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　市では、平成29年９月の家庭ごみ有料化など、
市民や事業者の皆さまに協力していただきなが
ら、ごみの減量や資源化に取り組んでいます。
　皆さまに分別していただいたごみの一部は、
収集後さらに細かく分別し、粉々に砕く等の
中間処理を行い、再資源化に取り組んでいる
事業者等に引き渡しています。この分別作業

は機械による選別に加えて、手作業による行
程も多く、分別ルールを守らないごみ（右写
真）によるけがなどの事故や、汚れたごみの混
入で資源化できなくなるなどの問題が起きて
います。１面では、特に分別をお願いしたい
｢容器包装プラスチック｣ ｢小型充電式電池｣に
ついて紹介します。

家庭から排出する場合
■�汚れをふき取るか、水ですすぎ乾かして、「容器包装プラスチック（水

色の有料ごみ処理袋）」で出してください。
※汚れが落ちないものは可燃ごみとして出してください。
■�プラスチック製品そのもの（例：ハンガー、バケツ、ＣＤケース、傘
など）は「不燃ごみ（黄緑色の有料ごみ処理袋）」で出してください。

小規模事業者（ごみの１日の平均排出量が10kg未満）の場合
■�家庭と同様にきれいにしたものを他のプラスチック製品と一緒に｢事
業系ごみ用｣有料ごみ袋に入れて、｢プラスチック類｣に〇印をつけ、
ごみ出しカレンダーの｢不燃ごみ｣の日に出してください。

　小型充電式電池はさまざまな家電製品に使用されており、破損・変
形すると、発熱・発火する危険性が非常に高くなります。
　小型充電式電池は家電製品から外して「有害ごみ」で出すか、排出協
力店にお持ちください（詳細は、（一社）JBRCのホームページをご覧く
ださい）。また、取り外せない家電製品で50㎝未満のものは「小型家電
製品」で出してください。特に「モバイルバッテリー」「電動歯ブラシ」
「ゲーム機」「電子タバコ」な
どの充電式電池を取り外せ
ないものは、容器包装プラ
スチックや不
燃ごみの有料
袋には絶対に
入れないでく
ださい。

ごみの分別の再徹底を!!

分別ルール違反のごみの例
◀ スプレー缶は収

集や分別作業時
に爆発する恐れ
があります。使
い切ってから「危
険物」へ。

◀ 注射針等の医療
系廃棄物は、作
業員の感染等の
恐れがあります。
専門の業者等へ
処理を依頼して
ください。

家電製品を他の
ごみに混入させ
ると、充電式電
池で火災が起き
る恐れがありま
す。

▶

▲発火したモバイルバッテリー。

▲ニカド電池。

充電式電池はリサイクルマークを目印に

▲ニッケル
　水素電池。

▲リチウム
　イオン電池。

▲ 小型充電式電池を取り外せない小型家電
製品の例。

▲(一社)JBRC HP。

▲プラマーク。

容器包装プラスチックの分別作業の様子（国立市環境センター）

安全な収集・
中間処理作業のために

貴重な資源を
有効活用するために

「容器包装プラスチック」は資源化のために分別を ｢小型充電式電池｣は有害ごみか排出協力店へ

Ｑ容器包装プラスチックとは？
Ａプラスチック製で主にプラマーク（右記）がついている

▲

分別すればリサイクルできる資源です！

　汚れているものが混入すると、きちんと分別された
ものに汚れがうつるためリサイクルできません。プラ
スチックの資源循環を一層促進させていくためには、
一人ひとりが意識して分別を徹底することが必要です。

①商品購入
　時に

②｢中身の商品を
入れたり包んで
いるもの｣で、

③｢中身（商品）と
分離した際に不要
となるもの｣です。
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　令和２年度の総ごみ量は19,484tで、１人１日あたりの総ごみ
量は697.8gでした。
　家庭ごみ有料化前の平成28年度と比べて、１人１日あたりの総
ごみ量は約９%（71.8g）減少しました。また、平成31年度（704.1g）
と比べて、約１%（6.3g）減少しましたが、令和２年度の目標
（671.3g）に届きませんでした。
　市では、『第2次国立市循環型社会形成推進基本計画』において、
令和3年度の目標を667.4g、令和7年度の目標を651.7gとしてい
ます（集団回収量を除く）。
　令和３年10月末時点の総ごみ量の実績は約11,300tで、１人１
日あたり約693.9gです（令和3年10月1日時点人口76,454人、日数
213日として）。
　目標の達成に向けて、毎日約30gを目安にごみの減量にご協力を
お願いします。

