
　「3R（サンアール・スリーアール）」とは、「ごみを出さない」「一度使って不要になった製品や部品を再び
使う」「出たごみはリサイクルする」という廃棄物の処理やリサイクルの優先順位のことで、ある3つの言
葉の頭文字を取ってこう呼ばれています。

「3R」 は地球を守る合言葉

特集　未来のために考えよう
大阿蘇環境センター
未来館からのお知らせ

大阿蘇環境センター未来館イメージキャラクター
『赤牛モーくん』

紙くず、生ごみ、木くず、
プラスチック、革類など

ごみの種類 分別のポイント 指定ごみ袋

　ごみが有効にリサイクルできるように、以下のとおり分別などに心掛けてください。

分別で、ごみから資源へリサイクル

毎週月曜日～金曜日 午前8時30分～午後4時30分
第4土曜日 午前8時30分～11時30分
祝日（月～金） 午前8時30分～11時30分

持ち込み時間
大阿蘇環境センター未来館 ℡0967（24）5353
南部中継基地   ℡0967（62）0719

問い合わせ先

ルールを守りましょう!
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•生ごみは、水分をよく切ってください
•鞄などについている金具類は外してください
•木くずは、直径10㎝以内で袋に入る大きさ
にしてください

•不燃物は絶対に入れないでください

カン・ビン
　飲食用に使用された
　カン・ビン類

•中は空にして、水洗いしてください
•金属製のふたは「不燃ごみ」へ
　プラスチック製のふたは「固形燃料ごみ」へ
•油のカン・ビンは「不燃ごみ」へ

ペットボトル
　飲食用に使用されたペットボトル •中は空にして、水洗いしてください

•金属製のキャップは「不燃ごみ」へ
　プラスチック製のキャップは「固形燃料ごみ」へ
•ラベルは、剥がさなくても構いません
•洗剤などの容器は「固形燃料ごみ」へ

紙類
　新聞、チラシ、ダンボール、
　雑誌、その他紙類

•ビニール袋、ガムテープなどは外してください
•高さは30㎝以内にして、可燃性のひもで縛っ
て出してください

•汚れがついたもの、ビニールコートやワック
ス加工してあるものは「固形燃料ごみ」へ

衣類
　上着、ズボン、セーター、
　シーツなど

•ボタンやファスナーなどは付いたままで構いません
•ボロボロになった衣類や下着類は「固形燃料
ごみ」へ

•可燃ごみとして出す場合は、金属製のボタン
やファスナーなどは取り除いてください

なべ、やかんなどの金属類、
ガラス（コップ、化粧品のびん
など）、陶磁器、小型電気製品、
スプレー缶など

•スプレー缶、ガスボンベなどは、必ず中身を
使い切って出してください

•割れ物やカミソリなどの危険物は紙などに包
んでください

乾電池、蛍光管 •大阿蘇環境センター未来館・南部中継基地・滝美園クリーンセン
ターまたは南阿蘇村役場に直接お持ちください

•蛍光灯が万が一割れてしまった場合は、ポリ袋などの密閉できる
容器に入れて持ち込みしてください

※指定の一時保管所にごみを出される場合や、大阿蘇環境センター未来館・南部中継基地・滝美園クリーンセンター
へごみを直接持ち込まれる場合には、指定ごみ袋の使用、分別をお願いします。

このマークが
目印

「3R」って言葉を
みなさん知っていますか？
僕たちの地球を守る
大切な合言葉なんだよ！

　人々が生活をしていればどうしてもごみは出てしまいます。しかし、この「3Ｒ」を一人ひとりが心掛け
ると、ごみは減量でき、リサイクルも大きく進みます。また、最近では3Ｒに「リフューズ（Refuse＝ご
みになるものを買わない）」を加えて「4Ｒ」、さらに「リペア（Repair＝修理して使う）」を加えて「5Ｒ」と
いう場合もあります。
　住民の皆さまのご理解とご協力により、ごみの分別はごみ減量への大きな力となっています。未来館で
は今後も引き続き、より徹底したごみの減量化や再利用・再資源化に取り組んでいきますが、皆さんもご
み出しなどのルールを守り、適正な処理や徹底した分別にご理解とご協力をよろしくお願いします。

