
 市の人口と予算 〈2月1日現在〉
人口・世帯   （　） 内は前月比／前年同月比
 合計 ＝200,136 人 （＋216／＋4,773）
 男 ＝ 98,677 人 （＋115／＋2,267）
 女 ＝101,459 人 （＋101／＋2,506）
 世帯 ＝   84,800 世帯 （＋117／＋2,731）
予算
 一 般 会 計 ＝ 952億4,552万6千円
特別・公営企業会計 ＝ 451億9,485万1千円

令和3年
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特集：市指定ごみ袋

　「燃やすごみ」と「容器包装プラスチック類」を入れるごみ袋は、
段階的に市の指定ごみ袋への切り替えを予定しています。今号で
は、なぜ指定ごみ袋が必要なのか、これからのごみの出し方はど
のように変わるのかを紹介します。
問クリーンセンター☎7157－7411　 1029300

燃やすごみ  容器包装プラスチック類  対象

市の指定ごみ袋の
導入を図ります
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出典：清掃のあらまし

ごみ処理量
年度末人口
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　市民の皆さんの努力に
より、1人当たりのごみの
量は減っていますが、人
口が増加しているため、
市全体としてのごみの量
は増加しています。

人口の増加により
ごみの処理量も

増加!

人口とともに増加しているごみを処理するために

1日に138トン以上
搬入された日数

ごみが搬入されているため

（ ）法定点検などを行うため
ローテーションで3炉のうち1炉は休止

増加

152日
H29

167日
H30

196日
R1

2炉で1日に燃やせる
ごみは　　　　　まで138トン

の処理量以上に138トン

● 日曜日も運転
● 3炉を稼働

167日
H30

196日
R1

このようにならないために、
今、取り組むことが必要!

取り組みについては２・３面へ続く取り組みについては２・３面へ続く

この状況が続くと、点検や修繕など
必要な維持管理の時間が確保できず、
安定稼働ができなくなる

2 3

1

流山市の人口とごみ処理量の推移

令和3年市議会第1回定例会が2月18日㈭13時から開会される予定です。問総務課☎7150－6067市議会が2月18日から開会



　指定ごみ袋には分別を分かりやすくするという目的がありますの
で、「燃やすごみ」の指定ごみ袋には「燃やすごみ」のみを、「容器包
装プラスチック類」の指定ごみ袋には「容器包装プラスチック類」の
みを入れてください。

指定ごみ袋を使って、
「燃やさないごみ」を出してもいいの?Q

出せません。
指定ごみ袋は、それぞれの
用途に合うごみに使ってください。

A

指定ごみ袋で
リサイクルの
推進

第1596号　 令和3年2月11日㈷特集：市指定ごみ袋 23

　中身を使い切った後、汚れが残らないよう軽く水ですすいでください。食器を
洗った後の残り水などを利用すれば、節水になります。汚れがある程度取れたら、
容器包装プラスチック類の指定ごみ袋に入れて出してください。

汚れている容器包装プラスチック類は
どうやって捨てればいいの?Q

軽く水ですすいで出してください。 A

指定ごみ袋を使うとなにがいいの?Q
ごみの減量化と資源化の促進が
図られます。 A

　近年指定ごみ袋を導入した自治体では、指
定ごみ袋導入後にごみの排出量がいずれも減
少しています。流山市でも指定ごみ袋を活用
することで、燃やすごみの減量と容器包装プ
ラスチック類のリサイクル率向上につながる
と見込んでいます。

　市の指定ごみ袋は10月開始ですが、半年間の移行期間を設けています。
移行期間は、これまでと同じく透明または半透明の袋でも回収します。この
間に使用する袋を替えてください。令和4年4月には指定ごみ袋でのごみ出
しとなります。指定ごみ袋は、スーパーやホームセンターなどの小売店で販
売される予定です。

指定ごみ袋はいつから使うの？ 
どこで買えるの？Q

10月から段階的に使用開始予定で、
スーパーなどの小売店で販売します。 A

スーパーのレジ袋や
市販のごみ袋は使えなくなるの？Q

「燃やすごみ」「容器包装プラスチック類」
以外は、従来通りスーパーのレジ袋や
市販のごみ袋を使うことができます。

A

なぜ「容器包装プラスチック類」を
分別しなければいけないの？Q

法律によって、リサイクルにかかる
費用を企業が負担し、
民間の工場でリサイクルをする仕組み
になっているためです。

A

指定ごみ袋の導入で期待できる　　つのメリット4

　流山市では人口の増加に伴い、ご
みの処理量も増加傾向にあります。
焼却施設は機器のメンテナンスや
修繕のために一時的に稼働を止め
る必要があります。増え続けるご
みに対して、指定ごみ袋を活用して
燃やすごみの減量を図り、今後も施
設を安定的に長く使っていきます。

