
　日野市のごみ量などを報告します。
　日野市のごみ・資源物は市民の皆さまのご協力によ
り減少傾向です。1人1日当たりのごみ排出量（ごみと
資源物の合計）は627ｇで、多摩地区30市町村中、第5位
の少なさとなりました（昨年は第4位）。

　人口が増える中でも、総ごみ量は市民の皆さまのご
協力で減らすことができましたが、ペットボトルやト
レーなどの回収量は増加傾向が続いています。引き続
き、容器包装お返し大作戦などの取り組みによるごみ
減量へのご協力をお願いします。
 問ごみゼロ推進課(☎581-0444）

平成29年度のごみ量を報告
みんなでごみゼロ社会を目指そう!!

1人1日当たりの排出量は627g　平成28年度に比べ9g減りました

分ければ資源・混ぜればごみ！　分別を徹底し、ごみを減らそう

容器包装　断る・返すでごみ減量！　容器包装お返し大作戦にご協力を

　市民1人1日当たりの排出量は627ｇで、平成12年度のごみ
改革後、最少の排出量です。日野市では、人口が増える中
でも総ごみ量が減っており、こ
れは市民の皆さまにごみ減量や
分別についてご協力いただいて
いる結果です。しかし、第3次
ごみゼロプランの中間目標とし
て掲げた平成33年度の排出量
590ｇまで、あと37ｇ減らさな
ければなりません。市民の皆さ
まには、引き続きごみ減量にご
協力をお願いします。

　右の円グラフは、収集車の中から無作為にごみを
抽出し、そのごみの種類と割合を調査した組成分析
結果です。
　可燃ごみの中には、紙類（32.4％）や布類（2.7％）な
どがあり、また不燃ごみの中にも、資源化できる金
属類（6.4％）、紙類（1.8％）などが含まれていました。
　適切に分別・資源化すれば可燃ごみや不燃ごみの
量を大幅に削減することができます。
　ごみを減らし、資源化を進めるためにも、分別の
徹底にご協力をお願いします。
　なお、可燃ごみの中には、21.1％のプラスチック
類が含まれていました。平成32年1月からプラスチッ
ク類ごみの分別収集が始まる際には、汚れを落とし、
資源として分別するようご協力をお願いします。プ
ラスチック類ごみの分別方法などについては、今後
も広報ひのなどで丁寧にお知らせしていきます。

　容器包装お返し大作戦とは、ペットボトルやト
レー、牛乳パックなどの容器包装削減のため、
買ったお店の回収ボックスに資源物を返す取り
組みです。生産者や販売者に回収・リサイクル・
処分まで責任を
持ってもらうこと
で、「ごみにならな
い商品の生産・販
売」を働きかけ、容
器包装によるごみ
を減らす目的があ
ります。

▼ご協力ありがとうございました
　平成29年度　容器包装お返し大作戦の結果（推計）　
　市民の皆さまのご協力により、平成29年度の容器包装お返し大作戦
の結果は、次の通りとなりました（下表参照）。
　市としては、容器包装によるごみを減らすためにも、スーパーの店
頭回収量が行政回収量を上回ることを目標としています。引き続き容
器包装お返し大作戦にご協力をお願いします。
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　年末年始は、ごみ収集や資源物の回収の間隔が通常よ
り空きます（下表参照）。「ごみ・資源分別カレンダー」を
よく確認し、計画的にお出しください。
　なお、クリーンセンターへの直接搬入は12月28日㈮ま
でです。
　また、ペットボトルやトレーなどの資源物は買ったお
店の回収ボックスへ、新聞は販売店の回収などに出して
ください。自治会や子供会などが行っている集団回収も
利用しましょう。　　 問ごみゼロ推進課(☎581-0444）
▶平成31年版「ごみ・資源分別カレンダー」
　平成31年版「ごみ・資源分別カレンダー」を配布しました。
届いていない場合や、2世帯以上の住宅で2部以上必要な
場合は、市役所1階ごみ相談窓口・市民相談窓口、七生
支所、豊田駅連絡所、地域協働課（生活・保健センター内）、
クリーンセンターでお受け取りください。ごみ出しの際
は、「ごみ・資源分別カレンダー」をご覧いただき、排出

