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度
一般回収協力者表彰、
小・中学校回収協力者表彰
当協会は、
アルミ缶の回収活動を行っている団体の中から、
優秀な活動実績をあげられた方々を毎年表彰しています。
本年度は4月1日〜6月14日の応募期間の中で、
一般・小中学校を同時募集致しました。
本年度の表彰について一般回収協力者は全国で59団体、
小・中学校は全国で51校の優秀賞受賞が決定しました。
受賞された皆様おめでとうございます。
また、
推薦を頂いた回収拠点の皆様にはご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
＊表彰式は各地で順次進行しております。
詳細は1月号にて掲載予定です。

アルミ缶一般回収協力者表彰 優秀賞受賞団体（都道府県順）
新規受賞
32 社会福祉法人 三原のぞみの会 障害福祉サービス事業所ぴーす

広島県

33 怡土小学校父母教師会

福岡県

34 西宮裾老人会

佐賀県

35 特定非営利活動法人 ちゅうりっぷのうた

佐賀県

36 原口町子ども会

長崎県

37 楠泊婦人会

長崎県

38 中央ペットセンター

大分県

1 上野町会

青森県

2 外ヶ浜町赤十字奉仕団 蟹田分団

青森県

3 青森市古館町会

青森県

4 松ヶ枝町町会リサイクル係

青森県

5 下郷作業所ホイップ

福島県

6 丸山長寿会

栃木県

7 社会福祉法人 恵友会 あさひ

栃木県

「にんげん」の会
8 安養寺

群馬県

9 前川3丁目町会

埼玉県

再

10 オーベルタワー川口コラージュ管理組合

埼玉県

1 社会福祉法人 一葉会

11 曙町少年野球部

東京都

多機能型障害福祉サービス事業所 りんごの里

12 弘道二丁目つくも会

東京都

2 特定非営利活動法人 あいの里 自立支援事業所 くれよん

福島県

13 西池袋四丁目町会

東京都

3 桐生婦人団体連絡協議会

群馬県

東京都

4 上並榎町長寿会

群馬県

15 諏訪下町会

東京都

5 久喜市清久地区婦人会 上清久新田支部

埼玉県

16 江戸川くすのきくらぶ NO.190鹿三和楽会

東京都

6 川口市前川二丁目町会

埼玉県

東京都

7 原寿会

東京都

18 王子本町三丁目町会

東京都

8 ゆりの木会

東京都

19 潮田町三丁目東自治会

神奈川県

9 蓮沼東町会 青年部

東京都

20 社会福祉法人 ひろびろ福祉会 ひろびろ作業所

石川県

10 社会福祉法人 なごみ福祉会 多摩川あゆ工房

神奈川県

石川県

11 六浦睦町内会

神奈川県

22 社会福祉法人 小さな花

山梨県

12 障害福祉サービス 就労継続支援事業所 にこにこサポートくれぱす

静岡県

23 香流荘自治会

愛知県

13 社会福祉法人 富岳会 アークビレッジ富岳

静岡県

滋賀県

14 特定非営利活動法人すぎな むつみ作業所

静岡県

25 金田町6丁目自治会

大阪府

15 就労継続支援B型事業 就労移行支援事業 みどり作業所

静岡県

26 寺方元町ふれあいクラブ

大阪府

16 可美校区子ども会 世話人連合会

静岡県

大阪府

17 きらく会

愛知県

28 社会福祉法人 恩鳥福祉会 障害者通所施設 たんば園

兵庫県

18 社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会 つちやま福祉作業所

滋賀県

29 浜田町祭典子供会

兵庫県

19 社会福祉法人 安芸の郷「森の工房 みみずく」 広島県

30 中別府町内会 中別府少年団

兵庫県

20 社会福祉法人 宗像会 くすの木園

福岡県

和歌山県

21 大分県農業協同組合 東部事業部 山香女性組織

大分県

14 片倉台自治会

17 一之江南部子ども会

21 特定非営利活動法人 KMC 生活支援センター キャンワーク

24 若葉町自治会 ビアンネ

27 門真市老人クラブ連合会 泉寿会

31 明洋町内会

選
青森県
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小・中学校回収協力者表彰 優秀賞受賞校（都道府県順）
新規受賞
1 青森市立造道小学校

