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平成30年度収集量　15,720ｔ
(市民1人1日あたり　565.7g※)
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定枝・葉・草

粗大ごみ

※ 平成30年10月1日現在の人口76,135人
で割った数字です。

（※危険物は不燃ごみに計上）
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クリーンセンター多摩川(稲城市)

東京たま広域資源循環組合
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①エコセメント工場

リサイクル業者・処分業者

リサイクル販売

国立市・稲城市
狛江市・府中市
の4市で運営

可燃ごみの焼却

焼却熱での発電

①焼却して残った灰のリサイクル
②不燃ごみ等の埋め立て最終処分

焼却して残った灰を
セメントの原料としてリサイクル

(建築資材などに再利用)

国立市は平成22年度に
埋め立て処理ゼロを達成し、

現在も継続中！

不燃ごみや資源物などの選別
や粉々にする作業、圧縮など

粗大ごみの解体・修理

焼却処理をするごみ以外のごみ・資源物
などは専門業者で適正に再利用・処理

汚れたものや、
異物・不適物を
手選別で除く

鉄・非鉄金属・
プラスチックな
どを素材ごとに
選別し、不適物
を除く

ラベルやキャッ
プが付いたもの
は外し、汚れて
いるものは除く

▲焼却施設の外観。

▲エコセメント工場の外観。

▲市役所１階の市民ロビーで行って
　いるリサイクル家具販売会の様子。▲粗大ごみの解体の様子。▲リサイクル自転車の修理の様子。

▲�焼却して残っ
た灰をリサイ
クルしたエコ
セメント。

選別後可燃ごみ➡ ➡

国立市環境センター

市では、環境センターやクリーンセンター多摩川、二ツ塚処分場の見学会を実施しています。
10名以上であれば、参加人数に応じて市がバスを手配します。過去に実施した見学会の行程
をモデルケースとしてご案内もできますので、詳細は問までお問い合わせください。

容器包装プラスチック

不燃ごみ

ペットボトル

容器包装
プラスチック
1,114ｔ

多摩地域25市１町で運営

②埋め立て最終処分場

（不燃ごみ等）

中
間
処
理

➡焼却して
残った灰

不燃ごみ
資源物等

選別後
可燃ごみ

再使用
可能品

選別後の不燃ごみ・資源物等

市内店舗や市主催の販
売会で、修理した家具
や自転車を販売

国立市清掃分室・リサイクルセンター

ごみ処理施設を
見学して
みませんか



市報 令和元年/2019年7月5日（2） 〒186-8501　富士見台2-47-1

品　名 サイズ 販売価格
(消費税別)

ミニ・キエーロ 幅58cm×奥行39cm×高さ33cm程度(容量約27ℓ） 400円

ミニ・キエーロＬ 幅74cm×奥行45cm×高さ33cm程度(容量約48ℓ） 500円

のうえ、日々のごみ出しを見直しませんか！

▲販売店「ジャッキンボックスワールド」の所在地。

▲市役所で実験中の「ミニ・キエーロ」。

　市が独自に開発した｢ミニ・キエーロ｣は、土を入れたプランターのなかに生
ごみを埋め、土のなかの微生物の力で生ごみを処理することができるものです。
臭いや虫もほとんど発生せず、手軽に生ごみ減量に取り組めます。これまでに、
1,000台以上を市民の皆さまにご利用いただいています。

　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（国民１人１日あたり約139ｇ、茶わん約１杯分）ほ
ど発生しているといわれています。

　日々の消費活動のなかで、3ない運動（「買いすぎ
ない」「作り過ぎない」「食べ残さない」）を意識す
ることや、外食時には食べきれる量を注文するこ
となど、「食品ロス」を発生させない行動を心がけ
ましょう。

　生ごみ処理容器｢ミニ・キエーロ｣のモニター事業の説明会
を実施しています。説明会参加者のなかでモニター参加を希
望される方には、１世帯につき1台の｢ミニ・キエーロ｣を無
料で差し上げます。
　ご家庭での生ごみ減量に、ぜひ、挑戦しませんか。

日�時　7月15日(月・祝)　午後２時～３時
場�所　市役所３階　第３会議室
定�員　25名程度(申込先着順)
モニター参加の条件　�市内在住の方、または市内事業者で、「ミニ・

キエーロ」を実際に使い、調査票を提出
できる方(すで�にモニターに参加された方
は除く)

申�込　�７月８日(月) ～ 12日(金)に、問まで電話または直接お申
し込みください。

※�申込のうえ、モニター事業説明会に参加いただかないと、モニ
ターへの参加はできません。
※�次回以降のモニター事業説明会の開催については、開催が決ま
り次第、市報やホームページなどでご案内します。

販売店名　ジャッキンボックス
　　　　　ワールド
住　　所　富士見台2-23-5
電話番号　☎571-1737
営業時間　午前10時～
　　　　　午後6時（不定休）

