
ごみの減量とリサイクルの推進

従来から取り組んできた３Ｒ推進活動をさらに充実させ、引き続き資源循環型社会の構築に

向けた取組を着実に進めます。

■指標

◇ごみの減量とリサイクルの推進

食品ロスの削減

食べ残しや未利用食品など、まだ食べることができるのに捨てられてしまう「食品ロス」の削減を推進す

るため、平成 30 年 4 月から「食品ロス削減協力店登録制度」を開始しています。

令和 3 年度も引き続き、小盛りメニューや小分け食品の導入など食品ロス削減に取り組む飲食店等に、区

からステッカー等を交付するとともに、店舗の情報を区ホームページに掲載するなど、周知・支援を行いま

した。

また、食品ロス削減に向けたシンポジウム及びセミナーをオンラインで開催し、区民や事業者に対する普

及啓発に努めました。さらに、家庭等の未利用食品を持ち寄り、必要としている方々に届ける「フードドラ

イブ」をリサイクル活動センター2ヶ所及び新たにＭＵＪＩ新宿において実施するなど、食品ロスの削減に

積極的に取り組みました。

【令和 3 年度実績】

・食品ロス削減協力店登録店舗数： 59 店舗

・フードドライブ回収量：1,562.8ｋｇ

３Ｒ推進協議会

平成 20 年 4月から、本区における３Ｒの推進に向けた連携の核とするため、区民団体、事業者、区の三

者が協働で「新宿区３Ｒ推進協議会」を設立し、継続して運営しています。

令和 3 年度も引き続き、環境・清掃・消費等に係る区民 9団体、区内小売店等事業者（デパート・スーパ

ー・コンビニ・商店会等）19 社（団体）、学識経験者、区がメンバーとなり、主に容器包装類の削減に向け

た具体策の検討を、インターネットを利用したＷｅｂ会議により行いました。

指標 令和 2 年度 令和 3 年度（現状） 目標 備考

区民一人 1 日当た

りの区収集ごみ量

562ｇ 552ｇ 484ｇ

（令和 9年度目標）

総合計画の目標値

新宿エコ自慢ポイ

ントの登録者数

3,520 人 3,659 人 4,620 人

（令和 5年度目標）

第二次実行計画の

目標値

基本目標３ 資源循環型社会の構築

個別目標３－１
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新宿エコ自慢ポイント

レジ袋等の削減を促進するとともに、環境問題・ごみ問題全般についての意識の啓発と実践の定着を図る

ため、新宿区３Ｒ推進協議会の提唱により、平成 20 年 7月から「新宿エコ自慢ポイント」を継続して実施

しています。

「新宿エコ自慢ポイント」とは、登録した方がレジ袋を購入していないことが

分かるレシート等を集めたり、節電したりしたことが分かる「電気使用量のお知

らせ」をご提示いただくことで、新宿エコ自慢ポイントが貯まり、貯まったポイ

ントを景品等に交換できるしくみのことです。区や環境団体が主催する環境イ

ベントや講座に参加してもポイントが貯まります。自分が貯めた新宿エコ自慢

ポイント数はホームページで確認ができます。

【令和 3 年度実績】

・登録者 139 名 (平成 20 年～令和 3 年 12 月末累計 3,659 名)

・登録ポイント 138,122 ポイント (平成 20 年～令和 3 年 12 月末累計 847,905 ポイント)

