
第８章　　平成２６年度
　　　　　　　ごみ・資源物処理の流れ
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容器包装リサイクル協会 

（指定法人）で資源化 
 容器包装プラスチック  5,003 トン 

  ペットボトル          1,551 トン 

 びん（カレット）         3,970 トン 

戸吹・北野清掃工場 
  ①可燃ごみ          94,240 トン 

  ②粗大ごみ             19 トン 

  ③不法投棄、側溝      169 トン 

   （④⇒破砕可燃      4,658 トン） 

   （⑬⑭⇒資源化不適物 993 トン）   

戸吹不燃物処理センター 
  ④不燃ごみ   5,862 トン 

  ⑤有害ごみ    175 トン 

  ⑥粗大ごみ    1,718 トン 

  ⑦不法投棄      16 トン 

 多摩ニュータウン環境組合 
  ⑧可燃ごみ    25,447  トン 

  ⑨不燃ごみ      1,411 トン   

  ⑩有害ごみ         38 トン 

  ⑪粗大ごみ      478 トン 

  ⑫不法投棄        10  トン 

プラスチック資源化センター 

  ⑬容器包装プラスチック      5,793 トン 

  ⑭ペットボトル             1,950 トン 

専門業者で資源化 

 <品目    回収量>       < 品目  回収量>    

 ⑮びん    4,433 トン      ⑯缶    1,511 トン （△）            

 ⑰古紙  16,523 トン（△）   ⑱古布    2,343トン （△） 

 ⑲はがき      4 トン（△）                

⑲資源集団回収事業 

 <品目    回収量>    < 品目   回収量> 

 紙類  7,669  トン        古布   330 トン 

 びん        61 トン         鉄類       42 トン 

 アルミ      165 トン 

 

 家庭や事業所から 

  出るごみ・資源物 
 

 【ごみ・資源物総収集・搬入量】  

   163,314 トン 

       ごみ     129,583 トン  

        資源     33,731 トン   

 

   家庭系原単位   604 ｇ 

   （１人１日当たり） 

 <ごみ 445 ｇ、資源159 ｇ>  

 

 

 【資源集団回収量】 

    8,267 トン  

      

 

 【総ごみ処理経費（清掃費）】 

    10,676,538千円 

   （市民一人当たり １８,９６６円） 

 

 人口  562,940 人 

  （平成26年10月1日時点） 

 

 

 

  総資源化率  34.2％ 
 

 

  ごみ量（◎）  

      129,583 トン 

 

   資源物回収量（☆） 

      33,731 トン 

  回収後資源化量（△） 

      32,335 トン 

 

  資源集団回収（■）  

      8,267 トン 

 

  中間処理後の資源物回収量（★） 

      18,132 トン 

 

  

専門業者で資源化 

粗大ごみ…粗大再生  118 トン（★） 

 

平成２６年度  ごみ・資源物処理のながれ 

  

 収集ごみ   124,053    トン 
   可燃ごみ      83,236 トン 

   不燃ごみ      5,836 トン 

   粗大ごみ      2,215 トン 

   有害ごみ        213 トン 

 

   資源物      32,553   トン 

 

 持込ごみ  37,888  トン（◎） 
   事業系可燃ごみ  33,226 トン 

   家庭系可燃ごみ     3,225 トン 

   不燃ごみ             1,437 トン 

 

 その他   195 トン （◎） 
   側溝汚泥      164 トン 

   不法投棄       31 トン 

 

 拠点回収  1,178  トン （☆） 
   事業系古紙  1,174 トン 

   はがき           4 トン 

 

 資源集団回収事業（■） 
  回収量  8,267 トン 

負担金等  8億163万7千円 

指定収集袋収入                   

   8億8，906万4千円 （家庭系） 

       3，177万7千円 （事業系） 

ごみ等処理手数料 

   9億5，473万0千円 

収集資源物等売払い収入 

  2億1，470万5千円 
容器包装リサイクル協会からの収入 

   ペットボトル有償入札拠出金 

          8，311万９千円 

   再商品化合理化拠出金 

          2,333万9千円 

   主な収入 

    補助金   6,379万7千円 

再商品化委託料 188万8千円 （びん） 

  事業費 2億405万4千円 

中間処理後資源化量     3,865 トン（★） 

（鉄、アルミ、スラグ、メタル など）        

東京たま広域資源循環組合 
 

可燃ごみ（焼却灰）…エコセメント化   

                  14,149 トン（★） 

不燃ごみ…埋め立て処分   334 トン              

 負担金  13億7,649万2千円 (☆） 

(◎） 

プラスチック資源化センター 

  ⑬容器包装プラスチック      5,003 トン（△） 

  ⑭ペットボトル             1,551 トン（△） 

専門業者で資源化 

 <品目 資源化量 >           

 ⑮びん    4,338 トン （△） 

 ⑯缶     1,400 トン （△） 

  ⑱古布     2,343 トン （△）                       

中間処理後資源物等売払い収入 

    3，894万2千円 

〔参考〕中間処理後資源化量 （単位ｔ）

戸工 北工 多摩 戸不 多摩・粗大 合計

鉄 415 53 172 500 518 1,658

アルミ等 ‐ ‐ 32 10 43 85

破砕鉄 ‐ ‐ ‐ 1,270 ‐ 1,270

破砕ア
ルミ

‐ ‐ ‐ 134 ‐ 134

自転車 ‐ ‐ ‐ 153 7 160

廃家電 ‐ ‐ ‐ 497 1 498

その他 ‐ ‐ ‐ 60 ‐ 60

小計 415 53 204 2,624 569 3,865

焼却灰 8,330 2,702 3,117 14,149
合計 8,745 2,755 3,321 2,624 569 18,014

△＋★＋■
◎＋☆＋■

総資源化率（%）＝


