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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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発行／出雲市文化環境部環境政策課減量推進係 E-mail:kankyou-seisaku@city.izumo.shimane.jp 

〒693－8530出雲市今市町７０   ☏0853-21-6988 FAX 0853-21-6597 

第 11 号 

2014 年 5月号 
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高松地区 北尾 萌栞さん 

すてきな作品を 

どうもありがとう(^o^) 
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ごみは集積して出しましょう！ 

 

市では、ごみの排出場所の集積化を促進し、ごみ収集の効率化を図るとともに、ごみ

の散乱を防止し、市民の良好な生活環境を確保することを目的として、ごみ集積場（箱）

の新設又は修繕に係る費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付しています。 

集積箱を使ってごみを出すと、カラス等に荒らされることがほとんど無くなりますの

で、収集車がごみを収集するまでの管理がとても楽になるだけでなく、ごみの排出場所

周辺がとても清潔になります。 

清潔で暮らしやすい住環境づくりのため、皆さんでお互いに

声を掛けあい、集積場（箱）の設置にご協力をお願いします。 

なお、補助金制度については以下のとおりです。また、この

ことについて詳しくは環境政策課（℡21－6988）または各支所

へお問い合わせください。 

 

 

ごみ集積場設置経費補助金 

補助金の内容 

ごみ集積場を設置する町内会（自治会）等（補助対象については下記のとおり）に設置

経費の一部を助成します。 

補助対象 

ごみ集積場を設置する町内会（自治会）等で 

① ごみ集積場設置経費が 1万円以上であること 

② ごみ集積場を利用する世帯数が５世帯以上であること 

補助金額 

① 5世帯～19世帯で利用する集積場の場合・・・ 設置経費の半額で上限 5万円 

② 20世帯以上で利用する集積場の場合・・・・・設置経費の半額で上限 15万円 

③ 集積場を修繕する場合・・・・・・・・・・・ 修繕経費の半額で上限 2万円 
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 廃家電は適正に処理してください！ 

不法投棄の防止にご協力をお願いします 
  

廃家電や粗大ごみなど廃棄物の処分に、無許可の回収業者を利用しないでください。

ご家庭の廃棄物を回収するためには、出雲市の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必

要です。また、これとは別にテレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥

機の家電４品目を廃棄するときは「家電リサイクル法」に基づき処理しなければなり

ません。パソコンについても、「資源有効利用促進法」に基づき、メーカー等によるリ

サイクルが行われています。 

 無許可の回収業者による不法投棄、不適正処理の事例も報告されています。廃家電

や粗大ごみは、適正な処理をしましょう。 

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

街中を大音量で巡回したり、空き地で回収したり、チラシを配布したり、廃家電や粗

大ごみなどの廃棄物を無許可で回収している業者はありませんか？そのときは・・・ 

ちょっと待ってください！！ 

 

ご家庭のごみを出雲市の許可や委託を受けずに収集することは認められていません！ 

 

また、無許可の回収業者のなかには悪質な業者もあり、思わぬトラブルに巻き込まれ

る恐れもあります。 

・無料で回収すると言っていたのに・・・高額な処理料金を請求された！ 

・ごみの処理ルールを説明されたが・・・嘘を教えられた！ 

・テレビを渡したら・・・近所の道端に捨てられていた！   ・・・などなど 

 

左の写真は、平成２６年に出雲市内で

見つかった不法投棄の現場です。 

テレビやタイヤ、タイヤチェーンの外

箱、スキー板、また、解体され部品が抜

き取られた冷蔵庫などが捨ててありま

す。 
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小売業者の方々へ・・・ 
 家電リサイクル法では、小売業者に対して、主に廃棄する家電４品目（テレビ、エ

アコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）の収集・運搬の役割を課しています。

家電リサイクル法の円滑な施行にあたっては、小売業者の役割が大変重要です。 

 ここでは、小売業者の方々が廃家電４品目を取り扱うにあたり、遵守、留意すべき

事項を簡単に紹介します。適切な対応をよろしくお願いします。 

 

 

 

  