３Ｒ推進キャンペーン

令和 3 年 10 月 17 日に新宿駅西口広場イベントコーナーにて、３Ｒ推進キャンペーンイベントとして、

関係団体等によるパネル展を開催しました。

このイベントでは、区民、在勤、在学者や買い物等に訪れた方々に対して、一人一人が環境への配慮を意

識して実践していくことが、家庭や店舗のごみ減量に直接つながることから、環境配慮型商品（再生品・詰

替用品・食品リサイクルの堆肥を利用した作物等）の推奨や、環境配慮に向けた事業者・区民団体の取組の

紹介、環境配慮型買物行動（マイバッグ・マイボトルの使用、食品ロスの削減）の奨励を、関係団体等が作

成したパネルや製品等を展示することで行いました。

新宿発「エコなくらし」３Ｒ協働宣言 

平成 21 年 10 月に、新宿発「エコなくらし」３Ｒ協働宣言を実施

しました。これは、３Ｒの積極的な推進で区内から排出されるごみ

の減量を図るとともに、区民、在勤、在学者や買い物等に訪れた方々

に対して、新宿区が「エコなくらし」をともに創る街であることを

広く発信し、持続可能な循環型社会の構築を目指すものです。

各事業者・区民団体が３Ｒ協働宣言に基づいて令和 3 年度に作成

した「３Ｒ推進行動計画」に対する実績報告は、区のホームページ

でご覧いただけます。

資源循環型社会の構築にあたっては、まず第一にごみの発生その

ものを抑制することが大事ですが、発生した不用品については修理

やリサイクルショップなどを活用した再使用を行い、さらに処分す

る際も再資源化の可能なものは資源回収をして再生利用すること

で、限りある資源を有効に使うことが大切です。 

新宿エコ自慢ポイント登録カード
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◇リサイクル活動センターの取組

平成 5 年に高田馬場に開設した「新宿リサイクル活動センター」と、

平成 22 年 5月に西早稲田に開設した「西早稲田リサイクル活動センタ

ー（愛称:戸塚エコ市場）」は、区民の３Ｒ（リデュース・リユース・リ

サイクル）意識の普及・啓発を推進するため、不用品再利用事業やリ

サイクル活動団体による講座・講習会など、住民参加型の活動の支援

を行っています。

施設運営は指定管理者として「公益財団法人新宿区勤労者

・仕事支援センター」が運営し、事業の充実を図り、次代を担う子どもた

ち・家庭・地域に向けて世代やライフスタイルに応じた３Ｒの情報発信と活動を提案する施設として、様々

な事業に取り組んでいます。

（１）交流サロン及び情報コーナー等の運営

ごみ減量や３Ｒ、清掃行政に関する情報の収集を行い、図書・資

料の閲覧や貸出し、講座で作る作品例や再生品の実物・サンプル

等の展示、交流サロンを活用した利用者相互の交流と活動の支援

を行っています。また、家具や寝具、家電などの大型品や自転車な

どは「譲ります」、「譲ってください」という情報を掲示板で紹介し

ています。

（２）資源回収ステーション

センター入口に資源回収ボックスを設置し、「資源回収ステーシ

ョン」として来館者及び近隣住民の３Ｒの実践を推奨しています。

回収品目は、びん・缶・ペットボトル・飲料用紙パック・アルミ

付紙パック・白色トレイ・乾電池・インクカートリッジ・ペットボ

トルキャップの 9 品目です。また、使用済小型電子機器等（小型

家電）9 品目と廃食油を窓口回収しています。

行政回収には含まれないペットボトルキャップの回収実績は、

令和 3 年度は 325,600 個でした（引受業者が個数に応じて「世界

の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付）。また、廃食用油の回

収も行い、令和 3 年度は 650ℓを回収しました（引受業者が燃料、飼料、肥料等に使用）。「資源回収ス

テーション」は、施設見学や環境学習プログラムへの参加者が、生活の中で資源回収を実施する際のモ

デルとしても活用しています。

（３）委託販売の店「もいちど倶楽部」の運営（リユース品の店）

家庭で不用になった日用品を出品し、有効活用する委託販売の

店「もいちど倶楽部」を運営しています。

出品には事前に出品者登録と出品日時の予約をする必要があり

ますが、購入はどなたでもできます。衣類・装飾品・生活用品など

様々な物が販売されており、好評を博しています。

令和 3 年度の利用実績は登録者数 1,860 人（年度末時点）、出品

点数 38,961点、販売点数 31,785 点でした。
もいちど倶楽部

交流サロン

資源回収ステーション

新宿リサイクル活動センター
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（４）リユース家具の展示販売

