
市町村

一部事務組合

広域連合

取組項目 取組計画(令和３年度) 取組項目 令和４年度

久慈市 - -
海ごみゼロウィーク

2022の実施

　久慈市の海岸にて岩手県、関係団体、事業

者、住民と協働でごみ拾いを実施する。

久慈市 - -
環境ブースの設置によ

る周知・啓発

　久慈市産業まつりにて環境に関するブースを

設置し、啓発物品の配布や参加型分別体験等を

通して３Ｒの促進を図る。

久慈市
環境にやさしい買い物

キャンペーン

　マイバッグの推奨に係る市民及び市内小売店

への呼びかけ

　産業まつりでのエコバッグ等の配布

- -

久慈市
古着、小型家電の資源

回収の拡大
　小型家電拠点回収の利用周知、啓発

古着、小型家電の資源

回収の拡大

　広報等により古着及び小型家電を資源物とし

て回収するための周知・啓発を実施する。

久慈市 生ごみ減量対策
　コンポスター購入費用の一部補助により、生

ごみ排出の抑制を図る。
生ごみ減量対策

　コンポスター購入費用の一部補助により、生

ごみ排出の抑制を図る。

久慈市 エコクッキングの実施

　管理栄養士や市内の団体と協力し、食材のよ

り良い調理法や地産地消などを通じてごみの排

出抑制等を図る。

エコクッキングの実施

　管理栄養士や市内の団体と協力し、食材のよ

り良い調理法や地産地消などを通じてごみの排

出抑制等を図る。

二戸市 ３R啓発

　市ホームページ及び広報誌「広報にのへ」に

おいて、３Rに関する内容を掲載し、住民へ周

知を図る。

３R啓発

　市ホームページ及び広報誌「広報にのへ」、

地域コミュニティFMにおいて、３Rに関する内

容を掲載し、住民へ周知を図る。

二戸市 ３R実践

　資源回収運動及び生ごみ処理機購入に対し、

補助金を交付するほか、地球温暖化対策地域協

議会「にのへエコネット」を通じ、廃食用油の

回収を行う。

　また、二戸環境衛生組合を通じて、古着の回

収を行う他、ごみ減量化のための物品配布、生

ごみ処理機の斡旋を実施を行う。

３R実践

　資源回収運動及び生ごみ処理機購入に対し、

補助金を交付するほか、地球温暖化対策地域協

議会「にのへエコネット」を通じ、廃食用油の

回収を行う。

　また、二戸環境衛生組合を通じて、古着の回

収を行う他、ごみ減量化のための物品配布、生

ごみ処理機の斡旋を実施を行う。

軽米町 - - 古着回収事業 　古着回収ボックスを設置し回収

軽米町 生ごみ処理事業 - 生ごみ処理事業

　軽米町で分別収集した生ゴミを、一戸町の施

設で発酵分解処理実証試験の実施

　生ごみ処理機購入助成

　コンポスト購入助成

軽米町
小型家電リサイクル回

収事業

　昨年同様小型家電を回収し、再資源化を推進

する。

小型家電リサイクル回

収事業

　回収ボックスを設置し、再資源化を推進す

る。

軽米町 古着回収事業
　古着を回収し、（受入先を探して）リサイク

ルを推進する。
古着の回収

　町内の公共施設２か所に古着回収ボックスを

設置し、古着の再生利用を推進する。（リユー

スの再開に努める。）

軽米町 - -
ごみの分け方・出し方

の啓発

　家庭ごみの分け方・出し方の冊子を作成して

全世帯に配布し、ごみの減量化やリサイクルに

ついて普及啓発図る。

洋野町 古着の回収
　町内の公共施設２か所に古着回収ボックスを

設置し、古着の再生利用を推進する。
古着の回収

　町内の公共施設２か所に古着回収ボックスを

設置し、古着の再生利用を推進する。

洋野町
ごみの分け方・出し方

の啓発

・家庭ごみの分け方・出し方について、各地区

で説明会を開催し、ごみの減量化やリサイクル

について普及啓発を行う（随時）

・ごみ分別ハンドブックを全戸配布

ごみの分け方・出し方

の啓発

・家庭ごみの分け方・出し方について、各地区

で説明会を開催し、ごみの減量化やリサイクル

について普及啓発を行う（随時）

洋野町 小型家電リサイクル

　町内の公共施設２か所に使用済小型家電回収

ボックスを設置し、回収・リサイクルを推進す

る。

小型家電リサイクル

　町内の公共施設２か所に使用済小型家電回収

ボックスを設置し、回収・リサイクルを推進す

る。

一戸町
生ごみ発酵分解処理事

業
　町中心部の生ごみ発酵分解処理

生ごみ発酵分解処理事

業
　町中心部の生ごみ発酵分解処理

一戸町 生ごみ処理槽活用実証
　モデル町内会にて生ごみの消滅型処理槽を活

用
生ごみ処理槽活用実証

　モデル町内会にて生ごみの消滅型処理槽を活

用

一戸町 衣類リサイクル - 衣類リサイクル -

一戸町 資源回収補助金
　子ども会、町内会等が実施する資源回収を支

援
資源回収補助金

　子ども会、町内会等が実施する資源回収を支

援

一戸町
小型家電リサイクル実

証事業
　ボックス・ピックアップ回収を実施

小型家電リサイクル実

証事業
　ボックス・ピックアップ回収を実施

一戸町 古紙回収 　自動回収機「ecomo」による古紙回収 古紙回収 　自動回収機「ecomo」による古紙回収

普代村 古着回収ボックス設置 - 古着回収ボックス設置
　庁舎に古着回収ボックスを設置し、リサイク

ルを推進する。

市町村等における３Ｒ運動に関する取組計画（令和３年度・令和４年度）
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普代村
小型家電回収ボックス

