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みどり市民 1 人 1 日あたりのごみ排出量
※令和 2 年度における家庭系ごみ及び事業系ごみを合わせた数値

令和 3年 12月 17日、みどり市は地球温暖化に伴う急激な気候変化・地球規模で進行する環境問題に取

り組むべく「みどり 5 つのゼロ宣言」を行いました。ごみ問題は、地球環境や家計など、私たちの生活に大きく

影響しています。

市民の皆さんに、みどり市のごみの現状を知っていただき、ごみを減量することの大切さを、より一層理解

していただくため、『みどり市ごみ年報 ごみ 減らしま SHOW！』を創刊します。

＜1 人 1 日あたりのごみの排出量の推移＞

1 年間にかかったごみ処理費用
※令和２年度実績

次ページで、さらに詳しく見ていきましょう！

みどり市のごみ排出量は減少傾向に
ありますが、全国平均と比較すると量
が多く、差が広がっているモス。
目標値に向かって、ごみを減らすため
の協力をお願いしモス！

※赤字は目標値

ごみの総排出量（家庭系＋事業系）令和１３年度目標値 １２，９４０ｔ

★目標達成するためには、令和２年度実績値に対して約３０％のごみ削減が必要

★目標を達成した場合、ごみ処理に係る費用を、令和２年度比で年間約１，５００万

円節約することができます。

★「可燃ごみ」の処理費用は「重さ」で決まります。

★節約できた分は、ごみ出しの利便性向上や、他の行政サービスの充実に活用し

ます。

みどり市マスコットキャラクター

みどモス

第 1 号



【家庭ごみの総量の内訳】
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ごみの総排出量のうち、家庭ごみは約７割を占めており、

ほぼ横ばいで推移しています。(13,500トン前後)

