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市民１人当たりのごみ処理経費

１２,４８８円平成１１年度（改革前）　　

１６,３１８円平成１３年度（改革１年後）

１４,６３２円平成１６年度（改革４年後）

１２,９６３円平成２１年度（改革９年後）

１４,０６２円平成２３年度（改革１１年後）

１３,５９０円平成２４年度（改革１２年後）

１３,６０７円平成２５年度（改革１３年後）

１４,２４２円平成２６年度（改革１４年後）
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※数字・順位は東京都市町村自治調査会調べ

　平成２６年度の市民１人１日当たりの総ごみ量（資源
物や持ち込みごみを含む）は、平成１２年のごみ改革後、
毎年最小のごみ量を更新しています。平成２７年度の目
標値達成に向けて、ご協力をお願いします。
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「第２次ごみゼロプラン」
平成２４年度目標値７３６gライン

「２０２０プラン」
平成２７年度目標値６５０gライン
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　ごみ処理に掛かる経費は、約２５億７,３００万円（対前年
度比約５.４％増）でした。これは、市の一般会計全体の
約４.４％にもなり、市民１人当たりの経費は、前年度よ
り６３５円高くなってしまいました。ごみ処理に掛かる
経費を減らすためにも、ごみ・資源物の減量にご協力
ください。
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【課題】可燃ごみの約半分が「生ごみ」
●生ごみを出す時は水を絞ってから
●生ごみ処理器「ダンボールコンポスト」な
どを活用し、生ごみを出さないようにする

【課題】不燃ごみはプラスチ
ック系がほとんど
●レジ袋はもらわない
●ペットボトルやトレー類
は、買ったお店の回収ボ
ックスに。市では「容器
包装お返し大作戦」を実
施中です!!

主に家庭からの
ごみ・資源物
主に家庭からの
ごみ・資源物

　日野市のごみ量とごみ処理経費などをご報告します。
平成２６年度のごみ・資源物は、皆さまのご協力により減
少傾向となっています。しかし、平成２５年度の１人１
日当たりのごみ排出量（ごみ＋資源物）は、多摩地域で
は第３位の少なさでしたが、平成２６年度は可燃ごみお

よび総ごみ量が増加したため４位に転落してしまいま
した。私たちの生活をさらに見直し、「ごみになるもの
は買わない」ように心がけ、みんなでごみゼロ社会を目
指しましょう。

問　ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）

１人１日当たりの総ごみ量は１人１日当たりの総ごみ量は、、
「ごみ改革」後、最小の廃出「ごみ改革」後、最小の廃出量量

目指せ！多摩地区ベスト目指せ！多摩地区ベスト１１
平成26年度多摩地区30市町村ランキン平成26年度多摩地区30市町村ランキンググ

ごみを少しでも減らすためごみを少しでも減らすためにに
課題は二つです課題は二つです！！

ごみ処理には多額ごみ処理には多額のの
税金が使われています!税金が使われています!!!

　平成２１年に策定された「第２次ごみゼロプラン」では、
市民１人１日当たりの排出量が、多摩地区で一番少ない
自治体になろうという目標を掲げています。目標達成の
ために、皆さまのより一層の協力をお願いします。

平平成成2266年度のごみ量を報年度のごみ量を報告告
みんなでごみゼロ社会を目指そう!!
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　日野市ごみ分別アプリは、ごみ関連情報を確
認できるアプリです。
　「今日は何のごみの日？」「これは可燃と不燃
のどちらで出せばいいの？」「ごみの出し方はど
うするの？」「台風が来てるけど、ごみを出して
もいいの？」
　そんな時にはぜひ、スマートフォン・タブレ

ット用無料アプリ「日野市ごみ分別アプリ」を
ご利用ください。
　このアプリでは、収集スケジュールやごみ分
別辞典などの確認、ごみの出し忘れ防止アラー
ム設定ができます。ダウンロードは、下のＱＲ
コードを読み取っていただくと便利です。ぜひ
ご利用ください。

ごみアプリをご利用ください

ごみゼロ社会に向けて、適正なごみの出し方、リサイクルにご協力を

▲出し忘れ防止画面 ▲ごみの出し方詳細 ▲ごみ分別辞典詳細

iPhone版

Ａｎｄｒｏｉｄ版

ワンコイン（５００円）で生ごみ減
量！ダンボールコンポストで生
ごみを堆肥化してみませんか

　ダンボールコンポストとは、ダ
ンボール箱に入れた基材に生ごみ
を入れ、微生物の力で分解し堆肥
に変えるものです。
　生ごみは毎日投入することがで
きるので、台所もきれいになりま
す。できた堆肥は花壇やプランタ
ーなどに入れると、野菜や花がと
ても元気に育ちます。
　生ごみを資源として循環させ、
ごみ減量に役立ててはいかがです
か?詳細はパンフレット（市役所
１階ロビー、七生支所、豊田駅連
絡所にあり）をご覧いただくか、
ごみゼロ推進課までお問い合わせ
を。ご負担額はワンコイン（５００
円）です。

ごみ出しルールを順守ください！

▶回収日の朝８時までに
　収集は（粗大ごみを含む）朝８
時から始まります。ごみの種類に
よって、またその日の交通事情や

天候などにより収集時刻も異なり
ます。必ず朝８時までにお出しく
ださい。
▶収集袋の口はしっかり結んで
　袋の取手を残して、真ん中をし
っかり結んでお出しください。生
ごみは一絞りして、水分をよく切
ってください。
▶分別にご協力を
　分別が不十分な場合は、回収が
されない場合があります。また資
源ごみは異物が混入されていると
リサイクルができません。ごみ・
資源分別カレンダーをよくお読み
の上お出しください。
▶ペットボトル、トレーは飛ばさ
れないよう対策を
　風で飛ばされないよう、かごに
重しを入れたり、ネットをかけた
りするなどの対策にご協力を。
　なお、市では「容器包装お返し
大作戦」を実施中です。なるべく
買ったお店の回収ボックスにお返
しください。
▶収集袋を入れる容器をお使いの
方へ
　容器は経年劣化します。収集時

に容器が破損する場合があります
のでご注意ください。

年末・年始のごみ収集・資源物
回収ついて

▶粗大ごみの収集依頼はお早めに
　収集までに１０日程度かかること
があります。申し込みは早めに㈱
日野環境保全（緯５８１－４３３１）へご
連絡ください。
　なお、粗大ごみに乾電池、蛍光
管が付いている場合は必ず外し、
有害ごみの日にお出しください。
▶ごみ・資源物は戸別回収で
　例年クリーンセンターに直接持
ち込まれる方が多く受付前で渋滞
が発生し、収集車両の検量通過が
遅れることがあります。
　検量が遅れると、時間内に回収
ができなくなってしまう事もあり
ますので、ごみはクリーンセンタ
ーへは持ち込まず戸別回収で排出
してください。
　なお、やむを得ず持ち込まれる
場合は、分別の徹底を（年末は２８
日まで、年始は４日から）。

問　ごみゼロ推進課（☎５８１－０４４４）


