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１ はじめに 

 

 夏休みに入ってすぐの２週間は、小学生の子どもたちが、家庭のごみ出しの

手伝いをしたり地域のごみステーションで立ち番の体験をしたりしています。 

ごみゼロたつの推進事業（小学生の部）は、子どもたちにごみの多さや分別

の状況を実際に見て肌で感じてもらい、分別の大切さを知ってもらうために市

が実施している事業です。 

 事業実施期間は短いながら、多くの子どもたちが積極的に参加し、子どもな

らではの視点で、率直な感想や意見をたくさん寄せてくれました。 

 また、本年度は自由課題としてごみ・リサイクル川柳を募集したところ、１，

３７４点もの川柳が寄せられ、ごみ減量化推進会議で優秀作品を選考しました。 

 事業実施に当たり、学校、自治会をはじめ、各種団体の皆様方には多大な御

協力をいただき、ありがとうございました。 

 今後とも、ごみの減量化、再資源化に積極的に取組んでいく所存でございま

すので、何卒御協力をお願いいたします。 

 

 

  



2 

 

２ 事業概要 

 

（１）目的 

 市内小学４年生から６年生の児童が、各家庭でのごみの分別、ごみ出しの手

伝いをするとともに、自治会、婦人会等地域の方とともにごみステーションで

立ち番を行い、家庭から出るごみの多さを感じ分別の大切さを体験することで、

ごみの減量化について考える機会とします。また、地域の方々にも再度ごみ出

しのルールを確認してもらい、ごみ出しのマナーアップにつなげます。 

 

（２）対象者   市内の小学４年生から６年生の児童 

 

市内小学校児童数一覧（平成２７年４月９日時点）  （単位：人） 

学校名 ４年生 ５年生 ６年生 合計 

龍野小学校 ３９ ２８ ３５ １０２ 

小宅小学校 １５４ １５６ １４６ ４５６ 

揖西東小学校 ３６ ４２ ５２ １３０ 

揖西西小学校 ６２ ６４ ５８ １８４ 

揖保小学校 ２５ ３４ ４１ １００ 

誉田小学校 ２９ ３５ ３０ ９４ 

神岡小学校 ４４ ３７ ４２ １２３ 

西栗栖小学校 １１ １２ １５ ３８ 

東栗栖小学校 １５ ２１ ２７ ６３ 

香島小学校 ２０ １９ ２８ ６７ 

新宮小学校 ３９ ４７ ４１ １２７ 

越部小学校 ２９ ２８ ２９ ８６ 

半田小学校 ２７ ３６ ４０ １０３ 

神部小学校 ６９ ６８ ８６ ２２３ 

河内小学校 ８ ７ １９ ３４ 

御津小学校 ８８ ８０ ８７ ２５５ 

室津小学校 ６ ７ ８ ２１ 

播磨高原東小学校 １６ １９ １８ ５３ 

合 計 ７１７ ７４０ ８０２ ２，２５９ 

 

（３）実施期間 

 平成２７年７月２１日（火）～８月３日（月）のうち、普通ごみ（新宮地域 

は可燃ごみ）及び資源ごみ収集日 
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（４）事業内容 

 ①実施期間中、児童は「夏休みごみ出し参加カード」（以下「カード」という。）

を持参し、親と一緒にごみステーションにごみを捨てに行く。少なくとも普

通ごみ収集日１日と資源ごみ収集日１日はごみステーションの立ち番をす

る。 

 ②ごみステーションに立っている地域の方たちと児童が一緒にごみの出し方、

分別方法について確認 

 ③児童は、ごみステーションに立っている地域の方たちに、持参したカード

へ押印又はサインをもらう 

 ④実施期間の終了後、児童はカードに、ごみ出しの手伝いや立ち番をした感

想と、ごみ・リサイクル川柳を考えて書く。 

 ⑤ごみ減量化推進会にて優秀作品を選考。 

 ⑥優秀作品を冊子等に掲載、配布。 

 

