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平成31年3月15日号特集号

もったいないからはじめましょう
ごみの分別は、大切です！

佳作

田村 有里恵さん
（国分寺第六小学校）

優秀賞

榎戸

愛夏さん
（国分寺第六小学校）

佳作

中村

拓斗さん
（国分寺第九小学校）

清掃センターでは、毎年市内

施設見学をした子どもたち

小学校4年生の環境学習の一環

には、環境に関するポスターを

として、施設見学を行っていま

描いてもらい清掃センターで

す。

開 催 す る「 環 境 ま つ り 」で 計

実際に自分の家から出たご

822点（市内10校）を展示しま

みがどのように処理をしてい

した。作品の中から上記3点の

るのかを直接観て、ごみの分別

入賞作品が選ばれました。

の大切さや資源としてリサイク
ルできることを学んでいます。
施設見学の様子

ごみの減量や資源化を引き続き進めていくためには、子どもから大人までのごみの
分別が不可欠です。
近年では、温暖化や海洋汚染を引き起こす使い捨てプラスチックご
みが問題になっています。
ライフスタイルの見直しをするなどプラスチックごみ対策の身近な取り組みが必要
となっています。
例えば、買い物などに出かける時にはマイバッグの持参を心掛ければ、使い捨てレジ
袋を減らすことができます。
もったいないをできることからはじめましょう。
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

31・3・15 市役所☎（042）
325－0111
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ちょっと待って！その資源プラスチック、分別してますか？

異物が混ざるとリサイクルが台無しです！
資源プラスチックに、電池・ライター・カミソリ・注射器などを混ぜて出されると、車両や工場の火災や作業員のケ
ガにつながる恐れがあります。
また、資源プラスチック以外のごみが混ざると、せっかく市民の皆さんで分別した他のきれいなプラスチックまで影
響を受けます。
資源プラスチックの分別、品質向上にご協力をお願いします。
【収集された資源プラスチックの中身】
プラマークのない
プラスチック類

ペットボトル類

1％

14％

その他

2％

（指定収集袋、紙、布、ゴム、木、食品、鉄など）

資源プラスチックの中には、
まだまだプラマーク
のない
プラスチック製品や
汚れの付いたプラスチック類、
ペットボトルなどが混入しています。

汚れが付いたプラスチック類
プラマークの付いたもの

2％

さらなる分別にご協力ください。

資源プラスチック
プラマークの付いたもの

81％

≪清掃センターでの手選別の様子≫

≪資源プラスチックに実際に混ざっていた異物≫
容器包装リサイクル協会による検査の
結果、プラスチック製容器包装ベール
品質評価は、Ａ評価となりました。

資源プラスチックに混ざ
った異物は、作業員が手
作業で一つ一つ取り除い
ています。

紙類

プラマークのないプラスチック類

ペットボトル類

汚れが付いたプラスチック類

各家庭から排出され、清掃センターに集められた資源プラスチックは、選別工程に送られ
ます。
資源プラスチックをコンベアで流しながら、混入している資源にならない異物、汚れのひ
どいものや食品等中身の残った資源プラスチック、ペットボトル等を作業員が一つ一つ手作
業で取り除き、資源プラスチックの品質の向上を図っています。
「ごみ・リサイクルカレンダー」をご覧のうえ、資源プラスチックを排出する時点で、分別の
徹底にご協力ください。

《不法投棄看板》

不法投棄は禁止です
ごみ不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
違反をすると懲役又は罰金が科せられます。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。
また、市は小金井警察署と協力して不法投棄の禁止を表示した看板を設置し注
意を促しています。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
境対策課収集係へご連絡ください。
環境対策課

収集係

連絡先（042）300-5300

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

ごみ減量リサイクルだより
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31・3・15

市役所☎
（042）
325－0111

皆さんで分別に取り組みましょう ご協力をお願いします
平成31年度のごみ・リサイクルカレンダーを
3月15日号市報と一緒に配布します。

お手元にない方へ
ごみ・リサイクルカレンダーを下記公共施設に配架しています。

平成31年4月から平成32年3月までのごみ・資源物の
収集日や分別方法を掲載した「平成31年度ごみ・リサイ
クルカレンダー」を3月15日号市報と一緒に配布しま
す。内容をご確認のうえ、ごみ・資源物の排出ルールに沿
って各収集日の朝8時30分までに排出をお願いします。

