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　東京都環境局を通して仙台市より支援要請があり、西東京市ごみ減量推進課は4月24日に復旧支援のため 

職員3名を派遣しました。災害廃棄物のがれき、粗大ごみ、畳などの収集・運搬作業を一週間行いました。 

　被災地に向かう前にテレビや新聞で見ていた状況以上の、圧倒的な津波の被害と大量のがれきなど、想像を超えた状態に言葉 

を失ってしまうほどの衝撃が被災地現場にありました。被災された方々の心身の疲労を思いますといたたまれない気持ちになりま 

すが、被災地の皆さんがこの大災害を乗り越えようと力を合せて復旧・復興にむけて一歩ずつ進めている光景に希望を感じました。 

　今後も支援を継続していきたいと思います。 

①浸水地区の畳はカビが発生してしまい、異 

　臭を放っていました。水分を含んだ畳は大 

　人３人でも運ぶことがとても大変な重量で 

　した。 

②中間処理場に搬入された畳は焼却処分さ 

　れます。 

　1台あたり約１トン、一日に約9台分を搬入 

　しました。 

全国から集結した支援部隊 

仙台市被災地 

東日本大震災の被災地復旧支援を行いました。 
宮城県仙台市における、災害廃棄物の収集・運搬支援報告 
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浸水した畳の運搬作業 

