
　　　　　 減少が見られます。(表３)

　　　　　　　平成２７年度武蔵村山市のごみ総排出量は、２０,８５２tでした。昨年度比で約３００ｔの減少をしています。

　　　　　 市民のみなさまの御協力により総排出量は減少しています。(表１)

　　　　　　　一人一日当たりの排出量は、７８９．５ｇとなっており、昨年度比で１５．７ｇの減量となっています。(表２)

　　　　　　　資源化率は、３４．５％となっており、昨年度比で０．４％の減少です。ほぼ横ばいの傾向ではあるものの、若干の

　　※人口及び世帯数は、当該年度の末日現在の数値。

30,719

決算額　(千円)

清掃総務費

塵芥処理費

   　　　 最終処分場の埋立量は、無限ではありません。みなさんの努力が最大の延命策になります！

平成２７年度実績

1ｔ当たり経費　(円)

　　　１　最終処分場の延命のため！

　　　２　ごみ処理経費削減のため！

世帯数　(世帯)

54,244

1世帯当たり経費　(円)

36,8211,057,689

合      計

73,416

    　　　ごみを処理するためにはお金がかかります。平成２７年度は、１ｔ当たり５４，２４４円かかっており、１人当たりの経費

にすると年間１５，６７４円、１世帯当たりは年間３６，８２１円となります。(表４)

　　　　　この金額は平成２７年度実績に基づくものですが、ごみを減量することは、ごみ処理経費の削減に繋がります！

　　　　　１年間のごみ総排出量は市民のみなさまの御協力により、年々減少傾向にありますが、最終処分場の延命化やごみ

    　　 処理経費削減のため、更なるごみの減量と資源化に御協力お願いします！

人口(人)
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1,131,105

ごみ総排出量　(ｔ)

20,852

1人当たり経費　(円)
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なんでごみを減らさなきゃいけないの？

表４

表２ ②一人一日当たりの排出量 表３ ③資源化率表１ ①総排出量
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　 市では、スマートフォンの普及に合わせて、ごみと資源物の分別促進によるごみ減

