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ごみ処理・リサイクル事業の課題
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1,040
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967

967

目標値
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《詳細》
自衛隊札幌地方協力本部
生じています。また、収集作業員の負担が増加し、収集業務
室蘭地域事務所 ☎44‑9533
体制の維持も課題となっています。
市・総務課
☎25‑2215

986

1,043
1,043

致していない誤りがありました︒

1,066
1,066

1,050
1,050

︒次のことについて︑ご理

広報課☎

1,100
1,100

お詫びして訂正します︒

詳細

一人
一人 1 日当たりのごみ排出量
日当たりのごみ排出量
（家庭系＋事業系）
（家庭系＋事業系）

グラム
グラム

協力をお願いします︒

えることは大けがをする恐

参考資料2

詳細》室蘭海上保安部 ☎23‑0118
環境課
環境月間
目標「一人１日100グラム減量」 《詳細》
☎22-1481

■自衛官候補生
応募資格 18歳以上33歳未満
受付期間 7月1日〜9月11日
室蘭市のごみ処理
・リサイクル事業の現状
■一般曹候補生
応募資格 18歳以上33歳未満
平成28年3月に策定した「室蘭市一般廃棄物処理基本計画」
受付期間 7月1日〜9月10日
では、市民一人1日当たりのごみ排出量の平成30年度の目標値
■航空学生（海上・航空）
を945グラムとしていましたが、
実績値は1,040グラムで約
応募資格 ・海上…18歳以上23歳未満
25
・航空…18歳以上21歳未満
100グラム（全体で年間約2,900トン）
超過しています。
受付期間 7月1日〜9月10日
ごみの排出量が目標値よりも多いため、多額の財政負担が

り海側は岩場です︒柵を乗

ありますので︑
やめましょう︒

ページに

4

周辺での遊泳は条例により

１１１８

│

６月は ごみの減量に取り組みましょう

されています︒

権が設定されている海藻や

などを︑漁業者以外が捕る

は違法です︒

ベキューや︑たき火などは

に火が燃え移り火災になる

があるため︑火気の使用は

しています︒

22

はお持ち帰りください︒

農水産課☎

月号

6

びと訂正

むろらん

ているグラフの線と色が合

中等教育学校を卒業し、２年を経過し
ていない人
・令和３年３月までに、高等学校・中等
教育学校を卒業する見込みの人
受付期間
インターネット…8月27日〜9月7日
郵送…8月27日〜28日

945

945

実績値

H27

H27

H28

H28

H29

H29

H30

H30

室蘭市職員(消防職)の募集

①ごみ処理費用の増加

②ごみの減量・リサイクルの停滞

ごみの排出量が年々減少す
市民 一人 当たりのごみの排出
る一方、ごみ処理施設の保守
量 が 想 定よりも減っていないた
管 理 費 用 などの 増 加 により、
め、基本計画の目標量を達成で
採用予定人数
ごみ処理費用が増加している。
きていない。
・大学・短大・高校卒業程度…3人程度

③収集業務体制維持の不安

休日が少ないなどの理由から若年者の収集作業
員が定着せず、将来的な収集業務体制の維持に
不安を抱えている。また、ごみステーションの数
申
込方法
が年々増加し、収集作業員の負担が増えている。
以下の①②の手続きを行うこと

５Ｒと合わせて心掛けてほしいこと
受験資格
ごみの減量に取り組むために
①
「令和２年度室蘭市職員（消防職）採
●年齢条件
（共通）
…平成３年４月２日以降に生まれた人
Point１ 食品ロスを削減しましょう
用試験Web登録フォーム」
（https://
５Ｒ
（ごあーる）を心がけましょう

優
先
順
位
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●試験区分別資格
「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられている
www.harp.lg.jp/vCRIBBqt）に必
・大学卒業程度…大学等を卒業した人、または卒業見
もったいない食べ物のことです。世界的にも、その多さが
要事項を登録。
込みの人
①リフューズ（Ｒｅfｕ
ｓｅ）：拒否
問題で、市の調査では家庭の燃やせるごみの約２割（年
・短大卒業程度…短期大学、専修学校等を卒業した人、
間約2,400トン）が食品ロスという結果でした。食品ロス
ごみの発生の原因を減らす
②市ホームページに掲載または以下の施設に備え付けの
または卒業見込みの人
の削減が目標達成への近道です。
⇒ごみになるものを買わない・もらわない
など
試験申込書を、申込期間内に消防本部総務課（消防総
・高校卒業程度…高等学校等を卒業した人、または卒
合庁舎）に提出。郵送の場合は９月９日必着。
Point２ 燃やせないごみの排出
業見込みの人
②リデュース（Ｒｅｄｕｃ
ｅ）：排出抑制
市の調査では、家庭の燃やせないごみに、空き缶など
ごみの排出量を減らす
申込書の設置場所
申込期間
の資源物が約2割
（年間約400トン）、小型家電が約1割（年
⇒水切りして減量・詰め替え商品の活用 など
・消防総合庁舎
8月25日(火)〜9月9日(水)
間約300トン）含まれていました。
・市役所本庁舎正面玄関
どちらも市で無料回収しています。資源ステーションや
③リユース（Ｒｅｕ
：再使用
1次試験の日時 ｓｅ）
・戸籍住民課(広域センタービル)
小型家電回収ボックスを利用しましょう。
繰り返し使う
・蘭東支所
10月18日
（日）9:00
⇒リターナブル容器の活用 など
《詳細 消防本部総務課 ☎41‑4131
050‑0083 東町2‑28‑7
豆知識 リサイクルには意外と費用がかかる
!?

