
Vol.47
令和2年5月

1 断　　る Refuse

2 減　　量 Reduce

3 何度も使う Reuse

4 返　　す Return

5 分別徹底 Recycle

利便性よりも未来環境
ごみゼロ社会をめざそう
5つのRで始まるキーワード
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リユース

リターン
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発行／日野市環境共生部クリーンセンターごみゼロ推進課

〒191-0021 日野市石田 1-210-2　☎ 042-581-0444　FAX 042-586-6606　ホームページ http://www.city.hino.lg.jp/
「エコー」は市 でもご覧いただけます。公共施設にも置いてあります。HP

この情報誌「エコー」は、環境（Environment）と協力（Cooperation）の頭文字が皆さまのもとへ響き、それが大きな反響となって広がっていくことを願って名づけました。
また、題字には、ごみがどんどん減っていき、最終的には 0「ゼロ」に近づいて欲しい、という思いも込められています。皆さまのご意見、ご感想をお寄せください。

　令和2年１月から、プラスチック類ごみの分別・収集がスタートしています。
　プラスチック類ごみは、青色のプラスチック類ごみ指定収集袋に入れて出していただいています
が、当面、オレンジ色の不燃ごみ指定収集袋でもプラスチック類ごみを出すことができます。
　収集が始まり約４カ月。これまでに多かった分別の間違いなどを、２・３面でお知らせしています
ので、分別の徹底にご協力ください。
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………………………………………………… 6・7 面
………………………………… 8 面

●プラスチック類ごみ（プラごみ）の正しい出し方にご協力をお願いします
●私たちは生まれ変わりました！　など
●生ごみ減らそう！活かそう！大作戦！
●３市ごみ減量推進市民会議の市民委員を募集　など

　今まで不燃ごみとして出していたプ
ラスチック類を分別し、プラスチック
類ごみの日にお出しください

３市の市民とともにさらなるごみ減量に向けて検討を行う
３市ごみ減量推進市民会議の市民委員を募集

ごみゼロ推進課（☎581-0444 　　gomizero@city.hino.lg.jp）問

開催場所 全体会議は日野市内、小委員会を開催する場合は日野市・国分寺市・小金井市のいずれか
開催回数 全体会議は年3回以内、小委員会は年5回以内を予定
募集人数 ４人※申込多数の場合は選考。選考結果は6月末までに郵送

任期 ７月～令和４年３月
対象 市内在住でごみ減量に関心を持ち、平日2時間程度の会議に参加できる方

謝礼 全体会議…1回につき3,000円、小委員会…1回につき1,000円
申込 6月12日㈮（必着）までに〒191-0021石田1-210-2日野市クリーンセンターごみゼロ

推進課へＡ４用紙（書式自由）に以下の必要事項を記入し、持参、Eメールまたは郵送。
住所、氏名、年齢、電話番号、作文「テーマ：ごみ減量に対する私の思い」、応募理由を記入
（市　  に申込書のフォーマットあり）※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除くHP

　３市ごみ減量推進市民会議は、共同処理をめぐる
日野市・国分寺市・小金井市の状況や3市での取り
決め内容など、市民目線での情報提供・発信による
理解浸透やさらなるごみ減量を推進していくための
施策について検討します。
　ごみ減量に関心のある方で、会議に参加できる方
のご応募をお待ちしています。
　ごみゼロ社会に向け、ぜひ皆さまの知恵と力をお
貸しください！

　クリーンセンターへのごみの持ち込みは、受付対応など接触する機会の増加につながります。
　人との接触を可能な限り少なくするためにも、ごみの持ち込みは自粛し、ご家庭からの排出に
ご理解とご協力をお願いいたします。

1009493ID
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ごみの排出量が激増しています
　新型コロナウイルスの感染防止対策として、
ご家庭で過ごす時間が増え、家庭から排出さ
れるごみの量が増加しています。まだ使えるも
のは再利用するなど、ごみの減量にご協力をお
願いします。
　また、ごみ・資源の排出は、量が多くなった
時には、何回かに分けて排出していただくな
ど、ご理解とご協力をお願いします。なお、戸建
て住宅で、10袋（束）以上排出される場合は、

恐れ入りますが、ごみゼロ推進課に収集日の前
日までにご連絡をお願いします。
　さらに、収集量が増加していることから、収
集に時間を要し、通常の収集時間よりも遅く
なったり、臨時の収集車両を追加して収集する
ことで、収集時間が早まることもあります。
　そのため、ごみ・資源物は当日の午前8時ま
でにお出しいただくよう、引き続きご協力をお
願いします。

