
〒186-8501 東京都国立市富士見台 2-47-1

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ホームページ

編集・発行 国立市役所生活環境部ごみ減量課

特集号
家庭ごみ
有料化の
実施について

市報

平成29年（2017年）
月 日号（第1158号）７ 20

☎☎☎☎ 42-576-21104 1（代）
42-576-026404

学び挑戦し続けるまち　ともに歩み続けるまち　培い育み続けるまち　文教都市くにたち
つちか

家庭用有料ごみ処理袋を
8月1日（火）から販売開始します
　平成29年9月1日㈮より、ご家庭から「可燃ごみ」「不燃ごみ」「容器包装プラスチック」を
出される場合は、市の指定する有料ごみ処理袋を用いて出していただくことになります。
　有料ごみ処理袋は、市指定の販売店で購入していただきます。

家庭用有料ごみ処理袋 
（イメージ）

可燃ごみ用（黄色） 不燃ごみ用（黄緑色） 容器包装プラスチック用（水色）

有料ごみ処理袋は、全世
帯に十分行き渡る量を用
意していますので、過度
な買い込み（買いすぎ）は
ご遠慮ください。

▲ 「ごみの分け方・出し方カレンダー」表紙 （イメージ）

【市にごみ収集を依頼している事業所の皆さまへ】 
　９月１日（金）から、事業所から出るごみ（事業系ご
み）の分別や収集日も変更となります。 
 詳細は、「ごみの分け方・出し方カレンダー」をお読
みいただくようお願いします。

　有料ごみ処理袋を扱う販売店は、7月末までに市内のすべてのご家庭に配布予定の「ごみの分け方・出し方カレンダー」（左下画像）でお知
らせします。また、ごみの分別や収集日も変更となりますので、あわせてカレンダーでご確認ください。（概要は本紙2面をご覧ください）

平成29年9月1日（金）から家庭ごみを有料化します 

「ご 分 方 出 方 ダ 」表紙（ ジ）
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「ごみの分け方・出し方カレンダー」を
７月末に全戸配布します

問い合わせ　ごみ減量課清掃係問い合わせ　ごみ減量課清掃係
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ごみの出し方が次のように変更となります

　家庭ごみの有料化にあわせて、収集品目と収集の回数を変更します。

●製品プラスチック類：不燃ごみで出していただきます。
● 50㎝未満の家庭用電子機器類：不燃ごみで出していただいていますが、小型家電製品（無料）で出していただきます。
● ガラス製品、陶磁器類：不燃ごみで出していただいていますが、割れていなくても危険物で出していただきます。
●スプレー缶：かんで出していただいていますが、危険物（無料）で出していただきます。

自治会・マンション管理組合・老人会などグループ単位で詳しい内容をお聞きになりたい場合は、問へご連
絡ください。日程、会場等を調整のうえ、できる限り対応させていただきます。問ごみ減量課清掃係

　「可燃ごみ」「不燃ごみ」「容器包装プラスチック」は、取扱所で販
売する市指定の有料ごみ処理袋で出していただきます。

※実際には10枚1組で販売します。

分別方法、収集日、有料
ごみ処理袋の取扱所等に
ついては、7月末までに
配布予定の「ごみの分け
方・出し方カレンダー」で
ご確認ください。

　従来どおり、透明または半透明の袋で出していただきます。
（ビン、かん、ペットボトル、紙類、衣類、小型家電製品、有害ごみ、危険物、
ボランティア清掃ごみ、せん定

て い し

枝・葉・草、紙おむつ等）
※ 有害ごみ、危険物、ボランティア清掃ごみ、紙おむつ等を出す際は、中身がわかるように
袋に品目を明記して下さい。
※紙類は、紙袋に入れるか、ひもで十字に縛って出してください。

