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ご意見・ご要望は…

03-3430-1111（代表）

まで

今
号
の
内
容 

vol. 7第一・八面 …… 第46回環境月間こまエコまつり　こまエコまつりの歩き方 

第二面 ………… こまえ生きもの探検隊 

第三面 ………… ごみ収集車へのごみ減量ポスターの掲載 

第四面 ………… キエーロｄｅ生ごみ消エール！ 

第五面 ………… 街なかの下水道＠こまえ　こまえエコまつり編 

第六面 ………… おしえてｅｃｏな下水道 vol.02 

第七面 ………… まちがいさがし／イベントカレンダー 
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市民ひろば 

庁舎２階 
ロビー 

防災センター 

市民センター 

市民ひろば 

庁舎２階 
ロビー 

防災センター 

市民センター 

■配  花の無料配布（先着２００名）
■配  ゴーヤなどの苗の配布（先着１００名）
■配  剪定枝の有効活用～ペン立ての配布～※数に限りがあります
■体  廃食用油でせっけんづくり（先着３０名）
■体  水ゴケを使ってバスケットに寄せ植えづくり（先着３０名・
事前申込み制）　○申し込み　５月１８日（金）９：００から

■体  葉っぱコロコロ染め
■体  燃料電池を体験しよう！
■体  水道水とミネラルウォーター飲みくらべ
■体  浄化した工業廃水で金魚すくい
■体  間伐材を使った積み木であそぼう！
■体  とける？とけない？スーパーボールすくい
　  �詳しくは５面へ 
■イ  リサイクル自転車の抽選会

市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民ひひひひひひひひひひひろろろろろろろろろろろばばばばばばばばばばば

庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎２２２２２２２２２２２階階階階階階階階階階階ロロロロロロロロロロロビビビビビビビビビビビーーーーーーーーーーー

■展  環境パネル展示
■講  多摩川の自然と環境（１３：３０～）

市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民セセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーー

　■イ  環境表彰制度表彰式
　■イ  壊れて置き去りになっているビニール傘の回収など
　■展  キエーロの展示　 �詳しくは４面へ 
　■展  市民が出したごみを処理する施設のＰＲ（多摩川衛生組合）
　■展  環境保全についての展示・試食
　■展  生きものブース（こまえ生きもの探検隊ＰＲ  �詳しくは２面へ  

・アライグマ・ハクビシンのはく製展示など）
■展 ■食  ペットボトルキャップと牛乳パックの回収・有機野菜・産直

野菜の販売など
■展 ■食  フードバンクのコーナー（寄付受付・食品の販売）
　■食  串焼き（タンドリーチキン・スペアリブ・フランクフルト）
　■食  ヤマメの塩焼き
　■食  丹波山村特産品販売
　■食  コーヒーの試飲・販売

会会会会会会会会会会場場場場場場場場場場
MMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPP

 １０：００ 

 １０：３０ 

 １０：４５ 

 １１：００ 

 １１：３０ 

 １３：００ 

 １４：３０ 

（開会式後）花の無料配布

廃食用油でせっけんづくり

不要になったビニール傘の回収（アイスは１４：００）

水ゴケを使ってバスケットに寄せ植えづくり

ゴーヤなどの苗の配布

環境表彰制度表彰式

リサイクル自転車の抽選会

 （１１： １５から抽選券を配布します）

環境についての
 

　パネル展示を
しています 

10：00～

（開会式後）環境表彰制度表彰式

（表彰式終了後）花の無料配布

10：30～

廃食用油でせっけんづくり
100名様限定！マンホールカード配布（多摩市、瑞穂町、狛江市）

10：45～

壊れて置き去りになっているビニール傘の回収（アイスの交換は12：30から）

11：00～

水ゴケを使ってバスケットに寄せ植えづくり

11：30～

ゴーヤなどの苗の配布

14：30～

リサイクル自転車の抽選会 
（抽選券の配布は11：15から）※抽選券は数に限りがあります。

こここここここここここまままままままままままエエエエエエエエエエエコココココココココココまままままままままままつつつつつつつつつつつりりりりりりりりりりり

こ
の入

り口が目印

!こ
の入

り口が目印

!

