
■ 事業促進に向けた取り組み（予定） 

回
覧 

現在、市内から排出される可燃ごみは2つの清掃工場で焼却しており、より安
定した処理を行うため、さらなる焼却ごみの削減が必要です。このため、今ま
では焼却していた木の枝、刈り草、葉を分別して収集、再資源化する事業を開
始し、平成30年2月より全市に展開しました。 

市民の皆様には本事業の趣旨をご理解いただき、事業へのご参加とご協力を
お願いします。 

木の枝・刈り草・葉は、 

月２回の収集日にお出しください。 

 

 

 

※ 出し方や収集日については裏面をご覧ください 

•可燃ごみ収集日に木の枝等が多く排出されるごみステーションにお
いて、市職員が啓発を行います。 

•本事業の啓発チラシ等をごみステーションに設置し、事業周知を図
ります。 

ごみステーションでの啓発・チラシ等による周知 

•可燃ごみの収集日に排出された木の枝等については、可燃ごみとし
ては収集せずに、その場に取り残し、一番近い木の枝等の収集日に
資源として収集することを検討しています。 

可燃ごみ収集日における取り残し 

中央区版 

【お問い合わせ先】 
 ・出し方や収集日について 
   家庭ごみ相談ダイヤル  ０４３－２０４－５３８０ 

 ・事業の詳細、啓発について 
   収集業務課       ０４３－２４５－５２４６ 
   中央・美浜環境事業所  ０４３－２３１－６３４２ 



収集日（月２回） 

再資源化までの流れ 

②処理施設でチップ状に加工 

発電・ボイラー
の燃料 

家畜の寝床に 

敷く敷料 

③資源として有効活用 

木の枝等の出し方 

①ごみステーションに排出 

 
木の枝 

 

１本あたりの太さ（直径）２０ｃｍ、 
長さ１００ｃｍ以内に切り、ひもで束ねる 

刈り草・葉 
 
透明袋・旧指定袋に入れて排出する 
 

町丁名 収集日 町丁名 収集日
川戸町、松ヶ丘町、宮崎町

1・3月

旭町、院内1・2丁目、要町、
亀井町、亀岡町、栄町、
新宿1・2丁目、
新千葉1～3丁目、新田町、
新町、神明町、千葉港、
中央港1・2丁目、鶴沢町、
出洲港、問屋町、東本町、
富士見1・2丁目、本千葉町、
本町1～3丁目

2・4月

今井1～3丁目、稲荷町1～3丁目 1・3火 仁戸名町 2・4火
弁天1～4丁目

1・3水

青葉町、赤井町、鵜の森町、
白旗1～3丁目、
長洲1・2丁目、花輪町、港町、
南町1～3丁目

2・4水

生実町、道場北町、
道場北1・2丁目、
道場南1・2丁目、浜野町、
南生実町、村田町、
祐光1～4丁目

1・3木

春日1・2丁目、汐見丘町

2・4木

市場町、大森町、中央1～4丁目
1・3金

末広1～5丁目、登戸1～5丁目、
星久喜町、松波1～4丁目、
矢作町

2・4金

今井町、塩田町、蘇我町2丁目、
蘇我1～５丁目、大巌寺町、
千葉寺町、都町、
都町1～3丁目、
宮崎1・2丁目、若草1丁目

1・3土

亥鼻1～3丁目、葛城1～3丁目、
寒川町1～3丁目、
椿森1～6丁目、東千葉1～3丁目 2・4土



■ 事業促進に向けた取り組み（予定） 

回
覧 

現在、市内から排出される可燃ごみは2つの清掃工場で焼却しており、より安
定した処理を行うため、さらなる焼却ごみの削減が必要です。このため、今ま
では焼却していた木の枝、刈り草、葉を分別して収集、再資源化する事業を開
始し、平成30年2月より全市に展開しました。 

市民の皆様には本事業の趣旨をご理解いただき、事業へのご参加とご協力を
お願いします。 

木の枝・刈り草・葉は、 

月２回の収集日にお出しください。 

 

 

 

※ 出し方や収集日については裏面をご覧ください 

•可燃ごみ収集日に木の枝等が多く排出されるごみステーションにお
いて、市職員が啓発を行います。 

•本事業の啓発チラシ等をごみステーションに設置し、事業周知を図
ります。 

ごみステーションでの啓発・チラシ等による周知 

•可燃ごみの収集日に排出された木の枝等については、可燃ごみとし
ては収集せずに、その場に取り残し、一番近い木の枝等の収集日に
資源として収集することを検討しています。 

