
９
１日おにぎり１個分・・・
どうしたらいいのかしら？

私がポイントを
教えてあ・げ・る♥

有料はイヤだわ〜
でもどうして100ｇな
んですか。

570ｇ
466ｇ 同じくらいの

470gが目標

１人１日のごみ量で比較すると、有料化している中核市の平均
は466gです。現在の鹿児島市が570ｇなので、100g減らして
同じくらいを目指します。
100gはコンビニのおにぎり１個分の重さですよ。

８

有料化している
中核市

現在の鹿児島市

しかもごみが減らないと処理する施設を早く
作らないといけないし、リサイクルしないと
大切な地球の資源もなくなってしまうよ

清掃工場 埋立処分場

・・・！

定期的に建
て替えが必
要なんだ

だんだん埋める
と こ ろ が な く
なってきたぞ

４

このままでは
ごみ出しが有料に！？

やってみよう！100ｇのごみ減量
【資源政策課 216-1290（FAX216-1292）】

　リサイクルに興味があるＯＬのリサちゃん。毎日のごみの分別もキチンと
しているつもりでいる。だが、鹿児島市のごみ出しが有料化されるというウ
ワサを耳にし、真実を確かめに市役所の資源政策課にやってきた…。

　鹿児島市の調査では「もやせるごみ」「もやせないごみ」の中に、
およそ2割の資源物がまざっています。
　まざっている資源物を取り除き、資源物の日に出せば、資源として
よみがえらせることができます。売却して市の収入にもなります。
　取り除いた分、「もやせるごみ」「もやせないごみ」の量を減らすこ
とができます。分別して60gごみ量を減らしましょう。
　ちゃんと分別しているつもりでも意外とまざっていますよ。

　 ｢もやせるごみ｣の４割以上を占める生ごみに
は、水分が多く含まれています。水分を減らすこと
で燃えやすくなり、処理コストも少なくなります。
　１人１日のごみ量570ｇで換算すると、生ごみ
の水切りにより40gもごみ量を減らすことができ
ます。写真のようにいらなくなったＣＤなどを使
い、シンクに押し付ける方法がオススメです。手
を汚さずに水がジューっと絞れますよ。

ごみ出しカレンダーは
市ホームページにも掲
載しています

Ｐoint①
分別をキチンと

Ｐoint②
生ごみの水切りの徹底を

鹿児島市ごみ減量シンボルマスコット
　ストッピーくん　ダイエットちゃん

でも、鹿児島市はごみが多いんだ。
家庭から出るごみ・資源物の量はおよそ年間15万トン。
処理にかかる費用は年間50億円以上で、皆さんの貴重な
税金でまかなってるんだ。

３

えーっ！
そんなに！

なんと県立鴨池
野球場の3.6杯分

全国では、有料化でごみ減量を進めて
いるところもありますが、鹿児島市で
は現在のところ、皆さんの大きな負担
になる有料化はしません。
資源物を除く家庭ごみの量を
１人１日100g減らすことを目標
に、ごみの減量化・資源化に取り組ん
でいきます。

は〜い！資源政策課
の西山です
これからの鹿児島市
の取り組みを説明し
ますね

資源政策課
西山課長

６
いきなり有料に
はせず、まずは
みんなでごみを
減らしていくん
ですね。

そうです。そして、平成30年９月に取り
組みの効果を検証し、その後設定し
た目標年度に達成できなかった
ときはやむなく有料になるかも
しれません。

７

リサちゃん、落ち着い
て。ごみ減量請負人こ
と、西山課長に聞いて
みるね

課長、お願い
しま〜す！

５ ストッピーくん、
このままじゃまずいん
じゃない！？
なんとかならないの！

リサちゃん

あわ
あわ

ちょっと、ストッピーくん！
ごみ出しが有料になるって聞
いたんだけど！

ま、まだ有料
になると決ま
ったわけじゃ
ないよ。 

２

この日は資源政策課で
働くストッピーくん

１

１人１日の
ごみ570g

まざっている資源物を分別し、
それぞれの日に出しましょう

｢新聞･チラシ｣ ｢段ボール」
｢紙箱･包装紙等｣ ｢紙パック｣
｢雑誌類｣
◆品目ごとにひもで束ねて
◆雨の日は出すのを控えるか
　ひもで束ねて透明袋で

｢弁当の容器｣ ｢トレイ｣
｢ポリ袋類｣ ｢ボトル類」など
◆全てまとめて１つの透明袋で
◆食べかすなどを取り除き、
　サッと水洗いで
◆汚れがひどく、落ちにくいも

のは ｢もやせるごみ｣ に

｢ペットボトル｣ ｢缶・びん」など
◆原則、品目ごとに透明袋で
◆ペットボトルのラベルとふたは
　外して｢プラスチック容器類｣に

　全小学校区で開催します。表は11月９日までに開催する校区を掲載しています（11月10日以降に開催の校区は来月号に掲載）。
◆対　象　市内に住む人　◆時　間　月〜金曜日は全て19時〜20時30分、■前は10時〜11時30分、後は13時〜14時30分
◆場　所　各校区の校区公民館　※名山は女性会館（教育総合センター２階）、明和は明和福祉館で開催
◆申し込み　不要　　◆自家用車での来場はご遠慮ください　◆市ホームページには全ての日程を掲載しています

