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ごみ収集の頻度と収集日が変わります！令和2年7月1日から
レジ袋有料化スタートしました

買い物などのお出かけ
にはマイバッグをお持ち
ください。 
レジ袋の削減に
より一層のご協力を
お願いします。
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プラスチック製買物袋有料化広告物ＰＯＰ（経済産業省）を加工して作成

【スケジュール】
10月15日(木)　特設サイト限定公開開始・随時更新　
11月  8日(日)　特設サイト本公開・配信イベント
12月31日(木)　特設サイト公開終了「むさしのエコreゾート」 　
　　　　　　　専用ホームページで一部を公開していきます

　【テーマ】
　エネルギー・自然・ごみ・生き物など
　【ジャンル】
　講座・クイズ・ワークショップ・自然観察・メッセージなど
※ごみ処理の流れを楽しみながら学ぶことのできる、クリーンセンター見学者コースは予約不要で、開館時間中はどなたでもご自由
　に見学ができます。「むさしのエコreゾート」も併せて来館・見学等ができますので、ぜひお越しください。

　クリーンセンター開館時間：午前10時～午後5時(休館日は火曜日、祝日、年末年始)
　（むさしのエコreゾート開館時間は上記参照）

　今年の「むさしの環境フェスタ」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場等を
設けないインターネット上のオンラインイベントになります。

　「むさしの環境フェスタ」の特設サイト内で、環境市民団体や事業者の制作した動画コンテンツなどの配
信を行います。ご自宅などで好きな時に楽しみながら環境について学ぶことができるオンラインイベント
となりますので、ぜひアクセスしてみてください。

　プラスチックはとても便利な素材で、私たちの生活に貢献しています。一方で、海洋
プラスチックごみ問題、地球温暖化などの一因になっています。世界全体では毎年約
800万トンものプラスチックごみが海洋へ流出し、2050年には海洋における魚の重量
をプラスチックごみの重量が上回ってしまうと予測され、深刻な状況です。政府では
問題解決に向けて様々な施策を実施検討しており、レジ袋有料化はそのひとつです。
　レジ袋有料化をきっかけに、マイバッグを携帯するなどライフスタイルを
見直し、使い捨てプラスチックごみ問題について考えていきましょう。　

レジ袋有料化の
背景と目的

（出典）国際連合広報センター

武蔵野市は 持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

2050年には…

第13回　むさしの環境フェスタ

（経 済 産 業 省
レジ袋有料化
ページへ移動↓）

むさしのエコreゾート
(むさしの　えこ　りぞーと)

11月8日（日）にオープン予定
どんな施設なの？

　地球温暖化を背景に、ごみをはじめ資源、エネ
ルギー、緑、水循環、生物多様性など様々な環境
に関することについて体験できる施設です。自
由に来館でき、イベントや講演会などの参加を
通じて、環境について「楽しく」「深く」「学ぶ」こ
とのできる施設を目指しています。

                                                      
どこにできるの？

市役所北側にある旧クリーンセンターの建物(プラット
ホーム、事務所棟)の一部を再利用しています。

開館時間：午前9時30分から午後5時まで
休 館 日：火曜日・祝日（月曜日の場合は開館、 
              翌水曜日が休館）・年末年始
どなたでもご利用できます。気軽にお越しください。

公式キャラクター エコリス

※当面は、集客を伴うイベント等は実施を見合せます。

むさしのエコreゾートのご案内
テニスコート 野球場

市役所
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10月は食品ロス削減月間です10月は食品ロス削減月間です

ごみ収集作業員へのお手紙ありがとうございますごみ収集作業員へのお手紙ありがとうございます

　本来食べられるのに廃棄されている食品をいい
ます。
　日本の家庭では年間約284万トンの食品ロスが
発生しています。これは、国民 1 人あたり、１日
に約132g（茶碗約1杯分のご飯の量に相当）の
食品を廃棄しているという計算になります。
※平成29年度現在（農林水産省HPより）

　市民の皆様より 8月末までに約 440件もの激励のお手紙をいただいています。
　真心こもったお言葉は、ごみ収集作業員の励みとなっています。
　これからも市民の皆様のご期待に応えられるよう、清掃業務に取り組んでいきます。

　10月は、全国的に循環型社会の形成に向
けた取り組みが行われる3R推進月間です。
市では、廃棄物の減量に向けた取り組みの一
つとして、「武蔵野市におけるレジ袋削減等
に関する協定」に基づき、「環境にやさしい買
い物キャンペーン」を実施しています。
　事業者の方々と協力し、レジ袋の削減や食
べられるのに廃棄される食品ロスの削減を
呼びかけます。

協力企業団体一覧
アトレ　イトーヨーカ堂　エコス　紀ノ國屋　京王ストア　コープみらい　サミット　ダイエー　東急ストア　
ビッグ・エー　三浦屋　コミュニティ・ストア　セブン -イレブン　ファミリーマート　ミニストップ　
ローソン　武蔵野市商店会連合会　吉祥寺活性化協議会　小田急バス　関東バス　JR東日本

食品ロスとは…

もう一度＆最後まで使いましょう

お買い物には、マイバッグを持ち、
レジ袋の削減にご協力をお願いします。

食品ロス年間総量

一般家庭
284万トン

事業者
328万トン

約132g/日
1人あたり

環境にやさしい
買い物キャンペーン

買買 蓄蓄

食食

Check!

　きれいなレジ袋がありま
したら、小さくたたみ、お
財布やバッグに入れておく
のはいかがですか ?
　お買い物の時に、マイレ
ジ袋として使えます。
　外出先で、ごみ袋にもな
ります。

　プラスチック製容器包装
の日に出すことでリサイク
ルできます。風で飛ばされ
ないようにお出しください。
　また資源物（びん・缶・ペッ
トボトル・古着・古紙）を
出す時の袋として使用できま
す。袋もリサイクルします。

もう一度もう一度

最後まで最後まで最後まで最後まで最後まで最後まで最後まで最後まで最後まで最後まで

○×ストア

　たとえば・・・
食品ロス削減を意識して買い物をしましょう！

冷蔵庫の中身を整理
整頓して、買い物前
には中身をチェック
しましょう。

買いすぎてしまいが
ちな特売品は、購入前
に本当に必要かどう
か考えてみましょう。

日常の中に備蓄食品
を取り込む「ローリ
ングストック法」で
備蓄食品の廃棄をな
くしましょう。

フードシェアリング
サービスを活用し
て、飲食店が廃棄す
る予定の食品を安く
手に入れましょう。

資源
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資源物の出し方は
「ごみと資源の収集カレンダー」や
「ごみ便利帳eco ブック」を
ご覧ください。
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