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〜ごみ減量特集号〜

SoDeGaura's
challenge

　本市の1人1日当たりの家庭から排出される家庭系ごみの排出量は557グラム（平成30年度実績）で、全
国平均や千葉県平均と比較すると50グラムほどの差が生じており、家庭系ごみの排出量が多い状況となっ
ています。
　このようなことから、本市においては家庭系ごみの更なるごみの減量や、適切な分別と資源の再利用など
が必要です。みなさんのご協力をお願いします。

　令和元年度に行ったごみ
の中身の調査結果から、ごみ
の約8割が可燃ごみとなって
おり、可燃ごみの中身は「生
ごみ」が4割と多く
なっています。

家庭から出る可燃ごみには、多くの水分が含まれていることをご存じでしょうか。
可燃ごみのうち約40%が生ごみとなっており、その生ごみの約80%が水分です。生ごみの減量が、ごみ減量のための近道です!

• 天日干しで減量しよう!
　野菜や果物の皮など、天日干しして
から捨てることで、ごみの量を大幅に
減らすだけでなく、においも減らせます。

• 生ごみ処理機などを使って減量しよう!
　本市では、生ごみの減量を目的として、家庭用の生ごみ処理
機などの購入費に対して補助金を交付しています。
生ごみ肥料化容器等購入設置助成金制度
・�生ごみ肥 料 化 容 器 : 購 入 金 額の

1/2、上限3,000円、1世帯2基まで
・�機械式生ごみ処理機:購入金額の

1/2、上限25,000円、1世帯1基まで
（100円未満切り捨て）
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袖ケ浦市のごみの中身を見てみよう!

生ごみの 減量 にチャレンジ!
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不燃ごみ　2％粗大ごみ　3％

資源になるもの
16％

可燃ごみ
79％

• 生ごみの水切りで減量しよう!
◎三角コーナー&水切りネット
　水切りの定番品。捨てる前にネットをひとしぼりしましょう。
◎すぐに捨てずに1晩おいてから捨てる。
◎�水切りグッズ（様々なグッズが市販されているほか、自分で作ることも
できます）

　・�紙製水切り袋:耐水性の紙でで
きた水切り袋です。

　・�ペットボトル水切り器（自作）:
ペットボトルの上部を切って作
ります。 ペットボトル

水切り器（自作）
紙製水切り袋

 機械式生ごみ処理機

5日間天日干しして
160g減量できました

1人1日あたりのごみ総排出量 1人1日あたりの家庭系ごみ総排出量

袖ケ浦市の
ごみの内訳

可燃ごみの中で
「生ごみ]」 が一番多い！！

クリーンセンターでは、生ごみの減量化を目的として、ご家庭で気軽に生ごみをたい肥化で
きる「段ボールコンポスト」を作りました。今後、

SNSやホームページなどで、作り
方、たい肥化できるまでの熟成記

録、ごみの減量化・資源化に
向けての取組をお届けして
　　　　いきます。

段ボール
コンポストに
チャレンジ!!

ぜひお試しください

200g 40g

SDGsとは
　SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標)は、2015年9月の国連サミットで採択され
た2030年までの世界共通の目標です。持続可能な社会の実現のための17の目標が掲げられています。SDGsの目
標は、それぞれ関連しており、1つの課題解決の行動によって複数の課題解決を目指すことも可能であり、環境だけ
ではなく、環境・経済・社会のつながりを考え、ともに解決していくことが大切になります。
※目標11、12は、特にごみの減量化や資源化との関わりが深くなっています。

「目標11」：包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する。
「目標12」：持続可能な生産消費形態を確保する。

紙・布類
35％

生ごみ
40％

枝・草　3％枝・草　3％
不燃物　1％不燃物　1％
その他　1％その他　1％

ビニール
プラなど
20％

可燃ごみの内訳

実際にやってみました!
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紙や布類は
資源になるよ!

雑がみリサイクル袋
を作ってみよう!

　読み終わった広報そでがうらを使って雑
紙袋を作ってみましょう!
　今回は2枚の広報紙を使った袋の作り方
を紹介します。
必�要なもの
・広報紙もしくは同じ大きさの紙を2枚
・のり
※　　　　　部分のりしろ
　　　　　　部分折り線　　

（袋にたまった雑がみは、中身が飛び出ない
ようにひもで縛るなどして、「古紙」の回収日
に出していただくか、
地域の団体が実施し
ている資源回収で出
してください。）

◎資源回収自治会事業
　資源回収自治会事業とはごみステーション以外の資源回収場所を新しく作
り、回収用コンテナ等を設置し、資源物を集める事業です。資源の効率的な再資
源化やごみの減量化・資源化への意識の向上を目的と しています。ごみステー
ションだけでなく、資源回収場所や回収曜日が増えることや、自治会には回収
量に応じて、1㎏あたり4円の助成金を受けられるなどの利点があります。
【行っていただくこと】
・ごみステーション回収より細かい分別をする
・新しい資源回収場所の設定（25世帯に1箇所）
・資源回収場所の管理
・助成金の申請、受領
・廃棄物減量等推進員の推薦（1名）
　（廃棄物減量等推進員については、市主催の会議への出席（年1回））
※廃棄物減量等推進員には市より所定の報酬が支払われます
実績

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
登録団体数 116団体 114団体 113団体 115団体 114団体 113団体

