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中 央 区
市役所1階＊、中央区役所＊、生浜市民センター、市役所前市
民センター、松ケ丘市民センター、中央・美浜環境事業所＊、
新浜リサイクルセンター

花見川区 花見川区役所＊、犢橋市民センター、さつきが丘市民センター、
花見川市民センター、幕張本郷市民センター

稲 毛 区 稲毛区役所＊、山王市民センター、花見川・稲毛環境事業所＊
若 葉 区 若葉区役所＊、泉市民センター、千城台市民センター

緑　　区 緑区役所＊、土気市民センター、土気あすみが丘プラザ（4月
下旬まで休館予定）、誉田市民センター、若葉・緑環境事業所＊

美 浜 区 美浜区役所＊、打瀬公民館、高洲コミュニティセンター

詳しくは、「千葉市家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」
または 千葉市　小型家電　

千葉市の小型家電リサイクル回収品目
市内10か所（右表＊印）の回収ボックスのみで回収

●ノートパソコン・タブレット
※マウスや電源コードなどの標準添付品も投⼊できます
※ 効率的な回収・運搬のため、デスクトップパソコン・ディスプレーや、プリンターなど

の周辺機器は投⼊できません
●携帯電話・スマートフォン

●デジタルカメラ●カメラ●ビデオカメラ●電⼦辞書●電卓●電⼦体温計●携
帯⾳楽プレーヤー（CD・MD・MP3等）●補聴器●電⼦書籍端末●電気バリカ
ン●電動⻭ブラシ●カーナビ●ヘアアイロン●ヘアドライヤー●電気カミソリ
及び洗浄機（洗浄液は除く）●卓上時計●ゲーム機●ICレコーダー●HDDレ
コーダー●イヤホン・ヘッドホン●電⼦付属品（ACアダプター・コード類等）

右表全ての回収ボックスで回収 ⼩型家電21品⽬

　環境省の推計によると、使われなくなった携帯電話のうち、半分以上が、
リサイクルされずに家庭で保管されているそうです。
　「都市鉱山」を家にしまいこんでおくのは、まさに「宝の持ち腐れ」で
す。

　「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」は、3月末で終
了します。小型家電リサイクルは今後も続けていきますが、自分が出した
小型家電がオリンピック・パラリンピックのメダルの原材料となるチャン
スは貴重です。ぜひ、3月末までに回収ボックスに投⼊してください！
　プロジェクトについて詳しくは メダルプロジェクト　

使用済携帯
電話の行方は？

メダル
プロジェクトは
3月末で終了！

処分が面倒くさそ
うなので長年その
まま…

機種変更の時に持
ち帰ってきたけれ
ど、もう何年も開
いていない…

携帯電話
スマートフォン

このコード、何の
コードだっけ？

コード類

家

ノートパソコン

　小型家電には、レアメタル（金や銀などの希少な金属）が含まれています。これらのレアメタルを
鉱山にたとえて、小型家電のことを「都市鉱山」と言います。眠っているお宝を発掘してみましょう！

買い換えたけど、使う
かもしれないと思って
処分していない…

デジカメ
ビデオカメラ

に眠っている小型家電を探せ！

ゲーム

もうこのゲーム
遊ばないな…

不用になった小型家電が
メダルに生まれ変わる！

主催：東京2020組織委員会



32 ルール違反は損につながる！？
ごみ出しルールが守られていないと、適切
に資源化されないだけではなく、処理施設
での事故につながる恐れがあります。もう
一度ルールをおさらいしましょう。

異物は出さない！ 少量だから大丈夫…ではありません！
千葉市にはごみステーションが約2万5000か所あります。自分が出しているステーション
での異物は少量でも、全市から集まると膨大な量になってしまいます。

