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読み取ると、
市HPにアク
セスできます。

ごみ処理の状況・ごみの出し方・
「国立市災害廃棄物等処理
計画（素案）」について

　市民や事業者の皆さまのご理解とご協力により、令和
元年度の総ごみ量は19,654t

トン
、1人1日あたりの総ごみ量

は704.1gとなり、平成30年度（1人1日あたりの総ごみ量
703.8g）と比べて、ほぼ横ばいとなりました。
　また、家庭ごみを有料化する前の平成28年度と比べると、
1人1日あたりの総ごみ量が約9%（65.5g）減りました。	

　ただし、令和元年度の1人1日あたりの総ごみ量は多摩地
域26市の中で9番目に多く、今年度の目標(671.3g)の達成
のためにもさらなるごみの減量が求められます。
　ごみの減量・資源化のため、市もさまざまな施策に取り
組んでいきますので、今後も市民や事業者の皆さまのご理
解とご協力をお願いします。

　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。
　12月28日㈪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。
※�原則として、いただいたご意見は個人が特定
されない形で公表します。また、ご意見への
個別の対応はしません。

約30g1人1日あたりの総ごみ量を、あと　　　　  減らす必要があります。
レタス1枚分の
食べ残しを
減らせば…

1ℓの紙パック1枚を
販売店に返せば…

約30g 減

１
面
〜
４
面
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
問
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問

　

ご
み
減
量
課
清
掃
係　
☎
５
７
６・２
１
１
９（
直
通
）

問 �ごみ減量課清掃係
　☎ 576-2119(直通)
　FAX 576-0264
　  sec_gomigenryo@city.　
　　kunitachi.lg.jp

671.3g

651.7g

今年度の1人1日あたり
の総ごみ量の目標：

令和7年度の目標：

※ 第2次国立市循環型社会
形成推進基本計画より。

※集団回収量は除く。

今年度の目標を達成するためには…

約30g 減

（Reduce)
ごみになるものを減らすこと

（Reuse)
使い捨てずに何度も使うこと

（Repair)
修理しながら長く使うこと

（Return)
使用済み製品を販売店に返すこと

（Recycle)
資源として再生利用すること

リデュース リユース リペア リターン リサイクル

市の総ごみ量の推移

総ごみ量
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多摩地域26市中の順位（少ないほど高順位）今年度の目標

ミニ・キエーロ
モニター事業開始

過去10年の
最小19,557t

過去10年の最大
21,630t

５Ｒの実践を通して、
さらなるごみの減量に取り組みましょう

めざせ！マイナス 30g

皆さまのご意見をお聞かせください

※集団回収量は除く。
※（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査2009（平成21）年度～2019（平成31・令和元）年度統計」を参考に作成。

〈市の総ごみ量の推移〉
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▲市内のごみ収集の様子

（平成31年4月1日現在の人口
（75,984人）で計算）

（平成31年4月1日現在の人口
（75,984人）で計算）

市民１人あたりの
家庭系有料ごみ
処理袋にかかる
購入代金（1年分）
(廃棄物等処理手数料)

市民１人あた
りのごみの処
理にかかった
経費（1年分）

2,418円
（前年度と同額）

（前年度比729円増）
14,593円

〈ごみの処理にかかった経費〉

　雑がみの分別や生ごみの水切りにつ
いての市内３駅での駅頭キャンペーン、
環境フェスタくにたちでのフードドライ
ブ、食品ロス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
ンペーンなどを実施しました。

〈主な収入〉
■収納廃棄物等処理手数料�.............................. 2億3,099万645円
　(有料ごみ処理袋・粗大ごみ処理券にかかる
� ごみ処理手数料)

■一般廃棄物許可業者等ごみ処理手数料�...........9,653万6,880円
　(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)

■直接搬入等ごみ処理手数料�..............................1,131万2,480円
　(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�.....................................................3,522万1,586円
　(資源物の売却代)

〈主な支出〉
■ごみ収集等委託料�...................................... 3億6,265万6,842円
　(一般ごみ・粗大ごみ・臨時ごみ等の収集委託料)
■環境センター施設運営委託料�..........................7,736万8,925円
　(不燃ごみ・容器包装プラスチック・資源物の
�����中間処理施設の運営委託料)

■多摩川衛生組合負担金�...............................2億6,011万1,000円
　(可燃ごみの焼却処理施設の運営にかかる負担金)
■東京たま広域資源循環組合負担金�............. 1億8,065万4,000円
　(最終処分場の運営にかかる負担金)

