
ごみや資源物は収集日の朝8時30分までにお出しください

もやせるごみ
16,251t（0.2％増）
もやせないごみ
1,717t（0.4％減）

資源プラスチック2,173t（0.5％増）
ペットボトル85t（21.4％増）
ビン・カン1,383t（2.3％減）
せん定枝165t（4.6％減）
廃食用油1t（50％減）

陶磁器・小型家電・金物・刃物
118t（1.7％減）
有害ごみ（蛍光管・乾電池）
41t（14.6％減）

粗大ごみ
868t
（7.8％増）

衣類・布類
586t
（0.7％減）

たい肥化生ごみなど
134t（1.5％増）

もやせるごみ（1㎏）
110円

1㎏＝ 炊いたお米
約7合分

平成29年度の家庭ごみ有料化に伴う処理手数料収入の使い道

ごみ減量
  リサイクルだより
ごみ減量ごみ減量

ごみ・資源物の処理状況をお知らせします
　平成29年度のごみ・資源物の排出量は、市全体で27,517tになりました。市民の皆さんのご協力により、前年度と比較すると約0.4％（104t）
減少しました。1人1日当たりのごみ・資源物量は、620.1ｇとなり、多摩26市中3位となりました。これは、日頃の市民の皆さんの分別と減
量意識が高い結果だと思われます。
　今後とも市民の皆さんには、さらなるごみの分別と減量にご協力をお願いします。

ごみ・資源物の収集量の推移

品目別ごみ処理経費

積立

有料化関係経費　7‚594万8千円
①指定収集袋作成代
②指定収集袋の受注・保管・配送委託代
③指定収集袋販売委託代など

生ごみ処理機器購入助成金　206万2千円
家庭で生ごみ処理機器を購入する際に、
代金の一部を交付した助成金

たい肥化事業費用　1‚025万8千円
生ごみやせん定枝からたい肥を作成す
るための費用

太陽光発電機助成金　596万5千円
家庭で太陽光発電機を購入する際に、
代金の一部を交付した助成金

支
出

廃棄物処理手数料（収入）
（家庭ごみ指定収集袋分）
1億9‚739万7千円

公共施設整備基金（※）
1億0‚316万4千円

※ 公共施設整備基金…将
来、建設するごみ処理
施設などの公共施設整
備になど使用するため
の基金

ビン（1㎏）
114円

1㎏＝ ビール瓶（中）
約2本の重さ

もやせないごみ（1㎏）
137円

1㎏＝ ＤＶＤーＲ
約50枚分の
重さ

ペットボトル（1㎏）
231円

1㎏＝ 2ℓ用ペット
ボトル約17
本の重さ

カン（1㎏）
151円

1㎏＝ 500ｍℓの
アルミ缶50個
の重さ

編集・発行：環境対策課　ごみ減量推進課
住　所：〒185-0013国分寺市西恋ヶ窪4-9-8
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（042）328-2191（環境対策課環境対策係）
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ＦＡＸ：（042）326-4410

 環境対策課☎（042）300-5300

平成29年度のごみ・資源物の流れと処理費用 （　 ）内は28年度比

ごみ・資源物量　27‚517t（0.4％減）
ごみ処理経費　※約28億4‚144万円

1人1日　620.1ｇ（1.3％減）
ごみ処理経費　約23‚252円/人

焼却処理：  もやせるごみと細かく砕いた木製の粗大ごみを焼却しています。
焼却量18,166t（1.6％減）

破砕処理：玩具など固いプラスチック製品やタンスなど木製の粗大ごみを細かく砕いています。

選別・分解：  もやせないごみや粗大ごみから資源化可能なものを選別します。（ガラス・陶磁器、
小型家電、金属製のもやせないごみ、自転車などの金属製粗大ごみ）

圧　縮：資源プラスチックやカン、金属製の粗大ごみを搬出しやすく圧縮し固めます。

清掃センターで行っている主な処理　中間処理費約13億6,871万円

【民間の再資源化業者】
・衣類・布類引渡量　586t（0.7％減）
・紙類引渡量　3,995t（4.1％減）

【容器包装リサイクル協会】
プラスチック容器などを製造販売して
いる事業者が負担した費用により、国
が定めた指定法人容器包装リサイクル
協会を通じ再商品化をしています。
・ 資源プラスチック引渡量　1,889t
（13.5％減）