緊急の
  お願い



2面［プラスチック類ごみ（プラごみ）の正しい出し方にご協力をお願いします］3面［プラスチック類ごみ（プラごみ）の正しい出し方にご協力をお願いします］

残り水で軽くすすぐか、ぼろ布
などで汚れを拭き取ってください
（多少の油がついていてもＯＫ）

電池、スプレー缶、水銀含有物
（蛍光管、体温計など）などの
有害ごみが他のごみに混入す
ると、火災や爆発などの事故
の原因となります。
絶対に混入しないでください！

プラごみを不燃ごみで出してはダメ！ 中身が残ったままではダメ！

プラスチック類ごみ（プラごみ）の
正しい出し方にご協力をお願いします
　プラごみの分別収集開始から4カ月が経過しました。
これまでに多かった間違った出し方とその理由をご紹
介します。

当面、プラごみは不燃ごみの袋（オレンジ色）で出すことができますが、プラごみだけを
入れてプラごみの日に出してください

不燃に混入したプラごみは
プラごみ選別ラインには戻
せない

中身が残ったままだと…
汚れたプラごみは資源化
できない
焼却処理せざるを得ない

破袋機とは
手選別作業を効率よ
く行うために指定収
集袋を破く装置

二重袋だと…
内側の袋を

手選別作業とは
人の手で、不適物や異物を排除する作
業

二重袋だと…
破けずに袋に入ったままのごみが流れ
てきても、大量のごみの選別作業中に
袋を破いて中身を確認する時間はない

「えっ！」と思った方・・・
プラごみの正しい出し方にご協力をお願いし
ます。

指定収集袋に直接
入れてください

不燃に混入したプラ中身が残ったままのプラ
可燃で出したプラ汚れが移ってしまったプラ

焼却処理

破袋機

手選別作業　コンベヤー

危険
発
火
し
た
充
電
式
電
池

適切に分別して、プラごみはプラごみの
日に出してください

できるだけ中身を取り除いてプラご
みへ。資源化にご協力ください

二重袋はダメ！

カップ類はプラごみです

どうして
ダメなの？

どうして
ダメなの？

どうして
ダメなの？

分別作業の妨げになるため、
袋は二重に
しないでください！

二重袋で出されたプラ 指定収集袋に直接入れたプラ

中身を取り除き、
適切に分別

ひと手間かければ…

資源化

プラごみはプラごみ単独で分別収集しています。

　東京都では「プラスチック削減プログラム」
を策定し、プラごみの資源化を推進しています。
　日野市も東京都と連携してプラごみの資源
化を進めていきます。

東京都もプラごみ資源化を推進

選別できないものは、
　　　焼却処理せざるを得ない破くことができない

レジ袋削減にもご協力ください

焼却処理せざるを得ない

!

有害ごみを他のごみや資源物に
　 混入しないでください！

生まれ変わりたかったね 生まれ変われるね！



4面［私たちは生まれ変わりました!　など］5面［私たちは生まれ変わりました!　など］5面［私たちは生まれ変わりました!　など］

私たちは生まれ変わりました！
市民の皆さまから出された資源は、次のように生まれ変わることができました。
これからも、「分ければ資源」を合言葉に、資源化率向上に向けてご協力をお願いします。

びん カレット（化）色別にして
細かく砕く

びんは、細かく砕いた後、道路の敷材やもう一度びんなどに生まれ変わりました。

紙類（段ボール・雑誌雑紙・紙パックなど）

紙資源は、製紙工場でさまざまな紙製品に生まれ変わりました。
日野市の紙資源で作られたトイレットペーパー「帰ってきたぞう」もよろしくお願いします！

トレー（令和2年1月からプラスチック類ごみ）

プラスチック類ごみは、再生樹脂や化学原料となり、物流で使用するパレットや燃料に生まれ変わりました。

製品プラスチックは、令和2年4月から、燃料化などを行う事業者と契約し、現在資源化に取り組んでいます。

コークス炉
化学原料

缶

缶は、工場で一度溶かされ、もう一度缶として生まれ変わりました。

溶解工場 製缶工場

ペットボトル

ペットボトルは、原料となるペレットやフレーク化をし、さまざまなプラスチック製品に生まれ変わりました。

ペレット

パック類パック類

製品プラスチック

　レジ袋などのプラスチック製買
い物袋の過剰な使用を抑制するた
め、法律により７月からレジ袋の有
料化などが義務付けられます。
　レジ袋有料義務化などに向けて、
市内各スーパーの取り組みをご紹
介します。
　コンビニエンスストアや商店街
などでのお買い物にも、「マイバッ
グを持参し、レ
ジ袋を断る」習
慣作りを、この
機会にぜひ進
めてください。

【緊急】
新型コロナウイルス
の影響により、

雑紙類の家庭内保管
にご協力を

　新型コロナウイルスの影響で、お土
産用の小箱などの生産減少に伴い、
紙資源の需要が減少し、資源化でき
る紙類の飽和状態が続いています。
　このような状況が改善されるまで
の間は、以下の紙類のみの排出にして
いただき、雑紙類はご家庭内での保
管にご理解とご協力をお願いします。