リユース家具の展示販売を、西早稲田リサイクル活動センター

で行っています。家庭で不用になったリユースできる家具を引き

取り、清掃・修理等の後、展示・販売を行い、資源の有効活用を

図っています。展示されている家具は、インターネットで確認す

ることもできます。

令和 3 年度の実績は、展示点数 499 点、販売点数 496 点でし

た。

（５）講座・講習会事業

ごみ減量やリサイクル意識の啓発を図り、３Ｒについて楽しく

学び実践できる場として、講座・講習会を行っています。

地域においてリサイクル活動の実績がある区民主体の活動団

体と協働して、着られなくなった服や余った布を再利用する講座

等を 28 回開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止

により 15 回が中止となり、13 回の開催、受講者は 74 名でした。

センターが直接企画・運営する講座・講習会を 15 回開催予

定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止により 10回が中止

となり、5 回の開催、受講者は 38 名でした。また、出前講座は 14 回開催予定でしたが、新型コロナウ

イルス感染拡大防止により 6 回が中止となり、8 回開催し、受講者は 74 名でした。

＜協働型講座＞

R3/4/16 新聞紙からぺパバッグ作り 11/17 古布からプチ・マフラー作り（中止）

4/22 レジかごに入るエコバッグ作り 11/25 古布からクリスマスオーナメント「プチ・そっくす」作り
5/18 古いタオルからぞうり作り 12/7 古布からロングベスト作り