可燃ごみ収集日における取り残し 

花見川区版 

【お問い合わせ先】 
 ・出し方や収集日について 
   家庭ごみ相談ダイヤル  ０４３－２０４－５３８０ 

 ・事業の詳細、啓発について 
   収集業務課       ０４３－２４５－５２４６ 
   花見川・稲毛環境事業所 ０４３－２５９－１１４５ 



収集日（月２回） 

再資源化までの流れ 

②処理施設でチップ状に加工 

発電・ボイラー
の燃料 

家畜の寝床に 

敷く敷料 

③資源として有効活用 

木の枝等の出し方 

①ごみステーションに排出 

 
木の枝 

 

１本あたりの太さ（直径）２０ｃｍ、 
長さ１００ｃｍ以内に切り、ひもで束ねる 

刈り草・葉 
 
透明袋・旧指定袋に入れて排出する 
 

町丁名 収集日 町丁名 収集日
検見川町１～３・５丁目、
浪花町、花園町、幕張町４丁目

1・3月 花園１～５丁目 2・4月

さつきが丘１・２丁目 1・3火
犢橋町、作新台１～８丁目、
武石町１・２丁目

2・4火

内山町、宇那谷町、
こてはし台１～６丁目、
三角町、大日町、
南花園１・２丁目、
み春野１～３丁目

1・3水 幕張町１～３・５・６丁目 2・4水

柏井町、柏井１・４丁目 1・3木
天戸町、花島町、
幕張本郷１～７丁目、横戸台

2・4木

横戸町 1・3金
朝日ケ丘１～５丁目、
宮野木台１～４丁目

2・4金

千種町、長作町、
長作台１・２丁目、西小中台

1・3土
畑町、花見川、
花見川１～９街区、
瑞穂１～３丁目

2・4土



■ 事業促進に向けた取り組み（予定） 

回
覧 

現在、市内から排出される可燃ごみは2つの清掃工場で焼却しており、より安
定した処理を行うため、さらなる焼却ごみの削減が必要です。このため、今ま
では焼却していた木の枝、刈り草、葉を分別して収集、再資源化する事業を開
始し、平成30年2月より全市に展開しました。 

市民の皆様には本事業の趣旨をご理解いただき、事業へのご参加とご協力を
お願いします。 

木の枝・刈り草・葉は、 

月２回の収集日にお出しください。 

 

 

 

※ 出し方や収集日については裏面をご覧ください 

•可燃ごみ収集日に木の枝等が多く排出されるごみステーションにお
いて、市職員が啓発を行います。 

•本事業の啓発チラシ等をごみステーションに設置し、事業周知を図
ります。 

ごみステーションでの啓発・チラシ等による周知 

•可燃ごみの収集日に排出された木の枝等については、可燃ごみとし
ては収集せずに、その場に取り残し、一番近い木の枝等の収集日に
資源として収集することを検討しています。 

可燃ごみ収集日における取り残し 

稲毛区版 

【お問い合わせ先】 
 ・出し方や収集日について 
   家庭ごみ相談ダイヤル  ０４３－２０４－５３８０ 

 ・事業の詳細、啓発について 
   収集業務課       ０４３－２４５－５２４６ 
   花見川・稲毛環境事業所 ０４３－２５９－１１４５ 



収集日（月２回） 

再資源化までの流れ 

②処理施設でチップ状に加工 

発電・ボイラー
の燃料 

家畜の寝床に 

敷く敷料 

③資源として有効活用 

木の枝等の出し方 

①ごみステーションに排出 

 
木の枝 

 

１本あたりの太さ（直径）２０ｃｍ、 
長さ１００ｃｍ以内に切り、ひもで束ねる 

刈り草・葉 
 
透明袋・旧指定袋に入れて排出する 
 

町丁名 収集日 町丁名 収集日
柏台、黒砂１～４丁目

1・3月
小中台町、作草部町、
作草部１・２丁目、
千草台１・２丁目、宮野木町

2・4月

あやめ台、山王町、園生町 1・3火 （該当なし） 2・4火
穴川町、穴川１～４丁目、
天台町、天台１～６丁目、
轟町１～５丁目、萩台町

1・3水 （該当なし） 2・4水

小深町、長沼原町、六方町 1・3木 （該当なし） 2・4木
稲丘町、稲毛１～３丁目、
稲毛台町、稲毛町４・５丁目、
長沼町、緑町１・２丁目、弥生町

1・3金
小仲台１～９丁目

2・4金

稲毛東１～６丁目 1・3土 黒砂台１～３丁目 2・4土



■ 事業促進に向けた取り組み（予定） 

回
覧 

現在、市内から排出される可燃ごみは2つの清掃工場で焼却しており、より安
定した処理を行うため、さらなる焼却ごみの削減が必要です。このため、今ま
では焼却していた木の枝、刈り草、葉を分別して収集、再資源化する事業を開
始し、平成30年2月より全市に展開しました。 

