
1

発行／練馬区環境部清掃リサイクル課 ☎5984-1059

Ύᤲࣜࣝࢡࢧศ㔝ࡢሗ⣬Ύᤲࣜࣝࢡࢧศ㔝ࡢሗ⣬

第10号（平成31年3月発行）

●平成30年度フードドライブの実績
　実施回数：10回
　受付件数：321件（2,601点）
　重　　量：751.72kg
　練馬区社会福祉協議会や福祉施設などへ
　お渡ししました。
　ご協力ありがとうございました。
※フードライブは４ページをご覧ください 。
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お店などの事業者から出るごみを収集している車が
あります。
事業者のごみを収集している車は運転席の色が青に
なっています。

粗大ごみを集める車です。自転車
や大きなごみを積めるように屋根
が開くようになっています。

小型ダンプ車

清掃車の中では一番小さい車です。
小型プレス車では通れない狭い道路
にも集積所はあります。そこからご
みを収集するのに大活躍です！！

軽小型ダンプ車

小型プレス車
練馬区で一番たくさん走っている車。
可燃ごみや不燃ごみなどを収集しています。

可燃ごみや不燃ごみの他にも大事な資源を集める
車があります。左が紙や段ボールを回収する車、
右がびんや缶を回収する車です。

資源回収車

ぼくは、みんなのまちの資源・ごみを収集している
清掃事務所の“とみちゃん”です。

「清掃車」といって思い浮かぶのはどんな車かな？
清掃車は、集める資源・ごみの種類によって車の大きさや
かたちがいろいろあるよ。清掃車のなかまを紹介します！

大きなマンションや団地には、
ごみ収集専用の容器があります。
その容器を清掃車に合体させて
ごみを積みます。

とみちゃんとみちゃん

清掃車の中で一番多い
小型プレス車の１日を
とみちゃんと一緒に
みてみよう！！

新大型特殊車

積み込める量は積み込める量は積み込める量は込める量は積み込める量は

1.5倍1.5倍！！1.5倍！！
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ぼくは みんなのまちの資源 ごみを収集している源 ごみを収集

まちでまちではたらく清掃車はたらく清掃車大集合！大集合！まちではたらく清掃車大集合！

こんな清掃車もあるよ

とみちゃん
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練馬清掃工場 
到着 

収集作業を行うときに、可燃ごみとは
違う作業があります。それは・・・

�
� � � � ��不 燃 ご み 編

�
� � � � �可 燃 ご み 編

カセットボンベ・スプレー缶・ライターが入っていないか
確認するためです。
　中身が残っているまま清掃車に積み込まれてしまうと、清掃車の火災の原因
になってしまいます。車両火災が起こると、収集作業が遅れてしまうだけでな
く、交通障害など、周辺にお住まいの方にも
迷惑となってしまいます。

清掃車火災の様子 

カセットボンベ等の出し方
～清掃車の火災を発生させないために～

缶に穴を
あけるのは
危険だよ

※使いきれない場合は、管轄の清掃事務所に
お問い合わせください。

〒176・179地域
　練馬清掃事務所
　☎03-3992-7141
〒177・178地域
　石神井清掃事務所
　☎03-3928-1353

管轄の清掃事務所

カセットボンベ
スプレー缶
ライター不燃ごみ

とみちゃんからの
メッセージ

　清掃車には秘密がいっぱい！！
　このスケルトン車は、みなさんに清掃車のしくみを
たくさん知ってもらうために、ごみを積む青い箱の中
がよく見えるようになっています。ごみが入っていく
様子やごみが押し出される様子など普段見えない動
きを見ることができます。
　小学校や保育園で行う環境学習などで活躍中！
区のイベント（照姫まつりやエコスタイルフェアなど）
にも登場しています。ぜひ遊びに来てね！
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スケルトン車に
乗って記念撮影も
できるよ！

清掃車の１日

？

あぶない‼

　　部屋の片づけをしたら
ごみがたくさん！
一度に出してもいいかな？

可燃ごみをたくさん積んだ清掃車。
練馬区で収集された可燃ごみの
ほとんどは練馬清掃工場に
運ばれていきます。

　　プラスチック製のものは
「可燃ごみ」です。洗濯ばさみ
などは取らなくて大丈夫です。
ステンレス製などの金属は「不
燃ごみ」です。

　　清掃車に
ごみはどれく
らい積まれて
いるの？

　　キッチンマットは切り刻ん
だら可燃ごみで出せる？

   

45リットルのごみ袋
約180個分！！約180個分！！

45リットルのごみ袋
約180個分！！

可燃ごみにこんなものが入っていたよ
●家庭から出る可燃ごみのうち
　約４割が生ごみ。
　ごみを減らすには、生ごみを
　減らすことが一番です。
　生ごみには水分が多く含まれ
　ています。「濡らさない」、「乾
　かす」ごみ出し前にギュっと
　ひとしぼりが効果的です。
●資源として出せるものが約２
　割もあります。きちんと分別
　するだけで、まだまだごみは
　減らせます。

