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３Ｒ促進ポスターコンクール 入賞者発表！
３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）をはじめとした取組み
による循環型社会の実現のための普及啓蒙活動の一環として、環境省
及び３Ｒ活動推進フォーラムの主催で「３Ｒ促進ポスターコンクー
ル」が行われました。
多数の応募者の中から選考の結果、冨貴島小学校４年生の藤生夏芽
さんが佳作に選ばれました。おめでとうございます。

清掃行政協力者表彰が行われました
平成２６年２月２５日に市川市議会議場にて、平成２５年度市川市清掃行政協力者表彰
が行われました。
市川市清掃行政協力者表彰は、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讃え、表彰させていただ
くものです。
今回はリサイクル活動や清掃活動、景観美化に努めている合計７組の方々を表彰させて
いただきました。おめでとうございます。
【表彰された方の内訳】
個人 ４名
団体 ３団体
・日出学園小学校
・市川市立鬼高小学校
環境委員会
・市川港開発協議会
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小型家電のリサイクルをすすめよう！
市川市では、昨年４月１日に小型家電リサイクル法が施行されたことを踏まえて、新たなリサ
イクルの取り組みとして、昨年１１月１日から携帯電話やデジタルカメラなどの使用済小型家電
を資源物として拠点回収しています。
回収対象となる使用済小型家電は、回収ボックスの投入口の大きさ（縦１５ｃｍ×横３０ｃｍ）
に入る以下のものとなります。
なお回収対象とならないものは、従来の方法で排出してください。
回収対象品目
・携帯電話・公衆用ＰＨＳ端末
・電話機
・デジタルカメラ
・ビデオカメラ
・携帯音楽プレーヤー（デジタルオーディオプレーヤー、ＭＤプレーヤー、ＣＤプレーヤー）
・ＩＣレコーダー、ポータブルテープレコーダー
・電子辞書
・電卓
・電子体温計
・小型ゲーム機（携帯型ゲーム機、据置型ゲーム機）
・電子書籍端末
・電気カミソリ
・電動ハブラシ
・ＥＴＣ車載ユニット、ＶＩＣＳユニット、カーナビゲーション
・これらの附属品（ＡＣアダプタ、充電器、ケーブル類）
また、使用済小型家電を入れる回収ボックスは、以下の市内２２か所の公共施設に設置されて
います。

表彰された方々と市長、議長、副議長

回収ボックス設置場所

クリーンセンター延命化工事が完了しました
クリーンセンター延命化工事が、４年間（平成２２～２５年度）の歳月と約５５億円の
費用を掛け、平成２５年１０月に工事が完了しました。
延命化は、今ある施設を少しでも長く使うための手段で、市民のみなさんの負担軽減を
図るものです。
クリーンセンターは、約２０年で建て替える計画でしたが、そのためには多額の費用が
かかるため、今回の工事であと１０年使えるように改修しました。
延命化はあくまでも「つなぎ手」であり、次期クリーンセンター整備に向け、ごみの減
量・資源化にみなさんと取り組みます。（清掃施設課）

・市役所本庁舎 ・行徳支所 ・大柏出張所
・南行徳市民センター ・市川駅行政サービスセンター
・生涯学習センター（メディアパーク市川）
・クリーンセンター（管理棟） ・リサイクルプラザ
・市内各公民館（中央、鬼高、信篤、東部、柏井、若宮、
市川、西部、市川駅南、曽谷、本行徳、幸、南行徳、菅野）

ごみの減量を進めるとともに、限りある資源を有効に活用する
ため、今後も市民の皆さんのご協力をお願いいたします。

使用済小型家電回収ボックス

４月１日より、雑がみの出し方が変わります

布類のリサイクルをより一層すすめていくために、市民の皆様のご協力をお願いいたします。
（※汚れたものについては、今までどおり「燃やすごみ」として出してください）

以下の①～③のうち、いずれかの方法で集積所に出してください。
①雑がみだけを紙袋に入れて出す
②雑誌の間に挟み、ひもで十文字に縛って出す
③雑がみだけをひもで十文字に縛って出す

雑がみ入れとして、
紙袋を用意しておくと
便利だね！

トイレットペーパーの芯

包装紙

洗濯してから、
透明または半透明の袋に
入れて出してね。
ご協力をお願いします！

新たに対象になるもの（例）

雑がみもきちんと分別して出せば資源物になります。
これからも市民の皆様のご協力をお願いいたします。
（※「新聞紙」
、「ダンボール」、
「雑誌」、「紙パック」の出し方は変更ありません）