アイコンの説明

■体  体験ブース
■食  飲食ブース
■展  展示ブース

■イ  イベント
■講  講演会
■配  無料配布

こまエコまつりの歩き方 こまエコまつりの歩き方 

平成30年6月3日（日）午前10時から開会式 

環境月間 こまエコまつり 第46回 

　ブースをまわってスタンプをもらおう！
スタンプを集めるとステキな景品と交換で
きるよ。
※スタンプラリー台紙は会場内にて配布し
ています。

※景品には限りがあります。
　皆さん奮ってご参加ください☆

スタンプラリー開催!スタンプラリー開催!スタンプラリー開催!

市民ひろばタイムテーブル

あの有名マスコット 

　キャラクターが…!?あの有名マスコット 

　キャラクターが… !?

ゲリラ登
場

ゲリラ登
場 ゲリラ登
場

ゲリラ登
場 

ゲリラ登
場 

■体  親子でつくろう、発電する風車！
～自然エネルギーって何？～

 　（１３：００～１６：００）
　 （先着２５組５０人・事前申込み制）
　 ○持ち物　丸型で固い空の５００�
ペットボトル２本（ふた付き）

　 ○申し込み　エネこま（1０９０ー
９９５５ー２１９８）

■体  「こまえ生きもの探検隊」キック
オフイベント（１３：３０～１５：００）

　 （先着２０人・事前申込み制）
　 ○持ち物　汚れても良い歩きや
すい服装・靴・飲み物・帽子・
タオル・筆記用具など

　 ○申し込み　５月１７日（木）９：
００から　 �詳しくは２面へ 

防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災セセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーー ■イ  服としあわせのシェア 
（１０：００～１２：００） 
こまえすまいるピーレによ
る子ども服とマタニティ服
の交換 
○お取り扱いアイテム　洋
服（子ども、１８歳未満のお
子さんが着れる服）、洋服
（ベビー）、マタニティ服。
下着、靴下は新品に限りま
す。制服、靴、バッグは不可 
※５点まで持ち込み可能、
５点まで持ち帰り可能で
す。必ず１点以上お持ち込
みでご入場ください。各ア
イテムにエピソードタグを
お付けください。

■食 のブースでは今回から「ごみ減量」
のため、リユース食器を導入します！
皆さんには食器のご返却をお願いいた
します。

リリリリリリリリリリリユユユユユユユユユユユーーーーーーーーーーーススススススススススス食食食食食食食食食食食器器器器器器器器器器器ををををををををををを
導導導導導導導導導導導入入入入入入入入入入入しししししししししししままままままままままますすすすすすすすすすす

問い合わせ先 環境部環境政策課環境係 1０３－３４３０－１２８７

マイ箸・マイスプーンを 
持ってきてね!

※各プレゼントは数に限りがあります。※壊れてい
ない傘は回収できません。※傘はガムテープで束ね
ずそのままお持ちください。※絵に対応している物
と交換します。※各種回収品をたくさん持ってきて
もプレゼントは一人につき一つです。

資源回収に
協力して

アイス・アップサイクル品をもら
おう!アイス・アップサイクル品をもら
おう!

アイス・アップサイクル品をもら
おう!

使い終わった「ハブラシ」、「車用消臭芳香剤」、
「ビニール傘」は資源です！テラサイクルのブ
ースにもってきてくれた皆さんに、プレゼント
ご用意しています。下の絵に対応している物を
プレゼントします。たくさん持ってきてね！

プラスチックの
ハブラシ

車用の
プラスチック製
消臭芳香剤

壊れた
ビニール傘

アップサイクル品

カップアイス

■展  環境パネル展示
■展  マンホールminiミュージアム
 �詳しくは５面へ 

環環境境をを考考ええるる会会

狛狛江江市市実実行行委委員員
会会のの皆皆ささんん
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　市内小学生に描いてもらった「ごみ減量ポスター」の入賞
作品を、マグネットシートにして、市内を走るごみ収集車に
貼りだしています。
　収集車が近くを通った際には、ぜひご覧ください。