古紙回収へ 容器包装プラスチック回収へ

平成30年度練馬区資源・
ごみ排出実態調査結果

詳しくは「練馬区資源・ごみの分け方と出し方」をご覧ください。

どうして
そんなことを
するねりか？  

練馬清掃事務所 
石神井清掃事務所 出発

？
？ 　　金具は「不燃ごみ」

です。金具はとれるだけ
取ってバッグは「可燃ご
み」に出してください。

A1A1A1A1A1 A2A2A2A2A2 A4A4A4A4A4

Ｑ4Ｑ4Ｑ4Ｑ4Ｑ4
少し金具が

　少し金具がついて
いるバッグは
なにごみ？

清掃車の朝は 8時から。
今日は可燃ごみの収集に
いくよ。ごみは８時まで
に集積所に出してね。
あれ？ごみの分別に困っ
ている人がいるよ。
「ねり丸」と一緒に

行ってみよう！

　　一度に出せる量は、45リットルの袋３袋まで
です。ふた付きごみ容器または透明度の高い袋で
出してくださいね。もし一度に大量に出したい場
合は、清掃事務所にご相談ください。
有料で引き取りに伺える場合があります。

　　ピンチハンガーは
なにごみ？

待って～！

　　切り刻んでも粗大ごみです。
布団やマットなどは、ごみ袋に入っていた
り、切り刻んでいても持っていけません。
粗大ごみで申し込みましょう。
【粗大ごみ受付センター】
　☎03-5703-5399
　月曜～土曜 ８時～19 時
【インターネット申込み】
https://www.sodai-city.jp/nerima　

？

トイレット
ペーパーの芯メモ用紙

封筒 紙袋 袋類

キャップパック類

ラベル
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その他のその他の
可燃ごみ可燃ごみ
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清掃車に直接ごみを入れるこ
とはとっても危険なんだ！
清掃車のごみを飲み込む力は
とても強いんだ。もし手が巻
き込まれてしまったら、大人
でも体ごと飲み込まれてしま
うよ。
動いている清掃車には絶対に
近づかないようにしようね。

Ｑ5Ｑ5Ｑ5Ｑ5Ｑ5

A5A5A5A5A5

押し出します！

《清掃車の１日》はどうでしたか？
　皆さんが普段、街中で見かける清掃車（小
型プレス車）は可燃ごみを約1.5トン積み込
むと青い箱の中がいっぱいになります。
　とみちゃんは、もう１人の収集職員と２人
で集積所に出されたごみを集めています。集
積所のごみを積んで清掃車がいっぱいになっ
たら清掃工場に持ち込んで、また集積所のご
みを積んで・・・という作業を１日に約６回
行っています。1.5トン×６回＝９トン！
　これは、ごみ袋約1,080個分の量になりま
す。毎日２人で約1,080個のごみ袋を運んで
いるから、とみちゃんは、集積所にあるごみ
袋を持っただけで、可燃ごみの中に不燃ごみ
が混ざっていたりするとすぐわかってしまう
んだ！
　きちんと分別してごみを出して
くださいね！

袋を破きます！！

●中身を使い切って不燃ごみとは別の袋で出そう！
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とみちゃん

1.5倍！！
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　食品ロス（フードロス）は、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品
のことを言います。日本の食品ロスは年間646万トン。
　これらは全て、お店などの事業者から出るものと消費者であるみな
さんの家庭から出るものに分けられます。

食 品 ロ ス食 品 ロ ス

お店などからでる食品ロス：約357万㌧
規格にあわないもの、返品や売れ残り、外食の食べ残しなど
です。消費者としての私たちは、飲食店や宴会での食べ残し
を無くすことが削減につながります。
　区では、小盛メニューやごはん量の
調整等、食品ロス削減に取り組んで
いる区内飲食店を登録する「おいしく
完食協力店」制度を始めます。
　右のステッカーがあるお店が目印
です。登録店の情報は区ホームページ
等で随時紹介していきます。
家庭からでる食品ロス：約289万㌧

少しの工夫で食品ロスを削減できます。皆さんも実践しましょう。
　削減の取り組み例
①　皮のむきすぎに気をつける。皮を料理として活用する。
②　料理を作りすぎない。作りすぎた場合は別の料理に作りかえる。
③　保存方法を工夫する。それぞれの素材にあった保存をする。
　　（冷凍・冷蔵、干物・天日干し等）
④　フードドライブ（家庭で余っている未利用食品を持ち寄り
　　必要としている団体に寄付する活動）を利用する。
　

　フードドライブの開催についての詳細は、
区ホームページや区報等でお知らせします。

広告スペース（内容については広告主にお問い合わせください）

お店などお店など

皮のむきすぎなど過剰に除去してしまうもの、買いすぎやも
らいもので手つかずのままの食品、食べ残しなどです。

�

フードドライブに持ち込む時の注意
□ 未開封の物（包装や外装が破損していない）
□ 賞味期限が明記されていて、期限が1か月以上先の物
□ びん詰めではない（輸送の段階で破損の恐れがあるため）
□ 冷蔵・冷凍・生鮮食品ではない
　（冷凍食品等を保管する場所がないため）

平成30年度
区で実施したフード
ドライブでのアンケート結果

年間
646万㌧
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55.3％
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フードドライブに
持ってくる前に
確認する
ねり！

まちではたらく清掃車大集合！

区ではフードドライブを実施しています！！

農林水産省及び環境省
「平成27年度推計」

練馬区公式アニメ
キャラクター  Ⓒ練馬区