市民の皆様には本事業の趣旨をご理解いただき、事業へのご参加とご協力を
お願いします。 

木の枝・刈り草・葉は、 

月２回の収集日にお出しください。 

 

 

 

※ 出し方や収集日については裏面をご覧ください 

•可燃ごみ収集日に木の枝等が多く排出されるごみステーションにお
いて、市職員が啓発を行います。 

•本事業の啓発チラシ等をごみステーションに設置し、事業周知を図
ります。 

ごみステーションでの啓発・チラシ等による周知 

•可燃ごみの収集日に排出された木の枝等については、可燃ごみとし
ては収集せずに、その場に取り残し、一番近い木の枝等の収集日に
資源として収集することを検討しています。 

可燃ごみ収集日における取り残し 

若葉区版 

【お問い合わせ先】 
 ・出し方や収集日について 
   家庭ごみ相談ダイヤル  ０４３－２０４－５３８０ 

 ・事業の詳細、啓発について 
   収集業務課       ０４３－２４５－５２４６ 
   若葉・緑環境事業所   ０４３－２９２－４９３０ 



収集日（月２回） 

再資源化までの流れ 

②処理施設でチップ状に加工 

発電・ボイラー
の燃料 

家畜の寝床に 

敷く敷料 

③資源として有効活用 

木の枝等の出し方 

①ごみステーションに排出 

 
木の枝 

 

１本あたりの太さ（直径）２０ｃｍ、 
長さ１００ｃｍ以内に切り、ひもで束ねる 

刈り草・葉 
 
透明袋・旧指定袋に入れて排出する 
 

町丁名 収集日 町丁名 収集日
大宮町、大宮台１～７丁目、
北大宮台

1・3月

五十土町、大井戸町、太田町、
大広町、小間子町、
御成台１～４丁目、上泉町、
川井町、御殿町、坂月町、
更科町、佐和町、下泉町、
下田町、高根町、多部田町、
旦谷町、谷当町

2・4月

みつわ台１～５丁目 1・3火
小倉町、小倉台１～７丁目、
若松町、若松台１～３丁目

2・4火

貝塚町、貝塚１・２丁目、
千城台東３・４丁目、
都賀５丁目、原町

1・3水

和泉町、古泉町、高品町、
千城台南１～４丁目、富田町、
中田町、中野町、
西都賀１～５丁目、野呂町

2・4水

愛生町、源町
1・3木

加曽利町、千城台北１～４丁目、
千城台西１～３丁目、殿台町、
東寺山町

2・4木

千城台東１・２丁目、
都賀の台１～４丁目

1・3金 （該当なし） 2・4金

都賀１～４丁目
1・3土

大草町、金親町、北谷津町、
桜木１～８丁目、
桜木北１～３丁目

2・4土



■ 事業促進に向けた取り組み（予定） 

回
覧 

現在、市内から排出される可燃ごみは2つの清掃工場で焼却しており、より安
定した処理を行うため、さらなる焼却ごみの削減が必要です。このため、今ま
では焼却していた木の枝、刈り草、葉を分別して収集、再資源化する事業を開
始し、平成30年2月より全市に展開しました。 

市民の皆様には本事業の趣旨をご理解いただき、事業へのご参加とご協力を
お願いします。 

木の枝・刈り草・葉は、 

月２回の収集日にお出しください。 

 

 

 

※ 出し方や収集日については裏面をご覧ください 

•可燃ごみ収集日に木の枝等が多く排出されるごみステーションにお
いて、市職員が啓発を行います。 

•本事業の啓発チラシ等をごみステーションに設置し、事業周知を図
ります。 

ごみステーションでの啓発・チラシ等による周知 

•可燃ごみの収集日に排出された木の枝等については、可燃ごみとし
ては収集せずに、その場に取り残し、一番近い木の枝等の収集日に
資源として収集することを検討しています。 

