
こんなにたくさんのごみが・・・
　学校では，毎日たくさんのごみが出ます。
紙くずが一番多く出ますが，工作などの学
習のあとには木くずや空きかん・ペットボ
トルなどもごみとして出ます。
　先生のお話では，ほかにもこわれた学用
品・野菜くず・空きびん・けい光かん・トレー・
だんボールなどたくさんの種類のごみが出
るそうです。
　そこで，わたしたちのごみをまとめてし
まつしてくれている用務員のおじさんにお
話をうかがいました。

２　健康なくらしとまちづくり

　学校の中ではど
のようなごみがで
出ているのだろう。

P28~31

自分たちの家からは，どのようなごみが
どれくらい出ているのかな？

１　ごみはどこへ

でも，実習が終わった後，
野菜くずやトレーなどの
ごみはどうやってすてて
いるのかしら？

家庭科の調理実習は，みん
な楽しみにしているよ！

学校にあるいろいろなごみをしまつするところ

む いんよう

しゅうしゅうしゃ

用務員のおじさんのお話

　むかしは，もやせるごみは学校のしょうきゃ
くろでもやしていました。でも，体によくない
ダイオキシンとよばれるものが出るので，学校
でもやすのはやめました。
　みなさんの教室などから出るごみは，「もやせ
るごみ」「もやせないごみ」「大型ゴミ」などに
分けて，ごみ収集車がもっていってくれます。
　また，だんボールや新聞紙などは，リサイク
ルに出します。

や　さい

しゅ　るい

よう　む　いん
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　西いぶりの５つの市町（室蘭市，伊達市，壮瞥町，洞爺湖町，
豊浦町）がいっしょになった西いぶり広域連合が，ごみをもやす
施設の「メルトタワー２１」と資源となるものを処理する「リサ
イクルプラザ」を平成１５年に石川町にたてました。
　ごみは，「メルトタワー２１」で，もやせるごみともやせない
ごみに分けて処理しています。もやしたあとの灰は，道路をほそ
うすることなどに再利用しています。再利用できない灰は，神代
町の「うめたて地」に運ばれます。
　資源となる空き缶や雑びん（使いすてびん），ペットボトルは，
「リサイクルプラザ」で選別，圧縮処理をしたあと，専門の工場
でリサイクルされます。
　また，ごみをもやす時に出る熱を使って発電をしたり，「げん
き館ペトトル」の温水プール，体育館の暖房に使ったりしています。

　つぎに，わたしたちは，西いぶり広域連
合の担当の方をたずねて，ごみしょりのし
かたについて，お話をうかがいました。

ごみの収集の様子を調べよう
　わたしたちは，ごみのゆくえを調べるた
めに，学校の近くにあるごみステーション
へ行ってみました。すると，ちょうどごみ
収集車がきていて，ごみを集めているとこ
ろでした。
　収集する人は，次々とごみを収集車につ
みこんでいて，とてもいそがしそうにはた
らいています。そこで，少しだけお話をう
かがいました。

　わたしたちがだ
したごみは，どのよ
うにして集められ，
どこへはこばれて
いるのだろう。

P32~37

ごみステーション ごみ収集車

収集する人のお話

西いぶり広域連合
こう  いき れん  ごう

の担当の方のお話
そう べつ と う や こ

とようら

し せ つ し げ ん し ょ り

し ょ り はい

さいりよう かみしろ

かん ざつ

せんべつ あっしゅく し ょ り せんもん

だんぼう

メルトタワー２１

　ごみはもやせるごみともやせないごみに分別して，
決められた曜日の朝８時までにごみステーションに
出す決まりになっています。また，ごみを出すときは，
市で指定したごみぶくろに入れてもらったり，シー
ルをはってもらったりしています。
　でも，ごみをきちんと分別していなくて，集めら
れないこともあります。もやせるごみの中にスプレー
缶などがまじっていて，収集車の中で火災が発生し
たこともありましたよ。

