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昭島市では今年度から「プラスチック－
マイナス

1
いち

運動」を推進しています。これは、買い物の時、飲食店
でなど、あらゆる場面でプラスチックを1つ減らす取組です。生活の中で「プラスチック－

マイナス

1
いち

」を意識
して、必要性の低いプラスチックはもらわないなど、個人ではたった1つの削減であっても、市全体
で取り組んで大きな削減をめざしましょう。

市民及び事業者の皆さんには、ごみの減量化につい
てご理解とご協力をいただきありがとうございます。

令和元年度のごみ量は右表のとおりです。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染防止のた
め外出を自粛していることから、家庭ごみが増加傾向
にあります。

引き続き、ごみの減量化へのご協力をよろしくお願
いします。

令和元年度
昭島市のごみ量を
お知らせします

（単位：トン）
令和元年度 対前年度比 平成 30 年度

家庭ごみ
（収集量）

可燃物 15,814.3 31.7 15,782.6 
不燃物 1,234.2 ▲ 69.7 1,303.9 
プラスチック 1,828.9 81.8 1,747.1 
資源物 1,610.2 ▲ 2.1 1,612.3 
古紙 2,892.2 1.0 2,891.2 
有害物 36.0 2.7 33.3 
粗大 297.7 12.5 285.2 
古着・古布 47.2 31.4 15.8 
廃小型電子機器 0.6 ▲ 0.2 0.8 
白色トレー 0.3 ▲ 0.1 0.4 
小計 23,761.6 89.0 23,672.6 

家庭ごみ
1 人 1 日当たり排出量（ｇ） 572.8 0.3 572.5 

事業系ごみ
（持込量）

可燃物 5,299.9 50.9 5,249.0 
不燃物 56.9 ▲ 1.1 58.0 
プラスチック 7.7 2.5 5.2 
資源物 0.8 0.1 0.7 
古紙 61.9 5.3 56.6 
有害物 8.2 ▲ 0.7 8.9 
粗大 927.2 140.0 787.2 
古着・古布 10.4 ▲ 21.1 31.5 
小計 6,373.0 175.9 6,197.1 

合計（総ごみ量） 30,134.6 264.9 29,869.7 

レンジでの加熱や冷凍保存にも使えます。
洗うのはちょっと手間ですが、1回使って捨
ててしまうラップの使用量を減らすことができ
ます。

使ってみて良かった点
・洗って繰り返し使える
・ラップの使用量が減る
・器に密着してこぼれにくい

これでプラスチックー
マイナス

1
いち

!
～シリコンラップ～

例えばおでかけの時は

マイバッグ・
マイボトル
を持って出る

レジ袋・
ペットボトル
を削減
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例えば家庭では

食品は
ふた付き容器
に保存する

ラップを
削減

-1

プラスチックー
マイナス

１
い ち

運動昭島発！



ごみの捨て方についてのお願い
★新型コロナウイルス等感染症対策のための捨て方

感染予防のため、ご家庭からごみを出すときは収集作業員が直接ごみに触れることがないよう以下の点に気を
つけていただくほか、普段からごみの減量をこころがけ、分別の徹底をお願いします。また、マスクなどごみの
ポイ捨ては絶対にやめましょう。

★リチウムイオン電池などの充電式電池の捨て方
昭島市から排出されたプラスチックにリチウムイオン電池が混入していたことにより、民間のリサイクル処

理施設において 発火事故が発生 しました。作業の安全性および火災事故防止のためにも、分別の徹底を
お願いします。

①ごみ袋はしっかり
　縛

し ば

って封をしましょう

ごみが散乱せず、運びや
すくなります。

③生ごみは水切りを
　しましょう

ごみの量を減らすことが
できます。

リ チ ウ ム イ オ ン 電
池 と は、 デ ジ タ ル カ
メラや携帯電話など
に使用されている充
電式電池です。

強 い 衝 撃 が 加 わ る
と発火する可能性が
あります。

このようなマークが
記載されています

発火した
リチウムイオン電池

電池が取り外せる場合 電池が取り外せない場合
電子機器から取り外し、下記の方法で絶縁して

から「有害ごみ」で市の収集に出すか、家電販
売店などのリサイクル協力店にお持ちください。

充電式電池が内蔵されていて取り外せない場
合は「不燃ごみ」で出してください。

充電式電池が内蔵されている製品の例

このような製品にも充電式電池が内蔵されています。
プラスチックで出さないでください！

加熱式たばこ 電動歯ブラシ シェーバー ハンディクリーナー

電極部分がすべて隠れるようにビニールテープ等を
貼りつけてください。

新型コロナウイルスなどの感染症に感
染した方やその疑いのある方がご家庭に
いらっしゃる場合のごみの捨て方につい
ては、環境省ホームページに掲載されて
います。

②ごみ袋の空気を
　抜いて出しましょう

収集車での破裂を防止で
きます。



フードドライブにご協力ください

生ごみ処理機を使ってごみ減量

ご家庭で余っている食品を回収し、市内の子ども食堂などに提供し有効利用してもらいます。回収場所
は環境コミュニケーションセンターのほか、市役所本庁でも回収を始めました。

