
 マイバッグの利用

環境課総務係　☎（６４）３１９４
環境保全係　☎（６5）１０６４

清掃課事業係　☎（６４）3241

　市は、人やモノを大切にし、本来持っているチカラを生かすため、市民のみなさん、事業者な
どと連携した「鹿沼市版もったいない運動」を推進しています。
　環境に配慮した「もったいない運動」を進めることは、ごみの減量やリサイクル、省エネルギ
ーの推進につながります。
　また、限られた資源を有効に活用することは、温室効果ガスを減らす有効な地球温暖化対策
の１つです。

○「もったいない運動」市民運動
　市民運動を効果的に推進するため、平成21月6月に「鹿沼市環境活動推進会議」が発足しました。これは、
環境関連の団体などの代表者で構成されたもったいない運動の市民会議です。
　毎月、会議が開催され、もったいない運動を広げるための３つの取り組みなどについて、検討や啓発活動を
行っています。
　また、環境イベント「エコライフ・フェア inかぬま」や「環境講演会」を開催しています。

身近なエコ活動

マイバッグ利用の効果

　レジ袋を削減することは、ごみの減量化、地球温暖
化の防止、化石燃料の消費抑制につながります。

（株）カスミで行われた店頭キャンペーン

レジ袋から二酸化炭素

　原油を原料にしたレジ袋は、1970年代に登場。 軽くて丈
夫なことから、現在では、国内で年間300億枚、1人当たり
300枚近くが使用されています。レジ袋、ペットボトル、ガラ
ス瓶などの容器包装ごみは、家庭ごみの６割を占めます。特
に、レジ袋は可燃ごみなどに紛れ込んで焼却されるケースが
多いため、二酸化炭素の増加原因と指摘されています。

 レアメタルの活用
　小型家電製品などに含まれる希少金属（レアメタル）の価値を啓発しています。11月14日（日）の「エコライフ・
フェア inかぬま2010」で回収します。

事業者との意見交換会

　環境活動推進会議では、事業者・市民や市民団体・市・
県を交え意見交換会を開催しました。
　今後も意見交換会を開催し、マイバッグ利用の促進、レジ
袋の削減に取り組んでいきます。
　みなさんもマイバッグを活用し、レジ袋の削減に協力して
ください。

レアメタルとは？
　地球上の存在量がわずかで、技術的・経済的理
由で抽出が困難な金属のうち、工業需要がある金
属のことをいいます。
　特に、日本では一般家庭の小型家電の中に含ま
れ、その埋蔵量の多さから「都市鉱山」と呼ばれ、
重要な資源の宝庫として、活用が求められています。

デジタルカメラ充電池

 

回収対象は８つ ！

携帯電話
ほかには
・ゲーム機　　　・ポータブルＣＤ、ＭＤプレーヤー
・ポータブルデジタルオーディオプレーヤー
・カーナビ　　　・ＤＶＤプレーヤー　

もったいない運動を広げよう！
特集２

人 や モノを 大 切 にする心

鹿沼市版もったいない運動　基本理念
「もったいねぇ!  大事にすんべ　人やもの」

環境活動推進会議 マイバッグ利用促進啓発活動
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ごみ収集車の火災事故が多発しています!
●スプレー缶は、穴を開けてガスを抜く。
●ライターは、中身を使い切っておく。
※ごみステーションには、ビン・缶の日に出して
ください。

　環境問題や、人やモノを大切にしようとする「もった
いない」をテーマにエコライフ・フェア in かぬま２０１０
を開催します。
　当日は環境に関するさまざまな催しを予定しています。

と　き 11月14日（日）午前10時～午後2時
ところ  環境クリーンセンター
 リサイクルセンター
内　容 リサイクル自転車・家具抽選会
 環境○×クイズ
 電気自動車試乗会
 もったいないアイテム回収
 フリーマーケット　　　　など

浮き輪
（燃やすごみ）

空気入れ
（燃やすごみ）

エコライフ・フェア in  かぬま2010

 ごみの分別は「もったいない運動」の基本
　「その他のプラスチック製容器包装」は、きちんと分別することで貴重な資源になります。
　分別収集が始まり８年が経ち、収集量は平成２１年度実績で６４５トンになりましたが、異物の混入も数多く見
られます。
　下の写真のような異物はリサイクルできないため、職員が手作業で選り分けたものです。
　資源を有効に利用するため、分別の徹底にご協力ください。　

地球規模で考え、地域から活動しよう
～ Think Globally, Act Locally ～

入場無料

ペットボトル飲料のキャップ回収
　みなさんの身近にあるペットボトル飲料。そのキャップ（ふた）を分別することは、環境にも人にもやさしい活動に
なります。

キャップ400個を燃やすと、二酸化炭素3,150gが
発生します。
　　　　　　　　　
分別により、キャップ400個を回収すると10円に
なります ！
　　　　　　　　
ポリオ（小児マヒ）ワクチン１回分の費用は20円
です。
　　　　　　　　

キャップ800個で１人が救われます ！

Ｑ１.どんなキャップを集めればよいの？
Ａ１.回収の対象は、「ペットボトル飲料のキャップ」で

す。 汚れたもの、シールの貼られたものやしょう
油などの飲料用でないキャップは対象外です。

Ｑ２.集めたキャップはどこに持っていけばよいの？
Ａ2. 市内では、さまざまな団体が回収運動に取り組

んでいます。市役所・コミュニティセンター・
環境クリーンセンターなどでも回収しています。

キャップを分別してＣＯ2排出削減 ！

　環境活動推進会議では、分別により回収したキャッ
プを「NPO法人エコキャップ推進協会」を通じて、リ
サイクル事業者に売却します。その売却益を「認定
NPO法人  世界の子どもにワクチンを日本委員会
（JCV）」に寄付します。JCVは、ワクチンを必要と
する国の要望に応じて、ワクチンを寄付しています。

回収状況

　昨年９月からキャップの回収を呼びかけ、市民のみ
なさんの協力をいただいています。
　集まった量は、551.5kgです。個数にして22万600
個、ポリオワクチンに換算すると275人分になりました。
二酸化炭素の削減量は1,737kgです。
　これは、杉の木（50年杉で、高さが20～30ｍ）124
本が1年間で二酸化炭素を吸収する量です。
　今後もキャップの回収に、ご協力をお願いします。

回収 Ｑ＆Ａ回収 Ｑ＆Ａ

鹿沼市の温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）
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平成16年度（基準年次） 平成21年度

（t）
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その他

廃棄物の
焼却処理
エネルギー
使用

森林は二酸化炭素を吸収しています

保育園の子どもたちも取り組んでいます

温室効果ガス
　　　6,235トン削減
　市は「もったいない運動」として、ごみ減量・
リサイクルの推進やエネルギー使用量の削減に
積極的に取り組んでいます。
　また、市民のみなさんがごみの分別などに取
り組んだ結果、温室効果ガスの排出量の削減
も進んでいます。

プラ系タッパー
（燃やすごみ）

ペットボトル 紙袋
（雑古紙）

人気のフリーマーケット
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