● 排出できる紙類
書籍・週刊誌・冊子などとじられて
いるもの

● ご家庭での保管をお願いするもの
チラシ・包装紙・紙箱・封筒・その
他バラの紙類など

ざつ  がみ

ざつ がみ

「ともに生きるまち　日野」の実現に向けた取り組み

令和２年４月１日から「日野市障害者差別解消推進条例」もスタートしています
　障害のある人もない人も、すべての市民にとって暮らしやすい豊かなまちを
創ることを目的に、不当な差別の禁止、事業者による合理的配慮の提供の義務
化、差別に関する相談窓口の設置などを定めています。

イオンスタイル すでに有料化しています
いなげや すでに有料化しています
コープみらい すでに有料化しています
三和 すでに有料化しています
スーパーヤマザキ すでに有料化しています
西友 すでに有料化しています
マックスバリュエクスプレス すでに有料化しています
みなみの恵み すでに有料化しています
スーパーＦｕｊｉ すでに有料化しています
京王ストア ７月に有料化
フーズマーケットさえき 現在検討中
食品の店おおた ７月に有料化
スーパーアルプス ７月に有料化
トップパルケ ７月に有料化予定
酒＆業務スーパー ７月に有料化予定
ヤオコー ７月に有料化

店名 有料化に向けた動き

　令和2年1月から稼働しているプラスチック類資源化施設は、障害のある方な
どの働く場としても位置付け、日野市が目指す「障害のあるなしに関わらず、誰
もがお互いの人格と個性を尊重して支えあい、安心して暮らせる共生の実現」
に向けて、令和2年4月中旬から障害のある方などが働き始めています。
※障害のある方など…障害者手帳の有無に関わらず、就労の継続などが困難な社会的弱者の方
を対象としています

プラスチック類資源化施設における障害者などの雇用
•コンベヤーで流れてくるプラス
チック類ごみから不適物や可燃ご
みなどを取り除く作業
•人数：初年度は障害者雇用を４人

程度から開始。手選別作業
全体では２０人程度。数年か
けて障害者などの人数を増
やす方針

７月からレジ袋有料化！

　レジ袋などのプラスチック製買 店名 有料化に向けた動き

「お買い物にはマイバッグ」を忘れずに！

再生樹脂

洗面器 バケツ ハンガー 歯ブラシ プラモデル 文房具
熱エネルギーの
回収後 焼却灰 建材や

人工砂に

固形燃料
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6面［生ごみ減らそう！活かそう！大作戦！］

Part 39

市民のページ 知恵袋市民のページ 知恵袋市民のページ 知恵袋市民のページ 知恵袋
生ごみリサイクルサポーター連絡会が
企画・編集したコーナーです。
生ごみリサイクルサポーター募集中!

  生ごみリサイクルサポーター連絡会とは、
 生ごみの減量と堆肥化を推進する組織で、
市民18人で構成されています。

いいい

生ごみ減らそう！ 活かそう！ 大作戦！
人生100年時代　生ごみを減らす生活を意識してみませんか

　　　ご自宅の生ごみを捨てずに
ダンボールコンポストで循環生活

簡単！ 3切り 食品ロスを減らす

7面［生ごみ減らそう！活かそう！大作戦！］

　ダンボールコンポストとは、段ボールの中で微生物（菌
ちゃん）の働きにより生ごみを分解、堆肥化する生ごみ処理
器のこと。
　1日約500ｇ以下の生ごみを入れ、3～５カ月ほど使用で
きます。その後1カ月ほど寝かせ、生ごみが完全に分解され
ると生ごみ堆肥となります。
　この生ごみ堆肥を土に混ぜて使うことで、野菜や花を無
農薬・無化学肥料で元気に育てることができます。
　市推奨のダンボールコンポストセットは、補助金適用500
円で購入できます（年度で1人２つまで）。

　今、世界で起きている地球規模での気
候変動に危機感を抱いている方も多いの
ではないでしょうか。気候変動を引き起こ
す原因の一つとされる地球温暖化は私た
ちにとって身近な問題です。
　例えば、私たちが排出する可燃ごみは、

焼却処理によって地球温暖化の原因の一
つとされる温室効果ガスを排出します。地
球環境を守るために、私たち一人ひとりが
行動を起こすことが必要です。まずは、家
庭の生ごみを減らすことから始めてみま
せんか。

　ご家庭で過ごし、人との接触をできる限り少なく
するために、日持ちのする食品などをたくさん買っ
ていませんか？買った食品を食べ切れず、食品が期
限切れになっていませんか？購入した食品はおいし
く期限内に食べて食品ロスを発生させないようにし
ましょう。

