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■左表中の凡例
びん・缶・ペット…びん・缶・ペットボトル・
　　　　　　　　　スプレー缶・ライター
古紙・古布・プラ…古紙・古布・プラスチッ
　　　　　　　　　ク容器包装類

人口と世帯
総人口 19万8,342人
（16増）
平成26年12月１日現在（　）は先月比

●住民登録 （うち外国人住民）
人口／19万8,342人（16増） 人口／3,246人
男 ／  9万7,048人（17減） 男 ／1,532人
女 ／10万1,294人（33増） 女 ／1,714人
世帯／  9万2,633 （22増） 世帯／1,802

◇ ごみは決められた日の午前８時30分までに、分別して出してください。
◇ 年末の最終収集日から年始の各収集日までは、絶対にごみを出さないでください。 
◇ ごみ・資源物の収集時間は、ごみの量や交通事情などにより変わります。ご理解とご協力をお願いします。
◇ 特に年末は、ごみが多く出されるため、できる限りお早めの大掃除をお願いします。なお、一度に大量にごみを出す
場合は、事前にごみ減量推進課へご連絡ください。 ※12月22日㈪までの申込分は、年内に収集します。

※12月24日㈬～29日㈪の申込分は、１月５日
㈪以降の収集となります。
■粗大ごみ受付（p042ー421ー5411） 
※ エアコン・テレビ（液晶含む）・冷蔵庫・冷凍庫・
洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に
より、市の粗大ごみでの収集はできません。
　 購入先や買い替える家電販売店にご相談くだ
さい。販売店が遠方・不明の場合は、市の
運搬代表業者　武蔵野清運（p042ー438ー
8938）へお問い合わせください。回収にはリ
サイクル料金のほか、運搬料がかかります。

粗大ごみ
区域 年内収集の申込最終日 年始申込開始日
市内全域 12月22日㈪ １月５日㈪

区域 年末（最終日） 年始（開始日）
市内全域 12月25日㈭ １月５日㈪

し尿の収集

年末（最終日） 年始（開始日）
12月30日㈫ １月５日㈪

ふれあい収集

年末年始のごみ・資源物収集日程

　白色トレー・ペットボトル・インクカートリッジなどは、購入した店舗の店頭回収をご利用ください。
※可燃ごみ・不燃ごみの持ち込みはご遠慮ください。
※掲載を希望されたスーパーマーケット・大型店舗の情報を掲載しています。

市内スーパーマーケット・大型店舗の
店頭回収をご利用ください

店舗名
店頭で回収しているもの（平成26年11月現在）

白色
トレー

色付き
トレー

透明
トレー

牛乳
パック

その他
紙パック

ペット
ボトル

ペット
ボトル
キャップ

缶 ボタン
電池

小型充電
式電池

インク
カート
リッジ

田無町 リヴィン田無店 ● ●
向台町 サミットストア向台町店 ● ● ● ● ● ● ●

芝久保町
マックスバリュ田無芝久保店 ● ● ● ● ●
いなげや田無芝久保店 ● ● ● ● ●

東伏見 コープ東伏見店 ● ● ● ● ● ● ● ●
富士町 いなげや西東京富士町店 ● ● ● ● ●
谷戸町 コープひばりが丘店 ● ● ● ● ● ● ● ●
ひばりが丘 西友ひばりが丘団地店 ● ●
住吉町 西友ひばりヶ丘店 ● ●
東町 西友保谷店 ● ●
北町 コメリハード&グリーン保谷北町店 ● ● ●

多摩六都科学館ナビ多摩六都科学館ナビ

20th

　世界遺産である富士山、アイスランドの
オーロラ、イースター島の星空など、映像ク
リエイターKAGAYAさんが世界各地を旅し
て集めた幻想的な風景が並びます。３Dマッ
ピング投影で富士山の模型が変幻自在に彩ら
れる展示も必見です。
a12月16日㈫～翌１月12日㈷午前９時30
分～午後５時（入館は午後４時まで）
g入館券（展示室）大人500円、４歳～高校
生200円
※平日限定60歳以上割引キャンペーン実施中
（12月26日㈮まで　h年齢確認ができるもの）
j多摩六都科学館（p042－469－6100）　
※月曜日・12月28日㈰～翌１月３日㈯休館

