
通ごみ
ちがさき

平成29年3月1日 ごみ通信ちがさき 1

決定！！

茅ヶ崎市ごみ減量化
キャッチフレーズ
茅ヶ崎市ごみ減量化
キャッチフレーズ
「給食を残さず食べてエネルギー
　　 ぼくらができる、一番身近なごみ減量」

「ちょっとまって！！それはゴミかな資源かな？」

●ごみ減量化キャッチフレーズ優秀賞

大賞大賞

大賞大賞

市制７０周年記念
『３０年後も残したい茅ヶ崎市』

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  

平成29年春号 3月1日発行
茅ヶ崎市 環境部 資源循環課
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

☎ 0467-82-1111

減量は地球にやさしいダイエット

リサイクル まだまだできる 茅ヶ崎市

にてるけどごみとかみとは大ちがい！

ごみ箱に 入れたいきもちを すてましょう。

ゴミになる？資源になる？捨てる前に分別を。

ごみを分別リサイクル！エコと笑顔であふれる茅ヶ崎

やろうよ！ つづけて！ごみ減量 一人ひとりが主役だよ

すてるなら 買わなきゃいいね 考えよう！！

ちがさきし ごみをへらそう ぼくたちで

捨てる物、なるべく少なく、リサイクル

（松林小学校6年 森星志さん）

（松林小学校6年）

（西浜小学校4年 加藤雄哉さん）

（小出小学校4年 髙橋音羽さん）

（梅田小学校5年 弦弓なな子さん）

（柳島小学校6年 國分凜花さん）

（柳島小学校6年 堀江美波さん）

（浜之郷小学校5年 秋山玲菜さん）

（汐見台小学校4年 大久保光晟さん）

（汐見台小学校6年 猫塚海大さん）

茅ヶ崎小学校５年　善波典政さん

円蔵小学校５年　湯本美海さん

　市制施行７０周年を記念して、市内小学校４年生の
皆さんに「３０年後も残したい茅ヶ崎市」というテーマ
で絵を描いていただきました。その一部を紹介します。

【題名】海と笑顔
【理由】海が好きだから
【３０年後もこの景色を残すためにはどのようなことを心がけるか】
海にごみを捨てないこと

【題名】茅ヶ崎市立図書館
【理由】２年生のころからよく
行って本を読んでいるから。
公共施設の中で一番好きだから。
【３０年後もこの景色を残すためにはどのようなことを心がけるか】
図書館の本をたくさん借りて、読んだり、利用する。友達に紹介する

小学生の部
そのまま入れればごみ箱だけど分別すれば宝箱
ごみと紙 一字違えば資源です。
そのゴミ、まだ働けます！
『もったいない』 資源になるかも そのゴミが、
減らそうごみ、増やそう笑顔！
リサイクル、意識をすれば、すぐできる、一人一人の、地域貢献
ごみゼロキラキラ輝く茅ヶ崎！
捨てたらゴミ わけたら資源 めざせ、キレイな茅ヶ崎市
ごみ減らし 茅ヶ崎の未来 エコシティ
税金はゴミの分だけ増えていく みんなで目指そう豊かな茅ヶ崎 工夫しだいで実現できる。
捨てるのは一瞬の楽 分別するのは、永遠の環境保全

（第一中学校1年 大山波音さん）
（西浜中学校1年 加藤駿斗さん）
（松浪中学校2年 小沢彩羽さん）
（松浪中学校2年 山本峻吾さん）
（松浪中学校3年 鈴帆乃さん）
（松浪中学校3年 高橋成雅さん）
（鶴が台中学校2年 谷日菜子さん）

（鶴が台中学校3年 佐々木琳音さん）
（鶴が台中学校3年 星名壱哉さん）

（鶴が台中学校3年 西村暁さん）
（鶴が台中学校3年 谷佳親さん）

中学生の部

茅ヶ崎小学校 鶴嶺小学校

　小学４年生から中学３年生までを対象にキャッチフレーズを募集し、応募総数２，６８１点の中から茅ヶ崎
市民による人気投票を経て見事この２点が大賞として選ばれました！
　このキャッチフレーズを合言葉にさらなるごみ減量を進めていきますので、みなさんぜひ覚えていただ
き、日常生活からごみを減らしていきましょう！ 写真は、１月１８日に行われた表彰式の様子です。



灰の性質によってちゃんと処理
を分けているんですよ。それぞ
れのゆくえを追ってみましょう

一部は県外の最終処
分場に行ってるよ
一部は県外の最終処
分場に行ってるよ
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灰の出発点、環境事業センター

