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正しい分別をしていただくことは、小平・村山・大和衛生組合などで適正なごみ処理をするためにと
ても大切です。また、買い物などの日々の生活で、できるだけごみが出ないように意識して行動する
ことも、さらに大切です。

※データは平成26年度のものです。
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4・5号ごみ焼却施設

計量機

旧事務所廃水処理施設不燃物積替場
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　敷地内の井戸からくみ上げた地下水を、焼
却の余熱を利用してお湯にしています。玉川
上水の緑道に面した雑木林のこもれびの下で
楽しめます。

ところ　中島町３番５号
　　　　(西武線東大和市駅徒歩10分）
　　　　※駐車場はありません。
利用料　無料
休場日　木曜日､12/29～1/3
　　　　焼却施設の点検日

鉄・アルミなどは、
選別してリサイクルへ

　収集した燃えるご
みは、焼却施設のご
みピットに降ろしま
す。ピットは小学校
のプール約10杯分
の容積があります。

　４・５号ごみ焼却
施設の煙突は、100
メートルの高さがあ
ります。

　昭和61年11月の４・５
号ごみ焼却施設（中央の高
い煙突の建物）竣工当時の
写真。　
　まだ右側に取り壊し前の
1・２号ごみ焼却施設の煙
突も建っています。

衛生組合でのごみ処理 ※※
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東京たま広域資源循環組合
（西多摩郡日の出町）

　焼却灰と破砕した不燃物は、
地元の皆さんのご理解とご協
力をいただいて運営している、
日の出町の東京たま広域資源
循環組合に運び、灰はエコセ
メント化によるリサイクル、
不燃物は埋め立てをします。

　ダイオキシンなどの
発生を抑えるために、
ごみは850度以上の高
温で焼却します。
　燃やすことで、ごみ
の臭いは分解され、細
菌類などは死滅します。

小平・村山・大和衛生組合☎０４２（３４１）４３４５問合せ

資源循環課☎０４２（３４６）９５３５問合せ

ごみ分別アプごみ分別アプリリらくらく
便　利

　スマートフォンやタブレット端末向け「ごみ分別アプリ」を、市政情報アプリ「小
平トピックス」の中で利用できます。ごみの出し方・分け方など、ごみに関する情報
を簡単に確認できるアプリです。インストール料金は無料です。

機　能　の　紹　介

ごみ分別アプリの入手方法
　小平の市政情報などを簡単に手に入れられるアプ
リ「小平トピックス」の中で利用できます。
　まずは小平トピックスを下図のQRコードからア
クセスし、ダウンロードしてください。

衛生組合のこれから
　現在、衛生組合でごみ処理を行っている施設は、いずれも老朽化が進んでいます。今後
もリサイクルを進めるとともに、効率的で安定したごみ処理ができるよう、３つの施設整
備を進めていきます。

生ごみの減量を
　まずは食品の買いすぎ、料理の作りすぎな
どに注意して、生ごみの発生そのものを減ら
しましょう。
　さらに、生ごみを出す際は、必ず水切りを
してください。生ごみの水切りは、ネットに
入れて手でしぼるのが、手早く効果的です。
これだけでも１０％の減量につながります。

ごみ減量のためのワンポイント

市政情報アプリ「小平トピックス」QRコード

収集日と出し方

ごみ・資源の収集日と出し方
をお住まいの地域に合わせて
表示できるよ

1/4
(月)

地図で探す
粗大ごみシール取扱店
や、白色トレイ・紙パ
ック・小型家電の拠点
回収ボックスの設置場
所を地図で確認できる
よ

粗大ごみ申込み
粗大ごみの申込み方法
や生活用品交換情報
（ゆずります・ゆずっ
てください）を確認で
きるよ

分別事典

ごみ・資源の分別方法を５０音
順または名称入力で検索でき
るよ

利用者からの声

鏑木さん
（市内在住）

品目を入力すれば、分別方
法が確認できるから、手軽
で便利です。

地図で、粗大ごみシール販
売店や拠点回収場所を探せ
るから、最寄りの場所を確
認しやすいです。

よくある
質問

ごみに関する、よ
くある問合せ内容
を質問形式で確認
できるよ

３市共同資源物処理施設 

　プラスチック製容器包装
とペットボトルの２品目の
中間処理（選別・圧縮・保
管）をする施設です。
　建設予定地は、東大和市
桜が丘２丁目で、平成３１年
度の稼働を予定していま
す。

不燃・粗大ごみ処理施設 

　燃えないごみと粗大ごみ
の破砕などを行う施設で
す。現在の小平市清掃事務
所用地（中島町２−２）を
活用して建設し、平成３２年
度の稼働を予定していま
す。

ごみ焼却施設 

　現在、衛生組合でごみを焼却
している２つの施設は、いずれ
も建設から３０年以上経過してお
り、施設を更新しなければなら
ない時期が来ています。
　現在の衛生組合の敷地内で建
て替え、平成３７年度の稼働を目
指して、検討を進めています。

●●設設立から半世立から半世紀紀●●

スプレー缶・ガスカートリッジ缶、ライター
　燃えないごみに入ってしまうと、破砕処理の際に漏れ出した
可燃性ガスが原因で、火災や爆発事故の原因となります。
　スプレー缶・ガスカートリッジ缶、ライターは、それぞれ別
の袋で、ビン、カンなどの資源の日に出してください（穴を開
ける必要はありません）。

電池、蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計
　これらは、日の出町の最終処分場に搬入できない物で、資源
として別に回収しています。
　リモコンなどをごみに出すときも必ず電池を抜く、電球型の
蛍光管もきちんと資源の日に「蛍光管」として出すなど、分別
をしっかりお願いします。

分別をしっかり分別をしっかりとと

Android 端末用
※Android、Google Play 
はGoogle Inc.の 商標ま
たは登録商標です。

iPhone 端末用
※iPhone、App Storeは米国
および他の国々で登録され
たApple Inc. の商標です。

今日と明日の
収集をお知らせ
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　市民の皆さんが日々出されるごみは、中島町にある小平・村山・大和衛生組合（衛生組合）で焼却などの処理を
しています。
　衛生組合は、昭和４０年２月１日に村山町、大和町（現在の武蔵村山市、東大和市）とともに設立され、半世紀に
わたって、近隣の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、着実にごみの適正処理に取り組んできました。


