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川崎市環境局ごみ・リサイクルに関するホームページ
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/menu.htm

かわさきチャレンジ・３Rニュースかわさきチャレンジ・３Rニュースかわさきチャレンジ・３Rニュース

【問２の答え】  ①約13,000円…平成18年度のごみ処理経費は年間168億８千万円でした。ごみ１tあたり
　　　　　　　　　　　　　　　にすると約４万９千円、１人当たりでは約１万３千円になります。

■回収するもの

　家庭から排出される

　・直管蛍光管・サークル蛍光管・コンパクト蛍光管　など

　※蛍光管であれば形状は問いません。

■回収しないもの

　・白熱電球・割れた蛍光管・事業活動に伴って出る蛍光管

　　　蛍光管が割れないようできるだけ買ったときの箱など

　　　に入れてお持ちください。
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　平成17年４月に策定した「川崎市一般廃棄物処理基本計画（かわさきチャレンジ・３Ｒ）」

における行動計画では、平成21年度までの５年間に行う具体的施策が定められています。

今年度は、計画策定後３年が経過することから、施策の進行状況や制度改正などに対応す

るため、行動計画の改定を行います。

　現在、川崎市環境審議会廃棄物部会において行動計画の改定に関する具体的な審議を進

めていますが、審議の過程の中で行動計画の改定素案を取りまとめましたので、このたび

市民の皆様からのご意見を募集します。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」
の第６条に基づいて、市町村における廃棄物処理の基本的
な方向性を定めた中・長期計画です。

基本計画は「地球環境に
やさしい持続可能な循環型の
まちを目指して」を基本理念
に、市民・事業者・行政の環
境意識の向上、ごみの発生抑
制とリサイクルの推進、事業
運営の効率化を基本とし、平
成17～27年度までの概ね10
年間に取り組むべき方向性な
どについて定めています。

行動計画では、基本計

画の実現に向け、平成17

年度から21年度までの５

年間に目指す目標値と、目

標達成のために取り組むべ

き具体的施策について定め

ています。

地球温暖化への対応が

世界的な課題となっている

中で、ごみ処理事業を取り

巻く環境が大きく変化して

いることや制度改正等に柔

軟に対応するため、改定を

行います。

基本計画ではど

んなことが定め

られているの？

行動計画では何

が定められてい

るの？

どうして

行動計画を

改定するの？

「一般廃棄物処理基本計画」とは…「一般廃棄物処理基本計画」とは…

家庭から排出される廃蛍光管を市の生活環境事業所で回収します。

回収した廃蛍光管はリサイクル処理業者により、水銀、アルミ、ガラスウール等にリサイクル

され、大切な資源として生まれ変わります。ぜひ廃蛍光管の回収にご協力ください。

「スーパー陸上2008川崎」
        でリユース食器を使用します
「スーパー陸上2008川崎」
        でリユース食器を使用します

「川崎市一般廃棄物処理基本計画（かわさきチャレンジ・３Ｒ）
　　             行動計画(改定素案)」に対するご意見を募集します
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「行動計画(改定素案)」

の概要は２ページを

ご覧ください。

お知ら
せ

お知ら
せ

お知らせお知らせ

八都県市※では、イベントで発生するごみの減
量に向け、紙コップなどの使い捨て容器の替わり
に、何度も繰り返し洗って使えるリユース食器を
ＰＲする「リデュース＆リユースin八都県市」
キャンペーンを実施します。
市では「スーパー陸上2008川崎」でリユー

ス食器を使用します。ご利
用の際にはぜひリユース食
器の返却にご協力ください！

※八都県市
埼玉県・千葉県・東京都・
神奈川県・横浜市・川崎市・
千葉市・さいたま市

問い合わせ先：川崎市環境局廃棄物政策担当
　　　　　　　電話  200－2558

〒210-8577（住所はなくても届きます）

川崎市環境局廃棄物政策担当　電話：200-2580

申込み・問い合わせ先

フリーマーケット出店者募集!!フリーマーケット出店者募集!!フリーマーケット出店者募集!!

廃蛍光管の拠点回収を試験的に行います!!廃蛍光管の拠点回収を試験的に行います!!廃蛍光管の拠点回収を試験的に行います!!