5/27 傘の布から簡単ランチバッグ作り 12/17 古布からギャザースカート作り

6/18 夏のリバーシブル帽子作り R4/1/8 わくわく書育ランド 2022書初め会

6/26 古布から夏のブラウス作り 1/18 古布からバッグインバッグ作り

7/6 古布からアームカバーとシュシュ作り 2/15 余布からフクロウのブローチ作り（中止）

7/17 傘の布から簡単ナップザック作り（中止） 2/19 電池チェッカー （午前）（中止）

9/16 紙パックでお花作り（中止） 2/19 電池チェッカー （午後）（中止）

9/17 古布を使っておしゃれエプロンドレス作り（中止） 2/25 衣類のリサイクル「リボンの会」の取り組み（中止）

9/24 古布を使ってリバーシブルベスト作り（中止） 3/12 フードドライブで集めた食品の行方（中止）

10/2 廃食油を使ってエコキャンドル作り（中止） 3/19 紙パックのお花作り（中止）

10/8 古布からベレー帽作り（中止） 3/19 洋服ポスト西早稲田の活動紹介（中止）

10/26 古布からワイドパンツ作り（中止） 3/26 ステンシルでオリジナルシャツを作ろう

<直営型講座>

R3/4/11 内藤とうがらしを使ってオブジェ作り 10/16 家具長持ち講座「キズ直し体験講座」（中止）

4/24 内藤とうがらしを使ってリース作り 11/27 桜の枝を使ってクリスマス置物作り（中止）

6/13 ブローチ作り 12/11 廃食油を使ったエコキャンドル作り

7/17 家具の長持ち講座「網戸の張替え」（中止） R4/2/5 内藤とうがらしのオブジェ作り（中止）

7/24 ガーデニングピックづくり（中止） 2/5 家具長持ち講座「椅子座面の張替え体験」（中止）

7/25 裂き織りコースター作り（中止） 2/19 家具長持ち講座「家具やフローリングのキズ直し講座」（中止）

8/8 卵のカラと段ボールのフォトスタンド（中止） 3/26 ガーデニングピックづくり

8/21 家具の長持ち講座「椅子座面の張替え体験」（中止）

リユース家具の展示販売

講座作品
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（６）環境・リサイクルイベント事業

多くの区民が集まるイベントを通して、ごみ減量やリサイクルに関する普及・啓発を行う事業です。

令和 3 年 6月 12 日に西早稲田リサイクル活動センターで「西早稲田リサイクルまつり」を開催する

予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。

また、令和 3 年 11月 7日には、新宿リサイクル活動センターと複合施設である高田馬場福祉作業所

とあわせて「アトムフェスタ」を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

しました。新宿リサイクル活動センターでは例年、子ども向けのイベント「こどもまつり」を開催して

いますが、令和 3 年度は、新たな日常に則した内容とし、事前申し込み定員制による「こども“プチ”

まつり」を企画しました。令和 4 年 3月 6 日開催に向け参加募集を行いましたが、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止となりました。

