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わける で 目指せ一歩先行く ごみゼロ事業所 !!
vol.

08

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
生ごみの
約 8割は水分！
しっかり水を
切ろう！

生ごみ，
そのまま
「水切り」で
ごみ減量！ 捨てないで!!

ずいぶん
軽くて小さく
なったね！

しっかり
水切り!

そもそも
ぬらさない
のが大事！

「生ごみ」の約８割は水分。事業所全体から
出るごみの約３割 を水分が占めています。
「生ごみ」の減量はもとより，水切りを徹底

3つのポイント きちんと
減量！

ギュッと
しぼって！

❶ぬらさない

置いて
おくだけ！

して，事業ごみを減らしましょう！
ごみが軽く! 少なく!
収集料金も減るかな? ※データは H23.3 京都市環境政策局の調査から

現場訪問!

❷しぼる

❸かわかす

「日々のあたりまえ」として取り組む
生ごみダイエットが効果絶大!!

今回の訪問はこちら！

カフェ・アンデパンダン

1928年に建てられた旧毎日新聞社ビルの地下を改装
した，御幸町三条にある人気の飲食店。学生から高
齢の方まで昼夜を問わず，あらゆる世代で賑わって
いる。

❶生ごみはぬらさず！

ごみ箱は
水がかからない
所に！

玉ねぎやにんじんなどは，ぬらす前に皮をむくこと
で，水分の少ない生ごみに。生ごみを捨てる場所も
水がかからないため，ほとんど水分は含まれていま
せんでした。

❷ムダの少ないメニューに
2.4kgの生ごみからは，10gの水分も出ません!

ぬれてないから、
そのまま捨てよ
生ごみ

昼と夜の
メニューの
材料は共通で

ランチプレートで提供される小鉢は，食材の切れ端を
活用したり昼と夜のメニューを共通の材料とすること
で，一度に購入する材料の種類を抑えるなど，ムダの
少ないメニュー設定で生ごみも減っています。

❸食べ切れなかった料理は持帰りも
食べ切れなかった料理は，持帰りが可能。
食べ残しを出さないことも，生ごみを減
らす秘けつです。
「毎日あたりまえにやっていることが，生ごみの減量につ

食材をムダなく活用！

京都環境事業協同組合から

お問合せは
お気軽に！

「京都市推奨事業系ごみ袋（透明袋）
」も販
売しています！★お客様相談窓口を開設
しましたので，ぜひご利用ください！

691-5517

食べ切れな
かったものは
持帰りに！
食べ残し
なし！

TAKE
OUT

ながっています」と，チーフの石橋さん。

事業ごみ収集のご相談は当組合まで。

相談窓口 Tel.

生ごみが
出にくいね！

【受付時間 月〜金13:00 〜 17:00】

ごみ削減に役立つ豆知識

ごみゅにけーしょん

Q &A

頭文字を
そのまま
つなげると…

環境にやさしい企業や団体を認証する，京都発の環境規格を「京都・環境
マネジメントシステム・スタンダード」といいます。その略称は次のうち
どれでしょう？

❶ KBS ❷ KES ❸ KHS
※答えは裏面の下にあります。

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

れぽーと
「ごみ減量・3Ｒ活動
優良事業所」の認定が
行われました!

とぴっくす

小中学生エコバスツアー
〜さんぱい施設見学会〜を開催しました！
京都市では，未来を担う子どもたちが，
ごみ問題や環境にやさしいライフス
タイルについて考えるきっかけとす

毎年しているから，
ぜひ申請してね！

るため，小中学生を対象とした産業

どうやって認定されたの？
京都市では，百貨店，ホテル，病院，事務所，工場など，延べ床面積
1,000平方メートル以上の大規模な建物（約2,200事業所）を対象に，ご
みを減らし，リサイクルするための取組について記載した計画書を提出し
ていただき，
ごみ減量の推進を図っています。
この度，
３Ｒ活動
（リデュース，
リユース，リサイクル）を積極的に展開されている44の事業所が，市環
境共生センター職員による現地審査などを経て，
「ごみ減量・３Ｒ活動優
良事業所」に認定されました。

