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次元コードを
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市
ホームページ
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きます。

ごみのなかでも、可燃ごみは収集量が多いため、ごみの減量に
は可燃ごみを減らす努力が欠かせません。
可燃ごみの中身を見ると、多くの紙類などの資源物が混ざって

います。正しく分別することで、より小さな袋で排出できます。
市民の皆さまで分別と減量に努め、小さい袋での排出にチャレ
ンジしましょう！
〈平成30年度収集ごみ内訳〉

可燃ごみの内訳（サンプル調査）

種別

収集量(t)

構成比(%)

可燃ごみ

9,625

61.2

紙・布類資源

2,629

16.7

容器包装
プラスチック

1,114

7.1

びん・かん

850

5.4

不燃ごみ
粗大ごみ
ペットボトル
小型家電

602
481
246
106

3.8
3.1
1.6
0.7

ちゅう かい るい

厨芥類
（生ごみ）

12％

紙類
繊維類

6％

ビニール類
（容器包装プラスチックなど）

46％

草・木類
不燃物質

30％

非容器プラスチック類
その他

紙ごみの減量について
市では、紙ごみを捨てる際
には
「5種類」の区分への分
別をお願いしています。

①新聞紙

不要になった紙ごみは

38

28
15,719

【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。

②本・雑誌 【収集頻度：2週に１回】

①〜⑤以外のリサイクル
できない紙は、可燃ごみ
として出してください。

③段ボール 【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。

束ねて、ひもで十字に縛って出してください。

雑がみとして出せないもの=可燃ごみ

④紙パック

●衛生面の観点からリサイクルに向かないもの

⑤雑がみ

など

以下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

以下のようなものは、紙袋に入れて出してください。

➡感熱紙(レシートなど)、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

●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

予告

買いすぎ

×

つくりすぎ

×

食べ残し

生ごみは水分を多く含んでいます。三角コーナーなどには水切りネットを使い、ご
み袋に移す前にもうひとしぼりしてから捨てましょう。そうすることでイヤなニオイ
もなくなり、ごみが軽く小さくなって液だれなども減り、ごみ出しもラクになります。

４月中旬（予定）
より

可燃ごみ用３リットル袋
が
（ミニ袋）
紙ごみを分別し、
生ご み を 減らす
こ と で、 一 番 小
さい 可 燃ご み 袋
での排出にチャレ
ンジしましょう！

登場します

（576）
可燃ごみ用

３ℓ袋

■10枚60円で販売します。
■タ テ35cm× 幅18cmの コ ン
パクトなサイズです。
※３リットル袋を取り扱う店
舗については、４月以降の
市報で別途ご案内します。

２１１９（直通）

 可燃ごみのうち、約半分を生ごみが占めています。生ごみの量を減らすために、
市では食べ物の「３ない運動」を推進しています。「買いすぎない」
「つくりすぎない」
「食べ残さない」
を実践して、食べ物のごみを減らしましょう。

●包装紙、封筒(窓は外してください)
●カレンダー (金具は外してください)
●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。

☎

生ごみの減量について

×

問

【収集頻度：2週に1回】
雑がみの例

●リサイクル時に色が出たり、斑点が出てしまうもの

【収集頻度：4週に1回】

ごみ減量課清掃係

➡においや汚れのあるもの、ティッシュペーパー

➡防水加工されたもの(紙コップ・紙皿など)

問

0.2
100.0

5種類に分別を！

●水に溶けないもの

0.2

までお問い合わせください。

可燃ごみは正し
い 分 別 で、 袋 の
大きさも小さく
できます。

せんてい し

剪定枝
有害ごみ
合計

収集したごみの
うち、約６割は
可燃ごみです。

１面〜４面の内容については、

可燃ごみの減量に、ご協力をお願いします

〒186-8501

富士見台2-47-1

─この広報紙は再生紙を使用しています─
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4月1日㈬から、国立市環境センターへの
家庭ごみ搬入時の手続きが変わります
「他市のごみを持ち込ませない」
「違法業者によるごみの収集
運搬を抑止する」ことなどを目的に、4月1日㈬より市内の環境

センターへの搬入ルールを以下のように制定します。皆さまの
ご理解とご協力をお願いします。

家庭ごみの国立市環境センター搬入ルールの概要
①本人確認を実施し、「市内で排出されたごみ」で
あることを確認します

〇ごみを受け入れる条件は、原則、市内在住の排出者本人(同
居の親族含む)が、自ら運転する自家用車で持ち込む場合
に限ります。
〇搬 入時は、本人確認資料
（※１）をご提示いただき、市内

住所を確認します(確認資料が市内住所でない場合は、市
内住所の公共料金の領収書等も提示いただく必要があり
ます)。

〇運 搬に関して対価の授受がない場合は、本人以外が運転
する車に同乗しての持ち込みや、本人以外の代理人による

持ち込みも可能です。また、市内在住者の遺品整理の際に、
同居以外の遺族の方が持ち込むこともできます。
〇本 人以外が運転する車で持ち込む場合は、搬入者と運転
者の本人確認をさせていただきます。

