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1人1日あたりの総ごみ量が

◀スマートフォ
ン等で左のＱ
Ｒコードを読
み取ると、市
ホームページ
にアクセスで
きます。

ごみの
減量と分別に
ご協力をいただき
ありがとう
ございます！

44.4 g 減りました!!
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%(65.8g)減りました。
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、今後も市民の皆さまや事業者の皆さ
まのご理解とご協力を引き続きお願いします。

〈市内で出されるごみ量〉

ごみ収集量(主に家庭系ごみ)
〈１人１日あたり〉

平成28年度

平成29年度 ①

平成30年度 ②

②−①
ごみ量の増減

17,578t

16,797t

15,719t

−1,078t

〈638.5g〉

ごみ持込量(主に事業系ごみ)

〈607.9g〉

3,609t

3,877t

〈565.6g〉

〈−42.3g〉

3,838t

−39t

〈１人１日あたり〉

〈131.1g〉

〈140.3g〉

〈138.1g〉

〈−2.2g〉

総ごみ量

21,187t

20,674t

19,557t

−1,117t

76,135人

−
−
−

〈１人１日あたり〉

人口

〈769.6g〉

〈748.2g〉

75,703人

75,428人

(平成28年10月１日現在)

(平成29年10月１日現在)

〈703.8g〉

〈−44.4g〉

(平成30年10月１日現在)

令和2年度の目標を達成するためには…
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2年度の
1人1日あたりの総ごみ量の
目標を671.3g、7年度の

目標を651.7gとしています
(集団回収量を除く)。

1人1日あたりの総ごみ量を、あと 約 30 g 減らす必要があります。
ふさ

ブロッコリー 1房分の
食べ残しを減らせば…

減

についてご意見などを募集します。

11月20日㈬までに、内容を簡潔にまとめ（様式自由）、氏名、

住所、電話番号を明記のうえ、 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
します。また、ご意見等に対する個別の対応はしません。

 186-8501
問〒

減

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

（576）

２１１９（直通）

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」

約 30 g

☎

約 30 g

500mℓのペットボトル
1本を販売店に返せば…

問

ごみ減量課清掃係

※集団回収量は除きます。

問

までお問い合わせください。

市では、平成29年９月から家庭ごみを有料化したところ、
市民の皆さまや事業者の皆さまのご理解とご協力により、
トン
平成30年度の総ごみ量は19,557t、１人１日あたりの総ご
み量は703.8gとなり、平成29年度と比べて、1人1日あた
りの総ごみ量が約6%(44.4g)減りました。

１面〜４面の内容については、

市民の皆さまや事業者の皆さまのご協力により

卵
（SSサイズ）
１個分

文教都市くにたち

〒186-8501

富士見台2-47-1
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平成３０年度
ごみの処理に関する経費についてお知らせします
平成30年度中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、１億8,357万3,830円で、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、有料ごみ処理袋の製造や販売の委託に
かかる経費のほか、戸別収集、不適正排出、不法投棄などに
対応する体制の組み立てと、ごみの分別や減量を広く知らせ
るためのサービス向上にかかる経費にあてています。

〈主な収入〉

■収納廃棄物等処理手数料............................ 2億2,732万7,260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.............. 9,988万830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..................................995万1,480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..................................................... 3,588万1,510円

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
(廃棄物等処理手数料)

2,418円

(平成30年４月１日現在の
人口(75,932人)で計算)

(資源物の売却代)

平 成30年 度 の ご み 処 理 に か か っ た 経 費 は10億5,270万
2,067円です。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4億1,943万4,812円と、一般財源の6
億3,326万7,255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309億9,366万7,556円の約3.4％にあたります。また、市
民１人あたりのごみ処理にかかった経費は、1万3,864円と
なりました。

〈主な支出〉

市民１人あたりの
ごみの処理に
かかった経費

■ごみ収集等委託料....................................... 3億5,809万8,012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........................... 7,589万3,328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............................... 2億5,222万7,000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.............. 1億6,643万9,000円
(最終処分場の運営にかかる負担金)

