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剪定枝は破砕され破砕チップは

ボイラー燃料や堆肥原料に

8
剪定枝（枝葉・草等）を受入れリサイクル

担当  佐野

ごみ処理ごみ処理 経費の経費の

約13,262円約13,262円

これって何のお金これって何のお金

約32億940万円約32億940万円

??

おはなしおはなし

詳しくは2・3面へ
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みなみちゃんたちと一緒にごみ処理
の経費について考えよう！

市内に住む好奇心
旺盛な小学4年生

みなみちゃんみなみちゃん
みなみちゃんの家で
飼われているネコ

ネコ太ネコ太
循環型社会について
勉強中のサラリーマン

減太郎減太郎
自治会で環境指導員
として活躍する70歳

おじいちゃんおじいちゃん

ホームページ http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
携帯用ホームページ http://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
Eメール shigen@city.chigasaki.kanagawa.jp  
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茅ヶ崎市のごみ処理と経費について茅ヶ崎市のごみ処理と経費について

ごみ処理のながれ（平成30年度）

びん
かん
ペットボトル
古紙類
衣類・布類
プラスチック製容器包装類
廃食用油
金属類（指定10品目）
使用済小型家電

※適正処理費用を含む

1,734トン
681トン
721トン
6,778トン
1,072トン
2,351トン
84トン
67トン
13トン

ごみに関する
主な歳入のはなし
（平成30年度）

知っていますか?

　みなさんの出されたごみがどのように処理されて、そのための経費がどのくらいかかっているのか知っていますか。
ごみを処理するためには、たくさんの経費が掛かっています。
　ごみの処理に掛かる経費は、大きく分けて、処理費（収集運搬費、中間処理費、最終処分費を合わせたもの）、建設改良費、その他の経費
の３つに分けることができますが、今回は処理費について、平成30年度のごみ処理のながれと共に、ご説明させていただきます。

各家庭などから出たごみと資源物を収集・
運搬

収集運搬

燃やせる
ご　み

約15億1,391万円収集運搬
の費用 約11億1,075万円中間処理

の費用

約3億7,240万円最終処分
の費用

49,807トン

ごみと資源物の総量
69,225トン

ごみと資源物の総量
69,225トン

燃やせない
ご　み 5,146トン

大型
ご　み
など

771トン

資源物　13,501トン

埋立（灰）

リサイクル（灰）

ごみの焼却や資源物をリサイクルするため
の選別・圧縮

中間処理
灰の埋立やリサイクル

最終処分

適正処理

資源化

堤十二天
一般廃棄物
最終処分場

民間の処理施設

民間の最終処分場 排ガス中のちりやほこり（飛灰）に
薬剤を混ぜて固めたもの

専門処理施設

再生
処理業者

粗大ごみ処理施設（破砕処理）粗大ごみ処理施設（破砕処理）

選別・圧縮処理施設選別・圧縮処理施設

ごみ焼却処理施設ごみ焼却処理施設

環境事業センター

環境事業センター

寒川広域リサイクルセンター

焼却灰

電池・蛍光管
など

土木原材料
（石・砂・セメント）

●資源物売却代金 約１億7,536万円 ●余剰電力の売却益
ごみ焼却炉から発生する熱エネルギーを利用して、
発電した電力は、環境事業センターで利用され、
余剰電力については、電力会社へ売却しています。

※数字はすべて平成30年度のデータです。

ごみを減らすためには、市の取り組みに加えて、
みんなの意識と努力の積み重ねが必要なんじゃ。

おじいちゃん、茅ヶ崎市のごみってどのくらい出るの？

「ごみと資源物の総量」のことじゃな。1年間で、69,225
トンという膨大な量じゃよ。1日1人あたりに換算すると、
783.7グラムじゃ。

ものすごい量だね！こんなにたくさんのごみを処理
するには、お金もたくさんかかりそう・・・。

69,225トンのごみを処理するには、約29億9,706
万円の処理費がかかるニャ！

どうすればごみを減らせるのか、お父さんお母さん、
友達と一緒に考えてみるね。

ぼくも、ごみをしっかり分別することから始めてみるよ。

みんなの力でごみを減らすニャ！

そうじゃな。ごみの量が多いほど、経費がかさむのは
当然じゃ。「ごみ処理のながれ」を見ればわかるとおり、
もっとも多く出されておるのが燃やせるごみじゃ。
まずはここから減らしていきたいのう。

そのとおりじゃ。処理費のほかにも、施設の大規模修繕
費などの建設改良費が約7,379万円、不法投棄対策経
費などその他の経費が約1億3,855万円かかっておる。

固化灰

ごみ処理経費のおはなしごみ処理経費のおはなし

資源物を再生処理業者へ引き渡す際に、得ることができた売却代金

約１億4,903万円

全部あわせると、　　　　　　　　 だね。

え！！ 茅ヶ崎市の人口24万2,003人で割ると・・・

1人あたり　　　　　　　もかかっているんだ。

コラム

約13,262円約13,262円

約32億940万円約32億940万円

資源物の資源化量　13,031トン
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ごみ通信ちがさきは古紙を含んでおり、
環境インクを使用しております。