コピー用紙

４月１日から布類の回収品目が新たに加わります！

色画用紙

セーター

コート

スーツ

ジャケット

フリース

布類として出せないもの（例）
たんもの

皮ジャン
「燃やすごみ」として

箸袋

出してください

（割り箸は「燃やすごみ」
）

ティッシュペーパーの箱
（ビニール部分は「燃やすごみ」
）

カレンダー
（金属部分は「燃やさないごみ」
）

ダウンジャケット

お菓子などの空箱

４月１日から各種処理手数料が変わります
４月より消費税率が５％から８％に変更されるのに伴い、各種手数料が変わります。
主な変更は下記のとおりです。
【大型ごみ処理手数料】
＜4 月から＞
・今まで処理手数料が 500 円だった大型ごみ
→
510 円（処理券組合せ： 510 ）
・今まで処理手数料が 1,000 円だった大型ごみ → 1,030 円（処理券組合せ： 1,030 ）
・今まで処理手数料が 1,500 円だった大型ごみ → 1,540 円（処理券組合せ： 510 ＋ 1,030 ）
・今まで処理手数料が 2,000 円だった大型ごみ → 2,060 円（処理券組合せ： 1,030 ＋ 1,030 ）
・今まで処理手数料が 2,500 円だった大型ごみ → 2,570 円（処理券組合せ： 510 ＋ 1,030

注意！

雑がみとして出してはいけないもの（例）
感熱紙

捺染紙（アイロンプリント紙）

カーボン紙

臭いのついた紙

圧着ハガキ

油などで汚れた紙

（宅配便の伝票など）（石鹸の包み紙など） （ピザやケーキなどの箱）

これらのものが
混じると、
リサイクルに
支障があるので、
必ず
「燃やすごみ」と
して出してね。

印画紙の写真

新しい大型ごみ処理券（左：510 円券、右：1,030 円券）

紙コップ

＋

【クリーンセンターへ持ち込むごみ手数料（10 ㎏につき）】
・210 円/10 ㎏（3 月まで） → 216 円/10 ㎏（4 月から）
【動物の死体（1 体につき）】
・市が収集・運搬・処分する場合
・クリーンセンターへ持ち込む場合

4,200 円（3 月まで） → 4,320 円（4 月から）
2,100 円（3 月まで） → 2,160 円（4 月から）

詳しい内容につきましては、市ホームページ等でご確認ください。

1,030

）
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市川市廃棄物減量等推進員（じゅんかんパートナー）
委嘱状交付式を開催
平成２６年７月２日（水）に生涯学習センター２階のグリーンスタジオにおいて、市川市
廃棄物減量等推進員（通称：じゅんかんパートナー）の委嘱状交付式が行われました。
じゅんかんパートナーの任期は２年間で、３Ｒ（廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化）
の取り組みや普及活動、ごみ収集ステーションの分別・管理状況の確認やイベントへの参加
等を行います。
今回委嘱されたじゅんかんパートナーは１８３名で、市川市内のごみ問題に対する取り組
みを地域で支えて頂きます。

じゅんかんパートナーは
平成１３年度から開始され
た制度です。
市川市のごみ問題の解決
に向けて、地域で活動して
います。

委嘱状交付式

じゅんかんパートナーの
皆さま、２年間どうぞ宜しくお
願い致します。
市民の皆さまもごみ問題の
解決に向けて、ご協力をお願い
します。

じゅんかんパートナー各地区代表と佐藤副市長

環境フェアでじゅんかんパートナーやコンポスト容器
購入補助制度等をＰＲ！
平成２６年６月２８日（土）に、千葉県現代産業科学館とメディアパーク市川（一部）
で行われた環境フェアに出展し、じゅんかんパートナーの活動やコンポスト容器購入補助
制度の紹介、リサイクルプラザのＰＲについて、じゅんかんパートナーの方々にご協力頂
き、イベントブースを盛り上げました。
またパネル展示コーナーではコンポスト容器の取扱方法や一次生成物を活用した堆肥づ
くりの実証実験の紹介等をさせて頂きました。

家具修繕のポイント（座面が破れたいす）
皆さまのご自宅には、座面が破れたいすはありませんか？ 座面を張り替えれば、まだ
まだ使うことができます。ここでは破れた座面を簡単に修繕する方法を紹介します。
【用意するもの】
・座面が破れたいす
・座面張り替え用の布
（座面より大きいもの）
・接着剤
・はさみ

①（座面を取り外す）

【方法】
①いすから座面を取り外す（ネジで固定されている場合
は、ドライバーで取り外す）
②張り替え用の布を座面よりも一回り大きく裁断する
③上記②で裁断した布を座面に合わせ、接着剤を用いて座
面裏面で張り合わせる（張り合わせるときに布を引っ張
るときれいに仕上がります）。余った布は切り落とす
④座面をいすに戻して完成

②（張り替え用布の裁断）

③（布の張り合わせ）

④（座面を戻して完成）

じ ゅ ん か ん
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衣替えを機会に、衣類のリユース促進を！
季節が夏から秋に変わり、皆さまのご家庭でも衣類の衣替えをなさっているかと思います。
その際、不用となった衣類が出てくることがあるかと思います。そのような衣類につきまし
ては、下図の「布類の分別フローチャート」を参考にして分別してください。
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医療廃棄物の混入による事故が起きています
分別はどうするん
だろう？

