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ご み 減 量 推 進 課           

ごみ減量係、清掃係 

１ ごみ・資源物に関する事項（4.2.2） 

 (1) 車両保有状況及び燃料使用状況                      

塵芥
じんかい

収集車 

（天然ガス車）

16 台 

(11 台) 
軽油   9,707.00ℓ  

天然ガス 23,803.99 ㎥ 
ごみ・資源物収集車 

資源物収集車 

（天然ガス車）

８台 

(８台) 
天然ガス 13,994.10 ㎥ 

狭あい・ふれあい・管理車 ガソリン車 ８台 ガソリン 8,223.98ℓ  

合  計 
32 台 

(19 台) 

軽油      9,707.00ℓ  

天然ガス 37,798.09 ㎥ 

ガソリン 8,223.98ℓ  

  ※車両保有台数は年度当初の台数 

 

 (2) ごみ・資源物収集量                                   （単位 ｔ） 

可燃物 不燃物(有害物含む。) 資源物(雑物含む。) 粗大ごみ 合  計 

24,261 3,245 12,813 204 40,523 

     ※不燃物中の有害物  乾電池  46ｔ   蛍光灯  8ｔ 

 

 (3) ごみ・資源物収集状況                              （単位 ｇ） 

    可 燃 物 不 燃 物 資 源 物 粗大ごみ 

1 日 1 世帯当たり排出量 743.0 99.4 392.4 6.2 

1 日１人当たり排出量 341.4 45.7 180.3 2.9 

  ※世帯数と人口は平成 21 年 10 月１日現在の数値による。 

 

 (4) 資源化量                                                             （単位 ｔ）  

紙   布   類 金 属 類 ガラス類 プラスチック類 その他

新聞 雑誌 段ボール 布類 鉄類 アルミ 生ビン カレット
ペット

ボトル
容器包装類 廃食用油

 

合 計

 

1,428 3,664 1,448 746 464 309 63 1,538 559 2,229 47 12,495

※資源化量＝資源物収集量－雑物(資源にならなかった異物等) 

  ※鉄類（スチール缶 285ｔ その他金属類 179ｔ） 

 

 (5) 集団回収状況 

団 体 数 紙類回収量（㎏） 布類回収量（㎏） アルミ回収量（㎏） 奨 励 金（円） 

371 3,136,797 275,908 585 23,839,340 

    ※奨励金は申請に基づき交付した金額
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 (6) 粗大ごみ処理状況                                                          (単位 点) 

品    目 点 数 品     目 点  数 品    目 点 数 

扇風機  3,104 タンス  2,675 自転車   3,543

こたつ  1,614 食器棚   868 バイク     31

照明器具  4,180 整理棚  2,049 ガス器具   2,897

掃除機  5,075 本棚  1,433 ストーブ   4,551

電子レンジ  2,246 カラーボックス 2,140 ポット   3,456

トースター  2,471 テレビ台  2,236 スキー板・靴   1,675

炊飯器  4,211 パイプハンガー  1,243 ゴルフ用品   1,531

ファクシミリ  1,278 机  1,422 遊具類   1,757

ミシン   543 テーブル  3,464 バケツ・タンク   3,425

ビデオ  2,895 ワゴン    437 プラスチックケース   6,360

ステレオ   100 いす・座いす 12,047 物干しざお   1,118

ミニコンポ   781 ソファー  1,543 乳母車    934

ラジカセ  1,692 敷物  8,981 楽器     567

アンプ・スピーカー類  1,718 ベッド  1,609 その他   24,773

ワープロ等  3,359 マットレス  12,497 合計点数 158,449

その他家電  6,411 その他家具  5,509  

※申込み件数 66,410 件 

 

 (7) 粗大ごみ収集手数料及び家庭ごみ収集手数料の収入額 (12.2.2)  

      

  

     

 

 

(8) 生ごみ減量化処理機器購入助成事業 

  助成基数 141 基、助成金額 2,952,400 円 

 

