
みんなで減らそう調布のごみ
　今年は、新型コロナウイルス感染症の影響により家にいる時間が増えたことで、ごみの量が増えています。
　ちょっとした工夫でできるごみの減らし方を紹介します。この機会に、ご自宅のごみの出し方を見直してみま
せんか。

　ごみを減らすといっても何
をすればいいのでしょう？
　今回は簡単にできるごみ減
量についてお伝えします。

　「食品ロス」とはまだ食べられる（食べられた）の
に捨てられている食べ物のことです。
　日本ではこの食品ロスが年間 612 万トン※ 1 にも上
ります。国民 1人あたりに換算すると、お茶碗約 1
杯分 ( 約 132 グラム ) の食べ物※２が毎日捨てられて
いる計算となります。
　また、食品ロス612万トンのうち、約半分の284万
トンは家庭から出たものです。もったいない「食品ロス」
を減らすための取り組みをぜひ実践してみましょう !
●買い物の前に食品の在庫を確認し必要なも
のだけを買う
●料理は食べられる量だけつくる
●残った食材は別の料理に活用する
●お腹が空いているときは買い物に行かない
●フードドライブを活用する※３

　調布市では、ごみ減量を目的とし
て、家庭用の生ごみ処理機などの購入
費に対して補助金を交付しています。

　容器包装プラスチックを出すとき
は、食べ物などの汚れは軽く洗い流す
か、拭き取ってから出しましょう。
　なお、食べ残しなどの内容物が残ら
ず、表面に油が膜状に残っている程度
でしたら「容器包装プラスチック」で
出せます。また、軽く乾かしてから出
していただくようお願いします。水は
残り水を有効利用しましょう。

　家庭から出る燃やせるごみには、多くの水分が含まれることをご存知でしょうか。燃やせるごみの約４割を占
める生ごみのうち、約 8割が水分です。
●生ごみを出す前に水切りを
　まずは生ごみを水にぬらさないことが重要です。水分の多いものなどは、水切りネッ
トなどを使用してギュッとひと絞りすると、燃やせるごみの減量と処理経費の軽減につ
ながります。
　また、市役所 2階ごみ対策課窓口にて、環境に優しいプラスチック（燃やしても有害
物質が発生せず、自然界の微生物により最終的には水と二酸化炭素に分解され、自然に
還るもの）を使用している水切りネットをお配りしておりますのでぜひお試しください。
●野菜や果物の皮などは天日干ししてダイエット
　野菜や果物の皮な
ど、天日干ししてか
ら捨てることで、ご
みの量を大幅に減ら
すだけでなく、臭い
も減らせます。

　燃やせるごみの中には、まだリサイクルできる古紙が含まれています。古紙
をしっかり分別して資源物に出すことで、リサイクルしましょう。

古紙の収集日は水曜日
　古紙の中でも、雑紙は燃やせるごみに捨ててしまいがちです。しっかり分け
てリサイクルへ回しましょう。

　シュレッダーごみはリサイク
ルすることができます。ビンと一
緒に回収するため、ビンの排出場
所にお出しください。
※ 1回につき 90リットルまで。大
量に排出するときは、複数回に分け
て出してください。

読み終わったザ・リサイクルや市報ちょうふを使って雑紙袋を作ってみましょう！
今回は用紙を２枚使った袋の作り方を紹介します。
必要なもの：広報紙大の大きさの用紙２枚、のり　※ 部分のりしろ

部分折り線
用紙 2枚の片方の 1辺にのりをつけ、
2㎝ほど重なるように 2枚をはりつけ
ます。両端を 2㎝ほど重なるように折
り返し、のりづけして筒状にします。

広げた底を写真のように八角形の形に
折り、 部分にのりをつけます。

⑤の折り線に沿って折り、写真のよう
にはりつけ、 部分にのりをつけます。

⑥の折り線に沿って折り、写真のよう
にはりつけます。

マチの部分を作るため、両端を 6㎝ほ
ど折ります。

折った部分を開き、写真のように内側
に折ります。

底の部分を作るため、下から 14㎝ほど
折り、写真のように袋状に広げます。

※雑紙とは、新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック以外のリサイクルできる紙類のことで、
菓子箱、はがき、封筒、メモ用紙、コピー用紙、チラシ、包装紙、紙袋などです。雑紙は、
紙袋に入れるか、チラシなどの間にはさんでください。