布類の分別フローチャート

不用になった衣類は、下着や小
物類（靴下や帽子、マフラー
など）ですか？

はい
「燃やすごみ」として指定袋に入れて
出してください。

いいえ
はい
不用になった衣類は、革製品や
たんものですか？

平成２６年７月２９日夕方に、プラスチック製容器包装類中間処理施設において異物を取り除
こうとした作業員が、ケガをする事故が発生しました。
取り除こうとしていた異物はプラスチックのついたインスリン注射用と思われる注射針で、針
が細くプラスチック部分しか見えなかったため、誤って手に刺さってしまったものです。作業員
は作業用手袋をしていましたが、針は手袋を貫通して手指に刺さりました。
すぐに病院に行き応急手当、血液検査を行いましたが、３か月間
経過を見守ることとなりました。
平成２２年４月より、市川市では在宅医療で使われた注射器や注射
針、不用となった医薬品類等の在宅医療廃棄物は、それらを受け取っ
た医療機関や薬局に返すことを、皆さまにお願いをしています。
ここでもう一度、在宅医療廃棄物の排出方法を見ていきましょう。
混入した注射針

受け取った医療機関・薬局へ返すもの
いいえ
はい

■注射器・注射針・注射筒

衣類に汚れやシミが有ったり、
破れたりしていますか？

いいえ

家庭ごみとして市の収集に出せるもの
（市の指定ごみ袋に入れて出す）

燃やすごみ

■針が付いたまま
のチューブ類

■使用後不要と
なった医薬品類

「資源物（布類）」として、透明または半透明の袋に入れて出してください。

（注）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

■針の付いていないチューブ・カテーテル類
■腹膜透析（ＣＡＰＤ）バッグ・点滴バッグ・
ボトル類（プラスチック製）
■ストーマ袋・導入バッグ
■紙おむつ・ガーゼ・脱脂綿等
（注）汚物はごみに出す前にトイレに流して下さい

燃やさないごみ
中身が見える容器に入れ、受け取った
医療機関・薬局へ返して下さい
（注１）中身が飛び出さないよう、耐貫通性のあるフタ付き
の容器を使用してください
（注２）中身は医療機関・薬局で別容器に開け、容器は持ち
帰って下さい

■薬の容器（ビン・缶類）
■ガラス製点滴ボトル類

１０月は３Ｒ推進月間です
毎年１０月は、３Ｒ推進月間です。
今年も３Ｒ推進月間に向けたイベントを開催しています。
会場：生涯学習センター（メディアパーク市川）１階 インフォメーションスクエア
（生涯学習センターは、中央図書館や中央こども館が入っている建物です）
期間：平成２６年１０月１日（水）～平成２６年１０月２２日（水）
インフォメーションスクエアでは期間中、３Ｒについてのパネル展示を行っております。
また、１０月１８日（土）には「新聞紙バッグ・包装紙ギフトバック作り教室」を、１０月
１９日（日）には「リサイクルプラザ啓発イベント」を開催（予定）いたします。

ごみは、きちんと分別して排出しましょう
市川市がごみの１２分別を開始したのが平成１４年１０月、それから早１２年が経とうとして
います。
ごみの排出量は年々減少傾向にありますが、その一方でごみ出しルールがきちんと守られてい
ないケースも見受けられます。
例えば、ビン・カンについてですが、指定袋または透明か半透明の袋に入れて出して頂くのが、
市川市のルールとなっております。
市川市ではごみを収集した後、中間処理施設に運んで、ごみ袋を破いてごみの選別を行います
が、その際にビン・カンだけではなく、ビンの中にナイフや包丁、中には注射針まで混入してい
るケースが見受けられます。
このような異物が入っていると、作業する人がケガをする危険があるので、異物を入れるのは、
絶対にやめてください。

ナイフや包丁は、新聞
紙等に包み、赤字で危
険と書いてから、
燃やさないごみ用の
指定袋に入れて出して
ください。

３Ｒ月間の様子（平成２５年度）

３Ｒとは
Reduce（リデュース）
：ごみになるものを減らすこと
（例） ・料理に用いる食材は使い切ること、料理は残さず食べること
・不用なレジ袋はもらわないこと（マイバックをつかうこと）
・使い捨て商品（割りばし、使い捨てスプーン）を使わないこと

Reuse（リユース）：何度も繰り返し使うこと
（例） ・着なくなった衣類を、着ることができる人にあげること
・使わなくなった家具を、ほしい人にあげること
・リターナブルびんや詰め替え品を使うこと

ごみ袋に混入していた異物（包丁やペン型注射器など）

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では、市民の皆さま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

