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じゅんかんニュース

じゅんかんパートナーの活動を紹介します！
昨年 10 月に行われた「第 3 回健康都市連合国際大会」では、「まち中ごみゼ
ロ運動」を実施し、市役所本庁舎から文化会館までのルートと JR 市川駅・京成
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国府台駅から千葉商科大学までのルートでごみ拾いを行いました。また、「市民
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まつり」をはじめ各種イベントにも参加しごみ分別の啓発活動を行いました。

第 11 号の内容
★じゅんかんパートナー（市川第二地区）にインタビュー★
街をきれいにする基本は、普段からご近所同士協力し合い、気軽に声をかけあいなが
らお付き合いをすることです。私たちパートナーも 1 人より 2 人、2 人より 3 人、より大

・・1 面 ・市川市 ３Ｒ取り組みマップ その 2

・市川方式のレジ袋削減に向けて

・じゅんかんパートナーの活動を紹介します！・・4 面

３Ｒに取り組むお店紹介！～ライフ 市川国分店～

・お知らせとお願い

家電リサイクル法対象品目が追加に！

・・4 面

勢で協力しあいながら自分たちの街をきれいにすることを心がけていますので、市民の
飯島 徹雄さん
◆お問い合わせ

プラスチック製容器包装類のランク付けとは！？ ほか

みなさんも、地域の人達と協力してきれいな安全・安心の街にしていきましょう！

市川方式のレジ袋削減に向けて

循環型社会推進担当 ３２０－３９７１

◎クリーンセンターへのごみの持ち込みについて

お知らせとお願い

◎黄緑色の収集車は事業系ごみ専用の収集車です
市内を走っている黄緑色の収集車は、事業ごみ専用
の収集車です。
平成 20 年 12 月より事業系ごみ収集車に許可番号を
標示(下の写真)し、市民のみなさんにも一目で市の許
可を得た収集車であることが分かるようにしました。

テレビや新聞で各地の取り組みを目にする方も多いのではないでしょうか？市川市では昨年まで

別をして積み込むようにしてください。

エコカード方式によるマイバッグ運動を実施していましたが、現在、ここから一歩進んだ取り組み

②クリーンセンター内には、車が多数出入りしてい

に向け、検討しています。

ます。また、持ち込んだごみは搬入者ご自身で投入
口に捨てていただきます。車の運転操作や、お子様
連れの場合など、周囲の状況にご注意ください。
③ごみ処理施設に支障のあるものは持ち込みできま
せん。処理についてはお問い合わせください。
（爆発
の危険性のあるものなど、危険なものは搬入できま
せん）。
なお、市外で発生したごみは、クリーンセンター

標示の一例
廃棄物対策担当 ３２０－３９７２

◎リサイクルプラザのイベント

への持ち込みができませんので、ご注意ください。
◆お問い合わせ クリーンセンター３２８－２３２６

◎ごみは必ず朝８時までにごみ集積所へ！
収集ルートは、道路工事や交通事情により変わりま

フリーマーケット：3 月 15 日（日）

すので、ごみ出しはルールを守り、必ず朝 8 時までに

リサイクル講座：2 月 22 日（日）、3 月 22 日（日）

決められたごみ集積所へ出してください。収集後に出

※申し込み方法等詳しくはリサイクルプラザまでお

されたごみや、ルールを守らずに出されたごみは収集

問い合わせください。

いたしません！街をきれいに保つために、ご協力くだ

◆お問い合わせ
リサイクルプラザ ３３５－９９５１（月曜休館）

“ごみを出さない生活へのきっかけ作り”として、最近全国的に広がりつつあるレジ袋の削減。

①持ち込むごみを車に積み込む際は、種類ごとに分

④ごみの持ち込みは有料です(189 円／10kg)。

◆お問い合わせ

・・・・・2、3 面

さい。
◆お問い合わせ 清掃事業課 ３２０－３９７３

編集後記
アメリカ発サブプライムローン問題に端を発し、昨年後半より未曾有の大不況にみまわれ、先行きが案じられる
今日この頃ですが、私たちのようにごみを処理している立場からしますと、また違った面も出てきています。
それは、ごみの 12 分別を開始して 5 年経過してもなかなか効果がはっきり出なかったごみの総排出量が、19 年
度は明確に減ったという結果が出てきたことです。
これからも、何でも使い捨てでごみとして出すのではなく、捨てる前に“もったいない”と考えるような生活習
慣が根付き、私たちにとって“災い転じて福となす”ような結果になるよう願っています。(Ｋ)

じゅんかんパートナーが直撃！市川市民の意識とは！？
【買い物にはマイバッグを
持参していますか】
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それでは、市川市民は、レジ袋
の削減についてどう考えているの
でしょうか？
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43.0%

どちら
かという
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36.7%

2008 年 6 月から 10 月に市がじ
ゅんかんパートナーのみなさんと
実施したアンケートでは、左の様
な結果が！「レジ袋をもらってい
る」と答えた方は、わずか 13.5％。

また、レジ袋の有料化について、「賛成」「どちらかというと賛成」と答えた方は、79.7％。この結果、みなさ
んはどう思いますか？

市民・事業者・商店会の皆さんとの意見交換会実施中！
レジ袋の削減について他の自治体での取り組みを見てみると、下のとおり様々です。では、市
川市ではどのような方法が適しているのでしょうか？
市では、このことについて今後の方向性を探るために、この秋から 3 回、
市民団体 4 団体（市川市婦人団体連絡協議会・市川くらしの会・消費者モ
ニター友の会・コンシューマークラブ）の皆さんと意見交換会を実施して
います。また、さらに今月からは、事業者・商店会のみなさんを交えて、
市川方式のレジ袋削減について、様々な角度からの検討を進めています。
しかし！今進めているレジ袋の削減。これは、ゴールではなく、ごみを
出さない生活のスタートです。レジ袋の削減はもう完璧！という方は、そ
の他のリデュースにチャレンジしましょう！

★他の自治体での取り組み★
･有料化
･お店と自治体などによる、削
減に向けた協定締結
･お店での啓発（マイバッグキ
ャンペーンなど）
･レジ袋を断った人に特典
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市川市 ３Ｒ 取り組みマップ その２

要チェック!!
市内全域
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式テレビ」
「プラズマ式テレビ」
「衣類乾燥機」の 3 品目が新たに

循環型社会推進担当 ３２０－３９７１

4 ３Ｒに取り組むお店紹介！第 2 弾 ～ライフ市川国分店～

平成 21 年 4 月 家電リサイクル法対象品目が追加に！
4 月以降リサイクル料金などがかかります！

平成 21 年 4 月から、家電リサイクル法が一部改正され、
「液晶

◆お問い合わせ

ライフ市川国分店では、ペットボトルの回収や、生ご
3

追加の 3 品目

み堆肥化などの３Ｒの取り組みのうち、レジ袋の削減に

2

力を入れています。昨年 12 月には、マイバッグ持参率

対象品目として追加されます。4 月以降は市による収集・受入な

36.5％を記録！「地域のお客様と一緒に取り組めるよ

ど、ごみとして処分することができませんので、処分する際は買

う、ご持参率ポスターは、お店の入口にも貼ってありま

い替えをする販売店や収集運搬業者に引き取りを依頼してくだ

す！今後は、ライフ全店舗ナンバー1 を目指して頑張る

衣類乾燥機

さい(リサイクル料金や収集運搬料金がかかります) 。

ので、ぜひ皆さんもご協力ください！」と、店長の市地

そして気になる、引き取り後の行き先は・・・販売店などが引

さん。３Ｒに取り組むお店が増えるかどうかは、みなさ

4

き取った後は、 1 にあるリサイクル施設に集められ、手作業で

んの協力次第！？是非応援しましょう♪

分解・選別後、金属・ガラス・プラスチックなどを回収し、新し
い部品や材料作りに再利用します！貴重な資源を有効活用する
この制度、みなさんもご協力ください！

持参率ポスター

3

液晶テレビ
プラズマ式テレビ

市内全域

3

3

2

※３Ｒに取り組むお店募集中！

プラスチック製容器包装類のランク付けとは！？

みなさんが出したプラスチック製容器包装類は、毎年（財）容器包装リサイ

2 市民、事業者が考える市川のごみ･３Ｒの今後とは！？

クル協会によってランク付けされているのですが、実は市川市の評価が少し落

～廃棄物減量等推進審議会・じゅんかんプロジェクト７～

ちています(汚れなど)。このまま落ち続けると、リサイクルできなくなるか
も・・・良質なプラスチック製容器包装類を出すために、次の 3 つのポイント

市民・事業者・学識経験者等が参加した廃棄物減量等推進審議会、じゅんかんプ
ロジェクトでは、平成 19 年度より市川市のごみ・３Ｒの長期計画について話し合い、

に気をつけましょう！

3

★プラスチック製容器包装類の出し方 3 つの要チェックポイント★

プロジェクトの報告が 11 月に、審議会の答申が 12 月に 2 にある市役所本庁舎に
おいて、市長に提出されました！詳しくは市のホームページをご覧ください。
3

5

環境・ごみ問題は、範囲が広く難しいことだと考

3

えがちだけれど、実はごみの分別やレジ袋を断るこ

1

となど、身近に取り組めることが沢山あります！

① プラマーク
を目印に、分別する！
② ペットボトルは、キャップとラベルをはずし、中をシャカシャカッと軽く
すすいで、つぶして出す！（全てプラ用指定袋に入れてＯＫ！）
③ 汚れたトレイなどで、汚れが落ちないものは、燃やすごみへ！
野菜の皮を使って汚れを落とすのも、1 つのアイデアですね♪

皆さんも、
「自分 1 人が頑張っても無駄だ・・・」
プロジェクトメンバーの
山口さん
（2007 年度千葉商科大学
環境 ISO 学生会議代表）

3

と思わないで、是非興味を持って、近所の方と一緒

★再資源化（リサイクル）の流れ★

に取り組んでください！

収集

3 いつもありがとうございます！～清掃行政協力者表彰～
みなさんが住んでいるこの市川。実は市内各地で色々な方が 3 の場所で地域清
掃などの活動をしてくださっています。その方々を表彰し、感謝の意を表する第 29
回清掃行政協力者表彰式が平成 20 年 12 月 11 日に市川市議場で行われ、今回も個人
1 名、大洲中学校など団体 7 組の皆さんを表彰させ

