見学し
てきました。

第59号　2018.6.1

発行／津山市ごみゼロ新聞編集委員会　TEL／0868-32-2203

資源化物のゆくえ　見学！クリーンセンターへ

ごみゼロ新聞調査隊が行く

プラスチック容器包装（ピンク色の袋）１

不適物は
手作業で
取り除き
　　ます！

適合物のみを集めていく

たくさん集まったら圧縮梱包

梱包品１つ
約３００kg！

現在は、広島県福山市にある工場に引き取られて

汚れたままのものや、プラスチック製品、
ペットボトルなどが多いみたい！
不燃ごみが入っていることも！

まず、手選別 をします

プラスチック製品などに リサイクル

プラマークの指定がないものは 入れたらダメ！

どうしても汚れがとれない、洗いにくいものは「可燃ごみ」

梱包品完成

汚れたままのものや、プラスチック製品、
ペットボトルなどが多いみたい！
不燃ごみが入っていることも！



ペットボトル（青いネットで収集）３

梱包品完成

ごみゼロ新聞調査隊がいく

食品ロスを減らすために・・・

食べられるのに廃棄されてしまう食品のこと

食品ロス とは・・・

　日本では、年間約６２１万トン※の食品ロスがあると考えられています。そのうち家庭から
でる食品ロスは約２８２万トン※で、主な理由としては食べ残しや冷蔵庫などに保管したまま
期限が過ぎて捨ててしまう。野菜の皮を厚くむき、取り除き過ぎるなどがあります。
　食品ロスは地球資源の無駄使いや食品を製造するまでにかかったコストも廃棄するこ
とになります。　　　　　　　　　　　　　　
「食品ロスの削減とリサイクルの推進～食べものに、もったいないを、もういちど。」（平成29年4月　農林水産省）より

　食品ロスを減らすことはごみの減量にもつながります。津山圏域クリーンセンターの
稼動が始まってまだ約１年半しかたっていませんが、新しい焼却炉もごみが減ればそれ
だけ負担が少なくなります。新しい施設を大切に使うため、ごみ減量の観点からも食品
ロスに関心を持って見ましょう。

