
「ごみ削減！何のため？ 
   誰のため？」 

 ～挑戦！焼却ごみ１/３削減～ 

 

平成２２年１１月 
市長との対話会 

焼却ごみ１／３削減 
イメージキャラクター 
「へらそうくん」 
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減らそう！１／３ 
挑戦！焼却ごみ１／３削減 

環境と資源と、次世代のために今できること 

平成１９年、千葉市は 

新しいごみ処理基本計画をつくりました 
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ごみ処理計画は、ごみのダイエット計画 

焼却ごみを１／３（１０万トン）減らして、 

清掃工場を３つから２つにします。 
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３清掃工場体制 

 

２工場体制確立 

1/3(10万ｔ）減らす！！ 
 清掃工場は２つに 



焼却ごみ１/3削減達成効果① 
新港クリーン （美浜区新港） 
エネルギーセンター 

（平成１４年稼働） 

北清掃工場 （花見川区三角町） 
（平成８年稼働） 

北谷津清掃工場（若葉区北谷津町） 
（昭和５２年稼働） 

   建て替え不要 
建設費１８２億円、維持管
理費６．４億円／年の節減 
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節減された費用
は、子供の育成・
教育や福祉など
必要な分野に使
われます。 



焼却ごみ１/3削減達成効果② 

新内陸最終処分場（若葉区更科町） 

延面積     約１２０，０００㎡ 

整備費     約１３０億円(用地費・建設費等） 
維持費     約 １０億円／年 

最終処分場
の延命化 

平成３６年        

 

平成６０年 
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焼却ごみ１/3削減達成効果③ 

温室効果ガスの削減 
 
 １１．２万 トンから５万トンに 

（清掃工場からの排出量） 
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家庭から出される可燃ごみの中身 

生ごみ類 

３７．５％ 紙類 

３２．７％ 

木くず 

５％ 

布類 

４．４％ 
軟質プラ 

１１．５％ 硬質プラ 

１．７％ 

その他 

７．２％ 

可燃ごみには、 
まだまだこんなに 
紙が入っているよ 

平成１８年度 
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まずは身近な 
「古紙」の分別から！！ 

 

いま分別しているあなたも 
分別初心者のあなたも 
可燃ごみのなかを見直して
みよう 
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古紙はこうして資源に！！ 

１ 新聞 ２ 雑誌 ３ 段ボール 

４ 雑がみ ５ 紙パック 

・折込広告 
・コピー用紙 

・週刊誌 
・カタログ等 

・洗って乾かす 
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「雑がみ」の分別を徹底させよう 

・「新聞」「雑誌」「段ボール」「紙パック」以外の、
リサイクルできる雑多な古紙だよ！ 

包装紙・紙袋 カレンダー メモ用紙 お菓子の箱 

雑がみとは？ 
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千葉市のごみの現状 

２５４,０００ 

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

１３ 
 
１２ 
 
１０ 

８６，７９２ 

 

３０ 

 

 

２０ 

 

 

１０ 

 

 １８年度  １９年度 ２０年度 ２１年度 ２８年度 

（単位万トン） 
（単位千トン） 

３３０，６９３ ２７７，２９３ １２８，６３９ 

・３年間で燃えるごみが５３，４００トン削減  
・その内４１，８４７トンが紙類の削減です。 

焼却ごみの量 紙ごみの量 



２清掃工場体制の早期確立に向け 
「雑がみ」分別大作戦 

平成２１年度の可燃ごみの排出量が２７７、０００トン 

平成１９年度から５３，４００トン削減しました。 

目標としている、年間可燃ごみ排出量２５４，０００ｔまで、あと２３，０００トンと
なりました。 

徹底した「雑がみ」分別で、早期目標達成にご協力おねがいします。 
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「焼却ごみ1/3削減」達成に向け
た今後の課題 
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ごみのダイエット計画は、
平成１９年度から２１年
度までは、計画を上回る
成果がありました。今後は
リバウンドさせないよう目
標に向け減量を！ 

他市町村での主な取り組み 
 
・プラスチックの分別・資源化 
   全国市町村の５８%で実施 
・ごみの有料化導入   
   全国市町村の５９．５％で実施  



「焼却ごみ１／３削減」に向けた主な取り組み 

 基本方針１：ごみを作らない、出さない環境づくりの推進 

 基本方針２：徹底した分別による焼却ごみ削減の推進 

基本方針３：環境負荷の低減と経済性・効率性を考慮した 
         ごみ処理の推進 

・ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 
・生ごみ・剪定枝の発生抑制             
・啓発事業               など１０事業 

・古紙・布類の再資源化の拡充 
・プラスチック製容器包装の再資源化の推進  など９事業 

・収集運搬体制の合理化              など１０事業 
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●「ちばルール」の普及・拡大 