　袋にごみの種別が書かれ
た、同じ規格のごみ袋を使って
いただくことで、ごみ出しルー
ルに沿わないごみを出しにく
い集積所をつくり、集積所管理
にご苦労されている方々の負
担を軽減します。

　食品の袋などの容器包装プラスチッ
ク類の分別収集にご協力いただいてい
ますが、燃やすごみの中に重量比で３
割近いプラスチックが混在しているの
が現状です。指定ごみ袋を活用するこ
とで、容器包装プラスチック類の分別を
より分かりやすくし、容器包装プラス
チック類のリサイクルを促進します。

①ごみの減量
②容器包装プラスチック類の
リサイクル率の向上

③間違ったごみ出しの防止と
集積所の保全 ④違反ごみの抑止

　市外から持ち込まれるごみ
や、家庭ごみ以外のごみの対
策として、市内のみで使用する
ごみ袋を使っていただくことに
より、違反ごみの排出を抑止し
ます。
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生ごみ・資源にならない紙くず・汚れた衣類・
木の枝や落ち葉など庭のごみ など
※木の枝は従来通りひもで
束ねて出すこともできます。

燃やすごみ

容器包装
プラスチック類

流山で発生したごみの割合

燃やすごみ
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指定ごみ袋をすでに導入している
松戸市や柏市と同等となる見込みです。
処理費用は含まれません。

A

Q 指定ごみ袋はいくらになるの？

　
　なお､ 認定制は､ 市が決めた指定ごみ袋の品質や大きさなどの規格で製造・
販売できる事業者を認定する制度です。認定事業者はもともと自社で市販の
袋を作っているため、指定ごみ袋も既存の流通経路に乗せることで、効率的
に販売できます。

45リットル、30リットル、
20リットルの3種類を作製します。 A

Q いろいろな大きさの袋があると
使いやすいんだけど…

　近隣市で市民が多く使っている45リットル、30リットル、20リットル
の3種類とします。また、使い勝手を考慮し、結びやすいよう手提げ付きの
袋を予定しています。
　なお、上記以外の大きさのご要望もいただいていますが、近隣市では10
リットルの袋は全体の販売枚数の8.9％に過ぎないとのデータがあること
から、まずは流通量の多い3種類で導入をしていきます。

　「容器包装プラスチック類」は、プラマークが付
いているプラスチック製の容器包装（食品の袋や
洗剤のボトルなど）です。「容器包装プラスチック
類」を正しく排出することにより、「容器包装プラ
スチック類」のリサイクル率の向上や、「燃やすご
み」の減量につながります。

ギモンに
お答えします
指定ごみ袋について寄せられた

皆さんのお問い合わせにお答えします。

（移行期間）
期間中は、今までの袋でも回収します。

●令和3年10月〜
令和4年3月

●令和3年10月ごろ 市内の小売店などで販売開始

指定ごみ袋使用開始までの予定

●令和4年4月
指定ごみ袋への移行
以降は、指定ごみ袋でのごみ出しとなります。

袋の価格
のみ

ごみ処理
手数料袋の価格

  

指定ごみ袋制度 ごみ処理の有料化

出典：清掃のあらまし2020
（令和元年度重量ベース。各項目の小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計は 100%に

なりません。）

1月に市内4カ所で指定ごみ袋導入説明会を開催しました。当日説明した資料スライドのほか、資料を解説した動画が
市ホームページでご覧になれます。問クリーンセンター☎7157－7411　 1029300

指定ごみ袋導入説明会の資料が
市ホームページでご覧になれます

指定ごみ袋で
燃やすごみの
減量促進

　　　のマークがついている食品の袋・
ペットボトルのキャップ・ラベル・
シャンプーの容器・
調味料の容器・お弁当の容器 など

　ごみ処理を有料化する自治体では、袋の価格にごみ処理費用が含まれていま
す。流山市では、ごみ処理の費用は上乗せしません。ごみ袋の素材や加工など、
販売までにかかる費用のみの価格となります。認定制による販売のため、価格
は販売店ごとに異なりますが、松戸市や柏市と同等の価格となる見込みです。

柏市 松戸市 野田市 流山市

価格例 10円／枚
（40リットル）

9円／枚
（45リットル）

170円／枚
（40リットル）
※無料配布分を

超えた場合の価格

松戸市・柏市と
同等となる
見込み

【近隣市の指定袋の状況】



掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号の押し間違えのないようにお願いします。
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古紙100％再生紙、 植物油インキ使用