平成29年度　小学生の作品「ポスター」 平成29年度　小学生の作品「ポスター」 平成29年度　小学生の作品「ポスター」 

和泉小学校４年生 

平山　かおら　さん 
狛江第三小学校２年生 

佐藤　莉子　さん 

優　秀　賞 

狛江第三小学校４年生 

大久保　琴音　さん 

最優秀賞 

ごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみ減減減減減減減減減減減減減減量量量量量量量量量量量量量量ポポポポポポポポポポポポポポススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみ収収収収収収収収収収収収収収集集集集集集集集集集集集集集車車車車車車車車車車車車車車がががががががががががががが走走走走走走走走走走走走走走りりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままますすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！ごみ減量ポスターのごみ収集車が走ります！ごみ減量ポスターのごみ収集車が走ります！小学生が 

描いた 

問い合わせ先　環境部清掃課　1０３－３４８８－５３００
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こまエコまつり特集①

こまエコまつりで “キエーロ” の展示を行います。キエーロって何だろう？

キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロdddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

　家庭での生ごみを市が提供す
るキエーロ・ミニを使って継続
的に処理していただきます。
　詳しくは５月１日発行の「広
報こまえ」をご覧ください。

キキエエーーロロのの利利用用方方法法

キキエエーーロロすすきき・・ききららいいリリスストト
消えないきらいすきだいすき

×貝の殻
×鶏の骨
×タケノコ・ 

トウモロコシの皮
×栗の皮
×梅干・野菜等の種

△かんきつ類の皮　△昆布
△たまねぎの皮　　△魚の大きな頭や小骨
△枝豆のサヤ　　　△えび・かに・卵の殻
△スイカの皮
△ごぼう・にんじん等の根菜類
△ブロッコリーの太い茎

○刻んである野菜くず
○じゃがいも等の 

野菜の皮
○火を通した魚・肉
○パン
○麺類

◎痛んだ野菜・果物　　　◎お茶がら
◎火を通した野菜・果物　◎コーヒーかす
◎魚の内臓・煮汁　　　　◎食用油（廃油）
◎生肉・脂身　　　　　　◎残ったお酒、ジュース
◎残飯・デザート類　　　◎残った揚げ物
◎ジャム・バター　　　　◎もみがら、米ぬか

「ベランダde
キエーロ・ミニ」の
モニター募集中！ボクたちバクテリアが生ごみを分解します！

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddddddddddddddd
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

キエーロってなに？？
　黒土に含まれるバクテリアの力で生ごみを分解する生ごみ処理器です。電気や
特殊な菌などを使用せずに、手軽に家庭から出る生ごみの減量に取り組むことが
できます。
　夏季は３～４日、冬季は２週間ほどでバクテリアが生ごみを完全に分解するの
で、土の量が増えることはありません。

キエーロの特長
・庭でも、ベランダでも取り組むことができます。
・黒土の中のバクテリアが生ごみを分解するため、維持費がかかりません。
・正しく使えば、虫や匂いが気になりません。
・微生物には水分も必要なため、水切りの必要がありません。
・食用の廃油、汁物、腐ったもの、カビが生えたものでも投入が可能です。

キエーロを上手に使うためのポイント
・土の表面を乾かすためにも太陽の光と風通しを確保することが重要です。日当
たりが悪く、湿気の多い場所は避けましょう。

・生ごみは、キエーロに投入する前にフタ付の容器で３日程度熟成させると分解が
早まります。また、野菜くずなど小さく刻むことで、土になじみやすくなります。

問い合わせ先　環境部清掃課　1０３－３４８８－５３００

④埋める場所を変えてそれを繰り返す
「ベランダｄｅキエーロ・ミニ」は、埋め穴は２～３ヶ所が目安です。
夏季は２日～３日、冬季は４日～５日程度に１回、それぞれの穴に生ごみを投入します。
※１日１回土を混ぜると早く消滅します。生ごみの種類、量によっては消滅していない場合
があります。その場合は、よく土と混ぜてください。

