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鹿児島市衛生組織連合会

住所：〒892-8677　鹿児島市易居町 1-2
　　　　　　　市役所みなと大通別館２F
　　　　　　　☎（099）216-1467

武小５年　有村　優里さん

○国際観光衛生都市にふさわしい
　　　　　市民総参加による美しいまちづくりに努めましょう。

・毎月一回、家族そろって、家のまわりをきれいにしましょう。
・ごみは、もやせるごみ、もやせないごみ、資源物に分別し、減量化・資源化に努めましょう。
・ごみは、決まった日、決まった時間、決まった場所に整然と出しましょう。
・空き缶・吸い殼等の投棄、飼い犬のふんの放置等の防止に努めましょう。
・河川・海の浄化に努め、魚のすめる川、子どもが遊べる川、きれいで美しい海にしましょう。
・衛生害虫の発生源をなくしましょう。
・私たちの地域で、地球温暖化防止に努めましょう。

ス ロ ー ガ ン

令和５年
あけましておめでとうございます。
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町内会員みんなで、近所の未加入者に加入を呼びかけましょう。

(株)永田シロアリ研究所

 イカリ消毒(株)鹿児島営業所

 (有)クリーンシステム鹿児島 (株)南日本総合サービス
(有)大和消毒

★種子島地区
(株)南風消毒

奄美消毒
(有)奄美通商

 (有)エコ九州

(有)クリンテック美佐

(有)新徳シロアリ
 (有)国生シロアリ

ねずみ・昆虫等防除から疫病対策まで　皆様を有害生物からお守りする

　　所属会員
(有)南洋消毒
★大隅地区

一般社団法人　鹿児島県ペストコントロール協会

(有)ナンカイ白蟻

〒８９２－０８４1　鹿児島市照国町3-21-3階　電話・Ｆａｘ　０９９－２２７－７４６４

★鹿児島地区

　の所属会員です　私達は

 (株)鹿児島有恒社
 (有)環　境

★奄美地区
(株)西日本シロアリ

(有)日東防疫

(有）南日本シロアリ
(有)ハクエイシロアリ

年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
鹿児島市衛生組織連合会会員の皆様方におかれましては、輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申

し上げます。

さて、昨年は、鹿児島県内の新型コロナウイルスの感染拡大で、「ＢＡ・５対策強化宣言」が発令され、
混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を控えることを求めるなど、感染拡大防止に翻弄された年で
ありました。令和５年は、新型コロナウイルス感染症が一刻も早く終息し、平常の生活環境を取り戻せるこ
とを願っております。

また、昨年９月には、大型で非常に強い台風 14 号が鹿児島県に上陸し、これまで経験したことがない
ような大規模な災害が発生する「特別警報」が発表されました。近年は、地球温暖化が原因と考えられ
る大規模な自然災害が多発しておりますが、鹿児島市は、2050 年までのＣＯ２排出実質ゼロの実現に向け
て、市民や事業者等と一体になって取り組むことを決意し、「ゼロカーボンシティかごしま」への挑戦を宣
言しております。わたしたち市民一人ひとりがＣＯ２排出量の削減に関心を持ち、持続可能な未来を実現し
たいものであります。

市衛生組織連合会では、ごみステーション美化、まち美化推進、地球温暖化対策、不法投棄対策の４つの
専門部ごとに年間を通して、行政と連携を図りながら、その対策にさらに取り組んでまいります。

そして、国際観光衛生都市にふさわしい美しいまちづくりを推進していくとともに、いよいよ 2023 年は、
「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」が開催されます。これまで以上にまち美化を推進し、いつもき
れいなまちなみで、多くの県内外の皆様をお迎えできるようにしたいと思っておりますので、市民の皆様方
のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、本年が皆様方にとって明るい飛躍の年になりますよう、心から祈念いたしまして新年のご挨拶と
いたします。

　国際観光衛生都市
かごしまを目指して　

会長　米倉　賢蔵
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ごみステーションは、町内会が設置・管理しています。みんなできれいにしましょう。