市内全域

募集しています。平日休日を問わず、10 分程度の気軽なものから、

ごみ集積所

1 時間程度のものまで！もちろん少人数でも伺います。

に出された

ていただきました。「地域清掃は、気が付いた時に

プラスチッ
ク製容器包
装類を収集

そして継続して取り組むことが大切。ぜひ若い世代

★出前説明会のメニュー★

にも受け継いで欲しいですね。
」と、約 4 年間地域

◎市川市のごみの現状と分け方・出し方 ◎プラスチック製容

清掃に取り組んでいる冨山さん(写真)。

器包装類の出し方・分け方 ◎施設見学などなど・・・

再資源化（リサイクル）
リサイクル工場で新しい製
品に生まれ変わります。

ペットボトル

プラスチック製品・繊維

その他のプラスチ
ック製容器包装類

プラスチック製品・
鉄鉱石の還元剤・
コークス炉ガス（発電）

します。

できる限りご要望にお応えしますので、まずはご一報を！

地域のために、日々少しずつ・・みんなでこの
輪を広げていきたいですね。

で、選別・圧縮をします。

市では、ごみの分別・３Ｒに関する地域への出前説明会を随時

勉強してみませんか？

中間処理
5 にある中間処理施設

日頃のギモンを一気に解決！出前説明会

学校の集まりや、ご近所の皆さんと一緒にごみの分別の基本を

1 月 27 日のリサイクル施設見学
ツアーで行ってきました！

表彰式の様子

♪ごみを減らし、エコな生活をするためのキーワード：３Ｒ♪３つのＲとは、Ｒｅｄｕｃｅ（ごみになるものを減らす）、Ｒｅｕｓｅ（ものをくり返し使う）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（再び資源として使う）のこと。みなさんも心がけましょう！
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◆◇◆市からのお知らせとお願い◆◇◆
◆衣類の資源化にご協力ください◆

◆家電リサイクル指定引取場所変更について◆
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今まではメーカーによって指定引取場所が異なって

家庭から出される布類の約 9 割が燃やすごみとして

いましたが、平成 21 年 10 月 1 日より各指定引取場所

出されています。10 月は衣替えの季節です。そのまま

で全メーカーの対象品目(※)が引き取り可能となりま

利用可能な衣類、または素材が主に木綿である布につ

す。詳しくは、市のホームページなどをご覧下さい。

いては、再利用（リユース）、再資源化（リサイクル）しま

※家電リサイクル対象品目は、エアコン、

すので「布類」として出してくださ

テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ

い。有効な資源として利用する

市川市では平成１４年３月に「いちかわじゅんか

平成３０年度目標 一人一日あたり排出量８３０ｇ以下にするため

式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥

ために、皆さんのご協力をお願

んプラン２１」を策定し、持続可能な循環型社会『資

～市民一人ひとりの努力目標～

機です。

いします。

源循環型都市いちかわ』を目指して家庭ごみの１２

◆電動式生ごみ処理機購入補助金制度◆

◆紙を燃やすごみとして出していませんか？◆
市では、紙類の分別を行っています。分別の基本

ごみ」を減らし、生ごみのリサイクル推進・最終処分量

は、新聞・雑誌・ダンボール・紙パックです。市が収集し

削減のため、電動式生ごみ処理機を購入する方に購入

た燃やすごみの中には、約 35％の「紙類」が混入してい

費の補助を行っています。補助金額については、購入

ます。貴重な資源である「紙類」の分別にご協力くださ

電動式生ごみ処 理機

市川市では、燃やすごみの 30％～40％を占める「生

価格（消費税を除く）の 3 分の 1 で、２

い。

万円が上限となります。詳しくは循環

「ごみ」として出してしまっている割合
雑誌

新聞

ダンボール

した。一方で、地球環境問題、社会情勢・ライフスタ

を行うことによって

イルの変化など、廃棄物処理を取り巻く環境は日々

燃やすごみを一人一日

変化しています。このような状況に対応するため計

150ｇ削減

画を見直し、平成２１年１０月に新たな計画を策定し

新しい４つの数値目標を設定

(ｇ)
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６０％

５２％

４２％

９０％

◆廃棄物減量等推進審議会◆

◆消火器の処分について◆

②資源化率

①一人一日あたり排出量

い。※コンポスト容器の補助金もあり
ます。

前計画を策定してから６年経過
しましたが、全ての項目において
目標を達成していません。

８３０ｇ以下に削減

３５％以上

(％)

946ｇ

35％

40
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19.9％

30
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0

市川市では、廃棄物の減量や資源化に関する事項

その中でも、①一人一日あたり排出量③焼却

について審議する組織として、市川市廃棄物等推進審

処理量については、約 7 割達成することがで

③焼却処理量

④最終処分量

20％以上削減

40％以上削減

昨今の消火器爆発事故の報道にもありましたが、ご

H19

（年度）
H30

Ｈ19

は、一般ごみとして処分することはできません。市内に

議会を設置しています。10 月に開催される審議会につ

きました。一方、②資源化率④最終処分量に

あるホームセンター等の廃棄消火器取扱い店や、消

いては以下のとおりです。

ついてはそれぞれ 37％・22.8％と低い水準に

(ｔ)
150,000

防用設備等取扱店などに直接お問合せください。

日時：平成 21 年 10 月 27 日（火）10 時から

とどまっています。

130,000

102,727ｔ 15000

詳しい情報については循環型社会推

場所：市民会館第 1 会議室

今回の見直しの中では平成 19 年度の数値を

110,000

10000

議題：いちかわじゅんかんプラン 21 の改定及び、在宅

基に、平成 30 年度を目標年次と定め右図の

90,000

5000

進担当までお問合せください。また、

しましょう。

ました。

紙パック

型社会推 進担当まで お問 合せ下さ

家庭で不要となった老朽化消火器の処理について

ごみの減量 ＋ ごみの分別

分別収集の導入など、様々な取組みを進めてきま

市のホームページ内でもご案内して
いますのでご覧下さい。

医療廃棄物の適正処理ルートの確立について

数値目標を設定しました。

128,409ｔ

(ｔ)

20000

70,000

Ｈ30（年度）

18,511ｔ
11,106ｔ

0

Ｈ19

Ｈ30（年度）

Ｈ19

Ｈ30（年度）

※傍聴可、先着 5 名

皆さんがすぐに実践できること・取組んでほしいこと

◆◆◆編集後記◆◆◆

先日、国連の会議で、鳩山総理が日本の地球温暖化ガスの削減目標 25％を明言し、世界から大きな評価を受け
ましたが、現状増加している中でどのように目標を達成するのか、特に、プラスチックごみは燃やすと大量の温暖化
ガスが発生しますので、資源化がますます重要となります。
このような中、本市では、資源として回収しているプラ容器の中に、ライターや剃刀(ｶﾐｿﾘ)が混入しているという検

１２

・買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋は断る！！
・資源物とごみの分別をきちんと守る！！
・食材を使いきり・食べきるようにし、食材の廃棄を減らす！！

査結果が報告されました。これらの異物の混入は、集めたプラ容器全体が引き取り拒否の対象とされ、リサイクル
できなくなりますので、絶対に避けたいものです。ご協力お願いします。

（ｋ）

・使い捨て商品の購入を控え、何度も繰り返し使える商品を購入する！！
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プラ製容器はどう処理されているんだろう？
市川市では、プラスチック製容器包装類の分別収集を行っていますが、正しく分
別されないまま集積所に出されている事例が増加しています。質の高い資源として
リサイクルするため、正しい分別にご協力ください。今回は、プラスチック製容器包
装類の中間処理施設についてレポートします。

夏休み！親子で体験リサイクルツアーを開催しました！！！
７月３１日・８月１８日に「夏休み！親子で体験リサイクルツアー」を開催しました。今年で２回目となるこの企画には、定
員を超える多数の応募がありました。今回は、「紙」についてテーマを絞り、京葉ガスでの紙すき体験・リサイクルプラザで
のティッシュケース作りなどを通して、紙の再利用を親子で体験することによって、紙の分別や再資源化に対する意識の向
上を図りました。

★ツアー内容★

①クリーンセンター

③リサイクルプラザ

②京葉ガス

①クリーンセンター
焼却施設の見学
②京葉ガス
プラスチック製容器包装類は、集積所

指定袋を破いた後は、手選別に

ペットボトルのキャップは手作業で

からパッカー車によって中間処理施設

よって「ペットボトル」と「その他

はずします。キャップについては、ス

に集められます。

容器包装類」とに分別します。

ーパーなどに専用回収ボックスなど
があります。ご利用ください。

湿式シュレッダーの
見学・紙すき体験
③リサイクルプラザ
小物作り

みんなで集合写真！！

京葉ガスで紙すき体験！

紙パックを使った小物作り。ティ

普段見ることのない部分を

ハガキ作りにみんな集中してい

ッシュケースを作りました。疲れ

たくさん見学しました！

ます。

も見せずみんな頑張りました。

体験コーナーでは、実際にご

湿 式 シ ュ レッ ダ ー を 実 際 に体

みになったつもりで見学しまし

験！！初めて見る機械にみん

た。

な興味津々です。

◆◆こんなものが混ざっています！！◆◆

プラスチック製容器包装類として収集された資源物の中に、鍋やハン
ガー(金属製)、注射器（上写真左）、剃刀の替刃（上写真右）などの異
物が混ざっていました。このような異物が混ざっていると、資源物とし
てリサイクルすることができなくなる恐れがあります。

ペットボトルとその他プラスチック製

みんな熱心に家具の再生につ
いての説明を聞いています。

9 時 20 分本庁舎前を出発！！

容器包装類に分別し、ベールごとに

みんな、夏休みのいい思い出になったかな？

まとめられ、再商品化事業者に運ば

市では今後もこのようなイベントを企画してい

れます。(左：その他プラ、右：ペットボトル)

きます。どうぞご参加ください。

プラスチック製容器包装類の分別のおさらい！！

ここで、

主に「商品」や「食料品」を包んであった「包装」、

プラスチック製容器包装類とは・・・ 食べ終って不要になった「容器」などのことです。

じゅんかんプロジェクト 8 が始まりました！！
平成 21 年 9 月 10 日、市民会館にて「じゅんかんプロジェクト８（循環型社
会推進懇談会）」が開催されました。平成 13 年度から始まったじゅんかんプ
ロジェクトも今回で 8 回目を迎えました。今回のテーマは、『ごみから地球を

プラスチックを資源として出すときには以下の２点を確認してください。
①プラマークがついているか
②汚れていないか
プラマークがついていない、汚れているプラについては資源としてリサイクルでき
ないので燃やすごみとして出してください。