1 2 3

②生ごみと土をよく混ぜる。
生ごみは土と触れることで分解されるの
で、土とよく混ぜることが大切です。生
ごみと土が良く絡むようにシャベルでザ
クザクと混ぜます。分解を進めるには、
中の土に適度な水分が必要です。土を握
って形が残るぐらいの状態が必要です。

①穴を掘り、生ごみを入れる
１０㎝程度穴を掘って生ごみを投入し
ます。
穴が浅すぎると、生ごみが空気に触
れ、虫が発生します。
生ごみの水分を切る必要はありませ
ん。

③表面に乾いた土を
　かぶせる（ふたをする）
虫を発生させないため、土の表
面に生ごみが出ないように注意
します。
生ごみの分解を開始します。

キエーロを使って、 
楽しみながら 
生ごみを減らして 
みませんか！ 

ベランダ 
deキエーロ 
・ミニ 
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ＯＫ! ＮＧ!

マンホールっ
てエコなんです

!!!

こまエコまつり１００名様限定配布!!!

　マンホールは、実は車などをつくった残りの鉄くずを 
もう一度溶かして、それを使ってつくっています。 
　そのヒミツをパネルで紹介します。 

※写真：ひらけ！マンホールHPより引用 

ミュージアム 開催します!!

マンホール minimini

遊びに来てくださった方に ささやかなお土産を 用意して、係員一同 お待ちしています!!

スーパーボー
ル 

すくい 
　やります!!

スーパーボー
ル 

すくい 
　やります!!

流していいのは 
どっち…？ 

 

　みなさんは、トイレに流していい紙　と　流してはいけない紙　があるのを 
知っていますか？　今回の　こまエコまつり　では、お祭りといえばお馴染み 
の　スーパーボールすくい　をやります! !　スーパーボールすくいを通して、 
「その紙を流してはいけないのは、どうして!?」を、 
みなさんに実感していただけたら♪と思います。 
　是非、こちらのブースに一緒に遊びに来てください♪ 

マンホールカード マンホールカード 多摩市 
　瑞穂町 
多摩市 
　瑞穂町 

多摩市と瑞穂町のご協力により、特別に１００枚限定セットで出張配布します！ 
この機会に、狛江市と多摩市＆瑞穂町のカードを手にとって見比べてみませんか？ 
どちらのマンホールカードもとても可愛いんですよ! !

狛江市のマンホールを 展示します!
市のマンホールのデザインはどんなデザインかな？ 
是非、見に来て下さいね！ 
※展示するマンホールはカラーではありません 

6／3（日） AM10：30～ 配布します!!

テーマ① 

テーマ② 

こまエコまつり編 こまエコまつり編 

ミュージアム 開催します!!

マンホール 

問い合わせ先　環境部下水道課　1０３－３４３０－１３０４

こまエコまつり特集②

マンホールは実はエコ!?／トイレで流していい紙と流していけない紙のちがい知っていますか？。ふるってご参加ください ! ! !



平成30年（2018年）5月発行6

問い合わせ先　環境部下水道課　1０３－３４３０－１３０４

合流地区 

分流地区 

多摩川 

野川 
02

反応槽から流れてきた泥（活
性汚泥）をさらに3～4時間
かけて汚れを取り除きます。 

第二沈殿池での上澄みを塩素
で殺菌します。 

処理した水をトイレ用水などに
再利用するため、砂の層を通して
よりキレイな“再生水”にします。 

沈んだ泥は水分を取り除き、
燃やして灰にして埋め立てた
り、資源として私たちのくら
しに役立てたりします。 

微生物の入った泥（活性汚泥）
を使い、下水に溶けている汚
れを分解します。 

細かい汚れを2～3時間かけ
て沈めて取り除きます。 下水は下水道管を通って水再

生センターへ運ばれます。 

下水の中にある大きなゴミや
砂などを取り除きます。 

では、どうやって 
キレイにするの？ 

反応槽 沈砂池 第一沈殿池 下水道管 

キレイになった水を 
川や海へ流します 

再生水施設 
汚泥処理施設 

写真：東京都下水道局HP等より 第二沈殿池 
塩素接触槽 

家庭や工場などから流された下水を、 
河川や海へ放流するために 

キレイにする施設です。 

水再生センターの中は 
こんなふうになっているんだぞ 

森ヶ崎水再生センターへ 

ココ ココ 

START!!START!!START!!