（７）環境学習・施設見学事業

センターが制作した環境学習や施設見学のプログラムを通じて、子ども

たちや区民に対して環境・リサイクル意識の醸成と啓発を図っています。

区内の小・中学生を主な対象としていますが、日本語学校の外国人留学

生等の見学希望も多いことから、広く見学希望者を受け入れています。

① 施設見学

センター内で行われている取組について、見学による説明だけでなく、クイズやゲームを交えて

子どもたちが主体的に学習できる手法を取っています。

② 環境学習

センター内で行うプログラムと、出張して実施する「出前講座」

があります。

主なプログラムは「紙パックを使ってグリーティングカード作り」

や「ダンボールと古布を使って裂き織りコースター作り」などです。

また、ごみ問題や３Ｒについて楽しく学べる学習教材の貸出しを

行っています。

③ 職場体験

もいちど倶楽部の受付事務や販売補助及びリユース家具事業の業務等を通じ、３Ｒ活動の重要性と

仕事のやりがいを学びます。

学習教材 ハイプラ君

アトムフェスタ（イメージ）

（出前講座）

紙パックを使ってグリーティングカード作り

こどもまつり（イメージ）
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◆３Ｒとは？◆

① Reduce（リデュース）・・・ごみの発生を減らす

＊袋や包装等は断る

＊マイバッグを持つ

＊壊れにくく長く使える製品を選ぶ

② Reuse（リユース）・・・繰り返し使う

＊何度も使える容器を選ぶ

＊できるだけ直して使う

＊リサイクルショップ等を活用する

③ Recycle（リサイクル）・・・資源として再利用する

＊資源を分別する

＊リサイクル資源で作られた製品を選ぶ

再生品利用の促進

ごみの発生を抑制し、資源の再利用を進めるリサイクルの仕組みを整備するとともに、資源循環の輪をつ

くるためには、再生された資源を使った製品の利用促進を図ることも重要です。

そこで、再生品の率先使用に努め、再生資源・再生品活用のための情報を収集し、区民や事業者に提供し

ています。

<リサイクル活動センターの取組>

再生品の実物・サンプル等の展示や、交流サロンを活用した利用者相互の交流を図っています。

＜区立図書館の取組＞

区立図書館 11 館では、不用となった本の有効活用を図るため、リサイクルコーナーで区民や利用者等に

無償で提供する「図書館資料のリサイクル」を実施しています。

また、所蔵する図書資料の中から、一定の基準に基づいて随時除籍を行い、汚れや破損の著しいものを除

いて、大半を「図書館資料のリサイクル」の対象としています。ただし、古書店に売却するなどの営利目的

に使用することは禁止しています。

個別目標３－１「ごみの減量とリサイクルの推進」の指標の達成状況と今後の課題

指標「区民一人 1 日当たりの区収集ごみ量」について、令和 3 年度は 552ｇで前年度と比較すると 10g

（1.8 ポイント）減少しました。今後もごみの減量や資源化への新たな取り組みを検討し、持続可能な資

源循環型社会を目指します。

指標「新宿エコ自慢ポイント登録者数」について、令和 3 年度は 3,659 人ですが、登録者は着実に増

加しています。今後も、交通系 IC カードによるポイント登録など新たな仕組みにより、登録者の増加を

目指します。
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￥   
適正なごみ処理の推進

日常生活におけるごみの適正な分別と排出を徹底するとともに、事業系ごみの資源化推進や、
不法投棄への対策など、適正なごみ処理を行う社会を目指します。

■指標

◇ごみの減量とリサイクルの実践

地域での活動 
区内には、町会・自治会・商店会・事業所などで構成する「四谷・牛込・新宿西」の 3 つの清掃協力会

があります。各清掃協力会では、区民が自主的にごみの減量やリサイクルについて学ぶほか、地域住民へ
の啓発を行うなど、地域密着型の普及・啓発活動を行っています。
（１）イベントの開催

四谷清掃協力会は四谷リサイクルフェアを開催し、ごみの分別についての啓発活動・不用品バザー
によるリユースの促進等を行っています。
牛込清掃協力会は榎町地域センターまつりの参加団体として、ごみの分別ゲーム・ごみ分別に関す

るパネル展示など、ごみの分別についての啓発活動を行っています。
新宿西清掃協力会は「ごみ減量新宿フェア」を開催し、ごみの分別ゲームによる啓発活動や不用品

バザー等によるリユースの促進、新宿エコ自慢ポイントの周知等を行っています。
（２）ごみ減量絵画展

毎年、区内の小・中学校の児童生徒を対象に絵画を募集し、次代を担う子どもたちがごみの減量・
リサイクルの推進・ごみの出し方等、ごみ問題全般について考え、環境問題への関心を深める機会を
提供しています。例年行われている「ごみ減量新宿フェア」は中止となりましたが、優秀作品の表彰
とすべての応募作品の区内施設への展示を行いました。

（３）マイバッグ（ごみ減量）キャンペーン
各清掃協力会ともレジ袋の削減等のごみ減量を啓発するため、地域のスーパーの店頭やイベント会

場等でマイバッグ（ごみ減量）キャンペーンを実施しています。
（４）地域リーダーの育成等

各清掃協力会とも清掃リサイクル関連施設の見学会を実施し、参加者のごみ減量やリサイクル推進
への理解を深めることで、地域で積極的に啓発活動するリーダーの育成に努めています。

（令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、（２）の一部を除いて中止）

指標 令和 2 年度 令和 3 年度（現状） 目標 備考
ごみの減量や
リサイクルに取り
組む区民の割合

99.0%
（区政モニター
アンケートの
結果による）

98.5％
（区政モニター
アンケートの
結果による）

取組率向上
（令和 9年度目標）

総合計画の目標値

資源全体に占める
不燃ごみから回収
した資源の割合

0.5% 0.4% 0.4%
（令和 3年度目標）

個別目標３－２
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◇ ごみ収集量の推移
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広報用に作られたごみ収集車

新宿清掃事務所による環境学習 
希望する学校や町会、地域の団体等を対象に、リサイクルの必要性やごみの分別などを学べる「出前

講座」を行っています。令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して小学
校 3 校で実施しました。

（１）ごみのゆくえ
生活に身近なごみを通して環境について勉強します。現在、家庭から出るごみがどのように処理さ

れているのか、最終埋立処分場やごみを取り巻く環境問題などを職員がわかりやすく説明します。ご
みの減量化や資源化の必要性・重要性を学ぶことで、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会
（資源循環型社会）をつくろうとする環境意識を高めます。

（２）３Ｒ
ごみを減らすための環境行動を表すキーワード３Ｒ（リデュース・

リユース・リサイクル）について勉強します。
学校や普段の生活を通じて簡単に取り組めるごみ減量の実践例を

学び、自主的な環境行動への参加を促します。

（３）資源・ごみの収集
資源・ごみを出すときに注意することやごみ収集車（カッティング

カーを使用）のしくみ、普段どのように収集作業をしているかなどを
職員が説明します。
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資源回収の促進 
資源回収では、古紙やびん・缶（スプレー缶、カセットボンベ含む）、ペットボトル、乾電池、容器包装

