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ごみ減量赤信号の
おそれあり
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　茅ヶ崎市の平成２８年度ごみ排出量は、前年度に比べ減少したものの、資源物
の排出量も減少したため、リサイクル率については３年連続で低下しています。
　今こそ、市民のみなさまのごみの減量化・資源化への取り組みが必要です！ 
※リサイクル率とは、ごみ排出量に対し資源化した量の割合を指します。

茅ヶ崎市のごみ排出量とリサイクル率の推移

紙ごみ編

食べもの編

災害時の大きな助けとなります
　平成２９年７月、市では、大規模災害
時に発生した災害廃棄物の処理につ
いて、資源物や大型ごみの収集を委託
している茅ヶ崎市資源分別回収協同
組合と協定を結びました。これにより、大規模災害時には市の要請に
応じて、組合に収集・運搬などの支援活動を実施してもらえることにな
り、災害からの復旧への大きな力となります。
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紙類をきちんとリサイクルしよう！ 厨芥類を減らす工夫をしてみよう！

食品ロスってなぁに？

正しく分別！
古紙は種類ごとに分けて出そう！

食材を使い切る調理法や食べきれる分だけ
作る工夫をしましょう

冷蔵庫の中身の在庫管理をする
まとめ買いはできるだけ避け、必要なものを
必要なだけ購入する

野菜くずは水に濡らさず、生ごみを捨てるとき
は水分をしっかり切る

生ごみ処理容器を利用する
※市の生ごみ処理容器
　購入費助成制度を、
　ぜひご利用ください！

古紙はきちんと分けて回収することで、新たな製品に生まれ変わります。

リサイクルできるのに、捨てられてしまっている紙がたくさんある
のをご存知ですか？ 平成29年7月現在の売却単価で計算すると、
約3,300万円 がごみとして燃やされている計算になります。
もう一度、紙の分別について、おさらいしてみましょう。

　食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう
食品のこと。食べ残しや使い切れずに捨ててしまう
食料がこれにあたります。
　日本では、年間2,800万トンの食品廃棄物が発
生しており、そのうちの621万トンが食品ロスです。
これは、全世界の食糧援助量の約2倍に相当します。

意外と多い？外食時の食べ残し
　ボリュームが予想外に多かったり、嫌いな食べ物が含まれていた
ために、注文した料理を残してしまったことありませんか?
たとえばこんなことで、食品ロスは減らせます。

● 注文する前に量の確認をする
● 残してしまったら、持ち帰りができるか聞いてみる
● 小盛りメニューがあるお店を利用する  など

リサイクルできる紙

一人当たり、毎日お茶碗
1杯分の食べ物が捨てら
れていることになるぞよ！

ごみ減量化
プロジェクト

お持ち帰りは
できますか？

● トイレットペーパーや
ラップの芯

ダンボール 新聞本・雑誌・雑紙

新聞・雑誌
印刷用紙など

紙パック

トイレットペーパー
ティッシュペーパーなど

絵本・紙箱などダンボール
紙筒など

●
窓あき封筒

（窓が紙のものはそのままで、
ビニールのものははずして）

●
お菓子や
タバコの箱 ●

ティッシュ
ペーパーの箱 ●雑紙・シュレッダーごみ

リサイクルできない紙
● カップラーメンや

アイスの紙製容器
内側が銀色または

アルミ張りの紙製容器

● レシート（感熱紙） 宅配便の複写伝票（裏カーボン紙）

「ちょっとまって!! それはゴミかな資源かな？」
　　　　　　 （平成２８年度茅ヶ崎市ごみ減量化キャッチフレーズ大賞）

「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」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （平成２８年度茅ヶ崎市ごみ減量化キャッチフレーズ大賞）