INFORMATION

4 ごみ通信ちがさき 令和2年3月1日

　キャップが簡単に取
り外せる容器は、カラ
スに狙われ、油が漏れ
て、集積場所が汚れる
原因となります。

必ずペットボトル（ス
クリューキャップ式）で
出してください。

　消火器（スプレー式消化具は除く）は令和2年4月より市で
収集・処理するものから、消火器メーカー等が実施している
「廃消火器リサイクルシステム」による処分に変わります。

新たに、衣類・布類に出せるようになったよ！
使える状態のものは、衣類・布類の日に出してね。

適正なごみの分別、排出、処分に
ご協力をお願いしますニャ！

廃食用油廃食用油

４月から衣類・布類の対象品目が増えます！４月から衣類・布類の対象品目が増えます！

消火器の処分方法が変わります消火器の処分方法が変わります

詳しくは、消火器リサイクル推進センター
☎03-5829-6773
市内の持ち込み先（令和2年4月より）
【お問い合わせ】
株式会社長生運送  ☎0467-58-5761 茅ヶ崎市萩園1162キャップが

スクリュー式でないもの
オイルポット

かばん・ベルト ぬいぐるみ帽　子衣類（革製、羽毛・中綿入り）
衣類・布類に出せるもの（使える状態のもの）

く　つ

このマークが
目印です！　市では、簡易包装の実施や詰め替え用品の販売など、ごみ減量やリサイクルに積極的に取り組む

市内の販売店を「ごみ減量・リサイクル推進店」に認定しています。お店の目印は『リサル君ステッ
カー』 ！ 毎日のお買い物に、ぜひ、リサイクル推進店をご利用ください。※リサイクル推進店を随時募
集しています。詳細は資源循環課までお問い合わせください。

　市では、簡易包装の実施や詰め替え用品の販売など、ごみ減量やリサイクルに積極的に取り組む
市内の販売店を「ごみ減量・リサイクル推進店」に認定しています。お店の目印は『リサル君ステッ
カー』 ！ 毎日のお買い物に、ぜひ、リサイクル推進店をご利用ください。※リサイクル推進店を随時募
集しています。詳細は資源循環課までお問い合わせください。

私たちの街の「ごみ減量・リサイクル推進店」

店名 店名 店名 店名

※令和2年2月5日現在 83店舗

マスコットキャラクター
リサル君

クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎今宿店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎円蔵交差点前店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎円蔵店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎高田店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎松林店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎常盤町店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎萩園店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎松が丘店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎みずき店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎矢畑店
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎雄三通り店
クリエイトＳ・Ｄ　辻堂駅西口店
株式会社たまや　幸町店
株式会社たまや　茅ヶ崎駅南店
株式会社たまや　浜竹店
株式会社たまや　浜見平店
セブン - イレブン　茅ヶ崎円蔵一丁目店
セブン - イレブン　茅ヶ崎松林二丁目店
セブン - イレブン　茅ヶ崎サザンビーチ店
ローソン・スリーエフ　東香川店
ローソン・スリーエフ　茅ヶ崎松林店

共恵

共恵

ローソン　茅ヶ崎東海岸南店
ローソン　茅ヶ崎菱沼店
ファミリーマート　茅ヶ崎富士見町店 
ファミリーマート　茅ヶ崎小和田三丁目店
ミニストップ　茅ヶ崎堤店
生活協同組合ユーコープ　旭が丘店
生活協同組合ユーコープ　萩園店
ミアクチーナ　高田店 
ミアクチーナ　柳島店 
FUJI　鶴嶺店 
FUJI　松が丘店 
イオンスタイル湘南茅ヶ崎 
イオン　茅ヶ崎中央店 
WEショップちがさき　十間坂店 
WEショップちがさき　ちがさき店  
大貫硝子建材
株式会社　馬場生花
カワグチスポーツ
合資会社　吉沢商店　八百梅
茅花堂薬局
トモエクリーニング

ちがさきデポー
ニュータウンサイクルごとう
あるえっと美容室
さつき濃（浜見平本店）
有限会社ハマミ薬局
AKASIYA
株式会社プレンティーズ
田中自転車店
坂田酒店
株式会社イトーヨーカ堂　茅ヶ崎店
創庫生活館　茅ヶ崎香川店
八城酒店
株式会社家具マートはせがわ
有限会社峯尾企画
茅ヶ崎市身体障害者福祉協会　売店「バンビ」
エスパティオ　小和田店
有限会社シマヤ（コミュニティストアシマヤ）
株式会社湘南総建
長崎屋綿業有限会社
相模屋寝具店

東海岸北

東海岸南
新栄町

香川

中海岸

本村
小和田
西久保
下町屋
十間坂
若松町

ミートこじま
有限会社小林園
有限会社萩園ふとん店
萬屋酒店
久米自転車商会
布・工房　くまじ
Ｌｏｃｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ
青木保寿堂薬舗
香川屋肉店
くまじ寝具
鈴木米店
八百六商店
有限会社さがみや
有限会社三橋商店
有限会社モリサイクル茅ヶ崎店
若林酒店
鰻のおかむら
有限会社三浦青果店
理容ふじまき
株式会社三光電気商会　鶴が台店
高田石油株式会社

南湖

円蔵

高田

高田

浜見平

ごみ減量・リサイクル
推進店制度

※汚れたもの、壊れているものは、衣類・布類に
は出せません。詳しくは、「2020年度版ごみと
資源物の分け方・出し方」をご覧ください。
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