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ぼくと一緒に、分別ルールや
ごみ処理の現状について
学んでみよう‼

千葉市清掃条例施行

廃棄物適正化推進員の取組事例

千葉市のごみ処理の歴史

▶千葉市ごみ削減キャラクター
　へらそうくん

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で在宅時間が増えている今、料理をしたり、部
屋の整理をしたりと、家庭からごみを出す機会も増えているのではないでしょうか。
このような状況下でも、ごみの減量や再資源化、適正処理は大変重要なことであり、
市民の皆さんのご協力が不可欠です。
千葉市のごみについて、わかりやすく説明し、見て学べる動画を紹介しますので、ご
みの減量・再資源化にご協力をお願いします。

ごみの出し方・捨て方や、千葉市のごみ処理の歴史について紹介す
る動画を公開しています。また、各町内自治会の推薦を受けて活動
する廃棄物適正化推進員の方々の取組みについても紹介
しています。
� 詳細は、 廃棄物適正化推進員　動画　 　または

� 問収集業務課�☎245-5249�FAXFAX245-5477

千葉市出身のタレントである小島よしおさんとへらそうくんがナ
ビゲーターとして登場。千葉市のごみ処理の状況や、分別ルール、
3R、ごみ処理施設の様子などが動画を通して楽しく学べ
ます。
� 詳細は、 動画で学ぼう　千葉市のごみ処理 　または

� 問廃棄物対策課�☎245-5379�FAXFAX245-5624

動画　  動画　  でで
学ぼう学ぼう！！

昭和29年 昭和33年 昭和35年

寒川での道路清掃

独自の看板を製作 監視カメラを設置

みんな工夫しているんだね‼

ごみ分別スクール

3Rには優先する
順番があるんだ

小島よしおさん

1  はじめに
2  ごみがふえるとどうなる？
3  ごみ分別の方法
4  3Rってなんだ？
5  生ごみだってリサイクル‼
6  清掃工場でのごみの流れ
7   リサイクルセンターでの

 ごみの流れ
8  おわりに
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1   千葉市のごみ処理
の歴史

2   廃棄物適正化推進
員について

3   ごみの出し方・捨
て方
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お家や学校、会社
から収集車でごみ
が運ばれてくるよ

知ってへらそう知ってへらそう
ちばのごみちばのごみ
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電化製品等の小型充電式電池は取り外してありますか？
ビデオカメラ、ゲーム機、コードレスクリーナー、電子辞書など、さまざまなポータブル機器が販売され、わたしたちの生活が便利になる一方

で、これらを廃棄する際に含まれている小型充電式電池が、ごみ処理の過程で大きな問題となっています。

詳細は、
JBRC　協力店

または　 
問新浜リサイクルセンター 

☎263-9100 FAXFAX263-0260

これらのマークが
ある電池は必ず
取り外そう‼

ごみ分別アプリ   　　　　　　 を使ってみよう！さんあ〜るさんあ〜る
ごみ分別アプリ「さんあ～る」で、千葉市のごみの情報を調べることができます。

アプリの設定が完了したら、以下の機能が使えます。

アプリをダウンロードし、
設定を行います。

※ お使いの端末によって仕様が異なる場合があります
問 千葉市家庭ごみ相談ダイヤル ☎204-5380

収集業務課 ☎245-5246 FAXFAX245-5477

あのごみの分別は何
だろう？さんあ〜るで
調べてみよう‼

電気自動車等の急速充電ができます！

利用場所　新港クリーン・エネルギーセンター（美浜区新港226-1）
　　　　　北清掃工場　（花見川区三角町727-1）（3月中運用開始予定）
受付時間　平日　9：00～16：00（12：00～13：00を除く）
　　　　　（祝日・年末年始（12月29日~1月3日）、メンテナンス期間を除く）
利用方法　 利用場所に到着後、電話連絡または窓口で受付
　　　　　※一回に利用できる時間は最大30分間です
利用方法など詳細は、 千葉市　清掃工場　急速充電設備 　または