Recycle（リサイクル）
：ごみを資源として再生利用すること

【時間】午前９時～午後５時
【休館日】月曜日、年末年始

（例） ・ペットボトルや空き缶などを、きちんと分別して再資源化すること
・紙類についても、きちんと分別して再資源化へ
・リサイクル製品を利用すること

（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）

じゅんかん
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「雑がみ」は資源物です。
キラリンとピカリンが「雑がみ」について、何やら話し合っています。ちょっと覗いてみま
しょう。
ねぇ、ピカリン。いま学校で紙のリサイクルについて勉強してる
んだけど、「雑がみ」ってどんな紙なの？

「雑がみ」は紙類４品目（新聞・雑誌・ダンボール・紙パック）
以外のリサイクルできる様々な紙類のことよ。

それじゃあ、お菓子やティッシュペーパーの紙箱、紙コップ、カ
レンダーなども「雑がみ」なの？

お菓子やティッシュペーパーの紙箱、カレンダーは「雑がみ」よ。
ただし、ビニール部分や金属部分は切り分ける必要があるわ。
紙コップは表面が防水加工されていてリサイクルに向かないので、
「燃やすごみ」になるの。

へぇ、そうなんだ。ところで「雑がみ」ってどうやって出すの？

出し方は、
①「雑がみ」を紙袋に入れて出す
②「雑がみ」を雑誌に挟んでひもで十字に縛って出す
③「雑がみ」を束ねてひもで十字に縛って出す
の３通りの方法があるわ。
「雑がみ」はきちんと分けて出せば、リサイクルされるのよ。

雑がみは

きちんと分ければ

資源物

だからみんなも

分別しよう
キラリン・ピカリン

雑がみクイズ！

～これって雑がみ？それとも燃やすごみ？～

紙にはいろいろな種類があって、どれが「雑がみ」なのかわかりにくい
ものもあります。
次のものは「雑がみ」なのか、「燃やすごみ」なのか、みなさんで考えて
みましょう！（答えは下にあります）
①トイレットペーパーの芯

②靴やバッグの詰め物（紙）

⑥包装紙

⑤宅配便の伝票

④はし袋

③石鹸の包み紙

３Ｒ月間の取組報告
平成２６年１０月１日（水）から１０月２２日（水）まで、生涯学習センター（メディ
アパーク市川）１階のインフォメーションスクエアにおいて、３Ｒについてのパネル展示
を行いました。
また期間中に「新聞紙バッグ・包装紙ギフトバッグ作り教室」と「リサイクルプラザ啓
発イベント」をそれぞれ２回ずつ行い、市民の皆さまにご参加いただきました。

新聞紙バッグ・包装紙ギフトバッグ作り教室
【雑がみクイズの答え】

「雑がみ」…①、④、⑥

リサイクルプラザ啓発イベント
、「燃やすごみ」…②（使用済転写紙が使われている

ことがあり再生品に支障が生じるため）、③（臭いが再生品についてしまうため）
、⑤（インクが強くしみこん
でおり、再生品に残るため）

じゅんかん
ニュース

＜第 25 号＞
発行日： 平成 27 年 3 月 4 日
発

行： 市川市環境清掃部
循環型社会推進課
（320）3971
市川市の資源物とごみの情報ペーパー

春は引っ越しシーズンです。ごみは適正な処分を！
春は引っ越しの多い季節です。引っ越し時にご家庭にある不用な家具や家電を処分されることが
あるかと思います。
ここでは、大型ごみや家電４品目（テレビ、洗濯機/衣類乾燥機、冷蔵庫/冷凍庫、エアコン）
、
パソコンの出し方について紹介します。

大型ごみの出し方
大型ごみの目安

容積が１８リットル以上の大きさのものや、鉄アレイなどの重さがあるものです。
【注意】店舗や事業者から排出されるごみや業務用機器は収集できません。

大型ごみの出し方

①大型ごみ専用電話（電話：047-378-5310）に申し込み。

【受付時間】月～金曜日

9:00～17:00、土曜日

9:00～12:00（日曜日・祝日・年末年始は休み）

②処理券を取扱店で購入して下さい。
【注意点】
・処理券は 510 円券、1,030 円券の２種類です。品物１点の相当額を組み合わせてご購入下さい。
③お伝えした日にち、場所に処理券を貼った品物を、当日午前８時までに出してください。
【注意点】・収集日と申し込み者の氏名を記入して下さい。
・大型ごみが回収されるまで、大型ごみ処理券の「処理手数料領収書」を保管してください。
・本年 4 月 1 日から大型ごみの一部をリユースさせて頂く場合があります。
・収集について、ご本人様の立会いは必要ありません。

家電４品目（テレビ、洗濯機/衣類乾燥機、冷蔵庫/冷凍庫、エアコン）の処分方法
処分方法１（原則）
処分方法２
処分方法３

以前購入した販売店、または買い替えする販売店に引取りを依頼する。
（販売店には引取り義務があります）

購入店がわからない場合は、自ら指定引取場所に持ち込む。（事前に郵便局・ゆうちょ
銀行でリサイクル料金の振り込みが必要です）
自ら持ち込めず、収集運搬を依頼したい場合には家電受付センター（民間事業者団体が
運営

