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「クルクルクリーンかしわ」は
ごみ減量のための啓発紙です

廃棄物政策課☎7167－1140・ 7163－3728問い合わせ

　皆さんは紙類のごみをどのように出していますか？
　市では紙類の中で、新聞紙・段ボール・紙パック・雑誌以外の紙類を「ざつ紙」とし
て資源品〈資源ごみ〉の日に回収し、リサイクルしています。「ざつ紙」として分別す
ることで可燃ごみ〈燃やすごみ〉が減り、CO2の排出量やごみ処理費用の削減につなが
ります。今号では、皆さんの身の回りにある「ざつ紙」の分別方法について特集します。

資源品〈資源
ごみ〉で

出すのが正解

紙面上でのごみの名称は柏地域〈沼南地域〉の順に示しています

この「クルクルクリーンかしわ」（P1〜4）は抜き取ってお読みください
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初 級 編

中 級 編

紙面上でのごみの名称は柏地域〈沼南地域〉の順に示しています

全てできれば、あなたもざつ紙分別の達人全てできれば、あなたもざつ紙分別の達人全てできれば、あなたもざつ紙分別の達人

　可燃ごみ〈燃やすごみ〉として
出す前に、こんなものがないか確
認してみましょう。

　紙ファイルや窓付き封筒
などにあるプラスチックや
ビニール部分は切り取り、
不燃ごみ〈燃やさないごみ〉
として出しましょう。

　リングノートやカレ
ンダーなどにある金属
部分は取り外し、資源
品〈資源ごみ〉の金属
類として出しましょう。

まずは身近にあるざつ紙を知ろう！

紙でない部分を取り除こう！

ごみの出し方は、ごみ分別アプリ
「さんあ～る」で検索！
　ごみ出しの前日や当日
に通知が届いたり、出し
方の分からないごみの排
出方法を検索できたりす
る、便利なスマートフォ
ン向けアプリです。

ダウンロード方法
　各アプリストアから「さん
あ～る」で検索するか、市のホ
ームページからダウンロード
することができます。アプリ
のダウンロードは無料で、通
信費は利用者負担となります。

▲iOS用 ▲Android用

包装紙も
ざつ紙でOK！

ホチキスの針は
付けたままでOK！

会社・学校で配布されたプリント類トイレットペーパーの芯 お菓子など商品の空き箱

パンフレットやチラシ

封筒やメモ用紙

こんな形でも
実はざつ紙！

可燃ごみ〈燃やすごみ〉の9パーセントが再資源化できる紙類
　市内の可燃ごみ〈燃やすごみ〉の中身
をサンプル調査したところ、そのうち約9
パーセント（年間約5,000トン）がリサイ
クル可能な紙類であることが分かりまし
た。この量を漫画週刊誌に換算すると約
700万冊になります（平成30年度推計）。

生ごみ
36％

その他可燃ごみ
32％

その他不燃ごみ
〈燃やさないごみ〉など   20％

リサイクル
できない紙　3％

リサイクル
できる紙
9％

ざつ紙の便利な出し方を紹介
　紙袋をごみ箱の近くに置いて分別することで、簡単に出すこ
とができます。

　不要な雑誌やカタロ
グの間にざつ紙を挟ん
で、まとめてひもで縛
って出すこともできま
す。

小さなものも、
中身がばらけずに
出せます

カレンダー

窓付き封筒

紙ファイル

可燃ごみ〈燃やすごみ〉の内訳
（平成30年度柏市ごみ組成調査より）

こんな方法も

■ 身の回りの紙製品をチェック

■ プラスチック類をチェック

■ 金属類をチェック

分別の
ポイントは、
紙や箱！

みんなで分別
すれば、

環境に優しいね

ひもで縛る
リングノート 紙以外でできた

取っ手の場合は
外してください

　これまでざつ紙を可燃ごみ〈燃やすごみ〉として出していたかたも大丈夫！　初級編から分別方法を学んで、ざつ紙分別の達人を
目指しましょう。
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　洗剤や線香が入って
いた箱など、においが
付いたものはざつ紙と
して出せません。

紙のリサイクル工場をのぞいてみよう！ 　汚れたものや感熱紙等は可燃ごみ〈燃やすごみ〉として出すなど、ざつ紙の分別にはいくつ
か決まりごとがありますが、その理由はリサイクルの工程にあります。皆さんの家庭から排出さ
れたざつ紙などの紙類はどのようにリサイクルされるのか、一緒に見てみましょう。

収集日が雨でもざつ紙は出せる？ 個人情報が入ったものは出しても大丈夫？

ざつ紙の

Q &A

A.  出すことができます。収集日を確認し、決めら
れた時間までに所定の場所に出してください

A.   個人情報が気になる場合は、個人情報部分を塗りつぶした
り、切り取ったりして、ざつ紙として出してください

　ケーキが入って
いた箱など、汚れ
や油が染みたもの
はざつ紙として出
せません。

　感熱紙やカーボン紙など
特殊な加工がされているも
のや、手でちぎれないよう
な加工がされたものはざつ
紙として出せません。

■ 汚れが付いていないかチェック ■ 加工された紙かどうかチェック

■ においが付いていないかチェック

➡ざつ紙として出せない紙は、可燃ごみ〈燃やすごみ〉で出しましょう

写真

レシート
（感熱紙）

靴やかばんの詰め物

伝票類（カーボン紙）

その他
●半紙、和紙、障子紙
●感熱性発泡紙（点字の印刷物）
●圧着はがき（公共料金の通知など）
●防水加工の紙（紙コップ、紙皿）
●金紙、銀紙
●3Dプリンターの用紙

