
 

    

令和５年度 ごみ減量化・資源化の取組（案） 
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＊資料中の赤字下線部分は、委員からいただいた御意見を反映させた取組内容です。 

＊資料中の緑字下線部分は、令和 5 年度の当初予算（案）における取組、事務局で検討している取組内容

です。 
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①出前講座 拡充 6
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（6）リユース食器利用 継続 7
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⑥おもてなしクリーンキャンペーン 継続 11
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３　有価資源回収団体活動奨励事業（集団回収奨励金） 継続 12

４　生ごみリサイクル事業

５　分別収集推進事業（資源ごみの収集運搬・資源化等） 継続 14

6　その他の取組 新規 15
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１ ごみの適正処理対策事業 

【事業概要】 

一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を定め、当該計画に従って、区域内に

おける一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう、適正に処理する。 

【取組内容】 

（１）可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみの収集運搬【継続】 

青森地区の家庭系ごみ（可燃・不燃・粗大ごみ）収集運搬業務を委託により実施する。 

＜ごみ収集場所数（令和 5年 1月末現在）＞ 

3,215箇所 

（２）「広報あおもり」や市のホームページ、各種パンフレットなどを活用した啓発【拡充】 

「広報あおもり」や市のホームページ、各種パンフレットなどを活用し、ごみ出しルールの

周知などといった啓発活動を行う。 

  新たに、ごみの分別について問い合わせの多いものや間違えやすい分別の事例を紹介し、正

しい分別への協力をお願いするリーフレットを作成する。 

＜令和 4年度「広報あおもり」掲載内容（令和 5年 2月 1日号まで）＞ 

 

12/15号 ・家庭ごみ収集のお休み（年末年始の業務案内）

1/15号 ・指定ごみ袋に町会名・自治会名の記入を

1/1号
・し尿のくみ取り料金が改定されます
・事故の危険性がある異物が混入しています！

10/15号
・10月は食品ロス削減月間（10月30日は食品ロス削減の日）
・ごみの搬入先を変更します

11/15号
・冬期間、一部のごみ収集場所を休止します
・し尿のくみ取りはお早めに
・あおもり素材まるごとエコごはん

9/15号
・9月24日（土）～10月1日（土）は環境衛生週間
　（9月24(土)は清掃の日、9月25日(日)は秋の大掃除の日、10月1日（土）は浄化槽の日）
・市民一掃きデー（わくわく公園）

10/1号 ・エコごはん料理教室

8/15号
・青森市廃棄物減量等推進審議会委員を募集
・市民一掃きデー（野木和公園）

7/15号 ・おもてなしクリーンキャンペーン（青森駅前周辺）

8/1号
・マイバックを持ち歩こう！
・事故の危険性があります！適正な分別を（エアゾール缶、カセットボンベ、電池）
・市民一掃きデー（浦町小学校周辺）

6/15号
・エアゾール缶（スプレー缶）等は「中身を使い切って穴を開けずに」捨てましょう
・市民一掃きデー（柳川庁舎周辺）

5/15号
・事故の危険性があります！適正な分別を（エアゾール缶、電池、包丁など）
・段ボールコンポスト講習会に参加してみませんか？
・生ごみ処理機購入費の一部を助成します

4/1号 ・市民一掃きデー（合浦公園）

5/1号 ・市民一掃きデー（浪岡庁舎周辺）

4/15号
・5月8日（日）は春の大掃除の日
・青森地区での粗大ごみの出し方について

区分 掲載内容
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（３）拠点回収の実施【継続】 

市の施設に、資源物である使用済み割り箸等の回収ボックスを設置し、回収・資源化する。 

また、リチウムイオン電池等の二次電池を対象とした拠点回収の強化期間を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）資源ごみステーションマップの周知【継続】 

県が作成した「エコアクションお助けＭＡＰ」を周知するとともに、民間事業者が独自に実施

しているリサイクル等の回収場所及び小型充電式電池等の回収協力店を調査し、本市が作成した

「青森市各種リサイクル等回収マップ」を市のホームページ等で周知する。 

 

 

  