主な変更点

収集品目と収集頻度

＜有料化対象品目＞

＜有料化対象外の品目＞

＜有料ごみ処理袋の種別と価格（1枚あたり）＞

平成29年8月31日㈭まで 平成29年9月1日㈮から

袋の種別 可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装
プラスチック

小袋（5ℓ相当） 10円 10円 5円

中袋（10ℓ相当） 20円 20円 10円

大袋（20ℓ相当） 40円 40円 20円

特大袋（40ℓ相当） 80円 80円 40円

現　行 変更後
収集品目 収集頻度

可燃ごみ 週2回

不燃ごみ

週1回

製品プラスチック類

プラスチック製容器包装

有害ごみ

危険物

不燃系
資源物

ビン・ペットボトル

かん・スプレー缶

可燃系
資源物

新聞紙

牛乳パック

ダンボール

本・雑誌

その他の紙

衣類

粗大ごみ（事前申込・有料）

せん定
て い し

枝等（事前申込）

収集品目 収集頻度

可燃ごみ 週2回

不燃ごみ 2週に1回

容器包装プラスチック 週1回

小型家電製品

2週に1回

有害ごみ

危険物

不燃系
資源物

ビン

ペットボトル

かん

可燃系
資源物

新聞紙
4週に1回

紙パック

ダンボール

2週に1回
本・雑誌

雑がみ

古
ふるぎ れ

布類
粗大ごみ（事前申込）

週1回
せん定

て い し

枝等（事前申込）

9月1日㈮
より
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容器包装プラスチックとは？
　中身（商品）を取り出したり、使い切った後に不要となるプラスチック製の容器（入れ物・袋）や包装
（包み）を「容器包装プラスチック」といいます。

パック類
■卵のパック
■弁当の容器
■トレイ

プラスチックボトル類
■調味料などのボトル容器
■ 洗剤・シャンプーなどの
　ボトル

キャップ、フタ 
■ペットボトルのフタ
■容器のフタ

環境にやさしい行動は 家計にもやさしい行動です 
くにたちE

エ　コ

COプロジェクト

カップ類 
■ カップ麺、プリン・
ゼリーの容器など

袋類 
■菓子袋
■レジ袋

その他 
■発泡スチロール箱
■梱包材、緩衝材など
■ペットボトルの
　ラベル

このマークが目印です。

容器包装プラスチックを出すときの注意
■ 汚れているままですと、せっかく分別をしてもリサイク
ルができなくなってしまいます。ふきとったり、軽く水
ですすいだりして、汚れを落として乾かしてから出して
ください。※洗剤を使う必要はありません。
■ 水ですすいでも汚れが落ちないものは、可燃ごみとして
出してください。
■  梱包用の発泡スチロールは、袋に入れて口を縛ることが
　できる大きさに砕いてください。

　「買いすぎない」「作りすぎない」「食
べ残さない」を心がけ、普段の生活を
見直してみましょう。 

　紙ごみは、貴重な資源ですので、可
燃ごみとは分けて資源ごみとして出し
ましょう｡  

　生ごみも堆肥となる貴重な資源です。市
で開発した生ごみ処理容器「ミニ・キエーロ」
も、生ごみ減量の有効な手段です。 

  容器包装プラスチックではありません! 
　金属類や、容器包装プラスチック以外のプラス
チック類は、「不燃ごみ」として出してください。

注意!!

　生ごみの約80％は水分です。 
　生ごみは、できるだけ濡らさないか、
水切りネットなどで「ギュッとひとし
ぼり」を心がけましょう。

◆ リユースグッズ（マイバッグ、
　マイはし、マイボトル等）の
　持参。

◆ リサイクルショップ、
　フリーマーケットの利用。

◆ 余計なものを買わない。

◆ ごみになりにくい製品、
　長持ちする製品を選ぶ。

◆ 返せるものは販売店に返す。

5R

Reduce
（リデュース：発生抑制）

ごみを減らす

Recycle
（リサイクル：再生利用）
資源として再生利用

Reuse
（リユース：再使用）

繰り返し使う

Repair
（リペア：直す）
直して大事に使う

Return

ゴアール

（リターン：戻す）
販売店に戻す

作りすぎない 

 買いすぎない 食べ残さない 

作り ぎない 作りりすぎすすすすすすすすすす な

買いすぎない買いすぎない 食べ残さない食べ残さない

生ごみの堆肥化と 
リサイクル（ミニ・キエーロ）紙ごみの分別

3ない運動 生ごみの水切り 

普段の生活習慣の心がけ 



─この広報紙は再生紙を使用しています─
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ごみについてのお困りごとはご相談ください

ごみの集積所について
　戸建住宅については、平成29年9月1日㈮の家庭ごみ有料化後も、従来どおり複数世帯ごとの集積所方式で収集しますが、集積所の状況
に応じて、柔軟な収集方法で対応します。収集方法についてのご相談は、担当係へご連絡ください。

●ごみの集積所を変更したい
●ごみが不法投棄されている
●ごみがカラスに荒らされている
●近所のごみ出しのマナーが悪い
●分別の方法がわからない
など、ごみのことでお困りがあれば相談ください。地域
担当が状況を確認したうえで対応させていただきます。