※販売価格は、生ごみ堆肥化容器購入費の助成制度適用後の価格であるため、
　同制度の助成対象にはなりません。

家庭用生ごみ処理容器「ミニ・キエーロ」をご存じですか？

もったいない！　食べられるのに捨てられている「食品ロス」をご存じですか？

～国立市のごみを減らすために～「生ごみ」の減量にご協力ください
国立市のごみで多いものは？

「ミニ・キエーロ」のモニターを募集しています 「ミニ・キエーロ」販売店のご案内

　10月19日㈯に開催予定の「第21回環境フェスタくにたち」で、昨年に
引き続き、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
ます。
　イベント当日に、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専用ブースで受け付けます。
　集める食材の条件などの詳細は、市報や市ホームペー
ジなどで追ってご案内します。

　平成30年10月20日、「第20回環境フェ
スタくにたち」の20周年行事として開催し
た「くにたちフードドライブ」では、米、缶
詰、レトルト食品、調味料など、計174点、
66kgの食品を、来場者の皆さまからお寄
せいただきました。
　いただいた食品は、市内の児童福祉施
設等にお届けしました。

➡

➡

➡

市役所

▲皆さまからいただいた食品。

可燃ごみ
61％
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収集ごみの内訳 生ごみ
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可燃ごみの内訳
(サンプル調査)

　ごみを減らし、ごみの収集・処理による環境
負荷を低減するために、日々のご家庭での「生
ごみ」の減量にご協力をお願いします。

①「生ごみ」をご家庭で処理しましょう。
②食べられるものを「生ごみ」にしないようにし
　ましょう。

市内のごみの
内訳をみると…

モニター参加者は
すでに700名を

突破!!

　モニター事業説明会は、市が実施している出前講座「わ
くわく塾くにたち」のメニューにもなっています。お気軽
に問までお問い合わせください。

①「生ごみ」をご家庭で処理しましょう

②食べられるものを「生ごみ」にしないようにしましょう

家庭で食べきれない食品は残っていませんか？ 「くにたちフードドライブ」へのご協力、ありがとうございました

収集ごみ全体のうち、「生ごみ」が
約3割と最も多い状況!!

「生ごみ」の減量方法の例

次回のモニター事業説明会のご案内
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家庭ごみの分別等について、次の内容をご確認
「びん」と「かん」は別々の袋で出してください

容器包装プラスチック の分別について、ご確認ください

　次のようなものは、プラマークが付いていなくて
も「容器包装プラスチック」として分別してください。

▲発泡スチロール ▲プラスチック製
　緩衝材

▲果物等のネット

■�現在、Ａ地区（東・中・谷保・泉・青柳・石田・矢川）は金曜日に、
Ｂ地区（富士見台・西・北）は木曜日に、２週間に１回、「びん」・「か
ん」の収集を行っています。回収した「びん」や「かん」は環境センタ
ーで選別作業後に専門業者に引き渡し、新しい「びん」や「かん」な
どにリサイクルしています。

　容器包装プラスチック（水色の有料ごみ処理袋）の分別方法などに
ついて、お問い合わせをいただくことが多くあります。
　分別方法や出し方は次のとおりですので、改めてご確認ください。
【容器包装プラスチックとは？】
■���商品を入れておく「容器（白色トレーなど）」や商品を包
む「包装（袋やラベルなど）」のうち、プラスチックでで
きており、右図のような「プラマーク」の付いたものを
さします。また、プラマークが付いていないもので、
発泡スチロールや緩衝材（いわゆるプチプチなど）もお
出しいただけます。
■���容器包装プラスチックやペットボトル、びんなどは、「容器包装リ
サイクル法」に基づき、事業者・消費者・市町村が連携して再商品

■��市では、「びん」と「かん」のなかを水で洗い、透明もしくは半透明
の袋で別々に出していただくようにお願いしています。しかし、「び
ん」と「かん」が混在した袋を回収し、分別している際に、収集員が
けがをする事故が発生した事例もあります。「びん」と「かん」は必
ず別々の袋で出すよう、ご協力をお願いします。
※�回収専用かごなどが設置されている集合住宅等にお住まいの方は、
袋には入れず、それぞれのかごなどに入れてください。

　化（リサイクル）し、限りある資源の有効利用を推進しています。
【容器包装プラスチックの出し方】
■�水で軽くすすいで汚れを落としてから、「水色の有料ごみ処理袋」
に入れて出してください。
■一辺の長さが50cmより大きいもの（発泡スチロールの箱など）は、
　50cm未満に分解して袋に入れてください。
※�50cm未満のものでも、かさばるものはこまかく分解して袋に入れ
ていただいてもかまいません。
※�汚れている容器包装プラスチックは、リサイクルできません。汚
れなどが落ちないものは、「可燃ごみ（黄色い有料ごみ処理袋）」で
出してください。

