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製造日 消費期限 賞味期限
保存日数

まだ食べられる早く悪くなるもの

劣化が比較的遅いもの
賞味期限と消費期限のイメージ

農林水産省HPより

安全に
食べられる
限界

編集・発行
〒210-8577（住所がなくても届きます）
川崎市環境局減量推進課普及広報係
電話：044（200）2580　FAX：044（200）3923
電子メール：30genryo@city.kawasaki.jp

編集後記編集後記

食品ロス削減のため「3きり」に御協力ください食品ロス削減のため「3きり」に御協力ください

食品ロスって？

「賞味期限」と「消費期限」の違い

賞味期限

平成28年度 川崎市のごみ処理実績(速報)をお知らせします
～ごみ減量  未来へつなげる  エコ暮らし～

かわさき3R推進キャラクター

かわるん

　平成29年度から担当が変わりました。みなさんに3Rの今を

お伝えする役として、いい紙面を作っていきたいと思います。

個人的には「かわるん」が可愛くて、３Rニュースでは、たくさん

のかわるんを載せて案内をしたいと思っています！

まだ食べられるのに捨てられている食品のことです。

日本では年間621万トンと試算され、これは世界全体の食糧援

助量の約２倍に相当します。私たちが普段食べているものは、農

家や物流、卸問屋の方々など、様々な人が関わっており、捨ててし

まうことはもったいないことです。

［すごく便利です］
捨てたいものがどのごみに分類されるかすぐ検索で
きて便利です。ごみの日に通知してくれる機能もあり
がたい。

［ものすごく役に立ちました］
引っ越したばかりでゴミに関してわからなかったの
ですが、 これをダウンロードしてからは問題なし。 
オススメです！

商品に記載された方法で保存した場合に、「品質が変わらず美味しく食べられ

る期限」のことです。この期限を過ぎても、すぐ食べられなくなるわけではあ

りません。色や臭い、味などを確認して判断してください。缶詰や乾麺など、比

較的保存が効くものが多いです。

消費期限
商品に記載された方法で保存した場合に、「安全に食べられる期限」のことで

す。この期限を過ぎたら食べないようにしてください。

肉や生魚など、生ものが多いです。
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平成28年度　ごみ処理実績

１．処理地域：全市域 ３．世 帯 数：703,945世帯

２．人　　口：1,489,477人 ４．稼動日数：311日

※人口・世帯は平成28年10月1日現在

AppStore GooglePlay

市総処理量

総排出量
461,540t

418,767t

市収集量
302,243t

施設搬入
116,397t

道路清掃ごみ
380t

使用済み乾電池
287t

蛍光管
58t

古　　紙
106t

プラ容器
12,753t

ミックスペーパー
13,010t

空きびん
11,293t

ペットボトル
4,991t

空き缶
6,270t

小物金属類
2,552t

粗大ごみ
9,457t

普通ごみ
241,086t

可燃物　8,154t

事業系ごみ 116,333t

粗大ごみ　64t

小型家電　51t

埋　　立
45,784t

資源化 
52,751t

資源集団回収量
42,773t

資源化量
資源化率

95,508t
(20.69%)

焼　　却
366,016t

金属類　3,804t

資源集団回収量

古布 120t　 蛍光管 1t　 小型家電 6t　内　訳

42,773t

拠点回収
127t

可燃物　63t

金属類  1t

かわさき ニュース3R

●三角コーナーの生ごみは水を切る
●野菜くずを排水溝にためない

生ごみの水分は臭いの原因となり、
焼却の妨げにもなります。

調理は「3きり」「3きり」で調理は「3きり」「3きり」で

●残っている食材から調理する
●野菜はなるべく皮をむかずに調理を

●料理は食べきれる量で作る
●食べ残したら保存したり、作り替えを
例）肉じゃが→カレールーを加えてカレーに

③生ごみの「水きり」

①食材の「使いきり」

②料理の「食べきり」

食品ロス発生の
主な原因

料理をしたときに
食べられる部分なのに
捨ててしまっている
ものをいうよ。

①買いすぎ

②過剰除去

③作りすぎ・食べ残し ④期限切れ

賞味期限
16.1.10

［ありがたい］
シンプルで分かりやすいです。こんなアプリを求
めていました！特に通知機能が大変助かります。

※利用してくださっている方からのコメントです。
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【問3】ごみ分別アプリに登録されている品目はどのくらいでしょう （答えは2ページ下)