設置

　庁舎に小型家電回収ボックスを設置し、リサ

イクルを推進する。

小型家電回収ボックス

設置

　庁舎に小型家電回収ボックスを設置し、リサ

イクルを推進する。

普代村
リサイクル活動団体助

成金

　各地区団体が、リサイクルを行っている場合

（通年）活動助成金を交付する。

リサイクル活動団体助

成金

　各地区団体が、リサイクルを行っている場合

（通年）活動助成金を交付する。

普代村 コンポスト購入助成金
　コンポストまたは生ごみ処理機を購入した住

民へ補助金を交付する。
コンポスト購入助成金

　コンポストまたは生ごみ処理機を購入した住

民へ補助金を交付する。

普代村 ごみの分別講習会 　希望者・団体に随時開催 ごみの分別講習会 　希望者・団体に随時開催。

野田村 資源集団回収推進事業
　地域住民組織等の回収実績に応じて、奨励金

を交付する。
資源集団回収推進事業

地域住民組織等の回収実績に応じて奨励金を交

付する。

野田村
生ごみ処理機等購入費

助成事業
　購入者に対し、助成金を交付する。

生ごみ処理機等購入費

助成事業
購入者に対して、助成金を交付する。

野田村
古着リサイクル回収事

業

　回収ボックスを設置し、リサイクルを推進す

る。（現在新型コロナウィルスの影響により休

止しているが、影響が緩和され次第開始予定）

古着リサイクル回収事

業

回収ボックスを設置し、リサイクルを推進す

る。

野田村
小型家電リサイクル回

収事業

　回収ボックスを設置し、リサイクルを推進す

る。

小型家電リサイクル回

収事業

回収ボックスを設置し、リサイクルを推進す

る。

九戸村 古着の回収

　再生利用を推進するため役場及び支所２か所

に古着回収ボックスを設置し、古着の回収を実

施する。

古着の回収

　再生利用を推進するため役場及び支所２か所

に古着回収ボックスを設置し、古着の回収を実

施する。

九戸村
生ごみ処理機等購入費

助成
-

生ごみ処理機等購入費

助成
-

久慈広域連合
ごみ処理施設見学の受

入れ

　施設概要、現状の説明及び３Ｒ啓発（説明パ

ネルやごみの出し方ガイドブックをもとに口頭

で説明）を行う。

ごみ処理施設見学の受

入れ

　施設概要、現状の説明及び３Ｒ啓発（説明パ

ネルやごみの出し方ガイドブックをもとに口頭

で説明）を行う。

二戸地区広域

行政事務組合
施設見学の受入れ

　施設見学の受け入れ時、ごみの適正分別及び

減量化への啓発を図る。
施設見学の受入れ

　施設見学の受け入れ時、ごみの適正分別及び

減量化への啓発を図る。

二戸地区広域

行政事務組合
広報周知活動

　組合広報誌により、ごみの適正分別及び3R運

動の呼びかけを行う。
広報周知活動

　組合広報誌により、ごみの適正分別及び3R運

動の呼びかけを行う。

盛岡市 - - 食品ロスの削減

10月の食品ロス削減月間のほか、地域で開催す

る懇談会、説明会において、冷蔵庫お片付け

デーの実践、計画的な購入や消費、食べ残しの

削減等を呼びかけ、食品ロスの削減を図る。

盛岡市 生ごみ減量の取組み

　小学校における段ボールコンポストの取組み

を行うとともに，市内３か所に設置している大

型生ごみ処理機の利用促進及び利用状況の比較

検証・利用者へのフィードバックを行う。

　また，地域で開催する懇談会，説明会等で計

画的な購入，食べ残しをしない等生ごみの発生

抑制を訴える。

生ごみ減量の取組み

生ごみを排出する前の「ひとしぼり」を呼びか

ける。また、小学校における段ボールコンポス

トの取組や、市内２か所に設置している大型生

ごみ処理機の利用の促進を図る。

盛岡市 広報周知活動

　市広報誌，回覧チラシ，資源とごみの分け

方・出し方カレンダー等で，ごみ減量資源再利

用の周知啓発を行う。

広報周知活動

市の広報、SNS、資源ごみ分別アプリ、資源と

ごみの分け方・出し方カレンダーのほか、啓発

教室（小学校等）や分別説明会（町内会等）

で、ごみ減量資源再利用の周知啓発を行う。

盛岡市
もりおかエコライフ推

進キャンペーンの実施

　７月の１か月間を集中取組み期間とし，エコ

ライフの推進を訴える。

もりおかエコライフ推

進キャンペーン月間の

実施

７月の１か月間を集中取組み期間とし、エコラ

イフの推進を訴える。

盛岡市
容器包装廃棄物削減に

向けた取組み

　ごみ減量資源再利用施策を推進するために，

小売業者等，市民団体等及び市の三者の数値目

標，実践的取組に向けた協議を行う。

また，10月に容器包装廃棄物の減量強化月間を

実施する。

容器包装廃棄物削減に

向けた取組み

ごみ減量資源再利用施策を推進するために、小

売業者、市民団体及び市の三者で意見交換や容

器包装廃棄物の減量強化月間（10月）を実施す

る。

盛岡市 イベントの開催

「もりおかエコライフ」及び「ごみ減量資源再

利用市民のつどい」を開催し、環境に配慮した

ライフスタイルを市民とともに考え、実践につ

ながるイベントを開催する。

盛岡市 資源集団回収の促進

資源集団回収活動の周知啓発を継続し,実施団体

への報奨金の交付,ストックヤード設置の補助,資

源集団回収優良団体の表彰を行う。

また，生きビン，その他の紙等の集団回収品目

拡大の周知を行う。

資源集団回収の促進

資源集団回収活動の周知啓発を継続し、実施団

体への報奨金の交付、ストックヤード設置の補

助、資源集団回収優良団体の表彰を行う。
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八幡平市 小型家電回収事業