燃やしてしまうなんて、もったいない！
可燃ごみとして排出できるものでも、できるだけ資源回収に出しましょう。

その

1

その

2

その

3

ルールには、理由があります！
間違った出し方でごみを出すと、リサイクルに支障が出るほか、市民の皆様を巻き込むような、
大きな事故につながる恐れがあります。ルールを守って排出しましょう。

ペットボトルの場合

古紙はたたんでしばる

木の枝・刈り草・葉は、月２回の
資源物収集日へ

食品トレー・透明トレー等

雨天時に布類は出さない

びん・缶の場合
損ポイント

損ポイント

損ポイント 損ポイント

損ポイント

市の信用・収入が
ダウンします

事故の危険性

資源として
活用できなく
なります

ごみ処理手数料の
負担が増える

布類が
リサイクル
できなく
なります

損ポイント

ラベルやキャップなどの異物
は取り除いてください！

●�ラベル（簡単にはがせるもの）・キャ
ップ・シール類は取り除く
●�水で軽くすすぎ、きれいに�
してから出しましょう
●�PETマークがあるペット�
ボトルだけ出しましょう
●�油系・飲食用以外のペット�
ボトルは可燃ごみへ！

こ
こ
に
注
意
！ 　爆発事故が発生すると、市内に１か所しかないリサイクル施設が停止

する可能性があります。また、異物が入ると、資源物としての価値が下
がり、リサイクルが困難になります。適正な分別にご協力ください。

×ガスボンベ・スプレー缶の混入
ガスボンベ・スプレー缶は有害ごみへ

×びん・缶の混在
�びんは各色、�
缶は青色のコンテナへ

手作業での選別作業の
手間・費用が増加します

びん

缶

①�段ボールにつめられた
段ボール

②異物が入っている

古紙はたたんで、しばって出す

異物（伝票・ビニール・発泡スチロールなど）は必ず取り除いてください

布類は、雨天時（雨天予報時）には出せません！

チップ状にします 家畜の寝床へ 発電や
ボイラーとして

製品プラスチックの拠点回収を始めました！
ごみの削減・再資源化を促進するため、市内３か所の拠点にある回収ボックスで

単一素材の製品プラスチックを資源物として無料で回収しています。

※この品目以外は回収できませんのでご注意ください。

　左記の品目のうち、千葉市不燃
ごみ指定袋（20ℓサイズ）に収ま
る大きさ＊のもので、製品の底や
裏面等にPP（ポリプロピレン）ま
たはPE（ポリエチレン）と記載さ
れているものが対象です。

品　目

注意事項

回収ボックス設置場所

ザル

風呂イス

ボウル

手おけ

バケツ

洗面器

ちりとり

書籍スタンド

ごみ箱

洗濯かご

汚れを落とし、袋や箱には入れずに、そのまま回収ボックスに投入してください。
次のものは出せません
①素材がわからないもの（PP（ポリプロピレン）やPE（ポリエチレン）の記載がないもの）

②�大きく汚れ
ているもの

③�プラスチック以外の部
品が付属しているもの

④�プラマークが記載
されているもの

⑤�不燃ごみ指定袋に
収まらないもの

　　回収した製品プラス
　　チックは、小さく砕いて
　溶かした後、新たなプラスチック
をつくるための原料として有効活用
されるよ！できるだけ
不燃ごみとして捨て
　るのではなく、回収
　ボックスを利用してね。

中央・美浜環境事業所
中央区都町1307
平日　9：00～17：00
土曜日9：00～12：00
☎231-6342 Ｆ233-8046

花見川・稲毛環境事業所
稲毛区宮野木町2147-7
平日　9：00～17：00　
土曜日9：00～12：00
☎259-1145 Ｆ257-6561

若葉・緑環境事業所
緑区平山町1045-5
平日　9：00～17：00
土曜日9：00～12：00
☎292-4930 Ｆ292-4305

●事業者：新日鉄住金エンジニアリンググループ
●落札金額：�681億円（税抜）（20年間の運営事業費含む）
●�今後の予定�
2021年度�
　解体・建設工事着工�
2026年4月 �
　 操業開始

