
３月発行 問い合わせ先

生活環境課
ごみ・リサイクル係
TEL 042ー378ー2111

2 0 2 2 年
（令和４年）

「混ぜればごみ・分ければ資源」

ごみ・環境だより

　新型コロナウイルス感染症などの感染防止のため、市ホームページを参照の上、気を付けてごみを出していただくことは、　新型コロナウイルス感染症などの感染防止のため、市ホームページを参照の上、気を付けてごみを出していただくことは、
ご家族にとっても、ごみを収集・処理する作業員にとっても、ごみの円滑・安全な収集・処理を行う上で大切な行動です。ご家族にとっても、ごみを収集・処理する作業員にとっても、ごみの円滑・安全な収集・処理を行う上で大切な行動です。
　皆様のご協力を宜しくお願いいたします。　皆様のご協力を宜しくお願いいたします。

市からのお知らせ ペットボトルの新たなリサイクル事業が始まります！ペットボトルの新たなリサイクル事業が始まります！

ペットボトルの出し方（お願い）

〜令和２年度ごみ量とごみ処理経費〜
　令和２年度の市民１人１日当たりのごみ量（燃えるごみ＋燃えないごみ）は450ｇで、前年度と比べると約９g増加しました（図

１参照）。これは、コロナ禍で在宅時間が増え、家の整理などをする機会が増えたことが影響していると考えられます。
　また、令和２年度のごみ処理にかかった費用は、収集運搬や清掃工場でごみを焼却する経費など、合計約13億８百万円でした（平
成31年度比 約５千万円増）（図２参照）。
　このうち約７割は皆さんの税金が使われています。

　令和４年４月から、サントリーグループとのペットボトルの「ボトルtoボトル」リサイクル事業が始まります。
　皆さんのご家庭から出されるペットボトルが、再びペットボトルに生まれ変わることで、再利用率が約100%となり、ペットボトル
の「地産地消」やリサイクルの「見える化」を実現できます。プラスチック資源を継続してリサイクルする事は、海洋プラスチックご
みの削減に繋がるとともに、市民・行政・事業者が三位一体で「持続可能な循環型社会」の実現に取り組むことで、SDGsの推進にも
繋がります。
　ペットボトルからペットボトルを再生するには、「きれいなペットボトル」を集めることが不可欠です。きれいなペットボトルを回
収するため、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
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（図２）ごみ処理経費（約13.08億円）（図１）１人１日あたりごみ量（市収集の燃えるごみ＋燃えないごみ）

財源（約13.08億円）

一般財源（税金）一般財源（税金）
９億4,544万円９億4,544万円
72％72％

資源売却収入　1,352万円　１％
粗大ごみ処理手数料　5,030万円　４％ その他の収入

3,027万円　２％

許可業者の
収集運搬に
よる事業者の
ごみの手数料
１億2,903万円
10％

一般家庭からの一般家庭からの
ごみ処理手数料ごみ処理手数料
１億3,980万円１億3,980万円
11％11％

クリーンセンター多摩川でごみを砕いてクリーンセンター多摩川でごみを砕いて
小さくしたり、燃やす費用小さくしたり、燃やす費用
４億1,044万円　31%４億1,044万円　31%

その他経費（指定収集袋作成、販売
経費など）6,156万円　5％

クリーンセンター多摩川で
ごみを燃やして残った灰を
日の出町の東京たまエコセ
メント化施設でエコセメン
トにする費用
１億7,136万円　13％ ごみを集めてクリーンごみを集めてクリーン

センター多摩川へ運ぶ費用センター多摩川へ運ぶ費用
３億1,001万円　24％３億1,001万円　24％

資源となる古紙やペットボトルなどをリサイクル資源となる古紙やペットボトルなどをリサイクル
施設に運んで、つぶしたりする費用施設に運んで、つぶしたりする費用
３億5,499万円　27％３億5,499万円　27％

稲城市のごみを知ろう！稲城市のごみを知ろう！

洗　う洗　う キャップ・ラベルをはがすキャップ・ラベルをはがす
ペットボトルの「ボトルtoボトル」

水平リサイクル
ペットボトル
リサイクルの現状



ご利用ください！粗大ごみインターネット受付ご利用ください！粗大ごみインターネット受付
　粗大ごみについて、従来の電話受付に加え、インターネットでの受付も行っております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、いわゆるお家時間が増え、粗大ごみの受付が集中しております。電話受付の混
雑解消のため、積極的にインターネット受付をご利用ください。
　利用方法等詳細につきましては、市ＨＰをご覧ください。ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
（注意）
※申込や内容変更・取消・予約前日の通知等は、メールでお知らせします。
※メールnoreply@sodai-inagi.jpが受信できるようブロック解除などの設定をお願いします。
　なお、送信専用メールとなりますので、返信されても申込・内容変更・取消は出来ません。