ポイントはこのマーク！！

救う。人から人へつないで行こう、まだまだ使えるリユースの輪』で、主に「リ
ユース（再使用）」の促進について議論を進めていきます。今回も、大学生や
会社員・主婦など幅広い世代のメンバーで構成されています。第３回目は、
11 月 2 日（月）を予定しています。

じゅんかんプロジェクト８のメンバーです。

懇談会を傍聴してみたい方は、循環型社会推進担当までご連絡ください。また、ご意見についても募集していますの
でご応募ください。

平成２２年（２０１０年）３月３日 Ｎｏ．１３ じゅんかんニュース

じゅんかん
ニュース

～街の美化にご協力いただき、ありがとうございました～
平成 22 年 1 月 28 日（木）に市川市役所議場において、「第 30 回清掃行政協力者表彰式」を行いました。こ
の取組みは、日頃から市内において、資源化活動又は環境美化活動を積極的に取組んでいる、個人や団体を表
彰するものです。今回は、個人 5 名・団体 5 団体のみなさんを表彰させていただきました。受賞者は、以下の
みなさんです。おめでとうございました。

＜第１３号＞
発行日：平成２２年３月３日
発 行：市川市環境清掃部
循環型社会推進担当
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【個人の部】
大河原 聖羅さん・石川
小野

修子さん・京本 恭尚さん

恒さん・伊勢田

「在宅医療廃棄物」の排出ルールが決まりました！！

雅子さん

在宅医療の普及に伴い、注射器、点滴バッグ等の廃棄物が一般家庭からも排

【団体の部】

出されるようになりました。これらの「在宅医療廃棄物」を誤った方法で廃棄

ＡＳＡ市川さん・キンググループさん・八幡南口町会婦人部さん

すると、針刺し等による感染の危険性があります。

・稲越自治会さん・スワダ・クリーンサークルさん

そこで市川市医師会、市川市歯科医師会、市川市薬剤師会、市川市の４者が

じゅんかんパートナーを紹介します！！

協定を締結し、協定に基づく排出ルールを作成しました。実施時期は平成２２
年４月１日からとなります。市民の皆さんも適正処理にご協力ください。

今回は、南行徳地区の大美賀さんにインタビューをしました。
Ｑ，普段の活動について教えてください。
Ａ，年に 2 回、8 つの自治会、12 名のパートナーで地域清掃を行っています。
Ｑ，活動を行う上で気をつけていることは？
Ａ，地域のごみ拾いなど、小さなことをコツコツと地道に努力しています。また、
自治会に対してじゅんかんパートナーの活動を伝えるようにしています。

受け取った医療機関・薬局へ返すもの

家庭ごみとして市の収集に出せるもの

（鋭利なもの・不要となった医薬品類）

（市の指定ごみ袋に入れて出す）

●注射針・注射器・注射筒

燃やすごみ

南行徳地区 大美賀さん
Ｑ，じゅんかんパートナーとして市民の皆さんに一言お願いします。

※いったん紙袋・ビニール袋に入れてから、
指定ごみ袋に入れて出してください。

Ａ，「資源を大切に」。ごみの中にも資源としてリサイクルできるものがまだま

●針のついていないチューブ・カテーテル類

だあるので、資源物とごみの 12 分別を皆さんも意識して取組みましょう。

●針がついたままのチューブ類

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）についても普段生活の中で考え

●使用後不要となった医薬品類

てみてください。

協定式の様子

●腹膜透析（ＣＡＰＤ）バッグ・点滴バッグ

活動の風景

・ボトル類（プラスチック製）
じゅんかんパートナー近況報告！～地区連絡会を開催しました～
平成 22 年 1 月 27 日から市内 14 地区のじゅんかんパートナー連絡会を開催
しました。連絡会では、各パートナーが普段の活動報告を行い、周りのパート
ナーと貴重な情報交換の場となりました。この情報を今後の活動に活かし、地

中が見える容器に入れ、

域の皆さんと一緒にごみ問題に取組んでいきます。

受け取った医療機関又は
地区連絡会の様子

◆◆◆編集後記◆◆◆

●ストーマ袋・導尿バッグ
●紙おむつ・ガーゼ・脱脂綿等

薬局へ返してください。
〇中身が飛び出さないよう、耐貫通性のあ

ごみの処理は、廃棄物処理法によって市町村の責任で取り組まれていますので、それぞれのまちによって

るフタ付きの容器を使用してください。

ごみの分け方・出し方が違います。市川市では資源はごみとは違うルートで処理するため、12 分別収集をし

〇中身は医療機関・薬局で別容器にあけ、

ていますが、分別が多すぎるという苦情もあります。そこで、県内各市町村の状況を調べてみると、最も多

燃やさないごみ
●薬の容器（ビン・缶類）
●ガラス製点滴ボトル類

容器は持ち帰ってください。

いのは我孫子市で 20 分別です。その他、千葉市では 19 分別、お隣の浦安市も 16 分別という状況です。県全
体でも 36 市の平均で 13.1 分別、20 町村の平均で 13.25 分別と、市川市の 12 分別は県の平均（56 市町村で
13.2 分別）を下回るという決して多くない状況です。さらに、19 分別の千葉市では、横浜市に続いて、ごみ

「在宅医療」に関するご相談はかかりつけの医療機関へ！

の分別違反に罰金を科す制度を設けるそうです。
これからのごみ処理は、出す側にもしっかりした取組みが求められるという流れが加速していきそうです。
（Ｋ）

「在宅医療廃棄物」の処理に関しては下記までお問合せください。
市川市

環境清掃部

循環型社会推進担当 電話０４７‐３２０－３９７１
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プラスチック製容器包装類
の分別にご協力ください。
資源として収集されたプラスチック製容器包装類は、市内にある中間処理施設で選別・圧縮梱包等の処理を

ごみの収集車の火災事故

ごみの出し方
レッスン６

が多発しています。

した後に、(財)日本容器包装リサイクル協会に引渡し再商品化しています。中間処理の段階で、再資源化に適
した状態になっているか検査を実施したところ、汚れが残ったプラスチック製容器包装類の混入が多かったこ
となどから、最低ランクの「Ｄランク」という評価を受けました。その後行われた再調査では改善の成果がみ
られ「Ａランク」評価をいただきましたが、
「Ｄランク」のままの状況が改善されなかった場合、最悪引取停止
となり、再資源化へのルートが閉ざされてしまう可能性がありました。分別基準ランクを上げるためには、市
民の皆さんの協力が不可欠となります。次のことに注意して分別に取組んでいただけるようお願いします。

カセット式ボンベ／スプレー缶

毎年ごみ収集車の火災事故が発生しています。その原因は主に
中身がのこったまま集積所に出された「スプレー缶」です。中身
が入ったままのスプレー缶を集積所に出してしまうと、ごみ収集
車内でガス漏れをおこし事故につながります。
右の写真は燃えたスプレー缶の写真です。中身の残っているス

チェックポイント

プレー缶は写真のとおり真っ黒に燃えてしまっています。幸いけ

「燃やすごみ」

が人などは出ませんでしたが、住宅街の真ん中で火災が起きたら
燃えたスプレー缶

大変です。正しい分別にご協力ください。
として出してください。

汚れているもの プラスチック製品そのもの

チェックポイント

生ごみの減量に努めましょう！！
皆さんは、燃やすごみの中で「生ごみ」が占める割合をご存知でし
ょうか？右のグラフのとおり、燃やすごみの中の約３７％が「厨芥類」

その他可燃物 不燃物
1.1%
3.5%
繊維類
5.6%
草・木・竹
6.2%

①必ず中身を使い切る。
②中身が残っていないのを確認し、屋外の火の気のない場所で穴を開ける。

厨芥類
37.7%

プラスチック
類（ペットボ
トルを含む）
10.4%

③「燃やさないごみ」の袋に入れて朝 8 時までにごみの集積所に出す。
以上３点を守ってください。皆さんのご協力をお願いします。

(生ごみ)です。燃やすごみの量を減らすためには、
「生ごみ」の減量が
とても重要となってきます。
「生ごみ」を減らす方法をいくつかご紹介

「燃やすごみ」の内訳

します。

「生ごみ」を減量するためには？
・水切りの徹底。

紙類
35.5%

エコクッキング

無駄なものは
買わない

生ごみ処理機を活用してみませんか？
市川市では、電気式生ごみ処理機購入費補助金制

市川市リサイクルプラザを活用してみませんか？
市川市リサイクルプラザを皆さんはご存知ですか？

度を設けています。実際にこの制度を利用した市民

リサイクルプラザでは、家具が不用になった世帯から家具を無料で引き取り

の方にアンケートを実施したところ、約９割の方が

（※）、引き取った家具を簡単な修繕を施した後に、販売するという取り組みを行

「よかった」と回答しています。実際に使用した感

っています。３月は引越しのシーズンです。

想としては、
「燃やすごみの量(回数)が減った」とい

不用になった家具がある方、又は新たに家具

う意見をいただいています。皆さんもごみ減量のた

の購入を考えている方、是非一度「市川市

めに「生ごみ処理機」の活用を考えてみてはいかが

リサイクルプラザ」まで足を運んでみてはい

でしょうか。

かがでしょうか？

私たちは、お買上いただいたお

新品同様の家具がズラリ！ ※下見の段階で、引取が可能か判断します。

家庭用生ごみ処理機購入費の一部を補助しています。
◆対象機器

家庭用として市販されている電動式のもの

◆対象者

市内在住で、生ごみ処理機を購入（購入から１年以内）し、住所地に設置していること。

◆補助金

生ごみ処理機本体の購入価格（消費税を除いた額）の３分の１で、上限２万円。

◆申請方法

「領収書のコピー(世帯主の氏名)」・「メーカー保証書のコピー」
・
「印鑑（シャチハタは無効）」を持参の上、
「循環型社会推進担当（南八幡分庁舎Ａ棟 1 階）」・
「総合市民相談課（本庁舎 1 階）」「行徳支所 総務課（２階）」にて申請して下さい。

◆その他

予算の関係で補助の申請を打ち切る場合がございます。

職員からひとこと！！

◆住所：鬼越 2-18-17
ＪＲ総武線高架下
◆電話：335-9951
◆FAX ：335-4429
◆開館時間：午前９時～午後５時
◆休館日：年末年始・月曜日
祝日の振替休館は
火曜日

