
徹底した分別によって，「廃
棄するごみ」と「リサイクル
できる資源ごみ」とを明確に
し，ごみ減量を進めています。
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みんなに話したくなる みんなと始める 事業ごみ減量ニュースレター

“へらす” “わける”で 目指せ一歩先行く ごみゼロ事業所!!

　事業ごみ収集のご相談は当組合まで。「京都市
推奨事業系ごみ袋（透明袋）」も販売しています！
★お客様相談窓口を，ぜひご利用ください！

答えは裏面の下にあります

ソ
ー
ス

従業員が一丸となって分別を徹底！
ごみ減量を目指すホテルの舞台裏！！

京都市東山区
「ハイアット リージェンシー 京都」さんにお伺いしました。
京都市東山区京都市東山区
「ハイアット リージェンシー 京都」さんにお伺いしました。「ハイアット リージェンシー 京都」さんにお伺いしました。

従業員が利用したも
のはもちろん，客室
から出たペットボト
ルもキャップを外し
て収集しています。

世界中の子どもの命を救うため，キャップの売
却益でワクチンを購入して届ける社会貢献活動
に参画しています。

計量後はラベルをごみ袋に貼付。分
別できていなければ，該当の部署に
返却されるという徹底ぶりです。

計量機にごみを乗せ
て測定。部署やごみ
の品目が確認された
ら，計量確認ラベル
が発行されます。

各部門で分別を徹底しており，ホテル全
体では17品目に分別されます。例えば，
館内に３つあるレストランでは，ごみを
７種類に分別しています。 最初は大変だった

分別も，今では
当たり前のように
できています
料飲部 レストランサービス

事業所インタビュー

「ハイアット リージェンシー 京都」は，京
都国立博物館や三十三間堂に隣接するラグ
ジュアリーホテル。周囲の美しい景観に溶
け込みながら，平成18年の創業以来，循環
型社会の実現を目指し，環境負荷の軽減に
日々努力されています。

「ハイアット リージェンシー 京都」は，京
都国立博物館や三十三間堂に隣接するラグ
ジュアリーホテル。周囲の美しい景観に溶
け込みながら，平成18年の創業以来，循環
型社会の実現を目指し，環境負荷の軽減に
日々努力されています。

ごみを
17品目に分別！分別分別分別

ごみの計量システムを導入！計量計量計量計量キャップを
ワクチン代に！リサイクルリサイクルリサイクル

ごみを集積所に持ち込んだら，名札の裏
にあるバーコードをスキャン。どの部署
から出たごみなのかが把握されます。

これらの他にも，エコバッグで買い物すればお得になるサービス，京都のま

ちを自転車で走るツアーの企画，屋上緑化などを実施されています！

できることを
まだまだ追求し，
これからも
減量をめざします！
料飲部 スチュワード担当

缶生
ごみ

各部署が
責任を持って,
リサイクルに
取り組んでいます
人事部 トレーニング担当

　国内外から多くの方々が訪れる同ホテルでは，ごみの分別システムを確立し，高
い意識の下でごみ減量に取り組まれています。
　国内外から多くの方々が訪れる同ホテルでは，ごみの分別システムを確立し，高国内外から多くの方々が訪れる同ホテルでは，ごみの分別システムを確立し，高
い意識の下でごみ減量に取り組まれています。い意識の下でごみ減量に取り組まれています。

毎回のごみ量を把握することによって，
減量に対する目標が明確となり，ごみの
分別や再資源化への意識が高まりました。

毎回の毎回のごみごみ量を把握することによって，量を把握することによって，
減量に対する減量に対する目標目標が明確となりが明確となり，， のごみのごみの
分別分別や再資源化への意識が高まりました。や再資源化への意識が高まりました。

17品目とは…
燃やすごみ／ダンボール／新聞・雑誌／紙パック／雑が
み／食品廃棄物／廃棄用油／汚泥（グリストラップ）／
PETボトル／缶／びん／金属類その他／ガラス・陶磁器
くず／廃プラスチック類／蛍光灯管球／乾電池／雑品

醤油やソースの容器は，それぞれ
ペットボトル？ それともプラスチック？
醤油やソースの醤油やソースの容器容器はは，それぞれ，それぞれ
ペットボトル？ それともペットボトル？ それともプラスチックプラスチック？？

ど
っ
ち
だ
ろ… ？



　京都市の一般廃棄物収集運搬業許可業者が加盟
する「京都環境事業協同組合」の青年部の方々15
名が，「私たちの京都を美しくする活動」という
スローガンのもと，鴨川沿いの清掃を行いました。
同組合青年部が社会貢献活動の一環として実施さ
れたもので，今後も，京都の美しさをいつまでも守っていくために市内
の清掃活動を続けていきたいとのことでした。

加工

発行：京都市環境政策局事業系廃棄物対策室
京都市中京区河原町通二条下る一之船入町384番地 ヤサカ河原町ビル７階
TEL: 075-366-1394　FAX: 075-221-6550