容器包装プラスチックの主なもの

②プラマークが付いていないもの①プラマークが付いているもの 飲料や調味料など複数のマークが付いたものは？
マークの横の表示に合わせて分別してください。

▲飲料容器の例。

▲プラマーク

キャップとラベルは
「容器包装プラスチック」です。

ボトルは
「ペットボトル」
です。

Q
A

➡

➡

容器包装リサイクル法の概要

容器包装はきちんと
分別して出します

容器包装をできるだけ
使わず減らします

容器包装を収集します

マイバッグを持って買い物に行こう！

消費者

国立市 事業者

国立市環境センター

➡
➡

➡

商品（容器包装）の提供
容器包装の分別排出・収集

不適物を除くなどの中間処理を行
ったのち、事業者に引き渡します ※拡大生産者責任：�製品等の生産者に、製品等が廃棄された後の処

分やリサイクルに責任をもたせる考え方です。

このプラマークが目印です

容器包装をリサイクルするとともに、
設計段階からごみを減らす工夫をします

（再商品化・拡大生産者責任※）
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市では、JR国立駅北口・谷保駅北口・矢川駅北口周辺において
路上喫煙等禁止区域を指定することを検討しています

　現在、国や東京都では、多数の方が利用する施設内での“望ま
ない受動喫煙”を防ぐために、医療機関や学校、行政機関の敷地
内禁煙や飲食店などの原則屋内禁煙を義務づける法令を整備し、
受動喫煙を防止する対策が進められています。

� 東京都の受動喫煙防止条例についての概要　　　　
●�令和元年７月１日より、学校や病院、児童福祉施設や行政機関
の庁舎などの施設は、原則として敷地内禁煙となります。一部
の施設は、屋外に要件を満たした喫煙所を設置することができ
ます。
●�令和２年４月１日より、宿泊施設や飲食店などの多数の方が利
用する施設は、原則として屋内禁煙となります（規模等により

　市では、平成26年4月1日に「国立市ポイ捨て及び飼い犬のふ
んの放置の防止並びに路上喫煙等の制限に関する条例」を施行
し、市内全域の公共の場所でポイ捨てや他人の迷惑となる迷惑
喫煙等を禁止しました。
　また、JR国立駅南口周辺においては、路上喫煙等禁止区域を指

例外となる場合があります）。屋内に喫煙所を設置する際には、
要件を満たさなければなりません。

　市では、路上などの公共の場所での望まない受動喫煙を防止
するために、「駅周辺等喫煙場所に関する庁内検討会」で路上喫
煙禁止区域の指定および指定喫煙所の設置について検討してき
ました。
　検討の結果、現時点では３駅周辺とも指定喫煙場所の確保が
困難なことから、通行人などの受動喫煙を防ぐための必要最小
限度の範囲で路上喫煙等禁止区域を設定することが適当との結
論になり、以下のような路上喫煙禁止区域（案）を作成しました。

定するとともに指定喫煙所を設置し、たばこを吸う方と吸わない
方との相互理解、空間分煙を試みています。
　一方で、国立駅北口および谷保駅、矢川駅周辺に関しては、
指定喫煙場所設置の検討を行ってきましたが、適切な候補地を
決めかねており、路上喫煙等禁止区域の設定には至っていない
状況です。

「駅周辺等喫煙場所に関する庁内検討会」で作成した
路上喫煙等禁止区域（案）についてのご意見を募集します

募集期間　７月８日㈪〜 25日㈭
提出方法　�ご意見の内容を簡潔にまと

め(様式自由)、氏名（ふり
がな）・住所・連絡先を明
記のうえ、問まで郵送、フ
ァクス、メールまたは直接
ご提出ください。

※�原則として、いただいたご意見は個
人が特定できない形で公表する場合があります。また、ご意見に対しての
個別回答は行いません。

問〒186-8501　富士見台2-47-1　ごみ減量課清掃係
　 　　　☎576-2119(直通)　 FAX576-0264
　 　　　 sec_gomigenryo@city.kunitachi.lg.jp

「駅周辺等喫煙場所に関する庁内検討会」の報告書は、市ホームページ「路上喫
煙等禁止区域について」で閲覧できるほか、次の公共施設でもご覧になれます。

■市役所1階　ごみ減量課　■市役所1階　情報公開コーナー
■北市民プラザ（北3-1-1　9号棟）　■南市民プラザ（泉2-3-2　1号棟）
■国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ（北1-14-1）
■公民館（中1-15-1)　■中央図書館（富士見台2-34)

【国立駅周辺】
　　　　…国立駅北口路上喫煙等禁止区域（案）
　　　　…既存路上喫煙等禁止区域

国立駅

【矢川駅】
　　　��…矢川駅周辺路上喫煙等禁止区域（案）

矢川駅

【谷保駅】
　　　��…谷保駅周辺路上喫煙等禁止区域（案）

谷保駅

市の路上喫煙禁止区域（案）

これまでの経緯

今後について

閲覧場所


