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平成２５年度に環境省が「循環型社会」の実現に向けて、３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）の促進に関する啓発活動に資することを目的に募集した「３Ｒ促進ポスター」

の応募作品を前回に引き続きご紹介します。 
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第 10 号 

2014 年 3月号 

高松小学校 ６年 本田華鈴さん 

高松小学校 ６年 久家紗奈さん 

すてきな作品を 

どうもありがとう(^o^) 
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年度末は一時多量ごみの季節です！ 

今こそリサイクルですよ！ 
 

 ３月は進学・就職の準備のため、お引越しが多くなります。それに合わせて通常の生活

から出る以外に一時的な多量ごみが発生する時期でもあります。 

ごみをいつもどおり収集として出すだけでは間に合わない時は、

市の処理場へ直接持ち込まれることもあると思いますが、ちょっと

待ってくださいよ！その中にはまだまだ使えるものがあるのでは

ないでしょうか。 

 古新聞・古雑誌等の古紙は可燃ごみで処分することは出来るだけ

避けて、リサイクルステーションや民間のリサイクル業者へ持って行きましょう！その方

が処理費用もかからず、引っ越し費用を節約することができますよ(^^) 

 また、家電や家具、衣類なども民間のリサイクル業者が引き取ってくれる場合がありま

す。これも利用すれば経費の節約に貢献しますよ。 

 今まで使っていた大切なものを捨てて

しまうのは、やっぱり「もったいない」で

すよ。リサイクルを面倒がらずに、積極的

にチャレンジしてみてください(^o^)／ 
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【古紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家電・家具・衣類等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 市内のすべてのリサイクルショップ・事業者を記載しているものではありません。 

※ 引き取りの条件や定休日などはお店によって異なりま

すので、各店にお問い合わせください。 

※ 事故・トラブル防止のため、商品の引き渡しや購入の際

には、条件や内容をよくご確認のうえ、各自の責任でご

利用ください。 
 

事業所名 電話番号 住  所 

今村商店 21-4590 今市町北本町 3-5-22 

有限会社 金村商店 21-1899 白枝町 927-1 

ＰＯＧカンパニー 28-0600 白枝町 249 

瀧川産業株式会社 22-4111 大津町 2032 

ヒラオカ 22-6184 大塚町 11118-4 

事業所名 電話番号 住  所 取扱品等 

ブックオフ出雲店 23-9010 荻杼町 488 本、ＣＤ、ゲーム等 

ブックオフ出雲渡橋店 20-7111 渡橋町 800-1 本、ＣＤ、ゲーム等 

オフハウス出雲塩冶店 20-1355 塩冶善行町 14-1 服、家電、家具等 

びっくり屋 23-2690 白枝町 1153-5 骨董品、家電、家具等 

づぼら屋 25-0383 荻杼町 525-2 家具、家電等 

古着屋ファミリー 20-1499 渡橋町 1049-1 衣類 

リサイクルショップゴリラ 25-7310 高岡町 459-1 家具、家電、事務用品等 

リメーク・ライフ出雲店 21-6544 天神町 202-1 服、家具、家電等 

生活らくらく館 63-7333 平田町 7143 生活用品、家電、衣類等 

ドキドキ斐川店 73-7355 斐川町直江 4826-1 服、家電、楽器等 

へんこつ屋 72-4555 斐川町直江 4832-3 骨董品、家電、家具等 
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 このコーナーでは、知っているようで知らなかったごみの出し方や、ついつい起こっ

てしまうトラブルなどをテーマに分かりやすく解説していきます。 

 今回は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ パソコンを廃棄する際にはご使用のメーカー又はパソコン３Ｒ推進協会（03-5282-7685）

へ申し込みが必要です。家電量販店や電気屋さんでは原則的には受け取りませんのでご

注意ください。（買い替えの場合など下取りとして引き取る場合があります。） 

※ 平成 15年 10月以前に購入されたパソコン（PCリサイクルマークの表示の無いもの）を

廃棄する場合はリサイクル料金が別途必要です。 

※ プリンター、マウス、キーボードのみを処分する場合は「破砕ごみ」です。 

WindowsXP の製品サポートが平

成 26 年 4 月 9 日に終了すること

に伴い、パソコンの廃棄が多くな

ると思われます。廃棄する際には

ルールを守ってくださいね。 

PC ﾘｻｲｸﾙｷｬﾗｸﾀｰ「さいまるくん」 
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突撃！ごみ減量化レポート！ 
 このコーナーは、皆様のご家庭や職場でごみ減量をどのように工夫して実践してい

