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　生ごみのほとんどは水分です。この水分を減らすことで良いこと
がいっぱいあるんです！
○家庭のメリット
　その１　1回に出すごみの量が減り、ごみ袋代（廃棄物処理手数

料）の支出が減る！大袋から中袋に変わるだけで、年間
およそ2,880円も支出減！

　　　　　計算）差額30円×月の収集回数約8回×12カ月＝2,880円
　　　　　袋の単価　大60円・中30円・小15円・ミニ7円
　その２　嫌な臭いが減る！
　　　　　水分は腐敗や悪臭の原因です。臭いによりごみ出しの際

に動物に荒らされてしまうこともあります。
○町のメリット
　その１　燃やせるごみの量が減ると、町が負担する処理費用が減る！
　その２　収集作業員の負担が減る！　水分を含んだごみは重いですよね。
　その３　収集車が出す二酸化炭素（CO2）が減る！　重い荷物を載せるとエネルギーを多く使います。
○焼却処理施設のメリット
　その１　効率よく焼却できる！　水分が多いと燃焼効率がなかなか上がりません。
　その２　焼却による二酸化炭素（CO2）が減る！

水切りは難しいことではありません。できることからはじめてください。
○水に濡らさない！　野菜などはいらない皮をむいてから洗い、皮に水分を吸わせずに直接ごみ袋へ入れる。
○乾かす！　　　　　三角コーナーや排水口内の水切りカゴに入っている濡れた生ごみは、乾かしてからごみ袋

へ入れる。
○しぼって乾かす！　ティーバッグやお茶がらは、水分をしぼった上で乾かしてからごみ袋へ入れる。
○手しぼり！ さまざまな水切りグッズが市販されていますが、手しぼりに勝るグッズはなかなかありません。
○最後まで食べる＆使う！食品ロスを失くしましょう
　料理は食べる分だけつくるという意識とともに、「最後まで食べる」ことも実践してください。捨てている部分
が栄養価の高いものや、生活習慣病を予防する効果があるものもあります。工夫次第で美味しく食べられますよ。
　例）大根やニンジンの皮のかき揚げやキンピラ・じゃがいもの皮のカリカリポテト・魚の骨を油で揚げたカルシ

ウムせんべい・果物の皮（りんご・柿など）にバナナや牛乳などを加えたジュース・みかんの皮のジャム
　　　再利用の機会も逃さないでくださいね。
　例）汚れ落とし…みかんの皮を使ってガスレンジ回りをこすると油汚れが落ちます。
　　　脱臭剤…お茶がらやコーヒーのかすは乾燥させて容器に入れるか、ストッキングや布に包めば脱臭剤の出

来上がり。ティーバッグは乾燥させればそのまま脱臭剤として使えます。

問合せ　環境係　　557－0544

問合せ　清掃係　　557－7706

　午前８時に防災行政無線で実施の合図を流します。
皆さまのご参加をお願いします（小雨決行、大雨中止）。
　参加者には、今年もゴーヤの苗を配布します。小・中学生や企業の参加も歓迎します。
各地域の収集場所については、同時に配布した全町一斉清掃のチラシをご覧ください。

第34回全町一斉清掃第34回全町一斉清掃第34回全町一斉清掃 ６月5日㈰

水切りのススメ水切りのススメ



＊1「資源物」 …カン、ビン、金属、ガラス、紙類（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑がみ）、布類、ペットボトル、容器包装プラスチック
＊2「有害ごみ」 …電池、蛍光灯、電球、水銀体温計、温度計、ライター、スプレー缶、カセットボンベなど
＊3「事業系可燃ごみ」 …町内にある事業所（会社・工場等）から排出された可燃ごみ 

平成27年度瑞穂町のごみの総量を見てみましょう。瑞穂町のごみ総量

　各家庭から出された容器包装プラスチックは、リサイクルプラザ内の施設で処理されています。
　今回はここで一番重要で大変な手作業による選別をご紹介するとともに、皆さまへお願いをし
たいと思います。

　町では燃やせるごみが増えていることから、西多摩衛生組合環境センター
に運ばれるごみの分別が適正に行われているか、ごみの袋を開いて確認検査
をしています。これまでは、事業所のごみのみを対象に行っていましたが、
昨年は家庭から出たごみも検査しました。
　皆さまのご協力により、多くは適正に分別されていましたが、まだまだ資
源物として再利用のできる価値のあるものがごみとして排出されていました。
引き続き、分別を徹底していただき、資源化にご協力をお願いします。

