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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

リフューズ

リデュース

リユース

リターン

リサイクル

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 https://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」に近づいてほしい、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。

組

動画はこちらから

・タンスや戸棚、食器棚などのガラスや鏡、金属の
取っ手など簡易なものはできるだけ外してください。

・外したガラスや金属の取っ手は、粗大ごみの横に一
緒に置いてください(一緒に収集します)。

・小型の金属製組立物置（高さ2メートル未満で床面
が畳1畳程度以下のもの）は、必ず解体した状態で排
出してください。

・コンクリートや石、レンガなどは収集できません。
※収集できないものについては、「ごみ・資源分別カ
レンダー」でご確認ください

粗大ごみの出し方

ちょっと待って！！ごみとして排出する前に…
まだ必要としている人がいるかも！！

ごみゼロ社会を目指して
今、私たちにできること

上記の動画に登場する
クリーンセンター内の
プラスチック類
資源化施設を
見学しませんか？

新生活スタートに伴い転居が増える時期です。
同時に粗大ごみも増えるので、ここで改めて粗大ごみの出し方を掲載します。

ごみゼロ社会を目指して　

施設課（☎042-581-0443）
（個人・団体いずれも可）
問

私たちが日々排出するさまざまなごみや資源物は、適正な排出や減量が求められます。
日野市の取り組み、市民の皆さまへのお願いや身近でできる取り組みを映像化しました。

●引き取り日、料金
　（粗大ごみシールの値段）
　を確認する。

◆市が委託している業者
(株)日野環境保全（☎042-581-4331）
受け付け：月曜～金曜日午前8時～午後4時30分
※作業効率を上げるため、地区ごとに収集日を設定しています。
　ご予約はお早めにお願いします

電話で予約をする（☎０４２‐５８１‐４３３１）
①

②

③

●①で確認した料金分の粗大ごみ等処理券（シール）をお近くのお店
やスーパー、コンビニエンスストアで購入する。

粗大ごみ等処理券（シール）を購入する

●①で予約した日の午前8時までに、粗大ごみ
等処理券（シール）に名前を記入し、粗大ごみ
の分かりやすい場所に貼る。

●道路に面した自宅敷地内（集合住宅は決めら
れた排出場所）に排出する。

決定した収集日に排出する

粗大ごみを
出す時の
注意

◆リサイクル事務所
所 在 地：日野市万願寺6-5-6
電　　話：042-581-5960
営業時間：午前10時～午後4時30分
定 休 日：木曜日、年末年始
【リサイクル事務所からのメッセージ】
３月５日(土)に掘り出し市という
セールを行います！

◆ひの市民リサイクルショップ回転市場
所 在 地：日野市万願寺2-24-7 万願寺タウンビル2階
電　　話：042-587-1781
営業時間：当面、水曜・金曜・日曜日の
　　　　　午前11時～午後4時
【回転市場からのメッセージ】
衣類などは洗濯などして、次の人が気持ちよく
使えるようにお願いします。

その他
フリマアプリ
などを活用し、
ごみ減量に
ご協力をお願い
します。

動画編



第３次日野市ごみゼロプランとは…第３次日野市ごみゼロプランとは…

第３次日野市ごみゼロプランでは、日野市の総資源化率の目標を「令和３年度では 42％」、「令和８年
度では 45％以上」としています。
令和２年度の総資源化率：39.2％（令和元年度は 34.4％）
令和２年１月からプラスチック類の分別収集が始まったことにより、令和２年度では4.8％上昇しました。
令和８年度目標の 45％以上を達成するには、市民の皆さまのさらなるご理解・ご協力が必要です。

平成２９年に日野市が策定した「ごみゼロ社会」
実現に向けて、多様化する廃棄物の資源化や、
さらなるごみ減量のための施策および取り組みを
示した計画です。

不燃ごみ袋(大・中・小袋)の横に排出。
1回3本まで。
※複数本の場合は束ねて排出してください

●不燃ごみ袋(オレンジ色)にプラスチック類ごみが
　混入していたり、プラスチック類ごみ袋(水色)に
不燃ごみが混入していたりすると

●プラスチック類ごみに食べ物の中身が
　残ったり、汚れたりしていると

間違って排出されやすいものをおさらいしよう！

下記の二つはごみ分別にとても便利です。ぜひ、お手元に！

Question：なぜ、適正な分別が必要なの？

適正な分別がされないと資源化できずに焼却処理されます

Answer：ごみゼロ社会を目指すため

混入した物は、処理
不適物として排除

資源化できず、焼却処分
周りのプラスチックごみも
汚してしまいます

ごみゼロ社会を目指して ごみゼロ社会を目指して

ごみゼロ社会を目指して

くん煙剤 (くん煙殺虫剤 )

　　使用済み　不燃ごみ
未使用　不燃ごみ袋（オレ
ンジ色）に入れて、市役所1
階市民相談窓口か日野市
クリーンセンターへ持ち込
み

　　有害ごみ

インクカートリッジ (プリンター )

　　使用済み（以下のいずれか）
・不燃ごみ
・販売店の回収
・日野郵便局か日野高幡
　郵便局の回収BOX

　　中身あり　可燃ごみ
　　プラスチック類ごみ

刃物類・割れ物 (陶器類やガラス類など )

紙や布に包んで不燃ごみとして排出。不燃ごみ袋
に「刃物あり」「割れ物あり」と書いた紙を貼る。
※陶器類やガラス類は割れていなくても不燃ごみ
有害ごみ

ペットボトル

・軽くすすいでペットボト
ルの日に排出

　　　（4週間に1回　水曜日）
・容器包装お返し大作戦
※店頭回収しているお店もあるの
　で、購入店舗にご確認ください

　　プラスチック類ごみ

みんなで目指そう～ごみゼロ社会

ごみ・資源分別カレンダー 日野市ごみ分別アプリ

Android版 iOS版

傘の排出方法が変わりました

訂正とお詫び
令和４年(2022年)版ごみ・資源分別カレンダーの23ページにある「９．分別に迷うもの・分別のヒント」の傘の
分別が誤っていました。正しくは「プラ」ではなく、「不燃」です。訂正してお詫びします。

わ

ごみゼロプラン編適正分別編

カレンダー・アプリ活用編
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