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平成24年度ごみ・資源物収集量平成24年度ごみ・資源物収集量

　乾電池が入った
ままのリモコンや
おもちゃが燃えな
いごみで出されて
いるケースや、蛍
光管を取り付けた
ままの照明器具が
粗大ごみで出され
ているケースがあ
り、ごみの収集・
処理に支障をきたしています。
　乾電池・蛍光管に含まれる水銀や鉛は有害物質です。
乾電池・蛍光管は必ず取り外して、「ごみ・リサイク
ルカレンダー」に記載された月1回の有害物（乾電池・
蛍光管・水銀体温計・スプレー缶・カセットボンベ・
ガスライター・刃物など）の日に出してください。乾
電池・蛍光管が燃えないごみに混在している場合や取
り外されていない場合は、警告シールを 貼付 し、収集

ちょうふ

は行いません。
　なお、乾電池は市役所・文化センターに設置された
専用の回収ボックスに出すこともできます。
　市民の皆様のご協力をよろしくお願いします。

　平成24年度の稲城市民1人1日当たりのごみ量（燃えるご
み＋燃えないごみ）は476gでした。年間にすると約174kg
となっています。
　多摩地域の1人1日当たりの平均ごみ量は439gでした。資
源の日に出せるものがないかもう1度チェックして、更なる
ごみ減量にご協力をお願いします。小さいごみ袋で出せるよ
うになれば袋代の節約にもなり、一石二鳥の効果を得ること
ができます。
　なお、稲城市では、燃えるごみ・燃えないごみ共に焼却
し、焼却熱を発電に活用し、余熱をオーエンス健康プラザや
市立病院の冷暖房等に利用する「サーマルリサイクル」を採
用しています。

①ごみを集めてクリーンセンター多摩川へ運ぶ費用 → 197,785千円
②クリーンセンター多摩川でごみを燃やし、砕いて小さくしたりする費
用 → 624,896千円
③クリーンセンター多摩川でごみを燃やして残った灰の一部を日の出町
の東京たまエコセメント化施設に運び、エコセメントにする費用

 → 99,227千円
④その他経費（指定収集袋作成、販売経費など） → 104,976千円
⑤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 → 276,915千円

平成24年度ごみ処理経費（合計約13億円平成24年度ごみ処理経費（合計約13億円））

＜財源の内訳＞
①一般家庭からのごみ処理手数料 → 125,246千円
②許可業者の収集運搬による事業者のごみの手数料 → 107,220千円
③粗大ごみ処理手数料 → 24,509千円
④資源売却収入 → 24,442千円　
⑤その他の収入 → 24,363千円
⑥一般財源 → 998,019千円

財源の内訳（収入など）

①9.6％ ①9.6％ 

②8.2％ ④1.9％ 

⑤1.9％ 

⑥76.5％ 

③1.9％ 
①15.2％ ①15.2％ ②47.9％ ⑤21.2％ 

③7.6％ ④8.1％ 

乾電池・蛍光管は乾電池・蛍光管は
有害物の日に出してくださ有害物の日に出してください！い！ 　11月10日の「平尾まつり」及び11月16日の「稲城くら

しフェスタ」において、小型電子機器のイベント回収を行
いました。
　収集品目は、拠点回収と同様の携帯電話やゲーム機等9

品目で、2日間で持ち込まれ
たものは、携帯電話や音楽プ
レーヤーなど合計32.5kgと
なりました。
　今回の機会で出すことができなかった物は、12月16日
（月）から市内公共施設等で開始する小型電子機器の拠点回
収（ボックス回収）をご利用になり、レアメタルをはじめ
とする貴重な資源のリサイクルにご協力をお願いします。
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▲電球型蛍光灯も有害物の日に出し
てください
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1人1日あたりごみ量（市収集燃えるごみ＋燃えないごみ）

平成24年度市収集ごみ・資源物年間収集量
年間収集量分別
13,612ｔ燃えるごみ　
1,309ｔ燃えないごみ
332ｔ粗大ごみ　　

3,377ｔ資源物（※）

18,630ｔ合　　計
※古紙、古布、びん、缶、ペットボトルなど

○C K.Okawara・Jet Inoue

回収品目一覧

ゲーム機デジタルカメラ
ビデオカメラ

携帯電話・ＰＨＳ

ＩＣレコーダ外付け記憶装置
（ＨＤＤなど）

携帯音楽プレーヤ

コード・ケーブル・
アダプタ類

ポータブル
カーナビ

電子辞書

▲平尾まつりでの回収風景

▲稲城くらしフェスタで回収
した小型電子機器

○C K.Okawara・
　Jet Inoue

稲城
なしのすけ
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　「古くなったテレビを処分
するには、どうすればいいの
だろう？」「私が捨てたごみ
は、どのようにリサイクルさ
れていくのだろう？」
　皆様、このようなお悩みは
ありませんか？
　市では、環境課職員がお伺
いし、皆様からの質問にお答
えする「ごみ減量説明会」を
開催しています。
　事前に知りたい内容をお伝えいただければ、各ご家庭でのごみの分
別に関するお悩みはもちろん、自分の住んでいる地域のごみの特徴や、
ごみ処理の流れ、昨今の廃棄物事情まで、皆様のご希望に沿った内容
をご説明させていただきます。
　自治会や管理組合はもちろん、8人程度の小規模な団体やグループ
からもお申し込みいただけますので、お気軽にお問い合わせください。