らっしゃるかをレポートし、紹介するという情報コーナーです。 

 今回は出雲地域にお住いの青木さんのご自宅に突撃させていただきました。 

**************************************************************************** 

出雲地域で美容室を経営していらっしゃる青木敏子さんは、お仕事の傍ら、趣味とし

て新聞の折り込みチラシを使ったエコペーパークラフト作りを長年続けておいでです。 

まずはエコペーパークラフト作りを始められたきっかけを教えてください(^^) 

「はい、エコペーパークラフト（アンデルセン）

作りは、30年ぐらい前に結構流行ったんですよ。私

はお母さんから作り方を学んだんですけど、その頃

流行していたものは、お菓子の皿程度の小さなもの

でした。でも、始めたらとっても面白くて、自分な

りに工夫しながら収納ボックスや椅子のような家具

を作れるようになったんですよ。」 

確かに！作品を拝見させていただくと、随分しっかりとした

造りの作品が多いですね。ごみの減量化にもなっているのでは

ないでしょうか。 

「そうですね。正直言いましてごみの減量化にはあまりなっ

ていないかも知れませんが、いらなくなった広告紙を再利用し

て思いどおりの家具が作れるなんて面白いでしょ。植木鉢を作

ったこともありますが、十分使えるんですよ。」 

おぉ！これは凄い！不用になったものを再利用して生活必需

品を作っていくなんて！スタイリッシュですね(^^) 

「はい、今は月に２回ですが斐川環境学習センタ

ーで体験教室を開催しています。そこでいろいろな

方々と交流できることも、とっても楽しいですよ。」 

よく分かりました。今回もとても素晴らしいお話

を伺うことができました。興味のある方は、斐川環

境学習センター（℡72-5242）へぜひお問い合わせく

ださいね(^o^)／ 

新たな作品を制作中の青木さんです。 

頑丈な３段ラックです。 

素敵な作品がたくさんありました。 
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このシリーズは、ごみ処理の現場で働いていらっしゃる職員さんから、市民の皆様へ

生の声を伝えるためのコーナーです。 

今回は、株式会社島根サニタリの武田さんと秋國さんにレポートしました。 

 

出雲地域の可燃ごみの収集を行っている株

式会社島根サニタリの武田さんと秋國さんは長

年ごみの収集作業を行っていらっしゃるスペシ

ャリストです。毎日毎日、暑い日も寒い日も、

雨の日も雪の日も市民のごみを収集していただ

いています。 

収集作業を行われる中で、何か困ったことはありませんか？ 

「はい。多くの市民の皆様にはルールを守ってきちんとごみを出していただいていま

すし、収集作業中に市民の方から挨拶をいただいたり、子どもが手を振ってくれたりと、

大変嬉しいこともあります。しかし、稀にですが、市民の方が出されたごみ袋が破れて

いて中のごみが飛散していることがあります。」 

そうですか！ごみ集積場で収集前

に散らかっているごみは、その集積場

所の管理者が片づけるべきものです

よね。 

「はい。もちろんそうなんですが、

見るに見かねて私たちが片づけるこ

ともあります。そのようなことを防ぐ

ためにも、ごみ袋を路上などに野積み

するのではなく、ごみ集積箱を設置し

秋國さん（左）と武田さん（右）です。 

収集前に飛散してしまった可燃ごみです。 
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たり、網を使うなどの対策を講じるべきだと思いますね。」 

