
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

2013年 12月 4日（水）参加者３１名 

草加アコスホールにて開催 

“数字が語るごみの話” 

自分が何を捨てるかは案外意識しているものだが、どの位捨てているかを計っている人は少ない

のではないだろうか？しかし、これがけっこう大切な事らしく、お役所では大変丁寧に計っている。

今回はその量からごみについて考えてみた。（ここでいう『ごみ』の中には、粗大ごみや不燃ごみ

のほか、びんやかん、紙や布などの資源回収する有価物も入っている。） 

 

環境省の一般廃棄物処理状況データによると、埼

玉県の平成 23年度のごみの量は、平成 22年度に比

べ１人一日当たり事業系が１ｇ減って、928ｇだっ

た。今までより減り方が少なくなっていて今後のご

みの量が心配だ。 

ただし、焼却ごみの量はもう少し減っているので、

リサイクルやごみに対する意識が高まればだんだ

んごみの全体量は減るのではないだろうか？ 

 

 さて、東埼玉資源環境組合の構成市町村のごみ

だが、他の地域に比べやや多いように思う。特に焼却の量が他の地域に比べ多い。立派な焼却場が

あるので、燃やすご

みについて心配する

ことがないからだろ

うか？（☆印 構成

６市町村）  

さらに、国で計算

しているリサイクル

率も比較的低い。（☆

印） 

ごみは分ければ資



源になるので、もう少し分別する

努力をすると全体的なごみ量も減

る。また、焼却ごみの処理費用は

燃やすごみが多ければそれだけ多

くの費用が事務組合の方から請求

されることになるので、費用に関

しても少ない方が良いと思う。 

 

この焼却ごみの内容を詳し

くみると、プラスチック類の量

が大変に多い。焼却することに

よる二酸化炭素は多く出てい

ることになるので気になる点である。 

生ごみを燃やすにはプラスチック類が必要だとよくいわれるが、東埼玉資源環境組合の場

合、生ごみの量はそれほど多くないし、紙類の中にも衣類の化学繊維などあるので、焼却に

関しては、そこまでの心配はしなくて良いように思う。 

また、軽いとは言ってもプラスチ

ックをリサイクルすることでリサイ

クル率は確実に上がるので、頑張っ

てみてはどうだろうか？無理やり洗

わなくてもきれいなプラスチックは

たくさんある。 

因みにペットボトルの回収は 98％

の自治体で回収していたが、ペット

ボトル以外のプラスチックの回収を

している自治体も意外と多く約 60％

の自治体が、何らかの形でプラスチ

ックの回収をしていた。 

ごみを分別して出すと言う事は市民にとって大変な事なので、自治体の方も収集の拠点や回数を増やした

り、事業所に協力して貰ったりして、焼却のごみにならないような工夫をする必要があると思う。また、市

民も買い物に気をつけ、ごみになるようなものを買って来ないなど、安易に燃やすごみにしないような努力

をすべきだと思う。（ごみを知ろう委員会  中澤 啓子） 

 

～学習会報告ＰａｒｔⅡ“ごみも減らせばゼロになる？！”は、次号エコ・リサ通信８６号に掲載～ 

 

【質疑応答・意見交換から】 

Ｑ：越谷は、容器リサイクル法対象のその他プラスチックの回収をしていないが、取り組ん

でいる自治体のリサイクル率はどれくらい高くなっているのか？分別できた結果はどのよう

な効果があるのか？ 

Ａ：容リ対象のプラスチックを回収している自治体数は 29、その他のプラスチックを回収し

ている自治体は 20、どちらも回収している自治体は 11 でした。反対に全く回収していない

自治体は 25。ペットボトルと白色トレイの回収はカウントせずに容リとその他のプラスチッ

クだけのリサイクル率を計算すると、埼玉全体でも 2％あがっています。自治体によっては



10％以上のリサイクル率を稼いでいるところもあります。リサイクル率は埼玉で一番高い所

でも 40％には届いていませんので、軽いとはいってもかなりの重さになっているようです。

因みにペットボトルの回収は 63 自治体のうち 62 自治体で取り組んでいました。 

プラスチックの焼却は炉も痛めますし、二酸化炭素の排出量も多いです。リサイクルしてア

ンモニアなどにする工場もあります。 

ご意見：その他プラスチックを助燃材の意味で使うのは、生ごみを出し過ぎているため。石

油資源に戻すことが可能なので、資源として活用すべき。 

 