家庭から出るごみのうち、

約 4 割が生ごみ！
次に多いのが紙・布ごみ

可燃ごみの

約４割は水分！
※ほとんどが生ごみ由来

生ごみ（スイカの皮）を電動式

生ごみ処理機で乾燥させると

約１０分の１の量に減ります！
※同じ大きさの器に入れています。

【乾燥前】 ５３４ｇ

生ごみビフォーアフター！
～生ごみのほとんどが水分～

【乾燥後】 ５０ｇ



料理の作りすぎに注意します。食べきれなかった場合はほかの料理にアレンジします。外食時も

食べきれる量を考えて注文します。市は、食品ロス削減に取り組む店舗を「みどり市食べきり協

力店」として登録しています。

なるべく調理くずや廃油を出さない調理を工夫し、生ごみを減らします。料理を作りすぎた場合などは、冷凍保存を活

用します。市では、笠懸庁舎、大間々庁舎、東支所で、廃食用油の回収を行っています。

外出先では、ペットボトルや缶ジュースなどの購入を控え、マイボトルを使います。

買い物にでかける前に冷蔵庫をチェックするなど、計画的に買い物をし、賞味期限切れを防ぎます。

マイバッグ等を使用し、レジ袋やプラスチック製スプーンなどの使い捨てのものは

買わない・もらわないようにします。

購入先として、フリーマーケットやリサイクルショップの選択も考えます。

リサイクルの輪が途切れないようにするためには、リサイクルされて作られた製品を私たちがきちんと利用することが

大切です。エコマークやグリーンマークなどが、リサイクル製品を選ぶ目安になります。

生ごみは水分を多く含んでいるため、水切りや乾燥をしっかりおこなうことで、効果的に減量できます。野菜の皮は洗う

前に剥く、調理中に出る生ごみはぬらさない、お茶がらやティーバッグは水気をしぼって乾かしてからごみに出すなど、でき

ることから実践しましょう。

コンポストや生ごみ処理容器、生ごみ処理機器に対して、市の補助金制度があります。

作ったたい肥は、花壇や家庭菜園等で利用しましょう。市営の市民農園もご利用いただけます。

いらなくなったものや着られなくなった衣服などを知人などと譲り合ったり、フリーマーケットやリサイクルショップなどを通じて

再利用します。

リサイクルには、資源ごみをきちんと分別することが大切です。市で配布している「ごみ分

別一覧」や「ごみカレンダー」をご覧いただき、分別を徹底します。また、携帯電話やデジ

タルカメラ等の小型家電や使用済みインクカートリッジなど、市の回収 BOX での回収を

行っています。

新聞紙や古紙などを保管しておき、集団回収に出すなど、地域のリサイクル活動に積極的に参加します。

市では、集団回収を行う団体に奨励金を交付しています。

資源ごみは、ごみ集積所に出す以外にも、「ゴミ減量化・リサイクル協力店」の店頭にある回収

ボックスを利用する方法もあります。



廃食用油の回収

廃食用油をふたの閉まる容器に入れ、

回収場所にご持参ください。

〈回収場所〉

市役所笠懸庁舎、大間々庁舎、

東支所

※現在、古着・古布の回収は

中止しています。

小型家電リサイクル BOX

〈設置場所〉

市役所笠懸庁舎、大間々庁舎、東支所、

教育庁舎、笠懸公民館、みどり市厚生会館

〈回収できるもの〉

携帯電話、ノートパソコン(PC リサイクル

マークのあるもの)、タブレット端末、電卓、

ビデオカメラ、電話機、FAX、ゲーム機、電子辞書、携帯型

音楽プレイヤー、ポータブルカーナビ、リモコン、AC アダプター

※いずれも投入口(約縦 15ｃｍ×横 30ｃｍ)に入るもの

使用済み

インクカートリッジ回収

ブラザー工業、キャノン、エプソン、

日本ヒューレット・パッカードの純正

カートリッジを回収しています。

〈回収場所〉

市役所笠懸庁舎、大間々庁舎、

東支所、笠懸公民館

協力店では、食品用トレイや牛乳パック等の回収を行っ

ております。回収品目の詳細については、「ごみ分別一

覧」または市ホームページにより、ご確認ください。

ごみ減量化・リサイクル協力店

「資源循環型社会」を構築するため、

3R を推進し、ゴミの減量化及びリサイクル

運動に取り組む店舗をご紹介します。

・やましろや笠懸店・カインズホーム笠懸店・とりせん大

間々店・ベイシア大間々店・ヤマダ電機テックランドNewみ

どり店・Ａコープ笠懸店・ケーズデンキみどり店・カスミ大

間々店・セキチュー大間々店・フレッセイ笠懸店・ツルヤみ

どり店

資源循環型社会の形成を目指すため、

市民の皆さんが生ごみの減量化及び

再利用できるよう、生ごみ処理器の購入に対して補助金を

交付しています。

対象
生ごみ処理槽

(コンポスト)

生ごみ処理容器

(EM 容器)
生ごみ

処理機器

補助

対象数
1 世帯当たり２基まで １世帯あたり１基まで

補助金額 購入価格(税抜)の 2 分の 1以内

補助金限

度額

1 基につき

4 千円

1 基につき

2 千円
1基につき 3 万円

積極的に活用して

ごみを減らそう！

EM
ボカシ

資源ごみ集団回収奨励金

※奨励金を受けるには、団体認定を受ける必要があります。

詳しくは市ホームページもしくは

生活環境課までお問合せください。

対象となる品目 奨励金額

古紙(新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック) 6 円/kg

缶類（アルミ缶・スチール缶） 5 円/kg

ビン 2 円/本

その他の資源ごみ(繊維類等) 5 円/kg

生ごみ減量化対策補助金

受付件数

拡大！！

再生資源の集団回収事業に対して、

奨励金を交付しています。

※申請要件や申込方法等、詳しくは市ホームぺ―ジをご覧ください。

問合せ先

〒379-2395 みどり市笠懸町鹿 2952 番地 みどり市役所 市民部 生活環境課

TEL：0277-76-0985 FAX：0277-76-9813 MAIL：seikatsukankyo@city.midori.gunma.jp

令和 4 年 6 月発行