  (9) ふれあい収集件数 (平成 22 年３月 31 日現在) 

   登録世帯数 330 世帯 

     

 (10) 犬・猫死体処理数（件数） 

犬  1 

猫 277 

   

２ し尿くみ取り及び浄化槽に関する事項（4.2.3） 

(1) し尿くみ取り基数及び収集量 

くみ取り基数 116 基、収集量 137kl 

  

(2) 浄化槽清掃基数及び収集量  

清掃基数 210 基、収集量 492kl 

手数料 収入額 

粗大ごみ収集手数料 50,296,300 円 

家庭ごみ収集手数料 
444,510,580 円 

（収入未済額 165,600 円を除く。）
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３ ごみ減量・リサイクルの促進等に関する事項（4.2.2） 

(1) リサイクルショップの利用状況                         （単位 点） 

   品 目 点数 品 目 点数    品 目 点数 

タンス 176 机  67 小物入れ    75 

食器棚 111 テーブル 184 その他 580 

 整理棚 129 いす・ソファー 666

本棚 100 ベッド 114

 

合  計 2,202 

 

 (2) りさいくる市の開催 

開 催 日 
フリーマーケット

出店数（区画数）

平成 21 年４月５日 36 

５月３日 74 

６月７日 35 

７月５日 75 

８月２日 35 

９月６日 73 

10 月４日 34 

11 月１日 75 

12 月６日 45 

 合       計 482 

 

４ 廃棄物減量等推進審議会（4.2.1） 

  (1) 廃棄物減量等推進審議会委員（公募市民４人、市民４人、事業者３人、学識経験者４人） 

   ※根拠法令：西東京市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

   

  (2)  会議の開催状況 

      定例会 ８回（平成 21 年６月 30 日、７月 16 日、７月 28 日、８月 10 日、８月 25 日、９月７日、

９月 25 日、10 月７日） 

    主な審議事項 家庭ごみ３事業の検証と評価について、今後のごみ減量対策について 

 

５ 廃棄物減量等推進員（4.2.1） 

   廃棄物減量等推進員は、市内町丁ごとに市長が委嘱している。「リサイクル型都市西東京市」を目指す

ため、一般廃棄物の適正処理及び減量について、地域住民への啓発及び再資源化への活動（ごみの排出・

分別方法の指導、集積所の見回りなど）を行った。 
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６ エコプラザ西東京に関する事項 (4.2.2) 

 (1) 使用料収入状況 (12.1.3) 

 収 入 済 額 還 付 額 

 

施 設 名 

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円）

 多目的スペース 17 30,960 0 0 

 （実習室利用あり） （7） （12,600） （0） （0） 

 

 

（実習室利用なし） （10） （18,360） （0） （0） 

 講座室１ 72 22,390 1 250 

 講座室２ 78 34,760 1 550 

 合    計 167 88,110 2 800 

 ※減免実績なし 

 

(2) 利用状況     

施 設 名 
利用可能件数

（件） 

利用件数 

（件） 

利用人数 

（人） 

利用率 

（％） 

多目的スペース  216 5,369 20.7 

（実習室利用あり） 1,041 （120） （3,190） （11.5） 
 

（実習室利用なし）  （96） （2,179） （9.2） 

講座室１ 1,041 230 2,234 22.1 

講座室２ 1,041 272 2,337 26.1 

合  計 3,123 718 9,940 23.0 

 ※利用率＝利用件数／利用可能件数×100 

 ※市主催事業を含む 

 

(3) 利用者用インターネット端末利用状況    

延べ利用人数（人） 

小学生 中学生 18 歳未満 18 歳以上 

7 0 0 31 



 - 266 -

 