青森県

2 青森市立浦町小学校

青森県

3 弘前市立東目屋中学校

青森県

4 弘前市立裾野小学校

青森県

5 弘前市立和徳小学校

青森県

6 大仙市立大川西根小学校

秋田県

7 湯沢市立川連小学校

秋田県

8 山形市立第六中学校

山形県

9 長井市立豊田小学校

山形県

10 本宮市立岩根小学校

福島県

11 小山市立絹義務教育学校

栃木県

12 小山市立小山城東小学校

栃木県

1 五所川原市立東峰小学校

青森県

栃木県

2 結城市立上山川小学校

茨城県

群馬県

3 高崎市立倉渕中学校

群馬県

群馬県

4 大田区立糀谷小学校

東京都

群馬県

5 江戸川区立平井西小学校

東京都

埼玉県

6 秦野市立南中学校

神奈川県

18 南魚沼市立第一上田小学校

新潟県

7 長浜市立塩津小学校

滋賀県

19 勝山市立北郷小学校

福井県

8 加古川市立西神吉小学校

兵庫県

長野県

9 稲美町立母里小学校

兵庫県

21 大町市立大町北小学校

長野県

10 田辺市立大塔中学校

和歌山県

22 大町市立大町西小学校

長野県

11 白浜町立南白浜小学校

和歌山県

静岡県

12 新見市立西方小学校

岡山県

24 伊勢市立東大淀小学校

三重県

13 新見市立刑部小学校

岡山県

25 瀬戸内市立邑久小学校

岡山県

14 浅口市立鴨方西小学校

岡山県

広島県

15 浅口市立金光吉備小学校

岡山県

広島県

16 福山市立網引小学校

広島県

28 防府市立大道小学校

山口県

17 東広島市立吉川小学校

広島県

29 美馬市立木屋平中学校

徳島県

18 美祢市立綾木小学校

山口県

福岡県

19 豊後高田市立真玉小学校

大分県

大分県

20 豊後高田市立香々地小学校

大分県

13 さくら市立南小学校
14 みどり市立大間々中学校
15 みなかみ町立水上小学校
16 みなかみ町立水上中学校
17 三郷市立吹上小学校

20 飯田市立高陵中学校

23 富士市立鷹岡小学校

26 東広島市立原小学校
27 東広島市立中央中学校

30 糸島市立桜野小学校
31 佐伯市立佐伯東小学校

再

選
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施設見学研修会
当協会では毎年、
３Ｒ推進月間である１０月にアルミ缶のリ

た処理をされているとの説明がありました。最終処分場では、

サイクルについて理解を深めて頂くために、
リサイクル施設な

二十三区内の清掃工場等で焼却された灰等を埋立ててい

どの見学会を実施しています。今年は１０月９日に、協会会員

ますが、更なる処分場の拡大が難しいため、
このままでは埋

会社や報道関係など３７名が参加し、午前中に品川清掃工

め立て処分可能な期間は約50年と言われています。今年の

場、午後に東京都環境局中防合同庁舎と最終処分場を見

見学会では、
ゴミを処理する作業の大変さと、
そこで発生する

学しました。品川清掃工場は２００６年から稼働を始め、主に

灰等の処分能力には限りがあることを学び、一人一人がゴミ

品川区内で発生する可燃ごみの処理をしており、
１日当たり

の中で資源化出来るものは最大限に分別し、
ゴミの発生量を

の焼却能力は６００トンとのお話でした。各工程では多くの自

減らしていく努力をしなければならないことを実感しました。
ア

動化が図られており、
また焼却炉ではゴミを安定的に完全に

ルミ缶においても現状の９３．
６％のリサイクル率に満足せず、

燃焼させる装置が導入されており、燃焼した時の熱を利用し

１００％を目指して当協会も啓発を続けなければならないと諭

発電も行われていました。操業は、
中央制御室で２４時間、監

されました。

視や制御が行われ、排ガスや排水についても環境に配慮し

品川清掃工場正面にて

中央防波堤外川処分場にて

小樽ＣＡＮ－ＡＲＴフェスティバル
９月２１・２２・２３日の３日間北海道小樽市観光物産プラ

は金メダル級？」
をテーマに作品が展示され、例年と同じく、

ザ「運河プラザ」
で開催されました。
このイベントは楽しく創

多くの来場者を集めました。当協会はアルミ缶のリサイク

造豊かな「あき容器アート」
を通してポイ捨てを無くし、分

ル工程、
クイズを通してアルミ缶をリサイクルすることの大

別やリサイクルを楽しく学んでもらう北海製罐（株）の環境

切さをアピールしました。

活動の一環です。今年は第27回目で、
「イルカのジャンプ

テーマ：イルカのジャンプは金メダル級？のオブジェ

アルミ缶リサイクル協会ブースでの接客風景
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北区環境展
今年で第14回目の北区環境展が9月28日
（土）
に
北区立としま若葉小学校にて開催されました。
当協会
はアルミ缶のリサイクルクイズを実施し、
在校児童・来
場父兄に楽しくアルミ缶リサイクルについて学んで
頂きました。

北区環境展アルミ缶リサイクル協会ブース

2019年中央区子供とためす環境まつり
９月２８日に、中央区環境保全ネットワークが主催
する
「2019年子どもとためす環境まつり」が中央
区立明正小学校で開催され、当協会もパネル展示やクイ
ズでアルミ缶のリサイクルについて子供達に説明を行い
ました。
またアルミ缶を使って鶴や昆虫を作る
「アルミ缶ク
ラフト体験」
は、子供達に大好評でした。

アルミ缶クラフト体験

協 会 からの お 願 い
● タブは缶から外さずいっしょにリサイクル
アルミ缶のタブは環境保護のため、
缶フタから離れないようにしてあります。
タブはタブだけで回収するのではなく、
缶に付けた状態で丸ごと回収してください。
無理にタブを取るとケガをする場合もあり危険です。

● ボトル缶のキャップの取扱い
飲料用アルミボトル缶のキャップは、
アルミ製です。
キャップも貴重なアルミ資源です。
キャップ・本体とも軽く水洗いした後、
中の水分をよく切ったうえ、
キャップを軽く締め
て回収してください。

アルミ缶の
リサイクル は
タブをつけたままで！

● アルミ缶にタバコを入れないでください
アルミ缶にタバコの吸殻を入れると、
リサイクルの妨げになるだけでなく、
火災の原因
になる可能性があります。

編集後記

●ラグビーのワールドカップに熱くなったのもつかの間、気が付くと年賀状のＣＭが流れ
る季節となっていました。そして、
このリサイクルニュースが皆さんのお手許に届くこ
ろには、街のあちこちでクリスマスソングが流れていると思います。
この時期は、
月日
の流れを速く感じますね。
今年１年、
皆様には大変お世話になり、
ありがとうございまし
た。
来年もよろしくお願い申し上げます。
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