
 発行  柏市  環境部  廃棄物政策課
〒277−8505  千葉県柏市柏5丁目10番1号
☎（04）7167−1140  （04）7163−3728

10.1平成28年（2016年）

広報かしわ別冊
柏市ごみ減量
マスコットキャラクター
クリンちゃん

No.40

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

「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

出した
後のご

みは

どうな
るんだ

ろう？

その先
をのぞ

いてみ
よう！

クイズ
です！こ

の日は「
資源」

と「（容
器包装

）

プラス
チック

」のご
み出し

の日で
す。ここ

に間

違いが 4つ
ありま

す。答
えは 3

面右上
をご

覧くださ
い。

ち
ょ
っ
と
待
っ
て

そ
の
出
し
方
で
大
丈
夫
？

ち
ょ
っ
と
待
っ
て

そ
の
出
し
方
で
大
丈
夫
？



ご み 集 積 所

2
No.40　平成28年（2016年）10月1日

ごみは、指定された時間までに
出してください

　その日のごみの量、天候、交通事情に合わせて円滑な収集ルートを決め
ているため、同じ集積所でも日によって収集時間が異なることがあります。
そのため決められた時間までにごみ出しをお願いします。
旧柏地域　：午前8時30分まで
旧沼南地域：午前8時まで
※状況により、ごみの収集は夕方までかかる場合もあります
※ごみの種類によって収集している車・時間が異なります

市内に

約10,000カ所
以上

1台が1日に
100〜200の集積所を

回ります

収集車はごみを
プレスして1台1回当たり
2〜3トンのごみを運びます

不燃ごみ／燃やさないごみ

可燃ごみ／燃やすごみ

資源品／資源ごみ

容器包装プラスチック類／
プラスチック系ごみ

1
ポイント お菓子の空き箱、

どうしていますか？
　市では、お菓子の空き箱やメモ用紙、包装紙などを「雑誌・ざつ紙」として「資
源品／資源ごみ」の日に分別収集しています。これらの紙は溶かしてトイレッ
トペーパーや段ボールなどにリサイクルされます。
　しかし、汚れや臭いの付いたもの、防水加工され
たもの、のりなどで固められた硬い紙、カーボン紙、
感熱紙、和紙などはリサイクルに向かない紙である
ため、「可燃ごみ／燃やすごみ」として出してください。
※詳しくは市のホームページをご覧ください

2
ポイント

「不燃ごみ／燃やさないごみ」
ってどう処理されているの？

　「不燃ごみ／燃やさないごみ」は、そのままでは効率的に処理することがで
きない大きいもの・硬いものなどです。金属を含むものは、リサイクルのた
めに工場で破砕し、磁石で金属を取り出しています。それ以外のものは、選
別を行い、最後に残ったものは燃やしています。
　「不燃ごみ／燃やさないごみ」には、小型家具類、プラスチック製品、革製
品、ガラス・陶磁器類などがあります。
※使用済み小型家電はリサイクルできます。詳しくは4面参照

3
ポイント

　段ボールはビニールひも等でまとめて出してください。収集された後、
作業員が鎌を使ってひもを取り、選別します。粘着テープでまとめてしま
うと鎌で取ることが困難になり、選別作業に支障が出ますので、必ずひも
等でまとめるようお願いします。

4
ポイント

　整髪料などのス
プレー缶や、カセッ

トコンロ用ガスボンベなどは中身
を使い切り、穴を開けてから「資源
品／資源ごみ」の日に出してくださ
い。
　ガスが残ったスプレー缶が他の
回収日に出されることにより、ス
プレー缶が爆発し、収集車や清掃
工場での火災が発生しています。

5
ポイント

ひも（ビニール製・麻製など）
粘着テープ類（ガムテープ・養生テープなど）

出し方をお願いするのには理由があります出し方をお願いするのには理由があります出し方をお願いするのには理由があります
問ごみ処理の流れ・リサイクルについて：廃棄物政策課☎7167−1140、ごみの分別・集積所について：環境サービス課☎7167−1139
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食品や洗剤などが入ってい
たプラスチック製の容器や

包装材などです
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　毎日のごみ出しで疑問に思っていること、困っていることはありませんか？皆さんに
ご協力いただいているごみの分別や出し方のルールには、それぞれ理由があります。市
のごみ処理の流れを知ると、その理由が分かります。ごみ出しのポイントを知ってあな
たも今日からごみ出し達人！

