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ホームページ http://www.city.musashino.lg.jp/

機能①　翌日の収集日をお知らせ
受信設定アンケートで「ごみ・リサイクル」を
選択し、お住まいの地域を登録してください。

機能③　分別検索機能
調べたいものの品名を入力・送信すると自動でお答えします。

機能②　チャットボット機能

機能①　翌日の収集日をお知らせ

ごみ以外の情報もお届けしていますごみ以外の情報もお届けしています

機能②　チャットボット機能

機能③　分別検索機能

「武蔵野市ごみアプリ」は
  公開終了予定です
「武蔵野市ごみアプリ」は
  公開終了予定です
令和3年3月31日をもちましてストアでの公開（新規
ダウンロードやアップデート）を終了する予定です。
これまでご愛用いただき、ありがとう
ございました。
※すでにダウンロード済みのアプリに
ついては引き続き使用可能ですが、
最新の情報と異なることがありますので、
お気をつけください。

会話形式で収集日・ごみカレンダー、粗大ごみ、
ごみの出し方、収集しないごみや減免などの
情報を検索できます。

＼昨年11月に武蔵野市公式アカウントがリニューアルされました／

公式LINEでごみの情報をお届けしています

!!

詳しくはこちら→

●チャットボット機能 ●情報提供/通報機能
・防災　　　　　　　 ・公園・街路樹
・届出・税のこと　　 ・下水道のニオイ
・相談窓口
・子ども・子育て
・講座・イベント

!

友だち登録は
こちらから↓

　新型コロナウイルス感染症対策にかかる予算の増大により、また土と油のそれぞれの回収業者が資源化
事業を終了するため、令和3年4月以降は市による回収事業を廃止する予定です。
　今後の処理方法については、4月以降に市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

令和3年度版 ごみと資源の収集カレンダーの
　　全戸配布を行いました。

令和3年度版 ごみと資源の収集カレンダーの
　　全戸配布を行いました。

令和3年4月から令和4年3月までのごみ収集日が
記載されています。
　見やすい場所などに掲示をしていただき、ご活用ください。
　お手元にない場合は、ごみ総合対策課（クリーンセンター内）、
市役所1階総合案内、各市政センターで配布をしております。

家庭から出る廃食用油・土の回収事業の終了(予定)家庭から出る廃食用油・土の回収事業の終了(予定)

①品名だけを入力します
　例）×電池の捨て方　〇電池

②色々な呼び方でお試しください
　例）×レンジ　〇電子レンジ

≪検索のコツ≫

⚠「品目が登録されていません」と出てく
るものは現在改善中です。送信された内容
は分別検索機能向上に役立てていきます。

Ecoパートナー認定事業所が決定しました！

　企業の社会的責任として、多くの事
業所がごみの減量と環境問題に取り
組んでいます。武蔵野市ではそのよう
な取り組みを支援するために、ごみの
発生抑制や分別・資源化等に取り組む
事業所を武蔵野市ごみ減量資源化推
進事業所（Ecoパートナー）として認定
し、表彰しています。
　Ecoパートナーに認定された事業所
の中から、3事業所をホームページで
紹介しています。

※Ecoパートナーは市内にあるすべて

の事業所が募集の対象になります。

　募集は毎年行っています。

　詳細は武蔵野市のホームページを

ご覧いただくか、ごみ総合対策課ま

でお問い合わせください。



×「びん」では出せないもの（例）→「燃やさないごみ」へ

ふたやラベルはどうしたらいいの？

割れたびんはどう出せばいいのいの？

～中身の商品を消費後、不要になるものを「びん」の日に出してください～

出し方

※回収されたびんは、リサイクル工場で 3種類の色別に分けられた後、再商品化工場で高温で溶かされて新しいびんになります。

・びん自体を商品として購入したものしたもの
　(容器包装リサイクル法対象外のため )

・汚れが取れないもの ・耐熱性びん

・中身が残っているもの ・乳白色びん

果実酒を作るびん 食品保存用びん

小型家電回収ボックス設置場所が増えました
　ご家庭で不要になった小型家電は、お近くの回収ボックスをご利用ください。
・電池・充電池は外して「危険・有害ごみ（前ページ参照）」にお出しください。
・個人情報は必ず消去してください。
・投入口に入る大きさの小型家電に限ります。

危険・有害ごみの分別をお願いします

捨て方

　電池・充電池やスプレー缶
などを燃やさないごみとして
不適正に排出したことで、収
集車やクリーンセンター内で
火災を招いた事例が発生して
います。
　安心・安全なごみ処理のた
め、「危険・有害ごみ」として
出していただきますようご協
力よろしくお願いいたします。

　危険・有害ごみ袋、もしく
は透明または半透明の袋に入
れて「危険・有害ごみ」と
書いて出して
ください。

←市役所総合案内、ごみ
総合対策課、各市政セン
ター、各コミセンにて無
料で配布しています。

▶電池や充電池が取り外せない場合には
本体ごと「危険・有害ごみ」に出して
ください（ただし、40ℓの有料ごみ処理袋
に入りきらない大きさのものは粗大ごみです）。
▶スプレー缶やライターなどは中身を
使い切ってから出してください。使
い切れない場合は袋に「残あり」と
明記してください。
▶蛍光管は買い替え時の箱などに入れ
て安全に出してください。
▶割れてしまった蛍光管は危険のないようにして
「燃やさないごみ」へ。

豆知識豆知識

危険・有害
ごみ

小型家電回収ボックス設置場所が増えました

家庭ごみの出し方　　

危険のないようにして「びん」の日に出してください。

　軽くゆすいで、透明または
半透明の袋 (サイズは 45ℓ
まで )に入れてください。

・金属製は「燃やさないごみ」へ
・コルク製は「燃やすごみ」へ
・プラスチック製は「プラスチック製容器包装」へ

無理にはがさずそのままでも結構です。
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「びん」編
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これらは  危険・有害ごみ  です

≪設置場所一覧≫
鉛製品

(剣山や釣りのオモリなど )
蛍光球・蛍光管ライタースプレー缶・

カセットボンベ
電池・充電池

充電池は
このようなものに
入っています

どうして  危険・有害ごみ  の分別をしないといけないの？

スマホ モバイルバッテリー カメラ 電子たばこ

コードレス
掃除機
（粗大ごみ）

動画で実感　ごみ収集車火災    NITE 提供 クリーンセンター所長の心の叫び

動画はこちらから 動画はこちらから

水銀入りの製品
(水銀血圧計など )

Pb

海苔 佃煮
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