▲県作成の「エコアクションお助けＭＡＰ」 

▲本市作成「青森市各種リサイクル等回収マップ」 

【令和 4年度取組実績】 

 ・掲載内容が更新される都度、マップ記載内容も

更新 

・凡例の記号「すべてのアイテム」を「協力店舗 

一覧」に修正 
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（５）指定ごみ袋制度【継続】 

  ごみ出しマナーの向上と分別

を促進させ、ごみの減量化を図

るため、指定ごみ袋制度を実施

する。 

 

 

 

 

（６）不適正排出ごみ貼付用ステッカー

【継続】 

  ごみ収集場所に出された、収集日が異

なるごみ、市では収集しないごみなどに

ついて、不適正排出ステッカーを貼り、

ごみ出しルールの意識啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

（７）リサイクルできる古紙類の搬入制限 

【継続】 

可燃ごみの減量化とリサイクルの推進を図

るため、家庭及び事業所から排出されるリサ

イクルが可能な古紙類について、青森市清掃

工場への搬入を制限する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）多量排出事業者による減量化計画【継続】 

事業系一般廃棄物の減量化・資源化を図るため、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、

減量化・資源化に関する計画書の作成について市が支援し、事業者の自主的な取組を促進する。 

＜令和 4年度実績（令和 5年 1月末時点）＞ 

○対象となる事業者 

市内の大規模小売店舗（店舗面積の合計が 1,000㎡を超える店舗） 

※ショッピングセンター、百貨店、スーパー、ホームセンター等 

○事業者数 39事業所（78店舗） 

□ □

□

□燃えるごみ 　□燃えないごみ

□収集日が違います。 □古紙類 　□ビールびん

□燃えるごみ（40cm未満） □一升びん 　□空き缶

□燃えるごみ（40cm以上） □ペットボトル 　□ガラスびん

□燃えないごみ □その他のプラスチック

□その他のプラスチック が混じっています。

□古紙類・ビールびん・一升びん □

の収集日に出してください。 □家電リサイクル法対象品

□その他 □粗大ごみ

□市で処理できないごみ

□事業系ごみ

　お問合せ先
　　　青森市清掃管理課　　ＴＥＬ　７１８－１１７９

　　　年　　　月　　　日

町会名・自治会名が
未記入です。

きちんと分別されて
いません。

収集場所に出せない
ごみです。

ごみ袋が違います。

□空き缶・ペットボトル・ガラスびん

※□にチェック（✓）がある項目を確認してください。

こ の ご み は 収 集 し ま せ ん あ
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（９）事業所訪問による事業系ごみの減量化・資源化、eco検定取得の働きかけ【継続】 

市内の大規模小売店や食品関連事業者を対象に事業所訪問を実施し、「青森市事業系ごみ適正処理

等ガイドブック」を基に、事業系ごみの減量化・資源化の要請及び eco検定の取得を働きかける。 

また、各事業所が具体的なごみの減量化の取組を行えるような勉強会

や意見交換会の開催を働きかける。 

＜令和 4年度実績（令和 5年 1月末実績）＞ 

○訪問した事業所数 

6事業所(6店舗)／33事業所（53店舗）中 

  ○eco検定の導入意向 

  導入済：1事業所（1店舗） 

導入意向あり：なし 

 

（10）事業系一般廃棄物の拡散検査の強化【継続】 

事業系一般廃棄物の減量化及び資源化を図るため、青森市清掃工場において、ごみの搬入車両

が産業廃棄物や市で処理できないごみ、さらには再資源化可能な古紙類が混入していないかなど

を確認する拡散検査を実施する。 

拡散検査の実施により、産業廃棄物等の混入が確認された場合には、持ち帰りの指示のほか、

搬入車両の運転手等に指導するとともに、必要に応じて、ごみの排出事業者及びごみの収集運搬

事業者を訪問し、直接指導する。 

＜令和 2年度実績＞ 

①実施体制 

・毎週 2回実施 

・1回当たり、ごみ収集許可車両又は 

自己搬入車両のうち 4台を検査 

②実施状況、検査結果 

 令和 2 年度の実施分では、直接事業者

を訪問しなければならないような、不適

正な事案は発生していない。 

 

※令和 3・4年度については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため中止した。 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 2年度合計 