量や排出マナーの向上を図るため、ごみの分別方法や収集曜日などの情報をスマー

トフォンでいつでも確認できる「武蔵村山市ごみ分別アプリ」を無料配信しています（通

信料は利用者のかたの負担となります。）。

「今日出せるごみは何かな？」、「このごみはどう処理したらいいの？」など、ごみに関

する疑問に対して、便利な機能をご用意しましたので、是非、御活用ください！

ごみ分別アプリの便利な機能

ホーム画面でも確認可能！

通知の時間は利用者の
ライフスタイルに合わせて変更可能！

お住まいの地域を設定すると、

収集日が確認できます！

① 収集日程表

③ アラート機能② 分別辞典 検索したい品目を入力！

品目ごとのごみの出し方が検索できます！

当日の収集品目を通知

ごみの出し忘れを防止

できます！

④ お知らせ機能 アプリのダウンロード方法
AndroidiPhone

① 上記のＱＲコードを読み取り、ダウンロードする
② 「App Store」または、「Google play」からダウ ン

ロードする。
「武蔵村山市ごみ分別アプリ」と検索してください。

荒天時の収集状況もお知らせします！



タイヤショップサンコー 中原２－５０－７

(有)青柳肉店 本町４－６－５ (有)高橋金物店 大南１－１４４－８
セブンイレブン
武蔵村山岸店

中原１－３０－１７

リカー＆フーズとものや 岸２－１－１
セブンイレブン

武蔵村山大南公園店

カドキ 本町２－３－１ 内野酒店 大南１－１－２

大南３－８２－１

ファミリーマート
武蔵村山中原店

中原１－２６－４

(有)オギノ薬局 本町１－４８－２
セブンイレブン

武蔵村山学園５丁目店
学園５－８－１

ローソン
武蔵村山残堀店

残堀５－９８－１

さぬきうどん山ざき 三ツ木５－２９－２
セブンイレブン

武蔵村山学園店
学園３－９５－２ (有)福島商店 残堀５－７－３

セブンイレブン
武蔵村山本町１丁目店

本町１－５６－１ 森田園 学園３－６２－１６
ファミリーマート
武蔵村山残堀店

残堀４－５－１

村山電気(株) 本町１－３４－６ 鈴忠商店 学園３－６１－１
(株)いなげや

フードランド残堀店
残堀２－９－１

田中屋洋品店 中央３－３３－１ Ｆマートいしはら 学園３－６０－１
セブンイレブン

武蔵村山残堀１丁目店
残堀１－２７－１

乙幡商店 中央３－２９－１ ビューティックよねはら 学園３－３０－３
セブンイレブン

武蔵村山平和通り店
伊奈平５－９３－１

ローソン
武蔵村山神明四丁目店

神明４－１５－３ 文具ショップエルム 学園３－４－６ (株)ダイエー武蔵村山店 伊奈平３－３６－１

三ツ藤１－４２－１３

総合寝具・室内装飾　柳下 神明２－１２－２
サンクス

武蔵村山学園一丁目店
学園１－４８－３

セブンイレブン
武蔵村山三ツ藤１丁目店

三ツ藤１－７２－８

中藤５－３９－１ (有)よねみせ 岸３－１６－５
ローソン

武蔵村山榎三丁目店
榎３－１１９－１

ファミリーマート
武蔵村山神明店

神明１－９５ 下田酒店 緑が丘１４９２－４６－１５ 自然食品の店人参

情報館えのき 榎１－１－３（イオンモールむさし村山１階）

(有)山口本店 中藤３－２０－２ ファッションハウスマルキヤ 岸２－４－６ 松尾酒店 大南５－５７－４

スリーエフ
武蔵村山中藤店

拠点回収
家庭ごみとして捨てられている携帯電話やデジタルカ

メラなどの小型電子機器には、貴重な資源が使われて
います。市ではこれらを回収し、再資源化をするため、
拠点回収箱の設置をしています。

回収場所 市役所 緑が丘出張所 市民総合センター
情報館えのき 中藤地区会館
大南地区会館 三ツ木地区会館
残堀・伊奈平地区会館

対象品目 ２５ｃｍ×１５ｃｍ以下で下記のもの
携帯電話・デジタルカメラ・ICレコーダー・
電子辞書・時計・ポータブルカ―ナビ・ポ
ータブルビデオカメラ・補聴器・電卓・携帯
ゲーム機・携帯音楽プレーヤー・ヘッドホ
ン・携帯ゲーム機・ＡＣアダプター等

宅配回収サービス
リネットジャパン株式会社と小型家電の回収と再資

源化について連携協定を締結しています。
インターネット（リネットジャパン株式会社ホームペー

ジ(https://www.renet.jp)））または、ＦＡＸでの申込み
で、希望した日時（最短翌日）に宅配業者が自宅に伺
い、使用済み小型電子機器の回収を行います。

便利で簡単！拠点回収に加えて、ご自宅から宅配
便での回収をご利用ください！

回収料金等について
・規定の大きさの箱に入れば、何点詰めても９５０円
(税込)！

[三辺(縦・横・高さ)の合計が１４０ｃｍ・重さ２０ｋｇ以内]
・パソコンを含む回収は１回につき、１箱分無料になり
ます！

※詳細はホームページ等で御確認ください。

※情報館えのき、セブンイレブン武蔵村山大南公園店は、廃棄物処理
券のみの取扱いとなります

※平成２９年４月１日申込み分から料金が改定になり
ます(１箱１，６２０円になります。)。 



　　 買い物に出かける前に、冷蔵庫をチェック！献立を考え、必要な分だけ購入・調理するよう心がけましょう。

　みなさんの「もったいない！」の気持ちで、フードロスはまだまだ減らすことが出来ます！

10重さ(ｋｇ)

 　　必要な食品を、必要な時に、必要な量だけ購入しましょう！

「賞味期限」は、過ぎてもすぐに廃棄せず、自分で食べられるかどうか判断することも大切です！

　②　買い物・調理は、必要な分だけ！

用食品でした。

　①　「消費期限」と「賞味期限」を正しく理解する

※　フードバンクとは

　　 まだ食べられるのに、様々な理由で処分されてしまう食品を食べ物に困っている人や施設に届ける活動のことです。

　平成２８年７月に実施した組成分析にて、みなさんが排出した可燃ごみの中から、出て

きた未利用食品(使用されていない食品)です。なんと可燃ごみのうち、約４．５％が未利

7

「消費期限」…食べても安全な期限　「賞味期限」…美味しく食べられる期限

　賞味期限切れや食べ残し等により、まだ食べられるにもかかわらず、廃棄される食品のことです。日本国内のフードロスは

　国民１人１日当たりのフードロスの量は、約１３６ｇ、茶碗約１杯分のごはんと言われています。

1.5

14

　家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらを福祉団体や施設、(※)フードバンクなどに寄付することをいいます。市民の方か

(食品廃棄物)削減事業の一環として実施しております。今後もデエダラまつり等でフードドライブを継続して実施いたしますので、

3.5

御協力をお願いします。

その他

10

32.5

合  計

1099

2

缶詰
(肉・魚・野菜・果物)

乾物
(パスタ等)

39 21

インスタント食品
レトルト食品

16

ら出されるごみの中には、食卓に並ぶことなく廃棄されている未利用食品が多く含まれています。そのため、市ではフードロス

品目

個数(個)

嗜好品
(コーヒー・お茶等)

8.5

調味料
(醤油・味噌・砂糖等)

発行／武蔵村山市協働推進部ごみ対策課 TEL 042-565-1111(内292～294)

ホームページ／http://www.city.musashimurayama.lg.jp

・可燃ごみの中に含まれている未利用食品

・みなさんひとりひとりができること！

・フードドライブとは？

・フードロス(食品廃棄物)とは？

未利用食品(使用されていない食品)

　平成２８年１０月２９日、３０日に開催された村山デエダラまつり会場内環境フェスタにてフードドライブを実施し、皆さんのご協力に

　より食料品がたくさん集まりました。集めた食料品については、１１月１日に武蔵村山市社会福祉協議会に寄付いたしました。

約６３２万トンとも言われ、そのうち約３０２万トンが家庭から排出されています。