Ｔ廃棄物施設整備課 ☎245-5243 Ｆ245-5667

新清掃工場の建設・運営事業者を
決定しました

新清掃工場整備中！

　平成29年3月末に旧北谷津清掃工
場の稼働を停止し、2清掃工場運用
体制となりました。また、平成30年
4月に旧工場跡地への新清掃工場の
建設・運営事業に係る事業者を募集
し、同年11月に事業者を決定しまし
た。（第1回定例会で議案可決後、契
約予定）

千葉市では、家庭や事業者から出たごみを、年間126億7700万円かけて処理しています。このお金を無駄にしないためにも、きちんとごみ
出しルールを守りましょう。 Ｔ収集業務課(資源の出し方） ☎245-5246 Ｆ245-5477 廃棄物対策課 ☎245-5379 Ｆ245-5624

① 排出量の制限がなく、太さ20㎝、長さ
100㎝までOK！

② 朝10時まで出すことができる！
③出すだけで焼却ごみ削減につながる！

資源物
収集日に出

す
メリット！

木の枝・刈り草・
葉は、有効利用さ
れています！

木の枝などの資源収集にご協力をお願いします。

　市では、資源回収など、環境にやさしい取
組みを行っている事業者と「ごみ減量のため
の『ちばルール』行動協定」を結んでいます。
行動協定事業者のなかには、市では収集して
いない食品トレーや透明トレーを集めている
店舗がありますので、活用しましょう！

→しばられてないと、運搬中に風で飛び、人や後続車にぶつかる可
能性があります。

→リサイクルの過程で水に溶かすため、少量でも混ざると一緒にリ
サイクルされた何万キロの紙が不良品となってしまいます。

よ
く
あ
る
悪
い

出
し
方

　布類の多くはそのまま古着として活用されて
います。
　そのため、雨に濡れると湿気からカビが生え、
リサイクルできなくなります。
　確実にリサイクルするために

も、雨天時・雨天予報時は、次回の収集にお出しく
ださい。

古着としてまだ着られるものを
目安に、清潔な状態で出してね

　異物が多いなどの理由で、（公
財）日本容器包装リサイクル協

会の指定する品質基準をクリアしないと、協
会への引き渡しができなくなる可能性があり
ます。（＝市の歳入に影響します！）

大きな事故
につながり
ます

こんな出し方が増えています！

排出されたボト
ルの約半分にラ
ベル・キャップが
ついているよ

品質調査では一部
の評価項目で最低
のDランクになっ
たことがあるよ

出し方を守る！

できる限り資源に！

爆発事故
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～ごみの出し方と損の話～

もったいない…
トレー
50枚

手数料
24円
(30ℓ）

＝

＊ 風呂イス・洗面器は指定袋に収まらない
場合でも回収可。

Ｔ廃棄物対策課
　☎245-5236 Ｆ245-5624

各店舗の
一覧と取組み
はこちら→

近くのスーパーで、
いつでも出せて
　便利だね♪

こんなことができます
◦ごみを出す日を前日・当日にお知らせ
◦お住まいの地域のごみ分別カレンダー
◦ごみの分別方法を確認
◦ごみについて困ったときの問合せ先を確認
対応端末
◦iOS 8.0以降
◦Android 4.0以上
各アプリストアで「さんあ～る」で検索！
Ｔ家庭ごみ相談ダイヤル ☎204-5380
　収集業務課 ☎245-5246 Ｆ245-5477