実施日 92日  

検査車両 家庭系 155台  

事業系 184台  

計 339台  

調査結果 適正 276台 (81%) 

ほぼ適正 27台  (8%) 

啓発育成 36台 (11%) 

不適正 0台 (0%) 
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２ ごみ問題対策・市民啓発事業 

【事業概要】 

ごみ出しマナーの向上を図るとともに、ごみの減量化・リサイクルを進める。 

【取組内容】 

（１）清掃ごよみ（青森地区）、家庭ごみの正しい出し方（浪岡地区）【拡充】 

「清掃ごよみ（青森地区）」及び「家庭ごみの正しい出し方（浪岡地区）」 

を作成し、市内の各世帯に配布する。 

また、市内在住の外国人の方に向けて、ごみの基本的な分別方法が分かる 

『外国語版「ごみの収集曜日一覧（青森地区）」』を多言語化させる。 

＜令和 4年度版配布枚数＞  

青森地区：115,236枚 

浪岡地区：5,979枚 

【QRコードによるごみの分別方法の周知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危険ごみの適正分別を周知】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度版の清掃ごよみ表面に QR
コードを掲載し、市ホームページ上の
「ごみの分別大辞典」の内容が記載さ
れているページが見られるようにして
いる。（令和 5年度版も継続） 

令和 4年度版の清掃ごよみ表面に QR
コードを掲載し、市ホームページ上の
紙類の分別ルールを確認できるページ
がみられるようにしている。（令和 5年
度版も継続） 

 

令和 5年度版の清掃ごよみ表面に危
険ごみ（注射器、エアゾール缶、 

電池、包丁等）の適正な分別をお願い
する内容を掲載する。 

▲外国語版「ごみの収集曜日一覧」 
イメージ 
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（２）収集場所用啓発ポスター及び収集場所におけるごみの出し方アドバイス【継続】 

ごみ出しルールに変

更があった場合の市民

への周知方法とすると

ともに、各町内会から

の要請に応じて、ごみ

収集場所に掲示するポ

スターを作成する。 

 

 

 

 

（３）出前講座及び施設見学の受入れ 

 出前講座及び施設見学の受入れについては、広報あおもり・会報せいそうへの案内掲載、各

市民センター等にチラシ設置・ポスター掲示などにより、積極的なＰＲを展開する。 

また、配布資料には、「清掃ごよみ（青森地区）」「家庭ごみの正しい出し方（浪岡地区）」「青

森地区ごみの出し方分別辞典」「リチウムイオン電池の分別方法（青森市公式チャンネル－

YouTube)」「青森市各種リサイクル等回収マップ」などの情報が共有できるQRコードを貼り付

け、意識啓発及び取組の拡散を図る。 

①出前講座【拡充】 

市のごみ処理の現状や分別方法等を詳しく説明し、特に指定ごみ袋制度の周知や生ごみの減

量化と古紙類の資源化、その他のプラスチックの分別についての意識啓発を行う。 

＜令和 4年度実績（令和 5年 1月末現在）＞ 

 

②施設見学の受入れ（青森市清掃工場、青森市一般廃棄物最終処分場、ECOプラザ青森）【拡充】 

各施設で見学者対応した際に、施設の紹介だけではなく、市のごみ処理の現状や分別方法等

についても合わせて説明し、ごみの減量化及び資源化についての意識啓発を行う。 

また、清掃工場の見学の際に、希望した団体に対して、ごみの減量化・資源化の講習会を実

施する。 

＜令和 2年度実績＞ 

 実施回数：35回 

※令和 3・4年度については、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止した。 

計 271人
9 11月18日 筒井地区連合町会 ごみ出しルール 25人
8 11月17日 食生活改善推進員養成講座受講者 ごみ出しルール 10人
7 10月15日 相馬町町会 ごみ出しルール 23人
6 10月14日 青森市民大学・大学院 ごみの分別・リサイクル・減量化 24人
5 7月19日 青森市横内市民センター ごみ出しルール 4人
4 6月23日 青森市立小柳小学校 ゲストティーチャー 56人
3 6月14日 スイトピーの会 ごみの減量と分別 8人
2 5月27日 青森県立浪岡高等学校 ごみの現状・リサイクル 35人
1 5月18日 青森市立大野小学校 ごみの現状・リサイクル 86人