ひと手間加えると灰も新たな資源へ！

ここがスゴイ！
「堤十二天一般廃棄物最終処分場」を徹底解剖
　「堤十二天一般廃棄物最終処分場」では、灰の埋立てを行っています。きちんと
埋立てができているかをチェックするため、最終処分場には様々な設備があります。

今では堤スポーツ広場に
（旧最終処分場）

煙突

灰に…

資源化資源化

ごみピット 灰ピット

プラット
ホーム

　ごみを燃やすと煙突に向かって空気が流れ細かな
ちりやほこりが混ざります。これらには有毒な成分が
含まれているのでフィルタでしっかりキャッチしてい
ます。こうして空気はきれいになってから外に出てい
きます。
　フィルタでキャッチしたちりやほこりは飛び散らな
いよう薬品で固めて運搬します（固化灰）。

　市内から集められた燃やせ
るごみは環境事業センター
にある焼却施設のごみピット
にためられます。

　浸出水処理施設へ浸出水を導く集水管。埋立
物の分解により発生するガスを抜く役割も。

　排水は専門の設備で
きちんとチェック。薬品等
でしっかり処理しています！

　浸出水が漏れ出さな
いよう埋立地内は二重の
シートでしっかりガード。　今回は、環境事業

センターで管理を担
当している磯前さん
が案内してくれます

高温で熱することで、灰は石の
ように硬い溶融スラグに生ま
れ変わります。

　遮水シートには電気による水漏れの検
知システムが導入されています。水漏れ
があった場合、速やかに対応できるよう
シートの損傷位置もわかるようになって
います。

　埋立の完了した旧最終処分
場は、整備され現在では堤ス
ポーツ広場になっています。
　きちんと埋立ができている
か、今でも水質や大気の状況
を確認しています。

　灰は１，８００℃程度の高温で熱することで、有害な
物質が無害となり、石のように硬くすることができ
ます。この固くなったものを『溶融スラグ』といい、
道路の材料として活用することができます。また、
灰に含まれていた金属も、高温で熱することで取り
出すことができます。
　この処理には専門の施設が必要なため、茅ヶ崎
市では栃木県や愛知県などの県外の民間施設で
灰の資源化を行っています。灰はこのように、はる
ばる旅をして新たな資源に生まれ変わっています。
　残念ながら灰の資源化には高額な費用が掛か
るため、すべての灰を資源に
することはできていません。

安心・安全を第一に！
　堤地区にある最終処分場はごみ処理において必要不可欠な施設です。最終処分場がなければ、
家庭からごみを出せなくなることも考えられます。
　また、この施設は堤地区の方々にご理解とご協力をいただき運営しています。これからも管理を
徹底し、安全・安心を第一に運営を継続していきます。

溶融炉

新しくできた溶融スラグ

　ごみはごみピットにためられ、焼却炉で燃やされま
す。大きい灰は焼却炉の床にたまるため、床そのもの
を動かし、灰ピットに灰を集めます（焼却灰）。
　ダイオキシン類などの有害物質は９００℃という高
温での焼却と薬品により安全に処理をされ、焼却灰は
無害化されています。
　集めた焼却灰は、クレーンで持ち上げ、トラックに積
んでそれぞれの処分先に運んで行きます。

　ごみを燃やせば灰が残りますが、その灰がどうなるか知っていますか？ 
灰のゆくえをえぼし麻呂とミーナといっしょに見ていきましょう

私が案内しま
しょう！

最終処分場って
すごい施設ぞよ

　茅ヶ崎市では最終処分場を
新たに建設することは困難です。
最終処分場を大切に使い、安心
してごみ処理ができるように、ごみ
の減量にご協力をお願いします。

高熱で処理することで、
灰を資源として活用する
ことができます

最終処分場へ最終処分場へ

実は最終処分場には
色々な機能が備わっ
ているんです！

灰のゆくえ探検隊！
のぞいてみよう

浸出水※処理施設

茅ヶ崎市のごみ
は最後にどこに
行くぞよ？

最後に

金などの金属が取り出され、
新たな資源となります。

道路の材料に！

遠くまで旅して私たち
の生活に役立つものに
なっているのねすごいぞよ～

旧最終処分場も市
民の憩いの場として
活用しています

遮水構造クローズ
アップ

安全管理
　浸出水処理施設で処理された後
の放流水や最終処分場周辺の地下
水は定期的に測定し、基準を満たし
ていることを確認し安全管理してい
ます。これらの詳しい結果は市の
ホームページでもご覧になることが
できます。