TEL：047-320-5533）に収集運搬を依頼する。

パソコン（ノート型、デスクトップ型、ディスプレイ一体型）、ディスプレイ（ブラウン管、液晶）の処分方法
処分方法

【メーカーのわかるもの】各メーカーの「ＰＣリサイクル受付窓口」へお申し込みください。
【メーカーのわからないもの】一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会（電話：03-5282-7685）へ
お申し込みください。

平成２６年度市川市清掃行政協力者表彰
平成２６年１２月９日に市川市議会議場にて、平成２６年度市川市清掃行政協力者表彰が
行われました。
市川市清掃行政協力者表彰は、長年にわたって清掃活動による地域の環境美化に貢献されて
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讃え、表彰させていただ
くものです。
今回はリサイクル活動や清掃活動に携わっている合計８組の方々を表彰させていただきまし
た。おめでとうございます。

【表彰された方の内訳】
個人

４名

団体

４団体

◎三徳建設株式会社
◎市川市立菅野小学校
リサイクル委員会
◎下貝塚三丁目
町内ごみクリーンの会
◎柏井町一丁目自治会

表彰された方々と、議長、市長、副議長（平成 26 年 12 月 9 日撮影）

ごみ出しルールを守りましょう！
「指定ごみ袋の使用」や「収集日の朝８時までの排出」など本市
のごみ出しルールについて多くの市民の皆さんに守っていただい
ていますが、一部の方による「レジ袋でのごみ出し」や「収集日以
外のごみ出し」など不適正な排出が見受けられます。
このように出されたごみは収集できません。
今後、不適正排出への対策の強化を図って参りますのでご協力を
お願いします。

ごみ出しルール
のご協力を
お願いします！

引越しなどで、大量に家庭ごみが出た場合は、市川市クリーンセンターに直接持込むか、許可業者
に処理を依頼して下さい。
●市川市クリーンセンター 【電話：047（328）2326、月～土曜日 13:00～16:00】
●許可業者 「資源物とごみの分別ガイドブック」や市ホームページでご確認ください。
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用意するものは？

・ダンボール箱
（厚めの箱で大きさはミカン箱程度のもの）
・底板用のダンボール１枚
・ガムテープ
・バスタオル（タオルケット）
・シャベル（ダンボール内をかき混ぜるため）
・基材（竹チップ 10 リットル程度、
もみ殻くん炭 2 リットル程度）

竹チップ等を入れた普通のダンボール
に生ごみを入れ、分解させるコンポスト
容器です。
生ごみを分解させるため、ダンボールの
中から生ごみが消えてしまいます。
また分解が進まなくなった竹チップ等
は、土に入れて完熟させることで堆肥に
することができます。

１

２

※基材の入手先
・竹チップは(公財)市川市清掃公社（TEL047-327-8100）で販売しています
・もみ殻くん炭は、園芸店やホームセンター等で販売しています

生ごみ減量のために

を使ってみましょう！

作り方と使い方は？

①ダンボール箱に底板用
ダンボールを入れて、
竹チップともみ殻くん
炭を投入する。
投入後、ダンボール箱
の中心部に水を 0.5～
1 リットル程度入れ
て、よくかき混ぜる。

②ダンボールコンポスト
に生ごみを投入する
（１日最大 500 グラム、
投入前に生ごみを細か
く切ると分解速度が
速くなる）。投入したら
よくかき混ぜる。

③夏は防虫のため、冬は
保温のためダンボール
コンポストの上部に、
バスタオル（タオル
ケット）をかける。

裏面には、注意点などが
載っているよ。

④生ごみ投入後１～２
週間で温度が 40℃
以上に上がり、発酵
が促進される。

ダンボールコンポストの注意点
・生ごみを入れなくても１日１回はかき混ぜてください

ダンボール箱の側面

・ダンボールコンポストは雨に濡れず、日当たりや風通しの良いところ

をガムテープで補強

（屋根のあるベランダなど）に置いてください。

してください。

・米ぬかを入れてよくかき混ぜると温度が上がり、虫が発生しにくく
なります。
・生ごみを入れ続けることができる期間
・生ごみ投入を止めた後は？
・熟成期間中はどうする？

→
→

→

約２～３ヶ月

１ヶ月以上かけて熟成
毎日かき混ぜて、適度に水分補給

・未分解の生ごみがなくなり、アンモニア臭がなくなれば完熟堆肥の完成
（完熟堆肥は、３～４倍の土と混ぜてプランターで使うことができます）

ルール①

正しく分別
（ 分別）

ルール③

ルール②

「燃やすごみ」
「燃やさないごみ」
「プラスチック製容器包装類」

は、指定袋に入れて出す

収集日の
午 前 ８ 時 までに、
決められた
集積所に出す

ルールを守らずに出されたごみ

１２
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さらなるごみの減量・資源化に向けて ３つのプランの検討を始めました
市川市では、ごみ処理の問題を抱えています
問題①ごみの最終処分場がない
市川市では、ごみの焼却灰などを県内他市や秋田県、
山形県など、市外の最終処分場で埋立てています。
しかし、いつまでも処分先が確保できるとは限りません。