日をご確認ください。
▶粗大ごみの収集受付～早めにお申し込みを
　収集は、効率を高めるために地区ごとに曜日を決めて
います。収集までに10日程度かかることもありますので、
早めに㈱日野環境保全(☎581‒4331)へお申し込みくだ
さい。年末は12月28日㈮まで、年始は1月4日㈮から。
▶し尿くみ取りの申し込み
　年末は12月28日㈮まで、年始は1月4日㈮から。

問日野環境保全(☎583-3347)
▶浄化槽清掃の申し込み
　年末は12月28日㈮まで、年始は1月4日㈮から。

問日野衛生公社(☎581-3177)
▶リサイクル事務所の年末・年始営業について
　年末は12月28日㈮まで、年始は1月4日㈮から。

問同事務所(☎581‒5960)

年末年始のごみ収集・資源物回収にご協力ください
　 1002863ID

収集地区 12月 1月
28日㈮ 29日㈯・30日㈰ 31日㈪ 1日㈷～ 3日㈭ 4日㈮

多摩平 収集・回収は
ありません

収集・回収は
ありません

可燃

収集・回収は
ありません

収集・回収は
ありません日野台・大坂上・新町・栄町 可燃

豊田・東豊田・川辺堀之内・神明 不燃 可燃 不燃

日野本町・日野 不燃・びん 可燃 不燃・びん

上田・宮・万願寺・石田・新井 収集・回収は
ありません 可燃 収集・回収は

ありません
落川・三沢・高幡 可燃・かん

収集・回収は
ありません

可燃・かん

南平 可燃・かん 可燃・かん

百草・程久保 可燃・かん 可燃・かん

平山・西平山 可燃・かん 可燃・かん

東平山・旭が丘・富士町 可燃・かん 可燃・かん

●年末年始のごみ収集・資源物回収スケジュール

　市内の郵便局と連携し、ご家庭で
不要となっている古いはがきや年賀
状を回収して資源化（リサイクル）を
行います。
　はがきに記載された個人情報を守
り、適切に資源化します。可燃ごみ
減量と資源化促進のため、皆さまの
ご協力をお願いします。

　持込日時以外の持ち込みはおやめ
ください。
 問 ごみゼロ推進課（☎581-0444）

回収期間 1月15日㈫～2月15日㈮
回収場所 市内全郵便局※回収BOX
を設置
回収できるもの はがき、年賀状など
で紙製のもの※インクジェット紙可
問 ごみゼロ推進課（☎581-0444）

はがきのリサイクルを行います
無料でお引き取りしています
剪定枝の拠点収集（平成31年1月）
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日程 持込時間  9：00～11：00 持込時間  13：00～15：30
10日㈭ 四ツ谷下東公園 カワセミハウス
11日㈮ 御嶽上公園 高幡不動駅北第四駐輪場入口
16日㈬ 旭が丘中央公園※ リサイクル事務所
17日㈭ てっぺん山公園 平山台健康・市民支援センター
22日㈫ 日野中央公園※ ハケ下公園
23日㈬ 駒形公園 （旧）鳥と緑の日野センター
24日㈭ 落川公園※ 日野台公園
28日㈪ 新坂下公園 日野中央公園
29日㈫ 通称　たぬき公園 沢田公園
30日㈬ さいかちぜき公園 まつばやし地区広場
※は6:00から受付

単位：㎏
市内スーパー店頭回収量（※） 行政回収量

ペットボトル 146,203 363,070
トレー 103,855 157,890
※市内スーパー 14店舗の推計値

レジ袋を1枚断るだけでも
約8グラム削減できます

可燃ごみの組成分析結果 不燃ごみの組成分析結果

プラスチック類
21.1％

プラスチック類
74.6％

ゴム・皮革
8.9％

紙類
32.4％

紙類
1.8％

布類
2.7％

金属類
6.4％

不燃ごみ（金属、ガラスなど）
0.9％

（平成30年4月実施） （平成30年7月実施）
燃えるごみ
（生ごみなど）

1.8％
陶磁器・ガラス

5.3％
その他不燃ごみ

1.2％

燃えるごみ
（生ごみ、草など）

42.9％

レジ袋は
ごみになるので
いりません
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