No. 月日 団体名 内容 参加者数

▲電池等の適正な出し方周知するポスター ▲スプレー缶等の出し
方の変更をお知らせ
するポスター 
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（４）大学等の学生へのごみ減量化・資源化の啓発【拡充】 

市内大学・短期大学・専門学校と調整し、新入生ガイダンス等の機会において、清掃管理課職

員が訪問してごみ分別・減量化の啓発を行う。 

また、配布資料には、「清掃ごよみ（青森地区）」「家庭ごみの正しい出し方（浪岡地区）」「青

森地区ごみの出し方分別辞典」「リチウムイオン電池の分別方法（青森市公式チャンネル－

YouTube)」「青森市各種リサイクル等回収マップ」などの情報が共有できるQRコードを貼り付

け、意識啓発及び取組の拡散を図る。 

＜令和 4年度実績（令和 5年 1月末現在）＞ 

 

（５）ジュニア版ごみハンドブック【継続】 

ごみの減量化・資源化に対する意識の醸成を図るため、市内の小学 4 年生を対象とした「ジュニ

ア版ごみハンドブック」を作成し、配布する。 

内容については、マイバックを使うことなどといった、 

ごみを減らすための具体的な内容や、家庭内でごみの分別 

ルールのクイズなどを行えるような掲載内容とするととも 

に、小学 4年生に対する出前講座の開催なども実施する。 

 

＜令和 4年度配布部数＞ 2,319部 

 

 

 

 

 

 

 

（６）リユースの食器利用促進【継続】   

飲食物が提供されるイベントなどで使用されている 

使い捨てプラスチック容器を削減するため、県が作成 

した「リユース食器利用マニュアル」を市のホームペ 

ージに掲載し、市民や団体に周知する。 

271人計

－ 青森ビジネス専門学校 資料送付のみ －

－ 青森市立高等看護学院 資料送付のみ －

資料送付のみ －

青森県ビューティー＆メディカル専門学校 資料送付のみ －

資料送付のみ －

41人

－ 青森公立大学 資料送付のみ －

ごみ出しルールについて

資料送付のみ －

－ 青森明の星短期大学

7

8

9

4月8日 東奥保育・福祉専門学院

－ 青森大学

－

2

3

4

5

6 － 青森歯科医療専門学校

No. 月日 団体名 内容 参加者数

1 4月8日 青森県立保健大学 ごみ出しルールについて 230人

▲「ジュニア版ごみハンドブック」のクイズコーナー 
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（７）青森市ごみ問題対策市民会議と連携した取組 

①ごみ減量化モデル交付金【継続】 

 青森市内のごみの発生抑制や再使用、再利用などのごみの減量化・資源化につながる取組を活

発にすることを目的として、市民生活に関わりが深く、事業効果が高い取組に対して交付金を交

付する。 

＜令和 4年度実績（令和 5年 1月末現在）＞ 

交付実績：147町内会（408町内会中） 

交付額：2,396千円 

②ごみ減量化・資源化に対する意識啓発 

 ア スポーツクラブと連携した意識啓発【継続】 

 市内のスポーツクラブである「青森ワッツ」（バスケットボール）、「ラインメール青森ＦＣ」

（サッカー）と連携し、ごみ減量化のＰＲを兼ねた、スリムボトルを作成して、試合会場等で

分別に協力した方への記念品等として配布し、若年層への意識啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

イ イベント参加による周知（ＡＢＡ番組祭ほか）【継続】 

 ごみの減量化・資源化に関する意識の醸成を図るため、エコグッズや雑がみ回収袋等を、

ごみ出しルール向上講習会やエコごはん料理教室の参加者、ＡＢＡ番組祭のごみ分別クイズ

の景品として配付する。 

※令和 4年度については、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲令和 2年度に配付したエコグッズ 

↑このような台紙のごみが 

発生していた 

▲令和 3年度に配付したエコグッズ 
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③生ごみ減量化促進事業 