詳しくは、

　

までお問い合わせください。

〔12月にも拠点回収を実施する予定です。〕

■回収期間：平成20年９月１日(月)～９月16日(火)【９/７(日)・14(日)は回収しません】

■受付時間：9時30分～11時30分、13時30分～15時30分

■回収場所：南部生活環境事業所（川崎区塩浜4－11－9　 電話 044－266－5747）

　　　　　　川崎生活環境事業所（川崎区堤根52　　　　 電話 044－541－2043）

　　　　　　中原生活環境事業所（中原区中丸子155－1　 電話 044－411－9220）

　　　　　　宮前生活環境事業所（宮前区宮崎172　　 　 電話 044－866－9131）

　　　　　　多摩生活環境事業所（多摩区枡形1－14－1　電話 044－933－4111）

川崎市環境局廃棄物政策担当 
                電話 044－200－2564

かわさき市民祭りかわさき市民祭り
第31回

募　集募　集

編集・発行

〒210-8577（住所はなくても届きます）
川崎市環境局廃棄物政策担当
電話：200－2580　FAX：200－3923
電子メール：30haise@city.kawasaki.jp

編集後記編集後記

使用

返却

洗浄

日　　時：11月3日(月祝)10：00～15：30
　　　　　※雨天中止
会　　場：富士見球場（屋外）
出 店 料：1,000円
申込方法：郵便番号、住所（在勤・在学の方は名

称を併記）、氏名、電話番号、出店内容
を記入の上、ハガキでお申込みください。
（定員80組・抽選）市ホームページか

　　　　　らもお申込みできます。
申込締切：10月１日(水)当日消印有効
　※市内在住・在勤・在学の方に限る。
　※営利目的、手作り品、飲食物の出店不可
　※駐車場なし（車での来場、荷降ろし不可）

「川崎市一般廃棄物処理基本計画」に基づく市の取組や、ごみ減量・リサイクルに役立つ情報等を紹介します。

14

お願い

9
23
火祝

（川崎市等々力陸上競技場）

１・２ページに掲載した「一般廃棄物処理基本計画」の
行動計画改定に合わせ、今号から表紙のタイトルデザインを
新たにしました。ほうきを片手に微笑んでいるのは「キレイ
クン」。“ごみ出しのルールを守ってまちをきれいに”と呼び
かけるシンボルとして昭和62年に誕生しました。今後は３
Ｒを進めるキャラクターとして活躍予定です。皆さんよろし
くお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｉ）

【問３】　日本で国産の蛍光ランプが最初に使用されたのはいつ？
　　　　　　　①大正９年（1920年）　②昭和５年（1930年）　③昭和15年（1940年）（答えは２ページ下）

キレイクン
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行動計画(改定素案)の概要 川崎市ごみ減量推進市民会議川崎市ごみ減量推進市民会議川崎市ごみ減量推進市民会議 第２期

市民会議がスター
ト!!

第２期

市民会議がスター
ト!!

第２期

市民会議がスター
ト!!

9月25日(木)までにご来庁・郵送・ＦＡＸでお寄せください。また、市ホームページか
らメールで送信することもできます。
　※素案についての説明を希望する市民団体・グループ等には、事務局が出向いて説明いたします。

問い合わせ先(事務局)：〒210‐8577（住所はなくても届きます）
　　　　　　　　　　　川崎市環境局廃棄物政策担当　
　　　　　　　　　　　電話 044－200－2558　FAX 044－200－3923