※ 1　農林水産省及び環境省「平成 29年度推計」
※ 2　総務省人口推計（平成 29年 10月 1日）
※ 3　家庭で余っている食品を持ち寄り福祉施設等に寄付

するボランティア活動です。調布市消費者団体連合
会と調布市社会福祉法人地域公益活動連絡会の協力
で年 4回調布市役所でも開催しています。

ごみを減らすためには？

ごみ減量アイデアをご紹介します
　市民のみなさんからいただいたごみ減量に関するアイデアをご紹介します。ご自
宅などでできることがありましたらぜひ実践してください！

●草刈りをしたものをそのままごみ袋に入れないで、日光に当ててから
袋に入れる事を心掛けております。大変少なくなります。
●レジ袋が有料になってから、今まで捨てていたお米やトイレットペー
パー等の入っていた、大きなビニール袋にプラごみを入れて捨ててい
ます。
●果物、野菜の皮など食用にしないものは、平ざるに古紙などを敷き、
日光に当てて減量しています。

●枯れ葉を集めて毎年腐葉土を作って利用しています。
●着なくなった服などを小さく切って汚れた所を拭いて捨てたり油汚れ
のお皿など拭いたりしてから洗います。
●生ごみ処理にコンポストを設置しましたら、ごみの出す量が極端に減
りました。皆様のご家庭でもコンポスト利用をおすすめ
いたします。
●野菜の皮（人参、大根等）も食べています。
●ムダな物は買いません。買った物は食べ尽くします。

市民のみなさんか
ら

いただきました！
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家庭や事業所から出るごみ
燃やせるごみ
34,560トン

粗大ごみ
1,845トン

古紙
9,114トン

牛乳パック
25トン

資源物集団回収
3,655トン

燃やせないごみ
3,377トン

ペットボトル
954トン

古布
1,218トン

ビン
1,776トン

有害ごみ
92トン

容器包装プラスチック
4,181トン

カン
593トン

使用済小型家電
3トン

集団回収奨励金 4,371万円

収集運搬にかかる経費13億9千万円
総ごみ量61,393トン（1人1日あたり708グラム）

可燃ごみ処理施設

資源物等処理施設

リサイクルセンターによる資源化 東京たま広域資源循環組合
（日の出町）でエコセメント化

集団回収による資源化

粗大ごみ再生品販売

クリーンセンターによる資源化

燃やせないごみ・資源物処理施設

総ごみ処理経費（清掃費）29億円
（1人あたり約 12,000 円）
人口 23万 6,880人（令和元年 10月 1日現在）

ふじみ衛生組合
クリーンプラザふじみ

調布市クリーンセンター

4,936トン 4,260トン

3,655トン 販売点数 
2,070点

販売量 
17トン

売却金額 
254万円

13,170トン
ビン、カン、古紙、古布、

牛乳パック、粗大鉄、希少金属等

売却金額　1億5百万円

ふじみ衛生組合
リサイクルセンター 中間処理費

2億8千万円

最終処分費
4億7千万円
総資源量

26,021トン

※総ごみ処理経費（清掃費）の 29億円の中には、管理経費など
約 7億 4千万円が含まれています。
※単位未満四捨五入のため数値が一致しない場合があります。

対象品 補助金額等 再申請期間

家庭用生ごみ
処理機※１ 購入価格の２分の１相当額とし、

１世帯２万円を限度
１世帯あたり１基※２

５年※３

家庭用たい肥
化容器

家庭用生ごみ
処理剤

購入価格の２分の１相当額とし、
１年度につき１世帯 5,000 円を限度

※１　ディスポーザ（生ごみを破砕・粉砕する部
位または機能）を有するものを除きます。

※２　たい肥化容器２基で１つの処理作業を行う
場合は、２基を補助対象とします。

※３　過去に当補助金の交付を受けている場合
は、補助金が交付された日の属する年度の
翌年度から５年以内は申請できません。

●団体等（自治会、事業所、集合住宅）で購入す
る場合や、申請等の詳細につきましては、減量
対策係（042-481-7812）までお問い合わせ
いただくか、市のホームページをご覧ください。
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広げれば雑紙袋の完成です！

食品ロスはもったいない！ 調理くず（生ごみ）の水切り・天日干しでごみ減量

生ごみ処理機等購入費補助制度

その紙リサイクルできませんか？ シュレッダーごみは
リサイクルできます

雑紙袋を作ってみよう！２枚組版

容器包装プラスチックは
洗って出しましょう

3日間
天日干しして
109ｇ

減量できました

ミニトマト約９個分の減量が可能です。ぜひお試しください。

157g 48g

特売

包装紙
紙袋
紙箱その他古紙

3.2%
燃やせるごみに
含まれる古紙

11.5%

その他雑がみ

5.9 %

2.4 %


