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出雲ごみダイエット通信 
発行／出雲市経済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 

みなさんは、台所から出る廃食油をどのように廃棄されていますか？ 

市では、廃食油を回収する場所を設けていますが、７月２５日（土）

親子環境講座として、廃食油を使ったキャンドル作りを開催します。ぜ

び、ご参加ください。（詳しくは、4 ページをご覧ください。） 
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多伎地域で古着市が開催されました！ 
～出雲市環境保全連合会多伎支部・出雲市消費者問題研究協議会多伎支部～ 

平成２７年３月７日（土）、８日（日）に出雲市

多伎町で、出雲市環境保全連合会多伎支部と出雲

市消費者問題研究協議会多伎支部の主催で、多伎

地域古着市が開催されました。 

多伎コミュニティセンター大ホールを会場に、

7 日は古着の持込みが約 600 枚あり、翌日の 8 日

は、1 枚 100 円で販売され、120 枚の購入があり

ました。 

8 日は、消費者問題研究協議会多伎支部の研修会とあわせて開催され、70 名の多くの方で賑わ

い、熱心に研修会にも参加しておられまし

た。 

古着市は、今年で５回目の開催となり、市

民に密着し、定着した取り組みを続けておら

れます。 

参加者からは、「今後もこの取り組みを続け

てほしい」「毎年楽しみにしている」との声が

あり、古着のリユースの意識の高さを感じる

イベントとなりました。 

 

100 円ではなかなか購入できない古着がたくさん持ち込まれました 

8 日（土）の古着市の様子 

8 日（日）の古着市の様子 
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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・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 
これが回収タンクで

す。（１８リットルポ

リ缶を設置していると

ころもあります。） 

 

タンクのふたを開け

ます。 

 

廃食油を移します。 

 

食用油を排水口に捨てると、水質悪化や排水管が詰まる原因になります。 

 

排水に流れた油は、冷えると固まって排水管の内側に付着します。下水道管がつまっ

たり、悪臭が発生するなどのトラブルの原因になる恐れがあります。 

また、下水処理施設の機能低下の原因になりますので、 

絶対に油を流さないでください。 

出雲市では、コミュニティセンターなどに廃食油の回収拠点を 

設置しています。家庭の廃食油は最寄りの回収場所にお持ち頂き、 

設置されている回収箱に移しかえてください。 

リサイクルできる油は、植物性の食用油に限ります。 

天かすなどのごみは、取り除いてお持ちください。 
 

 

●油を買った時の容器やペットボトルなどに入

れてお持ちください。 

●容器は持ち帰り、各自で処理してください。 

▼▼出雲市内の廃食油回収場所▼▼

各コミュニティセンター・支所 
消費期限切れの食用油も持込みいただけます 

●エンジンオイルなどの潤滑油は、

回収できません。処理について

は、購入したお店または環境政策

課までお問い合わせください。 

●事業活動に伴って発生した油は

産業廃棄物です。 

廃食油の捨て方（回収）について 
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突撃！ごみ減量化レポート！ 
 このコーナーは、皆さんのご家庭や職場で、ごみ減量を工夫し実践している方を取材