　この手作業による選別で町から業者に渡る資源
物は、非常に純度の高いものと評価され、結果と
して高く買い取られています。また、再商品化し
た際の製品の出来栄えにも影響がある、とても重
要な作業です。

　最近、容器包装プラスチックの中にカミソリや彫刻刀といった危険なものが混入しています。
手作業で選別しているので本当に危険です。
　絶対に容器包装プラスチック以外のものは入れないでください。

手作業による選別の紹介と皆さまへのお願い手作業による選別の紹介と皆さまへのお願い手作業による選別の紹介と皆さまへのお願い

分別の徹底 ～もう一度 ごみか資源か 確認を～

　平成27年度は前年比で1％の増加となりました。事業系可燃ごみが前年比で8.1%増量しており、5.3%増加した昨
年度に比べ格段に増加しています。
　各ご家庭から排出されるごみでは全体では減少していますが、減少傾向にあった可燃ごみが増加しています。

（手作業による選別の様子） ＜混入していた危険なもの＞

問合せ　清掃係　　557－7706

問合せ　清掃係　　557－7706

問合せ　リサイクルプラザ　　557－5364
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　日の出町にある二ツ塚廃棄物
広域処分場に埋め立て処分して
いたものを、平成28年度から民
間施設でリサイクルすることと
なりました。これまで埋め立て
ていたものが建設資材等にリサ
イクルされ、かつ、最終処分場
の延命化や資源化率の向上が図
られます。
　予定量を超えた分は、埋め立
て処分となってしまいますので、
ごみの減量にご協力ください。

　リサイクルプラザを見学しませんか？
　ごみや資源物が、どのようにリサイクルされていくか
を見学することにより、分別に対する意識が変わると思
います。
○見学の例（内容・時間は応相談）
　ビデオ上映→施設内での説明→施設全般の案内（約1時間程度）
○申込み方法
　見学希望日の５日前までに、申込書をリサイクルプラザ１階窓
口に提出してください。
※申込書は、町ホームページからダウンロードできます。
　見学は受付順ですので、希望日がありましたら事前にご連絡く
ださい。
○リサイクル品の販売
　リサイクルプラザでは、再使用可能なリサイクル品の販売を
行っています。開館時間内は常に行っています。

リサイクルプラザを見学しようリサイクルプラザを見学しよう 埋め立て処分ゼロを
目指します

住宅用創エネ設備・省エネ機器購入費助成制度住宅用創エネ設備・省エネ機器購入費助成制度住宅用創エネ設備・省エネ機器購入費助成制度

対　象　次の要件にすべて当てはまる方
▶自ら居住する町内の住宅に新たに対象機器を設置した方、または対象
機器を設置している新築住宅を町内に購入した方（申請は同一住宅に
１回、１機器に限ります）

▶町税および国民健康保険税（他の区市町村において徴収するものを含
みます）を滞納していない方

▶設置した機器が新品であること
申請期限　平成29年3月31日まで
申請方法　該当機種の設置後、申請書に必要書類を添付して環境課（リサイクルプラザ内）へ提出
　　　　　してください。
※申請書は環境課と商工会で配布しています（町ホームページからダウンロードできます）。

※HEMS（ヘムス）について

HEMSとは（ホーム・エネ
ルギー・マネジメント・シ
ステム）の略で、モニター
画面等で電気などのエネル
ギー使用量の「見える化」
や、エネルギー使用量を調
整する制御ができる管理シ
ステムです。
・対象機器には基準があり
ます。
・助成額は1,000円未満の
端数を切り捨てた額です。
　詳しくは、お問い合せく
ださい。