【エコ・リサ 環境学習会に参加して】 

エコ・リサごみの奥深い お・は・な・し

とても興味深く拝聴しました。 

 私たちは草加市で買い物をする時ごみの

発生抑制を視野に入れた生活を提唱してき

ました。20 年以上前から、

上質なパルプ 100％の紙

パックを燃やしてしまう

のはもったいないと紙パ

ックの回収もしています

が、2011 年から草加市の

資源回収でも紙パックの

回収を始めました。とこ

ろが、紙パックにはリサ

イクルマークが付いているだけなので、紙

パックが回収されるからと、お菓子やティ

ッシュの箱と一緒に出す人がいます。これ

ではきちんとしたリサイクルは出来ないの

です。市に混載はダメだと申し入れ、翌年

きちんと分けるように知らせてもらいまし

た。 

 ごみの発生抑制やリ

サイクルの質の向上を

訴えなければ成果を上

げることができません。

循環型の社会の構築と

言えば聞こえはよいの

ですが、一部の人が理解、

活動する社会ではなく、

共に暮らす大勢の人が

きちんと分かり、活動する社会の実現を私

たちと行政がともに考えることの大切さを

学ばせていただきました。（草加 町田 由美子） 

 

  

    市民と行政がともに学ぶエコ・リサイクル交流集会２０１４ 

日時・2014 年 2 月 15 日（土）午後１：３０～４：３０※詳細は同封のチラシをご覧下さい 
会場・さいたま市文化センター 多目的ホール （４階） 

テーマと講師 「行政の古着回収の現状」 

蓮田白岡衛生組合 庶務課長兼会計室長  黒崎 晃氏 

「ボロ屋さん、ってご存知ですか？」 

一般社団法人・繊維リサイクル協会 理事 佐藤 正和氏 

「回収活動から、見えてきたこと・伝えたいこと」 

      ファイバーリサイクルネットワークさいたま 代表 久慈美知子氏 



小型家電リサイクルの取組状況

市町村名
実施予定時期
（H25.5時点）

実証事業
採択状況

さいたま市 平成25年度中 市町村１次
川越市 実施中 事業者１次
熊谷市 時期未定
川口市 実施中
行田市 平成26年度中
所沢市 実施中
飯能市 実施中 事業者３次
加須市 実施中
本庄市 平成26年度中
東松山市 平成25年度中
春日部市 平成25年6月末まで
狭山市 平成25年度中 事業者３次
羽生市 平成25年度中
鴻巣市 実施中
深谷市 時期未定
上尾市 時期未定 市町村１次
草加市 実施中
越谷市 時期未定
蕨市 時期未定
戸田市 時期未定
入間市 平成25年度中 事業者３次
朝霞市 平成25年度中
志木市 実施中
和光市 実施中 事業者１次
新座市 実施中
桶川市 平成25年度中
久喜市 平成25年度中
北本市 時期未定 事業者３次
八潮市 実施中
富士見市 実施中
三郷市 時期未定
蓮田市 実施中
坂戸市 時期未定 市町村２次
幸手市 平成25年12月末まで 市町村１次
日高市 平成26年度中
吉川市 時期未定
ふじみ野市 実施中 事業者１次
白岡市 実施中
伊奈町 平成26年度中
三芳町 実施中 事業者１次
川島町 実施中 事業者１次
吉見町 平成25年度中 事業者１次
東秩父村 実施中 事業者１次
美里町 平成26年度中
神川町 平成26年度中
上里町 平成26年度中
寄居町 時期未定
宮代町 平成25年度中
杉戸町 時期未定
松伏町 時期未定
秩父広域 実施中
小川地区 実施中 事業者１次
埼玉西部 実施中 事業者１次