し、紹介するという情報コーナーです。 

 今回は、NPO法人かえる倶楽部 山本
やまもと

智子
と も こ

さんにお話を伺いました。 

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

かえる倶楽部での活動は、長いんですか？ 

 いいえ。１０年程東京に住んでいましたが、１年くらい前に、

Ｕターンで出雲に帰ってきました。 

東京から帰ってきて、気づくこととかありますか？ 

 出雲市は、東京より「ごみ」が多いんじゃないかと思います。 

東京よりも、出雲のほうがごみが多いのですか？都会のほ

うがごみが多いイメージがありました。意外ですね。 

 分別のことなんですが、以前住んでいたところでは、びん、

缶、ペットボトル、プラスチック、紙のリサイクル収集があり

ました。リサイクルマークを見て分別をしていましたよ。東京

の人のほうが、リサイクル意識が高いように思います。 

 出雲市では、リサイクルできるものが、「破砕ごみ」や、「埋

立ごみ」にされてしまっていませんか？分別がわからないので、とりあえず「破砕ごみ」や「埋

立ごみ」の袋に入れて出す、という方がいるように思います。空き缶や、びんは分別しやすいの

で、リサイクルして欲しいです。 

 たしかに、分別し「リサイクル」できれば「ごみ」に

なる量は減りますね！ 

 出雲市では、生ごみの堆肥化の紹介もされていますよ

ね。かえる倶楽部でも生ごみの堆肥化教室をやっていま

す。みなさんイキイキと参加していらっしゃいますよ。 

 環境のことを、とことん取り組んでおられる方もいら

っしゃる一方、環境問題について知らない方は知らない

まま、というのは残念に思います。 

NPO 法人かえる倶楽部が運営する環境アン

テナショップ「さんあーる出雲」 

廃食油から作られた石けんなど、すてきな商

品が並んでいます。スタイリッシュですね！ 

生ごみの堆肥化教室も

開催。いろいろなやり方

があります。 
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山本さんは、どのようなきっかけで環境の取り組みをされるようになったんですか？ 

 もともとは「食」について興味を持ち、無農薬で、

おいしいものを食べたいと思い、携わってきまし

た。でも、「食」って環境と深い関わりがあるんです

よ。作物を育てるのに、農薬を使ったり、遺伝子組

み換えをしたり。それらが環境に悪い影響を与えた

りすることがあります。作った食べ物を遠くに運ぶ

と、それだけエネルギーの無駄づかいにもなりま

す。これは「フードマイレージ」という考え方です

ね。ごみ問題でも関係が深いです。「もったいない」

という映画があるんですが、ものすごい量の食べ物が捨てられている事実が紹介されています。

作っている食べ物の量もすごいです。そして、規格外の野菜とかが大量に捨てられてしまってい

ます。このように、品質には全く問題がないにもかかわらず捨てられてしまう食べ物を、困って

いる人に届ける「フードバンク」という活動にも興味を持っています。 

かえる倶楽部では、食品について担当されているんですか？ 

 かえる倶楽部では、主に、生ごみの堆肥化や、ぼかし作り、活性

液づくりなどの、ワークショップの企画をしています。 

 生ごみ処理容器に興味のある方が多いと感じています。いいこと

をしている意識からか、みなさんイキイキと、楽しそうに活動され

ていますね。畑のこと、土づくりのことを学びに来る方もいらっし

ゃいますよ。 

７月には、出雲科学館で親子教室を開催されますね。 

 親子教室では、天ぷら油からエコキャンドルを作ります。使い終わった天ぷら油から、あかり

がとれるんですよ。普段ごみにしているものを、ちょっと見方を変えてみたり、また、電気の大

切さを考えるきっかけにしてもらえたらいいなと思います。 (^^)ありがとうございました！ 

夏休みの宿題応援！ カラフル♪エコキャンドル作り 

「さんあーる出雲」の入口。山本さんの有機野菜菜園があり

ます。店内では、有機種子の販売もあり。 

 

ショップ入口の黒板で各教室の 

スケジュールが告知されています 

（写真は５月８日のものです） 

【開催日】7月 25日(土)10:00～12:00   【定 員】小学生 2４名 ※保護者同伴。 

【会 場】出雲科学館              【講 師】NPO 法人かえる倶楽部 

【受講料】100円 ※保護者は無料です。 

※応募方法など、詳細は広報いずも６月号（5/20発行）２９ページをご覧ください。 

親子教室 
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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、有限会社奥
おく

資材
し ざ い

の 奥 雄喜さんにレポートしました。 

 

