
令和 3 年度 ごみの減量化・再資源化の啓発に関する取り組みについて 

◎環境館の取り組み 

 

・計画と実績 

指標 R3 計画値 R3 実績値 指標の説明 

環境館の利用者数

【人】 
4,400 4,197 

視察者・会議室利用者・一般来館者の年

間延べ人数 

 

・令和３（2021）年度 環境館イベント概要 

月日 イベント（内容） 参加人数 

令和 2（2020）年 
6 月 13 日（土） 
6 月 20 日（土） 

リペア教室 自転車パンク修理 17 人 

7 月 12 日（日） 
リメイク缶で楽しむ多肉植物（空き缶を活用した多肉植物の寄せ植

え） 
10 人 

7 月 26 日（日） 
リメイクお菓子ポーチ作り（プラスチックごみを再利用したポーチ

作り） 
11 人 

7 月 21 日（火）～ 
8 月 2 日（日） 

第 17 回周南市エコフェスタ リユース品抽選会 
（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、体験イベント、展示

を中止し、リユース品抽選会のみ実施） 
258 人 

10 月 18 日（日） 
段ボールオーブンを作ってピザを焼こう 

（段ボールの空き箱で作成したオーブンによるピザ作り） 
25 人 

10 月 25 日（日） 
手作りマラカスで音を鳴らしてあそぼう 

（不用になった紙製容器作ったマラカスによる音あそび） 
17 人 

11 月 8 日（日） マスクケースを作ろう（古着をリメイクしたマスクケース作り） 10 人 

11 月 14 日（土） 
50 歳から始める心と物の整え方（終活を考える世代を対象にエシカ
ルな視点で片付けと物選びの基準を考え、３Rを促進する講座） 

17 人 

12 月 6 日（日） 
年末のエコそうじ（重曹、クエン酸、石けん、酸素系漂白剤を使用

したそうじの方法及びエコ洗剤作成体験） 
21 人 

12 月 12 日（土） 
牛乳パックで作れちゃう！お正月飾り 

（牛乳パックを加工したお正月飾りの作成） 
14 人 

令和 3（2021）年 
1 月 21 日（木） 

ごみ処理施設見学とエコクラフト体験（リサイクルプラザペガサス
の見学及び保冷剤で消臭剤作り＆手ぬぐいでエコバッグ作り） 

5 人 

2 月 5 日（金）～ 
2 月 14 日（日） 

第 1８回周南市エコフェスタ リユース品抽選会 
（新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、例年実施している体

験イベント、展示を中止し、リユース品抽選会のみ実施。） 
416 人 

3 月 6 日（土） 
野菜を長持ちさせる技と野菜でバレンタインスイーツ 
（講義とお菓子作りのデモンストレーション及び試食） 

17 人 

3 月 13 日（土） 
端材で作るカッティングボードとおやつプレート 

（電動工具を使用したカッティングボードとプレートの作成） 
13 人 

3 月 20 日（土）～ 
5 月 8 日（土） 

リユースマルシェ『新学期お役立ち市』 
（不用になった市内小・中学校の学用品などの譲受・譲渡） 

※参加人数は年度末（3/31）までの人数 
35 人 

随時 

体験教室 
3Rの推進を目的とした体験教室の開催。 

（ハンカチで作るブックカバー・箸袋、段ボールで作るパズル、保
冷剤で作る消臭剤、リメイク缶、デニムで作るバッグ、てぬぐいで

作るマイバッグ、みつろうラップ、新聞紙で作るごみ箱） 

33 人 

 

  



   

 

 

   



 

  

 

  

◎Ｒ３.８月ＣＣＳ放送 市政だより 

「あなたが主役！正しいごみの分別を！ 

～家庭ごみの出し方～」 
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約1万5,100円市民1人あたり