ごみの処理に関する経費についてお知らせします

問＝問い合わせ─この広報紙は再生紙を使用しています─

総 計
11億
882万

7,350円

　令和元年度の市の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、1億8,370万1,370円（前年度比12万
7,540円増）で、1人あたりの廃棄物等処理手数料は2,418円で
した。
　有料ごみ処理袋にかかる廃棄物処理手数料の収入は、ごみ	

の収集にかかる経費のほか、ごみの分別や減量の周知啓発の
強化や、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創
設にかかる経費に充てています。

　令和元年度のごみ処理にかかった経費は11億882万7,350
円（前年度比5,612万5,283円増）で、環境センターの修繕にか
かる経費などが増えました。上記の〈主な収入〉内の収納廃棄
物等処理手数料を含めた特定財源の4億3,454万2,199円と、
一般財源の6億7,428万5,151円を充てました。	

　ごみ処理にかかった経費は、市の一般会計歳出決算額であ
る303億545万8,350円の約3.7％にあたります。また、市民1
人あたりのごみの処理にかかった経費は1万4,593円となりま
した。

多摩川衛生組合
共同運営事業費

2億6,011万1,000円
（24％）

東京たま広域資源循環
組合共同運営事業費
1億8,065万4,000円

（16％）

環境センター
管理運営事業費

1億2,901万7,127円
（12％）

その他のごみ処理費
5,976万2,022円

（5％）

ごみ収集等事業費
４億7,928万3,201円

（43％）

ごみの減量・資源化推進の取り組み

令和元年度
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　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。

←�粗大ごみの収集
は「粗大ごみ収集
申込用フォーム」
から申し込むこ
ともできます。

ごみ袋はしっかりしばって
封をしてください

ごみ袋の空気を抜いて
出してください

ごみの減量と分別に
ご協力をお願いします

　ごみが散乱せず、
ごみ袋を運びやすく
なります。

　ごみ袋が運びやす
くなり、収集車での
破裂を防止できます。

　ごみに触れる機会
が減ることで、感染
リスクを減らすこと
ができます。

新型コロナウイルスなどに感染した方やその疑いのある方などが
ご家庭にいらっしゃる場合、以下の点にもご協力をお願いします。

■ 粗大ごみを出す前に、リサイクルショップに買い取ってもらったり、イ
ンターネットオークションで取引したりできるか確認してみましょう。

■ 粗大ごみを出す際は、1回につき小さいものを1個だけ出すことは控え
て、なるべく数個～10個程度にまとめて出してください。

■ 1日に収集できる件数には制限があり、申し込みをしてから収集するま
で2週間程度かかることもあります。余裕を持って申し込みをしてくだ
さい。

■ 収集の申し込みをした後に、追加や変更やキャンセルがないよう、出す
ものをきちんと決めてから収集の申し込みをしてください。

粗大ごみについてのお願い

ごみの出し方についてのお願い新型コロナウイルスなどの
感染症対策のための

ウェブサイト、スマートフォン
アプリのどちらでも利用可能です。

ジモティー ⬇検索

利用
　方法

　新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるなか、ごみの収集をして
いる作業員へ、市民の皆さまからたくさんのお手紙をいただきました。
　緊急事態宣言が出ていた期間は特にごみの量が多く、収集作業も大変
でしたが、市民の皆さまからのあたたかいお言葉は、とても励みになり
ました。本当にありがとうございました。
　ごみの収集は生活に不可欠なものであるため、感染拡大防止策を講じ
ながら、安全な収集作業に努めていきますので、今後も市民の皆さまの
ご協力をお願いします。 ▲市民の皆さまからいただいたお手紙の一部

ごみ収集作業員へたくさんのお手紙をいただきありがとうございます

あとで

　これから大掃除や引っ越しの
時期になり、例年粗大ごみが増
えるため、ご協力をお願いします。

■ごみに直接触れない
■�ごみを捨てた後は手を洗う
　ことも心がけてください。 「可燃ごみ」として出してください。

1週間程度置いてから、それ
ぞれ「びん」「かん」として出し
てください。

容器包装プラスチック、
紙パック、ペットボトル

びん、かんマスクや
ティッシュ
等
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５Ｒの実践を通して、
さらなるごみの減量に取り組みましょう

めざせ！マイナス 30g

　近年、日本では、地震や台風、豪雨など多くの大規模な
災害が発生し、多量に発生した災害廃棄物の処理が問題と
なっています。
　こうした災害の教訓から、市では、大規模な災害発生時

に廃棄物を適正かつ円滑に処理していくために、庁内連携
等の平時の備えとともに、災害時に発生する廃棄物の処理
の基本的な事項を定める「国立市災害廃棄物処理計画（素
案）」を作成しました。本計画の構成は以下のとおりです。