（５）ごみ減量化アイデア優秀作品の選考 

 平成２７年１０月１５、１６日  環境課にて一次選考 

平成２７年１０月１９日     ごみ減量化推進会議において選考 

 

 

３ 参加状況 

対象児童２，２５９人（平成２７年４月９日時点）のうち、「夏休みごみ出し

参加カード」の提出があった２，０２４人を、参加日数別にまとめました。 

   たくさんの児童がクラブ活動などで忙しい中、早朝から参加してくれました。 

      ごみ出しの手伝い及びごみステーション立ち番の参加日数 

参加 

日数 
６日 ５日 ４日 ３日 ２日 １日 合計 

参加 

人数 
５７９ ２３９ ２７０ ２６３ ３８６ ２２０ １，９５７ 

       ※カード提出者のうち６７名はステーションの立ち番等不参加 
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４ 夏休みごみ出し参加カード 

 

 

外面              内面 

 

※ 二つ折りにして使用しました 
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５ ごみ・リサイクル川柳優秀作品の紹介 

 

 事業に参加した児童のうち、２，０２４人から夏休みごみ出し参加カードの

提出があり、そのうち１，３１７人からごみ・リサイクル川柳の提出がありま

した。 

ごみ出しの手伝いやごみステーションの立ち番などを体験した子供たちの視

点で、ごみにまつわるエピソード、何気ない日常の中でのワンシーンを切り取

ったユーモアあふれる川柳を考えてくれました。 

ごみ減量化推進会議において、優秀作品として３６点を選考しました。（順位

はありません。）なお、優秀作品は、今後の環境啓発に使用させていただきます。 

 

（ごみ・リサイクル川柳優秀作品）     （小学校名、学年、氏名） 

 

☆ごみぶくろ ななしのごんべ まいごだよ   龍野６年 西 道 駿 介 

 

☆お父さん ビールをのめば リサイクル   小宅４年 入 江 翔 太 

 

☆もったいない これがぼくらの あいことば  小宅４年 藤 多 龍 星 

 

☆れいぞう庫 おくにあるかも 期げんぎれ   小宅４年 橘   和 哉 

 

☆買いすぎず 使い切ったら ゴミが減る   小宅６年 三 木 愛 華 

 

☆マイバック 持ってことわる レジぶくろ   小宅４年 折 山 夕 月 

 

☆ゴミの中 光る資源（ほうせき） つまってる 小宅４年 野 田 咲 希 

 

☆姉さんの おふるをもらって リユースを   小宅６年 山 本 青 空 

 

☆しゅう集車 ごみの食べすぎ メタボかな   小宅４年 川 口 静 乃 

 

☆リサイクル 地いきのゴミの ダイエット   小宅４年 佐 藤 那 緒 

 

☆ごみだしで もっとふかまる ちいきのわ   小宅５年 エパサカボヌア 

 

☆ごみ出しを ためらっていれば ごみやしき  小宅６年 勝 田 一 成 
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（ごみ・リサイクル川柳優秀作品）     （小学校名、学年、氏名） 

 

☆もえるごみ ぼくの脂肪も 燃やしたい  揖西東４年 和 田 大 樹 

 

☆ごみへらす 心づもりが エコ時代      揖西東５年 重 本 晟 弥 

 

☆エコ活動 取り組む姿 永遠に      揖西東６年 吉識  僚太郎 

 

☆ぬのぞうり 古いゆかたが よみがえり  揖西西５年 中 川 瑞 規 

 

☆ごみにもね 生まれかわりたい 夢がある  揖西西５年 松芳 美沙樹 

 

☆すっきりと ゴミも自分もダイエット  揖西西５年 山 口 穂 峻 

 

☆どっちかな たずねてみたら しげんごみ   揖保５年 黒田 真那人 

 

☆それはプラ 家族みんなで エコしわけ   誉田５年 黒 田 蒼 平 

 

