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ペットボトルの資源化にご協力いただきありがとうございます
　武蔵野市内の家庭で排出されたペットボトルが、リサイクル材料としてどれくらいよい品質であ
るかという調査が行われ、最高評価の                をもらうことができました。 

① 外観汚れ程度（汚れがないかどうか）

② ベール*の積み付け安定性（荷崩れがないかどうか）

③ ベールの解体性（手で解体可能かどうか）

A判定A判定A判定

A判定A判定A判定

ゆすいで

はずして

つぶして

これからも
続けよう!!

令和４年度分別基準適合物の品質調査結果より

ベール（全体で200kgあります。） 品質検査作業シーン 

●ペットボトルのリサイクルの流れ●

Q.ペットボトルはリサイクルされるから、たくさん捨ててもいいの？
A.ごみ減量のためには、「リデュース」「リユース」がまず大切！
捨てる物をリサイクルすることは大切ですが、まずは「 リデュース（減量）」から！マイボトルを持ち歩いて、
ペットボトルの使用量を減らしましょう 。 
また、 マイボトルを買う時にはできる限りプラスチック製以外の素材を選びましょう。 

A判定A判定A判定

A判定A判定A判定

＊ベールとは、収集物を圧縮・梱包して俵状に
したものです。



　市内事業者と協力し、プラ削減の参加型展示や食品ロス削減の掲示をしています。普段の生活の
中で取り組める、「環境にやさしいお買い物」や「ごみ減量」を始めてみませんか？

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

掲示場所が増えました！
　生活用品のリユースを推進するために、リユース掲示板（むさしのエコボ）を設置し｢譲り
たいもの」「譲ってほしいもの」の情報を掲示しています（一部の施設はファイル形式）。 

  

●対象となる品物…家具、子ども用品 、 介護用品、スポーツ用具、
　　　　　　　　　レジャー用品、楽器、家電製品、自転車など
●交渉の方法…譲ってほしい方と譲りたい方が直接行います。
　　　　　　　市は交渉には関与しません。

市役所 8階、ごみ総合対策課、むさしのエコ re ゾート、総合体育館、市民会 館、
中央・吉祥寺図書館、0123吉祥寺・はらっぱ、一部コミセン（本宿、吉 祥寺南町、
境南）、各市政センター。市のホームページにも掲載。 

コミセン（西久保、吉祥寺西、中央、吉祥寺東、御殿山、けやき、緑町、八 幡町、西部、
桜堤）、みずきっこ、おもちゃのぐるりん、境こども園いこっ と、みんなのとことこ
とことこおやこひろば、すくすく泉いずみのひろば、 桜堤児童館、武蔵野プレイス 

●申込先…〒180-0012 武蔵野市緑町 3-1-5 武蔵野クリーンセンタ―内
　　　　　　　　　　 ごみ総合対策課　郵送または持参

リユース掲示板
むさしのエコボ

【設置施設】市のホームページにも掲載しています。

TAIRAYA武蔵境店
10月１日～ 14日

新スタイル！
「つまなし」
「プラふた削減」
刺身販売のご紹介

三浦屋コピス吉祥寺店
10月１日～31日

プラスチック削減の
第一歩。

カラフルマイバッグの
ご紹介

サミット武蔵野緑町店
９月17日～10月18日

もぐにぃとおいしく楽しい
食品ロス削減のご紹介

紀ノ国屋吉祥寺店
10月１日～31日

プラスチック削減の
第一歩。

カラフルマイバッグの
ご紹介

①マイバッグを使いましょう①マイバッグを使いましょう
②詰め替え製品を選びましょう ②詰め替え製品を選びましょう 
③食べきれる量を手前から買いましょう③食べきれる量を手前から買いましょう

プラスチック削減と食品ロス削減のため、

①マイバッグを使いましょう
②詰め替え製品を選びましょう 
③食べきれる量を手前から買いましょう

キャンペーン協力企業等の一覧はこちらから

１ 市役所８階 ９ 0123はらっぱ 17 関前コミセン 25 西部コミセン
２ ごみ総合対策課 10 本宿コミセン 18 吉祥寺西コミセン 26 桜堤コミセン
３ むさしのエコ reゾート 11 吉祥寺南町コミセン 19 中央コミセン 27 みずきっこ
４ 総合体育館 12 境南コミセン 20 吉祥寺東コミセン 28 おもちゃのぐるりん
５ 市民会館 13 吉祥寺市政センター 21 御殿山コミセン 29 境こども園いこっと
６ 中央図書館 14 中央市政センター 22 けやきコミセン 30 とことこおやこひろば
７ 吉祥寺図書館 15 武蔵境市政センター 23 緑町コミセン 31 いずみのひろば
８ 0123吉祥寺 16 西久保コミセン 24 八幡町コミセン 32 桜堤児童館

