
川崎市の
今とこれから

「環境」を考えた時に何を思いつきますか

ごみをきちんと分けて出すこと
資源を大切に使い　リサイクルすること
ごみをへらして　地球の資源をムダ使いしないこと
ごみを考えることは
地球環境を守ることにつながっている

身近な「ごみ」から
環境を考えよう

かんきょう

し げん
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資源物とごみの収集日

月

火

水

木

金

土

川崎市廃棄物減量指導員

川崎市環境局
廃棄物減量指導員

！
ま
さ
う
そ
ち
ご

かわさき
3R 推進キャラクター
かわるん

それぞれ、どんなものなのか考えてみてね。
答えは次のページだよ。

知ってるかな？

川崎市での取り組み
のこと

1 2

3 4

5 6

廃棄物減量指導員制度 資源集団回収

エコショップ認定 分別収集

食べきり協力店
生ごみ処理機等への助成

はい き ぶつげんりょう し どういんせい ど し げんしゅうだんかいしゅう

にんてい しゅうしゅう

しょ り き 　　 　　  　　　じょせい
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川崎市廃棄物減量指導員

川崎市環境局
廃棄物減量指導員

廃棄物減量指導員制度

資源集団回収

エコショップ認定

分別収集

食べきり協力店

生ごみ処理機等への助成

地域の人がごみ置き場
の清そうや、出し方の
説明などをしています。

地いきの人達が協力し合い、
新聞や段ボール、雑誌、古着、
空きびんなどを集め、引き
取ってもらっています。

トレイや牛乳パックの
回収をしているお店や
中古品をあつかったり
するお店を市が認定し
て、ホームページなど
で紹介しています。

今まで紹介してきた分別。
燃やすごみを減らして資源
を大切にしています。

お客さんの食べ残しが少なくなるよう
に、小盛りメニューなどを提供するお
店のこと。左のステッカーが目印。

生ごみをたい肥にリサイクルする容器や
機械を買うお金を助成しています。

帽子と腕章を
つけているよ。私たちは町内会などから

選ばれて活動しています。
分からないことや困った
ことは相談してください。

ぼう し わんしょう

ていきょうこ も

ひ 

しょうかい
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　　　・　　が

入っているかも！？
その

ミックスペーパーやプラス
チック製容器包装は、かつて普通ごみと

して収集していました。そのせいか、ミッ
クスとプラは、まだまだ半分以上が普通ご
みで出されています。
それは、とてももったいないことです。
大切な資源をリサイクルするため、燃やす
ごみを少なくするために、みなさんひとり
ひとりの分別への協力をお願いします。
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市役所の職員が小学校に行き、ごみ
処理の流れや、ごみを出すときのルー
ルなどについて分かりやすく学べる
授業を行っています。

しょくいん

しょ り
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ごみのことで使われている
お金について考えてみましょう

お金は色々なことに
使われています。

ごみを集める

ごみをもやす

施設などの
メンテナンス

資源物の処理

施設で使う
電気など

平成 28 年度は全体で約 137 億円使われました。これで体育館
を建てるとすると、およそ 45 こ建てられます

きちんと分別して出してく
れると、故障などが起きにく
く、処理にもよけいなお金が
かかりません

し せつ

し げんぶつ　しょり

こしょう ベール品
資源物を固めたもの
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橘リサイクル
コミュニティセンター

かわさきエコ暮らし未来館

王禅寺エコ暮らし環境館

http://eco-miraikan.jp

http://tesco-inc.jp/tachibana-rcc/

http://eco-kankyoukan.jp

リサイクルを進め、ごみを減量する
ことの大切さを知ってもらうため、
さまざまな展示やイベントを行って
います。粗大ごみで使えるものをき
れいにし、ほしい人には抽選を行い
無料でわたしています。

地球温暖化、太陽光発電などの再生可能エ
ネルギー、ごみなどの資源循環の 3 つのテ
ーマについて、見て、聞いて、さわって学
ぶことができます。
また、隣接する展望スペースからは、メ
ガソーラー（浮島太陽光発電所）を見る
ことができます。

資源循環、温暖化対策、自然共生などのテー
マについて、コンピューターグラフィックや
タブレット端末などのデジタル技術を使って、
だれでもかんたんに操作でき、ゲームやクイ
ズで楽しみながら学習ができます。
屋上庭園及びかわるんパークもあり、みなさ
んに親しんでもらえる施設となっています。

川崎市高津区新作 1-20-3 044-857-1146

川崎市川崎区浮島町 509-1　　044-223-8869

川崎市麻生区王禅寺 1285　044-712-4637

環境
 啓発
施設

もう
行きましたか？

体験
できる

かんきょう

けいはつ

しせつ

たちばな

げんりょう

てん じ

そ だい

ちゅうせん

む りょう

く

おんだん

し げんじゅんかん

さいせい か のう

りんせつ てんぼう

おうぜん じ ぐ かんきょう

し げんじゅんかん おんだん か たいさく

たんまつ ぎじゅつ

そう さ

し せつ
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