確かにそうですね。出雲市ではごみ集積箱を設置する際の補助金制度も設けています

ので、地域でごみ集積箱による集積化を進めていただきたいですね。他に何かあります

か？ 

「はい、実はそのごみ集積箱のことなんですが、地域やアパートで長年使われている

ごみ集積箱の中には、『可燃ごみ』『不燃ごみ』の表示が消えてしまい、それぞれのごみ

が混在していることがよくあるんで

す。私たちは可燃ごみ収集業者です

ので、不燃ごみの集積箱を勝手に開

けることはありません。しかし、そ

れがトラブルになることがあるんで

す。」 

そうなんですか！ごみを出す側

の住民はそこまで考えずに出してし

まうことはあるでしょうね。まさか

自分が不燃ごみの集積箱に可燃ごみを入れているなんて、表示が無ければ分かりません

からね。それで自分のごみが収集されずに残ってしまうとトラブルになるのですね。 

「はい。やはりごみ集積箱は設置され

た地域の方やアパートの大家さんが表

示を含めてきちんと管理していただき

たいですね。それによって、私たちごみ

収集業者も円滑な収集作業が出来ると

思います。」 

ありがとうございました。大変よく分

かりました。 

ごみを出すとき、ごみ袋を集積箱に入

れてしまうと、その後のことまで考えない場合が多いのではないでしょうか。今回のお

話のように、出したごみが収集・処理されるまでのことを皆さまでぜひ考えていただき

たいと思います。 

ごみ集積箱の分別表示が消えている状況です。 
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出展：「守貞謾稿」国立国会図書館 

 

 

 

 

 

このシリーズは江戸時代から昭和初期の私たちのご先祖様が生活の中で普通に行っ

ていたリサイクルについて学び、現代の私たちがどのようにその知恵を生かしていく

か？というコーナーです。 

 

江戸時代の日本は現代以上のリサイクル社会であり、私たちが目指している持続可能

な循環型社会であったと言われています。そのため、当時のヨーロッパの都市と比べて

も日本の都市はとても清潔であったそうです。 

江戸時代はごみを減らすためのリサイクルではなく、「モノを大切に最後まで使う」

という考え方によりリサイクル社会を生み出していったのです。それは単に貧しかった

からだけではなく、先人たちの絶え間ない努力によるものだということも忘れてはなり

ません。 

右の絵は「提灯（ちょうちん）の張り替え」

の仕事をしていた人を描いたものです。 

暗い夜道を歩くために使うものと言えば、

江戸時代はやはり「提灯（ちょうちん）」です

が、その構造は竹と紙であり、使われていた

紙は蝋燭（ろうそく）のすすや熱で変色しや

すかったようです。現代の私たちが提灯を使

うことは少なくなりましたが、懐中電灯が壊

れれば修理するよりも買い替える方が多いの

ではないでしょうか。 

ところが、江戸時代はその提灯の修理業者

が巡回し、頼めばその場ですぐに紙を張り替

え、名前や屋号、紋なども描いてくれたようです。 

「モノが壊れたら直す。」当たり前のことですが、私たちの生活習慣の中から少しず

つ失われてきているのではないでしょうか・・・ 
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前回から始まりましたシリーズ「ごみに関するエトセトラ」は、私たちの生活の中

に意外と身近にあるごみについて語る雑学コーナーです。今回も「ことわざ」の中に

ある「ごみ」についてです。 

 

「ことわざ」とは、観察と経験そして知識の共有によって、長い時間をかけて形成

されたものです。その多くは簡潔で覚えやすく、言い得て妙であり、ある一面の真実

を鋭く言い当てていたりします。そんな「ことわざ」の中には「ごみ」を含んだもの

が案外たくさんありますが、決して悪い意味ばかりではありません。 

 

今回は・・・ 

 

 

 

 

 

この「ことわざ」はよく誤って使われますが、「塵」は「つまらないもの」という意

味では無く、「塵のようにごく僅かなものでも、積もり積もれば山のように大きくなる」

ということから「小事をおろそかにしてはならない」という戒めなのです。 

 小さな努力もコツコツ続けていけば、大きな力

になります。1 円ずつでもコツコツ貯金していけ

ば、いつかは大金になります。出雲市のごみの減

量も住民の皆さんの出来る範囲で少しずつコツコ

ツと減らしていけば、全体として大きな減量化に

なりますので、ご協力をよろしくお願いいたしま

す(^o^)／ 

 


