
ご み 減 量 推 進 課           

ごみ減量係、清掃係 

１ 環境美化推進事業（4.1.4） 

(1) 環境月間等行事に関する事項 

  ア 春の市内一斉清掃 

    実施日 平成 24年５月 26日 

    参加者 約 1,452人（老人クラブ会員、シルバー人材センター会員ほか） 

    回収量 空き缶 60kg、空き瓶 30kg、ペットボトル 20kg、可燃ごみ 150kg、不燃ごみ 50kg、 

        金属類 10kg 

  イ 秋の市内一斉清掃 

    実施日 平成 24年９月 29日 

    参加者 約 1,300人（老人クラブ会員、シルバー人材センター会員ほか） 

    回収量 空き缶 180kg、空き瓶 24kg、ペットボトル 100kg、可燃ごみ 158kg、不燃ごみ 66kg、 

        金属類 19kg、スプレー缶９kg 

(2) まちの美化と安全を推進する事業 

 ア ポイ捨て・路上喫煙防止キャンペーン（清掃及び啓発用品の配布） 

（ア） 田無駅周辺 

  実施日 平成 24年６月 14 日   午前７時 30分～、午後５時 30分～  計 31 人参加 

（イ） 西武柳沢駅周辺 

  実施日 平成 24年 10月 11 日  午前７時 30分～、午後５時 30分～  計 53 人参加 

（ウ） 保谷駅周辺 

  実施日 平成 24年 11月 15 日  午前７時 30分～、午後５時 30分～  計 36 人参加 

（エ） ひばりヶ丘駅周辺 

  実施日 平成 24年 12月 13 日  午前７時 30分～  27人参加 

（オ） 東伏見駅周辺 

  実施日 平成 25年３月 14 日   午後５時 30分～  17 人参加 

 イ 駅周辺美化・喫煙マナー推進事業 

（ア）  田無駅周辺 

       巡回日数 延べ 180日（１日２回巡回） 

（イ）  保谷駅周辺 

   巡回日数 延べ 180日（１日２回巡回） 

（ウ）  西武柳沢駅周辺（平成 24年 10 月～） 

巡回日数 延べ 88 日（１日２回巡回） 

    ※平成 24 年 10月１日 西武柳沢駅周辺を「ポイ捨て・路上喫煙防止地区」に指定 

 

 

 

 



２ 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                      

ごみ・資源物収集車 

塵芥
じんかい

収集車 

（天然ガス車） 

15 台 

(10台) 
 軽油  8,906.01ℓ  

天然ガス 16,835.32㎥ 

資源物収集車 

（天然ガス車） 

７台 

(７台) 
天然ガス 8,898.98㎥ 

ふれあい・指導車 ガソリン車 ９台 ガソリン 6,535.30ℓ  

合  計 
31 台 

(17台) 

 軽油  8,906.01ℓ  

天然ガス 25,734.30㎥ 

ガソリン  6,535.30ℓ  

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

可燃物 不燃物(有害物含む。) 資源物(雑物含む。) 粗大ごみ 合 計 

23,913,340 3,521,027 13,415,338 153,240 41,002,945 

  ※ 不燃物中の有害物   乾電池 44,423kg  蛍光管 8,179kg 

(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 717.4 105.6 402.5 4.6 

１日１人当たり排出量 330.7 48.7 185.6 2.1 

※ 世帯数と人口は、平成 24年 10月１日現在の数値による。 

(4) 資源化量                                 （単位 kg） 

古紙類 新聞 1,068,020 

雑誌 3,680,270 

段ボール 1,514,930 

古布 布類 733,290 

金属類 鉄類 スチール缶 265,552 

その他金属類 432,180 

非鉄類 アルミ缶 297,357 

その他非鉄類 52,648 

ガラス類 生ビン 57,310 

カレット 1,485,296 

プラスチック類 ペットボトル 613,010 

プラスチック容器包装類 2,345,200 

廃食用油 50,880 

硬質プラスチック 52,100 

生ごみ一次処理物 860 

せん定枝 250,000 

小型電子機器 198,450 

インクカートリッジ 60 

小型充電式電池 50 
合 計 13,097,463 

※ 資源化量＝資源物収集量－雑物(資源にならなかった異物等) 

 (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 3,218,120 312,816 253 24,693,718 

  ※ 奨励金は申請に基づき交付した金額 



(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  4,004 タンス  2,911 自転車  3,612 

こたつ  1,618 食器棚    926 バイク    43 

照明器具  3,464 整理棚  1,633 ガス器具  2,156 

掃除機  4,516 本棚  1,355 ストーブ  3,987 

電子レンジ  2,426 カラーボックス  2,384 ポット  1,369 

除湿・加湿器  1,514 テレビ台  1,838 スキー板・靴  1,093 

炊飯器  3,336 パイプハンガー  1,052 ゴルフ用品  1,723 

ファクシミリ  1,123 机  1,376 遊具類   960 

ミシン   554 テーブル  3,857 バケツ・タンク   817 

ビデオ  2,495 ワゴン    341 プラスチックケース  5,504 

ステレオ    76 椅子・座椅子 12,360 物干しざお  1,141 

ミニコンポ    722 ソファー  1,699 ベビーカー   824 

ラジカセ  1,593 敷物  5,519 楽器    528 

アンプ・スピーカー類  1,136 ベッド  1,682 その他  19,358 

ワープロ等  3,686 マットレス  13,003 合 計 138,303 

その他家電  5,291 その他家具  5,698  

※ 申込み件数 63,014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） 

手 数 料 収 入 額（円）  

家庭ごみ収集手数料   279,582,939 （収入未済額 165,600 円を除く。） 

粗大ごみ収集手数料 45,855,100  

(8) 生ごみ減量化処理機器購入助成事業 

助成基数 (基) 助 成 金 額（円） 

      70      1,521,000 

(9) ふれあい収集 

    登録世帯数 340世帯 

(10) 犬・猫死体処理 

 処  理  数 (件) 

犬  1 

猫 226 

 

３ 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 

くみ取り回数 (回) 収 集 量 (kℓ ) 

76 89 

(2) 浄化槽清掃 

清掃基数 (基) 収 集 量 (kℓ ) 

155 293 

 



４ ごみ減量・リサイクルの促進等に関する事項（4.2.2） 

(1) リサイクル家具展示コーナーの利用状況                      （単位 点） 

   品 目 点数 品 目 点数     品 目 点数 

タンス 288 机 113 小物入れ    99 

食器棚 139 テーブル 274 その他 761 

  整理棚 111 椅子・ソファー 803  

合  計 2,812 
本棚 111 ベッド 113 

(2) りさいくる市の開催 

 開 催 日  出店数（区画数） 

平成 24年４月１日 41 

５月６日 48 

６月３日 41 

７月１日 63 

８月５日 41 

10 月７日 38 

11 月４日 62 

12 月２日 41 

  合       計 375 

(3) フリーマーケットの開催（環境フェスティバル） 

   開 催 日 出店数（区画数） 

平成 24年５月 27日         95 

 

５ 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２人、事業者４人、学識経験者４人、関係機関 

１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 

   会議１回（平成 24年５月 24日） 

   主な審議事項 一般廃棄物処理基本計画策定について、その他 

 

６  廃棄物減量等推進員（4.2.1） 

(1) 廃棄物減量等推進員 (市内町丁ごとに委嘱した者 73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) 主な活動内容 ごみ排出・分別方法の指導、地域住民への啓発活動及び集積所の巡回確認・報告、会 

議への出席等 

 