ごみ焼却による発電で、
電気自動車等の充電が
できるよ‼

出す前に出す前に
ちょっと待ってちょっと待って！！

上記10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

＊風呂イス・洗面器は指定袋に収まらない大きさでも回収できます。

この品目以外は回収できませんのでご注意ください

ざる ボウル バケツ ちりとり ごみ箱 風呂イス 手おけ 洗面器

回収品目（10品目）

製品プラスチックの拠点回収実施中！
区役所や環境事業所などに回収ボックスを設置し、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。回収した製品プラスチックは、新たなプラスチック製品をつくるための原料として
リサイクルされます。不燃ごみとして捨てるのではなく、できるだけ拠点回収をご利用ください。

不要になったプラス
チック製品は捨てる
前にチェック‼

書籍スタンド 洗濯かご

区 回収ボックス設置場所 区 回収ボックス設置場所

中央区
中央区役所 11階自動販売機前
中央・美浜環境事業所
新浜リサイクルセンター 計量棟前

若葉区 若葉区役所 1階地域振興課前

緑区 緑区役所 1階男子トイレ横
若葉・緑環境事業所

花見川区 花見川区役所 1階警備員室側出入口横
北清掃工場 管理棟1階 ホール　 美浜区 美浜区役所 1階ロビー

新港清掃工場 4階 ホール

稲毛区 稲毛区役所 1階正面出入口横　
花見川・稲毛環境事業所

回収拠点

汚れを落とし、袋や箱などには入れずに、そのまま専用の回収ボックスに投入してください。

①素材がわからないものやPP（ポリプロピレン）製・PE（ポリエチレン）製ではないもの
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（取り外せば回収可）
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大きさのもの（風呂イス・洗面器は除く）

出し方

出せないもの
②② ③③

④④ ⑤⑤

回収時間など詳細は、
千葉市　製品プラスチック　

または 

 問廃棄物対策課 ☎245-5236 FAXFAX245-5624

小型充電式電池は市では収集していない排出禁止物です。これを含
むごみを破砕処理すると、破砕時の衝撃によって、火災や爆発の危険
性が高まります。

以下のマークが付いている小型充電式電池は、一般社団法人JBRC
が、無料回収・リサイクルを行っています。

無料回収の協力店舗は、市内に
約50か所あります。小型充電式電
池をごみとして排出しないようご
協力をお願いいたします。

※ 一般社団法人JBRCが回収対
象としない充電式電池もあり
ます

引用元： 一般社団法人電池工業会

•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
などを廃棄物対策課に提出。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。

上記金額は消費税相当額を含みます。100円未満切り捨て、送料等の
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 　または

