
海洋プラスチックごみ問題 海洋プラスチックごみの影響

私たちにできる５つのアクション

❶人工物と自然物

自然物
62％

人工物
37％

漁具
1％

❷どんなごみが漂着する？ ❸どこで作られたもの？

日本
94％

中国
4％

韓国
2％

！

函館の海岸の状況は？！

！ 漁業や船舶航行への影響
　●　漁網に絡んだり，漁獲物に混入
　●　船の安全な航行を妨げる　

　●　微細なプラスチックは海中の有害物質を
　　取り込みやすく，それを食べた魚の体内に
　　有害物質が蓄積される可能性がある

！ 海洋生物への影響
●　体に絡まり動けなくなり死んでしまう
●　ごみを飲み込み消化できず死んでしまう

国の漂着ごみ調査
（H29 年度）

※人工物別構成比（容積ベース） ※ペットボトルの国別比

※容積ベース

くるしいよ・・・

エサだと思って
プラスチック
食べちゃったよ･･･

リデュース リユース リサイクル

リニューアブル

ごみの量を減らそう ものを繰り返し使おう 再生して資源にしよう

持続可能な資源を使おう

マイバッグ・
マイボトルを

持ち歩きましょう！
不要になった

ものは必要な人に
譲りましょう！

レジ袋など
使い捨てプラ製品の

使用を控え，詰替
製品などを積極的に

選びましょう！
缶・びん・
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
容器包装

エコマークや
バイオマスマークなどの

ついた環境にやさしい
製品を選びましょう！

クリーン
美化活動に取り組もう

　海に流出する
　ごみをこれ以上

　　増やさないように
      ポイ捨てをしないほか
　　積極的に清掃活動に

       参加しましょう !

2019
102

どのような状況か？

eco

・　世界で年間数百万トンを超える
　プラスチックごみが海に流出して
　いると推計されている

・　2050 年には魚の重量を上回る
　という試算もある

プラスチックの特徴

丈夫で便利

海に流出すると長期間
環境中にとどまる

海に流出するプラスチック

海洋プラスチックごみについて考える。海洋プラスチックごみについて考える。
私たちの海を守るには？私たちの海を守るには？

海に流出したプラスチック
は波や紫外線により細かく
砕けていく

！ 景観や観光への影響

　●　美しい景観を損なう　　　
　●　観光への影響が懸念

生態系への影響！

プラスチックとの
賢い付き合い方

ｶﾗｰ版は
こちら→

SDGs （持続可能な開発目標）

函館市環境部ニュース 検索

リデュースが
一番重要！

使用済み
プラ製品の

回収・再生利用
のため正しく

分別しましょう！

ﾎﾟﾘ袋･菓子袋等
16％

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
16％

発砲ｽﾁﾛｰﾙ 3％

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 
28％

その他の
人工物など

37％



環境部からのお知らせ

　　　環境部ニュースは，環境に配慮し植物油インキを使用しています。
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☃12～３月☃
環境部関連の予定表

🚮 2020 年度版ごみ収集日カレンダーの配布
      ３月中旬　清掃事業課　☎ 51-0796

🚲  再生自転車・家具類の販売
　 〈申込〉３/２（月）～８（日）
　　　 　  ９時～ 16 時（８日は 11 時まで）
　 〈販売〉３/８（日）11 時から
      リサイクルセンター　☎ 56-3196

 🍂 春のクリーングリーン作戦（全市一斉清掃日）
      ４/19（日）８時から
      清掃事業課　☎ 51-5163
🚲  再生自転車・家具類の販売
　 〈申込〉６/８（月）～ 14（日）
　　　 　  ９時～ 16 時（14 日は 11 時まで）
　 〈販売〉６/14（日）11 時から

🌼４～７月🌼

時間 /10 時～ 15 時
場所 /G スクエア   函館市本町 24-1
 　　（シエスタハコダテ４F）

参加
無料

★公共交通機関で
ご来場ください

❄ 七飯産りんご食べ比べミニ講座
　★りんごのお土産付き　
❄ りんごクイズ　★正解者にりんごプレゼント
❄ エコベジ・函館ほっこりポタージュの無料配布
❄ 道南杉でマイ箸を作ろう！
❄ 無印良品が考える感じ良いくらし
　★エコな食の取組紹介・人気バウムなどの試食
❄ エコクイズラリー　★記念品プレゼント
 各コーナー先着または材料が無くなり次第終了

体験イベント

12/１（日）～８（日）　
エコライフ・エコレシピなどを紹介 お問合せ　環境総務課　☎51-0758

野菜ソムリエの
エコベジ・ライフ
🍅 パネルディスカッション　
　　「はじめよう！エコベジ・ライフ」
　🍆 エコベジ・レシピの紹介・試食

JA函館市亀田提供の
函館産イモ・大根をプレゼント！

ステージイベント

13 時半～ 15 時
先着 50 名

展示コーナー

ペットボトルのラベルをはがすよう
ご協力お願いします！

❶ キャップとラベルをとる ❷ 軽く水洗い

❸ 中が見える袋に缶 ・ びん ・ ペットボトルを

　一緒に入れる （ラベル ・ キャップはプラスチック容器包装へ）

■　ペットボトルとラベル ・ キャップは素材が異なるため，

　ラベルとキャップをとることで， より効率的 ・ 高品質の

　リサイクルを行うことができます。

お問合せ　環境推進課　☎51-0798

カセット式ガスボンベ ・
スプレー缶の出し方にご注意を！

❶ 中身を使い切るか火気のない通気性の　

　良い所で中身を出し切る

　※ 穴を開ける必要はありません

❷ 緑色の指定袋に入れて出す

　 （なるべく他の燃やせないごみと分ける）

お問合せ　清掃事業課　☎51-0796

カセット式
ガスボンベ

使い切る

スプレー缶

使い切る ・ 出し切る

まだ食べられるのに廃棄される食品は全国で

　　年間約６４３万トン （平成２８年度推計） です。

食べ残しはもったいないだけでなく，

　　　 　　　　　　　環境負荷を増大させてしまいます。

･･･宴会などで開始後３０分， 終了前１０分は離席せず食事を楽しみ， 食べ残しを減らす運動

お問合せ　環境推進課　☎56-6694

残さず食べよう！

３０･１０運
動

①　まずは適量注文
②　幹事さんから 「おいしく食べきろう！」 の声かけ

③　開始後３０分， 終了前１０分は， 席を立たずにしっかり食べる

　「食べきりタイム！」 をつくろう

④　食べきれない料理は仲間で分け合おう
⑤　目指すは完食！でも食べ過ぎ注意。ごみと身体のダイエットを心がけよう！

おいしく食べきろう

編　集　後　記
　日常生活のあらゆる場所で利
用されているプラスチック。鼻
にストローが刺さったウミガメ
をはじめ，クジラの死体から
40kg ものビニール袋が出てきた
というニュースもあり，地球規
模の問題となっています。
　これ以上海に流出するプラス
チックごみを出さないために，
プラスチックと賢く付き合って
いく必要があります。１人ひと
りができることから１つずつ
Let’ s プラスチック・スマート！