総回収量（kg） 1,708,220 1,540,760 1,441,490 1,373,570 1,324,590 1,352,960

◎資源回収団体事業
　家庭から発生するごみを資源として再利用する事業で、資源の回収を行って
いる団体に対し、資源回収活動の活性化を図るため、その回収量に応じて助成
金（1㎏あたり4円）を交付します。
※ 団体で資源を回収、分別の後、資源物を売却した明細書（コピー）を持参の上

で申請します。
実績

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
登録団体数 16団体 16団体 17団体 18団体 17団体 11団体

総回収量（kg） 761,175 765,098 763,870 746,553 707,551 498,599

◎剪
せ ん て い え だ ふ ん さ い き

定枝粉砕機貸出事業
　家庭から排出される剪定枝（切枝）等の減量化･資源化を図ろう
とする市民に、剪定枝粉砕機を無料で貸し出します。（粉砕できる
枝は、太さが20〜35mm程度のもの）
※ 事前にお電話でのご予約をいただいたのちに貸出させていた

だきます。

　可燃ごみのうち、紙・布類は約35%含まれています。この中には、お菓子の箱や包装紙などの「雑がみ」や、
「紙パック」などの古紙類、シャツやタオルなどの古布類が含まれており、資源化できる紙や布類が可燃ごみ
として出されています。
　ごみの分別を正しく行うことで、まだまだリサイクルすることができます。「混ぜればごみ、分ければ資源」
を意識して、更なるごみの減量化、資源化にご協力をお願いいたします。

「新聞紙」「雑誌」「段ボール」「紙パッ
ク」以外の、リサイクルできる様々
な紙類のことです。

・食品、お菓子やティッシュなどの紙箱
・�紙製のはがき、封筒、トイレットペーパーの芯
・ポスター、カレンダー　
・包装紙、紙袋・チラシ、パンフレット
・コピー用紙　など
※紙製容器包装には、「紙マーク」がついています。

① 紙袋にいれてまとめて出してく
ださい。

② 重ねてひもで縛っ
て出してください。

「雑がみ」ってなに? 雑紙ってこんなもの 雑がみはどうやって出すの?

① 用紙2枚の片方の1辺にのりを
つけ、2㎝ほど重なるように2枚
をはりつけます。両端を2㎝ほど
重なるように折り返し、のりづけ
して筒状にします。

⑤ 広げた底を写真のよう
に八角形の形に折り、
部分にのりをつけます。

② マチの部分を作るた
め、両端を6㎝ほど折
ります。

⑥ ⑤の折り線に沿って折り、
写真のようにはりつけ、部
分にのりをつけます。

③ 折った部分を開き、写真の
ように内側に折ります。

⑦ ⑥の折り線に沿って折り、
写真のようにはりつけま
す。

④ 底の部分を作るため、下か
ら14㎝ほど折り、写真のよ
うに袋状に広げます。

⑧ 広げれば雑がみ袋の完成です！

その他の再資源化促進に向けた取組

　小型家電には、金・銀・銅・レアメタルが含まれています。これらの希少な金属を鉱山に
たとえて、小型家電のことを「都市鉱山」と言います。眠っているお宝を発掘してみましょう！

●出す前に確認を！

コード類  デジカメ・ビデオカメラ

  ゲーム

に眠っている小型家電を探せ！家 個人情報は必ず消去してく
ださい。

箱や袋などに入れずに、そ
のまま投入してください。

電池などは外して、乾電池
は有害ごみ、充電式電池
は回収協力店へ。

回収ボックスの投入口に
入る大きさのもののみ投
入できます。
※ 投入できる
　大きさは、
　 30cm×45cm

×10cm程度まで

回収協力店へ 有害ごみへ

もうこのゲーム
遊ばないな…ノートパソコン

携帯電話
  スマートフォン

このコード、何の
コードだっけ？

買い換えたけど、
使うかもしれない
と思って処分して

　いない…

処分が
面倒くさそうなので

長年そのまま…

機種変更
の時に持ち帰ってきた
けれど、もう何年も
開いていない…

アドレス帳
動画データ
写真データ

など

注意！　投入したものは返却できません。

・携帯電話
・電話機
・FAX
・�パソコン（モニター含む)
・ラジオ
・デジタルカメラ

・ビデオカメラ
・�映像用機器（ビデオレ

コーダー等）
・�音響機器（DVDプレー

ヤー等）
・�補助記憶装置（USBメモリ）

・電卓
・電子辞書
・ドライヤー
・理容用機器
・ゲーム機
・カーナビ等

対象品目

回収ボックス

　使用済小型家電リサイクルとは、対象となる家電を選別し、適正なリサイクルを
行う認定事業者に引き渡すことで、金・銀・銅・レアメタルの回収を図るものです。
　使用済小型家電は以下の方法で出せますので、リサイクルへのご協力をお願い
します。
【使用済小型家電の出し方】
・�燃せないごみ専用の指定袋に入れて、ごみステーションへ出す（一部出せない

ものがあります:個人情報機器、パソコン など）
・�クリーンセンターへ持ち込む（無料）
・市が設置した専用の回収ボックスへ持ち込む
　市役所1階ロビー、長浦・平川・根形・平岡公民館1階ロビー
※回収ボックスに投入できる大きさは30㎝×45㎝×10㎝程度まで

使用済小型家電リサイクル

PETボトル

その他の色のビン
アルミ