☆もったいない ごみはへったが 体重ふえた  神岡４年 松 原 一 途 

 

☆生ごみは きちんとするよ 水きりを  東栗栖５年 堂 本 琉 衣 

 

☆ごみだしは ぼくの仕事だ まかせてよ  東栗栖４年 津 島   覇 

 

☆びっくりだ おばちゃん達の 分別力  東栗栖６年 大 野   開 

 

☆ごみの日は 近所のカラスも 気にしてる   香島５年 河 津   萌 

 

☆心がけ １つで決まる ゴミの量       新宮６年 小 郷 孝 介 

 

☆ペットボトル へんしんするよ 文房具   越部６年 喜多村 萌夢 

 

☆ありがとう おだてられて ごみだす父   半田５年 後 藤 優 歩 

 

☆ごみじゃない ビンやパックは リサイクル  神部６年 恒 藤   岬 

 

☆資源ゴミ 生かすも殺すも 君しだい   神部６年 金 子 楓 菜 
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（ごみ・リサイクル川柳優秀作品）     （小学校名、学年、氏名） 

 

☆使えるか さいごに一度 考えよう     河内４年 木 﨑 悠 久 

 

☆ポイすては ぜったいするな 町のため   御津５年 山 本 将 弥 

 

☆分別は ぼくにもできる まず一歩       御津５年 中 川 裕 稀 

 

☆もったいない のこさずたべたら ごみもへる 御津４年 岡 本 陽 生 

 

☆リサイクル ごみを資源に する魔法   御津５年 野 本 朋 希 

 

☆祭りあと 楽しい数だけ ごみの山       室津６年 吉 村 彩 加 
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６ ごみ出しに参加して 

 

 夏休み中、ごみ出しのお手伝いやごみステーションの立ち当番を体験した児

童に感想を書いてもらいました。 

 ごみ出しの大変さを知って親に感謝し、これからはお手伝いしようと決意す

る子、ごみの多さにびっくりして、ごみを減らすことや分別の大切さを知った

子、ルールを守らない大人を見て憤慨する子、ごみ収集の大変さに思いを馳せ

収集員に感謝する子など、一人ひとりが、実体験をとおして感じたことをたく

さん書いてくれました。紙面の都合で、全て掲載できないのが残念ですが、ぜ

ひじっくりとご覧ください。（文章は読みやすいように一部修正しています）。 

   また、家族でごみの話をする良い機会になったようで、おうちの人から頑張

った子どもへのメッセージなどもありましたので、最後に紹介しています。 

 

①これからもお手伝いします！ 

〇お母さんは「ごみ出しをしてくれるだけで助かる」と言っていたのでこれ

からも少しずつしていこうと思った。 

〇ごみ出しのお手伝いを初めてしました。いつもは、ぼくが寝ている間にお

母さんが出してくれています。また早く起きてごみ出しを手伝います。 

〇ごみ出しの仕方がよく分かった。夏休みが終わっても、手伝いたいと思い

ました。 

〇ごみ出しの手伝いは、ちょっとめんどくさいなぁと思ったけど、がんばっ

てやってみたら、なんだか楽しくて終ったら気持ちよかったです。だから、

これからも、できるだけ、ごみ出しの手伝いをがんばります。 

〇「今日は〇〇ごみ」というように確認してから、毎日行っているお母さん

やお父さんの気持ちがよく分かり、朝もし時間があるのならできる限り手

伝おうと思いました。 

〇ごみ出しや、分別、立ち番なんて、簡単だと思っていたけど、分別は時間

がかかるし、ごみも重いし、思ったよりむずかしいことが分かりました。

でも、たくさんごみ出しなどをして家の人を助け、楽にさせたいです。 

〇ごみは毎日、おばあちゃんやお母さんが出していたけど、お母さんは仕事

で忙しいし、おばあちゃんはもう年をとっているので、出せるときは出し

てあげようと思いました。 

〇立ち番をしたら、その大変さが分かった。これからも、親に任せっきりで

はなく、私も手伝ってみようと思った。 

〇夏休みでお母さんのお手伝いをして、お母さんのニコニコ笑顔が見れてよ

かったです。またごみ出しにいきたいです。手伝いができてよかったです。 

〇毎回家の中のごみばこのごみを集めて分別しなくてはならないので大変
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だと思いました。これからは、手伝いたいと思っています。 