入会
鹿児島市内在住の
60歳以上の方

高齢者の経験と能力を地域社会に活かす高齢者の経験と能力を地域社会に活かす
元気な会員さんを募集しています。元気な会員さんを募集しています。

派遣 / 保育、調理補助、食器洗浄、商品陳列 など

10年以上の永きにわたり地域の環境美化に貢献されましたこと
に対しまして表彰状が贈られました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため鹿児島県より伝達を依頼
され、令和４年10月19日に鹿児島市衛生組織連合会で伝達式を行
いました。

受賞されたのは、鹿児島県生活環境改善事業功労者県知事表彰に
城南校区城南町町内会長：飯山　登さん、

鹿児島県衛生自治団体連合会会長表彰に南校区三和町鶴ヶ崎町内
会長：増田　久さん、

牟礼岡校区牟礼岡西公民館長：安楽　清孝さんの２名の方が表彰
されました。

「今後も鹿児島市のまちが少しでもきれいになるよう、地域で頑
張っていきたい」とコメントされました。

次に第64回生活と環境全国大会が、10月25日、26日に千葉市
幕張メッセで開催されました。

式典に参加した、川上校区下田町町内会長：米元勝男さんが環境
大臣表彰を受賞されました。

「このような名誉な賞をいただけたのは、地域住民や関係者の協
力があった賜物です。今後も地域の環境衛生の改善向上や美しいま
ちづくりに取り組んでいきたい」とコメントされました。

今後も、ますますのご活躍とご協力を賜りますようお願いいたします。

受賞おめでとうございました。

　左：飯山登さん　右：増田久さん

安楽清孝さん

米元勝男さん
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わたしたちのまちは、みんなできれいにしましょう。

⑷

　ごみステーション美化推進活動では、ごみの減量化・資源化に努めるため、分別の指導をお願いしています。
　鹿児島市においては、現在、家庭ごみの減量化・資源化に目標値を定めて、全市で取り組んでいます。
　　（目標値）　100ｇ/人・日減量　（2015年度実績：570g/人・日　⇒　2025年3月末まで：470g/人・日）
　　　※　2022年9月末現在で488ｇ/日であり、目標達成まで　残り18ｇ　となっています。

（前期　集約結果） 回答団体数　　２３５団体 （令和４年７月、８月実施分）
質問　１ ○　もやせるごみに「雑がみ」と「プラスチック容器類」の混入状況について

(1)　「雑がみ」の混入状況について　

・かなり多く混入している。　 　１８団体（　７．７％）

・一部混入している。　 １７２団体（７３．２％）

・混入していない。　　　 　４０団体（１７．０％）

・回答なし 　　５団体（　２．１％）

(2)　「プラスチック容器類」の混入状況について

・かなり多く混入している。　 　１４団体（　６．０％）

・一部混入している。　 １７０団体（７２．３％）

・混入していない。　　　 　４５団体（１９．１％）

・回答なし 　　６団体（　２．６％）

集約結果 (3) もやせるごみに「雑がみ」、「プラスチック容器類」の混入防止の要望について

　【要望】 ・ 6 団体
・ 5 団体
・ 「雑がみ」と「プラスチック容器類」の分別を動画で啓発して欲しい。 3 団体
・ 3 団体
・ 3 団体

質問　２ ○　８月のもやせるごみに「雑がみ」と「プラスチック容器類」の混入状況について

(1)　７月と比較して「雑がみ」の混入状況について

・まだ多く混入している 　２１団体（　９．０％）

・一部混入している １３８団体（５８．７％）

・改善されてきた 　４３団体（１８．３％）

・以前から分別が徹底 　２８団体（１１．９％）

・回答なし 　　５団体（　２．１％）

(2)　７月と比較して「プラスチック容器類」の混入状況について

・まだ多く混入している 　１５団体（　６．４％）

・一部混入している １３５団体（５７．４％）

・改善されてきた 　５４団体（２３．０％）

・以前から分別が徹底 　２５団体（１０．６％）

・回答なし 　　６団体（　２．６％）

集約結果 (3) 貴団体で「雑がみ」、「プラスチック容器類」の混入防止対策について

　【防止対策】 ・ 21 団体
・ 6 団体
・ 6 団体
・ 4 団体

質問　３ 〇 「ごみや資源物の分け方」のチラシについて意見、要望等について

　【意見・要望】 ・ 19 団体
・ 14 団体
・ 12 団体
・ 4 団体
・ 2 団体

ごみステーション美化推進活動の取組み　（前期分・後期分）

「雑がみ」と「プラスチック容器類」の分別看板を設置してはどうか。

絵や文字も大きくして分別をもっと分かりやすくして欲しい。
未加入者も含め全世帯にチラシを配布し役にたった。
間違えやすいごみを重点的にピックアップしたチラシにして欲しい。