積み上げられたがれき 一時保管場所に集められた粗大ごみ 

派遣職員の報告 



西東京市ECO羅針盤 

2P

平成21年度のごみの処理費用をお知らせします 
　日頃より、ごみの減量と資源化にご協力をいただきありがとうございます。市民の皆さんが納めていただいた 

ごみの手数料（指定収集ごみ袋）は、すべてごみ処理の費用にあてられています。 

ごみ・資源物の処理にかかる歳出の内訳 

収　集・ 
運搬費用 

中　　間 
処理費用 

最終処分・ 
資源化費用 

ご　み 

資源物 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

有害ごみ 

びん類 

缶類 

ペットボトル 

古紙・古布 

金属類 

廃食用油 
プラスチック 
容器包装類 

小　　計 

柳泉園組合負担金 

プラスチック容器包装類中間処理費用 

古紙・古布中間処理費用 

　　　　　 小　　計 

東京たま広域資源循環組合負担金 

プラスチック容器包装類資源化費用 

　　　　　 小　　計 

集団回収にかかる処理費用 

その他経費（管理費・収集以外の委託料など） 

　　　　　　　　合　　計 

平成20年度   

407,420千円 

105,194千円 

36,888千円 

1,876千円 

136,615千円 

158,321千円 

159,141千円 

56,826千円 

33,821千円 

16,181千円 

200,182千円 

1,312,465千円 

990,215千円 

93,386千円 

10,826千円 

1,094,427千円 

659,322千円 

7,394千円 

666,716千円 

28,689千円 

235,342千円 

3,337,639千円 

平成21年度   

406,660千円 

108,410千円 

36,888千円 

1,638千円 

129,086千円 

153,792千円 

149,968千円 

69,615千円 

33,219千円 

15,647千円 

199,206千円 

1,304,129千円 

986,791千円 

83,501千円 

10,735千円 

1,081,027千円 

643,887千円 

7,194千円 

651,081千円 

31,641千円 

231,009千円 

3,298,887千円 

※エコプラザ西東京の運営に関する費用、し尿に関する費用は除きます。 
※端数（千円）単位の切捨て、切上げがあります。 

資源物売払収入 

種別 

金属類 

廃食用油 

古紙・古布 

合計 

平成20年度 

2,807千円 

448千円 

38,225千円 

41,480千円 

平成21年度 

2,221千円 

474千円 

11,387千円 

14,082千円 

収集手数料収入 
種別 

粗大ごみ収集手数料 

家庭ごみ収集手数料 

合計 

平成20年度  

51,473千円 

472,997千円 

524,470千円 

平成21年度  

50,296千円 

444,510千円 

494,806千円 

1トン当たりの処理費用 
　　種別 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

有害ごみ 

びん類 

缶類 

ペットボトル 

金属類 

廃食用油 

プラスチック容器包装類 

古紙・古布 

処理費用    

62,642円 

86,607円 

232,750円 

147,598円 

94,886円 

226,712円 

247,979円 

173,172円 

322,381円 

125,935円 

9,385円 

ご
　
み 

資
源
物 

　プラスチック容器包装類は、容器包装リサイクル法に基づき３者 【事業者（容器包装を製造・利用している会社）・消費 

者・市町村】が一体となりその削減に取り組むことが義務付けられています。市民の皆さんが質の高い分別（汚れや異物を 

除去）をすることにより、また、リサイクルに要する費用が低減（リサイクル費用想定額より下回る）した場合、リサイクル 

の合理化への寄与の程度に応じて、事業者から市に資金（合理化拠出金）が支払われます。 

プラスチック容器包装類の適正分別で拠出金が払われます。 

歳入 歳出 

総額 
32億 
9,888万 
7千円 

一般財源 
23億1,792万0千円 
70.3% 

都交付金 
4億8,616万1千円 
14.7%

粗大ごみ収集 
手数料 
5,029万6千円 
1.5%

家庭ごみ収集 
手数料 
4億4,451万0千円 
13.5％ 

総額 
32億 
9,888万 
7千円 

収集および 
運搬費用 
13億412万9千円 
39.5%

最終処分および 
資源化費用 
6億5,108万1千円 
19.7％ 

その他費用 
2億3,100万9千円 
7.0％ 

集団回収費用 
3,164万1千円 
1.0％ 

中間処理費用 
10億8,102万7千円 
32.8％ 
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古紙の禁忌品は可燃ごみにしてください 
（羅針盤第 7号の補足説明です。） 

統一美化キャンペーンを実施しました！ 収集現場からのお願い 

環境フェスティバルが開催されました。 
平成２３年５月２９日（日）いこいの森公園にて　午前１０時～午後３時 

　去る、５月28日（土）に統一美化キャンペーンを実施しました。 

統一美化キャンペーンは、11都県で構成する関東甲信越静環境

美化推進連絡協議会が5月30日を「関東地方環境美化の日（ご

みゼロデー）」と定めていることに伴い、各自治体で同時期に実施

して環境美化への意識を高めるために実施されます。市内全域の

路上・公園等に散乱するごみを参加者の方々により、市内各所に

設けられた臨時集積所に集めていただき、ごみ減量推進課職員 

　　　　　　　　　　　　　　　　　が回収しました。参加い 

　　　　　　　　　　　　　　　　　ただいた西東京市老人ク 

　　　　　　　　　　　　　　　　　ラブ、シルバー人材セン 

　　　　　　　　　　　　　　　　　ターの会員の皆さん、西 

　　　　　　　　　　　　　　　　　東京市廃棄物減量推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　員の皆さん、各地域の市 

　　　　　　　　　　　　　　　　　民の皆さん、ご協力あり 

　　　　　　　　　　　　　　　　　がとうございました。 

・洗濯用洗剤の箱・アイロンプリント紙 

・カーボン紙（宅配便の複写伝票等） 

・圧着はがき（親展はがき） 

・感熱紙(ファックス用紙・レシート紙） 

・金・銀などが箔押しされた紙 

金属類・廃食用油は資源カゴの 
中に入れてください。 

ごみ減量推進課のブースでは、 
剪定枝・落ち葉のリサイクル堆肥・ 
小学校・保育園給食リサイクル堆肥・ 
リユース傘の配布などをしました。 

以下の紙類は古紙として 
再生できません。可燃ごみとして 

排出してください。 

風対策をお願いします 
プラスチック容器包装類は 
軽いため風で飛んでしまいます！ 

洗濯ばさみと重石を利用した 
風対策の参考例 

他には、ネットを被せる、カゴをかぶせる、フックにかける、バケ 

ツに入れる等の方法もあります。 

いずれの対策も重石等で風で飛ばないようにしてください。 
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抽選受付期間：7月1日（金）午前9時～7月7日（木）午後5時まで 