客様が喜んでくれるよう、心を込
めて家具の清掃をしています。冬
の寒い日に冷水で清掃を行うのは
大変ですが、お客様の笑顔を見る
と、そんな気持ちも吹き飛びます。
お近くにお立ち寄りの際は、ぜひ、
ご来店ください。
職員一同お待ちしています。

平成 22 年(2010 年)11 月 17 日
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消火器の処分方法のお知らせ
使わなくなった消火器は(社)日本消火器工業会が地域の販売代理店等と協力してリサイクルを
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行っています。使わなくなった消火器は次のいずれかの方法で処分してください。

処分方法① お近くの消火器販売店(特定窓口)に引取りを依頼する
平成20年度「燃やすごみ」内訳
平成２１年度「燃やすごみ」内訳

・特定窓口とは、消火器の販売代理店のうち、(社)日本消火器工業会が廃消火器の収集運搬・保管を委託し

た事業者で、排出者から廃消火器を引き取ることができる窓口です。
・リサイクルシール代と運搬・保管費用(特定窓口によって異なります)を負担することになります。

市川市内の特定窓口
会社名

電話

る「雑がみ」が多く含まれています。雑がみは燃やしてしまうにはもったい
ない資源です。市民の皆さんも身の回りにある雑がみを資源として再利
用するために、分別にご協力ください。

そもそも

住所

有限会社フクダ防災サービス

047-376-1011

市川市高谷 1-4-9

有限会社開成防災

047-323-0002

市川市市川南 1-9-17

有限会社岩下防災設備

047-357-8519

市川市福栄 2-3-2

株式会社マルキ防災設備

047-396-5005

市川市南行徳 3-10-15

雑がみって
何ですか？

厨芥類
紙類
紙類
33.9%
(34.2%)
( 34.
2%)

雑がみとは、投込みチラシ、パンフレット、コピー紙、
包装紙、紙袋、紙箱などのリサイクルできる紙類のこと

(平成 22 年 11 月 2 日現在)

処分方法②

燃やすごみの約 35％を占める紙類。その中には資源として再利用でき

不燃分
不燃分不燃物
その他
(1.
0%) 1.0%
(1.0%)
15.0%
その他
その他
可燃物
可燃物
(15.0%)
(15.0%)
プラスチック
紙類
ﾌﾟﾗﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
ｽﾁｯ
厨芥類
厨芥類
類
ｸ
(39.6%)
39.
6%)
11.5% (11.5%) 可燃分 比 率(38.6%
(11.5%)
99.0%

です。下のイラストが主な雑がみの対象品目です。

リサイクルできない紙

雑がみ(例)

「ゆうパック」による回収依頼をする

・ゆうパックによる回収を依頼する場合は、コールセンターへお問合せください。
●紙箱

・申込受付後、専用の伝票と消火器発送用の専用箱が届きますので、その際に代金引換で費用(運送費、リ

(菓子類・食品ラップ

サイクルシール代を含み 2,310 円)をお支払ください。

ティッシュペーパー・薬など)

ゆうパック専用コールセンター フリーダイヤル 0120-822-306

燃やすごみとして出してください。
(例)
●アイロンプリント紙(捺染紙)
●粘着テープの付いた封筒、圧着ハガキ
●防水加工された紙(紙コップ等)

〔受付時間〕：10：00～12：00 13：00～17：00(土・日・祝日を除く)

●カーボン紙
●感熱紙(レシートなど)
●臭いの付いた箱(石鹸の箱など)

消火器リサイクルシステムに関するお問合せは
●カレンダー、ポスター、ハガキ

(社)日本消火器工業会(消火器リサイクル推進センター)
ＴＥＬ

０３－５８２９－６７７３

ホームページ

http://ferpc.jp/

※市では、不要となった消火器は収集していません。
※買い替えで新しい消火器を購入する場合、古くなった消火器の引き取り(下取り)
については、購入店に直接お問合せください。

●教科書、ノート、プリント、

封筒、メモ用紙、パンフレット

折り紙、画用紙

◆◆雑がみの出し方◆◆
①箱はつぶして、
大きいものは
小さくする。

②雑誌の間に

つぶす！！

挟んで、
ひもでしばる。
雑誌にはさむ！！

プラスチック製のバケツや洗面器はプラの日に出せばいい
のかしら？それとも燃やすごみの日に出せばいいの？

みなさんもプラの分別で悩んだことはありませんか？
今号では、プラの分別について「フローチャート」で分かりやすく説明します。
毎日の分別にぜひ活用して、プラの再資源化にご協力ください。

Ｑ１．プラスチック製の「容器」・「包装」ですか？
ＹＥＳ ●プラスチック製容器包装類に該当するもの
●商品を入れていたもの・包んでいたもの
プラスチック製容器包装の「容器」・「包装」の定義は、商品の容器・包装であって、商品が消費されたり、
または商品と分離された場合に不要となるものです。

Ｑ２．汚れていないものですか？
ＹＥＳ

ポイント②

プラスチック製

中身を使い切って、汚れは

ポイント①

識別マークの

容器包装類

水で軽くすすぐ！！

ポイントのまとめ！

プラスチック製容器包装類の分別フローチャート

ついているもの

１．識別マークのついているものを出す。
２、中身を使い切って、汚れは水で軽くすすぐ
３．汚れが取れないものは燃やすごみで出す

プラスチック製容器包装類は、中身を使い切って、汚れを落とし
てから、出してください。

を出す！！

ペットボトルの出し方 3 ステップ
ステップ１．キャップとラベルをはずす
ステップ２．中を水で軽くすすぐ
ステップ３．つぶして、指定袋に入れる
ペットボトル

トレイ類

キャップ類

ボトル類

カップ類

プラスチック製容器包装のその後
ごみ集積所から収集したプラスチック製容器包装類は、市内の民
間処理施設に搬入され、ペットボトルとその他のプラスチック製容
器包装とに分別し、異物や汚れのひどいものを選別した上で、圧
縮・梱包します。その後、(財)容器包装リサイクル協会に引渡し
再商品化事業者の手によってリサイクルされます。

卵パック・カップめんなどの容器
インスタントコーヒー
生鮮食料品・惣菜などのトレイ シャンプー・洗剤など
ペットボトルなどプラ製キャップ

(リサイクル品一例)
パレット

緩衝材類

チューブ類
マヨネーズ・歯磨き粉
わさびのチューブなど

ネット類

野菜や果物が入っていた
家電製品などに
ネット
入っている発泡スチロール

ポリ袋・ラップ類
レジ袋・お菓子の袋など

ＮＯ

ポイント③

燃やすごみ

汚れが取れないものは
ＮＯ

●プラスチック製容器包装に該当しないもの

●プラスチック製の商品そのもの
イラストにもあるような、プラスチック製のバケツや洗面器、おもちゃなどはプラスチック製容
器包装には該当しませんので、燃やすごみとして出してください。

燃やすごみで出す！！
汚れのあるものを出すと、リサイクル工程で支障
が生じます。燃やすごみとして出してください

市川市クリーンセンター

収集した燃やすごみは、クリーンセンターに運ばれて焼却処理し
ます。このとき発生する熱を使い発電し、発電した電気は、クリーン
センターやクリーンスパ市川(※余熱利用施設)で使用され、余剰
電力は電力会社に売電しています。
※クリーンスパ市川は、天然温泉・プール２５ｍ・スポーツ
ジムなどを完備した余熱利用施設です。

プラスチックでできていても、識別マークのついていないもの
をプラスチック製容器包装類の日に出すのは間違いなんだ
ね。みんなも気をつけてね。

ツ

「大型ごみ」扱いのもの
大型ごみの目安は、灯油を入れるポリタンク(18Ｌ用)
以上の大きさのもの
大型ごみの大きさの目安
バケツ・洗面器

ＣＤ（ケースを含む）

植木鉢(プラ製)

おもちゃ

はポリタンク(18Ｌ)だよ

大型ごみ(電話申込制)
大型ごみ専用電話 047-378-5310
（おかけ間違いのないようにご注意ください）

受付時間 月～金曜日：午前 9 時～午後 5 時
土曜日：午前 9 時～正午
休業日 日曜日・祝日・年末年始

じゅんかん
ニュース

問題６の答え→(ア)テレビ(イ)冷蔵庫・冷凍庫
家電リサイクル法対象機器

家電リサイクル対象機器は、市では
受入を行いませんので、下記のいず

テレビ(ブラウン管式･
プラズマ式･液晶式)

エアコン

冷蔵庫･冷凍庫

洗濯機･衣類乾燥機

れかの方法で処分してください。

処分方法①

以前購入した販売店、または買い替えをする販売店に引取りを依頼する。

処分方法②

指定引取場所へ持ち込む

発行日：平成 23 年 3 月 2 日
発行：市川市環境清掃部
循環型社会推進担当
電話：047-320-3971

（事前に郵便局でリサイクル料金を振り込む必要があります）

指定引取場所

営業日・受付時間

丸全京葉物流㈱ 船橋物流センター

月～土曜日:午前 9 時～正午／午後 1 時～午後 4 時 30 分

所在地：船橋市潮見町４３楠原輸送倉庫

℡ 047-431-4880

日頃ごみを分別していて、《資源物》として出す

月～土曜日:午前 9 時～正午／午後 1 時～午後 4 時 30 分

のか、それとも《ごみ》として出すのか判断に
迷うものってありますよね？

㈱ＭＤロジス東日本サービス市川営業所
所在地：市川市塩浜２－３１

℡ 047-395-2549

米山倉庫１９号倉庫

処分方法③

〈第 15 号〉

受付時間

多いものから、分別の判断に迷う
ごみの分け方・出し方をまとめました。
クイズにチャレンジして分別方法を
確認してみましょう。

家電受付センターに収集を依頼する

家電受付センター

今回は、問い合わせや疑問の声が

問 題

月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分

℡ 047-320-5533

土 曜 日 午前 8 時 30 分～午後 3 時
休 業 日 日曜日・祝日・年末年始

※ 処分する場合は、メーカーや販売店等が定めるリサイクル料金と収集運搬料金（②の場合は
リサイクル料金のみ）が必要です。
リサイクル料金の詳細は販売店や家電リサイクル券センターで確認して下さい。

