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▲府中市のごみのマスコット
　リサちゃん

５号

ごみ有料化・戸別収集の成果
前年対比で23％減

ごみ量
の推移

　平成22年4月から1１月までに府中市で排出されたごみの量（燃やすごみ、燃やさな
いごみ、容器包装プラスチック、粗大ごみ、危険ごみ、有害ごみ）は、25,644トンです。
平成21年4月から1１月までのごみの量と比較すると、7,559トン、23％の減量と
なりました。この結果は、市民のみなさまのごみ減量・リサイクルへの高い意識とご協
力のおかげです。今後も、府中市はリサイクル日本一を目指してさまざまな施策に取り
組んでまいります。

　2月21日（月）から3月15日（火）にかけて、平成23年度版
ごみ・資源の出し方カレンダーを全戸配布します。今回、分
別辞書は配布しませんので、今
お使いの辞書と合わせて来年
度のごみ・資源を出す際にご活
用ください。

ごみ・資源の出し方カレンダーを
全戸配布します

①生活保護受給世帯、②児童扶養手当受給世帯、③特別児
童扶養手当受給世帯、④身体障害者手帳1～2級をお持ちの
方がいる市民税非課税世帯、⑤精神障害者保健福祉手帳1
～2級をお持ちの方がいる市民税非課税世帯⑥東京都愛の
手帳1～2度をお持ちの方がいる市民税非課税世帯、⑦中国
残留邦人等に対する支援給付を受けている世帯

※対象者④から⑥の方で、平成22年1月2日以降に府中市に転
入した方は、世帯全員の平成22年度市民税非課税証明書を
添えて申請してください。
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燃やすごみ 燃やさないごみ 粗大ごみ
※燃やさないごみには容器包装プラスチック、危険ごみを含む
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有料ごみ袋のサイズが増えました

市指定の家庭ごみ有料袋の減免制度について

対　　象

交付枚数

申 込 み

問合せ ごみ減量推進課管理係 042（335）4400

市では、次のとおり減免制度として、一定枚数の市指定の家庭ごみ有料袋を交付します。

有料ごみ袋のサイズが増えました

市指定の家庭ごみ有料袋の減免制度について

種　類 容　量 料金（10枚入り）
燃やさないごみ

容器包装プラスチック

5リットル
5リットル
１０リットル

100円
50円
100円

(一年分）燃やすごみ110枚、燃やさないごみ30枚、容器包
装プラスチック60枚
※世帯員数により、交付する袋のサイズが異なります。

1月17日（月）から31日（月）、午前9時から午後5時（土・日曜
日を含む）に、受給証明書または受給手帳、印鑑（代理申請の場
合は代理申請者の印鑑及び代理申請者の身分を証明できるも
の）を持って、市役所北庁舎3階ロビーへお越しください。

　平成22年12月より、燃やさないごみの5リットル（SSサイズ）
と容器包装プラスチックの5リットル、10リットル（Sサイズ）の取
扱いが開始となりましたので、ぜひご活用ください。

そ の 他

○上記申込み期間以降は、市役所５階ごみ減量推進課でご申請くだ
さい。申請時点で算定した枚数の市指定の有料袋を交付します。
○有料袋を入れるマイバッグ等を持参してください。

日の出町のみなさん
　　ありがとうございます

　多摩地域25市1町から出されるごみは、それぞれの
自治体が運営する清掃工場で焼却・破砕処理が行わ
れます。そして、その最終処分は日の出町にある二ツ塚
最終処分場で行われています。燃やすごみの焼却灰は
エコセメントにリサイクルされて、燃やさないごみは埋
め立てられます。府中市の焼却灰もここでリサイクルさ
れています（府中市の燃やさないごみは、埋め立て処分
をしていません）。

有害ごみ・危険ごみについて
　このたび、多摩川衛生組合のごみ焼却場（稲城市・狛江市・府
中市・国立市で構成）にて、稲城市及び狛江市の蛍光管や乾電
池の一部を焼却処理したことが発覚しました。府中市では、多摩川
衛生組合にそれらを一切搬入せず、適正な処理を行っています。
　12月10日にごみ収集車の火災事故が発生しました。原因は、
燃やさないごみに混入していたスプレー缶です。
　有害ごみ・危険ごみの出し方について市民のみなさまに再度ご
確認をお願いします。

蛍光管、乾電池、水銀体温計など水銀を含むものは
有害ごみの日に出してください

スプレー缶、ライターなどガスが含まれるものは
危険ごみの日に出してください

　市では、生ごみを減量するため、生ごみ処理
機器の購入費補助を行っています。補助金
額は、購入費の2分の1（上限は5万円まで）
です。詳しい申請方法は、市のホームページ
をご覧いただくか、ごみ減量推進課リサイクル
係（335・4437）までお問い合わせください。

