
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第８章　　平成２４年度
　　　　　　　ごみ・資源物処理の流れ





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　

 

 

 

容器包装リサイクル協会

（指定法人）で資源化
プラスチック ４，９４３ トン

ペットボトル １，５２４ トン

びん（カレット） ３，９０７ トン

戸吹・北野清掃工場

①可燃ごみ ８４，６８９ トン

②粗大ごみ ０トン

③不法投棄、側溝 196 トン

（④⇒破砕可燃 ５，９４９トン）

（⑬⑭⇒資源化不適物 １，１３１トン）

戸吹不燃物処理センター

④不燃ごみ ７，１８６ トン

⑤有害ごみ １４５ トン

⑥粗大ごみ １，５８６ トン
⑦不法投棄 １９ トン

多摩ニュータウン環境組合

⑧可燃ごみ ３２，１１８ トン

⑨不燃ごみ １，６９２ トン
⑩有害ごみ ３０ トン

⑪粗大ごみ ４４９ トン

⑫不法投棄 １３ トン

（⑨⇒破砕可燃 １，６０７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 １，９５５トン

専門業者で資源化

<品目 回収量> < 品目 回収量>

⑮びん ４，４９４トン ⑯缶 １，６１３ トン （△）

⑰古紙 １６，４１４ トン（△） ⑱古布 ２，３５０ トン （△）

⑲はがき ３ トン（△）

⑲資源集団回収事業

<品目 回収量> < 品目 回収量>

紙類 ８，９８２トン 古布 ３３７ トン

びん ３４ トン 鉄類 ３９ トン

アルミ 15０ 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】

１６１，３８８ トン

ごみ 12８，１１５ｔ

資源 ３３，２７３ｔ

家庭系原単位 ６０２ｇ

（１人１日当たり）

<ごみ ４４４ｇ、資源１５８ｇ>

【資源集団回収量】

９，５４２ トン

【総ごみ処理経費（清掃費）】

９，９７４，１３８千円

（市民一人当たり 17,6６６円）

人口 ５６４，５８５人

（平成２４年10月1日時点）

総資源化率 ３４．６％

ごみ量（◎）

128,１１５ トン

資源物回収量（☆）

３３，２７３ トン

回収後資源化量（△）

３１，５６２ トン

資源集団回収（■）

９，５４２ トン

中間処理後の資源物回収量（★）

１８，０５５ トン 専門業者で資源化

粗大ごみ…粗大再生 ５ トン（★）

（有害ごみ…専門業者で委託処理）

平成２４年度 ごみ・資源物処理のながれ

収集ごみ １２４，１３０トン
可燃ごみ ８２，１６６ トン

不燃ごみ ７，１３４ トン

粗大ごみ ２，０３６ トン

有害ごみ １７５ トン

資源物 ３２，６１９ トン

持込ごみ ３６，３６６ トン（◎）
事業系可燃ごみ ３２，１８８ トン

家庭系可燃ごみ ２，４３４ トン

不燃ごみ １，７４４ トン

その他 ２３８ トン （◎）

側溝汚泥 １９６ トン

不法投棄 ４２ トン

拠点回収 ６５４ トン （☆）

事業系古紙 ５４５ トン

ペットボトル １０６ トン

はがき ３ トン

資源集団回収事業（■）
回収量 ９，５４２ トン

(モデル事業 １９ｔ含む）

収集にかかる経費

ごみ収集 19億1,436万4千円

資源物収集 28億9,117万2千円

中間処理にかかる経費

ごみ処理 21億6,457万４千円

最終処分にかかる経費

ごみ処理 3億4,597万5千円

負担金 ６億８，７６７万７千円

指定収集袋収入

８億９，１８０万４千円 （家庭系）

３，４６４万９千円 （事業系）

ごみ等処理手数料

９億１，４２８万１千円

収集資源物等売払い収入

１億７，７２６万２千円
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

７，１７２万５千円

再商品化合理化拠出金

１，５００万２千円
主な収入

補助金 ７１，６６万２千円

再商品化委託料 １９６万９千円 （びん）

事業費 １億９，１８２万８千円

〔原価計算不算入（主なもの）〕

人件費（浄化槽・下水道・海外派遣職員）

７，２５１万３千円

多摩環二期施設整備費（起債償還にて算入）

２億１，６６４万１千円

東京たま広域資源循環組合

地元対策経費など

２億１，４１０万６千円

ごみ・資源物処理原価計算

算出基準より

4,805,536千円 3,367,756千円 345,975千円 374,238千円

し尿の処理等にかかる経費

3億7,423万８千円

中間処理後資源化量 １８，０５0 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

１３，３３２トン（★）

不燃ごみ…埋め立て処分 ３１６ トン

負担金 １１億６，２０９万１千円
(☆）

(◎

<ごみ処理原価>

1ｔ当り原価 ３４，５３９円

1人当り経費 ７，８３７円

<資源物処理原価>

1ｔ当り原価 ７２，９２２円

1人当り経費 ７，２５２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 ４，９４３トン（△）

⑭ペットボトル １，５２４ トン（△）

専門業者で資源化

<品目 資源化量 >

⑮びん ４，３６３ トン（△）

⑯缶 １，５０２ トン （△）

⑱古布 ２，１８６ トン （△）

中間処理後資源物等売払い収入

９，２５５万９千円

〔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

スラグ 829 ‐ ‐ ‐ ‐ 829

メタル 123 ‐ ‐ ‐ ‐ 123

鉄 440 44 197 564 425 1,670

アルミ等 16 ‐ 78 16 28 138

破砕鉄 ‐ ‐ ‐ 1,279 ‐

破砕ア
ルミ

‐ ‐ ‐ 113 ‐

自転車 ‐ ‐ ‐ 153 15

廃家電 ‐ ‐ ‐ 393 5

ＲＰＦ ‐ ‐ ‐ ‐ 0 0

小計 1,408 44 275 2,518 473 4,718

焼却灰 6,871 2,677 3,784 13,332
合計 8,279 2,721 4,059 2,518 473 18,050

△＋★＋■

◎＋☆＋■
総資源化率（%）＝

-82-