　集積所に燃えないごみとして排出されている

ものから、清掃センターにおいて、小型家電を

ピックアップし回収を行う。また、清掃セン

ターへ直接持ち込みされた小型家電について回

収を行う。

小型家電回収事業

　集積所に燃えないごみとして排出されている

ものから、清掃センターにおいて、小型家電を

ピックアップし回収を行う。また、清掃セン

ターへ直接持ち込みされた小型家電について回

収を行う。

　市役所本庁舎に小型家電回収ボックスを設置

し拠点回収。

八幡平市 古着の回収

　市役所本庁舎に小型家電回収ボックスを設置

し拠点回収。

各庁舎、清掃センターで拠点回収を行う。

古着の回収 　各庁舎、清掃センターで拠点回収を行う。

八幡平市 資源回収事業報奨金
　資源物の回収を行った団体に報奨金を交付す

る。
資源回収事業報奨金

　資源物の回収を行った団体に報奨金を交付す

る。

八幡平市 啓発活動
　広報、ＨＰ等によりごみ減量化、資源リサイ

クルの周知を図る。
啓発活動

　広報、ＨＰ等によりごみ減量化、資源リサイ

クルの周知を図る。

滝沢市
滝沢市環境企画展の開

催

　ごみ減量・資源化等の展示を行い、意識醸成

を図る。また、同日開催のイベント飲食スペー

スに食品ロス削減を呼びかるポスターを設置

し、周知を図る。

滝沢市環境企画展の開

催

　ごみ減量・資源化等の展示を行い、意識醸成

を図る。また、同日開催のイベント飲食スペー

スに食品ロス削減を呼びかるポスターを設置

し、周知を図る。

滝沢市
小型家電の常時回収

ボックスの設置

　小型家電の回収ボックスを設置し、リサイク

ルを推進する。

　宅配便による小型家電回収実施業者と協定を

締結し、宅配による回収を開始する。

小型家電の常時回収

ボックスの設置

　小型家電の回収ボックスを設置し、リサイク

ルを推進する。

　宅配便による小型家電回収の周知啓発を行

い、リサイクルを推進する。

滝沢市
家庭ごみ減量に関する

出前講座の開催

　座学をとおして家庭ごみの減量について学

び、ごみ減量及び環境保全についての意識高揚

を図る。

家庭ごみ減量に関する

出前講座の企画

　座学をとおして家庭ごみの減量について学

び、ごみ減量及び環境保全についての意識高揚

を図る。

滝沢市
ごみ減量に関する研修

会

　市衛生指導員を対象にごみ減量をテーマとし

た研修を実施し、地域のリーダーとして知見向

上を図る。

ごみ減量に関する研修

会

　市衛生指導員等を対象にごみ減量をテーマと

した研修を実施し、地域のリーダーとして知見

向上を図る。

滝沢市 啓発活動
　ホームページ、広報、回覧等を活用し、ごみ

減量化の周知啓発を図る。
啓発活動

　ホームページ、広報、回覧等を活用し、ごみ

減量化の周知啓発を図る。

滝沢市 - -
資源回収ボックスの設

置

資源回収ボックスを設置し、ごみ減量・資源化

を推進する。

雫石町 広報誌等による周知

毎月発行される広報「しずくいし」にごみの

排出状況を載せるほか、ごみの減量・資源化に

資する取り組みの紹介、不法投棄抑止の呼びか

け、３Ｒに関する周知記事を掲載する。

広報誌等による普及啓

発

　毎月発行される広報「しずくいし」にごみの

排出状況を載せるほか、ごみの減量・資源化に

資する取り組みの紹介、不法投棄抑止の呼びか

け、３Ｒに関する周知記事を随時掲載する。

雫石町
産業まつり時の環境展

ブースによる周知

しずくいし産業まつり時に環境展のブースを

設けて、廃棄物関連の環境クイズの出題や３Ｒ

の取り組みなどを紹介する。

※10月に開催を予定しているが、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大状況によっては、中止も

