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表紙・「紙製ストロー使っています」
　市内坂本町の喫茶店「名曲と珈琲ひま
わり」では、昨年からコールドドリンク
へのプラスチック製ストローの提供をや
め、紙製ストローを提供している。経営
者の三上圭介さんは「店主である母がテ
レビでプラスチックごみの問題を知り、
小さなことからでも何かできることがな
いかと思ったことがきっかけ」と話しま
した。
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～一人ひとりができること～



店頭回収を

　利用しよう！

２ ３

　いろんな素材や形があるマイ

バッグ。自分の好みやライフス

タイルに合ったものを選びま

しょう！

回収拠点マップ 分別ガイドブック

ＳＤＧｓ（エスディージーズ）

　2015 年に国連で採択された、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

の略称で、地球環境や気候変動に配慮しながら、持続可能な暮らしや社会を営むため、世界で取

り組むべき目標のこと。「持続可能な生産と消費」「気候変動への対策」「海洋資源の保全」など

17 の目標と、各目標を実現するための 169 のターゲットからなる。各国の政府や自治体だけ

でなく、民間企業や個人などにも共通した目標であり、ターゲットの中には、「廃棄物の発生を

削減させる」「食品廃棄を半減させる」など、個人が日常生活の中でも取り組めるものが多くある。

　市内にはペットボトルや牛乳パック、

食品トレイなどを店頭で資源として回収

している店舗があります。買い物のつい

でに持ち込むと家もスッキリして、さら

にリサイクルにもつながります。

店頭回収の利用はマナーを守って

　回収品目以外の持ち込みは絶対にや

めてください。水ですすいできれいに

するなど、店舗のルールに従ってくだ

さい。汚れたものや回収品目以外のも

のが入ってしまうと、リサイクルでき

なくなってしまいます。

用語

解説

店頭に設置されたリサイクルボックス

回収拠点の

検索に

おススメ！

￥

海洋プラスチック問題

　ポイ捨てや不法投棄などで、海に流れ

込んだプラスチックによる海洋汚染や生

態系への影響が大きな社会問題となって

います。細かい粒子として海に流れ込む

マイクロプラスチックと呼ばれるプラス

チックも問題となっています。

廃プラスチックの輸入規制

　廃プラスチックの多くを海外に輸出していた日本ですが、近年、

各国の輸入規制により、国内で行き場を失ったプラスチックが問題

となっています。

プラスチックごみを

めぐる社会問題

一人ひとりができること

マイバッグ

collection

マ
イ
バ
ッ
グ
を

利
用
し
よ
う
！

プラスチックごみを減らすためプラスチックごみを減らすためプラスチックごみを減らすため

収集アプリ

　海洋プラスチックごみの問題などを

受けて、プラスチックごみの削減に向

けた取り組みの一つとして、７月から

コンビニエンスストアを含む全国の小

売店にレジ袋の有料化が義務付けられ

ました。予定外の買い物などにも対応

できるよう、 普段からマイバッグを持

つ習慣を身に着けましょう。

小さく丸めるもの

折りたためるもの

丈夫な素材のもの

レジかごにセットできるもの
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ひろさき
リユース促進

掲示板
登録者
募集

はじめます！

　「ひろさきリユース促進掲示板」は、資源物

の有効活用を図り、ごみを減らすため、ご家庭

で不用になった生活用品の情報をご登録いただ

き、必要とする方に紹介する制度です。

　品物をゆずりたい方（ゆずります）、ゆずっ

てほしい方（ゆずってください）の双方がご利

用できます。

　この制度の利用は、市内在住の満 20 歳以上

で、営利を目的としない方に限ります。

申込書記載内容

品目・利用状況・氏名・住所・電話番号

※不用品は送料等含めてすべて無料とします。

掲示する登録カードには品物の情報のみ記載。

掲示期間

掲示した日から２ヶ月間（再掲示も可）

掲示場所

環境課（市役所前川新館２階）   

※市ホームページでも登録情報を公開します。

注意事項

　当事者同士でのトラブルについて、市では一

切関与しません。当事者間で解決していただく

よう、お願いいたします。

■問い合わせ・受付先

環境課廃棄物政策係（☎ 32-1969）

例えば…幼児 ・ 子供用品 （ベビーカー ・ チャイル

ドシート ・ ベビーベッド ・ おもちゃ ・ 衣類） など 

事業系ごみ搬入量
（令和元年１2 月～２年３月） 前年同期比

不燃ごみ

約９割減大型ごみ

約3割減 可燃ごみ

約１割減

事業者の皆さんのご協力により、事業

系ごみは着実に減量化・資源化が図られ

ています。引き続き、適正排出にご協力

をお願いします。

　なお、事業所におけるごみの分別や、

一般廃棄物と産業廃棄物の区分など、ご

み処理について不明な点がありました

ら、気軽にお問い合わせください。

■問い合わせ先

環境課廃棄物政策係（☎ 32-1969）

事業所から出るごみの
適正排出にご協力を

～事業系ごみのチェックを強化しています～

　事業系ごみは家庭系ごみと分別が異なり、複雑でわかりにくいこ

とから、資源物が燃やせるごみとして出されていたり、産業廃棄物

と疑われるものが混入していたりと、家庭系ごみと比べて分別が不

十分でした。

　このため、昨年 12 月からごみ処理施設に搬入される事業系ごみ

の検査を強化し、不適正排出が認められるものについては、ごみ処

理施設では受け入れないこととしています。

ごみ収集車等が搬入するごみを荷

台からすべて降ろし、ごみの内容

（品目、量など）を確認

当市の一人一日当たりの
ごみ排出量

（平成 30 年度）

私たちがチェックしています！

展開検査員の皆さん

不適正排出が疑われる場合は、ドライバ

ーに排出者や収集状況などを聞き取り。

不適正排出が認められる場合は持ち帰っ

てもらうなどの対応

■展開検査の流れ

県内 40 市町村中、

23
位

家庭系ごみ

３９
位

事業系ごみ

事業系ごみの減量が必要 !!

不燃ごみが大幅減 !!