〇毎日、私が学校に通っている間、ごみ出しをしていて、面倒くさくならな

いのかなぁと思った。お母さんに聞くと、ごみがたまると家の中がごみだ

らけになるから、面倒くさくなってもやっていると言っていた。私のお手

伝いはごみ出し。お母さんに任せっきりはやめた。 

〇わたしは軽い方の袋を持ったので、力持ちになってお母さんに負担をかけ

ないようにしたいなと思いました。 

 

 ②おうちの人はすごいなぁ！ 

〇いつも、お母さんがやっていることを５日しただけなのに、すごく大変

だった。お母さんありがとう。当番の人、暑い中ありがとうございます。 

〇家から、ごみステーションまで近いのに、重たいごみを持って行ったら、

距離が遠く感じました。お母さんは、いつもがんばっているんだなと思

いました。 

〇いつもやっているお母さんを見て、簡単そうに見えたけどやってみると

大変だった。大変さを知るために、こういう機会は大切だと思った。 

〇今日は何を持っていく日なのかを調べて、集めて、歩いて持っていくの

が、とてもしんどかったです。おうちの人は、ごみ出しを忘れずに、そ

の日のごみをいつも出しに行ってるから、すごいなと思いました。 

〇ごみの分別が、こんなに細かい事だと気付きました。お母さんはいつも

分別してすごいなぁーと思いました。私も、大きくなったらこんな難し

い事をするんだと思いました。 

〇お母さんは、だいたい毎日仕事に行く前にごみステーションに行ってい

るので、大変だろうなと思いました。 

〇ごみの量は多くて出すのが大変でした。またごみステーションに行った

ら、においがきつかったです。ごみの日に毎回出している母はすごいと

思います。 

〇資源ごみの日には、色々な種類があって一人で持って行けない時もあっ

た。お母さんは大変だと言うことが分かった。 

〇毎週、お母さんやお父さんは分別をしていて、その上、家事をして大変

だなと思いました。あと地域の方々もゴミの整理をしていて、朝早くに

毎週来ていて大変だなと思いました。 

 

③ごみの量、重さにびっくり！ 

〇ごみはもっと少ない量だと思ったけど、すごい量があってびっくりした。 

〇普通ごみは重かった。家からごみ捨て場までそんなに遠くないのに、運

んでいたら手や腕が痛かったです。 

〇家のごみでも、他の人のごみでも１つの袋にぎゅうぎゅうに入っていて、
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よくこんなに出るなと思った。軽いごみも、たくさん集めて袋に入れた

ら、とても重くなっているように感じた。 

〇ごみを出して毎日たくさんのごみが出ていました。ぼくの家のごみは、

すいかの皮か果物の皮がごみになっているのでとても重かったです。 

〇出ているごみの量が想像以上に多くて、びっくりしました。最初は、ご

みの量が多くて、すごく重たかったので、ごみステーションまで行くの

が大変だったけど、何回か行くうちに慣れて、少し楽になりました。 

〇毎日、全部のごみ袋がまんぱんでびっくりしました。毎日、みんなのご

みの量が多くてびっくりした。 

〇４年生でごみの勉強をしてエコロでは、何トンものごみが来ると言って

いたけど自分たちの地区でもあんなにごみが出ていると知ってびっくり

しました。 

 