　令和４年度は、前期分（７月・８月）と後期分（９月・１０月）のごみステーション美化推進活動の実施報告書を掲載い
たしました。単位団体の皆様方には、早朝のお忙しい中、ごみステーションに立哨し活動していただき、本当にありが
とうございました。なお、実施報告書の集約結果は、市環境局関係部署にも送付いたします。

チラシを各家庭に配布して欲しい。

なぜ、分別が必要なのか発信して欲しい。

「雑がみ」、「プラスチック容器類」の分別の判断を明確にして欲しい。

「ごみや資源物の分け方」のチラシ等を回覧板で周知を図る。
集会を開催し、混入防止対策を説明する。

パトロールで住民との対話、声掛けを推進する。
ごみの分け方の表をごみステーションに掲示した。

※　全体で、41団体から42件の要望等がありました。（一部回答は省略）

※　全体で、49団体から52件の対策やご意見がありました。（一部回答は省略）

※　全体で、63団体から72件の意見・要望等がありました。（一部回答は省略）
毎年、「ごみや資源物の分け方」のチラシを配布して欲しい。

両面印刷のチラシは掲示板に貼れない。

　令和４年度　前期・後期の活動を集約　

（７月実施分）

回　答

回　答

（７月実施分）

（８月実施分）

回　答

回　答

（８月実施分）

6.0%

72.3%19.1%

2.6% プラ容器の混入

9.0％

58.7％18.3％

11.9％
2.1％ ７月と比較した混入（雑がみ）

6.4％

57.4％23.0％

10.6％

2.6％ ７月と比較した混入（プラ容）

7.7％

73.2％
17.0％

2.1％ 雑がみの混入
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私たちの地域で　地球温暖化対策に努めましょう。