この素案に対するご意見は…この素案に対するご意見は…

　素案の本編は、市ホームページ、各区役所・
支所、各生活環境事業所、廃棄物政策担当で
ご覧いただけます。

皆様からのご意見を

　　お待ちしています

　市民・事業者の皆様に更なるごみの減量・リサイクルに取り組んでいただくために、分

かりやすい目標を設定します。

　●市民１人が１日当たりに出すごみの削減量

　●焼却ごみ（家庭から出るもの・事業者から出るもの）の削減量

　※この他、地球温暖化対策に関する指標を設定する予定ですが、市民の皆様のご意見  

　　を伺いながら、各指標の目標値を設定します。

　ごみの減量効果の高いものや、地球温暖化対策としての効果が高いものなど、目標達成

に向け行動計画を推進するような施策を「重点施策」として掲げ、積極的に取り組みます。

●出前ごみスクールの開催　　　　　　　　　●資源集団回収の拡大　　

●レジ袋削減に向けた取組　　　　　　　　　●ミックスペーパー分別収集の拡大

●事業系ごみの減量化・リサイクルの推進　　●その他プラスチック製容器包装の分別収集の実施

●ごみ発電事業の推進　　　　　　　　　　　●搬入禁止物の混入防止　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　地球温暖化対策に大きく貢献する主な具体的施策や本市で実施しているごみ処理事業を

整理して行動計画に記載し、地球温暖化対策との関係性を強化していきます。

　●レジ袋削減に向けた取組　　　　　　　　　　　　　　●ごみ発電事業の推進　　

　●その他プラスチック製容器包装の分別収集の実施　　　●廃棄物鉄道輸送事業　など

行動計画目標　

重点施策

地球温暖化対策に関連する施策

《設定を予定している行動計画目標》

　第１期市民会議は、平成19年１月に発足し平成20年３月までという短い期間での活動

となりましたが、みんなで知恵を出しあい、市民が取り組めるごみの減量方法について、

３つの分科会に分かれて真剣に話し合いを進めました。

レジ袋有料化実施店舗では、レジ袋辞退率が実施前の13％から実施後は80％以上まで向上しました！

　一人ひとりが、余計なものは買わない、使えるものは繰り返し使う、資源になる

ものは分別するなど、地球環境にやさしい生活習慣を実践することで、ごみの排出

量を大幅に減らすことができます。

みんなで協力して、持続可能な循環型のまちを目指しましょう！

【川崎市ごみ減量推進市民会議ってなぁに？】

【どんなことをするの？】

【どんな人たちが活動するの？】

● 第2期川崎市ごみ減量推進市民会議が始まります ●● 第2期川崎市ごみ減量推進市民会議が始まります ●

【任期はいつまで？】

第１期川崎市ごみ減量推進市民会議の報告第１期川崎市ごみ減量推進市民会議の報告

　家庭ごみの36％を占める生ごみを少しでも減らしたい

との思いから、市民の皆さんが手軽に見て実行してもら

える内容のハンドブックを作成しました。

　町内会や学校等で行われているごみ減量・リサイクルな

どの先進的・ユニークな取組を地域活動の参考にしても

らえるよう「ごみニティの底力・発表大会」を開催しま

した。

　

　市民・事業者・行政が協力してごみを減らす取組として、

平成19年10月２日に「環境配慮型ライフスタイルの確立

に向けたレジ袋削減に関する協定」を締結しました。

　第１分科会では……

　

　第２分科会では……　

　

　第３分科会では……　

買い物には

マイバック
を！

　市民・事業者・行政のパートナーシップに基づいたごみの減量活動を

推進するため、三者による連携の取組や市民一人ひとりが地域や家庭で

主体的、日常的にごみ減量に取り組むための仕組みづくりを市民中心に

検討・実践する場として平成19年１月に発足した会議です。

　平成20年９月から、第２期川崎市ごみ減量推進市民会議の活動が始まります。

　市民会議では、より多くの市民の皆様に楽しみながらごみ減量に取り組むことの大切さ

や、生活の場で工夫できることなどを伝え、地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち

を目指して、市民・事業者・行政との協働の取組を広げていきたいと考えています。

　公募市民、廃棄物減量指導員、ごみ・リサイクル等に関する市民活

動団体、事業者団体、学識経験者、行政（定数20名）

　平成20年９月から平成22年７月まで

http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/index/index.htm

【問２】　市のごみ処理にかかる年間経費を一人当たりに換算すると、およそいくら？
　　　　　①約13,000円　　②約23,000円　　③約33,000円　（答えは４ページ下）

【問１の答え】  ③沖縄まで … 昨年度の市ごみ総処理量は478,086ｔ、１�＝0.3ｔと換算した場合、並べ
　　　　　　　　　　　　　　た長さは約1,590㎞。およそ川崎から沖縄までの直線距離に相当します。
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らえるよう「ごみニティの底力・発表大会」を開催しま

した。

　