 ア 「あおもり素材まるごとエコごはん」の開催【継続】 

 手軽に入手できる食材をまるごと使用したレシピを実演し、無駄

なく食材を使い切ることで生ごみの削減のみならず、家庭にも優し

いエコな料理を提案する。 

 開催に当たっては、「食品ロスダイアリー」の実施による「食べ残

した食品」や「手つかずのまま捨てられた食品」の結果を踏まえたレ

シピを検討するとともに、忙しい方や料理に関心の薄い方が真似を

したくなるような、小さな工夫や時短にもなるエコなアイディアの

紹介等も検討する。 

＜令和 4年度実績＞ 

実施日：令和 4年 12月 3日（土） 

場  所：サンロード青森 

参加者数：延べ 100人 

実演メニュー ➊フライパンビビンバ 

➋りんごと白菜の昆布漬け 

➌ボイルホタテとキャベツのスパゲッティ 

❹皮付き大根のキムチ漬け      

 

イ エコごはん料理教室の開催【継続】 

 手軽に入手できる食材をまるごと使用するレシピを実践す

ることで、生ごみの減量化につなげるための料理教室を開催

する。 

 開催に当たっては、「食品ロスダイアリー」の実施による

「食べ残した食品」や「手つかずのまま捨てられた食品」の

結果を踏まえたレシピを検討する。 

＜令和 4年度実績＞ 

実施日等：令和 4年 10月 29日（土）青森市西部市民センター 

区分 午前の部 午後の部 

参加者数 9人 10人 

メニュー ・甘酢大根サムギョプサル 

・りんごと塩もみ大根の皮ごとサラダ 

・ごぼうとにんにくのサラダガレット 

・皮だけりんごのほうじ茶ティー 

 

ウ 電気式生ごみ処理機普及啓発事業【継続】 

 電気式生ごみ処理機を貸し出すことで、家庭から出る生ごみの削減と電気式生ごみ処理

機の普及を図る。 

＜令和 4年度貸出実績＞ 

 延べ 5台（令和 5年 1月末現在） 
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エ 冷蔵庫一掃デーの啓発【継続】 

 週に一度冷蔵庫の中身をチェックしてできるだけ食べ残し・食材の

使い忘れを減らす取組「冷蔵庫一掃(いっそう)デー」の普及啓発のた

め、広報あおもりや会報せいそう等で周知する。 

＜令和 4年度周知実績＞ 

➊広報あおもり：10/15号 

➋会報せいそう：第 89号（7/15発行） 

➌市ホームページ：「もったいない！食品ロスを減らそう」 

 

 

オ 食品ロスモニターの実施【継続】 

 本来食べられるのに捨てられてしまう食べものである「食品ロス」

が、近年、国内外で社会問題となっていることから、その発生要因

や、今後の食品ロス削減に向けた取組の検討、意識啓発を図るため、

食品ロスの発生を記録する「食品ロスダイアリー」について、協力者

を募り実施する。 

＜令和 4年度実施結果＞ 

 

 

 

 

 

④会報「せいそう」の発行（年 3回）【継続】 

 ごみ出しルール・マナー及びごみの減量化・資源化に役立つ 

情報等を掲載した会報を、年度内に３回発行して各町（内）会 

及び自治会に送付し、各住民に回覧する。 

【公共施設への掲示】 

市民図書館、各市民センター、県立図書館へ設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 食べ残し 手つかず食品 

1人 1日当たり 

の廃棄量 

最も多かった 

廃棄理由 

1人 1日当たり 

の廃棄量 

最も多かった 

廃棄理由 

最も多かった 

廃棄品目 

全国平均 23ｇ － 24ｇ 賞味期限切れ － 

協力団体 
160世帯 

4ｇ 
食べきれ 

なかった 
7ｇ 賞味期限切れ 野菜・果物 

455人 

 

一部中身記事抜粋 

▲市民図書館での掲示の様子 
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⑤市民一掃きデーの開催【継続】 

 市民の清掃意識の高揚と、明るくきれいな住みよいまちづくりを目指し、道路や公園など

公共の場所において、清掃活動を行う。 

＜令和 4度実績＞ 

 

 

 

 

 

 