※平成27年度版清掃事業概要より

清掃工場 最終処分場

再生工場

リサイクル工場

リサイクル工場

　収集されたごみは、クレーンで撹拌（かくはん）
し燃えやすくしてから約800～ 900度で焼却し、
灰にします。

旧柏地域：�北部クリーンセンター・
　　　　　南部クリーンセンター
旧沼南地域：クリーンセンターしらさぎ

　収集された「容器包装プラスチック類／プラス
チック系ごみ」は、機械で袋を破いてから人の手で
異物などを取り除き、再生工場に引き渡すため圧
縮・梱包（こんぽう）しています。

　市の最終処分場はすでにいっぱいのため、
お金を払って、市外に埋め立てをしていま
す。ごみを減らすことは環境負荷の低減だ
けではなく、市の支出削減にもなります。

　皆さんが分別した資源は、再び製品に生
まれ変わります。エコマーク（　　）などを
参考に、リサイクルされた商品を選んで地
球に優しい生活を！

旧柏地域：民間施設
旧沼南地域：民間施設

旧柏地域：柏市リサイクルプラザ
旧沼南地域：民間施設
　収集された資源品は、人の手で異
物などを取り除き、再生工場に引き
渡すため圧縮・梱包しています。

段ボールは粘着テープで
まとめて出していませんか？

汚れの落ちない　　は
「可燃ごみ／燃やすごみ」へ

やめて！　 の二重袋！！

　段ボールはビニールひも等でまとめて出してください。収集された後、
作業員が鎌を使ってひもを取り、選別します。粘着テープでまとめてしま
うと鎌で取ることが困難になり、選別作業に支障が出ますので、必ずひも
等でまとめるようお願いします。

　軽くすすいで汚れが落ちるものは「容器包装プラス
チック類／プラスチック系ごみ」、汚れが落としにくい
ものは「可燃ごみ／燃やすごみ」として出してください。
　油などの汚れが付いたままだと、リサイクルには向
きません。レトルト食品の袋やからし等の小袋は、「可
燃ごみ／燃やすごみ」に出してください。

　「容器包装プラスチック類／プラス
チック系ごみ」は、収集したあと、リ
サイクル工場で指定袋を破いてから、
作業員が手作業で異物が混入していないか選別をしています。レジ袋等で二重になったまま
出されてしまうと手間がかかってしまいます。また中に入っているものが確認できないため、
作業員のけがにつながる危険性もありますので、直接指定袋へ入れてください。

4
ポイント

6
ポイント

7
ポイント

　整髪料などのス
プレー缶や、カセッ

トコンロ用ガスボンベなどは中身
を使い切り、穴を開けてから「資源
品／資源ごみ」の日に出してくださ
い。
　ガスが残ったスプレー缶が他の
回収日に出されることにより、ス
プレー缶が爆発し、収集車や清掃
工場での火災が発生しています。

5
ポイント

ひも（ビニール製・麻製など）
粘着テープ類（ガムテープ・養生テープなど）

数 字 で見る市のごみ処理事情

家庭から出る
年間ごみ排出量

9.2万トン

6.3万トン

2.9万トン

リサイクルされている

32％

家庭から出る
年間ごみ排出量 9.2万トン

市民1人当たり
年間ごみ排出量 225キログラム

市民1人当たり 14,261円
1世帯当たり 32,529円

年間清掃費 約58億円
（平成27年度一般会計歳出総額1,260億円に
占める割合約4.6％）

6.3万ト

焼却されている
68％

出し方をお願いするのには理由があります出し方をお願いするのには理由があります出し方をお願いするのには理由があります
問ごみ処理の流れ・リサイクルについて：廃棄物政策課☎7167−1140、ごみの分別・集積所について：環境サービス課☎7167−1139

 飲みきっていないペットボトルなどは
人の手で中身を出しています▶

スプレー缶は使い切って資源の日に! !

この内容は、平成28年10月1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場合があります。その際は、あらためてお知らせいたします。

　「古着・古布類／布類」
や「空ビン類／空きビン類」
の一部は、そのまま再使用
されています。

出し方を
誤ると…

▲手作業で選別しています

1面のクイズの答え
①段ボールは粘
着テープではなく
ひもでしばる

「容器包装プラスチック類／プラスチック系ごみ」を出すと
きは
③二重袋ではなく直接入れる
④指定袋を使う
※「可燃ごみ／燃やすごみ」を出すときも指定袋を使用してください

4
ポイント ②スプレー缶は他のご

みに混ぜないであきカ
ンとして資源へ出す

5
ポイント

7
ポイント

鎌でひもを取り
異物がないか
確認しています▶



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。

「今日から実践
　 3Rでくらし快適節約術」

　10月は「リデュース（ごみを減らす）、リユース（繰
り返しものを使う）、リサイクル（資源として再利用
する）」といった環境行動を表すキーワード「3Ｒ」の
推進月間です。市では、経済産業省・環境省ととも
にテレビや雑誌等で幅広く活躍している3Ｒ推進マ
イスター・和田由貴さんの講演会を開催します。