冷蔵庫の中身を確認して、
必要なものをメモして
買い物に行こう。

食べ残ししない！
冷凍保存してみるのも
　いいかも！

最近では、野菜や魚、肉などを
少量パック（小分け）で売っている

お店もあるよ！
必要な量を考えて購入しよう！

レジに行く前に
もう一度考えてみよう！ 
もし不要になって、捨てる
ことになったら、お金を
捨てることになるよ！

冷蔵庫の中の確認を！
賞味期限が近いものは
　　ないかな？

おなかが空いた時に
買い物に行くと、余分
なものを買ってしまう！
　→食後に買い物に　
　　行ってみよう！ 冷蔵庫の中身を確認して、

必要なものをメモして
買い物に行こう。

食べ残ししない！
冷凍保存してみるのも
　いいかも！

最近では、野菜や魚、肉などを
少量パック（小分け）で売っている

お店もあるよ！
必要な量を考えて購入しよう！

レジに行く前に
もう一度考えてみよう！ 
もし不要になって、捨てる
ことになったら、お金を
捨てることになるよ！

冷蔵庫の中の確認を！
賞味期限が近いものは
　　ないかな？

材料がたくさんある！
→料理作りすぎてない
　ですか！

おなかが空いた時に
買い物に行くと、余分
なものを買ってしまう！
　→食後に買い物に　
　　行ってみよう！

～　ほとんどのものが きれいに分別されて 集まっていました　～

缶（青かごで収集）２

たくさん集まったら圧縮梱包

金属圧縮機で圧縮磁力選別機で選別して
スチールとアルミを分ける

それぞれ
リサイクル業者へ

リサイクル業者へ

ア ル ミスチール

まず、手選別 をします

ペットボトルは 

　ラベルとフタをとって 

　　　　さっと水洗い

圧縮梱包するラベルとフタがついたま
まのものがありました！
※ラベルとフタはプラス
チック容器包装(ピンク
の袋)です

これも手選別するとき

に取り除きます！

ラベルとフタがついたま
まのものがありました！
※ラベルとフタはプラス
チック容器包装(ピンク
の袋)です

これも手選別するとき

に取り除きます！



蛍光灯・乾電池・水銀式体温計（青かごで収集）5

小型家電・古紙・段ボール・古布
　　（小型家電回収ボックスや クリーンセンターへ直接搬入など）

6

びん（青かごで収集）4

リサイクル業者へ

水銀のリサイクルができる工場でリサイクル

手選別をします
※この時に 違う色や不適物が混ざっていたら分けます。

それぞれ

主に無色、茶色のびんに
リサイクル

蛍光灯は 破砕してドラム缶へ

現在は、北海道北見市の

水銀式体温計、乾電池は
そのままドラム缶に入れて搬出

　水銀は 蛍光灯の材料などにリサイクルされます。
※また、蛍光灯のガラスや口金、乾電池の金属部分などもすべてリサイクルされています。

小型家電

古　紙

段ボール

古　布

主に路盤材などに
リサイクル

破砕された蛍光灯が
ドラム缶にたまったら
密封して水銀が飛散
していかないように
するんだそうです。



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』
 津山市環境事業課3R推進係 Tel 32-2203 Fax 23-7055 
E-mail： gomizero@city.tsuyama.lg.jp

ごみゼロ新聞は、環境保護のため再生紙と植物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。

資源回収拠点

出し方

注意　 可燃ごみに 乾電池が 混入していました。

回収品目以外のものを

出したらダメ！

洗って出さないといけない

ものは 洗って出す！

・平成２８年度指定ごみ袋販売収入は１億１,６７８万円でした。（前年度１億１,６０８万円）

迷ったときは 

お店の人に

聞いてみよう！

トレーや缶など

汚れたまま

 出したらダメ！ 可燃ごみが

入っていることが

あるみたい…

平成２８年度指定ごみ袋収入の使いみち

　指定ごみ袋による「ごみ処理の有料化」は、ごみ減量・リサイクルを進めていた旧津山
地域で平成９年８月から開始されました。加茂・阿波・勝北・久米地域も合併時もしくは
津山圏域クリーンセンターの本格稼働に伴い、指定ごみ袋を統一し、実施しています。
　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、市民の皆さんに還
元しています。
　平成2８年度の指定ごみ袋収入は、１億１,６７８万円でした。この収入から、必要経費
（指定ごみ袋の製造費、取扱店手数料、配送などにかかる費用）を差し引いた収益金を、
平成2８年度のごみ減量・リサイクルの費用に使っています。主な内容は次のとおりです。

必 要 経 費　　5,256万円　45.0％
①ごみ袋の製造費 3,451万円 29.5％
②取扱店手数料 1,288万円 11.0％
③配送関係費 464万円 4.0％
④事務費 53万円 0.5％

収益充当事業　　6,422万円　55.0％
⑤リサイクル関係費　※１ 4,325万円 37.0％
⑥報奨金　※２ 1,714万円 14.7％
⑦生ごみ処理機器補助金 189万円 1.6％
⑧環境啓発（ごみゼロ新聞など） 146万円 1.3％
⑨環境基本計画推進事業費 48万円 0.4％

《 内訳 》

※１ リサイクル関係費▶「缶」「びん」「プラスチック容器包装」「古紙類」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。

　平成２８年４月１日より、津山市では
蛍光灯、乾電池、水銀式体温計 を青かご
で集めています。
　しかしながら 可燃ごみに乾電池が混入
するケースがみられます。
　水銀を 適切にリサイクルするためにも
必ず分別して 資源ごみ に出しましょう。

乾電池が
焼却灰の中から
こんなに
見つかった！

乾電池が
焼却灰の中から
こんなに
見つかった！

大切なことだから
　　　気をつけたいですね もしかしたら、プラスチック製のおもちゃの中に まだ乾電池が

入ったままかも！ ごみ袋に入れる前に 一度確認して！！

　青空リサイクルプラザ（平成３０年３月に終了）を開催していたウエストランドと
天満屋ハピーズ東一宮店で新たな拠点回収を４月１日より始めました。

他にも　発泡トレイ、透明トレイ、ペットボトル、牛乳パックも 回収
（一部は ウエストランド、天満屋ハピーズ東一宮店の独自の協力で 店頭回収されています。）

缶・びん

　・中を洗って水気を切り フタをとる。
　　（フタは プラマークの指定があれば プラスチック容器包装、金属のフタは 不燃ごみ）
　・ラベルをとる。（※ のり付けしてあるラベルは そのままでもOK）
　・スプレー缶や カセットコンロのガス缶も出せます。（※ 必ず使い切っておくこと！）
乾電池

　・袋に入れて出す。
　・乾電池の電極にはビニールテープを貼って絶縁する。

ウエストランド、天満屋ハピーズ東一宮店の 拠点回収で

　　　　　  　　　 新たに回収できる資源化物が 増えました！

ウエストランド 天満屋ハピーズ東一宮店

回収物　缶・びん・乾電池 new ! 回収物　缶 new !

　新たに回収
できる資源化物
　を追加！

拠点回収として
　　新たに開始！