◆交通遺児激励金
対象　交通遺児の保護者で、本市の
住民基本台帳に記載がある人
※保護者でなくなったとき、再婚および
同様の状態にある場合を除きます。
支給上限額　▼激励金▽小・中学
校・高校などに就学中の交通遺児…
年額3万円以内▽義務教育就学前の

交通遺児…年額2万円以内▼祝い金
▽小・中学校などに来春入学する交
通遺児…3万円以内▽中学校などを
来春卒業する交通遺児…5万円以内
申請書類　①申請書・②交通事故証
明書（写し）・③死亡診断書（写し）・④
戸籍（除籍）全部事項証明
※ 令和2年度に支給を受けた人は、
②③を省略できます。
申請期限　令和4年1月28日（金）

※ 令和4年1月～3月に対象となった
人は、その日から1カ月以内に申
請してください。
◆交通遺児すこやか基金
交通事故によって保護者を失った

児童などが心身共に健やかに成長す
ることを願い、交通遺児を激励する
ために、設けた基金です。
趣旨に賛同する皆さんから寄付を

受け付けています。

交通遺児激励金交通遺児激励金などのなどの支給支給

令和2年度の令和2年度の

ごみ処理の状況

ごみ排出量と再資源化の推移（ｔ）

平成22年度

平成30年度
令和元年度
令和2年度

※再資源化量には、
ごみを焼却した熱で
発電したものを含み
ます。平成30・令和
元年度分は7月豪雨
災害ごみを除いてい
ます。 

18,946（32.4％）

14,828（31.0％） 47,867
47,357
46,078

14.622（30.9％）

14,468（31.4％）

33,039
32,735
31,610

39,565 58,511

再資源化量

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

その他（焼却・埋立など）

最終処分量（埋立量）の推移（ｔ）
平成22年度

平成30年度
令和元年度
令和2年度

3,201
2,817
2,799

13,326

0 3,000 6,000 9,000 12,00015,000
生ごみを捨てる前に、しっかり水切りをすると、燃や
せるごみを減量できます。

包装紙やお菓子の紙箱などの雑がみを、古紙として
出すことで、再資源化率はさらに向上します。

問合せ　リサイクル推進課☎0834-22-8303

問合せ　交通教育センター☎0834-28-3313

資源物やごみ袋の売り払い収入
など

約23億2,000万円
歳出

約1億9,500万円
歳入

※歳出および歳入を基に計算したものです。

ごみ処理経費の削減には、皆さんの、ごみの適正な分
別が必要不可欠となります。市も引き続き、ごみの最終
処分量の削減や、ごみ再資源化量の増加に向けて、取り
組んでいきます。

スマートフォンでごみ出し日と分別方法が分かる!

ごみの分別につかえるアプリ
※ダウンロード時以外、通信費はかかりません。

無料
ダウンロード

は

▼

こちらから

市民の皆さんの協力により、ごみ排出量とごみ最終処
分量の削減について、着実な成果が上がっています。

ごみ排出量ごみ排出量
ごみ排出量は4万6,078トンで、リサイクルプラザペガ

サス稼働前の平成22年度に比べ、約1万2,400トン（約
21％）削減されました。

ごみ再資源化量とごみ再資源化率ごみ再資源化量とごみ再資源化率
ごみ再資源化（リサイクル）量は1万4,468トンで、ご

み再資源化率（ごみ全体に占める再資源化の割合）は、
31.4％でした。

ごみ最終処分量（埋め立て量）ごみ最終処分量（埋め立て量）
ごみ最終処分量（埋め立て量）は、2,799トンでした。

平成22年度に比べ、約1万500トン（約79%）減少しま
した。平成22年11月から容器包装プラスチック、その他
プラスチックの分別が始まったことにより、多くのプラス
チックが再資源化されています。