収集品目が
見やすくなり
ました。

国分寺市には、ご
みの減量にチャレ
ン ジ で き る3ℓ 袋
（もやせるごみ・1枚
5円）
があります。

収集地区
①東元町・西元町
②南町・泉町
③本多・本町
④東恋ヶ窪・東戸倉
⑤西恋ヶ窪・日吉町
⑥戸倉・新町・並木町・北町
⑦富士本・内藤・光町
⑧高木町・西町
※お住まいの収集地区の番号
が記載されている配架場所へ
お越しください。
※収集地区によって、ごみ・
リサイクルカレンダーが異な
りますのでご注意ください。

配架場所・地区
清掃センター
本庁舎（市民課窓口）
ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ市民サービスコーナー
国分寺市国立駅前市民サービスコーナー
もとまち公民館
もとまち地域センター
本多公民館
本町・南町地域センター
障害者センター
いずみホール
内藤地域センター
光公民館
西町地域センター
並木公民館
北町地域センター
福祉センター
北の原地域センター
恋ヶ窪公民館

①～⑧
〃
〃
〃
①②③
①
②③④
②③
①②③⑤⑦
①②④⑤⑦
⑤⑦
⑤⑥⑦⑧
⑧
⑥
⑥
⑥⑦
④
④⑤⑥

所在地
西恋ヶ窪4-9-8
戸倉1-6-1
本町3-1-1 Ｆ5
国立市北1-14-1
東元町2-3-13
西元町3-18-12
本多1-7-1
南町3-21-1
泉町2-3-8
泉町3-36-12
内藤2-22-34
光町3-13-19
西町3-22-1
並木町2-12-3
北町3-2-13
戸倉4-14
東恋ヶ窪6-9-11
西恋ヶ窪4-12-8

2019年4月～2020年3月

廃棄物減量等推進委員会の活動紹介
ーごみの減量・資源化推進の研修・啓発活動ー

カレンダー 表紙

カレンダー 収集日

―ごみ処理の現状と3Ｒ・ごみの分別を学ぶ―

「3Ｒ講座」に参加しませんか？
市は、国分寺市廃棄物減量等推進委員会と共催して、
毎年「3Ｒ講座」を開講しています。
「3Ｒ講座」では、ご
み処理の現状やごみの減量・資源化のための3Ｒの説明及
びリサイクル施設の視察等を通して、正しい分別と3Ｒの
大切さなどを学びます。
平成30年度の「3Ｒ講座」は、全6回（6月～11月）の
コ ー ス で 行 い、22名 の
【3Ｒ講座の内容】
受講者に井澤市長より修
第1回 開講式
了証書が授与されまし
ごみ・資源物の現状等の説明
た。講座の内容は右のと
第2回 清掃センター見学・3
Ｒと分別ルールの説明
おりです。
第3回 二ツ塚廃棄物広域処分
来 年 度 の「3Ｒ 講 座 」
場と日の出山荘の視察
も6月～11月開講予定で
第4回 武蔵野クリーンセンタ
募集案内を5月の市報に
ーの視察
掲載いたします。
第5回 廃棄物減量等推進委員
会の説明
この機会にぜひ「3Ｒ
第6回 ごみ減量のポイントの
講座」を受講してくださ
説明 閉講式
い。

国分寺市廃棄物減量等推進委員会（以下「推進委員会」と
いいます。
）は、市条例に基づき市長より委嘱された国分寺市
廃棄物減量等推進委員（以下「推進委員」といいます。
）で構
成するボランティア団体です。推進委員は58名で全員3Ｒ講
座の修了者です。
推進委員会は、市と連携して廃棄物の減量等の研修及び啓
発活動を行っています。主な活動の内容は次のとおりです。
1．全体活動
毎年開催される「国分寺まつり」、
「国分寺環境まつり」に
参加して「ごみ分別クイズ」や「もったいない食器市」を実
施したり、正しい分別やリユースの啓発活動を行っています。
また、ごみ・リサイクルカレンダーの作成協力なども行って
います。

国分寺まつり
「ごみ分別クイズ」

2．地域会活動
市内を5地域に分け、公民館まつりなどの地域イベントで
の「ミニ食器市」や「ごみ分別クイズ」などの実施及び自治
会等との共催による「ごみ分別説明会」を開催しています。
また、環境教育の推進のため、小学校4年生の「出前授業」
及び各地域の子どもまつりに参加して「ごみ分別クイズ」な
どの啓発活動を行っています。