【民間の再資源化業者】
・紙類，衣類，カンなど
　 引渡量　2,657t（2.0
％増）

【民間のたい肥化業者】
清掃センターでチップ化したせん定枝、
小学校・保育園の給食残さ、生ごみた
い肥化事業の生ごみを混ぜてたい肥を
つくっています。
・たい肥化量　134t（1.5％増）
・チップ化量　183t【民間の再資源化業者】

・ ガラス・陶磁器くず引渡量　103t
（1.9％減）
・ 細かく砕いた不燃物引渡量258t
（100％増）
・ 小型家電引渡量199t（2.1％増）
・ 金属類引渡量805t（1.0％減）
・ 廃食用油引渡量1t（50％減）

ごみ・資源物の収集・運搬業務委託費　約10億8‚397万円

集団回収により
収集された資源物
2,657t（2.0％増）

エコセメント化：焼却灰を原料に
セメント（エコセメンント）を作
っています。

・  エコセメントの原料となった
　焼却灰の量　1,818t（3.1％減）

東京たま広域資源循環組合で行っている主な処理

紙類・衣類・布類（1㎏）
33円

1㎏＝Ａ4用紙250枚、また
は大人用トレーナー2枚を束
ねた重さ

平成30年10月15日号特集号

最終処理費約3億8,876万円

※施設維持管理など減価償却を行い算出しているため、平成29年度一般会計決算額とは異なります

紙類
3,995t（4.1％減）



ペットボトル・食品トレー・牛乳パックは、なるべく自主回収容器設置店にお持ちください
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先ず、ごみを出さないこと・減らすこと（①リデュース）、次に繰り返し使用すること（②リユース）、
それでもごみになる場合は、資源にして再生利用すること（③リサイクル）。

―10月は、全国一斉「3Ｒ推進月間」です―
ごみを出さないライフスタイルへ

　買い物は、エコライフの入口です。買い物の仕方を変える
ことで、ごみも減り、ライフスタイルも変わります。
●マイバッグを持参し、レジ袋を断りましょう。
●容器・包装がシンプルなものを選びましょう。
●なるべく詰替商品を選びましょう。
●長く使えるものを選びましょう。
●なるべくエコマークのある商品を選びましょう。
●リサイクルショップやフリーマーケットも活用しましょう。

　食品ロス（まだ食べられるのに捨てられる食品）は、年間
約646万トンですが、その約半分は、一般家庭で発生してい
ます。（農林水産省平成27年度推計）
食品ロスの原因は、「食べ残し」「皮のむき過ぎ」「鮮度落ち」
です。大切な食べ物を無駄なく消費し、食品ロスを減らして
環境面や家計面にもプラスになるヒントをご紹介します。
◆買い物
　・  出掛ける前に冷蔵庫を確認し、必要な食品

を必要なだけ購入しましょう。
　・お総菜は、小分け商品を選びましょう。
◆保存
　・在庫品の消費期限、賞味期限を確認しましょう。
　・野菜は、その野菜に適した方法で保存しましょう。
　・生鮮品は、開封日付を明示しておきましょう。
◆調理
　・  残っている食材から使用して、野菜や果物

の厚むきはしない。
　・  食べきれる量を調理し、食べ残しゼロを目

指しましょう。
　・  料理が残った場合は、冷蔵庫に保管して早

めに食べましょう。
　・  残った食材に他の食材を加えて、別の料理

にアレンジしましょう。

環境にやさしい買い物をしましょう。

　生ごみを収集拠点で無料で収集し、たい肥にして市民に無
料で配布しています。（生ごみたい肥化事業）
　現在、約950世帯にご参加いただいていますが、もやせる
ごみが半分に減り、指定収集袋が3ℓ袋になったとの声を聞
きます。
　現在新規登録者を募集中です。この機会に登録していただ
き、更なる「もやせるごみ」の減量をお願いします。
★団体登録　自治会・集合住宅・戸建てなど6世帯以上で登録
★個人登録　 個人で登録し近くの収集拠点に持込む
・ 収集拠点：  清掃センター、第二小学校
　　　　　　第四小学校

　国分寺市は、携帯電話などの小型家電
から回収する金・銀・銅のリサイクル金
属を東京オリンピック・パラリンピック
のメダルに活用する「都市鉱山からつく
る！みんなのメダルプロジェクト」に参
加しています。