あり得る。

産業まつり時の環境展

ブースによる周知

　しずくいし産業まつり時に『環境展』のブー

スを設けて、廃棄物関連のクイズ出題や３Ｒの

取り組みなどを紹介する。

　※今年度も10月に開催を予定しているが、新

型コロナウイルス感染症の拡大状況によって

は、中止もあり得る。

雫石町 生ごみの減量
町民が、生ごみ処理機や容器を購入した際の

費用を、町が一部補助する。
生ごみの減量

　町民が、生ごみ処理機や容器を購入した際の

費用を、町が一部補助する。

雫石町 環境推進会議の開催

町内の事業者や各種団体の代表者、有識者等

で構成される会議で、ごみの減量化・資源化に

資する有効な新たな取り組みを協議する。

環境推進会議の開催

　町内の事業者や各種団体の代表者、有識者等

で構成される会議を開催して、ごみの減量化・

資源化に資する有効な取り組みを協議する。

雫石町 古着・古布の拠点回収

町内の公共施設（役場・公民館４ヵ所・しず

く×ＣＡＮ）の計６ヵ所に回収ＢＯＸを設置し

て、古着や古布を回収する。

古着・古布の拠点回収

　町内の公共施設（役場・地区公民館４ヵ所・

しずく×ＣＡＮ）の計６ヵ所に回収ＢＯＸを設

置して、古着や古布を回収する。

　※現在の状況では、回収できる情勢下ではな

いが、海外での受け入れが再開次第、当事業も

再開する予定。

雫石町 集団資源回収
集団資源回収を実施した団体に対して、回収

量に応じた奨励金を町が交付する。
集団資源回収

　集団資源回収を実施した団体に対して、回収

量及び回数に応じた奨励金を町が交付する。

雫石町
使用済み食用油の拠点

回収

町内13ヵ所に回収ＢＯＸを設置して、使用済

み食用油を回収する。

使用済み食用油の拠点

回収

　町内13ヵ所に回収ＢＯＸを設置して、使用済

み食用油を回収する。

雫石町

事業者に対する適正排

出・排出抑制依頼文書

の発送

町内の事業者に対して、ごみの分別並びに適

正排出を呼びかけ、排出を抑制する取り組みの

推進を依頼する文書を発送する。

事業者に対する適正排

出・排出抑制依頼文書

の発送

　町内の事業者に対して、ごみの分別並びに適

正排出・排出抑制に係る依頼文書を発送する。



市町村

一部事務組合

広域連合

取組項目 取組計画(令和３年度) 取組項目 令和４年度

雫石町 - - 小型家電回収

　町内６箇所に回収ＢＯＸを設置し、小型家電

の拠点回収を行うほか、事業者との協定により

宅配便による自宅回収事業を実施する。

葛巻町 出前講座の実施
自治会や各種団体に出向き出前講座を実施

し、ごみの分別や減量化について周知する。
出前講座の実施

　自治会や各種団体に出向き出前講座を実施

し、ごみの分別や減量化について周知する。

葛巻町 広報による周知
広報やくずまきテレビを活用し、ごみの分別

や減量化について周知する。
広報による周知

　広報やくずまきテレビを活用し、ごみの分別

や減量化について周知する。

葛巻町 古着回収 　イベント等で古着回収を実施する 古着回収 　イベント等で古着回収を実施する

葛巻町 資源回収事業
自治会、ＰＴＡ等で実施する資源回収に対し

補助金を交付する。
資源回収事業

　自治会、ＰＴＡ等で実施する資源回収に対し

補助金を交付する。

葛巻町 生ごみ処理機購入補助
生ごみ処理機購入費の一部を補助し、生ごみ

の排出抑制を図る。
生ごみ処理機購入補助

　生ごみ処理機購入費の一部を補助し、生ごみ

の排出抑制を図る。

葛巻町
小型家電リサイクル回

収事業

役場庁舎に回収ボックスを設置し、リサイク

ルを推進する。

小型家電リサイクル回

収事業

　役場庁舎に回収ボックスを設置し、リサイク

ルを推進する。

岩手町 出前講座の実施

自治振興会等の依頼に対し出前講座を実施

し、ごみの減量推進や３R運動についてPRす

る。

出前講座の実施

　自治振興会等の依頼に対し出前講座を実施

し、ごみの減量推進や３R運動についてPRす

る。

岩手町
資源リサイクル補助金

制度実施

子供会などを中心に、地域において資源回収

実施の団体に補助金を交付する。

資源リサイクル補助金

制度実施

　子供会などを中心に、地域において資源回収

実施の団体に補助金を交付する。

岩手町 広報誌等によるＰＲ 　町広報誌等により３R運動をPRする。 広報誌等によるＰＲ 　町広報誌等により３R運動をPRする。

岩手町 衣類回収の実施
町内の公共施設３施設に設置している古着回

収ボックスで古着の再生利用を推進する。
衣類回収の実施

　町内の公共施設３施設に設置している古着回

収ボックスで古着の再生利用を推進する。

岩手町
ごみ減量推進及び環境

啓発活動

町公衆衛生連絡協議会を通じて生ごみ処理機

購入補助金制度の実施、並びに環境啓発活動を

実施する。

ごみ減量推進及び環境

啓発活動

　町公衆衛生連絡協議会を通じて生ごみ処理機

購入補助金制度の実施、並びに環境啓発活動を

実施する。

岩手町 小型家電回収事業
回収拠点を設け、回収・リサイクルを推進す

る。
小型家電回収事業

　回収拠点を設け、回収・リサイクルを推進す

る。

岩手町 生ごみの減量
　生ごみ減量化推進のため業務用生ごみ処理機

２機を導入する。
生ごみの減量

　生ごみ減量化推進のため業務用生ごみ処理機

２機を導入する。

紫波町 ごみ減量・分別説明会
ごみ減量・分別説明会開催時に3Ｒ推進につ

いて説明
ごみ減量・分別説明会

ごみ減量・分別説明会開催時に３Ｒ推進につい

て説明する。

紫波町 生ごみの減量 　段ボールコンポストの普及促進 生ごみの減量 段ボールコンポストの普及促進を行う。

紫波町 集団資源回収 　集団資源回収団体に対し補助金を交付 集団資源回収 集団資源回収団体に対し補助金を交付する。

紫波町
エコショップしわの認

定
　町独自のエコ・ショップしわ認定制度 エコ・ショップしわ

町独自のエコ・ショップしわ認定制度を運営す

る。

紫波町 天ぷら油回収の実施 　使用済み天ぷら油をＢＤＦ用に回収 天ぷら油回収の実施
使用済み天ぷら油を回収しＢＤＦ（バイオ

ディーゼル燃料）として活用を図る。

紫波町
ペットボトルキャップ

回収

ペットボトルキャップを回収し、町内授産施

設と連携し、リサイクル製品の作成。また、

ペットボトルキャップ回収量に応じて,小学校へ

補助金を交付

ペットボトルキャップ

回収

町内の小学校と連携しペットボトルキャップを

回収、回収量に応じて補助金を交付する。

また、町内授産施設と連携し回収ペットボトル