ます。

※詳細は、１面の 問 までお問い合わせください。
③分別されていないごみは搬入できません
〇市 の収集と同様の分別を行い、種類ごとに袋に入れてく
ださい(有料袋に入れる必要はありません)。

④大量のごみを持ち込む場合は、事前の予約が必要です
〇一度に大量のごみ（粗大ごみは10点以上、その他のごみは
袋の容量400ℓ相当以上）の搬入を希望される場合は、事
前の予約が必要です。

予約・

②本人以外が運転する車での持ち込みや、代理人、遺族が
持ち込む場合は、搬入申請書を提出していただきます

〇本 人以外が持ち込む場合は、搬入申請書や、本人確認が
できるものの写しなどを事前に用意いただく必要があり

国立市環境センター (谷保６-26-17)

問

☎572－2172

※１：本 人確認資料とは、運転免許証や健康保険証など公的な証
明書等をさします。

ごみ減量課からのお願いです
●ごみの収集は当日の午前８時30分

●スプレー缶やカセットボンベは中身が

止めなどの道路状況や回収するごみ量
などにより、いつもとは違う時間に収
集に回ることがあります。一度収集に

ガスが残っていると、ごみ収集車両や処理施設の火災の原因となり大変危険
ですので、次のとおり安全な出し方にご協力をお願いします。
①使い切ったあと、透明または半透明の袋に入れて、収集員がわかるように、

から行っています
普段は午前10時ごろに収集に回って
いる地域であっても、工事による通行

残っているものは収集できません
スプレー缶やカセットボンベには、可燃性の高いガスが使用
されています。

回った後に出されたものは収集できま

袋に
「危険物」
と書いて表示してください。

せんので、必ず当日の午前８時30分ま
でに出してください。

②
「危険物」
の収集日に、集積所に出してください。
中
 身を空にするために穴を
開けることは危険ですので、
絶対におやめください。

アブナイ!!
中身が残っているもの
は、「処理困難物」とな
るため、市では収集し
ていません。

スプレー缶の場合
残ったガスを抜くための

「中身排出機構
（ガス抜きキ

ャップ等）
」が付いている場
合があります。
詳細は、以下のホームページを
ご覧ください。
問 日本エアゾール協会

  ☎03-5207-9850
HP https://www.aiaj.or.jp/

ごみ収集作業員への安
全確保に、ご協力をお
願いします
カセットボンベの場合
カセットボンベを振って、なかの音を確認してください。

中身のガスが残っていると、
「シャカシャカ」
と音がします。

詳細は、各メーカーまたは以下までお問い合わせください。

問 日本ガス石油機器工業会 カセットボンベお客様センター

  ☎0120-14-9996(フリーダイヤル)
HP http://www.jgka.or.jp/

中身が残っていてガスが抜けない場合や、
「日本エアゾール協会」
「カセットボンベお客様セン
ター」でも対応できないものについては、市役所ごみ減量課までご連絡ください。
有料で回収をしている業者をご紹介します。

ごみ減量課
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ごみ処理・し尿くみ取り手数料を改定します

4月1日㈬
より

市では、令和元年９月に
「使用料・手数料の見直しに関する
基本方針」を作成し、これをもとに使用料・手数料のコストの
見直しを行いました。ごみの減量化と資源化の推進、ごみ処
項

目

☎042-576-2119(直通） FAX042-576-0264

名

理にかかる経費の受益者負担の原則及び近隣自治体の情勢な
どを踏まえて、４月１日㈬から以下のとおり、ごみ処理・し
尿くみ取り手数料を改定します。

改定前の料金 改定後の料金

備

考

臨時収集ごみ処理手数料

1㎏あたり
40円

1㎏あたり
55円

引っ越しなどで臨時に、多量のごみを出す場合の手数料

事業系ごみ処理手数料

1㎏あたり
40円

1㎏あたり
55円

事業系ごみを処理する際の手数料
（有料ごみ処理袋を使用する場合を除く）

直接搬入等ごみ処理手数料
（環境センター）

1㎏あたり
30円

1㎏あたり
45円

環境センターに、直接ごみを持ち込む場合の手数料

直接搬入等ごみ処理手数料
（多摩川衛生組合）

1㎏あたり
27円

1㎏あたり
42円

許可業者等が多摩川衛生組合（可燃ごみ焼却施設）にごみを搬入する場合の手数料

し尿雑排水処理等手数料
（事業系）

1ℓあたり
９円

1ℓあたり
25円

事業活動に伴うくみ取り便所からくみ取る場合の処理手数料

動物死体処理手数料

1体あたり
3,000円

1体あたり
4,500円

動物の死体を処理する場合の手数料

※家庭系および事業系の有料ごみ処理袋の料金は変更しません。
※粗大ごみ処理手数料の改定はありません。
※し尿雑排水処理等手数料（家庭系）の改定はありません。

ごみの処理施設を見学してみませんか
ごみ減量課では、ごみ関係施設などの見学会を受け付け
ています。不燃ごみなどを処理する
「国立市環境センター」
、
稲城市にある可燃ごみの焼却を行う
「クリーンセンター多摩
川」、多摩地域から排出されるごみの埋め立てや焼却灰のリ
サイクルを行う
「二ツ塚最終処分場」のほか、これまでリサイ
ふた つ づか