 ④ごみを減らすために、できることをしよう！ 

○ごみの量が多いので、少しでも減らすためにつめかえ用の物を買えばい

いと思いました。 

○ごみを減らすのにいい方法は、いらない物を買わずにいるものだけ買っ

たらいいと思った。 

○これからは、あまり、ものを雑に扱わないで、大切に使いたいなと思い

ました。 

○ぼくの家は生ごみか多く、食べ残しがあったりしたので、ごはんは残さ

ずに食べたいと思いました。 

○よく目をこらして見てみると、ごみは、そこらへんにたくさん落ちてい

るなと思いました。ごみを見つけたら拾うという行動を習慣づけていき

たいです。 

○わたしは、たくさんのごみを減らせば町は、自然で豊かになると思いま

した。例えば、使えなくなった服や布を捨てずに再利用すればいいと思

いました。 

○自分が思ったよりごみは、かなり多かったです。減らすためには、作っ

た物は食べること、物を大切にすることです。 

〇ふだん私たちが出しているごみの量を知り、いらない物を買わない事、

長く使える物を買う事が大切だなと思いました。 

 

⑤勉強になりました！ 

〇社会の勉強でごみの勉強して、しっかりと分別できているか心配だった

けど、実際に見てみると、しっかりと分別できていてすごいと思いまし

た。そして、面倒くさいのに、みんな分別できている所を見て、私も、

しっかりルールを守れるようになりたいなぁと思いました。 
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〇お母さんについて行くと、ごみステーションがきれいに整理整頓されて

いて、きれいにゴミが分別されているのにびっくりしました。 

〇たった１時間で山盛りのごみが集まり、ぼくはこれが日本、世界などの

量だとどうなるのか気になりました。また手伝うととてもいい気持ちに

なりました。 

〇プラごみの選別が少しややこしかったけど、おばあちゃんに教えてもら

いながら、ちゃんとできました。普通ごみもそっと次の人のことを考え

て出しました。 

〇プラスチック・ペットボトル・ビン・紙パックなど種類ごとに入れる所

が分けられていて、捨てる人もごみの回収をする人も分かりやすいと思

いました。 

〇ぼくはごみ出しに参加して思ったことがあります。たつの市の人はちゃ

んとごみを分別してえらいなと思いました。 

〇私は、いつもごみ出しをしていなかったので、ごみを出す時にしなけれ

ばならないことを知らなかったけど、夏休みにごみ出しをやってみると、

みんな、ごみを出す時の条件を分かっていてすごいと思いました。 

〇ごみはたくさん出てたいへんだけど、地域の人がごみ当番をして、リサ

イクルのため分けてくれて、ごみパッカー車の人の仕事は、重くてくさ

いごみをパッカー車に積み上げたりして、みんなで協力してごみを減ら

したり、処分していると分かりました。 

 

 

⑥生ごみはしっかり水切りを！ 

〇生ごみは、よく水を切らなければいけない事、分別をしっかりして決ま

った日に出す事、いろいろ大切で、守らなければいけない事があるんだ

なぁ～と私は思いました。 

〇毎回、たくさんのごみが出るんだと思った。ごみステーションでは、ど

の袋も水分を切って出してあったので、あまりにおいがしなかった。 

〇水切りをきちんとしているごみ袋は、くさくなくて軽かったです。特に、

この暑い夏は、においや虫が増える時期なので、水切りすることがとて

も大切だと思いました。 

 

⑦楽しかった（＾▽＾＊） 

○朝から太陽の日の光に当たってとても気持ちがよかった。気分がすっき

りして朝からの活動も元気にできた。ごみ出しをすると気分がよかった。 

〇ごみ出しは、散歩と思ってやったから楽しかったです。 

〇ごみ出しは大変だけど、お母さんやお父さんの役に立てるからうれし

い！ 
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〇ごみ出しをして、家族みんなが、「ありがとう」と言ってくれるからとて