33 武蔵野プレイス

むさしの食育フェスタに出展します。
ごみ総合対策課は食品ロス削減をテーマに講座を行います。
　ご家庭に期限が近づいているけど、食べきれそうにない防災備蓄食品はありませんか？
　講座では、無駄にせず食べきるためのレシピと、賢い備蓄方法を紹介します。

10月15日（土）開
催！

家庭で不要になった
　　　パソコンを無料回収します。
家庭で不要になった家庭で不要になった
　　　パソコンを無料回収します。　　　パソコンを無料回収します。
家庭で不要になった家庭で不要になった
　　　パソコンを無料回収します。　　　パソコンを無料回収します。
家庭で不要になった
　　　パソコンを無料回収します。
　パソコンや携帯電話などの小型家電に含まれる金や銀、レアメタルなどのリサイクル
推進と市民の皆さんの利便性の向上を図るため、武蔵野市では、「小型家電リサイクル法」
の認定事業者である｢リネットジャパンリサイクル㈱｣と協定を締結し、宅配便による使
用済小型家電の回収を進めています。
　利用方法は以下のとおりです。

● データはご自身で消去してください。（無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。）　
● 他の小型家電、プリンタなどの周辺機器も一緒に回収可能です。
● パソコンを含むダンボール１箱分 (３辺の合計が 140cm以内、重さ 20kg 以内 ) の回収料金
が無料になります。

　リネットジャパンリサイクルでは、回収した使用済みパソコンをセキュリティが確
保された専用施設に運び、1台ずつ手で解体し再資源化処理を行っています。この手
作業の工程において、知的障がいのある方が活躍しています。回収するパソコンが増
えれば増えるほど、貴金属やレアメタルといった有用金属のリサイクルが推進される
とともに、知的障がいのある方の雇用にもつながっています。

回収したパソコンは、知的障がいのある方の雇用に繋がります。

リネットジャパンリサイクル（株）　　
TEL：0570-085-800 リネットジャパン

URL：https://www.renet.jp/
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　市ではさらなるごみの減量を目指して、2つの事業者と連携協定を結びました 。
　市と事業者がお互いの取り組みを紹介することで、 市民の皆さんに食品ロス削減やリユースに対す
る意識を高めていただくことを目的とした連携協定です。 
　スマホアプリを使って、捨てられてしまいそうな食品のレスキューをしたり、まだ使えるけど不
要になったものを欲しい人に譲ったりすることができます。

ア プ リ の

ダ ウ ン ロ ー ド は

こ ち ら か ら

ア プ リ の

ダ ウ ン ロ ー ド は

こ ち ら か ら

自宅などにある不要品を無料でウェブ上の掲示板に投稿します 。
欲しい人からその投稿に連絡が来たらウェブ上でやり取りをして、
譲りたいものを渡します。
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ペットボトルの資源化にご協力いただきありがとうございます
　武蔵野市内の家庭で排出されたペットボトルが、リサイクル材料としてどれくらいよい品質であ
るかという調査が行われ、最高評価の                をもらうことができました。 

① 外観汚れ程度（汚れがないかどうか）

② ベール*の積み付け安定性（荷崩れがないかどうか）

③ ベールの解体性（手で解体可能かどうか）

A判定A判定A判定

A判定A判定A判定

ゆすいで

はずして

つぶして

これからも
続けよう!!

令和４年度分別基準適合物の品質調査結果より

ベール（全体で200kgあります。） 品質検査作業シーン 

●ペットボトルのリサイクルの流れ●

Q.ペットボトルはリサイクルされるから、たくさん捨ててもいいの？
A.ごみ減量のためには、「リデュース」「リユース」がまず大切！
捨てる物をリサイクルすることは大切ですが、まずは「 リデュース（減量）」から！マイボトルを持ち歩いて、
ペットボトルの使用量を減らしましょう 。 
また、 マイボトルを買う時にはできる限りプラスチック製以外の素材を選びましょう。 

A判定A判定A判定

A判定A判定A判定

＊ベールとは、収集物を圧縮・梱包して俵状に
したものです。