⑸

（後期　集約結果） 回答団体数　　２０２団体 （令和４年９月、１０月実施分）

質問　１ ○　前期と比較して「プラスチック容器類」の排出状況について

(1)　８月と比較して、「雑がみ」の混入について　　

・まだ多く混入している 　１１団体（　５．５％）

・まだ一部混入している １３３団体（６５．８％）

・改善された 　３３団体（１６．３％）

・以前から分別が徹底 　１８団体（　８．９％）

・回答なし 　　７団体（　３．５％）

(2)　８月と比較して、「プラスチック容器類」の混入について

・まだ多く混入している 　１１団体（　５．４％）

・まだ一部混入している １１７団体（５７．９％）

・改善された 　４８団体（２３．８％）

・以前から分別が徹底 　１７団体（　８．４％）

・回答なし 　　９団体（　４．５％）

集約結果 (3) 貴団体で、「プラスチック容器類」の混入防止対策について
　【対策】

・ 9 団体
・ 7 団体
・ 6 団体
・ 3 団体

質問　２ ○　 前後期活動後、もやせるごみに「雑がみ」、「プラスチック容器類」の混入状況について

(1)　前後期活動後、「雑がみ」の混入状況ついて　

・改善されていない 　４１団体（２０．３％）

・一部改善した 　９６団体（４７．５％）

・改善された 　４４団体（２１．８％）

・以前から分別が徹底 　１７団体（　８．４％）

・回答なし 　　４団体（　２．０％）

(2)　前後期の活動後、「プラスチック容器類」の混入状況につい

・改善されていない 　３４団体（１６．８％）

・一部改善した 　９０団体（４４．６％）

・改善された 　５３団体（２６．２％）

・以前から分別が徹底 　１８団体（　８．９％）

・回答なし 　　７団体（　３．５％）

(3)　前後期に市民の方へお配りした「ごみや資源物の分け方」のチラシの効果はどうでしたか。

・効果があった 　３７団体（１８．３％）

・多少効果はあった 　９７団体（４８．０％）

・効果はなかった 　　９団体（　４．５％）

・分からない 　４８団体（２３．８％）

・回答なし 　１１団体（　５．４％）

質問　３ (3) ごみステーション美化推進活動の今後の活動取組みの意見について

【継続】 ・ 20 団体

【廃止】 ・ 15 団体

（早朝の美化推進活動は立哨する方も少なく効果がない。）

ごみや資源物の分け方のチラシを活用し説明会を実施した。

プラスチック容器類の水洗いの程度を広報して欲しい。

毎月発行の町内会回覧で注意喚起している。

今回の「ごみや資源物の分け方」のチラシ配布を継続して欲しい。

早朝の美化推進活動は共働きの家庭も多くごみ出しも早くて難しい。
（未加入者の分別が悪く、活動も意味がない。）

※　全体で、35団体から38件の効果等のご意見がありました。（一部回答は省略）

※　全体で、48団体から49件の効果等のご意見がありました。（一部回答は省略）
出されたごみの監視は難しいが、定期的な美化推進活動は必要である。
（子どもたちとの美化推進活動も大切である。）

（夜間に美化推進活動を加える。）
（行政の広報も続け、美化推進活動も続ける。）

（美化推進活動の時間帯を早めなければごみ出しが終わって注意喚起ができない。）

（９月実施分）

回　答

（10月実施分）

（10月実施分）

回　答

回　答

（10月実施分）

回　答

（９月実施分）

回　答

5.5％

65.8％
16.3％
8.9％
3.5％

８月と比較した混入（雑がみ）

4.5％

57.9％
23.8％

8.4％
5.4％

８月と比較した混入（プラ容器）

20.3％

47.5％
21.8％

8.4％

2.0％ 前後期後の状況

16.8％

44.6％26.2％

3.5％
前後期後の状況

48.0％

18.3%

4.5%

23.8％

5.4% チラシの効果

8.9％
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ポイ捨て禁止！　ルールを守ろう。

１０月に、第２回　ごみステーション美化専門部会を開催
「カラス対策」の講話と「ごみステーション整備費補助金制度」の説明

ごみステーション美化専門部は、１０月２４日に第２回部会を開催しました。今回のテーマは、「カラ
ス来策」と題して、一般社団法人　鹿児島県ペストコントロール協会から講話をいただきました。また、「ご
みステーション整備費補助金制度」については、鹿児島市資源政策課からごみステーションのボックス型
や折り畳み式の整備に要する経費と補助金額、条件等の説明と設置した町内会のアンケート調査などの結
果について説明がありました。
　県ペストコントロール協会からは、カラスの生態を理解して
いただき、カラスが最も警戒する波長のでる透明プレートの「カ
ラス撃退プレート（カケフ）」などを利用したカラス対策をし
て欲しとのことであった。資源政策課からは、ごみステーショ
ンでのカラスの被害はどこの町内会・自治会等でありますが、
ボックス型を設置した町内会では、「カラスの被害もなくなり、
また、ごみ出しのルールも良くなった。」との意見が多かった。
是非、ごみステーション整備費補助金制度を利用して欲しいと
のことであった。

事務局からのお願いとお知らせ
◎衛生連では、啓発用の看板とのぼり旗を配付しておりますが、きれいなごみステーションにも看板やのぼ

り旗が取り付けてあります。看板とのぼり旗の設置は、マナーの悪いごみステーション用です。
　特にのぼり旗は、風の強い日などにのぼり旗が飛ばされる事故の発生、見通しの悪い交差点など死角とな

る場所への設置には、十分に注意してください。
◎啓発用の「ごみをネットの中にきちんと入れていただき ありがとうございます！」の「のぼり旗、看板」を

作製しました。
　ごみステーションが「カラスや猫」に荒

らされている現場を見かけます。
　皆さんのチョットしたひと手間で、ごみ

ステーションがきれいになります。ご協
力よろしくお願いします。

写真：第 2 回ごみステーション美化専門部会

≪設置した町内会のご意見≫
　　新しく設置したごみステーション

に、この文言ののぼり旗を立てまし
た。ネットを手でつかみ上げて、中
に入れてかけ直すといった行動がで
きています。

　　ごみステーションにごみを出すと
きの習慣づけになりごみ出しマナー
に対する意識が向上していくと思い
ました。
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ごみ減量　マイバッグからはじめましょう。