家電リサイクル券システムに関する問合せ先
午前 9 時～午後 5 時(休み：日曜日・祝日)
家電リサイクル券センター
℡ 0120-319-640

①

「カン」として出すもの

②

は、どれでしょう？

(ア)中身を残したまま出す

(イ)スプレー缶

(イ)プラスチック製の洗面器

(イ)ペットボトルはキャップ
を外さないで出す

(ウ)プラスチック製の
卵パック

(ウ)汚れの落ちないものは
「燃やすごみ」として出す

④

「ビン」として出すもの

⑤

「雑誌」と一緒に出せる

⑥

家電リサイクル法の対象

は、どれでしょう？

ものは、どれでしょう？

(ア)栄養ドリンクのビン

(ア)感熱紙（レシートなど）

(ア)テレビ

(イ)花瓶

(イ)石けんの包装紙

(イ)冷蔵庫・冷凍庫

(ウ)ガラス製のコップ

(ウ)お菓子の紙箱

(ウ)電子レンジ

先の尖ったものを出す際には、
●木串や竹串で、長さのあるものは折ってください。
●紙などで包んでから、市の指定袋に入れて出してください。
ご協力お願いします。

は、どれでしょう？

(ア)ビデオテープ

収集作業員からのお願い

④ 草木のトゲなど（薔薇、サボテン、栗のいがなど）
⑤ 家具などを壊して出されたごみ（突き出た釘、ネジ）
などの先の尖ったものです。

③「プラスチック製容器包装
類」の出し方で正しいもの

(ア)お菓子の缶

(ウ)食用油の缶

収集作業員は、日々注意をしながら収集作業を行っていますが、それでも多くの
作業員がケガを経験しています。
正しく分別されていても、作業員が度々怪我をしてしまう品目は、
① 木串、竹串
② 楊枝
③ 蟹の殻や爪、魚の骨

「プラスチック製容器包
装類」として出すものは、
どれでしょう？

答えは次のページ！

機器は、どれでしょう？

問題４の答え→（ア）栄養ドリンクのビン

問題１の答え→（ア）お菓子の缶
すすいで
から出して
ください。

資源物

資源物

すすいで
から出して
ください。

カ ン

ビ ン

主に飲み物や食べ物が入っていた金属製の缶

飲み物や食べ物が入っていたガラス製のビン

飲料の缶、お菓子の缶、缶詰の缶、海苔の缶、粉ミルクの缶、
入浴剤の缶

飲料のビン、栄養ドリンクのビン、食品のビン、酒のビン

金 属 製 の
缶

ポイント

ポイント

① キャップをはずす

①中身を出して水で中を軽くすすぐ。

② 水で中を軽くすすぐ

②缶詰のフタなども本体と素材が同じものは、カンと一緒に

③ 金属製のキャップは、はずして燃やさないごみへ

出すことができます。

ガラ
ラス
ス
ガ

燃やさないごみ

燃やさないごみ

製
品
製品
スプレー缶、オイル缶、食用油の缶、ペンキの缶、汚れの取れ
ない缶

燃やさないごみ

スプレー缶は、火災や爆発事故の恐れがあるので、

ガラス食器（コップ・皿など）、耐熱ガラス（耐熱皿・鍋など）、
板ガラス、花瓶、農薬のビン、食用油のビン

必ず使い切って屋外の火の気のないところで穴をあけ、
ガスを抜いて出してください。

同じガラス製品であっても、成分が異なるものや

※ただし、ポリタンク（18 ㍑用）以上の大きさのものは大型ごみです。

有害なものが混じっていると、リサイクルに支障
が生じます。

問題２の答え →（ウ）プラスチック製の卵パック
問題３の答え →（ウ）汚れの落ちないものは「燃やすごみ」として出す
「プラスチック製容器包
装類」の識別マーク

※ただし、ポリタンク（18 ㍑用）以上の大きさのものは大型ごみです。

資源物

プラスチック製容器包装類

問題５の答え→（ウ）お菓子の紙箱
資源物

ペットボトル、トレイ類（生鮮食料品・惣菜などのトレイ）、

新聞、

雑誌、

ダンボール、

紙パック

カップ類（プリン・卵パック・カップめんなどの容器）、
ボトル類（シャンプー・洗剤・ソース・乳酸菌飲料などのボトル）
ポイント
①識別マークを確認する

プラスチック
製品

②中身を使い切って水で軽くすすぐ

お菓子・テッシュペーパーの紙箱、包装紙、紙袋、コピー用紙、

③ペットボトルは、キャップとラベルをはずし軽くつぶす

パンフレットなどは雑誌と一緒にリサイクルできます。

→キャップとラベルも同じ袋へ
識別マークがついているものでも、汚れの落ちないもの
は、燃やすごみとして出してください。

燃やすごみ
識別マークがついていない、プラスチック製の商品そのもの

プラスチック製のおもちゃ・バケツ・植木鉢等、歯ブラシ・
洗面器・スポンジ、ゴム手袋、ビデオテープ、ＣＤ（ケース含む）
※ただし、ポリタンク（18 ㍑用）以上の大きさのものは大型ごみです。

紙

雑誌の間にはさんで、ひもでしばってください。

燃やすごみ
感熱紙（レシートなど）、臭いのついた紙（石鹸の包装紙な
ど）、圧着ハガキ、中が銀色の紙パック、
表紙が厚手の百科事典、ピザやケーキなどで汚れた紙製容器
これらの紙は、リサイクルの支障となるため、資源物の紙類に
混ぜないようにしましょう。

３Ｒ推進月間

リサイクルプラザからのお知らせ

リサイクルプラザでは、家具が不用になった世帯から家具を無料で引き取り（下見の段階で、
引取の可能か判断します）、引き取った家具を簡単な修繕を施した後に、販売するという取り
組みを行っています。

じ ゅ ん か ん
ニ ュ ー ス

＜第 16 号 ＞
発行日：平成 23 年 9 月 15 日
発 行 ：市川市環境清掃部
循環型社会推進課
（３２０）３９７１

３Ｒ推進月間である１０月は、来館された方へアンケートを実施します。ご協力いただいた
方みなさんにごみ袋やエコバックが当たる抽選も行います。
また、家具販売の割引も行います。満点のエコボカードをお持ちの場合、１点につき１枚使
用で、５００円の割引とします。
◆住所：鬼越 2-18-17
ＪＲ総武線高架下
◆電話：335-9951

３Ｒ＝Ｒｅｄｕｃｅ、R e u s e 、 R e c y c l e を
知 っ て い ま す か

◆FAX ：335-4429
◆開館時間：午前９時～午後５時
◆休館日：年末年始・月曜日

１． Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）
＝ごみになるものを減らす

生ごみを堆肥化・乾燥化させて減らしましょう！

お買い物のときには…
・ マイバックを持参して、レジ袋を断る
・ 必要なものだけを買い、無駄なものは
買わないようにする
・ 過剰包装は断る
・ 割り箸など使い捨て商品を断る

コンポスト容器や家庭用生ごみ処理機を活用しませんか。
購入費の一部を補助しています。
◆対象機器

料理や食事のときには…
・ 食べ残しをしない
・ 材料を無駄なく使う

コンポスト容器…地上据置型・密閉型
生ごみ処理機

…家庭用として市販されている電動式のもの

堆肥化型・乾燥型

◆対象者

市内在住で、購入したコンポスト容器や生ごみ処理機を、住所地に設置している方

◆補助金

コンポスト容器…容器一基につき購入価格の２分の１で、上限３千円
指定販売店で委任状を記入し、補助金額を控除した額で購入できます
生ごみ処理機

２． Ｒｅｕｓｅ（リユース）

など）を利用する
・詰め替え可能な商品を購入する

＝ものを再使用する

…本体の購入価格（消費税を除いた額）の３分の１で、上限２万円

・着なくなった衣類は、リフォームした
り、雑巾などに再使用する

申請が必要となります（購入から１年以内）
◆その他

・繰り返し使える容器（リターナルびん

・不用になった家具、家電製品、衣類な

予算の関係で補助の申請を打ち切る場合がございます。

どは不用品交換情報コーナーやフリ

生ごみ処理機につきましては、今年度で補助制度が終了となります。

ーマーケットを利用する
・市川市リサイクルプラザを利用する

クリーンセンターへのごみの持込手数料を改定します
平成２３年１０月１日からクリーンセンターへのごみの持込手数料を、１０キログラムにつき
１８９円から２１０円 （消費税相当額を含む）に改定します。
現行
１０ｋｇにつき１８９円

平成２３年１０月１日から
１０ｋｇにつき２１０円
（１０ｋｇ未満は２１０円）

※金額には消費税相当額を含みます。

３．Recycle（リサイクル）
＝もう一度、資源として利用

・ 資源とごみを正しく分別する
・ 地域の集団回収に協力する
・ 野菜くずや食べ残しのごみは、コン
ポスト容器や生ごみ処理機を利用し
堆肥にする

※補助制度あり

・ 再生材を利用した商品や、リサイク
ル製品を購入する

平成 22 年度 燃やすごみの分析結果
■ごみ質分析調査とは

■燃やすごみに含まれる資源物について
燃やすごみの中には、資源物が２０％も含まれているね。

このごみ質分析調査は、市内で収集した家庭の燃やすごみの組成を把握し、今後のごみの

これを分別すれば、資源としてリサイクルできるよ。

減量に向けて資料を得ることを目的とした調査です。

■燃やすごみの組成について
下のグラフによると、生ごみと紙類とプラスチック類で約
８割を占めているね。ごみを減らすには、この３種類のごみ
を減らすことが、重要になってくるよ。

その他可燃
物 3.3%
草・木・竹類
5.0%

不燃物 2.4%

その他の
プラスチック類 3.6%

その他
15.4%
生ごみ
（厨芥類）
37.1%

プラスチック製
プラスチック製
容器包装
9.1% 9.1%
容器包装
ペットボトル
0.6%
ペットボトル
0.6%

その他の紙類
16.6%
新聞・ﾁﾗｼ広告
3.9% 3.9%
新聞・チラシ広告

雑がみもリサイクルへ

布類 4.8%

雑誌 3.6%
3.6%
雑誌

生ごみ 37％
プラスチック類 13％

資源物が２０％も混入

雑がみ類
雑がみ類 7.6%
7.6%

生ごみ
（厨芥類）
37.1%

プラスチック
類 13.3%

ダンボール
1.8%
ダンボール
1.8%

紙パック0.7%
0.7%
紙パック

＜さらにリサイクルを進めていくために･･･＞
紙類
34.2%

資源物は燃やすごみに混ぜないでキチンと分別しましょう！
※ 軽く水ですすいでも、食べ物などの汚れがとれないプラスチック製容器包装は、
燃やすごみとして出してください。