■生ごみは必ず「水切り」をして出す：1
■買いすぎない・作りすぎない・食べ残さないの３ない運動を実施する：1
■不用品はごみに出す前に、フリマアプリなどを活用する：2
■腕時計などの電池がきれたときは、電池交換をして使い続ける：3
■紙パック、食品トレイなど、販売店で回収しているものは販売店へ返す：4
■資源とごみをしっかり分別して出す：5

　市と連携協定を締結している㈱ジモティーの地域
情報サイト「ジモティー」では、ご家庭で不用になっ
た家具や自転車などを、スマートフォンやパソコン
を利用して、処分費用をかけずに地域で引取り手を
探すことができます。
※�「ジモティー」の取引は個人同士で行います。ご利
用の際は規約や注意事項をご確認ください。

　市と連携協定を締結しているリネットジャパンリ
サイクル㈱では、小型家電製品の再資源化のため、
宅配便を活用したパソコン･小型家電製品の回収を実
施しています。パソコンを含む回収の場合は1箱分無
料（サイズ指定あり）で依頼することができます。
※�詳細はリネットジャパンリサイクル㈱のホームペ
ージをご参照ください。

　多摩地域のトップランナー（上位５位以内）をめざす国立市は、
目標の達成のためにさらなるごみの減量が求められます。
　令和２年度の１人１日あたりの総ごみ量は、多摩地域26市の中
で少ない方から数えて15番目でした。皆さまのいっそうのご協力
をお願いします。

【参考】 １人１日あたりの総ごみ量が１番少ない市は、624.5gでし
た。追いつくには、約11％（73.3g）減らす必要があります。

▲「多摩地域ごみ実態調査2020（令和2）年度統計」を参考に作成。
※1　集団回収量は除く。
※2　市の総ごみ量の目標数値は、人口の推移により変更する可能性があります。
※3　1人１日あたりのごみ量が少ないほど高順位。

1リデュース(Reduce)→ごみになるものを減らすこと
2リユース(Reuse)→使い捨てずに何度も使うこと
3リペア(Repair)→修理しながら長く使うこと
4リターン(Return)→使用済み製品を販売店に返すこと
5リサイクル(Recycle)→資源として再生利用すること

４月１日から「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます

多摩地域のトップランナーをめざす国立市のごみ量の経過ごみ量の経過について

目標達成をめざして5Rに取り組みましょう

協定事業者をご利用ください

ジモティー

レタス１枚分の
食べ残しを減らせば…

約30g減
1ℓ紙パック１枚を
販売店に返せば…

約30g減

　海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物
輸入規制強化等への対応をきっかけに、国内のプラスチックの
資源循環をより促進する重要性が高まってきています。
　そのため、多くのものに使われているプラスチックについて、
「できるだけ使用を減らす」「使用後にきちんと分別してリサイ
クルする」といった資源循環体制を強化することを目的に法律が制定され、４月
１日から施行されます。

市では、市民の皆さまのご協力もあり、早くからプラスチックのリサイクルに取
り組んでおり、この法律によるごみの分別方法や出し方に変更はありません。

㈱ジモティー リネットジャパンリサイクル㈱
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市民1人1日あたりの総ごみ量の推移

約30gの減量が必要 約46gの減量が必要

76,269人
76,135人

75,703人
75,428人

R3年度目標
667.4g

R7年度目標
651.7g

17位

24位24位

　総ごみ量(g)　　　多摩26市での順位 　　　目標総ごみ量(g)3

平成29年9月家庭ごみ有料化平成29年9月家庭ごみ有料化

76,503人

▲プラスチックごみにより、汚れた海。
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　令和２年度のごみ処理には、11億1,286万円の経費がかかりました。
　また、その費用は約4割をごみ処理に関する特定財源（有料ごみ処理袋にか
かる廃棄物等処理手数料などの歳入）でまかない、残りは一般財源(市税、固
定資産税、地方交付税など)を充てています。
　令和２年度は前年度に比べると403万円（約0.3％）経費が増加したものの、
ほぼ横ばいでした。
※�金額は項目ごとに１万円未満を四捨五入していますので、合計の金額に一
致しない場合があります。

　令和２年度のごみ処理に関する特定財源4億3,850万円のうち、家庭系有料ごみ処理
袋にかかる廃棄物等処理手数料の収入は１億8,965万円（約43.2％）で、市民１人あたり
2,486円でした。
【参考】�可燃10ℓを90枚、容器包装プラスチック10ℓを50枚、不燃10ℓを10枚を年間使