回収場所（年末年始を除く）
　①環境コミュニケーションセンター（美堀町 3 － 8 － 1）
　　午前 8 時 30 分～午後 10 時
　②市役所 2 階　環境課（田中町 1 － 17 － 1）
　　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土曜・日曜日、祝日を除く）

回収できるもの
　缶詰、インスタント食品、レトルト食品、調味料などの食品で
　未開封かつ賞味期限が 1 か月以上先のもの

日本ではまだ食べられるのに捨てられてしまう「食品ロス」が
年間で612万トン（平成29年度推計値）発生していて、その約半
分は家庭から発生したものです。

新型コロナウイルス感染防止のため外出を控えて、家庭で調理をする機会が増え、それに伴って生ごみ
の量が増えていませんか。市では、生ごみを自宅で処理できるコンポストや電動生ごみ処理機の購入費を
下の表のとおり補助しています。

生ごみを自宅で処理することで、可燃ごみの量が減り、ごみ出しが楽になります。また、ごみ袋を動物に
荒らされることもなくなります。環境コミュニケーションセンターに対象物を展示していますので、購入
前に大きさなどを確認することができます。

令和元年度回収量

446点　196㎏
ご協力ありがとうございました。

電動生ごみ処理機
コンポスト

ダンボールコンポスト
150 Ｌ 100 Ｌ

補助額 購入金額（税抜）の 2/3
30,000 円を限度

6,400 円
（税込価格9,600円）

5,000 円
（税込価格7,500円）

3,000 円
（税抜価格 4,018 円）

世帯あたり
補助基数 1 基 ２基 ２基

対象物

補助を
受けることが

できる方

□市内に住所がある個人で、自宅に設置し継続的に使用できる方
□市の指定する店舗で購入する方
□市税及び国民健康保険税を滞納していない方

申込方法 購入する前にごみ対策課まではがき、電話、ファックスでお申込みください。（住所等は1ページ参照）

前回補助を受けてから5年経過して
いれば再度補助が受けられます

市役所本庁でも回収を始めました！



市では平成23年度からごみとして収集した小型の家具などを修理・清掃し無料で提供しています。これまで毎月第
２日曜日に環境コミュニケーションセンターで開催していましたが、３密（密閉・密集・密接）を回避するために、９月か
ら開催方法を次のとおり変更します。

◇対象
市内在住の小学生以上の方または市内在勤の方で、転売等の営利を目的としない方
18歳未満の方は保護者同伴で申し込みできます。

◇申し込み期間
毎月1日から7日（１月１日〜３日を除く）の午前8時30分から午後10時まで

◇申し込み場所
環境コミュニケーションセンター内ごみ対策課カウンター

◇方法
運転免許証などで住所等を確認し、1人につき1
枚「申込券」をお渡しします。
「申込券」に希望する品物の番号及び氏名・住
所・電話番号を記入して職員に提出してください。
「申込券」と引き換えに「引換券」をお渡ししま
す。「引換券」は、希望する品物をお渡しする際
に必要となりますので、紛失しないようにお持ち
ください。

◇抽選
毎月8日（土曜・日曜日、祝日の場合はその直後
の平日）の午前11時から環境コミュニケーショ
ンセンタープラザ棟1階再生粗大ごみ展示室に
て行います。
抽選は公開にて行いますが、立ち会わなくて構
いません。

◇抽選結果
当選者にはがきで通知

◇当選した品物の引き取り
通知日から1週間以内に「引換券」と抽選結果のはがきを環境コ
ミュニケーションセンターへお持ちください。
期間内に引き取りがない場合は当選無効となります。

◇注意
1人1点のみ申し込みできます。
1回の抽選会で1人から複数の申し込みがあった場合はすべて無効
となります。
同一の品物に対して同一世帯から複数申し込みがあった場合はすべ
て無効となります。
来場者のみ申し込みできます。代理の申し込みはできません。

９月からリサイクル品無料提供が変わります

所 在 地：美堀町３－８－１
開館時間：午前８時３０分〜午後１０時
お 休 み：12月２９日〜１月３日

iOS 端末 Android 端末

スマートフォンなどで、手軽にごみの分別方法や収集日を確認で
きます。収集日のお知らせなど便利な機能が満載です。
※アプリの利用は無料ですが、通信費は利用者負担となります。

ごみ分別アプリ配信中！

昭島市ごみ分別アプリ 検 索

開催場所