皆さん、その3つの言葉をご存知ですか？
「リデュース （Reduce＝ごみの発生抑制）」
「リユース （Reuse＝再使用）」
「リサイクル （Recycle＝再資源化）」
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南阿蘇村（1日1人あたりのごみの量：753ｇ）
生活系ごみ

1,694 t

307 t

128 t

2,129 t

可燃ごみ

資源ごみ

不燃（粗大）ごみ

計

事業系ごみ 計

709 t

22 t

0 t

731 t

2,403 t

329 t

128 t

2,860 t

組合全域（1日1人あたりのごみの量：853ｇ）

年度別ごみ量の推移（単位：ｔ）

3. 形態別ごみ量

生活系ごみ

10,104 t

1,690 t

799 t

12,593 t

可燃ごみ

資源ごみ

不燃（粗大）ごみ

計

事業系ごみ 計

4,323 t

133 t

0 t

4,456 t

14,427 t

1,823 t

799 t

17,049 t

1. 処理対象地区（令和2年10月1日現在）

2. ごみ処理量（阿蘇広域行政事務組合管内全域）

面積（㎢）

世帯数（世帯）

人口（人）

高森町

175.06

2,870

6,245

計

1,002.33

24,451

54,735

産山村

60.81

631

1,457

小国町

136.94

3,050

6,899

南小国町

115.90

1,781

3,965

阿蘇市

376.30

11,501

25,766

南阿蘇村

137.32

4,618

10,403

令和2年度阿蘇広域行政事務組合管内ごみ処理実績

○ごみ量合計 ……………………17,049t
○固形燃料（RDF）製造量 ………8,422t／年

○1日あたりのごみの量………………… 47t ／日
○1人1日あたりのごみの量 …………… 853g ／日
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　広報8月号でお知らせした意見交換会を8月17日と9月1日に役場大会議室でおこないました。2回ともオンラ
イン参加を含めると約40人に参加いただきました。
　第1回は5人ほどのグループに分かれて村の農業の現状や課題、目
指す姿、目指す姿に向けてできることなどを話し合いました。第2
回ではやりたいことが近い人たちを4つのグループに分け、話し合
いをおこないました。このときの意見を抜粋して紹介します。ここ
に掲載していないすべての意見は村ホームページで紹介しています。
　次回は10月26日（火）午後7時から村役場大会議室で実施予定。
より具体的な計画づくりに向けた話し合いをおこないますので、関
心のある人はぜひおいでください。

全国のモデルになるような
中山間地づくりに向けた意見交換を実施中

第1回で出された意見（抜粋）
意見項目

水田や草原の景観、星空、ホタル、たくさんの野生動物、温泉、水源、歴史、神社、
郷土料理、サイクリングやツーリングロード、など村の魅力

鳥獣害、野焼きができていない、災害が多い、人手不足、耕作放棄地、交通が不便、
空き家バンクの登録物件が少ない、買い物が不便、夜の店が少ない、夜の道が
暗い、など

村の課題

耕作放棄地の解消、オーガニック給食、農業と神社や祭りの歴史を再確認、農
家とレストランの連携、農機具の共有、もったいないものを共有、特産品を作る、
白川の上流と下流の人の交流、など

村がこうなったらいいな

地元の物を食べる、人をつなげる、異業種交流、農業法人設立、農業機械の共有、
地産地消の仕組みづくり、南阿蘇ファンクラブを作る、など今すぐできること

オーガニック給食、資源のカタログ化、コーヒーの里づくり、村人の人材バンク、
規格外農産物などの加工、草刈りの無人化、若者の拠点づくり、など将来やりたいこと

第2回でグループごとに分かれて出されたやりたいこと（抜粋）
意見グループ

南阿蘇農産物カレンダー、農産物や生産者のデータベースづくり、信頼関係を
築くキーパーソンが必要、新規就農の支援、など地産地消の仕組みづくり

山の管理や活用による山の再生、空き家の再生、野焼きロボットコンクール、
熊本市と連携した棚田オーナー、もっと星が見える村、定住支援、などじゅんかん

南阿蘇のクラフトビール、ビール醸造所を設立予定、羊＋ビールで観光推進、
長期ビジョン作成、外食産業などへの営業活動、など南阿蘇テロワール

オーガニック給食（800人分）、オーガニック認定制度、農産物の集荷・保管・
安定供給、農家と飲食店をつなぐプラットフォーム、など有機農業などによる農業振興

18 192021.10 2021.10