用したら2,500円です。

▲生ごみ処理容器
　「ミニ・キエーロ」。

▲リサイクル家具販売会。

市民1人あたりの市民1人あたりの
家庭系有料ごみ処理袋購入代金家庭系有料ごみ処理袋購入代金

(廃棄物等処理手数料)(廃棄物等処理手数料)

2,4862,486円円
（令和2年4月1日現在の人口（76,282人）で計算）

　令和２年度のごみ処理には、11億1,286万円の経費がかかりました。これは、市の一
般会計歳出決算額である390億7,222万円の約2.8％を占め、市民１人あたりの金額は
1万4,589円です。

　ごみ処理に関する特定財源の一部は、ごみ収集の経費のほか、ごみの
分別や減量の周知啓発の強化、ごみ集積所等の相談に対応する体制の強
化、販売店での資源回収を促進するための国立市エコショップ制度の運
用等の経費に活用しています。
　例年、雑がみの分別や生ごみの水切りを推進するための市内３駅での
駅頭キャンペーン、環境フェスタくにたちの開催、フードドライブの実施、
食品ロス等についての自治会などへのミニ出前講座、生ごみ処理容器「ミ
ニ・キエーロ」のモニター事業、マイバッグキャンペーン、リサイクル家
具販売会などを実施しています。

令和2年度ごみ処理に関する特定財源（歳入）

令和２年度ごみ処理経費と財源内訳

令和２年度 ごみの処理に関する経費ごみの処理に関する経費についてお知らせします

ごみ処理に関する特定財源の主な収入について

市のごみ処理に関する主な費用

経費の一部はごみの減量推進に活用しています

市民１人あたりの市民１人あたりの
ごみの処理にかかった経費ごみの処理にかかった経費

14,58914,589円円
（令和2年4月1日現在の人口（76,282人）で計算）

主な費用の内容
■�ごみ収集等事業費：一般ごみや粗大ごみの収集、有料ごみ袋製造やその他のごみ
減量推進施策に関する費用（主なもの［ごみ収集等委託料：３億6,745万円］）
■�環境センター管理運営事業費：不燃ごみや容器包装プラスチック、資源物の分別
や破砕などの中間処理を行う施設の運営委託や施設及び設備の保守修繕費用

■�多摩川衛生組合共同運営事業費：４市（稲城市、狛江市、府中市、国立市）で共同
運営する可燃ごみ焼却処理施設の運営管理のための費用（負担金）
■�東京たま広域資源循環組合共同運営事業費：多摩地域25市1町で共同運営する焼
却残灰などの最終処分場の運営管理のための費用（負担金）

主な収入の内容
■収納廃棄物等処理手数料：有料ごみ処理袋・粗大ごみ処理券の手数料
■�一般廃棄物許可業者等ごみ処理手数料：クリーンセンター多摩川に持ち込まれた
ごみの処理手数料（主に事業系ごみ）

■直接搬入等ごみ処理手数料：環境センターに持ち込まれたごみ等の処理手数料
■有価物売却代：市が回収した資源物の売却代金

 
収納廃棄物等
処理手数料
2億3,560万円

その他
5,285万円

有価物売却代
2,589万円

特定財源
4億3,850万円

直接搬入等ごみ
処理手数料
1,336万円

一般廃棄物
許可業者等
ごみ処理手数料
1億1,080万円

内訳
■家庭系有料
　ごみ処理袋：
　1億8,965万円
■粗大ごみ処理券：
　2,325万円
■事業系有料
　ごみ処理袋：
　2,270万円

ごみ収集等ごみ収集等
事業費事業費
4億8,964万円4億8,964万円

多摩川衛生組合多摩川衛生組合
共同運営事業費共同運営事業費
2億7,625万円2億7,625万円

環境センター環境センター
管理運営事業費管理運営事業費
1億2,198万円1億2,198万円

東京たま広域東京たま広域
資源循環組合資源循環組合

共同運営事業費共同運営事業費
1億6,829万円1億6,829万円

その他その他
5,669万円5,669万円

特定財源
4億3850万円

(約39％)

一般財源
6億7437万円

(約61％)