鹿児島市鴨池１丁目２５番１号 ☎０９９－２５７－１８８１

「森を育てよう！地球温暖化対策事業」（どんぐりの苗配布）

　地球温暖化対策専門部では、・・・

　令和４年 10 月 15 日～ 16 日にかけて、「環境フェスタかごしま 2022」が、か

ごしま環境未来館で開催されました。今回は、「森を育てよう！地球温暖化対策事

業」として、来館された市民の方々に「どんぐりの苗」の配布を企画しました。ま

た、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産「寺山炭窯跡」が、2019 年７月の大雨の影響で発

生した土砂崩れにより大きな被害を受けたことから、市教育委員会文化財課の協力も得て、寺山炭窯跡の

災害と「世界遺産寺山の森再生プロジェクト」

として、どんぐりの苗「鉢上げ体験コーナー」

をブース内に作り、鉢上げしたポットに鉢上

げした方のお名前を書いていただき、令和７

年に被災した斜面地に植樹することで、植生

の回復を図ることを企画いたしました。

　「どんぐりの苗」は、約 400 個配布し、鉢

上げ体験コーナーではこどもから大人の方、

382 人の方に参加していだだき、文化財の

保全、地域生態系・生物多様性、そして今回

の災害の背景にある気候変動や地球温暖化の

問題について、いっしょに考えてみました。 「写真：どんぐりの苗鉢上げ体験コーナー」
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わたしたちのまちは、みんなできれいにしましょう。

一般材木・木材加工・新建材

〒891-0115　鹿児島市東開町 10-4-3　電話（099）269-6057 FAX（099）269-1412

有限会社 松田材木店

市衛生組織連合会　スローガン
国際観光衛生都市にふさわしい市民総参加による

美しいまちづくりに努めましょう。
　

　～「毎月１回、家族そろって、家のまわりをきれいにしましょう。」
� 　の３地区の地域清掃活動の取組みの紹介～　

　　三和町鶴ヶ崎町内会　
　三和町鶴ヶ崎町内会（増田会長）
は、毎月第３日曜日を「町内会清掃
日」と定めて、朝７時30分から８時
30分の１時間、子どもたちから大人
の方まで約30名の方が参加し、三
和町の鶴ヶ崎公園内外の清掃活動と
草刈り、また、各会員の自宅周辺の
清掃活動も実施しています。新型コ
ロナウイルスの感染拡大により、清
掃活動も厳しくなりましたが、会員
の協力を得ながら活動を行っていま
す。この清掃活動は、かれこれ30年続けていますが、市衛生連のスローガンでもある「毎月１回、
家族そろって、家のまわりをきれいにしましょう。」で毎月１回清掃活動を実施していることで、町
内がとてもきれいになり会員同士の親睦も高まっているところです。これからも地域のつながりを大
切にして、みんなの三和町をきれいな “まち ” にしていきます。

　　明和丸岡町内会　
　明和丸岡町内会（福元会長）は、明和小学校と中学校の近くの高台にある町内会です。地域住民同
士の交流も盛んで年々、児童数は減少傾向にありますが、子どもたち参加のイベント等も実施してお
ります。また、町内会では、あいご会の協力もいただきながら、第三日曜日に清掃活動を実施してい
ます。活動の場所は丸岡公園を中心にごみ拾い、草刈等を行いみんなが遊ぶ憩いの公園をきれいに
しています。新型コロナウイルスも収束しない現状での活動は大変厳しいですが、「黙活」で人と人
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衛生害虫の発生源をなくしましょう。

の距離を取りながらの作業となります
が、朝７時30分から８時30分までの
１時間、約30人に参加いただき活動を
行っております。この活動は長年取り
組んでいますが、これからも地域の子
どもたちと交流を図りながら、美しい
“まち ” 明和丸岡を守っていきます。