それじゃあ、ごみを燃や
して出た灰のゆくえを
探検しましょう

固化灰固化灰

固化灰は…固化灰は…

焼却灰は…焼却灰は…

焼却灰焼却灰

【所在地】茅ヶ崎市萩園８３６番地１
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市民の森

【所在地】茅ヶ崎市堤１３００番地外
規模
完成年月日
事業費

埋立面積１６,８５０㎡　埋立容量１８６,０００㎥（プール約３５０杯分）
平成１６年３月
２,５４１,０００,０００円

クローズ
アップ

※浸出水
埋立地内から発生する汚水。降雨等により
埋立地内に水が流れ込むことで発生しま
す。浸出水処理施設で全て処理するので、
埋立地の外にそのまま流出することはあり
ません。

最終処分場があるから
きれいな茅ヶ崎市が
守られているのね

焼却炉焼却炉

遮光性保護マット

地下水を採取している様子

漏水検知自動測定装置

上面固定電極

下面固定電極

上面遮水シート

下面遮水シート
下面保護マット

保護マット＋面電極（アルミ電極）



マスコットキャラクター
リサル君

マスコットキャラクター
リサル君

WANTEDWANTED

7
7

（　　　　　）破砕したチップを販売しております。
幹チップはマルチング等に・葉チップ、粉砕物は堆肥等に
利用いただけます。薪用の丸太もご提供致します。

8
剪定枝（枝葉・草等）を受け入れ破砕しリサイクルします。

担当  佐野

4 ごみ通信ちがさき 平成29年3月1日

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。

 ごみ収集車（パッカー車）を、もっと身近に感じていただくため、
ご自宅の近くの公園などを利用して、運転席に座ったり写真を
撮ったりすることができます。

I N F O R M A T I O N

見たい ！ 乗りたい ！ 触りたい ！
パッカー車が目の前に ！！

浄化槽を利用している方
必見！！ 清掃の窓口が変わります

　不適切なプラスチック製容器包装類の分別が頻発しています！資源
として出していいのは汚れていない「プラマーク」のあ
る容器や包装類だけです。それ以外のごみが混ざっ
てしまうと不適物としてリサイクルできなくなってしまい
ますので、適切な分別をお願いします。

　茅ヶ崎市の保健所政令市への移行に伴い、4月から浄化槽清
掃の受付窓口が資源循環課から環境保全課に変更となります。
　浄化槽は１年に１回以上の清掃が必要となります。臭いや水質
悪化防止のため、お早目の清掃をお願いします。
（１年半以上清掃していない場合、手数料が割り増しとなります
のでご注意ください）

◆体験時間
◆催行人数
◆申し込み

◆開催場所
◆その他

30分程度　16時～16時30分
1名から　※幼児は保護者同伴
環境事業センター（☎57-0200）
へ電話申し込み
お近くの公園などで実施
雨天・荒天中止

●プラスチック製品
　対象となるのは商品や食料品の入っていた容器や包装類だけです。
　おもちゃやボトル、ひげそりなどのプラスチック製品はリサイクルでき
　ないのでご注意を（プラマークがあるものはリサイクルできます）。

●プラマークのない袋
　同じように見えてもプラマークのない袋は燃やせるごみになります。分
別する際にはプラマークがついているかを確認してください。

●汚れたプラスチック製容器包装類
　汚れがついていると不適物になってしまうため、汚れを水で流すか、また
は軽くふきとってください。汚れが落ちない場合は、燃やせるごみに出し
てください。

　不適物のチェックは人の目でしかできません。出す前にプラマークの
確認をお願いします。

プラスチック製容器
包装類の分別
プラスチック製容器
包装類の分別

 リサル君は茅ヶ崎市内のいたるところに潜伏している模様。目撃情報によるとリサル君が潜伏して
いる店舗では、ごみの減量やリサイクルに力を入れているとのことです。みなさん、リサル君を目撃し
たら、潜伏先の店舗でのお買い物にご協力ください！