令和2年度
ごみ処理経費

11億1,286万円
一般会計の

約2.8％（　 　）
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　平成27（2015）年９月の国連サミットで採択されたSDGsでは、「持
続可能な生産消費形態を確保する」ため、「令和12（2030）年までに小
売・消費レベルにおける世界全体の一人あたりの食料の廃棄を半減さ
せ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を
減少させる」としています。
　日本では年間600万ｔ(事業系324万t、家庭系276万t)、国民１人１
日あたり茶わん１杯分(約130g：内事業系約70g、家庭系約60g)の食
品ロスが発生していると考えられています。また、令和元（2019）年
10月１日に食品ロス削減推進法が施行されました。
　食品ロスを減らすことはSDGsにもつながる取り組みです。持続可
能な社会の実現のため、ご協力をお願いします。

　国立市内全域を調査対象とし、家庭から出る生ごみに食品ロスがどの程度含ま
れているかを調査しました。
　地域の特徴等を踏まえ市内を①国立駅周辺地域②住宅地域（南武線以北）③住宅
地域（南武線以南）④集合住宅地域の４地域を代表調査区分と定め、それぞれから
均等にサンプル採取を行いました。
　結果、国立市民１人１日あたりの食品ロス発生量が49.1gと推計されることが
分かりました。その内訳は直接廃棄（全く手を付けず廃棄）が21.4g、食べ残しが
19.6gと推計できました。引き続き３ない運動（「買いすぎない」「作りすぎない」
「食べ残さない」）の実施など食品ロスの削減にご協力ください（詳細は、環境省ホ
ームページ内、令和２年度市区町村食品ロス実態調査をご参照ください）。

SDGs…持続可能な開発目標（S
サ ス テ ィ ナ ブ ル
ustainable D

デ ベ ロ ッ プ メ ン ト
evelopment G

ゴ ー ル ズ
oals）

▲調査の様子。

市報２枚を２㎝重ねて貼る。

⑤で折った部分を戻し、写真の
ように袋状に広げる。

写真のように貼る。

両端を折り返し、２㎝重ねて貼
り、筒状にする。

⑥で広げたところを写真のよう
に折る。

広げて完成。(幅40㎝、高さ32
㎝、奥行12㎝）

両端を６㎝ほど折る。

　 の部分にのりをつけ、 　の
線で折る。

③で折った部分を戻し、写真の
ように内側に折る。

写真のように貼る。

底の部分を作るため、下から
14㎝ほど折る。

　 の部分にのりをつけ、 　の
線で折る。

▲食品ロスの一部。

食品ロスを減らしてＳＳ
エ スエ ス

ＤＤ
ディーディー

ＧＧ
ジ ージ ー

ｓｓ
ズズ

に取り組みましょう

環境省の支援を受け、令和３年１月29日に国立市内の食品ロス調査食品ロス調査を実施しました

■直接廃棄①：全く手を付けず廃棄（100％残存）
■直接廃棄②：ほとんど手を付けず廃棄（50％以上残存）
■直接廃棄③：手を付けたが一部を廃棄（50％未満残存）
■食べ残し：調理され食卓にあがったが廃棄

国立市における１人１日あたりの
食品ロス発生量の内訳

市報を使った雑がみ用入れ袋の作り方雑がみ用入れ袋の作り方を市ホームページに公開中です

　小盛りメニューの採用や食べ残した料理の持ち帰り、食べきったお
客さんへのクーポン券の配布など、食べ残しを減らす取り組みをして
いて、市ホームページ等への掲載を希望するお店は、店舗名、所在地、

電話番号、取り組み内容、おすすめメニュー、担当
者名を問までメールまたは電話でご連絡ください
（担当者名以外は公表します）。

食べ残しを減らす取り組みをしているお店の情報を募集中です

　今後のごみ減量、資源化施策の推進のため、市の
「ごみ収集事業」についてご意見などを募集します。
　2月25日(金)までに、内容をまとめ（様式自由）、
氏名、住所を記入し、 問 まで郵送、ファクス、メ
ールまたは窓口でご提出ください。

問 �〒186-8501 富士見台2-47-1
　 ごみ減量課清掃係
　 ☎ 576-2119(直通)　FAX 576-0264
　  sec_gomigenryo@city.kunitachi.lg.jp
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49.1g/人・日

直接廃棄③
5.6g（11.4％）

食べ残し食べ残し
19.6g19.6g

（（40.0％40.0％））

直接廃棄①直接廃棄①
21.4g21.4g

（（43.6%43.6%））

直接廃棄②
2.4g（4.9％）

意
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募
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14㎝14㎝
6㎝6㎝
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