TEL:042-4
21-8585 FAX:042-421-8586

今年の夏休みは 
どんなことに 
チャレンジ 
してみようか… 

TEL 042－421－8585（午前9時～午後5時） 
FAX 042－421－8586（24時間） 

申し込み・問い合わせ 

★開催場所はいずれもエコプラザ西東京多目的スペースとなります。 

①講座№・講座名（6と12の講座は一回目または二回目を明記） 
②住所　③電話番号　④参加者氏名（ふりがな）　⑤保護者氏 
名（ふりがな）　⑥年齢・学年を添えてエコプラザ西東京まで電話・ 
FAXでお申し込みください。 

7月1日（金）午前9時から7月7日（木）午後5時 
まで 受付ます。受付終了後、抽選にて参加を決定し、7月 
15日（金）までに電話またはFAXで結果をご連絡いたします。 
　なお、定員に満たない講座については7月8日（金）以降、随 
時に受け付けをいたします。（対象：いずれも市内在住・在学） 

●西武池袋線保谷駅からバス 
　吉祥寺駅・三鷹駅・田無駅「保谷庁舎」下車 

●西武池袋線保谷駅からはなバス第２ルート「保 
　谷庁舎」下車 

●西武池袋線ひばりヶ丘駅からはなバス第５ルー 
　ト「荒井竹」下車 

●西武新宿線田無駅からバス 
　保谷駅・天神山行「荒井竹」下車 

●西武新宿線西武柳沢駅（柳沢駅通りバス停） 
　からバス保谷駅・天神山行「荒井竹」下車 

●西武新宿線東伏見駅からはなバス第２ルート 
　「保谷庁舎」下車 

● エコプラザ西東京 ● 
西東京市泉町3－12－35
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日時：７月２６日（火）午後１時～午後４時 
対象：小学１～６年生 
講師：ごみ減量推進課職員 
定員：３０名 
持物：筆記用具、はさみ（高学年で持っている人）、 
　　  飲み物 

日時：７月３１日（日）午後１時～午後４時 
対象：５才～小学６年生（低学年以下は保護者同伴） 
講師：清水寛枝さん（エコプラザ西東京協力員） 
定員：１６名 
持物：紙の空き箱（約30×30×５cm)、貝がら、水彩 
　　  絵の具、絵筆、パレット、筆洗バケツ、飲み物  

日時：７月２７日（水）午前１０時～午後１時 
対象：小学１～６年生（低学年は保護者同伴） 
講師：ちくちくの会（エコプラザ西東京登録団体） 
定員：２５名 
持物：裁縫道具、不用な布（バンダナ、ハンカチなど薄 
　　  手の扱いやすい布、外側用20×40cm、内側用 
　　  30×40cm）、飲み物 

2. 小物入れ作りとエコダンス 3. ちくちく縫ってみよう！夏休み2日間講座 

　電子紙芝居でごみ問題やごみのゆくえを学んだ 
あと、牛乳パックやペットボトルなどの工作をします。 

日時：８月１２日（金）午後１時30分～午後3時30分 
対象：小学３～６年生 
講師・協力：JALグループ 
定員：３０名 
持物：筆記用具、飲み物 
その他：飛行機シールと絵はがきプレゼント 
 
　地球温暖化の仕組みと空からの地球の姿を紹介し 
しながら地球を丸ごと学びます。 

日時：８月２日（火）午前10時30分～午後1時 
対象：小学１年生～中学３年生 
　　　（低学年は保護者同伴） 
講師：西東京市エコ・クッキングナビゲーター 
定員：10名 
持物：エプロン、三角巾、ハンドタオル、飲み物 

　エコ・クッキングを学びながら「エコのみ焼き」を作っ 
て、おいしく食べ、あとかたづけをしながら環境につ 
いて考えます。 

9. 布ぞうりをつくろう 
日時：8月20日（土）午後1時～5時 
対象：小学5年生～中学3年生 
講師：華工房（エコプラザ西東京登録団体） 
定員：20名 
持物：不用な厚手の衣類（フリース、トレーナーなど） 
　　  はさみ、洗濯バサミ5個、ものさし（30cm） 
　　  飲み物 