可燃ごみ収集日における取り残し 

緑区版 

【お問い合わせ先】 
 ・出し方や収集日について 
   家庭ごみ相談ダイヤル  ０４３－２０４－５３８０ 

 ・事業の詳細、啓発について 
   収集業務課       ０４３－２４５－５２４６ 
   若葉・緑環境事業所   ０４３－２９２－４９３０ 



収集日（月２回） 

再資源化までの流れ 

②処理施設でチップ状に加工 

発電・ボイラー
の燃料 

家畜の寝床に 

敷く敷料 

③資源として有効活用 

木の枝等の出し方 

①ごみステーションに排出 

 
木の枝 

 

１本あたりの太さ（直径）２０ｃｍ、 
長さ１００ｃｍ以内に切り、ひもで束ねる 

刈り草・葉 
 
透明袋・旧指定袋に入れて排出する 
 

町丁名 収集日 町丁名 収集日
あすみが丘東１～３丁目、
大金沢町、おゆみ野南６丁目、
大膳野町、高津戸町、土気町

1・3月 （該当なし） 2・4月

大高町、落井町、上大和田町、
下大和田町、中西町、古市場町

1・3火 （該当なし） 2・4火

おゆみ野５・６丁目、
おゆみ野中央７～９丁目、
鎌取町、東山科町、平川町、
平山町、辺田町、誉田町１丁目

1・3水 （該当なし） 2・4水

おゆみ野１丁目、おゆみ野有吉、
おゆみ野中央１～３丁目、
おゆみ野南１～４丁目、
刈田子町、小金沢町、椎名崎町、
富岡町、茂呂町

1・3木

高田町

2・4木

あすみが丘１～９丁目、
あすみが丘東４・５丁目、
板倉町、大木戸町、大椎町、
小山町、おゆみ野南５丁目、
小食土町

1・3金

おゆみ野２～４丁目、
おゆみ野中央４～６丁目

2・4金

越智町、誉田町２・３丁目 1・3土 （該当なし） 2・4土



■ 事業促進に向けた取り組み（予定） 

回
覧 

現在、市内から排出される可燃ごみは2つの清掃工場で焼却しており、より安
定した処理を行うため、さらなる焼却ごみの削減が必要です。このため、今ま
では焼却していた木の枝、刈り草、葉を分別して収集、再資源化する事業を開
始し、平成30年2月より全市に展開しました。 

市民の皆様には本事業の趣旨をご理解いただき、事業へのご参加とご協力を
お願いします。 

木の枝・刈り草・葉は、 

月２回の収集日にお出しください。 

 

 

 

※ 出し方や収集日については裏面をご覧ください 

•可燃ごみ収集日に木の枝等が多く排出されるごみステーションにお
いて、市職員が啓発を行います。 

•本事業の啓発チラシ等をごみステーションに設置し、事業周知を図
ります。 

ごみステーションでの啓発・チラシ等による周知 

•可燃ごみの収集日に排出された木の枝等については、可燃ごみとし
ては収集せずに、その場に取り残し、一番近い木の枝等の収集日に
資源として収集することを検討しています。 

可燃ごみ収集日における取り残し 

美浜区版 

【お問い合わせ先】 
 ・出し方や収集日について 
   家庭ごみ相談ダイヤル  ０４３－２０４－５３８０ 

 ・事業の詳細、啓発について 
   収集業務課       ０４３－２４５－５２４６ 
   中央・美浜環境事業所  ０４３－２３１－６３４２ 



収集日（月２回） 

再資源化までの流れ 

②処理施設でチップ状に加工 

発電・ボイラー
の燃料 

家畜の寝床に 

敷く敷料 

③資源として有効活用 

木の枝等の出し方 

①ごみステーションに排出 

 
木の枝 

 

１本あたりの太さ（直径）２０ｃｍ、 
長さ１００ｃｍ以内に切り、ひもで束ねる 

刈り草・葉 
 
透明袋・旧指定袋に入れて排出する 
 

町丁名 収集日 町丁名 収集日
幕張西１～６丁目 1・3月 （該当なし） 2・4月
高洲２丁目 1・3火 磯辺１～８丁目、幸町１丁目 2・4火
高洲４丁目 1・3水 高洲３丁目、真砂２丁目 2・4水
高洲１丁目、真砂３丁目

1・3木
幸町２丁目、新港、
高浜１～３・５・６丁目

2・4木

高浜４丁目 1・3金 豊砂、浜田１・２丁目 2・4金
真砂１丁目

1・3土
稲毛海岸１～５丁目、
真砂４・５丁目

2・4土