キャップを用いたリサイクル製品の作成する。

紫波町 小型家電回収事業
町内のスーパー4店舗にて回収ボックスによ

る回収
小型家電回収事業

町内のスーパー４店舗にて回収ボックスによる

回収する。

矢巾町
矢巾町ごみ減量推進員

会議

地域のごみ減量推進員を対象に３Ｒ運動の推

進説明

矢巾町ごみ減量推進員

会議

地域のごみ減量推進員を対象に３Ｒ運動の推進

説明

矢巾町
矢巾町ごみ分別青空教

室開催
　町内41地区に３Ｒ運動の推進説明

矢巾町ごみ分別青空教

室開催
町内41地区に３Ｒ運動の推進説明

矢巾町 ごみ分別学習 　町内小学校にて３Ｒ推進授業実施 環境学習開催 町内小中学校で環境に関する講義を開催

矢巾町 集団資源回収 　回収量に応じて補助金の交付 集団資源回収 回収量に応じて補助金の交付

矢巾町 3010運動の推進
町内飲食店に3010運動への協力要請、広報、

やはラジで周知活動実施
3010運動の推進

町内飲食店に3010運動への協力要請、広報、や

はラジで周知活動実施

矢巾町 小型家電ボックス回収 　町内５箇所に小型家電回収ボックスの設置 小型家電ボックス回収

町内５箇所に小型家電回収ボックスの設置

盛岡・紫波地区環境施設組合でピックアップ回

収

矢巾町 生ごみの減量
　盛岡・紫波地区環境施設組合でピックアップ

回収
生ごみの減量

生ごみ処理容器・処理機の購入費に補助金を交

付

矢巾町 古着・古布の拠点回収 　庁舎等３箇所に回収用ボックスを設置 古着・古布の拠点回収 庁舎等３箇所に回収用ボックスを設置

矢巾町 割りばしの拠点回収 　庁舎等３箇所に回収用ボックスを設置 割りばしの拠点回収 庁舎等３箇所に回収用ボックスを設置

矢巾町 廃食用油の拠点回収 　担当課窓口にて回収 廃食用油の拠点回収 担当課窓口にて回収

矢巾町
キッチンスポンジの拠

点回収
　担当課窓口にて回収

キッチンスポンジの拠

点回収
担当課窓口にて回収

矢巾町 歯ブラシの拠点回収 　担当課窓口及び町内協力歯医者にて回収 歯ブラシの拠点回収 担当課窓口及び町内協力歯医者にて回収



市町村

一部事務組合

広域連合

取組項目 取組計画(令和３年度) 取組項目 令和４年度

矢巾町 - -
福祉施設と連携した資

源循環の推進

町内の一部地域でごみ集積所に搬入された資源

ごみを福祉施設で詳細に分別のうえ資源回収事

業者へ引渡し

矢巾町 - -
リユース品回収市の実

施

６～10月にかけて町内３か所でリユース品を回

収する催しを実施

矢巾町
資源回収リサイクル回

収施設の設置

　(株)青南商事と提携し、資源回収リサイクル

回収施設「リサイクルモア」による資源回収を

実施

リサイクルモアによる

資源ごみの回収

リサイクルモアの利用促進によりごみの減量化

を図る

矢巾町 - -
コンタクトケース回収

ボックスの設置

町内６か所に使い捨てコンタクトレンズ空ケー

スを設置し、回収する

矢巾町 - -
小型家電宅配回収の実

施
小型家電の宅配回収を開始する

滝沢・雫石環

境組合

集団資源回収事業（滝

沢市）

子ども会、自治会などの団体が資源回収した

量に応じて奨励金を交付する。

集団資源回収事業（滝

沢市）

子ども会、自治会などの団体が資源回収した量

に応じて、奨励金を交付する。

滝沢・雫石環

境組合
施設見学

施設見学を受け入れ、ごみ減量の啓発を図

る。
施設見学 施設見学を受け入れ、ごみ減量の啓発を図る。

岩手・玉山環

境組合
施設見学対応

施設見学を受け入れ、施設概要等説明し3R啓

発を行う（コロナウイルス感染症の状況次

第）。

施設見学対応
施設見学を受け入れ、施設概要等説明し3R啓発

を行う（コロナウイルス感染症の状況次第）

盛岡・紫波一

部事務組合
施設視察・見学の対応

　施設見学を受け入れ、ごみ減量の啓発を図

る。
施設視察・見学の対応 施設見学を受け入れ、ごみ減量の啓発を図る。

花巻市
フリーマーケットの開

催支援

　フリーマーケットの開催支援（年２回）

　※令和３年度は中止が決定している。

フリーマーケットの開

催支援
フリーマーケットの開催支援（年2回）

花巻市
使用済み小型家電リサ

イクル事業の実施

家庭用小型電子機器の集積所及び窓口での回

収を継続

使用済み小型家電リサ

イクル事業の実施

家庭用小型電子機器の集積所及び窓口での回収

を継続

花巻市 資源集団回収の奨励
資源集団回収団体への奨励金交付を継続し、

資源回収の取り組みを促す。
資源集団回収の奨励

資源集団回収団体への奨励金交付を継続し、資

源回収の取り組みを促す

花巻市 廃食用油の回収 　廃食用油の集積所回収を継続 廃食用油の回収 廃食用油の集積所回収を継続

花巻市 衣類の回収 　衣類の集積所回収を継続 衣類の回収 衣類の集積所回収を継続

花巻市 生ごみの回収 　生ごみ回収（一部地域）を継続 生ごみの回収 生ごみ集積所回収（一部地域）を継続

花巻市 食品ロス削減啓発活動
市内旅館ホテル、飲食店と連携した啓発活動

及び家庭での食品ロス削減に係る啓発を継続
食品ロス削減啓発活動

市内旅館ホテル、飲食店と連携した啓発活動及

び家庭での食品ロス削減に係る啓発を継続

花巻市 出前講座
市民を対象としたごみの分別・削減等につい

ての説明会を継続
出前講座

市民を対象としたごみの分別・削減等について

の説明会を継続

花巻市 出前授業
小学4年生を対象としたごみ減量・リサイク

ル等に係る出前授業を継続
出前授業

小学4年生を対象としたごみ減量・リサイクル

等に係る出前授業を継続

北上市 拠点回収
ごみの減量化及び資源化を図るため、小型家

電等の拠点回収を行うもの。
拠点回収

ごみの減量化及び資源化を図るため、小型家電

等の拠点回収を行うもの。

北上市
生ごみ処理機購入費助

成

生ごみの減量化及びリサイクルを推進するた

め、生ごみ処理機の購入者に対し助成を行うも

の。

生ごみ処理機購入費助

成

生ごみの減量化及びリサイクルを推進するた

め、生ごみ処理機の購入者に対し助成を行うも

の。

北上市 出前講座
３Ｒの意識の向上を図るため、講座を実施す

るもの。
出前講座

３Rの意識の向上を図るため、講座を実施する

もの。

北上市 集団資源回収

ごみの減量化及びリサイクルを促進するた

め、市内の団体が実施した資源回収について補

助金を交付するもの。

集団資源回収

ごみの減量化及びリサイクルを促進するため、

市内の団体が実施した資源回収について補助金

を交付するもの。

北上市 ごみアプリ

ごみアプリによる充実した情報の発信によ