●講師プロフィール●
和田由貴（わだ　ゆうき）

3R推進マイスター・消費
生活アドバイザー・環境
カウンセラーなど、消費
生活や環境に関する資格
を生かし、講演、執筆、
テレビ出演など多方面で
活動を行う

定先着100人
費無料
申  10月3日㈪午前9時から、氏名・年代・

お住まいの市町村・電話番号かメー
ルアドレスを書いて、廃棄物政策課
へ 7163−3728・ info-hkbt@
city.kashiwa.lg.jpするか電話で

他使用済み小型家電の臨時回収も実施

時午後2時〜3時30分
所パレット柏

内  フリーマーケット、リサイクル作品展、ソーラー演
奏会、ソーラークッキング、リユース品・リメイク
品販売、牛乳パック工作、エコスタンプラリー、リユー
ス食器を使った模擬店、西部消防署による消防体験
コーナー

持室内履き　※体育館等の立ち入りに必要になります
他  小学校には駐車場がないため、公共交通機関のご
利用を▶使用済み小型家電の臨時回収を実施します

　▶雨天時は一部内容を変更して実施、荒天中止

　3Rの啓発活動を行っている柏市リサイ
クルプラザリボン館運営委員会が発足15
年を迎えます。その記念事業として、柏の
葉小学校で環境・教育・消防が共同しエコ
と安心な街づくりを体験できるイベントを
開催します！

● 『クールチョイス』とは、温暖化対策の
ためにあらゆる「賢い」選択をすること
です。リサイクルフェア2016では、
ソーラーを使った演奏会や作品展の開
催、自転車や公共交通機関の利用を推
進して皆さんのクールチョイスを後押
しします

10/24㈪

3R推進マイスター3R推進マイスター 和
わ だ

田由
ゆ う き

貴さんがやってくる！

時午前9時30分〜午後1時
所柏の葉小学校（体育館・校庭ほか）

「リサイクルフェア2016」

問廃棄物政策課☎7167−1140

時＝とき  所＝場所  対＝対象  定＝定員  内＝内容  講＝講師  費＝費用  
持＝持ち物  申＝申込  交＝交通  他＝その他  問＝問い合わせ 

11/13㈰

クリ ン ち ゃ ん か ら の お 知ら せ

〜 でエコと安心な街〜C CO O CO HL I E
ク ー ル チ ョ イ ス

『お宝』を無駄にしていませんか？
～使用済み小型家電の回収にご協力を～
　市では、使わなくなった携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電
を、市役所本庁舎や出張所併設の近隣センターなど、市内17カ所に設
置されたボックスで回収しています。
　小型家電には、金や銀などをはじめとした有用金属が使われていま
す。眠れる大きな資源を無駄にしないために、使用済み小型家電の回
収にご協力をお願いします。
◎ 詳しくは、市のホームページをご覧ください

医療系廃棄物は
医療機関等へ「返却」を
　容器包装プラスチック類の選別工場で、注射針で
いっぱいになったペットボトルが発見されました。医
療系のごみは病院や薬局といった医療機関等へ返却し
てください。

柏の葉小学校
柏市

リサイクルプラザ
コンビニ

コンビニ

ららぽーと
柏の葉

ガソリン
スタンド 西部

消防署

バス停
「リサイクルプラザ前」

柏の葉
キャンパス駅

若柴

16

TX（つくばエクスプレス
）

4

×薬局

・柏の葉小学校へのアクセス
▶ 柏駅西口から、市内循環バスで「リサイクル

プラザ前」下車、徒歩5分
▶柏の葉キャンパス駅から、徒歩20分

▲ フリーマーケット

▲ 「ピュア
ニスト」石

原可奈子
さんに

よるソーラ
ー演奏

▲ リボン館運営委員会によるごみ分別体験

対  市内在住のかたで構成する非営利のグ
ループ・家族

区画数／ 30区画　※体育館での実施
販 売品／衣類・雑貨・古本等（危険物・食品・

植物・薬・化粧品等は不可）
費1区画500円
申  10月15日㈯までに、往復はがきに代表者

の住所・氏名・電話番号、構成人数、主
な販売品目と返信面の宛先を書いて、
〒277−0872十余二348−202　柏市リ
サイクルプラザリボン館へ郵送で（必着）

　※応募者多数の場合は抽選

フリーマーケットの出店者も募集

No.40　平成28年（2016年）10月1日

ミニ消防車の
乗車体験
できます