ごみ処理経費ごみ処理経費

ごみの収集運搬や焼却・埋め立て、
施設の維持管理などの費用

ワン

ポイ
ント

ワン

ポイ
ント



リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）リサイクル推進課から分別のお願い（お知らせ）！

周南市 リサイクル推進課 ☎（0834）　  -830322 ⇨うら面もご覧ください。
ここに記載した内容は令和4年4月1日現在のものです。

※電池使用製品は、中の電池を取りはずして、電池は「処理困難物」、
　製品は「燃やせないごみ」 に分けて出してください。
　取りはずせないものは、製品そのものを
　「小型家電回収ボックス」に出してください。
※モバイルバッテリー等の充電式電池は、市では収集しません。
　店頭回収している家電小売店等をご利用ください。

間違って出されることが多いもの
◎処理困難物で出してください! ◎汚れは取り除いてください!
●在宅医療品

※内容物は取り除いてください。
※注射針などは市では収集しません。医療機関などにご相談ください。

・・・点滴バッグ、透析バッグ、チューブ、カテーテル、
　 ストーマ袋、ペン型自己注射カートリッジなど

◎市では収集しません!
●電子たばこ・加熱式たばこ

●カセットボンベ・スプレー缶
※中身を使いきって、
　通気性の良いところで穴をあけてください。
※エアゾール式簡易消火具を含む。

◎キャップは必ず外してください!

◎二重袋での排出はしないでください!
　リサイクルプラザペガサスでは、資源物としての質を上げるため
に、手選別処理をしています。その際、二重袋があると、手作業で
破らなければならず、作業効率が非常に悪くなってしまいます。
また、分別されていないごみや食べ残しなどの不適物が排出され
ることにもつながるため、二重袋での排出は禁止しています。

　容器包装プラスチックや、びん・缶類、ペットボトルなどは、
中身を取り除き、汚れをふき取るか、水で軽くすすぐなどして、
見た目に汚れの付着がない程度にしてください。
　ただし、マヨネーズなどのチューブ類やシャンプーの詰め替
え袋など、洗っても簡単に汚れが取れない一部の容器包装プラ
スチックについては、「燃やせるごみ」で出すことができます。

古紙・衣類を除く資源物、燃やせないごみ及び粗大ごみは、再資源化処理施設リサイクルプラザペガサスにおいて、すべて作業員の手で選別して
います。作業員のけがや感染症、施設の火災発生につながる危険がありますので、今後とも適正な分別へのご協力をよろしくお願いします。

※火災の危険があるため、定期収集では回収していません。
　「小型家電回収ボックス」に出して下さい。

●電池

！ ごみ出しの際に注意してほしいこと！

　容器包装プラスチックや、びん・缶類、ペットボトルなどは、
すべて、圧縮梱包処理を行っています。キャップがついたものは、
うまく圧縮できないため、キャップは必ずはずしてください。
　ペットボトルは、ラベルもはがしてください。はがしたペット
ボトルラベル・シールは、プラマークのあるものは「容器包装プ
ラスチック」、紙製は「燃やせるごみ」へ出してください。
　金属製キャップは「燃やせないごみ」へ
　プラスチック製キャップは「容器包装プラスチック」へ

　

「容器包装プ
ラスチック」、紙製は「燃やせるごみ」へ出してください。
　金属製キャップは「燃やせないごみ」へ
　プラスチック製キャップは「容器包装プラスチック」へ

回収した衣類の多くは、古着としてリユース（再使用）しています。
衣類のファスナーやボタンなどは、付けたまま出してください。
濡れたものはリユース（再使用）できませんので、収集日が雨のときは、
次回に出すようにしてください。

紙の中には、リサイクルできないものもあります。
リサイクルできない紙は、燃やせるごみで出してください。

※お酒など内側が銀色の
　紙パックは「燃やせるごみ」です。

折込チラシは、新聞紙と
一緒に出してください

中を洗って切り開き、
乾かしてから出して
ください

粘着テープ・カーボン紙は取り除き、
折りたたんで出してください

●リサイクル量が増加します。●焼却にかかる環境負荷が軽減されます。
●古紙・衣類の売却収入が増加します。