もうれしかった。またやりたい。 

〇ごみ出しをしていると気持ちいいし簡単にできるからすすんでできた。 

〇ごみの分別は、最初の方は、難しかったけどだんだんおもしろくなって

きた。 

〇いつもごみ出しの日や資源ごみを捨てに行くとき重たいけれど、とても

楽しかったです。くさいごみもあったけどちゃんとできてよかったです。 

〇ぼくが３年生のときにはお家の人が行っていたけど、４年生になってお

家の人がやっていることが分かったし、勉強にもなって、とても楽しか

ったです。ぼくも大人になったらするのかもしれません。 

〇ごみ出しを手伝ったら喜んでくれるからとても楽しかったです。来年も

やりたいです。 

〇わたしは、ごみ出しは楽しいと思います。理由は、自分の足で行ける近

い所にあって、わたしは歩くのが好きだからです。 

 

 ⑧大変だった、しんどかった・・・（￣△￣；）でもがんばったよ！ 

〇いつも、おばあちゃんやおじいちゃん、お父さんに任せているので楽ち

んだけど、いざ自分でやると、時間を少し使って出しに行かなければい

けないし、袋もくくって名前も書いて・・・とするのは、少し大変だな

と思いました。 

〇思っていたよりしんどいと思いました。お母さんは普通に持っていたか

ら簡単なんだと思っていたけど、とても手が痛くなるし、しんどくて、

とてもびっくりしました。 

〇重たいふたを持ち上げてごみを入れないといけないので難しいなと思い

ました。 

〇ごみ袋は、軽そうに見えるけどけっこう重たかったり、ごみ袋を持ち上

げるのに苦労した。お母さんがいないとできなかったから、1人でやるの

は大変だと思った。 

〇とても面倒くさくてしんどかったです。でもペットボトルをふんでスト

レス解消できました。 

〇やるだけやってみることと、がんばったらいいと思いました。出すのは

しんどかったけどがんばりました。 

〇朝にごみを持って行くのがとっても大変だった。それに朝早くだったの

で眠たくて体が動きにくかった。 

 

 ⑨ルールを守ってね！ 

〇可燃ごみの日に、袋に入れず大きなお弁当箱をそのまま捨てている人が

いました。ちゃんと袋に入れないといけないと思いました。 
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〇まちがえて、他のごみを捨てている人がいたため、ごみ収集カレンダー

をよく見て出してほしいと思いました。 

○ごみ捨て場に、回収してもらえていないごみがいくつかありました。乾

電池やタイヤなどでした。「これらは、ごみ出しのルールを守っていなく

て回収されなかったもの。」と母に教えられて、びっくりしました。 

〇ごみ出しの場所に行ってごみをチェックしていると、別のごみが入って

いたり、食べ物の汚れを取っていなかったり、名前がないなどと、ごみ

のルールを守っていない人がいたので、自分でも気をつけたいです。 

〇ごみ袋に名前を書いていない人がすごく多かったです。紙製容器包装の

ごみを入れる紙袋のひもがナイロン製のがあって、それはいけないなぁ

と思いました。 

〇ごみステーションのとびらが開いていて、ごみ袋が破れていたので、カ

ラスがごみを食べていたんじゃないかなと思った。だからごみステーシ

ョンのとびらはぜったいに閉めてほしいなと思った。 

〇テレビや冷ぞう庫は捨ててはいけないのに捨ててあった。 

〇生ごみを捨てる日にガスボンベが捨ててあった。普通は、カンの日にガ

スを抜いて捨てるべきだと思った。 

〇生ごみを前日夜に出している人がいて、動物がごみをあさっていて汚な

かった。ちゃんと時間を守って出さないといけないと思いました。 

〇本当は、紙製容器包装の箱に入れるごみが、プラスチック製容器包装の

箱に入っていました。そういう事をなくしていきたいと思います。 

〇ごみを回収してから、ごみを出す人がいたからそれはよくないと思った。 

 