　市民・事業者・行政が協力してごみを減らす取組として、

平成19年10月２日に「環境配慮型ライフスタイルの確立

に向けたレジ袋削減に関する協定」を締結しました。

　第１分科会では……

　

　第２分科会では……　

　

　第３分科会では……　

買い物には

マイバック
を！

　市民・事業者・行政のパートナーシップに基づいたごみの減量活動を

推進するため、三者による連携の取組や市民一人ひとりが地域や家庭で

主体的、日常的にごみ減量に取り組むための仕組みづくりを市民中心に

検討・実践する場として平成19年１月に発足した会議です。

　平成20年９月から、第２期川崎市ごみ減量推進市民会議の活動が始まります。

　市民会議では、より多くの市民の皆様に楽しみながらごみ減量に取り組むことの大切さ

や、生活の場で工夫できることなどを伝え、地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち

を目指して、市民・事業者・行政との協働の取組を広げていきたいと考えています。

　公募市民、廃棄物減量指導員、ごみ・リサイクル等に関する市民活

動団体、事業者団体、学識経験者、行政（定数20名）

　平成20年９月から平成22年７月まで

http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/index/index.htm



3R　Reduce  リデュース  ごみを出さない  /  Reuse  リユース  くり返し使う  /  Recycle  リサイクル  分別して再生利用

川崎市環境局ごみ・リサイクルに関するホームページ
http://www.city.kawasaki.jp/30/30genryo/home/menu.htm

かわさきチャレンジ・３Rニュースかわさきチャレンジ・３Rニュースかわさきチャレンジ・３Rニュース

【問２の答え】  ①約13,000円…平成18年度のごみ処理経費は年間168億８千万円でした。ごみ１tあたり
　　　　　　　　　　　　　　　にすると約４万９千円、１人当たりでは約１万３千円になります。

■回収するもの

　家庭から排出される

　・直管蛍光管・サークル蛍光管・コンパクト蛍光管　など

　※蛍光管であれば形状は問いません。

■回収しないもの

　・白熱電球・割れた蛍光管・事業活動に伴って出る蛍光管

　　　蛍光管が割れないようできるだけ買ったときの箱など

　　　に入れてお持ちください。

第８号第８号
平成20年９月発行平成20年９月発行

　平成17年４月に策定した「川崎市一般廃棄物処理基本計画（かわさきチャレンジ・３Ｒ）」

における行動計画では、平成21年度までの５年間に行う具体的施策が定められています。

今年度は、計画策定後３年が経過することから、施策の進行状況や制度改正などに対応す

るため、行動計画の改定を行います。

　現在、川崎市環境審議会廃棄物部会において行動計画の改定に関する具体的な審議を進

めていますが、審議の過程の中で行動計画の改定素案を取りまとめましたので、このたび

市民の皆様からのご意見を募集します。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」
の第６条に基づいて、市町村における廃棄物処理の基本的
な方向性を定めた中・長期計画です。

基本計画は「地球環境に
やさしい持続可能な循環型の
まちを目指して」を基本理念
に、市民・事業者・行政の環
境意識の向上、ごみの発生抑
制とリサイクルの推進、事業
運営の効率化を基本とし、平
成17～27年度までの概ね10
年間に取り組むべき方向性な
どについて定めています。