持続可能持続可能なな循環型まちづくり循環型まちづくりをを推進推進するためのするための
４Ｒ＋４Ｒ＋１１（協働）（協働）のの取り組み取り組み

　高齢などにより、自身でごみ出しが困難な方を支援しているホー
ムヘルパーや親族の方へ、収集日以外にごみが出せる「ごみ出し支
援サポートシール」をお渡しします。
　希望する方は、生活環境課へ申請してください。
　シールは、ごみが散らからないように、ご自身で用意した蓋付収
納容器（ポリバケツ等）に貼って使用していただきます。

　「資源ごみ集団回収」とは、自治会や管理組合、こども会など地
域の団体が、自主的に古紙やアルミ缶などの資源物を集めて、市へ
登録した回収業者へ引き渡す活動のことで、現在、市内73団体が登
録しています（令和４年１月末現在）。
　集団回収は、「実施団体」「行政」「回収業者」の三者が協力する
ことで成り立っている循環型まちづくり推進のための実践的な協働
の取組みです。
　活動によって地域での交流の
機会が増えることや回収量に応
じて補助金が出るなど、実施団
体にもメリットがあります。
　興味のある方は、生活環境課
までお問い合わせください。

フードドライブの活用フードドライブの活用
　フードドライブとは、家庭や事業所で余っている食品を持ち寄り、
福祉団体や施設等へ寄附するボランティア活動のことです。
　稲城市でも食品ロス（食品が未使用のまま廃棄されることなど）
の削減や食品等の有効利用、生活困窮者支援を目的として、環境団
体や稲城市社会福祉協議会等の福祉団体、市とが協働して、「フー
ドドライブ」を実施しています。
　ご提供いただいた食品は、やのくち子ども食堂のフードバンクや
稲城市社会福祉協議会、市福祉部局等を通じて、支援が必要な方へ
お渡しします。

⃝缶詰（肉、魚、果物など）
⃝調味料（油、醤油など）
⃝インスタント・レトルト食品（冷凍・冷蔵食品除く）
⃝嗜好品（インスタントコーヒー、茶など）
⃝�乾物（米、乾麺、海藻など）
⃝�乳幼児食品（粉ミルク、ベビーフード、離乳食など）

※�未開封で賞味期限が概ね１ヶ月以上あり、包装や外装が破損していな
いものに限ります。

『高齢者等のごみ出し支援『高齢者等のごみ出し支援
サポートシール』サポートシール』

「資源ごみ集団回収」を「資源ごみ集団回収」を
ご存知ですか？ご存知ですか？

お渡ししますお渡しします

自治会、こども会等

市 市民

資源集団回収

回収活動

資源を出す補助金

PR

申請できる方
介護支援専門員（ケアマネージャー）・訪問介護員
（ホームヘルパー）又はそれに準ずる方。（対象とな
るかご相談ください。）

周辺住民の
方々へ

シールが貼付してある容器に入っているごみは、決
められた収集日以外にごみ出しが可能となります。
ご理解・ご協力をお願いします。

対象のごみ 燃えるごみ、燃えないごみ、古紙・古布、
有害物・金属物

持込場所

ご注意ください

お持ちいただきたい食品

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、時間等が変更になってい
る場合がありますので、必ず事前にお問い合わせください。

場　所 住　所 電　話
稲城市　生活環境課
土日祝日除く�8：30～17：00

東長沼2111
稲城市役所�３階

378-2111
（内）302・303・304

福祉センター
祝日除く�8：30～17：00

百村７
稲城市福祉センター 378-3800

ふれあいセンター
月、水、金
大丸は月、木、金
10：00～15：00

矢野口 矢野口1603
矢野口自治会館内 379-7730

大　丸 大丸1171
オーエンス健康プラザ内 370-2284

坂　浜 坂浜2996-２
稲城老人会館内 331-4501

平　尾 平尾３-１-３�平尾小学校内 331-5143

押　立 押立410-３�ジョイハウス
たまがわ集会室 378-4682

向陽台 向陽台３-２�向陽台小学校内 319-2410
長　峰 長峰２-１-１�長峰オアシス内 331-5555

エイトピア工房
土日祝日除く�8：30～17：00

平尾１-９-１
複合施設ふれんど平尾内 350-1891

アンテナショップ「ほのか」
火、土��10：30～12：45

向陽台６-７
城山文化センター敷地内 090-2550-4461