　　永吉町内会　
　永吉町内会（上木会長）は、東を甲
突川に、西を原良や明和の高台に接す
る、自然豊かな環境が身近にありま
す。また、西原商会アリーナや西部保
健センター、戦没者墓地をはじめとし
て多くの公共施設や公園にも恵まれ
ています。市内有数の文京地でもあり
年々子供の数も増えており、「おはら
祭」への参加や「グラウンドゴルフ大
会」など子供たちを中心とした地域住
民との交流活動も盛んです。新型コロ
ナウイルス感染症の影響で一部の活動は自粛傾向にありました
が、毎月第一日曜日に実施している町内一斉清掃は、コロナ下
でも取り組める活動であることから、あいごの子供たちによる
歩道緑地帯や公園の清掃、地域住民による甲突川沿いの緑地や
山間部の境界緑地の草払い清掃など、引き続き取り組んできま
した。
　この町内一斉清掃を地域環境の向上と地域住民が世代を超え
て交流できる活動として、これからも永吉が “ 末永く住み良い
町 ”であるよう取り組んでいきます。
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私たちの地域で　地球温暖化対策に努めましょう。

〇アンケート調査結果

確認方法

回覧板 66% 162
掲示板 16% 40
校区インフォメーション 8% 20
地域の方との会話 5% 13
PTAの方との会話 1% 1
確認できていない 4% 10

０～５分 80% 140
５～１０分 12% 22
１１分以上 5% 8
記入なし 3% 5

知っている 80% 142
知らない 20% 35

【結論】
〇町内会情報の確認は「回覧板」がメインだが、効果は低い。
　広木町内会では、月１回のペースで回覧板を回しているが、1ヶ月分の情報に対し、約80％の人が0分～5分程度
の確認時間であり、回覧効果が低いと思われる。
〇日常の生活の中に掲示板を設置することが有効である可能性
　日常生活において、徒歩や最も行く場所は近くのごみステーションや近くのスーパーであり、公民館や福祉館
に行く人はあまりいない。
　近くのごみステーションはほとんどの人が立ち寄ることからごみステーションの近くでの情報発信が効果的で
あると考えられ、その手段としては、掲示板が妥当であると思われる。一方で、掲示板は情報量が限られている
ため、情報内容の選択は必要になると考えられる。

　　　広木町内会　情報伝達プロジェクトアンケート結果　

【実 施 日：令和４年６月１３日～２７日】

　広木町内会では、現在、町内会加入率は約８割を維持するも、新型コロナウイルス感染症の影響で、今までのやり方に限
界を感じており、今後、町内会を持続可能とするためにも町内会会員への情報共有や伝達方法の改善を検討するために、鹿
児島大学法文学部准教授である金子満氏及び鹿児島大学発地域課題解決ベンチャーの（株）アネシスの協力を経て地域住民
の現状把握のため「現在、町内会からのお知らせを何で確認しているか。」などのアンケートを実施しました。アンケート
は金子ゼミの大学生が３００軒以上の会員宅を訪問する形で進められ、約６割の方から回答を得ました。

【質問１】「現在、町内会からのお知らせを何で確認していますか？」

【質問２】「回覧板の内容の確認時間はどれくらいですか？」

【調査地区：向陽１丁目、広木３丁目他】

【質問３】「掲示板がどこにあるか知っていますか？」

66%
16％
8％
5％
1%

4％

確認方法

80%

20%

掲示板の場所

80%

12%

5% 3%
回覧版確認時間

割合 回答数

確認方法 割合 回答数

確認方法 割合 回答数

TEL(099)257-7161  FAX(099)258-9196

町
内
会
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

○

　○

　町

　内

　会

○

　○

　町

　内

　会

祭



令和５年１月１日発行 衛 生 連 だ よ り ⑾

ポイ捨て禁止！　ルールを守ろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 「鹿児島市みんなでまちを美しくする条例」で規定する禁止事項「ごみ 