プラスチックを毎週 1 回区内の資源・ごみ集積所で回収しています。
なお、紙パックや乾電池、白色トレイ、使用済小型電子機器等については、集積所での回収のほか、専

用ボックスを区施設等に設置し、回収しています（使用済小型電子機器等は窓口回収もあります）。また、
使用済小型電子機器等については、平成 30 年度から金属・陶器・ガラスごみからのピックアップ回収にお
いて、全制度対象品目に拡充しました。
（１）使用済小型電子機器等の回収

使用済小型電子機器等に含まれる鉄・アルミ等の金属のほか、金・銀・銅等の貴金属やパラジウム
等のレアメタルを取り出すため、認定事業者に引き渡しています。こうして資源化することにより、
限りある資源の有効利用を図っています。

（２）蛍光ランプ等の回収
蛍光ランプ、水銀体温計及び水銀血圧計等の水銀使用製品については、平成 28 年度から「金属・陶

器・ガラスごみ」として収集後に選別作業により回収しています。回収後の蛍光ランプ等は新宿中継・
資源センター内の資源ストックヤードに一時保管し、適正な処理ができる委託事業者に引き渡し、再
資源化を図っています。

自主的なリサイクル活動の促進 
集団回収とは、区民の方々が 10 世帯以上集まり、回収品目・回収場所・回収日時を決め、回収業者に引

き渡すリサイクル活動です。登録団体に対しては、回収量に応じた報奨金を年 2 回支給し、軍手・ほうき
などの支援物品や台車（希望団体のみ）を年 1 回支給します。
また、各団体の回収場所に資源として集められた古紙を団体指定の回収業者以外の第三者が持ち去るこ

とを防ぐため、希望する方に「資源持ち去り禁止シート」を配付しています。
集団回収には、「資源が大量に効率よく集まる」「リサイクルの意識が高まる」「省資源・環境美化に

つながる」などのメリットがありますが、それだけでなく「地域のコミュニケーションが深まる」「経費
の削減が図られる」というメリットもあげられます。令和 3 年度末現在の集団回収登録団体数は、564 団体
（95,434世帯）となり、主に団体運営者の高齢化等により前年度末に比べ 4団体(1,275世帯)減少しました。
古紙の市況に大きな変動があった場合でも集団回収の安定継続を図るため、区は令和 3 年度から古紙流

通価格が一定の基準以下になった場合に、資源回収事業者に対し支援金を支給しています。

◆ リサイクル量の推移
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◇適正なごみ処理の推進

産業廃棄物・建築副産物の適正処理 

（１）産業廃棄物の適正処理
産業廃棄物の処理委託に際して、法律に基づき産業廃棄物管理票（マニフェスト）を使用して産業

廃棄物の運搬・処分の流れを確認し、不法投棄による環境汚染の防止に努めています。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類・数量・運搬業者名・処

分業者名等を記載した書類のことです。排出業者から運搬・処理業者へと、産業廃棄物と共にマニフェ
ストを渡しながら、処理の流れを確認するとともに、それぞれの処理後に処理終了を記載したマニフェ
ストを受け取ることで、委託内容どおりに適正に処理されているか確認することができます。
区が発注した工事では、コンクリートやアスファルト廃材などの建設廃棄物が適正に処理されてい

るか確認をするため、工事中にも受注業者へマニフェストの提示を随時求めるとともに、工事完了の
際にはマニフェストの写しの提出を義務付けています。

（２）建設廃棄物の適正処理
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づき、「特定建設資材」

を用いた一定規模以上の建築物等の解体、新築、増築工事等（対象建設工事）の発注者には事前の「届
出」が、受注者には「分別解体」及び「再資源化」の実施が義務付けられています。区は対象建設工
事の届出を受付け、「特定建設資材」の適正処理について指導・啓発を行っています。