多摩400万人のごみの最終処分を支えてくれる
日の出町のみなさんにあらためて感謝申しあげます。

追加される種類



混ぜた液を発砲スチロー
ル箱に流し込みます

生ごみの減量効果実験

みんながおうちでどんなことをしているのか紹介するよ！

みんなが取組んでいること
　家庭から出される生ごみを減量していくことは、とても
大切な事です。代表的な方法は、①水切りをする、②食べ
残し・食材の使い残しをしない、③野菜の皮や葉を食材と
して使用するという方法があります。食材を水でぬらさな
いように調理することも方法のひとつです。

　今回は、たまねぎ、にんじん、みかんの皮を①水でぬら
さない場合、②水でぬらした場合、③水でぬらした皮を絞
った場合、それぞれを一日乾燥させた場合でどんな違い
があるか実験しました。

生ごみの減量効果実験みんなが取組んでいること

おうちでできるごみ減量・リサイクル 

ユニークな取組みユニークな取組み

みんながおうちでどんなことをしているのか紹介するよ！

マイバッグ・マイはし・
マイボトルを持ち歩く

お買い物のとき、
過剰包装は断る

まだ使えるものは、
必要なひとに譲る

重　さ 一日乾燥後の重さ

①水でぬらさない場合

②水でぬらした場合

③水でぬらした皮を
　絞った場合

110g

140g

130g

80g

110g

100g

実験の結果、水でぬらさないようにするとぬらした場合と比較して21％、

ぬらした皮を絞ると7％の減量効果があることが分かりました。

また、一日乾燥させると平均で24％の減量効果があります。

調理時のひと工夫でも簡単にごみの減量ができます。

大きく「あげます」と書いた紙を貼っ
た段ボールに、家庭で不用になった
子どものおもちゃ、本、服、雑貨、ベ
ビーチェアなどを入れて庭先に置き
ました。日中は子どもが、夜暗くなる
と大人が必要なものを持っていき、
一週間で段ボール４箱が空になりま
した。家でできるとても簡単なリサイ
クルでした。
ペンネーム ガレージセールさん

コーヒーの粉、紅茶の葉、茶がらはそのまま捨てず、
いったん新聞紙を敷いたざるに入れて水分をとり
ます。茶がらは、半日ほどで適度に水分が抜ける
ので、日本間のたたみにまいて掃除をしています。
十分に乾いた粉などは、ストッキングに入れたりヨ
ーグルトの空容器に入れたりして、トイレや下駄
箱用の脱臭剤として利用しています。また、コーヒ
ーの粉で靴を磨くと、コーヒーに含まれる油分の
おかげで靴はぴかぴかになるので、一石二鳥の脱
臭剤です（靴を磨く場合は、ストッキングが破れな
いように注意してください）。

ペンネーム あんみつ姫さん

自分がどのくらいごみを出しているの
か計量しています。ごみ袋の容量、何
袋出したかをごみ出しカレンダーにメ
モをして、どんなごみが多いのかを自
覚し、自分の家では何ごみが減らせる
のかを考えています。

ペンネーム まうまうさん

破損したビニール傘から犬用のレインコートを作っています。
　【方　法】
　①傘からほねを取り、ビニールだけにする
　②ビニールの中心部分を直径10センチの円形に切取
　　り、穴が開いた状態のものを伸ばす
　③八角形のうち二角を切り落とし、犬の頭部としっぽ
　　部分にあわせて長さを調整して切断する
　④切落とした残りのビニールで円形の穴を埋めて、接着
　　剤でふさぐ
　⑤開口部の前後２か所にそれぞれマジックテープをつけ、
　　犬の胴回り下でとめて、輪郭にビニールテープを貼る
これで立派なレインコートのできあがりです。

四谷在住　茂田 嘉彦さん

生ごみを乾燥させて、肥料として庭に埋めています。
大きさにもよりますが、1週間くらいで乾き、量も半分
くらいになります（夏場は虫がわいてしまうので、11月
から３月頃まで行っています）。
　【方　法】
　①台所の三角コーナーにあみ袋をかけて生ごみ
　　をいれる
　②生ごみがたまったら、あみ袋の口にひもを通す
　③雨のかからない軒下に順次吊り下げる
　④乾燥したものを土に埋める

押立町在住　松本　富美子さん

▲実験で使用した生ごみです

▲生ごみを乾燥させています

1 2 3

日新町東自治会では、廃油からせっけんを作ったり、壊れた傘からマイバッグを作ったりと様々なリサイクル活動に取組んでいます。作
成したものは、地域のイベントなどで配布しているので、地域のみなさんにも喜ばれています。

地域での取組み

水850ccに苛性ソーダ
450gを入れ混ぜます

「1」に廃油3リットルを
入れ、40分間混ぜます

▲よくかき混ぜます
20日間室内に置いておき
ます

使いやすい大きさに切り、1か
月乾燥させるとできあがりです
くつを洗うと、汚れがよく取れ
ます
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地域での取組み
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