しゅうしゅうしゃ

しゅうしゅう

ぶん べつ

し　てい

かん

たん  とう
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　プラスチック製容器包装のリサイクルは，
西いぶりのなかで，室蘭市のみで取り組ん
でいます。

　わたしたちも，身近なところで，できる
だけごみを出さないような取り組みをして
いるところを調べてみました。

　このように，地いきでもごみをへらすた
めに，さまざまなことに取り組んでいるこ
とがわかりました。わたしたちも何かでき
ることがないか，考えてみたいと思いました。

ごみをへらすために
　リサイクル担当の方は，リサイクルをす
すめ，ごみをへらすことは，地球温暖化の
原因となっている二酸化炭素をへらすこと
にもなるので，資源として再利用すること
はとても大切なことだと話していました。
そのため，西いぶり広域連合では，リサイ
クルも行っているそうです。そこで，リサ
イクルについても調べてみました。

　資源ごみはどの
ようにして処理さ
れているのだろう。

P38~39

P40~51

ごみに関わるこれからの問題について 
調べ，みんなで考えてみよう。

せい  よう　き　ほう そう

・ペットボトルなどのプラスチック製のキャップ
・お菓子などのふくろ　　　　　・卵や豆ふなどのケース
・洗ざいやシャンプーなどの容器

せいようき ほうそう

か　し

室蘭市でリサイクルしている資源ゴミ

○空きカン
○プラスチック製容器包装

○雑びん（使い捨てびん） ○ペットボトル

メルトタワー２１での燃やせるゴミ処理の仕組み

スーパーのトレイの回収箱
かいしゅうばこ

コンビニの分別ボックス
ぶんべつ

環境リサイクルマーク

エコマーク パックマーク 再生紙使用マーク

たん  とう

ちきゅう  おん  だん　か

さん　 か　たん　そ

さい　り　よう
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られ，きれいにされます。そこから，配水
池に送られ，水道管を通って，私たちのも
とにとどきます。室蘭市には大きな川がな
いため，となりの登別市の川にも市の浄水
場をつくり，そこから水を引いています。
　私たちは，浄水場のはたらきについても，
調べてみることにしました。

２　水はどこから
１日に使う水の量を調べよう　→
 水はどこから流れてくるのか
　毎日使う大量の水は，どこから，どのよ
うにして，わたしたちの学校や家に送られ
てくるのか調べてみました。
　室蘭市で使っている水は，それぞれの水
源からチマイベツ浄水場や千歳浄水場に送

　わたしたちが使
う水は，どこから
送られてくるのだ
ろう。

P56~57

P52~55

水道をたどってい
くと

じゃ口
↓
水道管
↓
浄水場

まいにち たいりょう

すい

はい  すい

げん

ち かん

じょうすいじょう ち　とせ
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水をつくる工場
　わたしたちは，チマイベツ浄水場をたず
ねて，そのはたらきについて調べてみるこ
とにしました。
　浄水場の建物の中には，大きなお風呂ふ
ろのような水をためているところや，たく
さんの機械があります。また，外にも，プー
ルをしきったような池や，いろいろなしせ
つがありました。

　私たちは，なぜこのようなものが必要な
のか，浄水場の係の人に聞いてみました。
　係の人は「川から取り入れた水には，目
には見えないよごれもたくさんまざってい
て，そのままでは飲めません。ここできれ
いにして，みんなが安心して飲める水をつ
くっているんです。そのために，お金と人
手もたいへんかかります。」と話してくださ
いました。
　わたしたちは，浄水場は，まるで「水を
つくる工場」のようだと思いました。