　皆様のごみが、どのような流
れで処理されていくのか、ご存
じですか？
　ごみ処理の流れや仕組みを実
際に見学し、ごみ減量とリサイ
クルの重要性を実感していただ
くため、市では、ごみの中間処
理施設である「クリーンセンタ
ー多摩川」と日の出町にある最
終処分場の見学会を毎年、7月
に開催しています。
　見学会では、回収されたごみを燃やしたり、砕いたりする「クリーンセ
ンター多摩川」と、ごみを燃やした残りかすである焼却灰からセメントを
作ることができる、日の出町の「エコセメント化施設」を回ります。
　毎年6月頃の広報いなぎで参加者を募集していますので、参加希望の方
は広報いなぎをご覧のうえ、環境課までご連絡ください。

　市では発泡スチロール及び発泡トレイのリサイク
ルのため、市役所他公共施設での拠点回収を行って
います。
　大きな発泡スチロールはそのまま出されますと、
ボックスがすぐに満杯になってしまいますので細か
く割って出してください。なお、細かく割る際には、
水で濡らしてから行うと、静電気による張り付き等
が少なくなります。
　また、スーパーなどの小売店で店頭回収を行って
いるところもありますので、併せてご利用ください。
　ご協力をよろしくお願いします。

発泡スチロール・トレイ回収ボックスの主な設置箇所

　不要になったものを捨てずに
再利用する「リユース」の精神
を育むため、壊れてしまったお
もちゃを修理して再び遊べるよ

うにする「お
もちゃの病院事業」を毎年2回（8
月・12月）開院しています。
　皆様のご家庭に修理すればまた
遊べるおもちゃがありましたら、
ぜひご利用ください。

小売店
設置施設地区

フジ矢野口駅店
矢野口 いなげや稲城矢野口店

スーパー三和アメリア稲城ランド通り店
ダイエーグルメシティ稲城店東長沼
生活協同組合コープみらい平尾店

平尾
スーパーヤマザキ平尾店
スーパー三和稲城店向陽台
ヤオコーフレスポ若葉台店

若葉台 スーパー三和若葉台店
生活協同組合コープみらい若葉台店

▲ごみ減量説明会の風景

発泡スチロール・トレイを回収しています発泡スチロール・トレイを回収しています

▲市役所に設置されている回収ボックス

▲修理されたおもちゃ

助助成成ししてていいまますす
生生ごごみみ処処理理容容器器購購入入費費

　燃えるごみのうち約4割を占めている生ごみ。
　市では、生ごみの排出量削減のため、生ごみの量を減ら
す「生ごみ処理容器」の購入費を助成しています。
　 堆  肥 化する容器「コンポスター」や、生ごみを酵素の力

たい ひ

で消滅させる容器「くうたくん」はもちろん、通販等で購
入した製品や電動生ごみ処理機も、機種・販売店を問わ
ず、購入金額の2分の1以内の額（上限額有）を助成して
います。
　申請は購入前に行っていただく必要がありますので、購
入をご検討されている方は事前に環境課までご連絡くださ
い。

随時受付しています随時受付しています　ごみ減量説明会ごみ減量説明会 開開催催ししてていいまますす

夏夏休休みみ親親子子ででごごみみ処処理理施施設設見見学学会会

実実施施ししてていいまますす
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▲ごみ処理施設見学会の様子

助成上限額（1基あたり）長所特徴種別

容量190リットル未満
＝3,000円

容量190リットル以上
＝6,000円

電動式と比べ、
安価で購入でき
ます。

お庭・畑があるご家庭向き
です。枯葉や腐葉土と生ご
みを混ぜることで、微生物
が生ごみを分解し、堆肥に
なります。

生
ご
み
堆
肥
化
容
器

（
コ
ン
ポ
ス
タ
ーな

ど
）

共同住宅向きです。消化酵
素入りの基材と生ごみを混
ぜることで、生ごみが分解
され、消滅します。

生
ご
み
減
容
器

（
く
う
た
く
んな

ど
）

10,000円

かき回す手間が
無く、どなたで
も簡単に使用で
きます。

屋内使用にお勧めです。ス
イッチひとつでごみを処理
してくれます。

電
動
生
ご
み

処
理
機

助成額表

ごみなしくん○C K.Okawara・Jet Inoue

稲城
なしのすけ

詳しく知りたい時は、環境課
まで問い合わせてね。

ここでは、市が行っているごみ減量の
取り組みについて紹介するよ!!

公共施設
設置施設地区

第二文化センター（※）矢野口
市役所

東長沼
中央文化センター
第四文化センター
環境学習センター
平尾出張所

平尾
第三文化センター
城山文化センター向陽台
総合体育館長峰
若葉台出張所若葉台

※第二文化センターの回収ボックスは、現在行っている改修工事終了後までご利用になれません。