紙類 34％
＜より一層のごみ減量のために･･･＞
生ごみの削減
・食材は計画的に購入し、使い切るようにしましょう。

｢雑がみ｣もリサイクルへ！
「雑がみ」は製紙原料としてリサイクルが可能です。
※ 雑誌の間に挟んで、ひもで縛って出してください。
※ リサイクルできない紙は燃やすごみとして出してください。

・食べ物は残さずに食べきりましょう。
・発生した生ごみは、しっかりと水を切りましょう。
・野菜や果物の皮などの調理くずは、コンポスト容器を使って堆肥化しましょう。
紙ごみの削減
・不要なチラシ、パンフレット、ダイレクトメールなどの受け取りは断りましょう。
・紙コップや紙皿などの使い捨て商品の使用は控えましょう。
・過剰な包装紙の使用は断りましょう。
プラスチックごみの削減
・マイバッグを持参し、レジ袋の受け取りを断りましょう。
・過剰な包装の商品を購入するのは控えましょう。
・中身の詰め替えできる商品を選びましょう。
・マイボトルなどの繰り返し使える容器を使って、使い捨て容器の使用を控えましょう。

リサイクルできる紙

リサイクルできない紙

○ 菓子やティッシュペーパーなどの紙箱

×防水加工された紙（紙コップ・カップ麺や

（プラスチックフィルムは取り除いて箱を
つぶす）

ヨーグルトの箱など）
×カーボン紙

○ 包装紙・紙袋

×感熱紙（レシートなど）

○ ハガキ・封筒（圧着ハガキは除く。

×インクジェット写真プリント用紙

粘着テープ・プラスチック製の封筒窓枠は ×臭いのついた紙（石鹸の箱など）
取り除く）
○ パンフレット・コピー用紙など

×食べ物の汚れがついているもの
×アルミ箔などを張り合わせた複合素材

災害時のごみやし尿の収集運搬等について協力協定を締結しました！
市は、１月２７日、市内の清掃関連４団体と災害発生時における廃棄物処理等に関
する協力協定を締結しました。
この協定は、大規模な地震や水害などの災害発生時において、大量に発生するごみ
やがれきの収集運搬、水洗トイレが使えなくなった場合に必要となる仮設トイレのし
尿の汲み取りや消毒などについて、各団体の協力を得るというものです。
■協定締結先■

◇市川市資源回収協同組合
◇市川市浄化槽清掃協力会
◇財団法人市川市清掃公社

地

域

清

掃

活

動

の

お

願

い
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現在の場所での業務は、平成２４年３月１８日（日）で終了となります。
平成２４年４月１日（日）から新しい場所で業務を開始いたします。
引取り依頼受付は、3 月 31 日（土）まで中止させて頂きますが、現在の場所に直
接持込んでいただいた場合に限り、3 月 18 日（日）までお受けいたします。
なお、引取り業務は、4 月 1 日（日）より再開いたします。

◇市川市清掃業協同組合

－

じ ゅ ん か ん
ニ ュ ー ス
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大事に使って再使用！

エコでお得なリサイクルプラザ

リサイクルプラザでは、ご家庭で不用になった家具類を無料で引き取り（品物の
状態によります。下見をして、引取が可能か判断いたします。
）、簡単な修理を施し
た後に、販売するというリユース（再使用）事業に取り組んでいます。
大事に使っていただけるように丹精込めて手入れされた家具などを見に、リサイ
クルプラザへ足を運んでみませんか？

－

１ 放置自転車は地域清掃では収集しないでください。
放置自転車には、｢放置自転車 １週間後市川市保管場所へ撤去します。○月○日｣
と張り紙をしていただき、直接、清掃事業課(直通：320-3973）へご連絡くだ
さい。
２ タイヤ、消火器、コンクリートブロック、バッテリー等は地域清掃では収集しな
いでください。
上記のものは市のクリーンセンターでは処理できない処理困難物にあたりますの
で、お手数ですが、直接、清掃事業課へご連絡ください。
３ 木の枝は適当な大きさに束ねてください。
長い木の枝は清掃車に載りませんので、木の枝は、長さ５０ｃｍ、
直径３０ｃｍの束にまとめてください。
※ 地域清掃活動では、ご家庭の大型ごみは回収できません！

◆住

所：南八幡 2―18―9
分庁舎Ａ棟１階

◆電

話：393-3215
（4 月 1 日(日)から）

◆開 館 時 間：午前９時～午後５時
◆休 館 日：年末年始・月曜日

１．不要な家具やベビー用品は、まずリサイクルプラザ
へご連絡ください。受付から引き取りまで２週間前
後かかる場合があります。家電、自転車、チャイル
ドシートなどはひきとれません。
２．職員が状態や個数などを確認します。不用品の状態

－

分 別 ガ イ ド ブ ッ ク 配 布 施 設 の ご 案 内

－

「分別ガイドブック」は、下記の施設で配布しています。
・本庁舎（玄関窓口、総合市民相談課） ・大柏出張所 ・行徳支所総務課
・南行徳市民センター ・市川駅行政サービスセンター ・各窓口連絡所
・各公民館 ・リサイクルプラザ ・循環型社会推進課
ここが目印！

最新版は「平成２３年１０月版」です。

などを確認するため、自宅まで伺います。状態によ
っては引き取れない場合もあります。
３．日程を調整して後日回収します。
４．回収した家具やベビー用品は点検・補修を行います。
職員が一つひとつ清掃し、傷を補修し、貼られたシ
ールなどを丁寧にはがしていきます。
５．リサイクルプラザで展示販売します。
６．持ち帰り、または配送業者を紹介します。

掘り出し物があるかもよ！
一度、見にきてね！！

なるほど、不用になった衣類も、ごみで捨てないで分別すれば、

春 到 来！ 新生活スタート！
ライフスタイル見直しのチャンス！！
春は新しい生活を始める切り替えの季節です。この機会に、自分とモノとの関係を
見直してみませんか。自分にとって必要なものは何か、不要なものは何か、改めて考
えてみましょう！
不要なものは買わない、もらわないようにしましょう。必要なものを残して、不要
なものを適切に処分する（別のものに再使用、譲る、売る、資源とごみを分別する）
と３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の実践にも繋がります。
まずは、衣類からはじめてみましょう！

資源になるんだね！
でもね、リサイクルには多大な費用とエネルギーが必要だから、
ごみそのものを減らすことが一番重要なんだ。
次は、燃やすごみのうち約３４％を占めると言われている紙類、
これも資源になるので、紙類の分別について見直してみよう！

紙類あるある対処法
◆紙類として分別
新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パックの品

・ ダイレクトメール

目別に束ねてひもで十文字に縛って出し

⇒不要なら送付停止連絡する

てください。

・ チラシ
衣類あるあるチェック

⇒一時保管場所を作り、月 1 回など定
◆布類として分別して出してね！

・ 衝動買いで、なんとなく似合わない

①そのまま利用可能な衣類（夏物限定）

もう一度着てみたがしっくりこない

②素材が主に木綿である衣類

手持ちの服と合せづらい
・ 型が古くなった
流行遅れに見える
３年以上着ていない

注意する

すぐに体型が戻るなら、着る

②は工業用の雑巾とし

なかなか戻らないなら、流行遅れに

て、リサイクルされる

・ 今の生活に適さない

資源

のよ。素材が木綿であ

転職などライフスタイルの変化

れば衣類以外のタオル

趣味が変わった

やシーツなどの布類も

・ 高価だったけど、もう着ない
もったいなくて捨てられないもの
・ 思い出があるが、もう着ない
眺めるだけで満足する服は少量に
・ 気に入っているが、汚れがある
汚れのついた服は清潔感に欠ける
部屋着として着られるか検討

一緒に出してＯＫよ！
※衣類のボタンやチャックなどをはずす
必要はありません。
※洗濯をしてから、透明または半透明の袋
に入れてください。
※雨の日は、出すのを控えて翌週に出して
ください。

・ 着た後の手入れが面倒
普段着なのにアイロンが必要
・ 気を使う服
リラックスできない服

・ 雑誌、新聞
⇒必要部分を切り取り、定期的に処分

◆譲る、寄付する
◆フリーマーケットやオークションに出す
◆リサイクルショップへ引き取り依頼する

資源

・ 本
⇒再度読み直すものだけ残す
・ 手紙、葉書
⇒関係を続けたい人の手紙を残す
・ 教材、ノート
⇒今の自分に必要な知識のみ残す
・ 仕事で使っている書類
⇒確実に使うもののみ残し、不確実な
ものはデータ化して残す
・ 紙袋

※折込みチラシは新聞紙といっしょに束
ねて出してください。
※本・教材・ノートなどは雑誌といっしょ
に束ねて出してください。
※いわゆる雑紙（紙箱・紙袋・手紙・葉書・
コピー用紙など）は雑誌の間に挟んで出
してください
⇒雑誌と一緒にリサイクルされます。
※雨の日は出すのを控えて翌週に出して
ください。

⇒とっておく枚数を決めて残りは処分
または、大きめの紙袋に入る量を上
限にするなど、スペースを決める

洗濯に手間がかかる

紙パック

⇒家計簿など記録をつけてから処分
領収書として保管するなら、期間に

が喜ばれるの！

・ 体型が変わってサイズが合わない

ダンボール

期的にチェック

など暑い国）で古着と
らっているので、夏物

雑誌

・ レシート

①は海外（東南アジア
して、そのまま着ても

・ 飽きてきた

新聞紙

・ 紙箱
⇒お気に入り、使い勝手を考えて残す
上限を設定

◆リサイクルできない紙の有効活用
・シュレッダーにかけた後の古紙をペットの
寝床や、袋に入れて緩衝材代わりにする。
・圧着ハガキを食器洗い時の汚れ取りとして
活用する。
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市川市リサイクルプラザは、ご家庭で不用になった再使用可能な家具類を無料で引き
取り、簡単な修理を施した後、展示し希望する方に販売するというリユース（再使用）
事業に取り組んでいます！！平成 24 年 4 月 1 日から、今までの JR 総武線高架下から
引越し、下記の新しい場所で業務を再開しました。
リサイクルプラザでは、

家具

ベビー
用品

家電や自転車、

を引取りしています。

チャイルドシ

ご利用方法

ートは引き取

1．不用な家具やベビー用品がございましたら、

れないんだ！

まずリサイクルプラザへご連絡ください。
2．職員が状態・個数等を確認いたします。
3．日程を調整後、ご自宅へ引き取りに伺います。
（破損等があるものは、引き取りできません。
）
お引取りした家具は点検・補修をし、リサイ
クルプラザにて展示販売させていただきます。
お買い上げいただいた商品は、お持ち帰りいただくか、配送業者を紹介
させていただいています。また、駐車場もございます。