結果

5

【情報の登録をする場合】

❶申込書を提出してください（「譲ります」

情報の場合は品物の写真を添付）。申込書

の内容から市が登録カードを作成し、掲示

板に掲載します。

※市役所では品物をお預かりしません。

❷登録情報を見た方を市が紹介しますの

で、受け渡しの日時や運搬方法などについ

て相手方とご相談ください。

❸成立した場合、速やかに環境課にご連絡

ください。登録情報の公開を停止します。

【登録カードに希望の品があった場合】

❶申込書を提出してください。相手方へ連

絡先をお知らせしますので、連絡をお待ち

ください。

❷受け渡しの日時や運搬方法などについて

相手方とご相談ください。

❸成立した場合、速やかに環境課に

ご連絡ください。登録情報の

公開を停止します。

制度の流れ

登録できるもの 登録できないもの

×・修理・清掃等が必要なもの

・盗品、拾得物

・食品、動植物、金券類、医薬品・化粧品

・宗教に関するもの

・自動車などエンジンのついているもの

・テレビ、洗濯機、冷蔵庫等処分に費用負

担が生じる家電製品

・その他市長が適当でないと認めるもの

家具、衣類、日用雑貨品、玩具、書籍、教養娯

楽品などの生活用品で、現状利用可能なもの

こんなものが

登録ＯＫ！

419gで419gで419gで724gで724gで724gで

（参考）　

青森県…家庭系 680g、事業系 322g

全　国…家庭系 638g、事業系 280g

一方、 資源物は増加！

かん

約4倍

ペットボトル

約３倍



弘前市食生活改善推進員会おすすめ　食材を無駄にしないリメイクレシピ

基本の炒りおからとリメイクいなり焼き

〈材料〉４人分

おから………120g

ごぼう………60g（１／４本）

にんじん……40g（中１／３本）

生しいたけ…40g（２本）

ひじき………10g

万能ねぎ……20g

サラダ油……小さじ２

砂糖…………小さじ４

しょうゆ……小さじ４

酒……………小さじ４

だし汁………１カップ

（いなり焼き）

小揚げ………４枚

〈作り方〉炒りおから

❶ごぼうとにんじんは３㎝の長さの千切り、

しいたけは軸を取って薄切り、万能ねぎは２

㎝の長さに切る。ひじきは水で戻しておく。

❷鍋にサラダ油を熱し、ごぼう、にんじん、

しいたけ、ひじきを加えて炒め、全体に油が

回ったら、おからを加えて炒める。

❸だし汁と調味料を加えて煮る。全体がしっ

とりしてきたら、万能ねぎを加えてひと混ぜ

したら完成。

〈作り方〉いなり焼き

❶湯通しし、１枚を半分に切って袋状にした

小揚げに、炒りおからを詰める。

❷フライパンで作る場合は、油をひかず、そ

のまま焼いて表面をパリッとさせる。オーブ

ントースターや魚焼きグリルを使用する場合

は、表面が焦げすぎないように注意する。

★ポイント★

作りすぎて残ったら、リ

メイクレシピでさまざま

なアレンジを楽しもう♪

★このほかの「炒りおからリ

メイクレシピ」は市ホームペー

ジ「ごみ減量チャレンジ！」

にて公開中！

エコストア ・ エコオフィス

地球環境問題への取り組みや地域の環境保全活動に積極的に取り

組む店舗、事務所を市が認定し、その取り組みを応援していこう

という制度で、 現在、24 店舗・86 事務所が認定されています。

このマークが目印。みんなで環境にやさしい店舗・事務所を応援

しよう！

ごみの減量やリサイクルの推進、 省エネル

ギーなど、 環境にやさしい活動を行ってい

る店舗、 事務所を紹介します。

File.1

ユニバース城東店

Let's
エコ

クッキング

File.02

み ん な の 力 で

ごみ減量チャレンジ！

「ごみ減量化・資源化」

協定締結団体の

取組紹介 

vol.1

弘前市町会連合会

弘前商工会議所

弘前市医師会・弘前歯科医師会・弘前薬剤師会

　食材の使いキリ・食べキリ、生ごみの水キリ

の３キリ運動を推進するため、啓発チラシを作

成し、各家庭に回覧しました。また、各地区で

実施している保健衛生座談会において、市との

協働により、ワークショップ型勉強会を実施し、

ごみの減量化・資源化につながるアイデアの情

報共有や周知に努めています。 ワークショップ型勉強会の様子３キリ啓発チラシ

エコストア・