り、ごみの分別や３Ｒの意識の向上を図るも

の。

ごみアプリ
ごみアプリによる充実した情報の発信により、

ごみの分別や３Rの意識の向上を図るもの。

北上市 食品ロスの削減
市内飲食店及び家庭に対し食品ロスについて

啓発事業等を実施するもの。
食品ロスの削減

市内飲食店及び家庭に対し食品ロスについて啓

発事業等を実施するもの。

北上市 クリーン活動
環境美化活動の一環として、北上市公衆衛生

組合連合会を主体にクリーン活動を行うもの
クリーン活動

環境美化活動の一環として、北上市公衆衛生組

合連合会を主体にクリーン活動を行うもの。

遠野市 ごみダイエット事業

　「もえるごみ減量強化月間」における分別強

化キャンペーンの実施、ごみ減量スローガン看

板の設置、環境学習会（出前講座）によるごみ

分別方法の普及、啓発ＣＭの製作と放送を行

う。

ごみダイエット事業

　「もえるごみ減量強化月間」における分別強

化キャンペーンの実施、ごみ減量スローガン看

板の設置、環境学習会（出前講座）によるごみ

分別方法の普及、啓発ＣＭの製作と放送を行

う。

遠野市
ごみ減量化物品あっせ

ん助成

紙ひも、生ごみ処理機、生ごみ処理容器、生

ごみ酵素等の購入費用の一部を助成する。

ごみ減量化物品あっせ

ん助成

　紙ひも、生ごみ処理機、生ごみ処理容器、生

ごみ酵素等の購入費用の一部を助成する。

遠野市 資源集団回収
自治会、ＰＴＡ等により資源集団回収し、買

取業者への売払い量に応じて奨励金を交付する
資源集団回収

　自治会、ＰＴＡ等により資源集団回収し、買

取業者への売払い量に応じて奨励金を交付する



市町村

一部事務組合

広域連合

取組項目 取組計画(令和３年度) 取組項目 令和４年度

遠野市 資源ごみ分別

プラスチック製容器包装、紙ごみ等の資源ご

みの分別収集、回収ボックスの設置による小型

家電等の回収を行う。

資源ごみ分別

　プラスチック製容器包装、紙ごみ等の資源ご

みの分別収集、回収ボックスの設置による小型

家電等の回収を行う。

西和賀町 出前講座の実施

町民を対象としたごみの正しい分け方・出し

方を主とした出前講座「ごみの減量について」

を、西和賀町公衆組合連合会と合同で開催す

る。

出前講座の実施

　町民を対象としたごみの正しい分け方・出し

方を主とした出前講座「ごみの減量について」

を、西和賀町公衆衛生組合連合会と合同で開催

する。

西和賀町 資源集団回収

ＰＴＡや子ども会等で行う集団回収につい

て、回収した品目の回収量に応じて奨励金を交

付する。

資源集団回収

　PTAや子ども会等で行う資源の集団回収につ

いて奨励し、回収した品目の回収量に応じて、

奨励金を交付する。

岩手中部広域

行政組合
施設見学等の受入

　施設見学及び視察を受入れた際、ごみの減量

化について普及啓発を行う。

　ごみ減量化PRポスターを掲示する。

施設見学等の受入

・施設見学及び視察を受入れた際に、ごみ減量

化の取組について普及啓発する。

・ごみ減量化PRポスターを掲示する。

一関市 有価物集団回収

　資源リサイクル事業を促進するため有価物の

集団回収を実施した団体に対し報償金を交付。

（対象品目：金属類、古紙類、ビン類、ペット

ボトル）

　令和３年度から新たに、非営利な法人（社会

有価物集団回収

　資源リサイクル事業を促進するため有価物の

集団回収を実施した団体に対し報償金を交付。

（対象品目：金属類、古紙類、ビン類、ペット

ボトル）

一関市 生ごみ処理機購入補助

　生ごみの減量を図るため、生ごみ処理機の購

入に対し補助金（購入金額の1/2）を交付。補

助金の上限額を増額した。

　・電動生ごみ処理機／１基当たり30,000円

　・手動式生ごみ処理機／１基当たり10,000円

　・コンポスト化容器Ａ／１基当たり　3,000円

　・コンポスト化容器Ｂ／１基当たり　2,000円

生ごみ処理機購入補助

　生ごみの減量を図るため、生ごみ処理機の購

入に対し補助金（購入金額の1/2）を交付。

　・電動生ごみ処理機／１基当たり30,000円

　・手動式生ごみ処理機／１基当たり10,000円

　・コンポスト化容器Ａ／１基当たり　3,000円

　・コンポスト化容器Ｂ／１基当たり　2,000円

一関市 使用済小型家電回収 　使用済小型家電の回収イベントを実施。 使用済小型家電回収 　使用済小型家電の回収イベントを実施。

一関市 古着回収 　古着の回収イベントを実施。 古着回収 　古着の回収イベントを実施。

一関市 食品ロス削減 　食品ロス削減に向けた啓発活動を実施。 食品ロス削減 　食品ロス削減に向けた啓発活動を実施。

一関市 ３Ｒ等の啓発
　廃棄物の減量化・資源化を図るため啓発活動

を実施。
３Ｒ等の啓発

　廃棄物の減量化・資源化を図るため啓発活動

を実施。

奥州市
ごみ・リサイクル出前

講座の開催

ごみ・資源物の正しい分別を広め、リサイク

ルの向上、ごみの削減等３Ｒの推進を図る

ごみ・リサイクル出前

講座の開催

　ごみ・資源物の正しい分別を広め、リサイク

ルの向上、ごみの削減等３Ｒの推進を図る。

奥州市
資源物集団回収事業報

奨金の交付

資源ごみの減量化と資源の再利用を促進する

ため、資源物の回収に協力した市内の団体に対

し、報奨金を交付する。

資源物集団回収事業報

奨金の交付

　資源ごみの減量化と資源の再利用を促進する

ため、資源物の回収に協力した市内の団体に対

し、報奨金を交付する。

奥州市 生ゴミの減量 　生ごみ処理機器購入者へ補助金を交付する。 生ごみの減量 　生ごみ処理機器購入者へ補助金を交付する。

奥州市
小型家電リサイクル実

証事業

　小型家電リサイクルをボックス回収にて実施

する。

小型家電リサイクル事

業

　小型家電リサイクルをボックス回収にて実施

する。

奥州市 食品ロス削減 食品ロス削減のための普及啓発を行う。

金ケ崎町 古着回収 　古着回収を実施する。 古着回収事業 古着回収を実施する

金ケ崎町
ごみとリサイクル学習

会

出前講座及び地区説明会、町内幼稚園・保育

園でのリサイクル教室を実施する。

ごみとリサイクル学習

会

出前講座及び地区説明会、町内幼稚園において

リサイクル教室を実施する。

金ケ崎町
小型家電リサイクル回

収事業

町内7か所に回収ボックスを設置するほか、

宅配便を活用した回収方法を普及啓発し、リサ

イクルを推進する。

小型家電リサイクル回

収事業

町内７か所に回収ボックスを設置するほか、宅

配便を活用した回収方法を周知し、リサイクル