まぜればごみ、
分ければ資源よ♥

気軽に参加して
くださいね

■古紙類　目標33ｇ減
■プラスチック容器類　目標18ｇ減
■その他の資源物　目標９ｇ減

10月15･16日 の 環 境
フェスタ（10面）や、
10月30日の食育フェ
スタ（４面）でも体験
できます

１日100ｇ＝おにぎり１個分のごみ減量

古紙類 プラスチック
容器類

その他の資源物

校区名 期日（月〜金曜日） 期日（土・日曜日）
荒田 10月27日（木） 11月５日（土）■前
伊敷 10月13日（木） 10月29日（土）■前
伊敷台 10月13日（木） 10月23日（日）■前
犬迫 10月17日（月） 10月22日（土）後
宇宿 11月７日（月） 11月13日（日）■前
鴨池 11月１日（火） 11月５日（土）後
川上 10月12日（水） 10月22日（土）■前
花野 10月12日（水） 10月23日（日）■前
向陽 11月２日（水） 11月６日（日）後
小山田 10月19日（水） 10月23日（日）■前
坂元 10月17日（月） 10月29日（土）後
坂元台 10月19日（水） 10月29日（土）■前
桜丘西 11月７日（月） 11月13日（日）■前
桜丘東 11月２日（水） 11月13日（日）■前
清水 10月19日（水） 10月29日（土）■前
城南 10月25日（火） 10月30日（日）■前

校区名 期日（月〜金曜日） 期日（土・日曜日）
西陵 11月７日（月） 11月20日（日）後
清和 11月７日（月） 11月26日（土）■前
草牟田 10月20日（木） 10月29日（土）後
大明丘 10月18日（火） 10月23日（日）後
大龍 10月13日（木） 10月22日（土）後
田上 10月31日（月） 11月26日（土）後
武 10月26日（水） 10月30日（日）後
武岡 10月24日（月） 10月30日（日）後
武岡台 10月31日（月） 10月22日（土）■前
玉江 10月24日（月） 10月29日（土）後
中山 11月９日（水） 11月12日（土）後
中郡 10月27日（木） 11月５日（土）■前
中洲 10月26日（水） 11月５日（土）■前
西伊敷 10月12日（水） 10月22日（土）■前
西田 10月26日（水） 10月30日（日）後
西紫原 11月１日（火） 11月６日（日）■前

校区名 期日（月〜金曜日） 期日（土・日曜日）
原良 10月24日（月） 11月13日（日）■前
東谷山 11月９日（水） 11月12日（土）■前
広木 11月２日（水） 11月６日（日）■前
星峯東 11月８日（火） 11月12日（土）後
松原 10月20日（木） 10月23日（日）後
南 11月１日（火） 11月５日（土）後
皆与志 10月17日（月） 10月23日（日）■前
宮川 11月８日（火） 11月12日（土）後
紫原 11月１日（火） 11月５日（土）後
名山 10月27日（木） 10月30日（日）後
明和 10月25日（火） 10月30日（日）■前
八幡 10月25日（火） 11月13日（日）後
山下 10月20日（木） 10月29日（土）後
吉野 10月18日（火） 10月23日（日）後
吉野東 10月18日（火） 10月29日（土）■前

  

家庭ごみの減量化･資源化の推進のための住民説明会

★来月号から８面でごみ減量のコーナー「ごみマイナス100gへの道」がスタートします

資源物を除く家庭ごみとは？
「もやせるごみ」「もやせないごみ」「粗大ごみ」
の３種類。なお、資源物とは ｢缶・びん｣ ｢ペッ
トボトル｣ ｢プラスチック容器類｣ ｢古紙類｣ など

ごみ出しが有料になると？
他の市を参考にすると、ごみ袋は指
定の有料袋に。一般的な45ℓのご
み袋は、ごみ袋代に45円
の手数料（１ℓにつき１円）
が上乗せされる

中核市の状況は？
中核市の人口はおよそ20万人〜70万人で、全国
で47市。そのうち13市がすでにごみを有料化 右のページへＧＯ！

ポイントは２つ！簡単なので
ぜひ今日から取り組んでみてね♥

資源物の分別で
60g以上の減量 生ごみの水切りで

40gの減量

各家庭にあるごみ出しカレンダーに詳し
いごみ出しの説明が載っているので役立てて
くださいね。下記の住民説明会でも詳しく
説明しますよ。
ごみ減量、がんばりましょう！

ありがとうございました！
私ももっとごみ減量に取り
組んでみます。

１袋につき
＋45円

１ ２

このままシンクに押し付ける

牛乳パック１枚分

弁当がら
１個分

知っ得情報13 12知っ得情報かごしま市民のひろば