13,864円
(平成30年４月１日現在の人口
(75,932人)で計算)

〈ごみの処理にかかった経費〉
環境センター
管理運営事業費
1億305万5,838円
（10％）

東京たま広域資源循環
組合共同運営事業費
1億6,643万9,000円
（16％）

その他のごみ処理費
6,171万5,922円
（６％）

総計

10億
5,270万
2,067円

多摩川衛生組合
共同運営事業費
2億5,222万7,000円
（24％）

ごみ収集等事業費
4億6,926万4,307円
（44％）

▲市内のごみ収集の様子。

▲環境センターで、容器包装プラスチ
ックを選別している様子。
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国立市エコショップ認定店をご紹介します
市では、ごみの減量や資源化に積極的に取り組んでいる小売店舗などを
「国立市エコショップ」として認定しています。
今回、エコショップの取り組みのひとつである店頭回収を行っている市
内の店舗を一覧にして下記に紹介していますので、お買い物の際に参考に
してください。
また、エコショップのその他の取り組みについては、市ホームページ「国
立市エコショップ制度」をご覧ください。

▲このステッカーが目印です。

〈国立市エコショップ認定店〉
店名

住所

電話番号

回収している主なもの

北島金物店

東1-16-18

573-1211

乾電池

近江屋酒店

おうみ

東2-6-2

572-7716

ペットボトル、ビン、カン

早川電機商会

東2-8-4

572-0925

乾電池、小型充電式電池、ボタン電池

ローソン・スリーエフ 国立東3丁目店

東3-7-17

573-5251

ペットボトル、ビン、カン

東4-5-31

580-0081

ペットボトル、ビン、カン

中1-9-30

576-2401

紙パック、食品トレイ、ペットボトル

La SaCuLa

中1-19-10

571-2244

紙パック、食品トレイ、ペットボトル

さえき 国立店

西1-11-6

573-8885

紙パック、食品トレイ、ペットボトル

ミニコープ 国立西店

西2-11-39

576-1116

紙パック、食品トレイ、ペットボトル、カン

ファミリーマート 海田大学通り店

富士見台1-1-11

580-2138

ペットボトル、ビン、カン

ルビーカメラ

富士見台1-8-31

572-4048

乾電池

ダイエー 国立店

富士見台1-12-4

577-1241

紙パック、食品トレイ

国立サービス

富士見台2-19-8

577-1169

鍵

さえき 富士見台店

富士見台2-45-1

576-3333

紙パック、食品トレイ、ペットボトル

ファミリーマート 矢川駅前店

富士見台4-11-32

580-4056

ペットボトル、ビン、カン

オリンピック 国立店

北3-39-1

523-5691

紙パック、食品トレイ、ペットボトル

セブン-イレブン 国立北3丁目店

北3-42-1

576-0711

ペットボトル、ビン、カン

関孫酒店

せきまご

谷保4260

573-0130

ペットボトル、ビン、カン

くにたち文具店

谷保6619-1

575-7129

ペットボトル、ビン、カン

スーパーバリュー 国立店

泉3-29-11

843-0751

紙パック、食品トレイ、ペットボトル

かい だ

海田東4丁目店

ファミリーマート
西友 国立店
ラ

サ

ク

ラ

かい だ

※各店舗のルールに従って出してください。

（令和元年11月1日現在）

国立市エコショップを募集しています
認定を受けるためには、申請が必要
となります。詳細は、市ホームページ
「国立市エコショップ制度」をご覧いた
だくか、右記の 問 まで電話でお問い合

わせください。

問 市役所ごみ減量課清掃係

☎576-2119(直通)