⑥おもてなしクリーンキャンペーン【継続】 

 本市を訪れるお客様を気持ちよくお迎えし、「青森へ来てよかった、また来てみたい」と

感じていただけるような「明るく住みよいまちづくり」を目指すとともに、おもてなしの心

の醸成を図るため、清掃活動を行う（サークルブロック及び周辺ブロックが合同実施）。 

＜令和 4年度実績＞ 

実施日：令和 4年 7月 30日（土） 

清掃場所：青森駅周辺 

参加者：40名 

⑦もったいないを考える日【継続】 

 毎年 10月の「３Ｒ推進月間」を機会に、「もったいない」 

という意識を再確認するとともに、市民のごみ処理及び資源 

リサイクルへの理解を深めるため、サークルブロックによる 

施設見学会等を開催する。 

 また、施設見学会に併せて、エコな暮らしのヒントや、 

まだ使えるものを活用するアイディアの紹介等を行う。 

＜令和 2年度実績＞ 

実施日：令和 2年 11月 24日（火） 

見学施設：ＥＣＯプラザ青森 

参加者：8名 

※令和 4年度については、新型コロナウイルス感染症の 

感染防止のため中止した。 

⑧ごみ出しルール向上推進事業【継続】 

 ごみ出しルールの周知徹底を  ＜令和 4年度実績＞ 

図るため、ごみ出しルール再確 

認のための講習会を開催する。 
青森市西部市民センター
青森市浪岡中央公民館

74人

団体名

計
2 11月17日(木) 12人

回 実施日 参加者数
1 11月7日(月) 62人

4 サンセットビーチあさむし・浅虫海づり公園 140人
5 柳川庁舎周辺 80人
6 中央西公園（浦町小学校東隣）周辺 30人

実施日
4月9日(土)
5月14日(土)
6月4日(土)
7月2日(土)
8月20日(土)
9月3日(土)
10月1日(土)

計

7 野木和公園
8 青森市スポーツ公園わくわく広場

回 団体名
1 合浦公園
2 浪岡庁舎周辺

900人

ブロック
全

浪岡
東部
西部
中部
北部
南部

210人
180人

参加者数
180人
80人
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３ 有価資源回収団体活動奨励事業（集団回収奨励金） 

【事業概要】 

町会、子供会、ＰＴＡなどの住民団体が中心となり、日時・場所を決めて、新聞・雑誌・段

ボール・ビールびん・一升びんなどの資源物を自主的に回収し、回収業者に売り渡す地域ぐる

みのリサイクル運動である集団回収について、資源の再利用等を促進する市民運動を育成する

とともに、ごみの減量を推進することを目的に、市に届け出ている団体が集団回収を実施した

場合、回収量に応じて奨励金を交付する。 

【取組内容】 

有価資源回収団体活動奨励事業（集団回収奨励金）【継続】 

（１）奨励金の額 

1kg当たり 4円 

 

（２）奨励金交付対象品目 

「新聞・広告」「雑誌・紙箱・包装紙」「段ボール」「紙パック」「空きびん（ビールびん・一

升びん）」「空き缶」「古鉄」「古布」 

 

（３）回収実績等 

年 度 
回収量 

（ｋｇ） 

回収団体数 

（団体） 

奨励金交付額

（円） 

H28 5,277,074 289 21,108,296 

H29 5,161,400 295 20,645,598 

H30 4,953,682 299 19,814,728 

R1 4,706,489 293 18,825,956 

R2 4,169,538 279 16,678,152 

R3 4,126,987 279 16,507,948 

R4（R4.12末現在） 3,030,952 275 12,123,808 
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４ 生ごみリサイクル事業 

【事業概要】 

家庭から排出される生ごみを減量するため、処理機等を購入する方に対し、購入費の一部を

助成するとともに、生ごみを減量堆肥化する「段ボールコンポスト」講習会を開催する。 

【取組内容】 

（１）生ごみ処理機等購入費助成事業【継続】 

家庭から排出される生ごみを減量・堆肥化する処理機等を購入する方に対し、購入費の一部を

助成することにより、処理機の普及を促し、生ごみの排出量の減量化を図る。 

＜助成内容＞ 

購入費の 2分の 1を助成 

生ごみコンポスト容器等の限度額 3千円 

＜令和 4年度実績（令和 5年 1月末現在）＞ 

生ごみ処理機等容器助成件数：22件 

助成額：64,700円 

 