助成対象機器と助成額（いずれも住宅用）
対象機器 助成額

購入金額の10%（限度額2万円）

購入金額の10%（限度額1万円）

購入金額の4%（限度額6.5万円）
※購入金額の4%（限度額8万円）

1kW当たり2万円（限度額6万円）
※1kW当たり2.5万円（限度額7.5万円）

1kWh当たり2万円（限度額6万円）
※1kWh当たり2.5万円（限度額7.5万円）

二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器

潜熱回収型給湯器

太陽光発電システム
※HEMSを同時に設置する場合

1㎡当たり0.5万円（限度額1.5万円）
1㎡当たり1万円（限度額3万円）

太陽熱利用システム（自然循環型）
太陽熱利用システム（強制循環型）

リチウムイオン蓄電池
※HEMSを同時に設置する場合

燃料電池
※HEMSを同時に設置する場合

　地球温暖化の原因である温室効果ガスを削減するため、高効率給湯器や太陽光発電システムなど
を購入・設置した方へ費用の一部を助成します。

問合せ　リサイクルプラザ　　557－5364 問合せ　リサイクルプラザ　　557－5364

問合せ　環境係　　557－0544



　デング熱やその他蚊が媒介する感染症の発生を
未然に防止するためには、蚊の発生抑制の対策や、
蚊にさされないようにする注意が必要です。ご協
力をお願いします。
【幼虫対策】
不要な水たまりをなくそう！
例：植木鉢の受け皿、空き缶、古タイヤ

【成虫対策】
①草むらや、やぶは定期的に手入れを！
②刺されないように長袖の着用や必要に応じて虫除けスプレー等の活用を！

6月は蚊の発生防止強化月間
～水のないところに、蚊はたたぬ～

蚊
の
防
除
の
ポ
イ
ン
ト

「地域の飼い主のいないネコ」活動にご理解を

・快適で安全な環境を提供する責任
　ペットの種類によって習性や行動、必要な環
境は異なります。ペットが生涯にわたって快適
で安全に暮らせるように環境を整え、最後まで
適切に飼いましょう。
・命を終えるまで飼い続ける責任
　誰にでも人生の転機は訪れます。自分の生活が
変わってもペットを飼い続けられるか、シミュレー
ションを行い、あらかじめ対策を練りましょう。

飼い主になるということは全てに責任をもつことです
ペット（犬・ネコなど）の飼い主の皆さんへ

命を預かる責任

・ルールやマナーを守る責任
　飼い主もペットも地域社会のルールの中で暮
らしている以上、自分勝手な行動は許されませ
ん。ペットが嫌われる理由のほとんどは、動物
によるものではなく、飼い主のマナーが悪いこ
とが原因です。
・周辺地域を汚したり迷惑をかけない責任
　公共の場所に排泄物が放置されているのは誰
にとっても不快なだけでなく、衛生上も問題が
あります。また、飼い主が気付いていなくても、
鳴き声や毛・羽毛の飛散、排泄物、臭いなどを
迷惑に感じている人もいます。日頃から、周囲
の人々への配慮が必要です。

社会に対する責任

アライグマ・ハクビシンを見かけたら
ご連絡ください！
アライグマ・ハクビシンを見かけたら
ご連絡ください！
アライグマ・ハクビシンを見かけたら
ご連絡ください！

問合せ　環境係　　557－0544

　近年、アライグマ・
ハクビシンによる生態
系や生活環境への被害
が報告されています。
これらの獣害対策（計
画的な捕獲）の実施に
向けて、アライグマ・
ハクビシンの目撃情報
や被害がありました
ら、ご連絡ください。

 

○アライグマの特徴

中型犬くらいの大きさ
頭から尾の先まで７０～９０ｃｍ

尾に５～７本のしま

ヒゲは白い

目のまわりに
黒いマスク模様

眉間に黒いすじ

耳はとがって、
白いふちどり

前足・後足とも５本指

スリムな体型
頭から尾の先まで
 ９０～１１０ｃｍ

尾が長い足が短い

顔の真中に
白いすじ

前足・後足とも５本指

○ハクビシンの特徴

出典：東京都環境局

　地域住民と飼い主のいないネコとの共生を目指し、
避妊・去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して
飼いネコにしていくことで、将来的に飼い主のいな
いネコをなくしていくことを目的としています。
　具体的には、ネコに避妊・去勢手術を行い、これ
以上ネコが増えないようにした上で、適切にえさを
与え、食べ残しやフンの片付け、清掃をして管理し
ます。この管理を続けていくことで、飼い主のいな
いネコの数が減り、街に清潔感が保たれ、ネコに関
するトラブルが減少していきます。
　ネコによる被害に悩まされている方も、この活動
を行う方も、ネコと共存していきたいという気持ち
は同じです。この問題を地域の問題としてとらえ、
活動にご理解をお願いします。
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