この顔にピンときたら茅ヶ崎市『ごみ減量・リサイクル推進店』

リサル君潜伏先（ごみ減量・リサイクル推進店）リサル君潜伏先（ごみ減量・リサイクル推進店）
高田石油株式会社
エースクリーニング
トモエクリーニング
セブンｰイレブン茅ヶ崎円蔵１丁目店
セブンｰイレブン茅ヶ崎サザンビーチ店
セブンｰイレブン茅ヶ崎松林２丁目店
スリーエフ茅ヶ崎円蔵店
スリーエフ茅ヶ崎松林店
スリーエフ東香川店
サンクス茅ヶ崎小和田三丁目店
有限会社シマヤ
サークルＫ茅ヶ崎富士見町店
ローソン茅ヶ崎菱沼店
ローソン茅ヶ崎東海岸南店
ミニストップ茅ヶ崎堤店
イオンスタイル湘南茅ヶ崎
イオン茅ヶ崎中央店
スーパーマーケットクラウン　若松店
スーパーマーケットクラウン　海岸店
スーパーマーケットクラウン　浜須賀店
スーパーマーケットクラウン　香川店
生活協同組合ユーコープ旭ヶ丘店
生活協同組合ユーコープ甘沼店
生活協同組合ユーコープ萩園店
株式会社たまや　浜竹店
株式会社たまや　浜見平店

高田
高田
共恵
円蔵
中海岸
松林
円蔵
松林
香川
小和田
西久保
富士見町
菱沼
東海岸南
堤
茅ヶ崎
茅ヶ崎
若松町
中海岸
松が丘
香川
旭が丘
甘沼
萩園
浜竹
松尾

幸町
新栄町
柳島
高田
小和田
高田
浜之郷
松が丘
共恵
円蔵
円蔵
東海岸北
中海岸
共恵
浜見平
共恵
下町屋
共恵
十間坂
香川
幸町
東海岸南
東海岸北
東海岸北
南湖
南湖

株式会社たまや　幸町店
株式会社イトーヨーカ堂　茅ヶ崎店
ミアクチーナ柳島店
ミアクチーナ茅ヶ崎高田店
エスパティオ小和田店
ちがさきデポー
FUJI 鶴嶺店
FUJI 松が丘店
カワグチスポーツ
鰻のおかむら
山一食堂
プレンティーズ
株式会社家具マートはせがわ
株式会社馬場生花
八幡煎餅
大貫硝子建材
株式会社湘南総建
WEショップちがさき　ちがさき店
WEショップちがさき　十間坂店
創庫生活館　茅ヶ崎香川店
布・工房　くまじ
アロハキッズ
ＡＫＡＳＩＹＡ
Kids Mammy茅ヶ崎店
今井商店
若林酒店

店名 店名
萬屋酒店
日の出屋酒店
八城酒店
坂田酒店
ニュータウンサイクル　ごとう
田中自転車店
久米自転車商会
有限会社モリサイクル茅ヶ崎店
あさひや商店
有限会社三橋商店
売店「こころ」
売店「バンビ」
八百六商店
有限会社萩園ふとん店
相模屋寝具店
長崎屋綿業有限会社
くまじ寝具
ミートこじま
香川屋肉店
有限会社三浦青果店
八百浜
合資会社吉沢商店　八百梅
さつき濃　（浜見平本店）
茶京
有限会社小林園
有限会社峯尾企画

店名 店名

株式会社三光電気商会　鶴が台店
有限会社セルテック湘南
東京ガスライフバル湘南茅ヶ崎　茅ヶ崎駅前店
有限会社さがみや
有限会社森田屋
鈴木米店
株式会社浜田屋　茅ヶ崎南口店
Ｌｏｃｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ
青木保寿堂薬舗
有限会社ハマミ薬局
茅花堂薬局
クリエイトＳ・Ｄ　茅ヶ崎円蔵店
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　茅ヶ崎雄三通り店
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
ヘアーサロンヤング
理容ふじまき
あるえっと美容室
株式会社ダイクマ茅ヶ崎店

※平成 29年 1月 31日現在

こんなものは混ぜないで！

要注意!! 要注意!! 

共恵
共恵
香川
東海岸南
高田
東海岸北
共恵
南湖
浜見平
南湖
茅ヶ崎
本村
南湖
共恵
若松町
十間坂
南湖
共恵
南湖
円蔵
共恵
共恵
浜見平
円蔵
共恵
中海岸

高田
共恵
新栄町
南湖
共恵
南湖
幸町
南湖
南湖
浜見平
共恵
円蔵
松林
常盤町
萩園
東海岸北
松が丘
みずき
矢畑
高田
円蔵
浜見平
新栄町
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	17春_茅ヶ崎ゴミ通信-中面
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