※再資源化事業者提案型の再資源化事業者は、
　いずれも「スズトクホールディングス株式会社」。

加速する小型家電リサイクル 

さいたま市と坂戸市において１月

から小型家電リサイクルが実施され

ることが発表されました。両市ともに

環境省の「小型電子機器等リサイクル

システム構築実証事業」に採択されたもので、回

収ボックスの設置や広報経費が支援されます。さ

いたま市では市内５０か所、坂戸市では市内６か

所に回収ボックスが設置されます。さいたま市の

回収ボックスには「破砕機」が備えられ、個人情

報保護にも配慮されています。 

小型家電リサイクル法は平成２５年４月１日

に施行されましたが、再資源化認定事業者の決定

が６月下旬となったため、認定事業者への引渡し

を検討していた自治体では協議の相手方が決ま

らず、動き出せずにいました。６月２８日に１４

社、８月９日に６社が認定され、各自治体でもよ

うやく本格的に動き出しています。ちなみに埼玉

県を収集区域とする認定事業者は次の４社です。 

 株式会社リーテム 

 木村メタル産業株式会社 

 三井物産株式会社 

 スズトクホールディングス株式会社 

小型家電リサイクルの実施によ

り最終処分量の削減が期待されま

すが、小型家電リサイクルは促進型

の制度で、対象品目や回収方法は各

自治体に任されています。実施して

いるかどうかだけでなく、対象品目や回収量にも

注目していきたいと思います。 

現在国では容器包装リサイクル法や家電リサ

イクル法など、リサイクル各法の見直しが行われ

ております。九都県市でも、容器包装リサイクル

制度における費用負担の在り方の見直しや、家電

リサイクルの前払い制度など国に要望しており

ますが、実効性の高い制度 

に改正されることを期待しています。 

 

 



            司法書士竹内啓修事務所  

  お問合せ ☎０４８－９６３－６０５５    不動産・商業登記全般 

 

ごみの減量 

(1)ごみの排出量 

狭山市に出すごみの量は一人一日当たり

50g以下です。ちなみに狭山市の家庭系ごみ

の排出量は一人一日約 700g ですから十分

の一以下です。 

(2)紙・布類 

 古紙・古布は「自然を守る狭山リサイク

ルの会」と言う団体に入っていて、毎月一

回地域の古紙・古布を数トン回収していま

すから、その時に出します。広告の裏紙で

印刷していないものはメモ用紙にした後、

回収に出します。封筒は一緒に活動してい

る仲間たちとの文書のやり取りの時に最低

でも 5～６回使いまわします。 

 食事時などにテーブルに汁をこぼしたり

したとき、ティシュで拭く人が居ますが、

我が家では台布巾を使い、ティッシュは使

いません。我が家では箱に入ったティッシ

ュは買ったことがありません。時々その辺

でチラシと一緒にティッシュを配っている

のをもらうくらいで済んでいます。ティッ

シュは鼻をかむくらいしか使わないのです。

ペーパータオルも使ったことがありません。 

 台所のレンジが油などで汚れた時には、

古布を小さく裂いたもので拭きとってゴミ

に出すことがあります。 

(3)びん・缶、廃プラスチック類 

レジ袋はもらいません。ビールは瓶ビール

を買って空瓶はお店に戻します。お酒は一

升瓶で空瓶はお店に返します。缶ビール、

缶コーヒー、缶ジュースは買いません。ペ

ットボトル飲料も買いません。時には何か

の会合でペットボトル入りのお茶が配られ

る時があって、もらってくることがありま

す。家内は「もらってくるな!!」と言うので

すが、私は気が弱いのでついついもらって

きます。 

みりんはペットボトル入りでないと買えな

かった時期があって買うことがありました

が、最近またびん入りのものが手に入るよ

うになりました。 

魚や肉は「大地を守る会」と言うところか

ら家内が宅配契約で購入していて、トレイ

入りではなくて大抵竹の皮やへぎ、薄いポ

リ袋に入っているので、トレイはありませ

ん。野菜は家庭菜園で作っていて、殆ど自

給自足です。牛乳は紙パック入りで、紙の

リサイクルに出します。 

 びんはマヨネーズ、ジャム、マーマレー

ド、甘味噌、ジュースなどは自家製ですか

ら広口瓶を使いまわしています。内容物も

完全に使い切りますので、中身が少し残っ

ているマヨネーズのチューブを捨てるよう

なもったいない使い方はしません。 

 びんの蓋が錆びてきて使えなくなった時

はごみに出します。蓋だけ売っていないか、

と探すのですが今のところ手に入りません。 

 雨の日は新聞紙を薄いプラスチック袋に

入れて配達されますが、その袋は野菜を入

れて冷蔵庫にしまうのに便利にしています。 

プラスチック袋は少ないのですが、破れた

ら廃プラの資源ごみに出します。 

(4)生ごみ、その他 

畑をやっている関係で、野菜くずはかなり

たくさん出ますが、すべて肥料にしていま

すので、生ごみは出ません。時々食べ残し

の物で傷んだり、冷蔵庫の中で腐らせたり
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したものが出ますが、これらも肥料にして

います。(貝殻や大きな骨はごみに出します) 