リサイクルプラザからの
お知らせ
まずはお電話を！！

10 月の 3R 推進月間中のみ、満点
のエコボカード 1 枚ごとに、リサイ

●住

所

南八幡 2-18-9
分庁舎 A 棟 1 階

●開館時間

午前 9 時～午後 5 時

●休 館 日

月曜日・年末年始

10 月は 3R 推進月間です！

クル家具 1 点を 500 円値引きいたし
ます。
この機会に、リサイクルプラザに
是非お立ち寄りください！！

①

消

火

器

市では処理することができません。以下の A・B いずれかの方法で処分してください。
消火器は、(社)日本消火器工業会が地域の販売店等と協力してリサイクルを行っています。
A.下記市川市内の特定窓口に引き取り（有料）を依頼する。
特定窓口とは、 (社)日本消火器工業会が廃消火器の収集運搬・保管を委託した事業者のことです。
引き取り条件や料金などは下記の特定窓口にお問い合わせください。市内に 4 箇所あります。
B.「ゆうパック」による回収を依頼する。
専用のコールセンターにご連絡ください。申し込み受付後、専用の伝票と発送用の箱が届きます
ので、その際、代金引換で 2,310 円（運送費・リサイクルシール費込）をお支払いください。

ゆうパック専用コールセンター 0120-822-306

新しい消火器を

〔受付〕10:00～12:00

買うときに、古い

13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

消火器を引き取

市川市内の特定窓口
会社名

電話

ってくれること

住所

有限会社フクダ防災サービス

047-376-1011

市川市高谷 1-4-9

有限会社開成防災

047-323-0002

市川市市川南 1-9-17

有限会社岩下防災設備

047-357-8519

市川市福栄 2-3-2

株式会社マルキ防災設備

047-396-5005

市川市南行徳 3-10-15

②

もあるよ！！
お店に相談して
ね！！
㈱消火器リサイクル推進センター

ス プ レ ー 缶

https://www.ferpc.jp/

下記の手順を踏んで、燃やさないごみとして出してください。
火気が無く、風通しの良い場所で中のガスを使い切って
から回収に出してください。
ガスが残った状態で出すのはおやめください。爆発等の

プロパンガスボンベは小型のものであっても市
では回収いたしません。処理については※2 千葉

事故に繋がり非常に危険です。
ガスを使い切るには、「ガス抜きキャップ」をご利用く
ださい。安全にガスを抜くことが可能です。詳細は※1(社)
日本エアゾール協会のホームページをご覧ください。
ガスがすべて抜けたら、燃やさないごみの指定袋に入れ

県 LP ガス協会にご相談ください。
先日も燃やさないごみに混入したプロパンガス
ボンベが、クリーンセンター内で爆発し、甚大な
被害が発生しまし
た。くれぐれも一般

てお出しください。
また、缶が錆びている等、ガスを使い切るのが困難なも
のについては、清掃事業課（月～金 9:00～17:00/土 9：00～12：00）
まで直接お持込ください。職員が処理いたします。
※1(社)日本エアゾール協会：http://www.aiaj.or.jp/

プ ロ パ ン ガ ス に つ い て

のごみとして絶対
に出さないでくだ
さい！！

※2(社)千葉県 LP ガス協会：http://www.chibalpg.or.jp/

③

使い捨てライター

下記の手順を踏んで燃やすごみとして出してください。
火気が無く、風通しの良い場所で、ライター内のガスを出し切っ
てください。ガスを出し切るには右図のようにスイッチを点火しな
いよう押しながらテープあるいは輪ゴムで固定するのがお勧めで
す。その後、ガスが残っていないことを確認し、ライターの着火部
分を水に漬けてください。
また、ご自身での処理が困難な場合は清掃事業課（月～金 9:00～17:00/
土 9：00～12：00）まで直接お持込ください。職員が処理いたします。

清掃事業課

047-320-3973

④注射器などの在宅医療廃棄物
以下のように分別して出してください。
A.注射針・注射器・注射筒・不要となった医薬品
中の見える容器に入れて、それらを受け取った医療機関・薬局にお返しください。

針などをごみとしてそのまま出されますと非常に危険
です。医療機関・薬局にお返しください。
また針が付いたチューブについては、針の部分のみを切
り取り、針部分を医療機関にお返しください。チューブ部
分については下記 B のように処理してください。
（針部分等をペットボトルに入れてプラスチック容器
包装類として排出する例が増えています。大変危険ですの
で、ごみとして出すことはおやめいただき、医療機関に返
却してください。
）

B.針のないチューブ・カテーテル・腹膜透析(CAPD)バッグ・点滴バッ
グ・ストーマ袋・導尿バッグ・紙オムツ・ガーゼなど
あらかじめ紙袋・ビニール袋等に入れてから、燃やすごみの指定袋
に入れ、燃やすごみの収集日にお出しください。
（紙オムツ等に残って

燃やすごみ

医療機関へ

中間処理施設から発見された注射針など

C.薬ビン・ガラス製点滴ボトル
燃やさないごみの指定袋に入
れ、燃やさないごみの収集日に
お出しください。

いる汚物は、トイレに流してください。
）

ご協力お願い
します！！

Recycle

Reuse

Reduce

10 月は 3R 推進月間です！

じゅんかんパートナー制度とは？
市川市のごみ減量化に向けて、市と市民の橋渡し役、
また地域のリーダーとしての役割を担うことを目的に
平成 13 年度から開始した制度です。
今年度の 7 月に、市長から委嘱された約 220 名のじゅ
んかんパートナーが、収集ステーションの管理や、不法
投棄の監視、イベントでの普及活動など、市川市のごみ
問題の解決のため、地域で活動をしています。

黄色い

じゅんかんパートナーの証である黄色いベストと黄

ベスト

色い腕章を見かけたら、市川市のごみ問題と今日も戦

が目印

っているんだなと、力添えしていただけると幸いです。

よ！

カバンや靴などの詰め物としている紙は燃やすごみです
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転写紙の上に白紙を置くと、この
ように紋様が写ってしまいます。
このインクが紙のリサイクルを
阻害します。

カバンや靴などの詰め物としている紙は「転写紙」が
使われていることがあります。

発

行： 市川市環境清掃部
循環型社会推進課
（320）3971

転写紙とは、布などにキャラクターや絵柄、文字をアイ
ロンなどで転写する際に使われるもので、アイロンプリ
なつせんし

ント紙（捺染紙）とも呼ばれるものです。
見た目は普通の紙ですが、A4 サイズの転写紙が、たっ

再チェック！

た 1 枚でもリサイクル時に混入すると、約 100t もの紙
が使えなくなります。
「転写紙」は、雑誌の付録に
も付いていることがあるよ！
雑誌と一緒に出さないでね！

ごみの分別の中で、特に難しいのが「プラスチック製容器包装類」です。素材は同じプラスチックでも「プ

転写紙
カバンや靴などの詰め物になっている転写紙

きんきひん

その他のリサイクルできない紙類（禁忌品）
・防水加工された紙（紙コップ・紙皿など）
・感熱紙・印画紙（レシート、ファックス用紙、写真用紙など）
・カーボン紙（複写伝票など）
・粘着物のついた紙（封筒など）

・金銀などが箔押しされた紙
・感熱性発泡紙（点字用の紙など）
・圧着はがき（親展はがきなど）
・匂いのついた紙（石鹸の包み紙など）
・汚れた紙（使用済みティッシュペーパーなど）

ラスチック製容器包装類」に分別するものや、
「燃やすごみ」に分別するものがあります。
平成 14 年 10 月から始まった市川市の「ごみの 12 分別」も 10 年の節目を越えました。この機会にもう一度、
「プラスチック製容器包装類」の分別について再確認をお願いします。

プラスチック製容器包装類に

プラスチック製容器包装類に

該当するもの

該当しないもの

商品を入れていたもの
包んでいたもの

ごみの野焼きは禁止されています！！

このマークが目印！

プラスチック製の
商品そのもの

ごみの屋外焼却は、煙や匂いなどで近隣の方の迷惑になるだけではなく、焼却により有害
物質を発生させることもありますので絶対に行わないでください。

プラスチック製容器包装類

庭先の落ち葉や農家の剪定枝等の焼却は、例外的に認められていますが、他の方の迷惑と

燃やすごみ

なる場合は、市から焼却の中止をお願いしています。

ごみとして
出す前に
問い合わせを

市 川 市

リ サ イ ク ル プ ラ ザ
家庭で不用になった家具やベビー用品のうち、
まだ使えるものを無料で引き取り、展示販売しています。
ごみとして出す前に、是非お問い合わせください。
なお、品物の種類や状態により、引き取りできない場合が
あります。
開館時間:午前 9 時から午後 5 時
（月曜定休 ）
場所:南八幡 2-18-9 分庁舎 A 棟

まだ使える不用な家具・
ベビー用品があったら
まずはお電話を！

393-3215

さらに詳しく知るために
ごみと資源物の

分別ガイドブック

市川市のごみの分け方・出し方について詳しい
説明がのっているガイドブックです。「このごみ
は何ごみ？」という疑問もこの一冊で大丈夫！！
（無料）

キャップ・ラベル
をはずし、中を軽
くすすいでから、
つぶして出してく
ださい。

配布場所
・循環型社会推進課
・市川市役所 総合市民相談課
・行徳支所 総務課
・南行徳市民センター
・大柏出張所
・市川駅行政サービスセンター
・市川市リサイクルプラザ
・信篤窓口連絡所
・中山窓口連絡所
・国分窓口連絡所
市の公式 WEB でもご覧い
ただけます