まだ食べられる食品は捨てずに活用し、食品ロスを減らしましょう

第１章　総則

第３章　災害廃棄物等処理対策

第２章　組織及び協力支援体制
　本計画で災害廃棄物対策をしていくにあたっ
ての基本的事項として以下を示しています。
■計画策定の背景及び目的　■計画の位置付け
■廃棄物処理の現状と課題　
■対象とする災害及び廃棄物
■各主体の役割　■災害廃棄物処理の基本方針

募集期間　12月28日㈪まで
提 出方法　ご意見の内容をまとめ(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。
※�原則として、いただいたご意見は個人が特定されない形
で公表します。また、ご意見への個別の回答はしません。

提出先・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

　災害廃棄物等ごとの処理の流れや収集・運搬計
画、仮置場の設置、環境対策等、災害廃棄物等の
処理における基本的な考え方を示しています。
　なお、災害時においては、本章の事項を基本に
被災状況に応じて処理を実施していきます。

「食べきり応援レシピ」を活用して、食品ロスを減らしましょう!! ご家庭で眠っている食材をお寄せください
　傷みやすいものや、野菜の食べずに捨てている部分など、捨てられ
やすい食材を活用して、「手軽にもう一品」を作成する「食べきり応援レ
シピ」を市ホームページで紹介しています。日々の料理のヒントにして
いただき、捨ててしまう食材で食卓にもう一品追加してみませんか。

■ねぎの青い部分…2本分をみじん切り
■豚ひき肉…100ｇ(なくてもOK)
■酒…………50㎖
■みりん……50㎖
■みそ………大さじ2(30㎖ )
■しょうが…1/6片すりおろし(お好みで)
■にんにく…1/2片すりおろし(お好みで)

①�フライパンにごま油(分量外)を入れて熱し、しょうが・にんにく、
ひき肉、ねぎの順に炒める。
②�酒・みりんにみそを溶かしフライパンに入れ、水分がなくなるまで炒める。
③密閉容器に入れ、冷蔵庫で4日程度保存可能です。

　例年10月に開催している「環境フェスタくにたち」におい
て、ご家庭等で食べきれない食品を集めて、食べ物を必要
としている団体や施設等へお届けする活動「くにたちフード
ドライブ」を開催しています。令和2年度は新型コロナウイ
ルスの感染拡大防止のためイベントは中止となりましたが、
「くにたちフードドライブ」は単独で実施します。ご家庭で
食べきれない食品がありましたら、ぜひ、お寄せください。
回収期間：12月4日㈮～令和3年1月15日㈮
回収場所：市役所1階　ごみ減量課(�17 �番窓口)
回収対象：賞味期限が令和3年2月15日㈪以降の下記のもの

国立市災害廃棄物処理計画(素案)は以下の場所で閲覧できます
市ホームページ、市役所1階（ごみ減量課・情報公開コーナー）、公民館、中央図書館、北市民プラザ、南市民プラザ、
国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ

　災害時に円滑に廃棄物処理していくための、庁内組織の業務
連携や民間事業者の活用等、平時から体制の構築に取り組んで
いくべき事項を示しています。また、排出者である市民の皆さ
まに向けての啓発・広報や職員の教育・訓練等を示しています。

第４章　災害応急対応
　災害発生時に混乱が生じやすい初動期および応急対応期前半
における災害廃棄物等処理の実施手順を示しています。
　また、災害の規模等によって策定する災害廃棄物処理実行計
画や災害時の廃棄物を円滑に処理していくための処理進行管
理、処理費用を補うために必要となる国の補助事業の概要を示
しています。

▲令和元年東日本台風の災害廃棄物
　（出典:災害廃棄物対策フォトチャンネル）

ご寄付いただきたい食品
●お米（白米）、パスタなど乾麺
●調味料（醤

しょう

油
ゆ

、食用油、味噌、砂糖など）
●レトルト、インスタント食品　●肉、魚、くだものの缶詰
●コーヒー、お茶などの嗜好品
集める食品にはお守りいただきたい条件があります。
�食品の条件
　生鮮食品でないもの　　びんづめでないもの
　賞味期限が明記されているもの　　常温で保存できるもの
　包装や外装を他のものに移し替えていないもの　　未開封のもの

　捨てがちなねぎの
青い部分を活用して
ご飯やお酒のお供に。
冷奴に乗せても。

用意するもの

「国立市災害廃棄物処理計画(素案)」を公表します

「ねぎ味
み

噌
そ

」（レシピの一例）
ねぎの青い部分は捨てずに

「国立市災害廃棄物処理計画(素案)」について、ご意見をお寄せください