問題②クリーンセンターの建替えが迫っている

問題③分別排出が不十分

クリーンセンターは老朽化のため、あと９年（平成３５年
度末）で稼動を終了する予定です。
建替えを始める前に、ごみを減らすことができれば、建替
え費用や運営費を削減することができ、将来世代への負担も
減少します。

燃やすごみの中には、紙類やプラスチッ
ク製容器包装類などの資源物が約３割も
混入しています。
分別を徹底すれば、燃やすごみをもっと
減らすことができるのです。

そこで、３つのプランの検討を始めました
１．家庭ごみの有料化
Ｑ
Ａ

家庭ごみ有料化とは？
ごみ処理費用の一部を、出したごみ量に応じて負担いただく
もので、指定ごみ袋の購入により支払う方法が一般的です。

Ｑ
Ａ

どんな効果があるの？
費用負担を減らそうとする動機づけが働き、ごみの減量が進みます。
導入自治体の多くでは、可燃ごみが１０％～２０％程度減少しています。
また、ごみの減量に努力する人と、そうでない人との、費用負担の公平化につながります。

２．戸別収集の導入
Ｑ

戸別収集とは？

Ａ

建物ごとに、道路沿いに出したごみを収集する方式です。

Ｑ
Ａ

どんな効果があるの？
ルール違反があった場合、排出者に対する啓発や指導がしやすいため、
ごみ減量・分別の意識が高まります。
また、ごみを出す場所が近くなり、高齢者等のごみ出しの負担が軽減され、
ごみ集積所の維持管理の負担軽減にもつながります。
例）

３．ごみの収集回数の削減
Ｑ
Ａ

対象となるごみの種類は？ どんな効果があるの？
「燃やすごみ」と「燃やさないごみ・有害ごみ」の収集回数を削減することが考えられます。
ごみの排出機会が減ることで、ごみの減量・分別の意識が高まります。

今後の
予 定

市民説明会・
e－ﾓﾆﾀｰ など

市民のみなさん
などのご意見

計画案
作 成

パブリック
コメント

実施計画
確 定

ごみ出しルールを守りましょう！
「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装類」は指定袋に入れて出してください。

指 定 袋 の使 用 枚 数 が
少 な く な り 、資 源 の
節約に貢献！

ペットボトルを
出すときは
・キャップを外す
・ラベルをはがす
・中身を空にする

【注意】 針などの異物は入れないで！

ペットボトルを「プラスチック製容器包装用」の指定袋に入れるとき、そのまま入れていませんか？
45

ペットボトルのキャップを外してラベルをはがし、容器をつぶすと、つぶさないときと比べて約２倍も多く指

中間処理

（再商品化）

再生加工

ミリリットルのものを使用）

（圧縮梱包）

リットルのものを、ペットボトルは

リサイクルの流れは？

定袋に入れることができます。（指定袋は

つぶすと
約２倍多く入る

500
分別収集

プラスチック製容器包装類として分別収集されたものは、
中 間 処 理 施 設 で ペ ッ ト ボ ト ル と そ の 他 プ ラ ス チ ッ クに分 け
られ、圧縮梱包されます。梱包されたものは事業者に渡り、
ペットボトルや卵パックなどに再商品化されます。

分別排出

家計にもやさしい！

ペットボトルに混入していた注射針や刃物

５５本

１００本

つぶす前
つぶした後
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分別が間違っているごみには左図のようなシールを貼って
出しなおしをお願いしております。
今回は間違えやすいごみについてお知らせいたします。

プラスチック製容器包装類

市川市では、プラスチック製の容器と包装を集めてリサ
イクルしています。汚れたものは燃やすごみへ

ごみ集積所に出される「プラスチック製容器包装用指定袋」の中にプラスチック製の商品（洗面器、タッパ
ー、まな板、ハンガーなど）が混ざって入れられています。
これらプラスチック製の商品は、
「燃やすごみ」になります。
また、プラスチック製の商品の中でも１８リットル以上の灯油ポリタンク、衣装ケース、プランターなどは
「大型ごみ」になります。

上記のマークのあるものが
ペットボトル
プラスチック製容器包装類です

ビ

ン

・

カ

お菓子の袋

ン

レジ袋

キャップ類

トレイ類

ボトル類

発泡スチロール
緩衝材類

ビンとカンは、資源物（ビン・カン・紙類・布類）の収
集日にそれぞれ透明・半透明の袋に入れて出してください。

「ビン」
「カン」が一緒の袋に入ってごみに出されていることがありま
す。ビンとカンはリサイクルのルートが異なりますので、別々の透明・
半透明の袋に入れて出してください。
資源物としての「カン」を収集するとき、スプレー缶等が混ざっていることがあります。
スプレー缶やカセット式ボンベは必ず使い切ってから、
「燃やさないごみ」の指定袋
に入れて出しましょう！
火気がなく、風通しの良い屋外で、中のガスを必ず使いきってから出しましょう。「ガ
ス抜きキャップ」等を使用して出し切ってください。