○排出者（消費者）からの引取義務 

 小売業者は、次の場合、廃家電４品目の引取義務があります。 

①自らが過去に小売販売をした廃家電４品目の引取りを求められたとき 

②対象機器の小売販売に際し、同種の廃家電４品目の引取りを求められたとき 

 ○製造業者等（家電メーカー等）への引渡義務 

   小売業者は、廃家電４品目を引き取ったときは、原則として、その対象機器の製

造業者等（製造業者が明らかでない時は指定法人）に引き渡します。 

 ○収集・運搬料金の公表 

   小売業者は、廃家電４品目を引き渡すために行う収集及び運搬の料金について、

あらかじめ公表する義務があります。 

 ○管理票（家電リサイクル券）の発行等 

   小売業者は、排出者から廃家電を引き取る際に、家電リサイクル券を発行し、そ

の写しを排出者に交付します。 

   製造業者等から回付された家電リサイクル券は適正に管理・保管し、排出者の求

めに応じて閲覧できるようにします。（この事務は、他者

へ委託する事はできません） 
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 ○収集運搬業務の委託について 

   小売業者が廃家電４品目の収集運搬を他者に委託する場

合は、一般廃棄物収集運搬業か産業廃棄物収集運搬業のい

ずれかの許可を持った業者に委託してください。 

○管理票の回付確認について 

  小売業者は、管理票（家電リサイクル券）に関する事務の一部を他者に委託する

ことができますが、製造業者等へ確実に引き渡されたかどうかを確認するため、管

理票の回付確認を徹底してください。 

○ポンプダウンについて 

  家庭用エアコン撤去時には、フロン類の漏出を防ぐため、必ずポンプダウンを行

ってください。 

○リユースについて 

  家電リサイクル法の対象となる４品目の中古家電製品としての引取は、次の場合

に限られます。（排出者からリサイクル料金を徴収することはできません。） 

  ①自らが家電製品として再度使用する場合 

  ②再度使用または販売するものに有償または無償で譲渡する場合 

 

注意！ 

・部品や部材を取り出すために解体する業者に譲渡することはで   

きません 

・販売できる見込みのない廃家電４品目を中古家電製品として引 

き取ることはできません。 
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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・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 未使用の花火をそのまま可燃ごみに出されると、収集車が火災を起こすことがあります

ので、絶対にやめてください。 

未使用の花火は、バケツの水に

１週間程度浸しておくと火薬が溶

け出します。濡れた状態で可燃ご

みとして捨ててください。 
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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、出雲市ごみ減量化アドバイザーの伊藤美恵子さんにお話を伺いました。 

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

出雲市内の各コミュニティセンターなどで、米袋や古布などを利用してマイバッグ

作り教室を開催されています。 

ではなぜ、米袋を利用しようと思われたのでしょうか？教えてください(^^) 

「はい、以前ご近所のお年寄りの方が、スーパーで

レジ袋をもらっておられたのです。何に使うのか聞い

てみると、畑の野菜を人にあげる時に使っておられる

ようなんです。これは環境に良くないと思い、何か良

いものはないか考えたとき、30 キロも米が入っていた

丈夫で形がしっかりした米袋が良いと思いついたので

す。それから、同じアドバイザーの澄川さんと一緒に 

なって試行錯誤を重ねて今の形にたどり着いたんで

す。軽くて持ち運びしやすいと好評なんですよ！それに、

布や紙を貼って素敵なバッグにも大変身しますよ！！」 

 おぉ！米袋のデザインを活かしながら、コンパクトな形!

スタイリッシュですね(^^) 

「はい、古布や古くなった傘などを使って、コースター

やバッグ、腕抜きなどもできるんですよ。常に身近にある

ものを、どうにか形を変えて再

利用できないか考えています。

また、市民の方から寄せられる様々な意見に耳を傾けなが

ら、今後もいろいろなことを考え、アドバイスできるよう

にしていきたいですね。世界に一つだけの使いごこちの良

いものに変身できた時は、とてもうれしいものですよ」 

使えなくなった物は『捨てる』のでははく、『活かす』 

            という発想が必要なんですね！ 

まさに、“減量化アドバイザー”。これからも、市民の方に寄り添っていただき、さ

まざまな事を教えてくださいね(^o^)／ 

 

 

古布を利用したコースター 

 

着なくなった思い出の服や着物を再利

用したバッグ 

 

米袋そのままのバッグ（手前）と、

米袋に紙や布で装飾したバッグ 
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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、（有）ワスティーシステムの皆様にレポートしました。 

 