お菓子の袋

ペットボトル

キャップ類

レジ袋

チューブ類

緩衝材類

ボトル類

ネット類

バケツ

おもちゃ

カップ類

汚れがひどいものは燃やすごみに出してください
さらにチェック

ハンガー

CD（ケースも）

ビデオテープ

ペットボトルの出し方

Step1
キャップをはずしてください。
圧縮時にキャッ
プが飛ぶ可能性
があります。危険
ですので、はずし
てください。

Step2
ラベルをはずしてください。
キャップとラベルは
ペットボトル本体と
は素材が違うため、リ
サイクル施設で分別
されます。

Step3
中を軽くすすいで
ください。
汚れていると
リサイクルに
支障をきたし
ます。

はずしたキャップ・ラベルもプラスチック製容器包装類の指定袋に入れてください。

Step4
つぶして、指定袋に入れてください。
ペットボトルは、指定袋
に直接入れてください。
レジ袋に入れられると、
手選別する際、作業に支
障をきたします。

市川市廃棄物減量等推進員委嘱式（7 月）

じゅんかんパートナーの活動記録
鶴指小の 4 年生に
3R の授業です！

「じゅんかんパートナー」ってご存知ですか？
今回は「市川市のごみ問題に取り組む方々」と題しまして「じゅんかんパートナー」をご紹介します。

これから 2 年間よろしくお願いします！

じゅんかんパートナー連絡会（9・10 月）

小学校への出前授業

じゅんかんパートナーって何？
じゅんかんパートナーとは、市川市のごみ問題に対する、市と市民との橋渡し役、地域のリーダーとして
の役割を担っています。市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例」に規定されており、
市職員と新井小で

正式には「廃棄物減量等推進員」といいます。2 年に一度市川市長から委嘱を受けて活動しています。

ごみ○×クイズ！

じゅんかんパートナーはいつできたの？
平成 5 年 7 月 1 日から活動が始まっています。当初は「クリーンパートナー」という呼称で、42 名からの
スタートでした。現在の「じゅんかんパートナー」という呼び名になったのは、平成 13 年 7 月 1 日です。

地区別の連絡会兼勉強会。様々な地域で
様々な議論が飛び交いました。

地域清掃

市民まつり（11 月）

現在は 222 名のパートナーが日々、市川市のごみ問題に取り組んでいます。

じゅんかんパートナーはどこで活動しているの？
市内全域を 14 のブロックに分け、その地区ごとに活動しています。各パートナーは地域の特性にあわせた
様々な活動を行っています。

なぜじゅんかんパートナーはいるの？

市川市リサイクルプラザの啓発を、市民
まつりで行いました！

じゅんかんパートナーによる地域清掃です。この他、
自治会などの集団清掃でも、じゅんかんパートナー
は率先して活動しています。

ごみの問題は、市役所の目の届かない部分があります。地域に密着したじゅんかんパートナーは「市と市
民の橋渡し役」として、心強い「パートナー」なのです。

誰がじゅんかんパートナーなの？
じゅんかんパートナーは、公募の市民を中心に、自治会推薦者等で構成されています。ごみ問題に関心の
ある方々によって組織されており、皆さん非常に熱心です。黄色いベストと腕章が目印ですよ。

じゅんかんパートナーはどのようなことをしているの？
じゅんかんパートナーの主な役割は、ごみ集積所の見回りや、出し方の間違えているごみに対する分別の
指導、不法投棄の状況を確認・報告することなどの「市と市民との橋渡し役」です。しかし、それだけで
なく、市川市が開催する研修会や連絡会に参加し勉強することや、説明会やイベントなどに参加し、ごみ
の減量や資源化の啓発を行うことも大切な役割です。また、じゅんかんパートナー自身が地域と連携して
説明会やイベントを企画・開催することもあります。皆様もご参加ご協力をお願いいたします。

平成 24 年 12 月 14 日に市川市清掃
行政協力者表彰式が行われました。
市川市清掃行政協力者表彰とは、清
掃活動による地域の環境美化に長
年貢献されている方々や、資源化活
動やごみの減量に貢献されている
方々の功績を称え、表彰させていた
だくものです。
33 回目の今回はリサイクル活動を
されている方々4 組、清掃活動をさ
れている方々6 組、合計 10 組の方々
を市川市役所本庁舎第 5 委員会室
にて表彰させていただきました。
おめでとうございます！！

表彰者の方々と市長

アンケートの結果を発表します
平成 25 年 6 月 15 日（土）に、千葉県現代産業科学館とメディアパーク市川の一部で
開催された「いちかわ環境フェア 2013」で、ごみの分別やリサイクルプラザに関する
アンケートを行いました。その結果の一部をご紹介します。

じ ゅ ん か ん
ニ ュ ー ス
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リサイクルプラザを利用したいですか？

プラスチック製まな板の分類は？

１０月は３Ｒ推進月間です

「プラスチック製まな板」の分別方法について、正解した人は４０％でした。
「プラスチ
ック製まな板」はプラスチック製品そのものであるため、燃やすごみの扱いになります。
ちなみにプラスチック製容器包装類は、商品や食料品の中身を出したり食べたりして不
要になった容器、またはそれを包んでいた包装類で、プラスチック製容器包装のマーク､
ペットボトルのマーク（

・

）がある品目が対象です。ごみの１２分別が始まっ

て１０年以上経ちますが、もっとごみ分別の啓発を推進していく必要がありますね。
リサイクルプラザを利用したいという人は、全体の９割以上を占めていました。
アンケートにご協力頂いたみなさん、ありがとうございました！

市川市リサイクルプラザのご案内

市川市リサイクルプラザでは、市民の方々の不用になった家具やベビー用品を無償で引き取
り、再生して展示販売しています。３Ｒの１つであるリユースを促進するために、是非ご利用く
ださい。
（注意）不用になった家具やベビー用品について、状態によっ
てはお引き取りできない場合もありますので、ご了承下さい。
【場所】市川市南八幡２－１８－９
分庁舎Ａ棟１階
【電話】０４７－３９３－３２１５
【時間】午前９時～午後５時
【休館日】月曜日、年末年始
（月曜日が休日の場合は開館し、翌日の火曜日がお休みに
なります）

毎年１０月は、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間です。
３Ｒとは、
・リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ；発生抑制）・・・ごみになるものを減らすこと。
◎不必要なものは持たない、買わない、もらわない、使わない、作らない。
・リユース（Ｒｅｕｓｅ；再使用）・・・・・・何回も繰り返し使うこと。
◎家具や電化製品などを手入れ、修理して、ていねいに使うこと。
・リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ；再生利用）
・・・ごみを資源として再生利用すること。
◎ペットボトルや空き缶など、きちんと分別して再資源化すること。
を進んで取り組むことです。
市川市では、１０月２日（水）～１０月２０日（日）の間、アイ・リンクタウンいちかわ
ザ・タワーズウエスト４５階で、３Ｒについてパネル展示を行います。
また、同じアイ・リンクタウンいちかわ ザ・タワーズウエスト４５階で、新聞紙バッグ・
紙ギフトバッグ作成講座を１０月５日（土）、１０月１２日（土）に、リサイクルプラザ啓発
イベントを１０月６日（日）、１０月１９日（土）、１０月２０日（日）に開催（予定）いた
します。
３Ｒ啓発に関係するパネル展示風景・新聞紙バッグ、紙ギフトバッグ作品

③生ごみを堆肥化してみよう！

生ごみを減らす取り組みを
推進していきましょう
燃やすごみ全体に占める生ごみ（厨芥類）の割合は、平成 24 年度で約 39％となっています。
ごみの減量を進めていくうえで、生ごみの減量は避けては通れない問題となっています。
そこで、生ごみの減量について考えていきたいと思います。

コンポスト容器（生ごみ堆肥化容器）を使うことで、生ごみを堆肥化することができます。
市川市では、取扱指定店でコンポスト容器を購入する市民の方に購入補助を行っており、
購入金額の半額（100 円未満切り捨てで、上限 3,000 円）で１世帯２基までが対象となります。

コンポスト容器購入方法
１．印鑑及び住所の確認のできるもの(運転免許証や保険証)を持って、取扱指定店へ行く。
２．店頭で委任状に記入のうえ、補助金額を差し引いた額で、コンポスト容器を購入する。

取扱指定店

①生ごみをなるべく出さない！

取扱指定店は下記の８店舗です。
店名

生ごみを減らしていくためには、まずは生ごみをな
るべく出さないことが大切です。
食材をできるだけ使い切り、食事は残さず食べるこ
とが生ごみ減量の第一歩です！
それでも食事で料理が余ってしまったら、それらを別の料理に活かしてみましょう。
例えば・・・
余った肉じゃがを、コロッケに！

所在地

市川市農業協同組合 国分支店

国分６－２２－８

０４７－３７３－１１７１

市川市農業協同組合 原木中山支店

田尻４－６－５

０４７－３７７－６５２１

市川市農業協同組合 行徳支店

湊新田１－６－２

０４７－３５８－２１１１

市川市農業協同組合 経済センター

柏井町３－１０２－３

０４７－３３８－３５００

金仙金物店

曽谷７－１－２

０４７－３７３－３１２１

ユニディ 千鳥町店

千鳥町１

０４７－３９０－２５５１

ユニディ 菅野店

菅野６－７－１

０４７－３２０－００１１

ホームセンターコーナン 市川原木店

原木２５２６－６

０４７－３２９－７９８１

コンポスト容器の使い方
・地上据置型（屋外タイプ）
【使い方】

余った揚げ物を細かく切って、チャーハンの具材に！

※要注意

…

食材はよく確認してから再利用して下さい。
傷みのある食材は、無理して再利用しないで下さい。

電話番号

・密閉型（屋内タイプ）
【使い方】

１．容器を設置

１．生ごみを投入

２．生ごみを投入

２．ぼかし※をふりかける

３．時々土をかける

３．ふたを密封

４．２～３を繰り返し、ごみが一杯になった

４．液肥を取出す

ら容器を引抜き、生ごみを土で覆う

５．１～４を繰り返し、ごみが一杯にな

５．３～６ヶ月後、堆肥の出来上がり

ったら２週間ほどねかす
６．堆肥の出来上がり
※ぼかしとは…米ぬかやもみがらなどを微生物と混ぜ合

②生ごみを出すときは、十分に水切りを！

コンポスト容器の使用上の注意点

わせたもので、生ごみを微生物の働きで
発酵させ、堆肥化させます。

生ごみの大半は水分です。十分に水切りを行うことによって、生
ごみの排出量を減らすことができます。
生ごみを排出するときは、水切りネットを絞ったり、使わなくな
った紙等の上で生ごみを乾燥させて水分を減らしてから、燃やすご
みの指定袋に入れて出しましょう。

・コンポスト容器には、微生物が分解できないものは入れないでください。
入れられるもの・・・ 台所からの生ごみ（調理くずや魚の骨、残飯等）、落ち葉、雑草（乾いた物）
等の有機物
入れられないもの・・ ビニール、ガラス、プラスチック類、貝類等
・地上据置型のコンポスト容器は必ず土の上に置いてください。
・うじ、はえ等の虫や悪臭が発生した場合、土や乾いた落ち葉を入れる等、水分調整を行ってください。