ごみ減量課 ☎042-576-2119(直通）

FAX042-576-0264 〒186-8501 富士見台2-47-1
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小型充電式電池による事故を防止するためにご協力ください!!
小型充電式電池がほかのごみに混ざっていたことによ
り、ごみ収集車やごみ処理施設のなかで電池が押しつぶさ
れて発火し、火災となる事故が全国的に発生しています。
小型充電式電池を使用している小型家電製品を出すとき
は、必ず事前に電池を取り外してください。また、取りは

たん

ずした小型充電式電池はビニールテープなどを貼って、端
し
子 部分を絶縁したうえで、排出協力店に持ち込むか、「有
害ごみ」として出してください。
小型充電式電池を取りはずせない小型家電製品は、その
まま「有害ごみ」として出してください。

小型充電式電池とは
使いきりの電池とは異なり、充電して繰り返し使える電池

です。主に、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオ

ン電池があり、デジタルカメラやモバイルバッテリーなど、
さまざまなものに使用されています。多くのものには、右の「リ
サイクルマーク」
が表示されています。

▲小型充電式電池。

▲ニカド電池のリサイ
クルマーク。

▲発火したモバイルバッテリー。

▲ニッケル水素電池の
リサイクルマーク。

▲リチウムイオン電池の
リサイクルマーク。

▲小型充電式電池を取りはずせない
タイプの小型家電製品。

※排出協力店については、右記の一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

https://www.jbrc.com

エ ス ディー ジ ー ズ

食品ロスを減らしてＳＤＧｓに取り組みましょう
2015年9月の国連サミットで採択されたSDGs(※1)で
は、
「持続可能な生産消費形態を確保する」ため、「2030
年までに小売・消費レベルにおける世界全体の１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
とし
プライチェーン(※2)における食料の損失を減少させる」
ています。また、10月1日には、「食品ロス削減推進法」が
施行されました。
サ ス テ ィ ナ ブ ル

デ ベ ロ ッ プ メ ン ト

日本では、年間643万t、国民1人1日あたり茶わん1杯
分
（約139g）の食品ロスが発生していると考えられていま
す。
食品ロスを減らすことは、左下のような日々のちょっ
とした心がけでできる、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。

ゴ ー ル ズ

(※1)SDGs…持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)のこと。

★食べ物を買いすぎない、作りすぎない、食べ残さない
★食材を適切に保存し、期限管理を行う
★買い物の際、すぐ食べるものは、陳列棚の手前から取る
★外食時は適量注文を心がける
(※2)サプライチェーン…製品の原材料の調達から、製造、販売、消費までの一連の流れのこと。

▲SDGsのロゴマーク。

有料ごみ処理袋の減免の申請はお済みですか？
右記の減免対象世帯については、廃棄物等処理手数料

を減免し、一定枚数の有料ごみ処理袋の無料引換券を交
付しています。

減免を受けるためには、申請が必要となります。対象

となる世帯の方のうち、減免を希望される方は、
●印鑑

●減 免の対象となることがわかる書類（受給証明書や手
帳などの写し）

を ご用意のうえ、市役所１階東側のごみ減量課（17番
窓口）
まで申請してください。

※そのほか、必要に応じて書類を提出していただく場合
があります。

(例)平 成31年1月1日時点で国立市にお住まいでない方

は、令和元年度市町村民税非課税証明書が必要です。

減免対象世帯
ア.生活保護受給世帯
イ.中国残留邦人支援給付受給世帯
ウ.老齢福祉年金(※1)の受給権者がいる世帯
エ.国民年金の遺族基礎年金の受給権者がいる世帯
オ.児童扶養手当(※2)の支給を受けている方がいる世帯
カ.特別児童扶養手当の支給を受けている方がいる世帯
キ.身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方がいる世帯
ク.精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる世帯
ケ.東京都愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方がいる世帯
コ.要介護(4または5)の認定を受けている方がいる世帯
※ウ～コの世帯については、世帯員全員が市町村民税非課税の場合に
限ります。
※1:
「老齢基礎年金」
とは異なります。
※2:
「児童手当」
とは異なります。

