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日本全体における
年間の食品ロス
646万t

世界全体の
年間食糧援助量
320万t

　国立市の人口
約7万6,000人

1日の食品ロス：10.5t
(茶わん7万6,000杯相当)

「食品ロス」の約半分が
家庭から発生しています

国立市では、毎日茶わん
約7万6,000杯の
食品ロスが発生！

食品ロスの約45％が家庭からのものです。
次のページでは、食品ロスの削減の工夫についてご紹介します。

▲可燃ごみとして捨てられていた、まだ食べられる野菜や果物。 ▲市で収集した未開封の缶詰。

日本の食糧需要量　8,291万t

日本の生ごみの量
2,842万t(全体の34%)

日本の食品ロス
646万t(全体の8％)

約2倍

 国立市に換算
すると？

規格外・返品
売れ残り
食べ残し

食べ残し
過剰除去
期限切れ

国立市で回収した食品ロスの一例
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「食品ロス」とは・・・？

生ごみのうち、賞味期限を超えた食品や食べ残しな
ど、まだ食べられるものを捨ててしまうことを「食
品ロス」と呼びます。日本では、年間2,842万tの生
ごみが発生していますが、そのうち「食品ロス」は
646万tほどあるとみられています。これは、世界
で飢餓に苦しむ人々に対する年間食糧援助量の約２
倍にあたる量です。
日本の食糧自給率(カロリーベース)は38％と、大半
を輸入に頼っている一方で、食べられるものを大量
に捨てているのが現実です。
いま、世界全体で、環境問題や資源の持続性の観点
から「食品ロス」の削減を行う動きが進んでいます。

　食品ロスの発生場所は、事業所
からが55％、家庭からが45％です。
それぞれ次のような理由から、食
品ロスが発生しています。
事業所から
規格外品（生産や包装のミス）、返
品、売れ残りや食べ残しなど
家庭から
食べ残し、料理のつくりすぎ、期限
超過や食べられる部分の過剰除去
（皮のむき過ぎ、葉やヘタの廃棄など）

　日本全体の年間の食品ロス（646万t）
は国民1人1日あたりの量に換算すると、
約139ｇ、茶わん1杯分のごはんの量に
相当します。これを国立市民の人数で
換算すると、1日
あたり茶わん7万
6,000杯、 重 量
にして10.5tの量
になります。

うち事業所
357万t

うち家庭
289万t

646万tとは？

国民1人1日あたり
約139ｇに相当する量です。
(茶わん1杯のごはん量)
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10月20日(土)に開催する「環境フェスタくにたち」の
20周年行事として、「食品ロス」への取組を行います

「もったいない」を実践しましょう

★「3ない運動」を実践しましょう
！買い物、料理、食事のときは、「買いすぎない」「作り過ぎない」「食べ残さない」を意識しましょう。
！特売だからと、ついつい買い過ぎていませんか？　つくり過ぎて、冷蔵庫で忘れられている料理はありませんか？

★食材を適切に保存し、期限管理を行いましょう
！賞味期限と消費期限の違いを理解して捨てる判断をすること、食材の適切な保存方法を調べることを実践しましょう。
！食べられるのに、捨てているものはありませんか？　間違った保存方法で、食材をだめにしていませんか？

★食材の鮮度、品質への過度な意識を見直しましょう
！  スーパーなどで買い物をする際、すぐ食べるものは棚の手前 (賞味期限の近いもの )から取るようにすると、
　小売店の期限切れによる食品ロス削減に協力できます。

★外食時は適量注文を心がけましょう
！ごはんの小盛りなど、自分の食べられる量に合わせて注文をしましょう。
！食べきれないもののうち、持ち帰ることができるものは、お店に確認してみましょう。
　(持ち帰り後は自己責任で消費しましょう )
！苦手、または食べられない具材ははずしてもらえるか、注文の際に確認してみましょう。

① フードドライブ活動を行います
　ご家庭等で食べきれない食品（缶詰や加工品など賞味期限が長く、まだ食べられる食品）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を「フードバンク(食糧銀行)」と呼びます。このフードバ
ンクへ提供する食べ物を集める活動「フードドライブ」を開催します。
　イベント当日の専用ブースで、賞味期限が1カ月以上残っている缶詰やインスタント食品などを受け付け
ます。集める食材の条件などの詳細は、市報や市ホームページ等で追ってご案内します。

② ご家庭での食品ロスへの工夫を募集します
　皆さまの家庭で実施している、「食品ロス」に対する工夫や取組について、「環境フェスタくにたち」の会場
や市ホームページなどで紹介します。
　日々の工夫や取組について、市役所ごみ減量課までお寄せください。
【応募方法】書面（様式自由）にて、郵送、ファクス、メール、または直接市役所ごみ減量課窓口へご提出ください。
【提出先】〒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

賞味期限と消費期限の違いを理解して、計画的に買い物をしましょう。

←家庭の食べ残し・期限超過を削減

←家庭の期限超過を削減

←事業所の食べ残しを削減

←事業所の売れ残りを削減

賞味期限とは？
　おいしく食べることができる期限です。この期
限を過ぎても、もう食べられないということでは
ありません。期限を過ぎてしまったものは、見た
目やにおいで個別に判断してください。
例) お菓子、加工品、レトルト食品 など

消費期限とは？
　期限を過ぎたら、食べることを控えたほうがよ
い期限です。期限を過ぎたものは、食べないほう
が安全です。

例）総菜、弁当、生肉や生魚 など

日々のちょっとした
心がけで、食品ロスを
削減することができます。

限られた資源の
有効活用のために、

ご協力をお願いします。

この広報紙は再生紙を使用しています

い。
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国立市では、紙ごみを捨てる際は「5種類」の区分への分
別をお願いしています。可燃ごみから紙ごみを分別す
ることで、可燃ごみの袋にかかる家庭への負担も減ら
すことができます。