を推進する。

金ケ崎町 - - 広報誌等による周知
広報、HP、リサイクルカレンダー等で、ごみの

減量及び資源化の周知啓発を行う。

平泉町 ３Ｒ啓発活動
町の芸術文化祭等のイベント時や町ホーム

ぺージで3Rの啓発を行う。
3R啓発運動

町の芸術文化祭等のイベント時や町ホームペー

ジで3Ｒの啓発を行う

平泉町
有価物集団回収事業助

成金

有価物の集団回収を実施した団体に助成金を

交付し、ごみ排出量削減及び資源化率向上を図

る。

有価物集団回収事業助

成金

有価物の集団回収を実施した団体に助成金を交

付し、ごみ排出量削減及び資源化率向上を図る

平泉町 ごみの分別出前講座
　行政区等で実施される行事等へ講師として趣

き、ごみの分別講習会を行う。
ごみの分別講習会

行政区等で実施される行事等へ講師として趣

き、ごみの分別講習会を行う

平泉町 ごみの排出抑制 　広報等でごみの排出抑制等を周知する。 ごみの排出抑制 広報等でごみの排出抑制等を周知する

一関地区広域

行政組合

使用済み小型家電リサ

イクル回収事業

・一関市・平泉町の公共施設に回収ボックスを

設置し回収を行う。

・清掃センターへ持ち込まれた廃棄物からピッ

クアップ回収を行う。

使用済み小型家電リサ

イクル回収事業

・一関市・平泉町の公共施設に回収ボックスを

設置し回収を行う。

・清掃センターへ持ち込まれた廃棄物からピッ

クアップ回収を行う。



市町村

一部事務組合

広域連合

取組項目 取組計画(令和３年度) 取組項目 令和４年度

一関地区広域

行政組合
施設見学

　管内の小学校等の施設見学を受入れ、ごみ処

理工程の見学、ごみの分別とごみの排出から処

理までの現状を説明し、ごみの減量の啓発と３

Ｒの普及啓発を図った。

施設見学

　管内の小学校等の施設見学を受入れ、ごみ処

理工程の見学、ごみの分別とごみの排出から処

理までの現状を説明し、ごみの減量の啓発と３

Ｒの普及啓発を図る。

一関地区広域

行政組合
再生品の提供

　清掃センターに持込みされた廃棄物の中か

ら、再生・再利用可能な家具などを選別し、清

掃・修理したものを展示・販売することで、リ

サイクルの促進と廃棄物の減量について意識啓

発を図る。

再生品の提供

　清掃センターに持込みされた廃棄物の中か

ら、再生・再利用可能な家具などを選別し、清

掃・修理したものを展示・販売することで、リ

サイクルの促進と廃棄物の減量について意識啓

発を図る。

一関地区広域

行政組合
リサイクル工芸教室

　リサイクル品を活用した工芸教室を体験する

ことで、リサイクルの促進と廃棄物の減量につ

いて意識啓発を図る。

リサイクル工芸教室

　リサイクル品を活用した工芸教室を体験する

ことで、リサイクルの促進と廃棄物の減量につ

いて意識啓発を図る。

一関地区広域

行政組合
ごみアプリ

　ごみ分別アプリによる充実した情報の発信に

より、ごみの分別や３Ｒの意識の向上を図る。
ごみアプリ

　ごみ分別アプリによる充実した情報の発信に

より、ごみの分別や３Ｒの意識の向上を図る。

奥州金ケ崎行

政事務組合
施設見学

施設見学の際に、ごみ搬入の現状を理解して

もらうと共に、３Rの意識啓発を図る。

施設見学 　施設見学の際にごみ搬入の現状を理解しても

らうとともに３Ｒの意識啓発を図る。

奥州金ケ崎行

政事務組合
ホームページの活用

ホームページにより、３Rの意識啓発を図

る。ごみの分別辞典を掲載し、ごみの減量と適

ホームページの活用 　組合ホームページにより３Ｒの意識啓発を図

る。

宮古市 広報周知活動
広報により、ごみの排出抑制、分別方法など

を周知する。
広報周知活動

　広報により、ごみの排出抑制、分別方法など

を周知する。

また、転入者には、転入手続き時にごみ分別辞

典を配布する。

宮古市 生ごみの減量
生ごみ処理容器の購入費の一部を補助し、生

ごみの排出抑制を図る。
生ごみの減量

　生ごみ処理容器の購入費の一部を補助し、生

ごみの排出抑制を図る。

宮古市 資源集団回収への補助
資源物を回収した団体に奨励金を交付し、資

源の有効活用と、ごみ減量の意識啓発を図る。
資源集団回収への補助

　資源物を回収した団体に奨励金を交付し、資

源の有効活用と、ごみ減量の意識啓発を図る。

宮古市
ごみ収集カレンダーの

配布

市内各行政区単位に収集カレンダーを作成

し、全戸に配布する。

ごみ収集カレンダーの

配布

　市内各行政区単位に収集カレンダーを作成

し、全戸に配布する。

宮古市 小型家電リサイクル

市内12か所（市役所本庁舎、出張所等）に回

収ボックスを設置し、使用済小型家電を回収す

る。

小型家電リサイクル

　市内12か所（市役所本庁舎、出張所等）に回

収ボックスを設置し、使用済小型家電を回収す

る。

山田町
小型家電リサイクル事

業

町内公共施設６か所に回収ボックスを設置

し、使用済小型家電の回収を行う。
小型家電リサイクル事業

町内公共施設６か所に回収ボックスを設置し、

使用済小型家電の回収を行う。

山田町 啓発活動
チラシ・ポスターの掲示による啓発活動を行

う。
啓発活動

チラシ・ポスターの掲示による啓発活動を行

う。

山田町
リサイクル資源回収事

業報奨金の交付

資源ごみの再生利用とごみ減量化を促進する

ため、リサイクル資源の回収を行った登録団体

に対し、報奨金を交付する。

リサイクル資源回収事業

報奨金の交付

資源ごみの再生利用とごみ減量化を促進するた

め、リサイクル資源の回収を行った登録団体に

対し、報奨金を交付する。

岩泉町 ３Ｒの促進

リサイクル推進員が町民に個別訪問し分別方

法等への指導を行い、資源ごみリサイクルへの

意識向上を図る。

３Ｒの促進

　リサイクル推進員が町民に個別訪問し分別方

法等への指導を行い、資源ごみリサイクルへの

意識向上を図る。

岩泉町 資源ごみ集団回収事業

　資源ごみの再利用促進のため、町内の町内会

等団体が買収した資源ごみに対して補助金を交

付する。

資源ごみ集団回収事業

　資源ごみの再利用促進のため、町内の町内会

等団体が買収した資源ごみに対して補助金を交

付する。

田野畑村
資源ごみ集団回収事業

奨励金の交付

資源の再使用及び再生利用を促進するととも

に、ごみ減量化を図ることを目的として、資源

ごみの集団回収を行った団体に対し奨励金を交

付する。

資源ごみ集団回収事業

奨励金の交付

資源の再使用及び再生利用を促進するととも

に、ごみ減量化を図ることを目的として、資源