◆収集品目（幅30㎝×高さ15㎝未満のもの）
　・携帯電話・スマートフォン・タブレット系端末・デジタルカメラ
　・携帯ゲーム機・電卓など　＊個人情報は消去して出してください。
◆収集場所
　 市役所、清掃センター、各プラザ（もとまちプラザ除く）、各地域セ
ンター、各公民館にある「小型家電回収ボックス」に入れてください。

☆お家に眠っている小型家電はありませんか？
☆携帯電話などがメダルに生まれ変わります。

生ごみの拠点収集に参加しませんか。
～生ごみたい肥化事業登録者募集中～

もったいない！ 食品ロスを減らしましょう。

　3Ｒは、私たちが目指している「資源の循環を基本としたまちづくり」を実現するためのキーワードです。この機会に、
日頃の行動を見直していただき、「ごみを出さないライフスタイル」へのチャレンジをぜひお願いします。

リユース
繰り返し使おう

リデュース
ごみを減らそう

リサイクル
再生利用しよう （3Ｒキャンペーンマーク）

スリーアール

3Ｒ

【消費期限と賞味期限の違い】
○ 消費期限：期限を過ぎたら食べない方が良い期限。
　　  対象：弁当、サンドイッチ、総菜、ケー

キなどがあります。
○  賞味期限：おいしく食べることができる期
限です。

　 期限が過ぎたら食べられないということで
はありません。

　　  対象：卵、ハム、バター、缶詰、カップ
麺などがあります。

■お申込み・問い合わせ先
ごみ減量推進課☎（042）300-5303

マイバッグ 詰替商品 エコマーク

小型家電
回収ボックス



市内から収集された雑誌やその他の紙で作られているトイレットペーパー「こくぶんじ育ち」をお使いください
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立川市立川市

府中市府中市

小金井市小金井市

日野市日野市

国分寺市国分寺市

国立市国立市

ごみの中間処理と再資源化・最終処分は周辺住民の皆さまのご理解とご協力に支えられています

新可燃ごみ処理施設の建設工事が進められています
　平成32年度以降、日野市、国分寺市、小金井市の「もやせるごみ」は、新可燃ごみ処理施設（日野市）で中間処理を行います。
新可燃ごみ処理施設の設置及び運営等を共同して行うことを目的に設立した浅川清流環境組合では、平成29年11月より建設
工事を開始し、平成32年4月の本格稼働を目指して事業を進めています。

　ごみの中間処理施設や最終処分場は、私たちの生活を維持
していくうえで欠かせない施設です。
　新可燃ごみ処理施設を有する日野市民、市内においても清
掃センター周辺の西恋ヶ窪地域の方々、そして、中間処理後
の焼却灰のエコセメント化施設を有する日の出町民等各施設
周辺住民の皆さまのご理解とご協力のもと安定処理が実現し
ています。
　各施設周辺の環境負荷軽減のためにも、さらなるごみの分
別と減量にご協力をお願いします。

新
可
燃
ご
み
処
理
施
設

百草園百草園
京王線

J
R
中
央
線

J
R
中
央
線

多摩動物公園多摩動物公園

高幡不動高幡不動

日野市役所

程久保

日野バイパス

平山
城址
公園

平山
城址
公園

南平
豊田豊田

中央自動車道 甲州街道
甲州街道

万願寺
万願寺

日
野
日
野

中央自動車道

京王動物公園線

多摩都市モノレール

多摩都市モノレール

建設場所：日野市石田一丁目210番地の2

「平成30年9月撮影」「浅川清流環境組合より提供」

皆さんのごみの減量・分別のおかげでもやせないごみの埋立処分量ゼロを達成しました。
平成28年度までは、日の出町にある二ツ塚処分場に、もやせないごみから出た「細かく砕いた不燃物」を埋め立てていました。
平成29年度から「細かく砕いた不燃物」を民間の再資源化施設で処理をしており、現在は埋立を行っていません。
これからも二ツ塚処分場の使用期間を延長するために、さらなるごみ減量と分別のご協力をお願いいたします。

　市内の小学校4年生10校計937名が環境学習のため6月から7月にかけ
て清掃センターに見学にきました。
　子どもたちは市内より集められたごみが処理される工程を映像でみた
り、施設の各設備を見学しました。中でもごみピットのごみを運ぶ大型ク
レーンの光景を操作室からまじかに見て、そのごみの量に驚いていました。
　見学を終えて「もう食べ残しはしない・ものを大切にする」といった
ごみを減らすために自分の出来ることを一生懸命考え取り組もうとする
感想が多くありました。