のポイ捨て、飼い犬のふんの放置、路上禁煙地区における喫煙など」 

に関する啓発・声かけ指導などをボランティアで行っている方です。 

 町内会などで、「自分たちのまちは、自分たちできれいにしよう！」と、まちをきれいにする

ためのパトロールを実施しています。その他、自主的にごみ拾いや啓発看板等の設置、ごみ

ステーションの清掃・点検をして、地域の環境美化のため懸命に活動しています。 

  年度末に町内会長へ推薦をお願いしておりますので、どうぞふるってご参加ください。 

 

 

 毎月一回程度以上、公共の場所における清掃活動や啓発活動

を実施する団体を「まち美化推進団体」として認定・支援します。 

１.認定条件 

 　 毎月一回程度、地域で自主的に清掃や美化意識啓発活動を

　実施する下記の団体 

　　(1)町内会又は通り会等、地域の組織団体 

　　(2)企業（事業者）、法人、任意団体等 

　　(3)学校又はこれらに類するもの 

2.支援内容 

　  清掃用具や啓発用ベストを支給 

3.申請方法 

　  環境衛生課（216-1300）へお問い合わせいただければ、申請書をお送りします。 

　※市役所ホームページからも申請書をダウンロードできます。
まち美化推進団体 検索 
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ごみ減量　マイバッグからはじめましょう。

 

 

 

 

 

 水洗トイレのお宅でも単独処理浄化槽でしたら、台所・洗濯・風呂などの生活雑排水が処

理されずにそのまま川などに流れ込み、水辺が汚れる大きな原因となっています。 

 そのため、鹿児島市はより良い水辺環境をつくるために、公共下水道事業計画区域以外の地域で、既存

の単独処理浄化槽・くみ取り槽から合併処理浄化槽（全ての生活排水を浄化します）へ設置換えする方の

ために補助金を交付する制度を設けています。 

※新築（建て替えを含む）の建物は補助対象外です。 
  

人槽区分 補助金の額 

5人槽 722,000円 

 7人槽 804,000円 

10人槽 938,000円 

11～20人槽 1,017,000円 

21～30人槽 1,371,000円 

31～50人槽 1,748,000円 

※上記の金額は、既存の単独処理浄化槽又

はくみ取り槽からの設置換えに対する上

乗せ補助（39万円）を含む金額です。  

単独処理浄化槽・・・・トイレのみ処理する浄化槽です。 

合併処理浄化槽・・・・トイレのほか、台所やお風呂等の雑排水まで処理する浄化槽です。
 

※浄化槽処理水の放流先が無い等、浄化槽設置についてご不明な点がありましたら、ご相談ください。 

 

 

 

【浄化槽設置補助制度について】 

※数値は１人が１日に出す汚れの量をＢＯＤで表したもの。 
※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）とは、水中の有機物が微生物に 
よって酸化分解されるときに必要とされる酸素量のことで、ＢＯＤが
高いほど水質汚濁度が高い。 

細粒タイプで粉立ちが
なく、雨に強い！

直接処理するか、又は
塀等の垂直面に使用する

本 社 鹿児島市南栄2丁目9     TEL(099)268-7588

～ 場面にあった製剤でヤスデを駆除！ ～

事業防除用 一般用 一般用

粉剤タイプで垂直面にも
処理しやすい！
家屋周辺の防除に！家屋周辺の防除に！ことを目的とした液剤！
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ごみステーションは、町内会が設置・管理しています。みんなできれいにしましょう。

開館時間 午前9時30分～午後9時
※日曜日・祝日は午後6時まで

休館日 月曜日・年末年始（12月29日～1月3日）
（祝日の場合はその後の最初の平日）

入館料 無料

Instagram
＠kagoshima_miraikan

ぜひお友達登録やフォローをお願いします！

環境に関する情報やイベント情報 発信中です

公式LINE

浄化槽管理者（浄化槽使用者）の３つの義務 
法定検査 

浄化槽の放流水質（BOD 等）が法令に基づく水質基準を満た

しているか、また、保守点検・清掃等の維持管理と浄化槽の使

い方が適正であるかを判定します。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

        

                                                             

10 人槽以下の 

法定検査(定期検査) 

