
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 令和元年５月 25日 

    参加者 約 835人（市高齢者クラブ、シルバー人材センター会員ほか） 

    回収量 空き缶 29 kg、空き瓶 19 kg、ペットボトル 20 kg、可燃ごみ 113 kg、 

        不燃ごみ 134 kg、金属類 27 kg、スプレー缶 １ kg、その他 17 kg 

  イ 秋の市内一斉清掃 

    実施日 令和元年９月 28日 

    参加者 約 981人（市高齢者クラブ、シルバー人材センター会員ほか） 

    回収量 空き缶 38 kg、空き瓶 15 kg、ペットボトル 32 kg、可燃ごみ 209 kg、 

        不燃ごみ 230 kg、金属類 23 kg、スプレー缶 ２ kg 

(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）西武柳沢駅周辺 

実施日 令和元年６月 13日   午前７時から午前８時まで  57人参加 

（イ）東伏見駅周辺 

実施日 令和元年７月 11日   午前７時から午前８時まで   37人参加  

（ウ）ひばりヶ丘駅周辺 

実施日 令和元年 10月 10日  午前７時から午前８時まで  38人参加 

（エ）保谷駅周辺 

実施日 令和元年 11月 14日  午前７時から午前８時まで  31人参加 

 イ 駅周辺美化・喫煙マナー推進事業 

田無駅周辺・保谷駅周辺・西武柳沢駅周辺・東伏見駅周辺・ひばりヶ丘駅周辺 

巡回日数 延べ 180日（１日２回巡回） 

 

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                

車  種 燃 料 台 数（台） 使用量(ℓ ) 

ごみ・資源物収集車 
塵芥
じんかい

収集車 軽油 11 

21 

7,876.65 

資源物収集車 軽油 ３ 1,345.10 

ふれあい・指導車 ガソリン車 ガソリン ７ 6,817.87 

 



(2) ごみ・資源物量                                            （単位 kg） 

可燃物 不燃物(有害物を含む。) 資源物(雑物を含む。) 粗大ごみ 合 計 

30,094,190 3,525,190 13,295,761 427,440 47,342,581 

   ※不燃物中の有害物は、乾電池 48,444kgと蛍光管 7,310kgをいう。 

(3) ごみ・資源物状況                                           （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 831.1 97.3 367.2 11.8 

１日１人当たり排出量 401.8 47.0 177.5  5.7 

※世帯数と人口は、令和元年 10 月１日現在の数値による。 

(4) 資源化量                       （単位 kg） 

資源物 資源化量 

古紙類 新聞 526,380 

雑誌 3,442,910 

段ボール 1,562,540 

古布 布類 830,050 

金属類 
鉄類 

スチール缶 187,604 

その他金属類 753,207 

非鉄類 
アルミ缶 295,640 

その他非鉄類 49,097 

ガラス類 生ビン 40,886 

カレット 1,386,998 

プラスチック類 ペットボトル 706,792 

プラスチック製容器包装類 2,602,070 

廃食用油 50,720 

生ごみ一次処理物・生ごみ 30,770 

せん定枝 600,000 

小型電子機器 247,860 

インクカートリッジ 209 

小型充電式電池 ０ 

基板 3,167 

携帯電子機器 ０ 

エコセメント化 3,978,460 

その他 476,369 

合 計 17,771,729 

※その他は、ガス化溶融等をいう。 

(5) 集団回収状況（4.2.2）         

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

334 2,546,956 331,438 284 20,124,216 

   ※団体数は、令和元年 10 月１日現在 

※奨励金は、申請に基づき交付した金額である。 

※紙類回収量は、牛乳パックを含む。 



(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   74 タンス 2,753 自転車 4,041 

こたつ 1,611  食器棚 961 バイク 66 

照明器具 108  整理棚 10 ガス器具 826 

掃除機 43  本棚 1,454  ストーブ 1,963 

電子レンジ 2,754  カラーボックス 2,033 ポット ４ 

除湿・加湿器 32   テレビ台 1,587  スキー板・靴 655 

炊飯器 31   パイプハンガー 689   ゴルフ用品 500  

ファクシミリ ２ 机 1,754  遊具類 717 

ミシン 548   テーブル 3,205  バケツ・タンク 824   

ビデオ 18   ワゴン 291  プラスチックケース 859 

ステレオ 13    椅子・座椅子 10,593 物干しざお 707  

ミニコンポ １ ソファー 1,482  ベビーカー 847   

ラジカセ ７ 敷物 1,744  楽器 465   

アンプ・スピーカー類 153   ベッド 1,125  その他 26,170  

ワープロ等 156  マットレス 11,646  合 計 92,861 

その他家電 695  その他家具 6,644   

※申込み件数  44,338 件 （内訳 電話受付 38,206 件、ＦＡＸ受付 677 件、メール受付 5,455 件） 

(7) 家庭ごみ収集手数料及び粗大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 311,467,839  

粗大ごみ収集手数料 37,040,100  

  ※家庭ごみ収集手数料は、収入未済額 165,600円を除く。 

(8) ふれあい収集        

   登録世帯数 410世帯 

(9) 犬・猫死体処理             (単位 件) 

 処  理  数 

犬    １ 

猫   143 

 

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（一般家庭）        

くみ取り基数 (基) くみ取り回数 (回) 収 集 量 (kℓ ) 

30 137 35 

(2) 浄化槽清掃        

清掃基数 (基) 清掃件数（件） 収 集 量（kℓ ） 

91 112 215 

 



４ ごみ減量・リサイクルの促進等に関する事項（4.2.2） 

 りさいくる市の開催 

開 催 日 出店数（区画数） 場 所 

平成 31年 ４月７日 37 エコプラザ西東京 

令和元年 ５月５日 38 西東京いこいの森公園 

 ６月２日 37 エコプラザ西東京 

８月４日 38 エコプラザ西東京 

９月１日 28 西東京いこいの森公園 

10 月６日 39 エコプラザ西東京 

11 月３日 38 西東京いこいの森公園 

12 月１日 38 エコプラザ西東京 

  合       計 293  

 

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３人、事業者３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 ４回（令和元年７月 22日、10月 30 日、11月 25日、令和２年１月 27 日） 

   主な審議事項 廃棄物減量等推進員の役割・活用の検討 

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 61 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 

 

７ ごみ分別アプリ（4.2.2） 

  ダウンロード数 29,613 件（令和２年３月 31日現在累計） 