Q1 Q2

1 工場に運ぶ 2 ざつ紙をゆで、こしてから異物を取り除く

4 古紙パルプを原材料にして原紙を作る5 水分をしぼり取る6 原紙を巻き取る7 完成

3 ざつ紙からインクを取り除く

ホチキスの針など
の小さな異物を取
り除きます

ここに油の染みた紙が
入ると、うまく混ざらなく

なります

加工紙の中には
特殊なインクが使われて
いるものもあり、

この工程では取り除けず
残ってしまいます

出てきた古紙
パルプは、白い
かたまりになり
ます

レシートなど
熱に反応するものが
混じると、再生紙に
斑点などが出て
しまいます

古紙パルプを紙
すきの機械に入
れて原紙を作り
ます

できあがった原紙
は、厚紙や板紙にな
ります

上 級 編 リサイクルできない紙を取り除こう！

においは取り除く
ことができないため、
残ると品質に
影響します
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70
古紙配合率70％再生紙と植物油インキを使用しています。
また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

この内容は令和元年10月15日時点のごみ処理方法・ごみ出しルールです。今後、運搬や処理方法等
の変更により、ごみ出しルールは変更となる可能性があります。その際は改めてお知らせします

① スプレー缶の穴開けは不要です
　スプレー缶の穴開けは、爆発など事故が起こる危険
があります。スプレー缶は中身を完全に使い切り、穴
を開けずに資源品〈資源ごみ〉の収集日に「空カン類」
として出しましょう。

　蛍光管などに使用されている水銀を収集運搬時に飛散・流出させないよ
う、平成30年4月から、柏地域の有害ごみの出し方が変わりました。

スプレー缶の出し方に注意 有害ごみは分別を（柏地域）

　資源品〈資源ごみ〉以外のごみとして出された場合、収集・
処理中に爆発等の事故が起こる危険があります。資源品 〈資源
ごみ〉としての排出にご協力をお願いします。

危険

② 中身の使い切りにはガス抜きキャップが便利
　スプレー缶には、ガスを出し切るための「ガス抜
きキャップ」が装着されているものもあります。
　ガス抜きキャップの使い方は、商品によって異な
るため、記載されている説明文や各メーカーのホー
ムページでご確認ください。

「資源品の日」に、品目別に中身の見える袋に入れる変更後

空カン・空ビン・PETボトルの袋には入れないでください
蛍光管は、購入時の箱に入れて出すことも可能です

有害ごみで出せるもの
水銀体温計・血圧計、電池（リチウムイオン電池などの充電池を含む）、蛍
光管、使い切ったライターなど

誤った分別で充電池（リチ
ウムイオン電池など）を出
すと、回収車両や工場で
の火災の原因となります。
正しいごみの分別にご協
力ください

　クリスマスケーキやおせち、恵方巻きな
ど、イベントならではの商品を食べるかた
も多いのでは？　こうした季節商品は、大
量生産による大量廃棄を防ぐため、予約を
して食品ロス削減を心掛けましょう。

食品ロス削減のススメ

その服、　捨てる前　にちょっと確認を！
　着なくなった衣類は、資源品〈資源ごみ〉として出すことができます。今回は出す前に知っておきたいポイン
トを紹介します。

❶ 雨の日には出さないで

❷  状態の良いものは、リユースショップ
「ショップリボン」へ

　資源品〈資源ごみ〉として出された衣類の中でまだ着られるものは、海外などで再利用さ
れています。雨の日に出すと、カビが生えてしまうなど、そのまま再利用できなくなってし
まうため、雨天時は出さないようお願いします。
　また、ネームタグ等に名前が書かれたり、刺しゅうされたりしたものは取り除きましょう。

　リサイクルプラザリボン館では、ご家庭で不要になったまだ使える衣類などの寄付を受け
入れ、販売しています。自宅の不要品を見直して、寄付してみてはいかがでしょうか。

寄付品の提供方法
対市内在住で18歳以上のかた
受 付品目／衣類（汚れ等がなく洗濯済みのもの）、家庭雑貨、学用品など※危険物、食品、薬
品、家電、靴類、貴金属、書籍、CD・DVD、１辺1メートル以上のもの、公序良俗に反
するもの等は不可

受入時間／午前9時30分～午後3時
申身分証明書を持って、リサイクルプラザリボン館に直接持参を
他寄付品の引き取りは無償
◎詳しくはお問い合わせを
所問リサイクルプラザリボン館（柏市リサイクルプラザ3階）☎7199－5082
　（午前9時～午後5時。月曜日休館、祝日の場合は翌日休館）

清掃工場等へのごみの

持ち込み手数料が変わり
ました

　10月1日に消費税率が10パーセントに改正されたことに伴い、市内の清
掃工場等にごみを持ち込む際の手数料を変更しました。詳しくは、市のホ
ームページをご覧ください。

ク リ ン ち ゃ ん か ら の お 知 ら せ

電池やライターな
ど、種類ごとに分
けて袋に入れて出
してください。不
燃ごみや刃物類な
どの危険物を混入
して出さないでく
ださい

白熱灯・LED灯は
有害ごみではなく
不燃ごみとして出
してください