⑩地域のみなさんと交流の場に！ 

○ごみ出しに行く事で、近所の人と会ったりして交流も出来るのだなぁと

思いました。夏休みが終わってもごみ出しに行こうと思います。 

〇ぼくの地区の普通ごみのごみステーションは、少し高い場所にあって、

お年寄が大変そうです。だから持ちあげたりして、お手伝いをしました。

低い場所にあったらいいのにな。 

○朝早くからわたしのごみのために、立当番をして下さっていてうれしか

ったです。私も当番をしてみると、大人の人は、しっかりあいさつが出

来ていたから感心しました。 

○いつも行っているから何も感じなかったけれど、ごみステーションで会

う人に「おはよう」や「いつもえらいね」と言われるとうれしい。 

○公民館にごみ出しのお手伝いをしに行くと、思っていたよりもたくさん

の人たちがごみを出しに来ていました。私が、お手伝いをすると「あり

がとう。」と言ってもらえたので、すごくうれしかったです。 

○ごみ出しでは、ふだんしゃべらない地域の方々とも話ができ、コミュニ
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ケーションがとれて、楽しくなりました。また、地域の方々とも親しく

なれたので、良かったです。 

○ごみ出しに来た人はみんな大きな声で「おはようございます」と言って

きたのでこっちも「おはようございます」と言ったらとても気持ち良か

った。 

○ごみ出しに来る人はたくさんいました。去年もおととしも行ったのでし

っかりあいさつすることができました。少しの間だったけど、みんなの

交流の場になっていました。 

○資源ごみの当番の人に「お手伝いしてかしこいね」と言われてうれしか

ったです。 

 

⑪収集の方へ、いつもありがとう！ 

○いつもこんなにごみがあるとは思いませんでした。エコロではそれの倍

仕事をしているんだなと思い、すごいなと思いました。 

○いろいろなゴミのにおいが混ざっていて臭かったです。ごみ収集車の人

たちはいつもがまんしてやっていてとてもすごいと思いました。私も、

たつの市がきれいになるよう協力したいと思います。 

○ごみを集めている人に…暑い時、寒い時いつも集めにきてくれてありが

とう！ 

○ごみを分別するのはとても大切で、地域の人全員でやるくらいに大切だ

と思いました。分別しないと、エコロの人が困るので、楽にさせたいと

思いました。 

○すごく多い量のゴミが集まっていました。ごみを集める人は、毎日、そ

んなゴミを回収しているなんて、市のみんなのことを思ってしているの

ではないかなと思いました。出す人も、ルールを守って、出せていてす

ばらしいなと感じました。 

○街がきれいなのは、ごみ収集の人のおかげで、においもなくきれいなの

だと思う。わたしたちができる事は、なるべくごみを減らして、ごみの

マナーを守る事だと思いました。 

○もしごみ収集車の人がいなくなったらどうなるだろう。きっと川や山や

道に捨てる人が多くなるだろう。本当にごみを集めてくれる人はすごい

と思いました 

〇自分たちは、ごみを出すことだけでいいけど、ごみを処理する人たちは

大変なことをしていることが分かった。 

  

⑫おうちの人からのメッセージ 

  ○ごみを出す時よりも、毎日の生活の中でしっかりと分別していくことが

大事です。よろしくね。                                 
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○１回だけプラごみの出し忘れがありましたが、後はすべて、ラジオ体操