4年生が清掃センターに見学にきました

　清掃センターでは、事業系一般廃棄物（もやせ
るごみ）を搬入する収集運搬許可業者の車両を対
象に、搬入物をごみピットに投入する前に降ろし
て職員が直接検査をしています。
　分別が不十分であったり、資源物や不適切物が
あった場合は、持ち帰りの指示や、排出した事業
所への指導を行っています。

事業系一般廃棄物の
搬入検査を実施しています

日野市に建設中の新可燃ごみ処理施設（浅川より最新工事の様子）



粗大ごみ・せん定枝の申込みは、「粗大ごみ受付センター」☎（042）538-1153へ連絡してください
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　スズメバチの巣及びカラスの巣の駆除など有害生物対策につ
いては、環境対策課環境対策係☎（042）328-2191へ連絡して
ください。

　相談の多いハクビシン、アライグマ、タヌキについては、鳥獣保護法により、
むやみに駆除等が行なえません。駆除業者や相談については、公益社団法人
　東京都ペストコントロール協会☎（03）3254-0014までお願いします。

　なお、ヒアリについては環境省より国民の皆様への正確な
情報発信及び不安の解消のため、ヒアリ相談ダイヤルを設置
しています。
ヒアリ相談ダイヤル☎（0570）046-110

不法投棄は犯罪です。
～不法投棄をさせない環境づくりが重要～
　ごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」で禁止されております。
　違反をすると不法投棄をした廃棄物の撤去を求められる
とともに、5年以下の懲役又は1,000万円（法人には3億円）
以下の罰金が科せられます。
　不法投棄には、不法投棄された土地の所有者・管理者の管理者責任があり、
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄をされないように適切な管理を心掛
けてください。
　環境対策課では、不法投棄対応のために市内をパトロールしています。
　不法投棄をされて困る又は不法投棄物を見つけましたら、環境対策課へ連
絡してください。
　不法投棄対策は、市のほかに小金井警察署でも相談は受けています。
　不法放棄を減らすには、市と市民との協力が必要です。
　市では、不法投棄が頻繁する箇所に看板を設置しています。看板の設置を
希望される土地の所有者・管理者は、環境対策課へ問合せください。

連絡先　環境対策課収集係☎（042）300-5300

　狂犬病予防法による犬の登録（鑑
札の交付）及び手数料の徴収、注射
済票の交付及び手数料の徴収、犬の
死亡届及び犬の登録事項変更の届出
等については、環境対策課環境対策
係（清掃センター内）で受け付けて
います。
　なお、犬の登録（鑑札の交付）、犬の死亡届及び
犬の登録事項変更の届出等については、市民課でも
受け付けできます。

　平成30年度の狂犬病予防注
射及び注射済票の交付手続きが
お済みでない場合は、速やかに
実施をお願いいたします。
連絡先　環境対策課環境対策係
 ☎（042）328-2191

野外焼却（野焼き）は禁止されています。
　野焼きは、伝統行事などを除き、都条例などで原
則禁止されています。焼却による煙やガスは、ダイ
オキシンや、ばい煙による大気汚染の原因となるだ
けでなく、煙やその悪臭が近隣住民にとって大きな
迷惑となります。
　古紙などは燃やさず、資源として活
用し、家庭や事業所から出るごみは、
分別方法を守って決められた日に捨て
ましょう。
連絡先　環境対策課環境対策係☎（042）328-2191

有害生物対策について

不法投棄禁止畜犬登録について

屋外焼却（野焼き）

市内全域においてポイ捨ての禁止及び路上喫煙禁止地区内の路上喫煙の禁止について
　まちの美化を図るとともに、快適で安全な生活環境を確保するため、市内においてポイ捨てすることはできません。
　「国分寺市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の規制に関する条例」において、「市内の路上喫煙禁止地区」が指定されていますので、下
記のとおり禁止地区内で路上喫煙はできません。また、「人の通行の多い場所又は児童の周囲においては、路上喫煙をしないよう努め
なければならない。」としています。特に通園・登下校の時間帯においては、路上喫煙禁止地区以外の道路においても歩きながらや自
転車に乗りながら喫煙をしないよう園児・児童など周囲への配慮をお願いします。 

ポイ捨ての禁止、路上喫煙の制限、その他
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市内の路上喫煙禁止地区 凡例： 路上喫煙禁止地区
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