ちばルールとは 
   

 ３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）の視点から、市民・ 
  事業者・市がそれぞれの役割のもと、自主的にごみの減量 
  に取り組むための行動指針。 

基本方針１：ごみを作らない、出さない環境づくり
の推進 

・「ちばルール」行動協定の締結 
   平成２２年度末までに、小売業者250店舗と協定を締結。 
    

・マイバッグキャンペーンの実施 
  昨年度はH.21.11.15～H22.1.15まで実施。 
  ３２，１６５通の応募、ごみ減量効果は約１．５トン。   
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・生ごみ減量処理機等の購入補助制度  
生ごみ減量処理機 20,000円を上限に１／２補助       
生ごみ肥料化容器   3,000円を上限に２／３補助 
   

●生ごみ・剪定枝の排出抑制の推進 
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・剪定枝チップ機の貸し出し     
 剪定枝の資源化を図るためチップ機を 
 無料で貸出 
       



●自治会等を対象とした説明会の開催 
             （出前講座を含む） 
 

・平成19年4月～Ｈ21年3月  ７３４回開催 

●早朝啓発の開催 
  ・平成19年、平成20年、平成21年 
  ３年間実施 
  ・町内自治会のご協力をいただき 
  ごみ出しに来られた方にチラシの 
  配布等を実施 

●駅前やスーパーマーケット店頭でのＰＲの実施 
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啓発事業 



小学生を対象とした普及・啓発 

●ごみ分別スクールの実施 
  ・小学４年生を対象に開催 
  ・平成２１年度は市内１２０校全ての 
   小学校を対象に実施 

●小学生によるごみ出しチェックの実施 
  ・「ごみ分別スクール」受講者の小学 
   生に、ごみステーションの分別状況 
   のチェック 
  ・平成２１年度は１８地区１０４ステー 
   ションで実施 
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基本方針２：徹底した分別による焼却ごみ削減の推進 

●古紙・布類の再資源化の拡充 

・ごみステーションでの古紙・布類の収集 
  （H21.10から週１回収集開始） 
    
・古紙回収庫の設置 
  公共施設２０か所に「古紙回収庫」を設置 
    

・集団回収  
  奨励補助金の交付   （ ２円/Kg） 
   集団回収団体へ保管庫等の支援 
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 ・市内４地区（2,770世帯）を対象に生ごみ 
  分別収集 モデル事業を実施。 
  民間処理施設で、バイオガス化処理に 
  よる生ごみの資源化を行う。    
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●生ごみ分別モデル事業の実施 

●事業所ごみの分別の徹底 
 
・清掃工場での搬入物検査の実施 
  （資源化可能な古紙の搬入禁止） 



 
基本方針３：環境負荷の低減と経済性・効率性を考慮した 
        ごみ処理の推進 

 

●焼却灰の再生利用の推進 

   最終処分場をできるだけ長く使用するため、焼却灰から 
   エコセメントやスラグへの再生と利用を進める。 
 
  ・埋め立て量  Ｈ１８：３３，８６２トン      Ｈ２１：２０，１３０トン 
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  古紙・布類と可燃ごみの収集回数の見直しの 

  実施及び収集区域を区単位で再編成 ・・・Ｈ２１：１０月実施 

   ・古紙・布類  月２回      週１回 
   ・可燃ごみ   週３回      週２回 
 

●収集運搬体制の合理化 
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市民によるごみ減量への自主的な取組 

「焼却ごみ1/3削減」推進市民会議 

ごみ出しルール 生ごみ資源化 容器包装 

市民が「焼却ごみ1/3削減」に取り組む場として設置 

平成２２年度推進市民会議メンバーによる公民館利用サークルへ雑がみ分別説明会実施 

生ごみ減量研究会 

千葉市で実施している「生ごみ資源化アドバイザー」養成
講座受講生を中心とするメンバーで生ごみの資源化、普
及啓発に取り組んでいる。 
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幕張新都心まちづくり協議会   幕張副都心周辺    約１，０００人     

清掃ボランティア活動の状況 

チバスター               千葉ポートパーク   約  ３００人  

ユース・サポートセンター友懇塾  ＪＲ千葉駅周辺    約   ５０人 

花見川の環境を守る会       花見川流域      約    ４０人  

※平成２１年度市が物品支援した団体は１３３団体 

主な団体の活動状況 



24 

ごみの分別・排出ルールの 
指導制度の創設 

決められた日時に 決められた場所に 

分別して 決められた容器で 

ごみの分別・排出ルール 

取り残し
ごみ 
 
調査 

ルール
を守らな
い方 
指導 

指導後も
守れない
場合 
勧告 

勧告後も 
守れない 
場合 
命令 

命令後１年以内に
ルール違反 
 
過料（２千円） 

指導の流れ（勧告・命令・過料は平成２３年４月１日から）適用開始 



市民の皆様へ（１） 

     市は、「脱・財政危機」を宣言し、「財政健全化プラン」に基づき、財政危機の克服に向けた 
  取り組みを強化しています。 
    この危機を乗り越えるために、市民の皆様におかれましても、ぜひ次のことにご協力をお 
  願いします。 皆さんのご協力で経費を節減し、その分を市民福祉の向上に活用します。 