申込時に確認させていただく内容
■見学予定日（祝日、年末年始を除く月～金曜日）
■見学時間
■見学先
1 国立市環境センター ( 谷保６-26-17)
2 クリーンセンター多摩川（稲城市大丸1528）
ひ
で まちおお ぐ の
（西多摩郡日の出町大久野7642）
3 二ツ塚最終処分場
■見学人数（10名以上）
■代表者名（ふりがな）および連絡先
※希望される日時に見学できない場合があります。
※過去に実施した見学会の行程をモデルケースとし

てご紹介しています。詳細は、 問 までお問い合わ
せください。

費用無料

クル施設や他市の取り組みの見学などを実施してきました。
参加者10名以上から受け付けており、参加人数に応じて
市のバスを利用できます。
見学を希望される場合は、以下の
「申込時に確認させてい
ただく内容」
をご覧のうえ、 問 までお申し込みください。

国立市環境センター ( 国立市 )
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
を行っています。

クリーンセンター多摩川 ( 稲城市 )
国立市・稲城市・狛江市・府中
市の４市で運営する可燃ごみ
の焼却を行っています。

まち

二ツ塚処分場 ( 日の出町 )

問

ごみ減量課清掃係
☎576-2119(直通)

多摩地域25市1町で運営し、
①焼 却して残った灰をリサイク
ルします。
②不 燃ごみなどの埋め立て最
終処分を行っています。

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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７月１日㈬より、JR 国立駅北口・谷保駅・矢川駅周辺で

路 上 喫 煙 等 禁 止 区 域 を指定します
皆さまのご理解、ご協力をお願いします

「路上喫煙等禁止区域」
とは？

現在の市内における喫煙の規制状況は？

〇受動喫煙の防止や環境美化の促進のために、市が条例に基づ
き、不特定多数の人の往来がある道路などの公共の場所を、

〇平 成26年4月1日より、条例に基づき市内全域の屋外におけ
る公共の場所(道路、公園など)で、他人の迷惑となる喫煙や

〇禁止区域内の公共の場所では、指定喫煙場所を除いて、喫煙

〇同時に、国立駅南口に指定喫煙場所を設置したうえで、国立

ポイ捨てを行うことを禁止しています。

「路上喫煙等禁止区域」として指定しています。
することは一切禁止しています。

駅南口周辺を路上喫煙等禁止区域に指定しました。

今回の路上喫煙等禁止区域指定の経緯と今後
〇国立駅南口の禁止区域指定時には、国立駅北口、谷保駅、矢川駅周辺にお
いても喫煙場所と禁止区域の指定について検討しましたが、適切な喫煙場
所候補地を見出せず、継続検討することとしていました。

〇国や都では、望まない受動喫煙を防ぐために、多数の方が利用する施設内
の喫煙を制限する法令の整備をしています。
 市でも、国や都の動向や市に寄せられるご意見などを踏まえて、屋外の

公共の場所での受動喫煙防止等のために、路上喫煙等禁止区域の指定と喫
煙場所の設置を引き続き検討してきました。
〇検討の結果、喫煙場所の設置は難しいものの、必要最小限の範囲で禁止区

域を指定するべきとの結論に至り、市民の皆さまのご意見をいただきなが
ら以下の1〜3の範囲を禁止区域に指定することとしました。

〇禁止区域の指定にあたっては、周知や啓発を実施するとともに、指定後も
パトロールなどで違反者の指導・状況把握を行います。また、喫煙場所の

設置可否や禁止区域範囲の妥当性についても、引き続き検討していきます。

国や都の喫煙規制の概要
次のような施設では、敷地内や屋内での喫煙が制
限されます。
敷地内禁煙(第一種施設)

(一部の施設では、屋外喫煙所の設置は可能です)
対象施設
学校、病院、児童福祉施設、
行政機関の庁舎など
原則、屋内禁煙(第二種施設（※))
(喫煙室の設置は可能です)
※第一種施設以外の多数の方が利用する施設のこと
対象施設
飲食店、事務所、

ホテル、小売店など

7月1日㈬以降の路上喫煙等禁止区域の範囲
市内3駅周辺の下図の区域が路上喫煙等禁止区域となります。
・・・路上喫煙等禁止区域

・・・指定喫煙場所

るため、看板や右のような路
面シールを設置します。

-1-

,

◀路面シールの例。

路 上 喫 煙 等 禁 止 区 域 内 で は、
禁止区域であることを啓発す

2谷保駅周辺路上喫煙等禁止区域

国立駅周辺は、南口に指定喫

谷保駅

煙場所
（右写真）を設置してい
ます。喫煙は、指定喫煙場所
でお願いします。

1国立駅周辺路上喫煙等禁止区域

甲

州

街

道

3矢川駅周辺路上喫煙等禁止区域
矢
川
通

北口

り

国立駅
大

南口

学

北口

通

矢川駅

公民館

り

一橋大学

一橋大学