　流山市では、皆さんのご理解とご協力により、
人口の増加と比較して、ごみの量の増加はやや
緩やかになっていますが、人口20万人を超えた
今日、市全体でのごみの総量は増加しています。
今後、このペースで増え続けると、処理施設の
点検や修繕などの維持管理が難しくなります。
　現在、燃やすごみには重量比で約3割のプラスチックが混入してお
り、CO₂削減に向けてリサイクルの促進とごみの減量を進める必要
があります。指定ごみ袋を導入した神戸市や豊橋市では、導入の前後
2年間で1世帯当たりのごみ排出量が約2割減少したという成果が報
告されています。
　焼却施設を安定的に長く使っていくために、ごみの分別と減量に、
一層のご協力をお願いします。

ごみの分別・減量に
一層のご協力を

流山市長
井崎 義治

　資源ごみはリサイクルされるため、それぞれの種類に応じ
た出し方で出してください。詳しくは市ホームページや各戸
配布のパンフレットを参考にしてください。　 1002439

資源ごみで出せるもの 出し方

紙類

新聞・チラシ、雑誌・雑
ざつ

紙
がみ

、段ボール、紙パック
・ ひもで十字に束ねます。
・ 新聞、雑紙類、段ボール、紙

パックの4種類に分けてくだ
さい。

・ 飲料の紙パックは中をすす
いでから平らに折りたたん
でください。

布類

背広、ズボン、セーター、シャツ、和服、毛布   
 ・ ひもで十字に束ねます。

・ 布類は水ぬれ厳禁。雨の日・
雨が降りそうな日は出さな
いでください（ぬれると再利
用できません）。

・ 衣類のボタン・ファスナーな
どは、つけたまま出してくだ
さい。

空き缶類

アルミ缶、スチール缶、缶詰の空き缶、商品
の金属箱や缶

・ ケロクル袋に入れて出します
（ビニール袋には入れない

でください）。
・ 中身を使い切ってから。
・ 缶は水ですすいで、つぶさ

ずに。

金属類

自転車、鍋、やかん、スチール机、
ガスコンロ、スチール物置、
スチールロッカー、フライパン、物干し竿

・ ケロクル袋には入れずに出
します。

・ 大きいものは通行の支障に
ならないように解体します。 

・ 小物はビニール袋や金属
製の容器などに入れます。

・ 自転車を出す際はサドルに
「リサイクル」と貼り紙をし

ます。
・ ガスコンロは乾電池を出し

てから。

空きビン
類

飲料用、食料用の空きビン ・ ケロクル袋に入れて出しま
す。割れたビンもそのまま
入れてください（ビニール袋
には入れないでください）。

・ ふた・キャップは外します。
・ 中身は空にして水ですすい

でから。

資源ごみの種類と出し方の例    市の指定ごみ袋は使いません

●紙袋やティッシュペーパーの箱について
いるビニールは取り除きます。ビニール
窓付封筒は出せません。

●布団や綿の入った敷物などは出せません。

資源ごみは「資源」として
リサイクルしましょう

チャレンジ ❶

●方法１
　燃やすごみの多くを占める生ごみは、水切りなどにより量も重さも大き
く減らすことができます。水切りネットを外してからひと絞りしたり、野
菜くずを新聞紙の上で乾かしたりしてみましょう。

●方法２
　容器包装プラスチック類の多くを占める弁当容器などは、四隅を切るな
どして畳んだり、同じ形のものを重ねたりすると、効率的に袋を使うこと
ができます。

●方法３
　お菓子の袋など広がりやすいものは、短冊切りにするのも効果的です。
ただし、あまり細かく切るとリサイクルできなくなる恐れがありますので、
3～4センチメートル程度までが適切です。

燃やすごみや容器包装プラスチック類
の出し方を工夫して、ごみ袋を
節約してみましょう

チャレンジ ❷

今すぐできる! ごみ袋を節約するごみダイエットにチャレンジ!!

　4人家族の子育て世帯をモデルケースにごみ袋の試算を行い
ました。乳児1人がおむつを使う世帯では、1カ月当たりのご
み排出量は400リットルと想定しています。

※近隣市の実売価格調査をもとに試算

4人家族の子育て世帯（うち1人乳児）の場合※月間想定ごみ排出量400リットル 市販の袋と指定ごみ袋を比較してみると…

単価 1カ月あたりの
使用枚数 月間金額

レジ袋
10リットル 3円〜5円　　 40枚 120円〜200円

5リットル 3円〜5円　　 80枚 240円〜400円

市販袋
45リットル 6円〜14円　　 9枚 54円〜126円

30リットル 5円〜10円　　 14枚 70円〜140円

指定ごみ袋
45リットル 9円〜16円（※） 9枚 81円〜144円

30リットル 9円〜12円（※） 14枚 126円〜168円

45リットル
（月9枚使用）

30リットル
（月14枚使用）

市販袋 54円〜126円 70円〜140円

指定ごみ袋 81円〜144円 126円〜168円

月間金額の差 18円〜27円 28円〜56円

家庭でのごみ袋代を試算してみました

ケロクル袋

●化粧品や薬品の
ビンは出せません。

井崎市長からのメッセージ


