
ハガキに貼る場合ははがれないように
しっかり貼り付けてください。

解答用紙　裏面

皆さんの解答を
お待ちしてます！

切り取り線

ごみ減量 ・ リサイクルの推進へ　ご協力ありがとうございます
～新潟市は家庭ごみ有料指定袋の収入で環境に優しいまちづくりを応援しています～

ごみ減量検定問題（続き）

 　　　　　今年度初めて段ボールを使っ
た堆肥化講座を開催しましたが、堆肥を作
るために段ボールの中に入れるものは？

１. 紙コップ　　２. アルミホイル
３. 新聞紙　　　４. 野菜くず

ごみ減量 ・ リサイクルの推進へのご協力ありがとうございます

１．ごみ減量・リサイクルの推進
　自治会・町内会が行う集団資源回収などに奨励金を交付しました。
　また、燃やすごみの約４割を占める家庭系生ごみ対策として、それぞれのライフスタイル
に合わせた生ごみ減量に取り組めるよう、各種講座の開催や小冊子を配布するとともに、
古布・古着を市内８ヶ所の拠点で回収しました。（2億8,757万円）

２．制度の周知、分別意識の向上と啓発
　有害物質を含むごみの分別徹底を図るため「ごみ分別百科事
典」の全戸配布や、使用済小型家電を市内の拠点で回収するとと
もに、マイボトルキャンペーンによるリデュース意識の啓発を行いま
した。また、研修会や施設見学会を開催するなどクリーンにいがた
推進員の活動を支援しました。
（1億202万円）

３．地域コミュニティ活動への支援
　地域で行う地域課題の解決や資源循環型社会形成を推進する活動などに補助金を交付し
ました。また、自治会などが取り組むごみ出し支援活動に助成を行いました。（1億196万円）

４．地域環境の美化への支援
　自治会・町内会の行うごみ集積場の設置や地域清掃活動への
支援を行いました。また、不法投棄やごみ集積場からの持ち去り
防止対策として、パトロールや監視カメラの設置などを行いまし
た。（9,622万円）

５．環境学習・省エネルギーへの支援
　副読本の配布など学校で行う環境教育・環境学習を支援しました。また、自治会・町内
会が設置する防犯灯については、ＬＥＤ灯の導入促進を図ることで、環境にやさしい、安心
安全なまちづくりを支援しました。（6,880万円）

【クリーンにいがた推進員施設見学会の様子】

 江南区の農産物直売所「大地」には、
あるものから作られた堆肥で栽培した野菜がなら
んでいます。どんな堆肥でしょうか？
１. 缶から作られた堆肥
２. 古着から作られた堆肥
３. プラマーク容器包装から
     作られた堆肥
４. 生ごみから作られた堆肥

 　　　　　電動生ごみ処理機（乾燥型）
で乾燥させた生ごみを回収しています。
回収拠点は何か所あるでしょうか？
１. 3 か所　　２. 10 か所
３. 80 か所　　４. 150 か所

 　　　　　新潟市ごみ減量推
進キャラクター「サイチョ」
の趣味は？

１. ごみを減らすこと
２. バードウォッチング
３. ハイキング
４. テレビゲーム

 　　　　　新潟市は平成20年6月からの新ごみ減
量制度により、家庭系ごみ量は約3割減少し、リサ
イクル率も大きく上がりました。平成24年度の全
国調査におけるリサイクル率の順位は、政令市の
なかで何位でしょう？

１. 2 位　　２. 10 位
３. 20 位　　４. 30 位

 　　　　　平成25年3月15日に新潟市は政府か
ら○○モデル都市に選定されました。温室効果
ガスの大幅な削減に向け、先駆的な取り組みに
チャレンジする、この都市の名称は？

１. 環境モデル都市
２. 国際モデル都市
３. 文化モデル都市
４. 税務モデル都市

 ３Rに関する取り組みを積極的に
行っている事業者を「３R優良事業者」として
認定しています。次のうち3R優良事業者の取り
組みとしてあてはまらないものは？

１. 従業員のマイカップやマイ箸の
　 利用率が 50%を超えている
２. 使用済み封筒は
　 繰り返して使わずに捨てる
３. 商品の簡易包装に努めている
４. 資源物を分別し、リサイクルしている

 　　　　　ごみ有料化による手数
料収入の使いみちとしてあてはま
らないものは？

１. 学校への環境教育副読本の配布
２. 環境美化活動費への助成
３. 自治会・町内会が行う集団資源
回収への奨励金

４. ごみ処理施設の建設費

 　　　　　自治会・町内会などからの推薦により
選出され、ごみの減量化を進める地域のリーダー
として活動をしていただいている方々の名称は？

１. レッドにいがた推進員
２. ブルーにいがた推進員
３. イエローにいがた推進員
４. クリーンにいがた推進員

　　　　　「３Ｒ」とはリデュース（発生抑制）、
リユース（再利用）、リサイクル（再生利用）のこ
とですが、リデュースにあたるのはどれ？
１. いらなくなった家具をいる人に使ってもらう
２. びんを洗って繰り返し使う
３. ペットボトルを集め、プラスチック製品や衣
類にする

４. 過剰な包装やレジ袋は断る

各区に最低 1か所はあるのよ！

平成 23年度は
５位だったんだ！

推進員の皆さんはベストを
着て活動しているよ！

下の記事がヒントよ！

【地域清掃活動の様子】

　平成25年度は、家庭
ごみ有料指定袋などから
の収入が９億5,700万
円ありました。
　そのうち、ごみ袋の作
製経費などを差引いた６
億5,657万円で、下記
のような自治会・町内会
の行う、リサイクルへの
取り組みや地域活動など
を支援しました。

1. ごみ減量・
　リサイクルの推進
　（2億 8,757 万円）

2. 制度の周知、分別
　意識の向上と啓発
　（1億 202 万円）

3. 地域コミュニティ
　活動への支援
　（1億 196 万円）

4. 地域環境の
　美化への支援
　（9,622 万円）

5. 環境学習・省エネ
　ルギーへの支援
　（6,880 万円）
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●環境・ごみに関する一般的な問題
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