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を開催しました。
　平成 24年 10月 13日（土）に大阪城公園の太陽の広場において ECOフェスティバル「ガレージセール・イン・
OSAKA TOWN」を開催しました。
　大阪市では、家庭で不用になったものの有効利用を通して、市民の皆さまにものを大切にする意識と、ごみ減量・
３ R の推進への意識を高めていただくことにより、循環型都市を築いていくことをめざして、全市規模のガレージ
セールを年に 1回開催しています。
　ガレージセール 480 店の出店を中心に、楽しいステージや会場内でのエコクイズラリーや普及が進むエコカーの
最新車両の展示・試乗、リサイクル工作や発電体験などの体験型ブースや、企業・団体による取組み紹介の展示な
ど目移りするほどの多くの展示やイベントを開催しました。
　当日は、晴天にも恵まれ、絶好のガレージセール日和となり、11,000 人もの皆さまにご来場いただき、会場は
大賑わいとなりました。
　ごみゼロリーダーの皆さまには、ガレージセールの運営に多大なご協力をいただき本当にありがとうございまし
た。

大 阪 市 環 境 局

　鶴見区、旭区そして城東区において、区民センター
や区民ホールを会場として、第５期ごみゼロリーダー
の委嘱式を開催しました。
　鶴見区と旭区では、暑い時期に強い日差しの下での
開催にも関わらず、多くの方にお集まりいただき本当
に有難うございました。
　外の暑さに負けない、会場の熱意の中で、良い委嘱
式と研修会を開催することが出来ました。
　一方、城東区のごみゼロリーダー委嘱式は秋も深まっ
た頃に開催しました。
　寒暖の差がきつくなり、体調を崩す方もいらっしゃ
る中、盛況のうちに開催できたのはリーダーの皆さん
のおかげです。
　思い起こせば、平成１５年１０月に廃棄物減量等推
進員制度が発足し、ごみゼロリーダーの皆さんの活躍
が始まって間もなく１０年になります。
　この間、ごみゼロリーダーの皆さんを始めとする多

くの方々の活動により、市民の間にごみ減量や分別排
出が以前にもまして浸透していった結果、大阪市のご
み処理量は昨年度で１１５万トンまで減量が進みまし
た。
　今後も、ごみ減量の推進に向けて、皆さんのご活躍
を願ってやみません。そして、今回新たにごみゼロリー
ダーになられた方、引き続きごみゼロリーダーをされ
る方々と共に、環境に優しい街の実現のため、大阪市
も務めてまいります。
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おたがいの  人権守って  明るい社会

第５期廃棄物減量等推進員委嘱式
を開催しました！

鶴見区　平成２４年８月２０日（月）
旭　区　平成２４年９月２１日（金）
城東区　平成２４年１１月１日（木）
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第５期浪速区・中央区廃棄物減量等推進員委嘱式
を開催しました！

　中部環境事業センター出張所で
は、８月３０日（木）に浪速区役所で、
９月２８日（金）に中央区民センター
で、廃棄物減量等推進員委嘱式を開
催しました。
　第５期となる今回は、浪速区で約
１００名、中央区で約２３０名の皆
さんに推進員として活動していただ
くこととなり、委嘱状の交付の後、
推進員の活動内容について「ごみ減量アクションプラン～市民の行動メニュー～」に
沿った研修会を行いました。
　研修会の後の質疑応答では、「ECO フェスティバルへの推進員の参加」「ガレージ
セールの開催」をはじめ「ごみの収集時間」「不法投棄対策について」などさまざま
なご意見をいただき、推進員として３Ｒ推進やごみ問題などに関心を寄せられている
様子でした。

　中央区をはじめ浪速区・北区・都
島区・東成区・生野区においては、
全市実施に先駆けて平成２５年２月
から、古紙・衣類の分別収集が始ま
ります。
　環境事業センターでは、住民の皆
さんに分別収集へのご理解とご協力
をいただくため、古紙の分け方や出
し方などに関する説明会を各町会や

自治会などの小単位・少人数で行いたいと考えています。推進員の皆さんにおかれま
しては、地域におけるごみ減量・3R を推進するリーダーとして、こうした説明会の
開催にご協力いただきますようよろしくお願いします。

　平成２４年１０月５日（金）平野区廃棄物減量等推進員を対象にした実地研修（施設見学会）を開

催しました。

　ごみゼロリーダー２８名の参加をいただき、泉南市にある古紙再生事業者の（株）リバースを見学

いたしました。

　平成２５年１０月から大阪市全市において古紙の分別回収が実施されることもあり、たいへん熱心

に見学されていました。また説明者に対しても「新聞でトイレットペーパーにリサイクルできない

の？」など、活発に質問もされ充実した実地研修になりました。

　「大阪ごみ減量推進会議」では、市民の皆様が気軽に資源物を持ちこめる「エコステーション」づ

くりを進めています。

　「エコステーション」は、公共施設やスーパーマーケットの駐車場、福祉作業所、商店街の空き店舗、

オフィスビルなどを活用して定期的に古紙などの資源物を回収・リサイクルする拠点です。

　今年度は、平成２５年２月よりモデル実施を予定しています。

　ごみゼロリーダーの皆様におかれましても、スタッフとして協力してみようとお考えの方がおられ

ましたら、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先：大阪ごみ減量推進会議（電話・FAX０６－６３０７－８２５５）

大阪ごみ減量推進会議では、
「エコステーション」づくりを進めています！
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