(4) エコプラザ西東京主催事業（4.1.4）（4.2.2） 

開 催 日 内         容 
参加人数

（人） 

平成 21 年 

４月 25 日 

 第１回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 26 

５月９日  リサイクル講座 ジーンズからバッグ（２回連続講座・その１）  14 

５月 10 日  リサイクル講座 ジーンズからバッグ（２回連続講座・その２）  14 

５月 15 日  ダンボールコンポストで堆肥作りをしよう！（２回連続講座・その１）  14 

５月 16 日  リサイクル手芸講座 みんなでチクチク、手縫いの作品を作ろう！  20 

５月 23 日 
 第２回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 28 

６月 13 日  リサイクル講座 傘から作るエコバッグ  10 

６月 26 日  ダンボールコンポストで堆肥作りをしよう！（２回連続講座・その２）  12 

７月８日  リサイクル講座 布ぞうりを作ろう  19 

７月 18 日 
 第３回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 42 

７月 22 日  夏休み小学生自由研究 リサイクル手芸講座（２回連続講座・その１）  22 

７月 29 日  ごみ処理施設見学ツアー（中間処理施設）  14 

７月 30 日  夏休み小学生自由研究 牛乳パックで葉書を作ろう！  62 

８月１日 夏休み小学生自由研究 イルカのひみつ・クジラのふしぎ（午前・午後開催） 109 

８月４日  夏休み小学生自由研究 ごみ処理施設見学ツアー（中間処理施設）  50 

８月５日  夏休み小学生自由研究 布ぞうりを作ろう！  15 

８月６日  夏休み小学生自由研究 触って使って驚きの太陽電池（午前・午後開催） 113 

８月９日  夏休み小学生自由研究 石神井川を調べよう！   22 

８月 20 日  夏休み小学生自由研究 環境人形劇で学ぶ３Ｒ教室とリサイクル工作  36 

８月 24 日  夏休み小学生自由研究 ごみのゆくえ・工作教室  47 

８月 26 日  夏休み小学生自由研究 リサイクル手芸講座（２回連続講座・その２）  32 
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８月 29 日 
 第４回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京（２回連続講座・その１） 
 25 

８月 30 日 
 第４回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京（２回連続講座・その２） 
 20 

９月 26 日 
 第５回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 44 

９月 26 日  身近なエコ調理 なべに帽子  14 

10 月 27 日  ごみ処理施設見学ツアー（中間処理施設・最終処分場）  35 

10 月 31 日 
 第６回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 27 

11 月 14 日 

 ～15 日 
 リサイクル講座作品展（於 市民まつり） 334 

11 月 21 日  リサイクル手芸講座 みんなでチクチク、手縫いの作品を作ろう！   ６ 

11 月 28 日 
 第７回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 18 

11 月 28 日  リサイクル講座 布ぞうりを作ろう  17 

12 月２日 リサイクル講座 クリスマスリースを作りましょう（２回連続講座・その１）  12 

12 月５日 

 ～６日 
 リサイクル講座作品展  13 

12 月９日  リサイクル講座 クリスマスリースを作りましょう（２回連続講座・その２）  12 

12 月 16 日  リサイクル講座 みんなでぽかぽか帽子の編み物  14 

12 月 18 日  リサイクル講座 みんなでぽかぽか帽子の編み物（補講）   ３ 

12 月 19 日 リサイクル手芸講座 みんなでチクチク、手縫いの作品を作ろう！   ９ 

12 月 26 日 
 第８回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 
 17 

平成 22 年

２月６日 

 第９回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京（２回連続講座・その１） 
 24 

２月７日 
 第９回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京（２回連続講座・その２） 
 23 

３月６日  リサイクル講座 ジーンズから作るエコバッグ（２回連続講座・その１）  15 

３月 13 日  リサイクル講座 ジーンズから作るエコバッグ（２回連続講座・その２）  15 

３月 13 日 
 第 10 回リサイクルアートスペース にょきにょきワークショップ 

 イタリア レッジョ教育 in 西東京 発表展 
 51 

３月 27 日  エコプラザ春のえいがまつり  70 

 ※11 月 14 日・15 日、12 月５日・６日の「リサイクル講座作品展」の参加人数はアンケートの提出人数 