紙

雑がみの種類

類

ティッシュ等空き箱 封筒、紙袋、プリント類 ラップ類の箱・芯

雑がみを出す際は、写真のように
紙袋にいれるか、雑誌にはさむか、
ひもで縛って出してください

出し方

その他包装紙、カレンダー、パンフレット、トイレットペーパー
の芯なども雑がみです

正 しく分 別 して、指 定 ごみ袋 に入 れ ま し ょう
指定ごみ袋以外で出された場合、収集は
できません。
「ごみの分別排出の徹底」、「ごみの減
量・資源化の推進」、「収集作業の安全性と
効率性の確保」を目的に平成 11 年 10 月
から指定袋制を導入し、ご家庭から収集さ
れる 1 人 1 日あたりのごみの量も減少して
いますので、今後も継続していく方針です。

市 川 市 のごみ出 しルール
○正しく分別する。
○収集日の午前 8 時までに決められたごみ集積所に出す。
○「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、「プラスチック製容器包装類」は
本市の指定袋で出す。
要注意！
プロパンガスボンベは、
プロパンガス取扱店、
千葉県ＬＰガス協会市川支部
（℡０４７－３５８－２０１１）へ相談

過去に、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
発生しています。
一般のごみとして、絶対に出さない
でください。

「プラスチック製容器包装類」のアンケートの結果を公表します
３Ｒ推進月間のイベントの一つ「プラスチック製容器包装類に関するアンケートとわなげ」
（平成２７年１０月１７日（土）生涯学習センター）で行いましたアンケート結果の一部を紹介します。
（全回答者数：145 名）

ペットボトルの出し方について
正解は「キャップをはずして」
「ラベルをはがして」
「中を軽くすすいで」
「つぶす」
のすべてです。
正解者は全体の２８％と少数。あと少しだけ
手をかけるだけでパーフェクトです。

「キャップをはずしている」、「ラベルをはがしている」、「中を軽くすすいでいる」、
「つぶしている」の全てを行うと回答した人は 40 名。

Ｑ.プラスチック製のまな板の分別は？
Ａ.「燃やすごみ」※
以前のアンケートから正解率はアップ！
これからも分別にご協力ください。

※プラスチック製商品そのものは、プラスチック製容器包装類の対象外となり、
容器包装と併せたリサイクルができないため、「燃やすごみ」として出してください。
なお、プラスチック製容器包装類は

・

のマークのあるものが対象になります。
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日本では、１人１日おにぎり１～２個分の食べ物が捨てられています⤵
食べ物をもっと無駄なく大切にすることで食費も節約！
さらにマイバッグを使うことで、資源を節約！！

買 い物 の前 に確 認 していますか？
冷 蔵 庫 などのチェック
どんな食材が
残っているかしら？

買い物の前に、冷蔵庫や戸棚の中などを
見て、賞味期限や消費期限を確認し、本当に
買わなければいけないものを調べましょう。
同じものを二重に買わないように、
あらかじめ冷蔵庫や戸棚に何が入っているか
をチェックし、記録を冷蔵庫などに貼って
おくのも良いでしょう。

買 い物 リストを作 りましょう
買い物に行く前に、チラシの裏面などの
いらなくなった紙に購入するものを書き出し
て、買い物リストを作りましょう。
携帯電話やスマートフォンの機能を利用
して買い物リストを作るのも、一つの手です。

マイバッグを持 って買 い物 しましょう
買い物に行くときは、余計なレジ袋を
もらわないために、マイバッグを持って
ECO
BAG

出かけましょう。
レジ袋を１枚節約すると、約１０グラムの
原油を削減することができます。

ごみ集積所での個別指導も視野に！
3 月末に、14 ヶ月をかけて行った市内全てのごみ集積所の排出状況調査を終えます。
今回の調査は、「燃やすごみ」を指定袋以外で出している集積所の場所と袋数を調査し、
指定袋以外の袋の取残しを実施しました。
集積所の清掃など管理されている方には、
ご苦労をおかけしています。
しかし、多くの方が、ごみ出しルールに
ご協力いただいていることや、本市では、
レジ袋の削減に取り組んでいることから、
今後も指定袋以外で出されるごみへの対策
を強化していきます。
特に排出状況が悪い集積所では、個別指導
なども検討しています。

市川市の基本的なごみ出しルール
１．正しく 12 分別する。
２．収集日の午前 8 時までに決められた
集積所に出す。
３．「燃やすごみ」、「燃やさないごみ」、
「プラスチック製容器包装類」は、
市の指定袋に入れて出す。
集積所は、きれいにご利用ください。