ごみ減量課清掃係
☎576-2111（内線141、142）問い合わせ

る
い

地区 販売店名 所在地

東

★サンクス国立駅南口店　　　 東1‒4‒8
川島商店 東1‒6‒27
ドラッグストアスマイル国立駅前店 東1‒6‒31
Ｄ
デ ト ッ ク ス

ｅｔｏｘ 東1‒15‒11
★セブン-イレブン国立東店 東1‒15‒34
★北島金物店 東1‒16‒18
★近江屋酒店 東2‒6‒2
★早川電機商会 東2‒8‒4
ミニコープたまらん坂店 東3‒8‒21
★ファミリーマート海

か い だ

田東四丁目店 東4‒5‒31
餃子工房くらや 東4‒18‒9

中

くにたち野菜しゅんかしゅんか 中1‒1‒1
しまだ文具店 中1‒8‒5
サンドラッグ国立南口店 中1‒8‒43
西友国立店 中1‒9‒30
くにたち金文堂 中1‒9‒45
お茶の時田園国立駅前店 中1‒9‒57
★ファミリーマート国立中一丁目店 中1‒9‒77
セブン-イレブン国立中店 中1‒14‒9
紀
き の く に や

ノ國屋国立店 中1‒16‒1
★サンモーク 中1‒17‒26
さえき富士見通り食品館 中1‒19‒10
ドラッグストアスマイル国立店 中2‒2‒9
★柳沢青果店 中2‒21‒7

西

フーズマーケットさえき国立店 西1‒11‒6
★遠藤タバコ店 西1‒11‒41
★茶房ギャラリーおりはら 西1‒14‒5
丸信リサイクル 西1‒18‒22
ミニコープ国立西店 西2‒11‒39
マルタ金物店 西2‒12‒13
★佐伯酒店 西2‒12‒26
ファミリーマート国立西二丁目店 西2‒24‒18

地区 販売店名 所在地

富士見台

★ファミリーマート海田大学通り店 富士見台1‒1‒11
広島屋 富士見台1‒7‒125
お茶の時田園本店 富士見台1‒8‒2
サンドラッグ富士見台店 富士見台1‒8‒4
★ルビーカメラ 富士見台1‒8‒31
グルメシティ国立店 富士見台1－12－4
★ファミリーマート谷保駅東店 富士見台1‒20‒6
セブン-イレブン国立富士見台中央店 富士見台2‒11‒6
国立サービス 富士見台2‒19‒8
ウエルシア国立富士見台店 富士見台2‒30‒2
ファミリーマート国立富士見台二丁目店 富士見台2‒41‒3
さえき富士見台店 富士見台2‒45‒1
マツモトキヨシ国立富士見台店 富士見台2‒45‒10
★セブン-イレブン国立さくら通り店 富士見台3‒10‒5
ローソン国立さくら通店 富士見台3‒22‒13
★Yショップ栁澤店 富士見台3‒23‒13
ウェルパーク国立矢川店 富士見台3‒36‒7
ピーコックストア国立さくら通り店 富士見台4‒3‒2
セブンイレブン国立富士見台4丁目店 富士見台4‒8‒7
いなげや矢川駅前店 富士見台4‒9‒3
★ファミリーマート矢川駅前店 富士見台4‒11‒32
★ナック三田店 富士見台4‒12‒9
ダイマツ 富士見台4‒23‒7
★セブン-イレブン国立学園通り店 富士見台4‒52‒1

北

サンクス国立北1丁目店 北1‒4‒7
マツモトキヨシｎｏｎｏｗａ国立 北1‒14‒17
セブン-イレブン国立北2丁目店 北2‒6‒8
★サンクス国立北店 北3‒29‒8
オリンピック国立店 北3‒39‒1
セブン-イレブン国立北3丁目店 北3‒42‒1

谷保

★スーパーバリュー国立店 谷保3143‒1
★関孫酒店 谷保4260
★髙柳商店 谷保5948
★くにたち文具店 谷保6619‒1
千丑茶屋 谷保7181
ミニストップ国立谷保店 谷保7‒24‒2

青柳 ★ケーヨーデイツー国立青柳店 青柳1‒1‒10
西友青柳店 青柳3‒8‒3

泉
セブン-イレブン国立泉1丁目店 泉1‒1‒4
ファミリーマート府中第二インター店 泉4‒15‒6
サンクス国立泉店 泉4‒18‒5

市外

三喜コーポレーション 立川市羽衣町2‒12‒15
ファミリーマート国立駅北店 国分寺市光町1‒43‒1
セブン-イレブン府中日新町2丁目店 府中市日新町2‒28‒1
スーパーバリュー府中新町店 府中市新町1‒73‒1

家庭用有料ごみ処理袋販売店一覧（町名順）
★は粗大ごみ処理券（シール）取扱販売店

7月末までに配布予定の
「ごみの分け方・出し方カレンダー」にも
販売店一覧を記載していますので、
そちらもあわせてご確認ください。
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