【問2】の答え 川崎市環境局ごみ・リサイクルに関するホームページ
市ホームページ： http://www.city.kawasaki.jp/から

3R  ⇒  Reduce リデュース　ごみを出さない／Reuse　リユース　くり返し使う／Recycle　リサイクル　分別して再利用

検索ごみ・リサイクル

①約5千品目　　②約1万品目　　③約2万品目 

③…約35万トン。このページの上に図がありますが、36万6千トンです。前の年と比べて約5千トン減っています。



川崎市環境総合研究所
環境学習学生サポーター大募集！

王禅寺エコ暮らし環境館 夏休みイベントのお知らせ王禅寺エコ暮らし環境館 夏休みイベントのお知らせ

2 3

【問1】ミックスペーパーとして出せないものはどれでしょう （答えは3ページ下) （答えは4ページ下)

【問3】の答え　②・・・

【問2】①ホチキスのついた紙　　②アルミ箔のついた紙　　③洗剤の箱
昨年度（平成28年度）市全体で燃やしたごみの量はどのくらいでしょう
①約25万トン　　②約30万トン　　③約35万トン

【問1】の答え実際には10,000品目以上から検索ができます。
随時追加もしており、細かな品名でも検索ができます。ぜひ使ってみてください。

③…洗剤の箱　臭いのついたものは対象外になっています。
でも、ホチキスやアルミ箔、窓付き封筒のフィルムなどはついたままでOKですよ。

プラスチック製容器包装の分別排出に御協力を！プラスチック製容器包装の分別排出に御協力を！
プラスチック製容器包装の分別収集が全市に展開されたのは平成２５年９月のことです。

しかし、普通ごみの中には、まだ約１０％ものプラスチック製容器包装が混ざって出されている状況です。

分別する品目の例は次のとおりです。軽くすすぐか汚れをふき取って、分別排出に御協力ください。

王禅寺エコ暮らし環境館では、小学校等の夏休み期間を利用して、次のとおり「夏休み環境教室」を
開催します。開催期間中、様々なイベントがありますので、ぜひ御来館ください。

登録しているお店のなかには、小
盛メニューの提供や、注文に応じ
てご飯の量を減らして提供してい
るお店もあります。「食べきり協力
店」を積極的に活用して、食べ残し
を減らしましょう！

ホームページへの掲載の様子

(H29 6月現在　34店舗が登録)

〔事業者の方へ〕
川崎市では随時「食べきり協力店」を募集しています。
申請の流れや、必要書類につきましてはホームページに掲載しています。
詳細はそちらを御覧ください。

学生サポーターの仕事は？

・参加者のサポート

・参加者とのコミュニケーション

・準備、片付け　など

学生サポーターの仕事は？

・参加者のサポート

・参加者とのコミュニケーション

・準備、片付け　など

応募するには？
・応募条件

18歳以上の学生

(文系・理系問いません。)

(川崎市外在住も可)

・応募書類を提出してください

応募するには？
・応募条件

18歳以上の学生

(文系・理系問いません。)

(川崎市外在住も可)

・応募書類を提出してください

イラスト

イベント名／実施日

ぬりえが動く！川崎市の水辺のいきもの

工作教室

スケルトン車展示

燃料電池自動車【同乗体験】

物々交換会 ～みんなでリユース～(※)

生ごみリサイクル講習会

8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

ーー

ー

ー

○ー ー

ー ー

ーー

ーーー ○ー

夏休み環境教室夏休み環境教室 ◆開催期間：８/３（木）～8/8（火） ◆開催時間：10時00分～16時00分 ◆参加費無料

◀スケルトン車

▲水のろ過装置

▼ホバークラフト

燃料電池▶
自動車

※7/1（土）から出品物の受付を行います。衣類・服飾品

(アクセサリー、帽子、バック等)・子ども向けグッズ(おも

ちゃ、ファンシーグッズ等)１人５点まで出品し、引換券と交

換し、他の方が出品したものと交換することができます。

各イベントの開始時間や参加方法等の詳細については、

ＨＰをご覧いただくが、電話等でお問い合わせください。

環境総合研究所は…

主に大気や水質などの調査、

研究を行っております。

多摩川河口のキングスカイ

フロントにあります。

環境総合研究所は…

主に大気や水質などの調査、

研究を行っております。

多摩川河口のキングスカイ

フロントにあります。

問合せ先:

電話 044-276-9001 FAX 044-288-3156
環境総合研究所事業推進課

環境教育・学習のホームページ▶

検索川崎市学生サポーター
問合せ先: 電話 044-712-4637 FAX 044-712-4637王禅寺エコ暮らし環境館

検索川崎市 食べきり協力店

プラスチック製容器包装
Plastic Containers and Packaging

週1回収集

せい よう き ほう そう

川崎市環境総合研究所では、実験や体験をとおして環境について考えるイベントを開催しています。
生きもの観察会や実験教室イベント当日の運営補助を行っていただける学生ボランティアを募集します。