①新聞紙、②本・雑誌、③段ボール、
④紙パック以外の紙で、
　リサイクルできるものは、
⑤雑がみへ分別します

収集頻度：週2回
　次のものはリサイクルができないため、市
指定の可燃ごみ有料袋（右の写真の黄色い袋）
に入れて、収集日に出してください。

衛生面の観点からリサイクルに向かないもの
→においや汚れのあるもの、ティッシュペーパー　など

水に溶けないもの
→防水加工されたもの(紙コップ・紙皿など)

リサイクル時に色が出たり、斑点が出てしまうもの
→感熱紙(レシート等)、靴やかばんの詰め物、
アイロンプリント紙、カーボン紙　など

粘着物が付着しているもの
→圧着はがき、シール、
粘着テープ　など

リサイクルできない
ものは・・・？

下図の①～⑤の紙類は、資源物として「無料」で出せる
収集品目となっていますので、分別へのご協力をお願
いします。
紙ごみを出す日は、毎週水曜日です。実際の出す日は、
市から配布した「ごみの分け方・出し方カレンダー」で
ご確認ください。

不要になった
紙ごみ

種

類

ご

と

に

分

別

収集頻度：4週に1回
　束ねて、ひもで十字に縛って出してください。
※ 販売店で回収している場合は、そちらもご利用ください。

収集頻度：2週に１回
　束ねて、ひもで十字に縛って出してください。

収集頻度：2週に１回
　束ねて、ひもで十字に縛って出してください。

収集頻度：4週に1回
　次の手順で出してください。
　①なかを洗う→②切り開く→③乾かす→④十字に縛る
　※内側が銀色のものは、可燃ごみとして出してください。

収集頻度：週2回
　次のものはリサイクルができないため、市
指定の可燃ごみ有料袋（右の写真の黄色い袋）
に入れて、収集日に出してください。

衛生面の観点からリサイクルに向かないもの
→においや汚れのあるもの、ティッシュペーパー　など

水に溶けないもの
→防水加工されたもの(紙コップ・紙皿など)

リサイクル時に色が出たり、斑点が出てしまうもの
→感熱紙(レシート等)、靴やかばんの詰め物、
アイロンプリント紙、カーボン紙　など

粘着物が付着しているもの
→圧着はがき、シール、
粘着テープ　など

収集頻度：2週に1回
　次のようなものは、紙袋に入れて出してください。
〈例〉
■ノートやプリント、コピー紙
■紙でできた箱
■お菓子の紙袋
■トイレットペーパーの芯
■包装紙、封筒(窓ははずしてください)
■カレンダー(金具ははずしてください)
■折り込みチラシ
※シュレッダーごみは、透明・半透明の袋に
　入れて出してください。

★紙類は、雨の日にも収集します。

⑤雑がみ

④紙パック

③段ボール

②本・雑誌

①新聞紙



市報 平成30年/2018年8月5日（4） 市役所　☎042-576-2119(直通）　FAX042-576-0264　〒186-8501　富士見台2-47-1

　国立市では、平成29年１月に施行した条例により、
市長または市長が指定する者以外の者が、ごみ集積所
に置かれた資源物を持ち去ることを禁止しています。
しかし、依然として新聞紙等の資源物の持ち去り行為
が後を絶ちません。
　そこで、ごみ集積所に置かれた資源物を速やかに収
集することで、持ち去り行為を抑止するため、次の業

協定業者
㈱イズミ環境マテリアル ㈱小池商店 ㈲丸山商店

者と資源物収集に関する協定を締結しました。
　今後、資源物の収集日（水曜日）に、午前８時30分よ
り前から協定業者の車両が資源物を収集する場合があ
ります。協定業者の車両には、下の写真のステッカー
を貼付してありますので、市民の皆さまのご理解とご
協力をお願いします。

　直接声かけなどはせず、日時、場所、車両のナ
ンバー、人物の特徴、持ち去った資源物の種類な
どがわかりましたら、市役所ごみ減量課（☎576－
2119）までご連絡ください。

　市民の皆さまで自主的にグループをつくり、家庭から出る新聞、雑誌、段ボール
などの資源を回収し、国立市に登録した資源回収業者に引き渡す集団回収制度をご
利用ください。資源物の回収量に応じ、グループ等に奨励金を交付します。

　資源物の持ち去り禁止を示す看板（写真左）や、国
立市の収集に出した資源物であることを示したチラ
シ（写真右）をご活用ください。
※ 看板およびチラシは、市役所１階のごみ減量課の
窓口で配布しています。また、チラシは市ホーム
ページ「資源物の持ち去り行為を禁止します」か
らもダウンロードできます。

　資源物の持ち去り行為を抑止するため、市の資源
物の収集時間も早めています。資源物は、回収日の
午前8時30分までの、できるだけ遅い時間に出して
いただきますよう、ご協力をお願いします。
　なお、国立市の資源物の収集は、右の2業者が行
っています。

　新聞紙は、できるだけ販売店の回収に出しましょう。

資源物の収集に関する協定を締結しました

▲協定業者のステッカー。

▲看板

▲㈲丸
まる

喜
き

商店の車両。 ▲高杉商事㈱の車両。

▲チラシ

国立市の資源物の収集を行っている業者

協定業者が資源物を収集することがあります

持ち去り行為を見かけたら…

資源物の持ち去り行為を防ぐために
看板やチラシをご活用ください

集団回収制度をご利用ください

販売店の回収をご利用ください

資源物は回収日の午前8時30分までの、
できるだけ遅い時間にお出しください