  
   
  市税は市の収入の約半分を占め、市政運営を支える大変重要な収入です。また、国民健康保 
 険料などの公共料金は保険制度や公共施設の適切な運営に欠かせない財源です。これらの納付 
 が遅れると、健全な財政運営に支障を来すだけでなく、督促状の発送など費用もかかりますの 
 で、口座振替の活用などにより、納期内での納付をよろしくお願いします。 
  
 

○納期内に納付で費用削減  

【市税・国民健康保険料の督促にかかる費用  約 5 , 4 0 0万円】  

  
   
  焼却ごみの３分の１にあたる、10万トンを削減できれば、現在の３清掃工場から２工場でご 
 みを処理でき、工場の建て替え費用、約190億円の節減につながります。ごみ処理費用を削減 
 するため、包装紙や紙箱などの雑紙の分別、生ごみの水切りなどの徹底をお願いします。 
  
 

○ごみを減らして費用削減  

【ごみ処理にかかる費用  年間約 1 5 0億円】  

25 



市民の皆様へ（２） 

  
   
  健全な食生活や適度な運動を行うとともに、特定健康診査やがん検診などを受診し、日常の 
 健康管理に取り組んでください。また、普段から「かかりつけ医」をもち、体調を崩した場合 
 は、早めに相談するようにしましょう。市民の皆さんが、ご自身の健康づくりに積極的に取り 
 組んでいただくことにより、医療費が抑制されますので、ご協力をお願いします。 
  
 

○健康を維持して医療費抑制  

【千葉市国民健康保険の年間総医療費  約 6 5 4億円】  

  公園、道路、河川などの身近な環境を市民の皆さんと市が協力し合い、それらの財産を維持 
 管理していくことにより市の業務が軽減されます。地域の清掃活動などへのご協力をお願いし 
 ます。 

○身近な環境を皆さんで管理して節約  

      【公園の維持管理にかかる費用  年間約８億 4 , 0 0 0万円】  

  
   
  次代に誇れる「ちば」を築くため、社会福祉基金やマリンスタジアム基金、財政調整基金へ 
 の寄附など、ぜひ千葉市を応援してください。なお、「ふるさと納税」制度の活用により、一 
 定の税控除が受けられますので、ご協力をお願いします。  
 

○ふるさと千葉市に応援を  
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市民の皆様へ（３）   
 
 
 
   
 ・プランター花壇の設置やポイ捨て防止など地域の環境美化にご協力ください。 
 ・動物公園や花の美術館、科学館など、市の施設を積極的にご利用ください。 
 ・地元チーム（千葉ロッテマリーンズ・ジェフ千葉）を応援し、地域を活性化させましょう。 
 ・市の貴重な財源となる千葉競輪をお楽しみください。平成20年度は１億円の収益を市の事 
  業に活用しています。 
 ・たばこや宝くじはできるだけ市内でご購入ください。 
  
    
 

○その他にも！  

  
 
 
 
   
   ●財政調整基金（財政局財政部財政課 ２４５－５０７８） 

     ・・・財政健全化に向けたあらゆる取組みに活用させていただきます。  

  ●社会福祉基金（保健福祉局地域福祉課 ２４５－５２１８） 

     ・・・民間社会福祉施設等への物品寄贈や社会福祉施設等の整備の助成などに活用させていただきます。 

  ●文化基金（市民局生活文化部文化振興課 ２４５－５２６２） 

     ・・・舞台芸術鑑賞事業のほか、様々な文化事業に活用させていただきます。 

  ●緑と水辺の基金（都市局公園緑地部緑政課 ２４５－５７７５） 

     ・・・花のあふれるまちづくり、公園の維持管理などに活用させていただきます。 

  ●リサイクル推進基金（環境局環境管理部ごみ減量推進課 ２４５－５６０３） 

     ・・・市民及び事業者等のリサイクル活動の支援などに活用させていただきます。 

  ●マリンスタジアム基金（都市局公園緑地部公園管理課 ２４５－５８９７） 

     ・・・マリンスタジアムの修繕、イベントなどに活用させていただきます。 

 

  

 

○千葉市寄附受入基金一覧  
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