平田地域の可燃・不燃ごみの収集を行っている有限会社奥
おく

資材
し ざ い

の

奥 雄喜さんは、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。 

日頃収集作業を行われる中で、困ったことはありませんか？ 

はい。地域のほとんどの皆様には、ごみの分別にご協力いただいて

います。しかし、時々ごみ出しの時間が守られていない事があります。 

市民の皆様には、収集日当日の朝８時３０分までにお願いしているはずですが・・・ 

そうですね。収集は、朝８時３０分から地域内を収集に回りますが、その日の状況により、収

集ルートを変更したりごみの量によっても収集時間が前後することがあります。 

そうすると、収集時間がいつもと違う場合もあり収集が終わった地区の方から「まだ収集さ

れていない」などの連絡をいただくことがありますので、必ず８時３０分までに出していただ

きたいと思います。 

また、生ごみの水切りがされていないものも多くあります。水分が多いと、収集車の積載重量

が増え、施設への往復回数が増え運搬にも時間がかかります。夏の時期は、特にそのようなご

みの出し方が見受けられますので、皆さんにごみの水切りのご協力をお願いします。 

ごみを出される皆さんに「ごみ出しは『朝８時３０分まで』の徹底と、水分の多い物は、しっ

かりと水気を切っていただくことをお願いしたいですね！他に何かありますか。 

そうですね。毎日収集していると地域の方からよく声を掛けて

いただきます。皆さんの思いやりの一言や、一つ一つの心掛けが

私たち収集作業する者の励みになっています。 

収集していただく方のご苦労は大変なものだと思います。ささ

いな事と思われる事でも、一人ひとりが減量に取り組めば、大き

な成果をあげることができますので、皆様のご協力をお願いしま

す！ 

これからも引き続き、平田地域のごみ収集をよろしくお願いし

ます。今回は、貴重なお話ありがとうございました。 

奥資材 常務 奥 雄喜さん 

ルール違反の一例。 

指定袋以外のものにごみを入れ、指定

袋が貼り付けてあり、不適切です。 
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今回のシリーズ「ごみに関するエトセトラ」は、知っているようで意外と知らない、ご

みの出し方・分別の仕方などについてのクイズです。 

題して「これであなたも、分別マイスター（名人）！ごみに関するクイズにチャレン

ジ」です。ぜひ、皆さんも挑戦してみてください。 

※正解は、次ページに記載しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 大人用の自転車の処分の仕方で間違った
● ● ● ●

出し方はどれでしょう？ 

①破砕ごみ（黄色）の収集券（51円）を貼って出す 

②月に一度の粗大ごみとして、市役所で予約をしてから、粗大ごみ（青色）の収集 

券（１，０２８円）を貼って出す 

③直接不燃ごみの処理施設に持って行く 

   不要になった座布団（50 ㎝四方で、座布団カバーが付いた状態）が

３枚あります。ごみの出し方として、正しい
● ● ●

のは次のうちどれでしょう？ 

①チャックの付いた座布団カバーのまま、可燃ごみの袋に入れて出した。 

②カバーを外して、３枚まとめて紐で絡んで、可燃ごみの収集券を貼って出した。 

③カバーを外して、チャックを切り取り、可燃ごみの袋に入れて出した。 

   電気こたつ（大きさ 80ｃｍ四方、脚の高さ 50 ㎝で内側に折る）の出

し方で正しい
● ● ●

のは次のうちどれでしょう？ 

①可燃ごみの収集券  ②破砕ごみの収集券  ③埋立ごみの収集券 

第２問 

第３問 

第１問 
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お知らせ～information～  

      
    

市では、ごみの減量化・再資源化を目的に家庭から排出される資源物の

うち、古紙・空き缶・リターナブルびんを回収する団体に対して、回収量に応じた補助金を交

付する制度があります。 

【補助制度の内容】 

○リサイクル団体として登録する（※毎年度、事業着手前に団体登録をしていただく必要があります。） 

出雲市のリサイクル団体として登録するためには以下の要件を満たす必要があります。 

（１）市内に住所を有する者で構成され、公益性を有し、営利を目的としない団体（例：自治会、PTA、子ども会など） 

（２）市内の家庭から排出される対象品目のみを回収する団体 

○対象品目・補助単価 

古紙（新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、牛乳パック）2円／㎏  空き缶：（アルミ缶、スチール缶）2円／㎏ 

リターナブルびん 2円／本 

○問い合わせ先 出雲市  環境政策課 減量推進係  電話：０８５３－２１－６９８８ 

「これであなたも、分別マイスター（名人）！ 

ごみに関するクイズにチャレンジ」の正解 

第１問：② 

第２問：③（可燃ごみの袋に入れる場合は、必ず金属（チャック）は切り取ってください。また、収

集券を貼って出す場合は、１点につき１枚が原則です。まとめて紐でからんでも収集でき

ません。） 

第３問：①(破砕ごみの収集券は、最長辺１m 以内、たて・よこ・高さの３辺の合計を２m以内で重さ

５０㎏までの制限があります。大人用の自転車は大きさが超えているので、収集で出す

場合は、粗大ごみとなります。直接施設に持ち込む場合は、下表のとおりお住まいの地

域によって施設が異なりますので、ご注意ください。) 

【出雲クリーンプラザ (西神西町 1732₋3)】出雲・多伎・湖陵・大社地域の方 

【平田不燃物処理センター(平田町十六島町 1485₋2)】平田地域の方 

【斐川クリーンステーション(斐川町学頭 3215)】斐川地域の方 

【佐田クリーンセンター(佐田町大呂 2865₋1)】佐田地域の方 

 

  

 