建築事業における再生材利用の促進 
（１）産業廃棄物のリサイクル

マニフェストを交付する必要のない品目についてもリサイクル伝票を提出させ、セメント等の建設
材料の原料として再生利用する場合にはリサイクル証明を提出させるなど、再資源化の促進を図って
います。なお、建設グリーン調達制度を平成 18 年度から発足させ、使用すべきリサイクル材料等を仕
様書に明示しています。

（２）建設廃棄物・建設発生土等のリサイクル
区が発注する一定規模以上の工事で発生した「建設副産物」の再資源化については、「東京都建設

リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月）において、「建設副産物」の再資源化を推進しており、区に
おいても同推進計画を踏襲し、「建設副産物」の再資源化を行っています。

不法投棄対策 
不法投棄は犯罪行為であり、住環境の悪化の一因にもなっています。ごみ等の廃棄物の不法投棄は「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」で5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する
ことになっていますが、日常的に区内の資源・ごみ集積所や街角で不法投棄が発生しているのが現状です。
ごみの正しい出し方・分け方等の周知により不法投棄の防止を図り、資源・ごみ集積所等で不法投棄が

なされた場合は、不適正排出物に対して警告シールの貼付、集積所周辺へのチラシ配布、早朝・夜間の巡
回パトロール等を行うなどの再発防止策を実施しています。
また、不法投棄が頻発する資源・ごみ集積所については、平成 27 年度から不法投棄対策用カメラを設置

し、不適切なごみの排出をする者を記録映像で確認を行い直接指導するとともに、警察など関係機関と協
力し、厳しい対応を行っています。
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普及啓発 
（１）パンフレット「家庭からの資源・ごみの正しい分け方・出し方」等
「家庭からの資源・ごみの正しい分け方・出し方」パンフレット(日本語版・外国語版)を作成し、分別の

方法やごみの減量、リサイクルの実践方法などをイラスト入りで分かりやすく説明しています。また、資
源・ごみの分別方法を確認しやすくするために、室内掲示用に A3 判のチラシ（日本語版・外国語版）も作
成及び配布しています。さらに、多文化共生推進課と連携し、10 か国語の外国語版チラシを外国人向け生
活情報ホームページに掲載しています。
（２）広報紙「すてないで」
区の広報紙に年 3 回「すてないで」と題し、資源・ごみの分別の推進等に関する記事などを掲載してい

ます。
（３）資源・ごみ分別アプリ「さんあ～る」
資源・ごみの適正排出などに係る周知啓発を図るため、令和 4 年 3 月 25 日から資源・ごみ分別アプリ「さ

んあ～る」（日本語の外 6 か国語）の配信を開始しました。
（４）清掃関連施設の見学会
新宿清掃事務所では区民の方を対象に清掃関連施設の見学会を実施しています。（令和 3 年度は、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため中止）

個別目標３－２「適正なごみ処理の推進」の指標の達成状況と今後の課題

指標「ごみの減量やリサイクルに取り組む区民の割合」について、区政モニターアンケート結果による
と、リサイクルに関する何らかの取組を行っていると回答した区民が、令和 2 年度の 99.0％から令和 3 年
度は 98.5％となり取組率は低下しましたが、ごみ減量・リサイクルの意識が高いと認められます。
集団回収について、令和 3 年度の登録団体数は、新規に 2 団体が加入しましたが、団体運営者の高齢化

等により 6 団体が廃止ったため、4 団体の減少となりました。今後も引き続き、町会やマンションの管理
組合等に対し、制度の周知や活動への支援を進めていきます。
今後も、資源循環型社会の構築に向け、ごみの発生抑制と資源回収の推進に取り組んでいきます。

69