KAGAYA写真展
富士と世界の星空

冬の企画展

田無町・西原町・緑町・
谷戸町・北原町・ひばりが丘

東町･泉町・住吉町・栄町・
ひばりが丘北・北町・下保谷

南町・向台町・
芝久保町・新町

柳沢・東伏見・中町・
保谷町・富士町

１２月17日㈬ 不燃ごみ・有害ごみ 
年内最終日

不燃ごみ・有害ごみ 
年内最終日

廃食用油・小型家電 
年内最終日

金属類
 年内最終日

18日㈭ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ 可燃ごみ びん・缶・ペット
19日㈮ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ びん・缶・ペット 可燃ごみ
22日㈪ びん・缶・ペット 可燃ごみ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ
23日㈷ 可燃ごみ びん・缶・ペット 古紙・古布・プラ 可燃ごみ

24日㈬ 廃食用油・小型家電 
年内最終日

金属類
年内最終日

不燃ごみ・有害ごみ 
年内最終日

不燃ごみ・有害ごみ 
年内最終日

25日㈭ 古紙・古布・プラ
年内最終日 可燃ごみ 可燃ごみ びん・缶・ペット

年内最終日

26日㈮ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ 
年内最終日

びん・缶・ペット 
年内最終日 可燃ごみ

29日㈪ びん・缶・ペット
年内最終日

可燃ごみ
年内最終日

可燃ごみ
年内最終日

古紙・古布・プラ
年内最終日

30日㈫ 可燃ごみ
年内最終日

びん・缶・ペット
年内最終日

古紙・古布・プラ 
年内最終日

可燃ごみ
年内最終日

12月31日㈬～１月４日㈰はお休み
１月  5日㈪ びん・缶・ペット 可燃ごみ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ

6日㈫ 可燃ごみ びん・缶・ペット 古紙・古布・プラ 可燃ごみ
7日㈬ 不燃ごみ・有害ごみ 不燃ごみ・有害ごみ 金属類 廃食用油・小型家電
8日㈭ 古紙・古布・プラ 可燃ごみ 可燃ごみ びん・缶・ペット
9日㈮ 可燃ごみ 古紙・古布・プラ びん・缶・ペット 可燃ごみ

◆ごみ減量推進課（p042ー438ー4043)

多摩六都科学館ナビ多摩六都科学館ナビ市内の情報をお届けします

まちを楽しむ編大好きです

西東京
　今回は、西東京市マスコットキャラクターの「いこいー
な」を紹介します。いこいーなは子どもたちが大好きな妖
精です。これまでにも、シールやノート、鉛筆など、子
どもたちが大好きなグッズに登場してきました。
　グッズと言えば、今年の春小学１年生に配布された、
いこいーなのランドセルカバーを目にした方も多いので
はないでしょうか。初々しい１年生がいこいーなを背に友
達と仲良く歩く姿は、私たちを幸せな気分にしてくれます。
　10月からは図書館に初
めて登録する小学生以下
のお子さんに、いこいー
な図書館バッグのプレゼ
ントが始まりました。また、
いこいーながデザインさ
れたラッピングごみ収集

車もデビューし、今
後３つのデザインの
ごみ収集車計５台が
市内を駆け巡ります
ので、楽しみにして
いてくださいね。
　さらに11月には、
西東京いこいの森公園のパークハウス内に、いこいーな
像がお目見えするなど、だんだんと身近になってきたい
こいーな。市民の皆さんと一緒に、ふるさと西東京市を
夢の広がる楽しいまちにしたいという想いを胸に、小学
校や児童館に遊びに出掛けたり、地域振興のイベントな
どに参加して、子どもたちと触れ合っています。
　いこいーなは西東京いこいの森公園に住む妖精ですが、
西東京市を想う皆さんの心の中にも住みたいと願ってい
ます。皆さんもいこいーなと一緒に西東京市を好きになっ
てね！
◆企画政策課n（p042－460－9800）
◆秘書広報課n（p042－460－9804）

あなたの心にいこいーなを！

ランドセルカバー

ラッピングごみ収集車