けやきサロン定例会
「ごみ分別説明会」
地域に分かれてのディスカッション

井澤市長より修了証書授与
（閉講式）

国分寺環境まつり「もったいない食器市」

並木公民館子どもまつり「ごみ分別クイズ」

→推進委員会事務局（ごみ減量推進課）☎（042）300-5303

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

31・3・15 市役所☎（042）
325－0111
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ごみ出しは、ごみ分別アプリ

が便利です。

市では、市民の皆さんがスマートフォンでごみの分別方法や収集日などを確認できる、ごみ分別アプリを配信していま
す。このアプリは、ごみの収集日や出し方など、ごみに関するさまざまな情報を提供するとても便利なアプリです。
ごみ分別辞典も入っていて、大変便利です

主
な
機
能

「収集日カレンダー」
、
「ごみ分別辞典」
、
「ごみの出し方」など、日々の生活で発生するごみに関するさま
ざまな疑問を解決するためのアプリです。他にも、ごみの出し忘れを防止できる「アラート機能」や、粗大
ごみの回収申込み先などがわかる「問い合わせ先」
、
「市からのお知らせ」など、ごみに関するさまざまな情
報を確認することができます。

収集日カレンダー
メニュー画面

ごみ分別辞典

ダウンロード方法
端末のＱＲコードリーダーを使用し、ダウンロード用のページからアプリをダウンロードしてくだ
さい。無料でダウンロードできます。
ｉＯＳ版（ｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄなど）とＡｎｄｒｏｉｄ版（Ａｎｄｒｏｉｄ携帯、Ａｎｄｒｏｉｄタブレットなど）でそれ
ぞれダウンロード方法が異なります。

犬の予防注射のお知らせ
犬の狂犬病予防集合注射
犬の狂犬病予防集合注射を行います。併せて、注射済票の交付も行
います。日程表・料金表を確認のうえ、お越しください。
既にご登録済みの犬の飼い主の皆様には「狂犬病予防注射のお知ら
せ」を送付しておりますので、ご来場の際お持ちください。
なお、犬の健康管理および事故防止のため、雨天の日をなるべく避
けてお越しください。

平成31年度 狂犬病予防集合注射日程表
実施日

時間帯
午前

会場

注意事項
○犬を清潔にしてリードをつけ、責任をもって扱える方が連れてきて
ください。
○行き帰りや会場での犬のふんなどは、飼い主の方が責任をもって始
末してください。
○犬に異常がある場合は、獣医師に申し出てください。
○市役所会場では駐車場の一部を注射会場に使用します。駐車台数が
少なくなりますので、車での来庁は控えてください。その他の各会
場には駐車場がありませんので車での来場はご遠慮ください。荒天
の場合、中止

料金表
一頭につき3，650円

新規登録

○新しく犬を飼い始めた方
登録手数料
○飼い犬の登録を済ませていない方

鑑札の再交付

鑑札を紛失・き損等した方

西恋ヶ窪若松公園（西恋ヶ窪1-31-7）

1日
（月）
午後

子ども家庭支援センター（光町3-13-20）

午前

内藤橋公園（内藤1-28-20）

午後

高木八幡宮（高木町3-9）

2日
（火）

注射済票の再交付 注射済票を紛失・き損等した方
変更届

4月

内 予防注射料金3，100円
訳 注射済票交付手数料550円

予防注射

午前

平安神社（東元町1-29-20）

3日
（水）

死亡届
午後

本多八幡神社（本多4-3-3）

午前

歴史公園（僧寺跡）
（西元町2-1）

午後

北町公園（北町5-24-6）

5日
（金）

6日
（土） 午後

国分寺市役所駐車場（戸倉1-6-1）

※午前＝10時～11時

登録事項に変更があった方
（引越し・飼い主変更など）

3，000円

再交付手数料

1，600円

再交付手数料

340円

無料（鑑札をお持ちください）

飼い犬が死亡した方

飼い犬に関する窓口
狂犬病予防注射済
票交付・再交付
その他犬の登録な
ど各種届出

○環境対策課 西恋ヶ窪4-9-8（清掃センター内1階）
☎（042）
328-2191
○環境対策課 同上
○市民課 戸倉1-6-1☎（042）325-0111
（内310）

午後＝2時～3時

→環境対策課環境対策係☎
（042）
328-2191

粗大ごみ・せん定枝の申込みは、
「粗大ごみ・せん定枝受付センター」
☎
（042）
538―1153へ連絡してください