・非常用で購入し食べ忘れた賞味（消費）期限切
れの食品が出てくる
・家にないと思った食材を買ったら、同じものが
残っていた

・非常食などの賞味
（消費）期限は月に１
回点検を！
・買い物前にぜひ冷蔵
庫や食品棚の中身を
チェックし、計画的
な食品の購入と使い
切りを！

ダンボールコンポスト
補助金適用500円で始められます！

　　電話、ファクスまたはEメール
　 ごみゼロ推進課
（☎581-0444　　586-6606　  gomi
zero@city.hino.lg.jp） 

申込
問

FAX生ごみを捨てる前に
ひとしぼりするだけ
で重さが2割減

作りすぎて食べ切れ
ないことがないよう
に適量を。外食の時も
食べ切れる量を注文
しましょう。

野菜の皮も丸ごと使い
切ることで、栄養もとれ
ます。また、同じものを
買わないように冷蔵庫
の中を確認しましょう。

庭がないご家庭には
ダンボールコンポスト！

水切り

食べ切り

使い切り

すぐできる！ 生ごみ減量法

その1 その2

その3

い い

　ダンボールコンポストの使い方講習会は、新型コロナウイル
スの感染拡大防止のため、当面中止となります。
　今後、講習会を開催する際は、市　 や広報ひのでお知らせし
ます。

　生活・保健センター正面玄関の花壇は、ダンボールコン
ポストで作った生ごみ堆肥を使用しています。無農薬・無
化学肥料ですが夏も冬も元気に花が咲きます！
　生ごみリサイクルサポーター（市民）の方がお手入れし、
大切に育てています。お立ち寄りの際はぜひご覧ください。

HP

●こんなことはありませんか？

このような現象が食品ロスの原因となってい
ます。食品ロスを減らすと、環境にも家計にも
プラスになります。
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●プラスチック類ごみ（プラごみ）の正しい出し方にご協力をお願いします
●私たちは生まれ変わりました！　など
●生ごみ減らそう！活かそう！大作戦！
●３市ごみ減量推進市民会議の市民委員を募集　など

　今まで不燃ごみとして出していたプ
ラスチック類を分別し、プラスチック
類ごみの日にお出しください

３市の市民とともにさらなるごみ減量に向けて検討を行う
３市ごみ減量推進市民会議の市民委員を募集

ごみゼロ推進課（☎581-0444 　　gomizero@city.hino.lg.jp）問

開催場所 全体会議は日野市内、小委員会を開催する場合は日野市・国分寺市・小金井市のいずれか
開催回数 全体会議は年3回以内、小委員会は年5回以内を予定
募集人数 ４人※申込多数の場合は選考。選考結果は6月末までに郵送

任期 ７月～令和４年３月
対象 市内在住でごみ減量に関心を持ち、平日2時間程度の会議に参加できる方

謝礼 全体会議…1回につき3,000円、小委員会…1回につき1,000円
申込 6月12日㈮（必着）までに〒191-0021石田1-210-2日野市クリーンセンターごみゼロ

推進課へＡ４用紙（書式自由）に以下の必要事項を記入し、持参、Eメールまたは郵送。
住所、氏名、年齢、電話番号、作文「テーマ：ごみ減量に対する私の思い」、応募理由を記入
（市　  に申込書のフォーマットあり）※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除くHP

　３市ごみ減量推進市民会議は、共同処理をめぐる
日野市・国分寺市・小金井市の状況や3市での取り
決め内容など、市民目線での情報提供・発信による
理解浸透やさらなるごみ減量を推進していくための
施策について検討します。
　ごみ減量に関心のある方で、会議に参加できる方
のご応募をお待ちしています。
　ごみゼロ社会に向け、ぜひ皆さまの知恵と力をお
貸しください！

　クリーンセンターへのごみの持ち込みは、受付対応など接触する機会の増加につながります。
　人との接触を可能な限り少なくするためにも、ごみの持ち込みは自粛し、ご家庭からの排出に
ご理解とご協力をお願いいたします。
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ごみの排出量が激増しています
　新型コロナウイルスの感染防止対策として、
ご家庭で過ごす時間が増え、家庭から排出さ
れるごみの量が増加しています。まだ使えるも
のは再利用するなど、ごみの減量にご協力をお
願いします。
　また、ごみ・資源の排出は、量が多くなった
時には、何回かに分けて排出していただくな
ど、ご理解とご協力をお願いします。なお、戸建
て住宅で、10袋（束）以上排出される場合は、

恐れ入りますが、ごみゼロ推進課に収集日の前
日までにご連絡をお願いします。
　さらに、収集量が増加していることから、収
集に時間を要し、通常の収集時間よりも遅く
なったり、臨時の収集車両を追加して収集する
ことで、収集時間が早まることもあります。
　そのため、ごみ・資源物は当日の午前8時ま
でにお出しいただくよう、引き続きご協力をお
願いします。

緊急の
  お願い