ごみの集団回収を行った団体に対し奨励金を交

付する。

宮古地区広域

行政事務組合
施設見学

・小学校／施設紹介ＤＶＤ貸出・出前講座（見

学は中止）

・一　般／参加者10人程度への対応

施設見学
①小学校…施設見学対応・施設紹介ＤＶＤ貸出

②一般…参加者15人程度への対応

宮古地区広域

行政事務組合
- - 出前講座

小学校や各種団体に出向き、施設概要の説明、

４Ｒの推進を図る。

宮古地区広域

行政事務組合
ポスターコンクール

４Ｒ推進、環境保護推進ポスターコンクール

の開催（小学生向け、表彰式は状況による）
ポスターコンクール

４Ｒ推進、環境保護推進ポスターコンクールの

開催（小学生向け、表彰式は状況による）

宮古地区広域

行政事務組合
再生品展示会

開催９月予定（再生家具類の提供、来場者記

名、入場制限等実施）
再生品展示会

５月、10月開催予定（再生家具類の提供、来場

者記名、入場制限等実施）

宮古地区広域

行政事務組合
フリーマーケット 　中止 フリーマーケット 開催予定（開催日は調整中）

大船渡市 エコライフ推進事業
令和２年度に引き続き、小中学校など子供を

対象とした事業として実施する。
エコライフ推進事業

　令和３年度に引き続き、小中学校や地域団体

を対象とした事業として実施する。



市町村

一部事務組合

広域連合

取組項目 取組計画(令和３年度) 取組項目 令和４年度

大船渡市
再利用ごみ分別収集事

業

家庭から排出されるプラスチック類などを

「再利用ごみ」として分別・収集し、これらを

資源として再利用する。

再利用ごみ分別収集事

業

　家庭から排出されるプラスチック類などを

「再利用ごみ」として分別・収集し、これらを

資源として再利用する。

大船渡市 清掃美化運動推進事業

市公衆衛生組合連合会を通じて電動生ごみ処

理機、生ごみ処理容器、EMバケツなどの購入

補助金を交付する。

清掃美化運動推進事業
　市公衆衛生組合連合会を通じて電動生ごみ処

理機の購入補助金を交付する。

陸前高田市 資源集団回収事業
資源ごみを回収した団体に対して補助金を交

付する。
資源集団回収事業

　資源ごみを回収した団体に対して奨励金を交

付する。

陸前高田市 生ごみ減量化対策
生ごみ処理容器（電動生ごみ処理容器、ＥＭ

ボカシ）の購入費に対して補助金を交付する。
生ごみ減量化対策

　生ごみ処理容器（コンポスト等）の購入費に

対して補助金を交付する。

陸前高田市 出前講座の実施
ごみの減量化やリサイクルを推進するための

講座を実施する。
出前講座の実施

　ごみの減量化やリサイクルを推進するための

講座を実施する。

陸前高田市 小型家電の回収 - 小型家電の回収

　市庁舎及び清掃センターに使用済み小型家電

の回収ボックスを設置し、小型家電のリサイク

ルを進める。

釜石市
「釜石市自然・生活環

境展」の開催

市内の自然環境保護活動およびごみ減量・リ

サイクルの取組みの啓発パネルを展示し、自然

保護に対する理解と3Rの推進、意識の高揚を図

る。

「釜石自然・生活環境

展」の開催

市内の自然環境保護活動およびごみ減量・リサ

イクルの取組みの啓発パネルを展示し、自然保

護に対する理解と３Rの推進、意識の高揚を図

る。

釜石市 ごみ座談会の開催
ごみ処理の現状や排出方法、当市のごみ減量

施策などを周知し、ごみ減量を推進する。
ごみ座談会の開催

ごみ処理の現状や排出方法、当市のごみ減量施

策などを周知し、ごみ減量を推進する。

釜石市
資源物回収事業推進奨

励金

市内におけるごみ減量・リサイクルを推進す

るために、地域のリサイクル活動に対し奨励金

を交付する。

資源物回収事業推進奨

励金

市内におけるごみ減量・リサイクルを推進する

ために、地域のリサイクル活動に対し奨励金を

交付する。

釜石市
広報を活用したごみ減

量・リサイクルの推進

ごみの分別・減量方法をわかりやすく説明・

周知し、ごみ減量・リサイクルを推進する

広報を活用したごみ減

量・リサイクルの推進

ごみの分別・減量方法をわかりやすく説明・周

知し、ごみ減量・リサイクルを推進する。

釜石市 PETボトルの拠点回収

市内8か所の生活応援センターに回収ボック

スを設置し、PETボトルのリサイクルを推進す

る。

PETボトルの拠点回収

市内8か所の生活応援センターに回収ボックス

を設置し、PETボトルのリサイクルを推進す

る。

釜石市 食品ロス削減の啓発
ごみ座談会等で周知し、食品ロス削減の啓発

を図る。
食品ロス削減の啓発

ごみ座談会等で周知し、食品ロス削減の啓発を

図る。

住田町
生ごみの減量への取組

み

生ごみ処理容器及び電動生ごみ処理機の購入

費の補助

生ごみの減量への取組

み

生ごみ処理容器及び電動生ごみ処理機の購入費

の補助

住田町
使用済み小型家電リサ

イクルへの取組み

町内２か所の回収ボックスで使用済み小型家

電の回収

使用済み小型家電リサ

イクルへの取組み

町内2か所の回収ボックスで使用済み小型家電

の回収

住田町
使用済み天ぷら油の回

収への取組み

ＢＤＦ燃料としての再利用啓発のため、産業

まつり会場で使用済み天ぷら油の回収

使用済み天ぷら油の回

収への取組み

BDF燃料としての再利用啓発のため、産業まつ

り会場で使用済み天ぷら油の回収

大槌町 啓発活動 　町広報誌による３R活動 啓発活動 町広報誌による３R活動

大槌町
生ごみ処理容器等購入

設置補助金

　生ごみ処理機等購入の一部補助により生ごみ

の減量を図る

生ごみ処理容器等購入

設置補助金

生ごみ処理機等購入の一部補助により生ごみの

減量を図る。

大槌町 資源ごみ回収報奨金
　資源ごみ回収事業に協力した団体に対し報奨

金を交付する
資源ごみ回収報奨金

資源ごみ回収事業に協力した団体に対し報奨金

を交付する。

岩手沿岸南部

広域環境組合
施設視察・見学の対応

　施設見学を受入れ、施設の概要及び循環型社

会の必要性についての啓発を図る。
施設視察・見学の対応

・施設の視察、見学を受入れ、施設の概要及び

循環型社会の必要性についての啓発を図る。

大船渡地区

環境衛生組合

集団資源回収事業奨励

金の交付

資源の有効活用及びごみの減量化に資するこ

とを目的に、資源ごみの集団回収を行った団体

に対し、奨励金を交付する。

集団資源回収

事業奨励金の

交付

資源の有効活用及びごみの減量化に資すること

を目的

に、資源ごみの集団回収を行った団体に対し、

奨励

金を交付する。