＊廃棄物対策課職員調べ

「さんあ～る」3月より配信開始

iOS

Android
イメージ図

スマート
フォン向け
ごみ分別
アプリ

＊祝日・休日・年末年始を除きます。



4
生ごみの減量に取り組もう！
千葉市の可燃ごみのうち、44.8％、約半分が生ごみです。生ごみの減量が、ごみ減量のための近道です！

３つのキリを意識しよう

水切りのやり方
いろいろ

さらなる生ごみ減量のために

まずは日々の生活で、３つのキリを意識しましょう。

水切りとひとことで言っても、やり方はさまざま。
自分にあった方法で、水切りに取り組みましょう。

水切りグッズ
様々なグッズが市販されているほか、自分で作ることもできます

紙製水切り袋
耐水性の紙ででき
た水切り袋です

生ごみ減量機器を使って減量！ 天日干し

補助金制度を活用して
お得に導入できます

肥料化容器はもちろ
ん、牛乳パックなど身
近な材料で肥料化に取
り組めます

電気等を使わずに減量
することができます

Step1

Step2

Step3

水切りの定番品。足の高
いものだと浸水しにくい
です。捨てる前に、ネット
をひとしぼりしましょう

三角コーナー
＋

水切りネット
ペットボトル
水切り器（自作）
ペットボトルの上部
を切って作ります

回転式生ごみ排水カゴ
流し台に取り付けるこ
とができます

自分に合ったやり方で
やってみてね！

●冷蔵庫を整理しよう
　�週1回程度、冷蔵庫の中身をチェ
ックし、整理・消費しましょう

●野菜をムダなく使おう
　�市では、1人1日18gのごみ減量を
目指しています。野菜の切り方を
工夫したり、皮ごと調理しましょ
う。

●残さず食べよう
　�一度、箸をつけた料理は腐敗しやす
くなります。残さずおいしくいただ
きましょう。量が多いなと思ったら、
事前に量を減らすことも大切。

●余った料理はリメイク
　�どうしても余ってしまった料理は、
リメイクして食べきりましょう。

●水を吸わせない
　�生ごみが水分を吸わな
いよう、濡らさないこ
とを心がけましょう。
野菜は、皮をむく前で
はなく、むいたあとに
洗いましょう。

食材の使いキリ おいしく食べキリ 出てしまった生ごみは

水キリ

肥料化にチャレンジ！

Ｇｏ！Ｇｏ！へらそうくん No.10　2019年（平成31年）3月1日㈮発行

生ごみ減量機器などの購入費への補助金交付制度

◦同一住居あたり5年で2基まで。
◦�破損し再申請する場合は５年経過していなくても補助金
交付の対象になる場合があります（破損状況等がわかる
写真等が必要）。必ず購入前にご連絡ください。
補助の流れ 住所を確認できる書類（運転免許証・保険証
など）を持参の上、指定販売店で申請書類を記入し提出。

密閉処理
容器

生ごみを発酵
処理し液体は
肥料に。処理
物は熟成させ
堆肥に。

生ごみ減量処理機 段ボール
コンポスト補助金額上限35,000円（販売価格の1/2）

補助金額上限4,000円
（販売価格の2/3）

生ごみ肥料化容器
補助金額上限4,000円（販売価格の2/3）

コンポスト容器
微生物の働きで生ごみ・落ち
葉・土を熟成させ堆肥に。

手軽にベランダなどで使用できる
段ボール素材のコンポスト。

◦同一住居あたり1年で2基まで

補助の流れ 購入後1年以内に
申請書類などを市に提出。

＊上記金額は消費税相当額を含みます。＊100円未満切り捨て。＊設置費など諸経費は補助対象外です。詳しくは、千葉市　生ごみ減量機器　

乾燥減量型
温風で生ごみ
を乾燥・減量。

分解消滅型
微生物で生ごみを
分解・消滅。堆肥に
することも可。

◦同一住居あたり5年で1基まで。
補助の流れ 購入後１年以内に申請書類
などを市に提出。交付決定を受けた日か
ら５年を経過した後でなければ、再申請
はできません。

Ｔ廃棄物対策課�☎245-5067�Ｆ245-5624


	GOGO_P01_4校Ｌ広告なし
	GOGO_P02_03_5校L広告なし
	GOGO_P04_5校Ｌ