　浄水場は，どの
ようなはたらきを
しているのだろう。

１立方メートルの
水道水を作るのに
おおよそ150円か
かります。

チマイベツ浄水場

フロック形成池
けいせい ち か

ろ過池

浄水場の仕組み

着
ちゃく

水
す い

井
せい

浄水場に入ってく

る原水の量を調整

します。

中央管理室

じょうすいじょう

き　かい

ひつ   よう

の

で

ひと

かかり
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水のふるさとをたずねて
　わたしたちは，水の源のようすを調べる
ために，室蘭岳に登りました。ヒュッテを
少し登ると，とりいが見えます。そこをく
ぐっていくと，切りかぶの下から水がわき
でていました。先生は，「このような小さな
流れが集まり，川ができます。雨がふらな
くても，水がわきでていますね。」と話して
くださいました。
　頂上に立ってみると，目の前に大きな森
林が広がっています。先生は，「この大きな
森林が “ 緑のダム ” とよばれている『水源
かんよう林』です。」と教えてくださいました。
　それは，森林が，雪どけ水や雨水をたく
わえるはたらきをしているからです。たく
わえられた水は，わき水として，少しずつ
地表にあらわれ，沢にそって流れだし，や
がてそれらが集まって川となります。

安全な水のかくほ
　今，市の水道は，およそ９万人の市民に
使われていますが，水の量は十分にかくほ
されています。けれども，地震などの災害
に備えて，飲み水をたくわえておくことの
できる「きんきゅう貯水そう」が，市内の
あちこちにもうけらています。
　また最近は，環境の悪化により，水がよ
ごされることがだんだんと多くなってきま
した。
　これからは，安全できれいな水を確保す
るためにも，大切な水源がよごされること
のないよう，一人一人が気をつけていかな
ければなりません。

　森林は，どのよ
うなはたらきをし
ているのだろう。

P60~61

　安全な水をかく
ほするために，ど
のようなしごとが
あるのだろう。

P62~65

チマイベツ川の水源 水源の上流のようす

水質試験場

きんきゅう貯
ちょ

水
すい

そう

みなもと しら

だけ

さい  がいじ　しん

そな の

ちょ  すい

かんきょう あっ　か

かく　ほ

　市内の公園のあまり目立たない場所に，
きんきゅう貯水そうというしせつがあります。
　貯水そうには，５０立方メートルの水が入っ
ており，災害のときなどには，1 人 1 日に３
リットルの水を給水することができます。

さいがい

きゅうすい
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あちこちにもうけらています。
　また最近は，環境の悪化により，水がよ
ごされることがだんだんと多くなってきま
した。
　これからは，安全できれいな水を確保す
るためにも，大切な水源がよごされること
のないよう，一人一人が気をつけていかな
ければなりません。

　森林は，どのよ
うなはたらきをし
ているのだろう。

P60~61

　安全な水をかく
ほするために，ど
のようなしごとが
あるのだろう。

P62~65

チマイベツ川の水源 水源の上流のようす

水質試験場

きんきゅう貯
ちょ

水
すい

そう

みなもと しら

だけ

さい  がいじ　しん

そな の

ちょ  すい

かんきょう あっ　か

かく　ほ

　市内の公園のあまり目立たない場所に，
きんきゅう貯水そうというしせつがあります。
　貯水そうには，５０立方メートルの水が入っ
ており，災害のときなどには，1 人 1 日に３
リットルの水を給水することができます。

さいがい

きゅうすい
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わたしたちの使う水のもととなります。水は，
まわっているんだなと思いました。
　また，下水道が整備されると，よごれた
水が川や海にながれこまないのでまちが清
潔になるばかりでなく，雨水も下水道に流
れこむため水害などもすくなくなることも
わかりました。

使ったあとの水のゆくえは
　わたしたちは，使った水のゆくえが気に
なり，よごれた水をきれいにする下水しょ
り場についても調べてみようと思いました。
　下水しょり場の中を見学したり，係の人
のお話を聞いたりしてみることにしました。
　そこでは，家庭などで使われた水が下水
管を通って集められ，下水しょり場できれ
いにされて，検査や消毒をしたあと川や海
に流されています。海に流れこんだ水は，
蒸発して雨雲となり，雨となって，また，

　つかったあとの
よごれた水は，ど
うなるのだろう。

P66~67 　これまでに調べてき
た水の通り道について，
まとめよう

P68~73

下水道の仕組み

蘭
らん

東
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下水処
しょ

理
り

場

かかり

か　てい
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じょうはつ

けん　さ しょうどく

げ　すい

しら せい

けつ

すい  がい

せい　び
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