•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。

• 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
書類などを廃棄物対策課に提出。

生ごみ減量機器などの購入の際は補助金が受けられます！

生ごみ減量処理機 生ごみ肥料化容器 段ボールコンポスト

乾燥減量型 コンポスト容器分解消滅型 密閉処理容器

温風で生ごみ
を乾燥・減量。

微生物の働きで生ごみ・落
ち葉・土を熟成させ堆肥に。微生物で生ごみを分解・消

滅。堆肥にすることも可。

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。

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。

問廃棄物対策課 ☎245-5067 FAXFAX245-5624

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）

補助
金額

上限4,000円
（販売価格の2/3）

補助
金額

リチウム
イオン電池

ニカド
電池

ニッケル
水素電池

ご利用までの流れ STEP 1 STEP 2
アプリを入手 ▲▲ ▲▲ 設定

完了!
お住まいの地域を選択
し、収集パターンを設定

千葉県→千葉市→地区選択
の順で選択iOS Android

1

ごみの収集日を
お知らせします1

ごみ分別帳（50音
順）で分別を調べら
れます

3

清掃工場などの自己
搬入できる拠点や、
小型家電などの資源
物の回収拠点を地図
で検索できます

5ごみ収集日のカレン
ダーを見ることがで
きます
トップ画面からも確
認できます

4

さんあ〜るで出来ること

▶

こ
こ
を
タ
ッ
プ
す
る
と
メ
ニ
ュ
ー
が
開
き
ま
す

さんあ〜るトップ画面

問新港清掃工場 ☎242-3367 FAXFAX242-3368
北清掃工場 ☎258-5300 FAXFAX286-3933

2
3
4
5

4

お知らせを通知します
トップ画面にも表示さ
れます

2

メニュー画面

2

清掃工場で
清掃工場で 無料
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どうしてもご家庭で消費できない食品は、食べられるうちにフードバンク
へ寄付しましょう。
食品の寄付は郵送でも受け付けています。
〒260-0835　千葉市中央区川崎町60　「フードバンクちば」
� 対象となる食品など詳細は、 フードバンクちば 　または
問フードバンクちば�☎301-4025�FAXFAX301-4026

▶リュウジさん

詳細は、
千葉市　食品ロス　

� または

へらそうへらそう！！
�� 食品ロス食品ロス

食品ロスを減らすために、日々の生活の中でできることに取り組んでいきましょう。

フードバンクを活用しよう！ フードドライブを実施しました

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてい
る食べ物のことです。日本では、こうした食品ロス
が1年間で約612万トンも発生しています（2017年
度推計）。これは、毎日一人あたり、お茶碗約1杯分
の重さの食べ物が捨てられていることと同じです。

おうちごはんの機会が増えている今、ご自宅にある食材を有効に活用したいですよね。
そこで、ご自宅で余りがちな食材を使ったレシピを千葉市出身の料理研究家リュウジさんに
ご紹介いただきました‼これらのレシピを参考に、おいしくたのしく食品ロスを減らしましょう‼

その他のレシピは、
千葉市　この食材どう使おう　

� または

フードバンクとは、まだ食べられるにもかかわらず
廃棄されてしまう食品や食材を家庭や企業から引き取
り、必要としている方々へ無償で提供する活動です。
千葉市で活動するフードバンクちばでは、年3回の
フードドライブ（手つかず食品の回収）を行っている
ほか、常時、食品の寄付を募集しています。

詳細は、 千葉市　フードドライブ 　または

無限ニンジン
マヨサラダ

新玉葱のごま
ポン酢漬け

無限ふりかけ
海苔

にんじん� 150g
ハム� 3枚
マヨネーズ� 大さじ2杯半
うま味調味料� 4振り
塩� 小さじ1/5杯
黒胡椒� �適量（思ってる

三倍の量‼）

材料
玉ねぎ� 250g（1玉）
ポン酢� 大さじ2杯
ごま油� 大さじ2杯

材料
もみ海苔� 10g
ごま油� 大さじ2杯
塩� 小さじ1/3杯
うま味調味料� 6振り
白ごま� 大さじ1杯

材料

1 ��にんじん、ハムを細切り
にする。

2 ��材料をすべて混ぜれば完
成‼

作り方
1 ��玉ねぎをラップで包み、
電子レンジ（500W）で
6分加熱する。

　※やけどに注意‼
2 ��ざく切りにして、ポン酢
とごま油に漬けて完成‼

作り方
1 ��フライパンにごま油を熱
し、もみ海苔を入れ炒め
る。

2 ��塩、うま味調味料、白ご
まを追加し、さらに炒め
完成‼

作り方

にんじん たまねぎ のり

食品ロスを減らそう！
リュウジさんと

一緒に
リュウジさんと

一緒に おいしく�たのしく

ご協力ありがとう
ございました‼

� 問廃棄物対策課�☎245-5379�FAXFAX245-5624

食品ロス削減の取組みの一つとし
て、市役所でフードドライブを実施
しました。
12月1日 ～14日 の2週 間 で�
約300kgの食品が集まりました。
回収した食品はフードバンクちば
に提供しました。
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