 天ぷら油は紙のフィルターで濾して油の

缶に戻します。また、天ぷら油は炒め物に

使うので捨てることはありません。 

 たまにごみ置き場に封を切ってない「賞

味期限切れ」の食用油を見つけることがあ

り、拾ってきて石鹸を作るのに使います。 

箸は「マイ箸」を持っていますので、外食

時に割り箸を出す店の時は「マイ箸」を使

います。 

長時間の外出時に飲み物が必要な場合には、

主にほうじ茶を入れたマイボトル、夏は梅

ジュースを薄めたものを入れたマイボトル

を持ち歩いています。 

 一緒に家庭菜園をやっている仲間はポリ

シートを畑に敷いて野菜作りをしています

が、私は原則としてポリシートは使わない

ことにしています。ただ、今のところ里芋

と八つ頭はポリシートを使わないと芽が出

るのが遅くなって収穫量が半減しますので

使っていますがそれ以外は使いません。 

 キュウリの種を 3 月の終わりころに第 1

回目を蒔くのですが、さすがに温度が低い

ので、落ち葉堆肥を作るために落ち葉を入

れてあったポリ袋を無駄にしないように活

用します。また、枝豆の種を蒔くときもカ

ラスよけと保温をかねて、落ち葉を入れて

あったポリ袋を開いて活用します。 

(私の団地には樹木がたくさんあって秋にな

ると落ち葉が多量に落ちるのですが、お掃

除のおばさんたちが落ち葉をポリ袋に入れ

てごみ置き場に置いて行きますので、それ

を活用して落ち葉堆肥を作っています) 

 

 

食生活など⇒健康のために 

(1)私の家系 

私は現在 83歳ですが、今日のお話も 1時間

半立ってお話しできる程度に元気に過ごし

ています。これから健康生活についてお話

しますが、お前のところは遺伝的に長生き

の家系なのだろう。それなら話を聞いても

参考にならん、とお思いの方がおられるか

もしれませんので、一言申し上げます。私

の祖父は30台で亡くなったと聞いておりま

して、私は祖父の顔を見たことはありませ

ん。父は 50 台中ごろで亡くなりましたし、

母は 60台で亡くなっておりまして、決して

長生きの家系ではありません。 

(2)野菜その他の食品 

野菜は原則として自給自足ですから、無農

薬・無化学肥料の野菜を食べています。 

さっきから私の話はお金を使わないけち臭

い生活ばかりしているように聞こえますが、

食べ物は結構贅沢なものを食べていて、肉、

卵、魚などは「大地を守る会」の物を宅配

してもらっていて、卵などは 1個 60円くら

いしているものを食べています。他の肉や

魚も安売りの物ではありません。   

牛乳や乳製品は北海道の「よつ葉会」から

とっていて、それほど安いものではないよ

うで、無農薬・遺伝子組み換え無しの飼料

を使った牛乳からの製品です。毎年、甘夏

柑や八朔などを段ボール箱で購入していま

すが、購入先は水俣の「反農薬連合会」の

品物です。 

(3)お土産 

私が若いころに、会社の旅行などでお土産

に饅頭などを買ってくると、家内から「な

んでこんなものを買ってくるのよ!!裏を見

http://www.townnavi.info/saitama
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産業廃棄物のことなら何でもご相談下さい。 