の後や、早起きして出してくれました。助かったよ。ありがとう。 

○当番の人達のお手伝いをよく頑張ってしていたね。 

○ごみ出しはいつもお手伝いしてくれています。ありがとう。 

○資源ごみの木曜は、夏休みの前からずっと手伝ってくれています。                                           

○お姉ちゃんと一緒に生ごみの日やプラスチックの日をしました。２人で

重いごみを台車にのせて運んでくれました。母としてはとても助かりま

した。 

○しっかり分別ができました。普段の日も、分別の手伝いお願いします。 

○ごみ出しのお手伝いをしてくれて、仕事に少しでも早く行けるので助か

ったよ！これからも、よろしくお願いします  

  ○家のごみ出しの手伝いもよくしてくれました。自分でもしっかり分別で

きるようになってほしいです。 

○生活していると、毎日必ずごみは出ます。少しでも、ごみを減らす工夫

をして地球にやさしい生活をしようね。 

  ○おばあちゃん家からはごみステーションまで歩いて５～６分のところな

のに朝早くから歩いて、ごみ出し大変だったね。ありがとう。家でもい

っぱいお手伝いありがとう。 

○仕事で留守番多かったけど一緒に当番もお手伝いありがとう。これから

もたのむよ。 

○また、お手伝いできる機会があればいいね。 

○普段何げなく捨てているごみも分別すると減ることを改めて感じてくれ

たようです。これからも一緒に続けていきたいです。 

○ごみ出しの手伝い、助かります。夏休み関係なく、よく出してくれてい

ます。これからは、ごみを減らすことにも気を付けるようになってくれ

たらいいです。 
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７ これまでの実施状況 

 

 

  過去に実施した「地域の力で・ごみメタボ対策事業」（旧事業名）、「ごみゼ

ロたつの推進事業（小学生の部）」については、年度ごとに報告書を取りまと

めており、市ホームページで御覧いただくことが可能です（下記アドレスを

直接入力いただくか、現在は「ごみゼロたつの推進事業」のページから見る

ことができます）。 

 

 

○ 平成２１年度実施分 「ごみ減量化アイデア」の募集 

  

○ 平成２２年度実施分 「生ごみの水切りについての自由研究」の募集 

 

○ 平成２３年度実施分 「我が家で実践中！ごみ減量化おすすめアイデア」

の募集 

 

 ○ 平成２４年度実施分 「みんなが考えた！ごみ減量化標語」の募集 

 

 ○ 平成２５年度実施分 「環境ポスター」の募集 

 

 ○ 平成２６年度実施分 「ごみ減量化アイデア」の募集 

 

市ホームページアドレス 

 平成２５年度以降 

http://www.city.tatsuno.lg.jp/kankyou/gomizerotatsuno.html 

 

 平成２４年度以前 

http://www.city.tatsuno.lg.jp/kurashi/gomi/gomimetabo.html 
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８ おわりに 

 

 

 本事業は、前身の「地域の力で・ごみメタボ対策事業」から始まり、７年目

となりました。 

 夏休みを利用して、普段、家の人が簡単そうにしていることを子供たちが実

際に体験してその大変さを実感したり、ごみや環境について親子で話し合うこ

とで、ごみ減量化、リサイクルの意義を共通理解する良い機会となっていると

思います。 

 体験をして感じた思いを一過性のものにせず、「物を大切にする」「ごみを捨

てる時には分別する」という当たり前のことを当たり前にできる大人になって

もらいたいと願い、今後もこの事業を継続いしていきたいと思っています。 

 最後になりましたが、自治会をはじめとした地域の皆様、教職員の皆様にも、

本事業実施にあたり御理解、御協力いただき、誠にありがとうございました。 

  

 

平成２８年３月  

 

 

たつの市市民生活部環境課 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

マナー１ 分別を徹底しましょう 

 ごみを分別すればその多くが資源として再び生まれ変わります。 

 一人ひとりの心がけが大切です。 

 

マナー２ ごみ出し日を守りましょう 

 決められた日にごみを出しましょう。 

 

マナー３ ごみ出し時間を守りましょう 

 ごみ出し日の朝８時３０分までにごみを出しましょう。 

 

マナー４ 決められた場所に出しましょう 

 地域で決められたごみステーションに出しましょう。 

 

マナー５ 普通ごみ（新宮地域は可燃ごみ）は、指定袋で出しましょう 

 エコロ（揖龍クリーンセンター）指定のごみ袋以外は収集できません。 

 

マナー６ その他、自治会のルールに従いましょう 

 ごみステーションの維持管理は、地元自治会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６つのごみ出しマナー 

〒６７９－４１９２ 

たつの市龍野町富永１００５番地１ 

たつの市 市民生活部 環境課 

電話：０７９１－６４－３１５０ 

F A X：０７９１－６３－２５９４ 