行動計画では、基本計

画の実現に向け、平成17

年度から21年度までの５

年間に目指す目標値と、目

標達成のために取り組むべ

き具体的施策について定め

ています。

地球温暖化への対応が

世界的な課題となっている

中で、ごみ処理事業を取り

巻く環境が大きく変化して

いることや制度改正等に柔

軟に対応するため、改定を

行います。

基本計画ではど

んなことが定め

られているの？

行動計画では何

が定められてい

るの？

どうして

行動計画を

改定するの？

「一般廃棄物処理基本計画」とは…「一般廃棄物処理基本計画」とは…

家庭から排出される廃蛍光管を市の生活環境事業所で回収します。

回収した廃蛍光管はリサイクル処理業者により、水銀、アルミ、ガラスウール等にリサイクル

され、大切な資源として生まれ変わります。ぜひ廃蛍光管の回収にご協力ください。

「スーパー陸上2008川崎」
        でリユース食器を使用します
「スーパー陸上2008川崎」
        でリユース食器を使用します

「川崎市一般廃棄物処理基本計画（かわさきチャレンジ・３Ｒ）
　　             行動計画(改定素案)」に対するご意見を募集します

A

Ｑ
Ｑ

Ｑ

A A

「行動計画(改定素案)」

の概要は２ページを

ご覧ください。

お知ら
せ

お知ら
せ

お知らせお知らせ

八都県市※では、イベントで発生するごみの減
量に向け、紙コップなどの使い捨て容器の替わり
に、何度も繰り返し洗って使えるリユース食器を
ＰＲする「リデュース＆リユースin八都県市」
キャンペーンを実施します。
市では「スーパー陸上2008川崎」でリユー

ス食器を使用します。ご利
用の際にはぜひリユース食
器の返却にご協力ください！

※八都県市
埼玉県・千葉県・東京都・
神奈川県・横浜市・川崎市・
千葉市・さいたま市

問い合わせ先：川崎市環境局廃棄物政策担当
　　　　　　　電話  200－2558

〒210-8577（住所はなくても届きます）

川崎市環境局廃棄物政策担当　電話：200-2580

申込み・問い合わせ先

フリーマーケット出店者募集!!フリーマーケット出店者募集!!フリーマーケット出店者募集!!

廃蛍光管の拠点回収を試験的に行います!!廃蛍光管の拠点回収を試験的に行います!!廃蛍光管の拠点回収を試験的に行います!!

詳しくは、

　

までお問い合わせください。

〔12月にも拠点回収を実施する予定です。〕

■回収期間：平成20年９月１日(月)～９月16日(火)【９/７(日)・14(日)は回収しません】

■受付時間：9時30分～11時30分、13時30分～15時30分

■回収場所：南部生活環境事業所（川崎区塩浜4－11－9　 電話 044－266－5747）

　　　　　　川崎生活環境事業所（川崎区堤根52　　　　 電話 044－541－2043）

　　　　　　中原生活環境事業所（中原区中丸子155－1　 電話 044－411－9220）

　　　　　　宮前生活環境事業所（宮前区宮崎172　　 　 電話 044－866－9131）

　　　　　　多摩生活環境事業所（多摩区枡形1－14－1　電話 044－933－4111）

川崎市環境局廃棄物政策担当 
                電話 044－200－2564

かわさき市民祭りかわさき市民祭り
第31回

募　集募　集

編集・発行

〒210-8577（住所はなくても届きます）
川崎市環境局廃棄物政策担当
電話：200－2580　FAX：200－3923
電子メール：30haise@city.kawasaki.jp

編集後記編集後記

使用

返却

洗浄

日　　時：11月3日(月祝)10：00～15：30
　　　　　※雨天中止
会　　場：富士見球場（屋外）
出 店 料：1,000円
申込方法：郵便番号、住所（在勤・在学の方は名

称を併記）、氏名、電話番号、出店内容
を記入の上、ハガキでお申込みください。
（定員80組・抽選）市ホームページか

　　　　　らもお申込みできます。
申込締切：10月１日(水)当日消印有効
　※市内在住・在勤・在学の方に限る。
　※営利目的、手作り品、飲食物の出店不可
　※駐車場なし（車での来場、荷降ろし不可）

「川崎市一般廃棄物処理基本計画」に基づく市の取組や、ごみ減量・リサイクルに役立つ情報等を紹介します。

14

お願い

9
23
火祝

（川崎市等々力陸上競技場）

１・２ページに掲載した「一般廃棄物処理基本計画」の
行動計画改定に合わせ、今号から表紙のタイトルデザインを
新たにしました。ほうきを片手に微笑んでいるのは「キレイ
クン」。“ごみ出しのルールを守ってまちをきれいに”と呼び
かけるシンボルとして昭和62年に誕生しました。今後は３
Ｒを進めるキャラクターとして活躍予定です。皆さんよろし
くお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｉ）

【問３】　日本で国産の蛍光ランプが最初に使用されたのはいつ？
　　　　　　　①大正９年（1920年）　②昭和５年（1930年）　③昭和15年（1940年）（答えは２ページ下）

キレイクン