ウム・ヴェルト株式会社 ☎0280－23－2641                                       

てごらんなさい、食品添加物がいっぱいじ

ゃないの、今度から買ってこないで!!」と叱

られたものです。それからは、お土産など

は必ず容器の裏を見て、食品添加物のない、

土地の果物、魚の干物、つくだ煮、そば、

キノコなどを買うようにしていますが、最

近はつくだ煮やキノコまで合成保存料の入

っているものがあって油断がなりません。 

(4)加工食品・嗜好品 

このようなわけで、我が家では無農薬の甘

夏やリンゴなどを使ってジャムやマーマレ

ードを作りますし、梅ジャムは団地内の梅

を使った梅酒の梅や梅ジュースに使った梅

の実を使って作ります。 

マヨネーズ、ラッキョウ漬け、白菜づけ、

千枚漬け、味噌なども自家製です。蜜柑、

リンゴ、渋柿(干し柿を作っています)の皮は

干しておいて、白菜づけなどに使います。

沢庵も以前は作っていて団地の仲間に配っ

ていたのですが、この頃は我が家であまり

食べなくなってやめました。 

 嗜好品は、百薬の長やビールは飲みます

が、たばこは吸いません。 

 お茶や紅茶も無農薬の物を購入していま

す。コーヒーは「パンダショップ」と言っ

て発展途上国で無農薬栽培を指導している、

「フェアトレード」の豆を購入しています。 

(5)殺虫・殺菌・芳香剤 

夏に蚊取り線香をたまに使うことがありま

すが、除虫菊を利用したものを使い、化学

薬品を原料にしたものは使いません。ゴキ

ブリ対策はホウ酸入りの団子で、スプレー

は使いません。 

衣類の殺虫剤としては、樟脳を使っていま

すが、「タンスにゴン」などの化学製品は使

いません。あれは化学組成から言うとダイ

オキシンの片割れです。 

 衣類をタンスにしまう時にチャック付の

ポリ袋に衣類を入れて、小型の「ホカロン」

を入れると良いです。ホカロンは 2 価の鉄

が主成分で反応触媒として食塩を入れたも

ので出来ていて、空気中の酸素を吸って 3

価の鉄になるときに熱を出すようになって

います。したがってチャックで封をしたポ

リ袋の中の酸素が無くなりますので、虫が

死んでしまいますから、衣類に虫が付きま

せん。その場合、「ホカロン」には食塩があ

りますから、ハンカチなどでくるんでおく

とよいでしょう。また、ポリ袋の中の空気

の量は少ないので熱は出ません。ただし、

チャックがきっちりしまっていなくて、空

気が入ると効果がありません。 

トイレの芳香剤は使いません。 

 お掃除、洗濯や体・髪を洗うのに合成洗

剤は使いません、石鹸を使います。歯磨き

なども有害成分がない物を使っています。 

終わり 

                                 

【ホームページには全文記載されていま

す。】 

  

   

                                       

http://www.chinrai.co.jp/index.html
http://tera-jpn.or.jp/index.html
http://tera-jpn.or.jp/index.html


 税理士法人 T&Mソリューション 
          毎月第２水曜日は「税の無料相談日」 お気軽にお問い合わせください！ 

お問合せ ☎０３－５８２９－９６６４    E-mail  info@tms.or.jp 

 

 

 読売旅行「あなたの街から」いい旅 いつも これからも 

さいたま営業所 ☎048-640-4343         ＦＡＸ 048-644-7674 

 

  節約上手な人は知っています。 

 容器代の少ないものを選べば、自然とお金が溜まるかも！？ 

商品購入の際、忘れてはいけないのが容

器包装代も支払っているのです。 

何重にも美しく包まれた個別包装の

お菓子より、簡単な包装のお菓子の方

が確実に価格は安いのは当たり前。 

石油高騰の時代、容器包装のコストもアップ。

当然販売者側は、容器包装の原材料費も商品

代金に反映せざるを得ません。 

簡易包装の商品を選ぶ習慣が身につけば、自

然と節約できることになります。 

エコ・リサはレジ袋無料配布中止を支持、応援しています。 

イオンは、総合スーパー「イオン」の本州と四

国、九州の２０３店舗で 2013年１１月１日か

ら食品売り場のレジ袋を有料化している。北海

道、沖縄の２２３店舗では２００７年から自治

体の方針に沿って有料化を順次進めており、無

料での配布を全店で終える。有料化に移行した

店舗では来店客がレジ袋を使わない比率が６

０％を超えており、今後はグループの食品スー

パー「マックスバリュ」などでも無料配布を中

止する方針。 ダイエーも親会社イオンにあわ

せ 11月から食品売り場で配っているレジ袋の

有料化を、グループ全４７７店舗に拡大した。 

大手スーパーのレジ袋有料化は、西友が 2012

年７月、イトーヨーカ堂も 2013年２月に全店

に拡大している。 （グリーンコンシューマー委員会 

大前 万寿美）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊エコ・リサ会員の方にエコ・リサ通信の今後の配信方法についてのお願い＊＊ 

事務作業、省コストの点からｍａｉｌ配信への移行をすすめております。 

メール配信希望の方はホームページお問い合わせから「エコ･リサ通信ｍａｉｌ配信希望」 

として氏名・アドレスの連絡をお願いします。 

氏名             アドレ  

編集後記： アメリカインディアンの教えに、 「今生活している世界は、未来の子孫から の借り物である」 

という考え方があります。ならば、いかにきれいなままでお返しするのか？どのように暮らしていくのか？

考え実行していくことが重要と思います。今年の交流集会のテーマ「燃やさずに、活かしていこうあなたの

古着」にも通じますね。今年もよろしくお願いいたします。轟 涼 

http://www.yomiuri-ryokou.co.jp/