　皆さんの分別によって排
出された資源ごみはどうな
るのか。今回は空き缶・空
きびんをクローズアップし
ます。

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001025.html 

右記ホームページに一般廃棄物収集
運搬業許可業者の連絡先・PR内容を
掲載しています。ぜひご覧ください。

　漆はウルシノキから採れる樹液で，
一度硬化するとその塗膜は日常生活
で使う酸やアルカリ程度ではびくと
もせず，擦り切れるまでその保護力
を失わない。また人間が口にできる
程度の熱さのお湯などでも簡単には
劣化しない。そしてメンテナンスをすれば一生物とし
て使える。陶磁器や金属工芸など様々な伝統工芸品の
製作や修理などにも使われ，珍重されている。
　「漆でものづくりをしてらっしゃるの？素晴らしいで
すね」
　最近，そう言ってくださる方が増えてきた。その素
晴らしさは様々な要因があるようだ。「漆」自体の持つ
美しさ，受け継いできた技術，連綿と続く伝統の心，
日本の自然が生み出した恩恵。最近はその中に，「環境
と共生できるものづくり」という価値観も加わってき
たようだ。
　大きく見れば「伝統」という言葉の中に，そういう
意味や価値観が加わったのだろう。伝統とは，守りな
がら革新すること。せめて子どもたちに，ものづくり
としての良い環境と伝統を残していきたいと思う。

三木 啓樂 （漆作家）

NEWS 53  NEWSNEWS 53 53 ～ ニュース ファイブスリー ～～ ニュース ファイブスリー ～

　平成25年8月5日，7日，9日に小中学生を対象と
した産業廃棄物処理施設の見学会を実施し，保護
者の方も含め計74名の方々にご参加いただきまし
た。各施設では，廃棄物の減量方法やリサイクル
の取組について説明を受け，参加された方からは，
「ごみを出さないことが一番大切だということが分かりました」，「家庭
でもごみの分別を頑張ります」，「改めて環境について考えるきっかけに
なりました」といった感想をいただきました。

第 2回
空き缶・空きびんの
再使用・再生利用

検索検索京都市  一般廃棄物許可業者

分別ごみのごみ別分分別分別別分別分分分分別分分分別分別ごごご

三木啓樂（みきけいご）プロフィール：京都生まれ。京塗師表悦氏の長
男。日本工芸会正会員，煎茶工芸協会正会員，京都漆器青年会会員。京
都市「DO YOU KYOTO?」大使。　

平成25年度夏休み小中学生エコバスツアー平成25年度夏休み小中学生エコバスツアー
～さんぱい施設見学会～～さんぱい施設見学会～（平成（平成2525年年88月月5，7，95，7，9日）日）

で

また
会おうね！

空きびん

缶 to 缶

びん to びん

分別のおかげで缶の
リサイクル率は
9割超！

古くなったり，

れなくなった

古くなったり古くなったり，，
繰り返し使わ繰り返し使わ
れなれなくなったくなった
びんびん

繰り返し使用繰り返し使用
できるリターできるリター
ナブルびんナブルびん

圧縮 加熱

洗浄

加工

砕いてカレット（細かくなった
もの）に加工します

リユース！

リサイクル！

空き缶

空き
びん

新しいびん，グラス
ウール，タイルなど
に再生されます

空き缶

BEER

一升びんやビールびん，
牛乳びんとかだね

磁石でスチー
ル缶を引き寄
せ，アルミ缶
と分けます

磁石でスチー磁石でスチー
ル缶を引き寄ル缶を引き寄
せ，アルミ缶せせ，，アルミ缶アルミ缶
と分けますとと分けます分けます

10mm程度の
ペレット（小
さな粒）に加
工します

10mm程度の10mm程度の
ペレット（小ペレットペレット（小（小
さな粒）に加さな粒）さな粒）にに加加
工します工します

リターナブルび
んの平均寿命は
約 8年！

京都環境事業協同組合青年部による鴨川ボランティア京都環境事業協同組合青年部による鴨川ボランティア
清掃清掃（平成25年8月24日）（平成25年8月24日）

PETマーク…指定表示製品のPET
ボトル（清涼飲料，種類，乳飲
料，醤油，みりん風調味料，酢，
ノンオイルドレッシングなど）
プラマーク…プラスチック製の
容器包装（食用油，オイル成分
を含むドレッシング，ソース，
焼肉のたれなど）

ソ
ー
ス

小さな粒にして再び缶を作り出す再生利用（リサイクル）

洗って再使用（リユース），砕いてびん等を作り出す再生利用（リサイクル）

圧縮して運搬し
やすくします
圧縮して運搬し圧縮して運搬し
やすくしますやすくします

加熱によって残
飲料や塗料を除
去します

加熱によって残加熱によって残
飲料や塗料を除飲料や塗料を除
去します去します

　醤油はペットボトル，ソースな
どの香辛料の強いものや，食用油
脂を含むものなどはプラスチック
の容器が使用されています。

　醤油はペットボトル，ソースな醤油はペットボトル，ソースな
どの香辛料の強いものどの香辛料の強いものやや，食用油，食用油
脂を含むものなどはプラスチック脂を含むものなどはプラスチック
の容器が使用されていますの容器が使用されています。。