④リペア（Ｒｅｐａ
：修理
広報むろらん 2020年7月ｉｒ）
修理して長く使う
⇒破れた衣類を裁縫する など

⑤リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）：再生利用
資源として再び利用する
⇒資源として分別する など

ごみの焼却とリサイクルの費用を比較すると、リサイク
ルには意外と費用がかかることが分かります。
ごみの焼却・埋め立て
約 30円 /ｋｇ
缶・びん・ペットボトルリサイクル 約 80円 /ｋｇ
プラスチック製容器包装リサイクル 約190円 /ｋｇ
費用負担と環境負荷低減のバランスが重要です。
普段から５R を意識して生活しましょう。

目標は、一人 1 日たまご２個分 !?
たまご２個分の重さは、約100グラムで
す。皆さんが一人１日、たまご２個分の重
さのごみを減らすことで、室蘭の抱えるご
み処理などの課題解決につながります。
５Ｒの心掛けと実践をお願いします。

今日からできる！ごみ減量実践例
マイボトルやエコバッグを使う
過剰な包装を断る
詰め替え用の商品を使う
食材を買いすぎない、作りすぎない

料理を残さず食べきる
生ごみの水切りをする
リサイクルを心掛ける

広報むろらん 2020年6月
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間違っていませんか？
あなたの排出方法
プラスチック製容器包装の
出し方を再確認しましょう
市が収集するプラスチック製容器包装は、「ポリ袋」「パック類」「ボトル類」「キャップ

類」の４品目が対象で、洗わなくても出せるものと臭気上の問題がないものに限定してい
ます。しかし、対象外のものの混入が年々増加し、資源化に支障を来しています。

プラスチック製のバケツやおもちゃなどは
「燃やせるごみ」
に、ペットボトルは
「資源ステー

ション」に出し、ごみの適正分別にご協力ください。

詳しい分別方法は、市ホームページまたは、『保存版「家庭系ごみ・資源物の分け方、

出し方」』をご覧ください。

ごみ収集車の
火災が増えています

生しています。ごみの排出方法を間違えると、ごみ収

車両火災の主な原因とされている事例

ながることがあります。いま一度、排出方法の確認を

●ガスボンベ、スプレー缶内にガスを
残したまま排出していませんか？

令和元年度中に発生したごみ収集車の車両火災は1

件だったのに対し、今年度は4月だけですでに2件発

集車やごみ処理施設での重大な事故や火災などにつ
お願いします。

ガスボンベやスプレー缶を使い切ったと思っても、缶の中にはガ

募 集

スが残っていることがあります。残ったガスへの引火が原因で、収
集車やごみ処理施設の火災事故が毎年起こっています。

ご注意
ください

排出の際は、風通しの良い屋外で穴開け器など
を使用し、必ずガスを抜いてから出してください。

●ガスコンロや灯油ストーブの乾電池を
抜かずに排出していませんか？
ガスコンロやポータブル式の灯油ストーブには、乾電池を使用し

ている製品があります。乾電池を取り付けたまま排出すると、収

集車の内部で圧縮され火花が発生することがあり、周囲のごみに

資源物（新聞・雑誌・ダンボール）
集団回収団体を募集しています
ごみの減量とリサイクルを推進するため、新聞
や雑誌、ダンボールの回収に協力していただける
町内会、自治会、老人クラブ、学校 PTA、少年
団など営利を目的としない団体を募集しています。
回収量に応じた奨励金制度もあります。
詳細は、環境課にお問い合わせください。

引火し火災事故が発生します。乾電池を使用している製品は、必
ず取り外してください。また、灯油ストーブは、灯油を抜いてから
排出してください。

●小型充電式電池を排出していませんか？
近年、急速に普及してきた携帯型の小型充電式電池のほか、デ

ジタルカメラやスマートフォン・携帯電話、ノートパソコンなどには

小型充電式電池が使用されています。収集車やごみ処理施設での
火災の原因となりますので、燃やせないごみ袋に入れず、登録電

気製品販売店など（リサイクル協力店）に持ち込んでください。
協力店については環境課にお問い合わせください。

ごみに関する詳しい排出方法などは、「くらしの便利帳」や
ホームページにも掲載していますのでご覧ください。
HP
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▲保存版「家庭系ごみ・資源物
の分け方、出し方」

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org3300/gomi.html
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