　不用なフリースなど厚手の衣類を長細く切り、昔の 
技法で編み台を使って布ぞうりを編みます。 

日時：８月５日（金）午前９時30分～午後１時 
対象：小学３～６年生　定員：35名 
講師・協力：京セラ株式会社 
持物：筆記用具、飲み物 

　実験とクイズで太陽電池のしくみや 
環境問題を考えます。太陽電池を使った 
ソーラーカーやトランシーバーを体験し、 
ソーラーかもめやソーラーモンキー 
の工作を楽しめます。 

10. マイはし作って使ってみよう！ 
　  コースター作りもあるよ！ 

　東京でとれた間伐材を使ってマイはしを作り、簡 
単なゲームをします。うまくおはしを使えるかな？ 
西原自然公園の木を使ったコースター作りもあるよ ！ 

11. 夏休みにょきにょきワークショップ 
　  「フィールドに出てみよう！」 
日時：8月24日（水）午前9時30分～午後3時 
対象：4才～小学3年生の幼児、児童とその保護者 
講師：レッジョ教育を広める会＠キオッチョラ＠ 
　　　（エコプラザ西東京登録団体） 
定員：15組　持物：昼食、飲み物、タオル、ビニール袋、 
　　　　　　　　 虫よけ長袖長ズボン 

　東大演習林で思いっきり自然にふれ、感じたままを 
作品にします。エコプラザ集合後、バスで田無試験地 
に移動。エコプラザで昼食後、創作をします。 

12. イルカのひみつ・クジラのふしぎ 

　粘土でイルカを作るワークショップと、イルカと 
クジラにまつわるクイズやゲームで、その生態と 
環境について学びます。 

6. 手すきのマイはがきをつくろう！ 

日時：８月４日（木） 
　　  1回目：午前10時～午後0時30分 
　　  2回目：午後2時～4時30分 
対象：小学３～６年生　定員：各回35名 
講師：全国牛乳パックの再利用を考える連絡会、 
　　  全国牛乳容器環境協議会 
持物：筆記用具、飲み物 

　牛乳パックを通して森林資源など地球 
環境について学び、とかした牛乳パック 
から手すきのマイはがきを作ります。 

　貝がらの海で自由に遊んだ後、「貝がらおじさん」と 
一緒に、空き箱を使って自分だけの水族館を作ります。 

　不用になったペットボトルと布から、かわいい小物 
入れバスケットを作り、エコダンスも楽しめます。 

日時：1日目：7月28日（木）・2日目：8月25日（木） 
　　  2日間講座　午前10時～午後1時 
対象：小学１年生～中学3年生（手縫いが出来る方で 
　　  2日間とも参加できる方、低学年は保護者同伴） 
講師：ちくちくの会（エコプラザ西東京登録団体） 
定員：20名　 
持物：裁縫道具、布の切れ端(数種）、 布にあう糸、飲み物 

日時：８月27日（土） 
　　  1回目：午後0時50分～2時30分 
　　  2回目：午後3時10分～5時 
対象：5才～小学６年生（未就学児は保護者同伴） 
講師：アイサーチ・ジャパン 
定員：各回40名　参加費：300円（材料代） 

日時：8月21日（日）午後1時～午後4時 
対象：5才～小学6年生（低学年以下は保護者同伴） 
講師：エコプラザ西東京協力員「展示・工作チーム」 
定員：２０名 
持物：軍手（よごれてもよい手袋）、飲み物 

5. 夏休みにエコ・クッキング 

８. JALのそらいく 

1日目はパッチワークキルトの小さな作品作り。 
2日目はみんなで宿題の作品を縫い合わせて、 
ひとつの大きなタペストリーにしあげます。 

7. 太陽電池を学び、ソーラー工作を楽しむ 

4. 貝がらおじさんとあきばこ水族館 
　 2011夏の陣 
 

1. ごみのゆくえ・工作教室 