雑 がみの出 し方 について
雑がみの出し方については、過去のじゅんかんニュースや広報紙等で何度かご紹介させて
いただきましたが、ここでもう一度おさらいしたいと思います。
雑 がみの例

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ
の芯

雑 がみでないものの例

封筒、ｶﾚﾝﾀﾞｰ

ﾃｨｯｼｭの箱や
お菓子の空き箱

・ビニール部分、金属
部分は分けて排出
・ビニール部分は
分けて排出

捺染紙
（ｱｲﾛﾝﾌﾟﾘﾝﾄ紙）

防水加工がして
あるもの
（紙ｺｯﾌﾟなど）
石けん
洗剤

ｶｰﾎﾞﾝ紙
包装紙

コピー用紙

雑 がみの出 し方
①雑がみだけを
紙袋に入れて
出す

臭いのついた紙

（石けんの包み紙、
（宅配便の伝票など）
洗剤の箱など）

感熱紙
（ﾚｼｰﾄなど）

ほか、圧着ハガキ、
油などで汚れた紙
（ピザやケーキの
箱）
、カバンや靴な
どの詰め物として
いる紙 など

下記の３つの方法のうち、いずれかの方法で出してください。
②雑がみを雑誌の間に
挟み、ひもで十文字に
縛って出す

③雑がみだけを、
ひもで十文字
に縛って出す

ごみ袋

おもり

ネットの端におもりがついている

悪い例

ネットの掛け方が不十分
（指定袋がはみ出して
いる）

ネットの上に
ごみを置く

ごみ量が多くて、ネットで覆いきれない

皆さまが利用しているごみ集積所では、カラス対策ネット（以下「ネット」といい

ペットボトル
に水を入れて
使う方法も
あります

ます。）を使っていますか？

ネット

ネットは、下記の貸し出し要件を満たしたごみ集積所に貸し出しています。（既に

フェンスなど
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貸し出しをしているごみ集積所は対象外です。）

ネットに穴が開いたら
補修する

循環型社会推進課

ネットは正しく使わないと、カラス被害を受ける可能性があります。

ネットが指定袋を完全に
覆っている

行： 市川市清掃部

発

カラス被害を受けないようなネットの使い方の例を見ていきましょう。

良い例

発行日： 平成 28 年 6 月 15 日

カラス対策ネットの貸し出しについて
貸し出し要件

カラス対策ネットを正しく使っていますか？

じゅんかん
ニュース

＜第 30 号＞

（２ｍ×３ｍ）

①集積所を戸建の 5 世帯以上で利用していること
②集積所を戸建と共同住宅兼用で利用の場合は、戸建が 5 世帯以上利用していること
③利用者により自主的に維持管理が行われていること
申請方法
利用世帯の方々で検討し、ごみ散乱防止ネット使用申請書（代表者の認印を押印）を
清掃事業課へ提出してください。

平成

年４月から

ごみの収集回数が変わります
市川市のごみ処理は、市内に最終処分場がないため、焼却灰などを市外の
最終処分場で受け入れて頂いていることや、クリーンセンターの建て替えが
迫っていることなどの課題があります。
そのため、ごみの減量・資源化を推進していく必要があります。
そこで、昨年７月の広報いちかわで皆様にお知らせいたしました新たな

紙類

⑥雑誌（雑がみを含む）

⑧紙パック
⑨布類

⑩ビン

※収集日が祝日にあたる場合も収集を実施します（年末年始除く）
月２回
週１回

変更なし

週１回

変更なし

週１回

月２回

申し込みの都度

変更なし
⑫大型ごみ

週１回

⑦ダンボール

引き続き検討します

ごみ・資源物の収集回数の変更

②燃やさないごみ

③有害ごみ

⑪カン

家庭ごみ有料化 と 戸別収集の導入

期限切れ（賞味期限や消費期限を過ぎて

過剰な除去（野菜や果物などの皮を必要以上

食品ロスが減れば、生ごみの量も減ります。みなさんも

などが考えられます。

しまう）

④ 食べ残し（食べられるのに、捨てられて

に厚くむいてしまい、捨てられてしまう）

③

しまい、捨てられてしまう）

②

捨てられてしまう）

① 買いすぎ（食材が調理されずに、そのまま

家庭から出る食品ロスの原因は、

ことです。

「食品ロス」とは、まだ食べられるのに廃棄される食品の

食品ロスを減らしていこう

ごみの減量・資源化プランについて、皆様から頂いた意見などを参考にして、

⑤新聞

週２回

④プラスチック製容器包装類

週３回
①燃やすごみ

平成29年
4月1日から
分別区分

これらを意識して、食品ロスの削減にご協力ください。

みなさんも、
食品ロスを減らす
ために、
「買いすぎ」
「期限切れ」
「過剰な除去」
「食べ残し」
を無くすよう、
ご協力をお願い
します！

２９

現在の
収集回数

左記のとおり進めてまいります。

平成 29 年 4 月 1 日から