　　エコオフィス

　事業所やオフィスの古紙を、無料（機密文書は有料）の回収便に

よりリサイクルするシステムである、オフィス町内会への加入に積

極的に取り組むこととし、各会員に対してチラシを配布するなどし

て加入を呼びかけました。その結果、協定締結前は３師会合わせて

68 団体だった加入が、締結後には、113 団体（令和２年５月末現在）

に増えるなど、古紙類の再資源化を推進しています。

　会員向けの会報に事業系ごみの適正排出につ

いての記事を掲載し、ごみの適正排出を呼びか

けたほか、各会員に対して、事業系ごみの出し

方を記載したパンフレットや事業者向けのごみ

説明会の開催案内チラシを配布するなどして、

正しいごみの分け方 ・ 出し方に関する情報発信

に取り組んでいます。

無許可業者への処理委託

弘前市では事業所から出るごみは収集しません。

また、町会などのごみ置場に出すことはできません。

罰則規定

適正排出にご協力を！

事業所から出る

ごみの出し方について

一般廃棄物（産業廃棄物）の運搬又は処分を一般
廃棄物（産業廃棄物）収集運搬業者・処分業者・そ
の他環境省令で定める者以外の者に委託したとき

展開検査による
不適正排出の例

・廃棄物をみだりに投棄したとき

・廃棄物を違法に焼却したとき

✕✕ ✕✕

産業廃棄物の疑いのあるもの（金属くず、廃プラス

チック類などが混入）

資源物の混入例（不燃物として持ち込まれたものの中に、

かんやペットボトルなどの資源物が混入）

５年以下の懲役 若しくは １，０００万円以下の罰金、またはこれの併科

廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」

弘前版

事業系ごみの出し方

パンフレット

６ ７

■問い合わせ先　環境課環境保全係（☎ 36-0677）

７月からは、これまで無料であっ

た持ち手のある袋（花専用袋、お

弁当袋など）が有料となります。

お買い物の際は、なるべくマイバッ

グやマイバスケットの持参をお願

いします。

藤
田
店
長

このほか、リユース・リサイクルの推進、地球温暖化対策、

地域の環境保全活動などを推進しています。

ごみ減量の取り組み

資源を守るために

・レジ袋の有料化（平成 21 年～）

・オリジナルマイバッグの無料

配布（年１回）　

※昨年度は７月に実施。

・お中元やお歳暮などの簡易包

装の実施

生ごみを出さない工夫

・店で出る生ごみの水切り徹底

・生鮮品は売れ具合に合わせて

値引きし、売り切りを図る

・少量パックの品揃え、ばら売

り・量り売りの実施

ってこんなとこ！



　電池は、適切に分別・処理しないとごみ処理施設での火災につながる場合があります

ので、下記の内容を確認し、適切な処分をお願いします。

電池の処分は適切に
～火災の原因につながります～

８

※数値は家庭系・事業系を合計したものです。

■問い合わせ先

環境課廃棄物政策係（☎ 32-1969）

令和元年度
平成30年度

1,142g
1,105g

※実績値

※速報値

ごみ排出量速報

1 人一日当たり

ごみ排出量
37g減！

みんなの協力により、

１年間でこんなに

減らすことができたよ♪

これからも一緒に

がんばろう！

年間で計算すると…

一人年間で 13.5㎏減！

27本分

500ml のペットボトル飲料

　電化製品やおもちゃ、ゲーム

機などをごみに出す際は、電池

を取り外してください。

　取り外さないとごみ収集車や

ごみ処理施設での火災につなが

る場合があります。特に、充電

式電池の処分は右記をご確認く

ださい。

　電池の処分にお困りの場合は

お問い合わせください。　

■問い合わせ先　環境課資源循

環係（☎ 35-1130）

電池をつけっぱなしで
捨てていませんか？ ニカド電池・ニッケル水素

電池・リチウムイオン電池

ボタン電池

一般社団法人ＪＲＢＣの

回収協力店へ

ボタン電池回収推進

センターの回収協力店へ

大型電気店やホームセン

ターなど市内 18 カ所

電気店やホームセンター、

眼鏡店など市内 29 カ所

※リチウムコイン電池は回

収していません。

下記のリサイクルマークが目印

小型充電式電池

※乾電池・リチウムコイン電池は燃やせないごみへ。