・干潟の生きもの観察会

・星空ウォッチング・環境科学教室

など、川崎市内を中心に年に

20回ほど行っています。

環境体験のイベントとは？
・干潟の生きもの観察会

・星空ウォッチング・環境科学教室

など、川崎市内を中心に年に

20回ほど行っています。

環境体験のイベントとは？

川崎市では「食べきり協力店」を応援・募集しています！！

川崎市では、食べ残し等の削減に取り組む市内の飲食店や小売店等を「食べきり協力店」として登録し、
市のホームページで紹介しています。

「食べきり協力店」ってなぁに？「食べきり協力店」ってなぁに？
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のかわるんを載せて案内をしたいと思っています！

まだ食べられるのに捨てられている食品のことです。

日本では年間621万トンと試算され、これは世界全体の食糧援

助量の約２倍に相当します。私たちが普段食べているものは、農

家や物流、卸問屋の方々など、様々な人が関わっており、捨ててし

まうことはもったいないことです。

［すごく便利です］
捨てたいものがどのごみに分類されるかすぐ検索で
きて便利です。ごみの日に通知してくれる機能もあり
がたい。

［ものすごく役に立ちました］
引っ越したばかりでゴミに関してわからなかったの
ですが、 これをダウンロードしてからは問題なし。 
オススメです！

商品に記載された方法で保存した場合に、「品質が変わらず美味しく食べられ

る期限」のことです。この期限を過ぎても、すぐ食べられなくなるわけではあ

りません。色や臭い、味などを確認して判断してください。缶詰や乾麺など、比

較的保存が効くものが多いです。

消費期限
商品に記載された方法で保存した場合に、「安全に食べられる期限」のことで

す。この期限を過ぎたら食べないようにしてください。

肉や生魚など、生ものが多いです。
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平成28年度　ごみ処理実績

１．処理地域：全市域 ３．世 帯 数：703,945世帯

２．人　　口：1,489,477人 ４．稼動日数：311日

※人口・世帯は平成28年10月1日現在

AppStore GooglePlay

市総処理量

総排出量
461,540t

418,767t

市収集量
302,243t

施設搬入
116,397t

道路清掃ごみ
380t

使用済み乾電池
287t

蛍光管
58t

古　　紙
106t

プラ容器
12,753t

ミックスペーパー
13,010t

空きびん
11,293t

ペットボトル
4,991t

空き缶
6,270t

小物金属類
2,552t

粗大ごみ
9,457t

普通ごみ
241,086t

可燃物　8,154t

事業系ごみ 116,333t

粗大ごみ　64t

小型家電　51t

埋　　立
45,784t

資源化 
52,751t

資源集団回収量
42,773t

資源化量
資源化率

95,508t
(20.69%)

焼　　却
366,016t

金属類　3,804t

資源集団回収量

古布 120t　 蛍光管 1t　 小型家電 6t　内　訳

42,773t

拠点回収
127t

可燃物　63t

金属類  1t

かわさき ニュース3R

●三角コーナーの生ごみは水を切る
●野菜くずを排水溝にためない

生ごみの水分は臭いの原因となり、
焼却の妨げにもなります。

調理は「3きり」「3きり」で調理は「3きり」「3きり」で

●残っている食材から調理する
●野菜はなるべく皮をむかずに調理を

●料理は食べきれる量で作る
●食べ残したら保存したり、作り替えを
例）肉じゃが→カレールーを加えてカレーに

③生ごみの「水きり」

①食材の「使いきり」

②料理の「食べきり」

食品ロス発生の
主な原因

料理をしたときに
食べられる部分なのに
捨ててしまっている
ものをいうよ。

①買いすぎ

②過剰除去

③作りすぎ・食べ残し ④期限切れ

賞味期限
16.1.10

［ありがたい］
シンプルで分かりやすいです。こんなアプリを求
めていました！特に通知機能が大変助かります。

※利用してくださっている方からのコメントです。
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【問3】ごみ分別アプリに登録されている品目はどのくらいでしょう （答えは2ページ下)

【問2】の答え 川崎市環境局ごみ・リサイクルに関するホームページ
市ホームページ： http://www.city.kawasaki.jp/から

3R  ⇒  Reduce リデュース　ごみを出さない／Reuse　リユース　くり返し使う／Recycle　リサイクル　分別して再利用

検索ごみ・リサイクル

①約5千品目　　②約1万品目　　③約2万品目 

③…約35万トン。このページの上に図がありますが、36万6千トンです。前の年と比べて約5千トン減っています。