GOAL!GOAL!GOAL!

　狛江市内で出た下水（合流地区からの雨
水＋汚水と分流地区からの汚水）は、市内
の下水道管を流れ、最後はココに流れ着き、
そして世田谷区へと流れていきます。 
　その後、世田谷区や品川区、大田区など
の下水とともに、大田区内の森ヶ崎
水再生センターに運ばれています。 

水再生センターって 
どんなところ？ 

一部の 
処理水 
を… 

今年から、狛江市内の
小学４年生の社会科見
学で水再生センターの
見学を実施します♪ 

水再生センター 水再生センター 
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vol.6のまちがいさがしの答え ①えこまさんのほっぺ②えこまさんのもっているフォークの大きさ③テーブルに置いてあるチョコの色 

※景品の配布はなくなり次第終了となります。 

まちがいを見つけて環境政策課窓口までお越し 
いただいた方には　　 なグッズをプレゼントします!

この中から3つのまちがいを探してね！答えは次号で発表します。 

月 8 月 9
月 7
月 6

市民環境ツアー 
５日　アレチウリ駆除活動 
10日・11日　山梨県小菅村環境保全ツアー 

上旬 

上旬 

上旬 中旬 

下旬 

上旬 下旬 

カレンダー広告募集 
７日　キャンドルナイト 

21日　多摩川生きもの調査会 
23日　打ち水大作戦2018 
29日　野川生きもの調査会 

多摩川の源流 
「水干」探訪ツアー 
in 丹波山村 

黒：環境政策課 

オレンジ：清掃課 
担当課 

３日　こまエコまつり 
７日・８日　リサイクル展示会 
　　　　　　環境週間行事 

17日　アレチウリの駆除活動 
20日　生ごみ堆肥化講習会 

生ごみ堆肥化 
講習会 

イベントカレンダー イベントカレンダー 

助成内容助成する機器

環
境
政
策
課

１ｋＷ当たり　２０，０００円
助成限度額　　８０，０００円

太陽光発電システム
※ＨＥＭＳを設置すること

１台当たり５０，０００円家庭用燃料電池システム

材料費の１／４以下
限度額４万円

高反射率塗装
日射調整フィルム

市で指定した樹木等の保全や管理に係る
費用の一部について助成（限度額あり）保存樹木等の保全・管理

生垣、植樹帯及び花壇をつくる際に係る
費用の一部を助成緑のまち推進補助

下
水
道
課

標準工事費単価に設置数をかけた額
助成限度額２８９，４４０円雨水浸透ます設置

貯留槽の購入金額（設置工事費を含む。）
の３分の２の額　助成限度額４０，０００円雨水貯留槽設置

清
掃
課

購入金額の１／２
助成限度額※（１世帯に１基まで）
�電動式１８，０００円／非電動式３，０００円

生ごみ処理機

購入金額の一部または全部の額
助成限度額３，０００円（１世帯に２基まで）

生ごみ堆肥化容器
（コンポスト）
※ディスポーザ型を除く

※事業によっては数に限りがあるものもございますので、申請はお早めに
お願いします。詳しい内容は各担当課にお問い合わせください。

実施日時 

対　象　者 アンケート調査に 
ご協力いただける市民の方 

実施場所 市役所前市民ひろば 

・家電リサイクル法対象商品　・主に繊維製の家電製品 

・主に木製の家電製品　　　　・事業で使用していた家電製品 

※市庁舎駐車場は有料です。（アンケート回答者は１時間無料） 
　（http://www.city.komae.tokyo.jp/） 

～回収できないもの～ 

環境部清掃課　103－3488－5300問い合わせ先 

第16回 使用済小型家電 
イベント実験回収 
第16回 使用済小型家電 
イベント実験回収 
第16回 使用済小型家電 
イベント実験回収 

５月２0日（日） 
午前10時から午後２時まで ▲３月に実施された 

イベントでの様子 

各助成金制度のお知らせ各助成金制度のお知らせ