（２）段ボールコンポスト普及促進事業【継続】 

生ごみを減量堆肥化する「段ボールコンポスト」に、より多くの市民の方に取り組んでいただ

くため、市がマニュアルを提供し、作製から進め方、堆肥化について実演と講義を行う講習会を

開催する。 

開催に当たっては、マニュアルを見直すとともに、動画の活用や経験者を講師とするなど、分

かりやすい内容となるよう工夫する。 

また、コンポストの普及を図るため、「会報せいそう」の中で市販のコンポストの情報提供を

行う。 

＜令和 4年度実績＞ 

開催回数：6回 

受講者数：59名 

 

 

 

 

 

  

▲生ごみコンポスト容器 

▲段ボールコンポスト作成の様子 

▲段ボールコンポストマニュアル 
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５ 分別収集推進事業 

【事業概要】 

循環型社会の構築を図るため、資源ごみを分別収集し、リサイクルするための中間処理を行

う。 

回収された資源物は、売却あるいは再商品化事業者に引き渡し、限りある資源を有効に活用

する。 

【取組内容】 

分別収集推進事業【継続】 

（１）回収する資源ごみの種類 

 空き缶、ガラスびん、ペットボトル、紙パック、段ボール、新聞紙・折り込み広告、雑

誌・雑がみ、その他のプラスチック、生きびん 

 

（２）役割 

区分 内容 

市民の役割 資源ごみを種類別に分別し、あらかじめ決められた日にごみ収集場所に

出す。 

市の役割 資源ごみを収集し、異物を取り除き、リサイクルしやすい状態にして売却

あるいは事業者に引き渡す。 

事業者の役割 市から引き取った物をリサイクルする。法に基づき、製造量・利用量に

応じ、リサイクル 費用を負担する。 

 

（３）分別収集による資源化量の推移（家庭系＋事業系） 

年 度 青森地区（ｔ） 浪岡地区（ｔ） 計（ｔ） 

H28 7,559 230 7,789 

H29 7,359 209 7,568 

H30 7,130 204 7,334 

R1 6,887 195 7,082 

R2 6,805 197 7,002 

R3 6,696 192 6,888 

R4（R4.1末現在） 4,996 146 5,142 
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６ その他の取組 

【取組内容】 

（１）災害廃棄物の処理【継続】 

 平常時においては、災害発生時に迅速に対応できるよう、研修及び他都市の取組の研究

等を通じた職員の適応能力の向上に努める。 

また、災害発生時は、「青森市災害廃棄物処理計画（H31.4月策定）」に基づき、迅速かつ

適切に災害廃棄物を処理する。 

 

（２）一般廃棄物の広域処理（市内搬入）【継続】 

 一般廃棄物の市内搬入については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6条第 3項に

基づき、関係を有する自治体等との調和を図りながら、適切に処理を行う。 

 

（３）ボランティア清掃の推進【継続】 

 町会が実施するボランティア清掃で集めたごみの処分手数料を減免し、市で回収・青森

市清掃工場へ運搬を行う。 

 また、清掃用具（デレキ・たすき等）の貸出しを行いボランティア清掃の促進を図る。 

 

（４）市公式ＳＮＳ（ウェブサイト、ユーチューブチャンネル等）を活用した啓発【新規】 

  ①「青森市公式チャンネル－YouTube」等による市民意識の啓発 

     エアゾール缶（スプレー缶）や充電式電池の正しい捨て方に関する動画のほか、ごみ

の減量化・資源化に関する取組を発信することを通じて、ごみに関する市民意識の啓発

を図る。 

②ごみの分別方法等に関する「チャットボット※（自動会話プログラム）」の導入【新規】 

  市役所の窓口が開いていない土日や夜間でも、市民からのごみの 

分別などの問い合わせに対応するため、文字による対話型で自動応答 

する「チャットボット」の導入を検討する。 

※チャットボットとは…対話を意味する「chat（チャット）」 

とロボットを意味する「bot（ボット）」を組み合わせた 

造語で、テキストを通じて自動で会話するプログラムの 

こと。 

▲ごみ分別チャットボットのイメージ 