その他
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約 　がリサイクル
できる紙

約 　がリサイクル
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プラスチック類
9.4％

※厨芥類とは・・・
　家庭の台所から出る
　野菜くずや食品の残
　りなど

ちゅう  かい   るい

ちゅう  かい  るい

ちゅう  かい  るい

ちゅう  かい  るい

●

●

❶野菜くず、食べ残しを出さないように心がける。

❷計画的な購入を心がける。

❸生ごみの減量化を心がける。

❹生ごみの自家処理を心がける。

大切なことは、食べものに対して「もったいない」という気持ちを持つことぞよ。
食品ロスを減らすと、環境にはもちろん、家計にもプラスになるぞよ！！

水切り前 水切り後ぎゅっと絞る

138gの減量
458g

　最新の調査では、茅ヶ崎市の家庭から出される燃やせるごみ
の中に、台所から出る生ごみや野菜くずなどの厨芥類が
47.1％、雑紙などの紙類が36.5%含まれていました。そして、
厨芥類の中には、賞味期限切れで捨てられてしまった食材など
も含まれ、また、紙類のうち、３分の１以上がリサイクルできる紙で
あることがわかっています。

紙類
36.5％

家庭から出される燃やせるごみの中身
平成28年度調査

厨芥類
47.1％

320g
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（　　　　　）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。

破砕チップはボイラー燃料や堆肥原料となります。

8
剪定枝（枝葉・草等）を受入れ破砕しリサイクルします。

担当  佐野

ごみ通信ちがさき 平成29年10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。

　ごみや資源物を集積場所まで持ち出すことが難しい世帯を
対象に、戸別収集を行っています。また、収集の際に声掛けや
顔合わせによる安否確認も行います。

I N F O R M A T I O N

リサイクルできる汚れの程度は？

食べ残しや汚れが付着している容器は、リサイクルで
きません。食べ残しや汚れはふき取るか水ですすいで
ください。※洗剤で洗う必要はありません。
汚れが落ちないものは「燃やせるごみ」へ

※１００円未満の端数は切り捨てとなります。

家庭用生ごみ処理機購入費
補助金の補助率が変わります！
補助金適正化の観点から、補助率の見直しを行います。

プラスチック製容器包装類のぎ・も・ん！？　

安心まごころ収集制度をご利用ください

　平成29年10月1日より一般廃棄物に関する処理手数料のうち、飼育動物死体処理手数料、環境事業センターに直接搬入（持込）される
事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料を受益者負担適正化の観点から改定することとなりました。
　市民及び事業者の皆様には、今回の手数料改定にご理解いただき、今後とも本市のごみ減量・リサイクルの推進にご協力くださいますよう
よろしくお願いいたします。

一般廃棄物処理手数料の一部を改定します
動物死体処理手数料／事業系及び家庭系一般廃棄物処理手数料（直接搬入分）

次のいずれかに該当する市内在住の方で、集積場所
にごみや資源物を持ち出すことが難しく、かつ地域や
親類など身近な方の協力が得られない方
  ・肢体不自由で身体障害者手帳 1～ 2級の方
  ・65歳以上で要介護 2～ 5の方
・そのほか、同等の状態にあると市長が認める方
　 ※いずれも在宅していること

障害者世帯……………障害福祉課
高齢者世帯……………高齢福祉介護課

対象

申込

購入金額の　　を補助（上限２５，０００円）

平成３０
年

４月～

持 込

持 込

改定後（10月1日～）
7,020円収 集
4,750円持 込

改定後（10月1日～）
10kgにつき240円

100kg未満　 　600円
100kg  　　　1,200円
100kg以上
　10kg増すごとに120円加算

改定後（10月1日～）

改正前

購入金額の　　を補助（上限２５，０００円）改正後

動物死体処理手数料動物死体処理手数料

事業系
一般廃棄物処理手数料

１2

１3

申請書は障害福祉課、高齢福祉介護課、環境事業セン
ター、小出支所、公民館で配布。市ホームページからダウン
ロードも可。

Q.
A.

改定前（9月30日まで）
3,080円収 集
1,540円持 込

持 込

持 込

改定前（9月30日まで）
10kgにつき200円

改定前（9月30日まで）
100kg未満　 　500円
100kg  　　　1,000円
100kg以上
　10kg増すごとに100円加算

家庭系
一般廃棄物処理手数料
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