について 

問合わせ先 鹿児島県知事指定検査機関   
公益財団法人鹿児島県環境保全協会   

  ℡ ０９９－２９６－９０００ 
https://www.kagoshima-kankyou.or.jp 

鹿児島県では、令和 2 年４月１日から国が定
める浄化槽ガイドライン検査から、検査内容を
効率化した検査方法に変わりました。 

４年のうち１回の検査員による検査と４年の
うち３回の採水員による検査となります。 
※国の指導で、他県と同様に毎年検査すること
になりますが、１回あたりの検査手数料は引き
下げました。 

保守点検 
浄化槽の機能を正常に保

つための点検、調整、修

理、消毒剤の補給、送風機

の調整等を行います。 

清 掃 
浄化槽内にたまった汚

泥、異物等の引き出し

及び機器類の洗浄、清

掃を行う作業です。 

※問題がある浄化
槽は改善されるま
で毎年ガイドライ
ン検査を行います。

浄化槽を設置されている方へ 

※鹿児島県では浄化槽法に基づき、公益財団法人鹿児島県環

境保全協会が知事の指定検査機関として指定されています。 

検 査 手 数 料 改 定 

6,000 円/回  5,000 円/回 
※単独浄化槽の検査手数料は現行のとおり 4,000 円/回 

〔採水員検査は 3,000 円/回〕 
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鹿児島市からのお知らせ

ストップごみ有料化！家庭ごみマイナス100ｇ
これまで、82ｇ減量できたので
令和７年３月までに、あと 18ｇ！　※令和４年９月現在

　※新型コロナウイルスの影響により、目標期限を令和７年３月まで、２年間延長しました。

家庭ごみ減量のために、引き続き、生ごみの水きりや雑がみの分別をお願いします。
PR動画配信中！　PR 動画の視聴

 はこちらから

〇ごみ・資源物分別アプリ「さんあ～る」
� （利用無料）

　・ごみ・資源物の品目名から分別を検索できます

　・収集日のお知らせ機能もあります。

折り畳み式ごみステーションのご案内
①ごみステーションのカラス対策や飛散防止に！
②設置する町内会等に、設置費の補助金制度があります。
　補助金額：設置にかかる対象経費の２分の１に相当する額で、５万円を限度に助成

　補助制度を利用して、設置を希望される場合は、

　必ず事前にお問い合わせください。

折り畳み式ごみステーション

お問い合わせ先
鹿児島市資源政策課　
電話 099-216-1290

ダウンロードはこちらから

iPhone&iPad Andoroid
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紙製クリアファイルを
作りませんか？

※脱プラでエコなホログラム加工
表面のコーティングは、UVニスを使用しているため、
紙としてマテリアルリサイクルが可能。

℡099-214-3757 〒899-0041鹿児島市城西2-2-36
株式
会社

徹底した印刷の環境配慮
GPマークを取得しました
グリーンプリンティング

鹿 児 島 初
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。　  

ヤマ ゲ080-8552-6758（担当 山華）

　町内会などがボランティア活動で道路や河川等の清掃活動を行う際に、ごみ袋の提供や
清掃活動で集められたごみの回収を行います。
　なお、実施日の10日前までに計画書の提出が必要です。
　詳しくは、廃棄物指導課（電話216－1289）へお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください。

「鹿児島ユナイテッド FC選手らによるまち美化活動」
　※ごみについては、基本袋にいれていただくか、入いらないものについては、50㎝程度に揃えて、ヒモ
で束ねて下さい。

　ごみステーションからのごみ・資源物の持ち去り行為は禁止されています。
　鹿児島市では、「鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、市及び市から
委託を受けた者以外の者がごみステーションに出されたごみ・資源物（缶・びん・古紙、
金属類等）を持ち去る行為は禁止されています。

まち美化活動の支援

ごみ・資源物の持去り行為の禁止



令和５年１月１日発行衛 生 連 だ よ り⒃

大自然の中で、家族と友達と
みんなで楽しめる場所

霧島の大地に実る色とりどりの旬の果実

霧島の大自然に抱かれて過ごす、とっておきの時間。
広大な果物の楽園で思い出に残るひと時をお過ごしください。

果物農園が提案する旬のフルーツを楽しむお店