大社地域等のごみを長年収集していらっしゃる（有）ワスティーシステムの皆様です

が、収集作業をしていらっしゃるといろいろなごみがあるのではないですか？ 

「はい。ほとんどの地域住民の皆様はルールを

守ってごみを出してくださいます。それと、昔ほ

どではないですが、収集作業中に挨拶をくださる

住民の方もいらっしゃいますよ。住民の方々に声

をかけていただくと本当に嬉しいですね。ただ残

念なことに、無記名などルールが守られていない

ごみ袋を見かけることがありますね。」 

そうですか！それは、いけませんね！出雲市では、

収集車が収集するまでは、ごみを出した方に責任を持

っていただくため、指定ごみ袋に必ず名前を記入して

もらうことになってるんですよ！ 

他には何か気付かれたことがありますか？ 

「はい。あと時々見かけるのが、指定ごみ袋に他の袋をつなげて、サイズを大きくし

て出されていることがあるんですよ。重量オーバーはしていないようですが、指定ごみ

袋を勝手にサイズアップすることは良くないですね。」 

取材にご協力くださった富田さん、岩本さん 

花田さん、岡さん、藤間さん 
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えー(+o+)！指定ごみ袋には重量と容量が決められているんですよ！勝手に変更する

ことは絶対いけませんね！袋の口が結べる程度に収めてくださいね(^^) 

今回は、（有）ワスティーシステムの皆様には、お忙しいなか貴重な現場のお話を伺

うことができました。本当にありがとうございました(^o^)／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【参考】出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第５条別表 

種  類 容  量 重 量 手数料 
事業系

手数料 

可燃物指定袋 

特小 10リットル 1袋につき 3kg 15円 / 

小 20リットル 1袋につき 6kg 30円 / 

大 40リットル 1袋につき 10kg 51円 123円 

可燃物収集券 40リットル相当 1枚につき 10kg 51円 123円 

不
燃
物
指
定
袋 

破砕 
小 20リットル 1袋につき 6kg 30円 / 

大 40リットル 1袋につき 10kg 51円 123円 

埋立 
小 20リットル 1袋につき 6kg 30円 / 

大 40リットル 1袋につき 10kg 51円 123円 

空き瓶、空き缶又

はペットボトル 

小 20リットル 1袋につき 6kg 5円 / 

大 40リットル 1袋につき 10kg 10円 / 

不燃物収集券 40リットル相当 1枚につき 20kg 51円 123円 

粗大ごみ収集券 
2m × 1.2m × 1m

以内 

1枚につき 50kg 1,028円 / 

 

出雲市指定ごみ袋に他の袋を継ぎ足して容量オーバーで出されたごみ！！ 
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シリーズ「リサイクルは先人に学べ！」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

からではなく、先人たちの絶え間ない工夫と努力によるものだということも忘れてはな

りません。 

左の絵は「傘張り（かさはり）」の仕事をしてい

た人を描いたものです。 

江戸時代の傘は、竹の骨組みに防水性の油紙を

張ったものです。油紙といっても、破れやすいも

のですので、「傘の古骨買」という職人の方が、破

れた油紙を丁寧にはがして新しい油紙を張り、傘

をリユースしていました。さらに、この張り替え

た油紙も捨てずに、お味噌を包む紙として再利用

していたようです。 

現代の傘は、ビニール製で破れにくいものです

が、傘の骨が折れてしまえば、新たなものを購入し

てしまいがちですよね。 

今回、本誌６ページでもご紹介した出雲市ごみ減量化アド

バイザーの伊藤美恵子さんも、使えなくなった傘を使って、

すてきなかばんや腕抜きなどを作っていらっしゃいました！ 

みなさんも、ごみを捨てる前に、「何かに使えないかな？」

と手を止めて考えてみる癖をつけるようにしましょう！ 

 

 

  

出展：「和国諸職絵つくし」国立国会図書館 

伊藤さんが傘で作られたかばんと腕抜きです 
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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。まずは「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」の意味は、「水が一ヶ所にたまって流れなくなると、そこにごみが

たまり水も腐る。」ということから「よどみには腐敗が生じやすい」という戒めなので

す。 

 たとえば会社や官庁などでも時には機構を改め、人事

を入れかえるなどして新風を吹き込まないと、型にはま

って新鮮さがなくなり、弊害が生じやすくなるというこ

とです。同じ意味のことわざに「流水腐らず」というも

のもあります。 

私たちの生活の中にも、常に新風を取り入れて、活力

のある毎日にしていきたいものですね(^o^)／ 

 