分別の「迷い箱」って何?
認定された事業所は，いずれもごみの分別や減量に熱心に取り組まれて
おり，なかでも複数の事業所で行われている興味深い取組は，分別の「迷
い箱」です。これは，分別先が分からないものを入れてもらい，後から

廃棄物処理施設の見学会を，本年８
月に２回実施しました。廃プラスチッ
クの固形燃料化や，空き缶のリサイ

どんな認定事業所があるの？

へー

どの再資源化施設と，廃棄物を排出
している企業を巡るバスツアーです。
参加者からは，実際の現場を見るこ
とで，
「ごみの大半がリサイクルできることを学んだ。
」や「ごみを分別する
意味が改めてよく分かった。
」といった感想が寄せられました。
これからも へらす

わける の取組を実践していただき，更なるごみ減

量に御協力をお願いします！
コラム

環境担当者が正しく分別を行うというものです。後日，正しい分別方法
などについてメール配信により周知するなどの工夫もされています。

ごみは
再資源化
されているよ

クル原料化，食品廃棄物の飼料化な

京の知恵

京都の伝統文化に育まれた知恵を，次代を担う文化人がコラムで紹介！

今回，真っ先に認定の申請をされた光

松山 大耕 （妙心寺退蔵院 副住職）

工業株式会社を訪問しました。
「以前か

私が修行道場に入りたての頃，庭掃除をし

らKESの取得などを通じて，環境にや

ているときに「ごみはどこに捨てたらいい

さしい取組を進めてきましたが，社員

ですか。
」と質問したところ，ある先輩が「世

の更なる励みとして，今回の優良事業

の中にごみなんかどこにもない。
」と教えて

所認定に申請しました。
」と，総務部部

くださいました。
「例えば，この木の切れ端

長の西松さん（写真左）
。また，経営管

や枝は薪に火をつけるときの火種になる。

理室次長の多田さん（写真右）は，
「ご

葉っぱは畑にまいたら肥料になる。最後に

みの分別を始めた頃は社員の意識も低

残った砂利や砂だって，水たまりになるよ

く，正しい分別方法について指導を行

うな穴があいている所に入れたら十分役に

うことが多かった。継続して社員が取

立つじゃないか。ごみだと思うからごみになるのであって，それをどう

り組むうちに，意識の向上につながり，今では社員全員がきちんと分別し

生かしていけばよいか考えるのが修行なんだよ。
」とおっしゃいました。

ています。
」と話されていました。

何気なく生活していると私たちは使えなくなったものをすぐにごみと考

継続が大切なんだ！

えてしまいますが，ものの見方を変えれば，どんなものだって何かの役

この認定制度は，大規模な事業所を対象としたものです。認定を受けら

に立つものです。そういったものの積重ねが生活の知恵となって息づい

れた所は，一人一人の社員が日々の取組を積み重ねていくことで，事

ているのが京都だと思います。
「どこに捨てるか」ではなく，
「どうやっ

業所として大きな成果につなげられることを実践で証明されています。

て生かすか」
。自分の視点を変えていけば，ごみはかなり減らせるので

皆さんも， へらす

はないでしょうか。

わける の取組を，できることから実践していき

まき

ましょう。
松山 大耕（妙心寺退蔵院 副住職) プロフィール：1978年京都市生まれ。東京大学大学院農学生命科学

事業ごみ 気になる
「処分手数料」って何?!
豆知識

お金

ごみ処理には，
集める＋捨てる
ためのお金が必要
なんだね！

「ごみ処理料金」には，一般廃棄物収集運搬業
許可業者の「収集運搬料金」と京都市の処理
施設での「処分手数料」が含まれています。平
成26年4月には処分手数料の改定が行われます。

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

研究科修了。臨済宗妙心寺派 大本山妙心寺塔頭退蔵院副住職。政府観光庁「Visit Japan 大使」
，京都市「京
都観光おもてなし大使」としても活躍している。

ごみゅにけーしょんQ&Aの答え：❷KES
kyoto

environmental management system

次号はごみを
減らすための
コツを特集するよ！

standard

京都の
「K」
，環境マネジメントシステムの
「E」
，スタンダード
の
「S」
をとって KES というんだよ！

右記ホームページに一般廃棄物収集
検索
京都市 一般廃棄物許可業者
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。 http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000001025.html

