
南河内・国分寺地区
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のポリ袋で出す明透半か明透●軽くすすいでから出してください
（汚れが落ちなければ「燃やすごみ」に出してください）
●ＣＤ・ＤＶＤやビデオテープ、おもちゃや文房具など、プラスチック製の商品そのものは
　容器包装ではありませんので、「燃やすごみ」に出してください

●わたの
　入ったものは
　「燃やすごみ」へ
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●ビニールやガムテープ
　発泡スチロール等は必ず取ってください
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●写真や感熱紙は「燃やすごみ」へ

レュ ダッ 化ー たし は紙 の明透半か明透
ポリ袋に　 出てれ入 てし だく いさ

雑誌･雑紙･紙パック
アイロン・トースター・ジューサーミキ
サー・照明器具類・掃除機・電気コンロ・
電子レンジ・ミシン用フットコントロ
ーラー・電動工具等

●スプレー缶は使い切って出す
●スプレー缶と水銀使用製品は
　別のポリ袋で出す

●大きいものは割る

※注意点
葉のついたもの、毒性のある植物（キュウチクト
ウ、あせび、うるし等）、繊維質の植物（竹、ツル科
の植物等）は、「燃やすごみ」に出してください
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●雑草は、乾かして土を落として出す

透明か半透明のポリ袋で出す

・プラスチック製品（商品）等



南河内・国分寺地区

ご 集収み に のていつ 先せわ合い問

なきで集収 い のも

・場工・所業事・店食飲・業農
院病・店商 どな の 動活業事 伴に

ごう はみ 、 理処で任責己自 るす

みご を セ掃清接直 タン ーへ 合場るす入搬みご を セ掃清接直 タン ーへ るす入搬 合場
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池電乾 池電乾

か袋 出ら てし ンコ ナテ へ

マンガン電池・水銀電池・リチウム電池
アルカリ電池・ニッカド電池・モバイルバッテリー

※市役所庁舎の
　回収箱も
　ご利用ください

か袋 出ら てし ンコ ナテ へ

・んび 缶・んび 缶
缶・んびの用料飲

●食品・雑貨等の
　びん・缶は「不燃ごみ」へ

く軽 すす ぐ
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･類 イホ ー ･ル 器火消 ボスガ･ ベン
農･灰･ ペ･薬 キン ･ 薬火 ペ･類 ット
死の ･体 具機農 ピ･ ノア ・土･瓦･

波 ･石･砂･板 レ ンコ･ガン リク トー
石･ ボ膏 ドー 解･ ご体 引･み に越 伴
多う ご量 等み
※ 者業扱取の門専 ごに 談相 だく いさ

・ アエ ンコ ・ レテ ビ ブ（ ウラ 管ン 式・
晶液 ・ ズラプ ）式マ ・ 庫蔵冷 ・ 凍冷

庫・ 機濯洗 ・ 機燥乾類衣
※ 電家 サリ クイ 法ル よに 処る 理

、でのすで要必が 店売販 ごに 談相
だく いさ 。

・ ソパ ンコ
メ※ 連にーカー し絡 、て 取き引 り
依を し頼 くて さだ い

料有

料有

料有

大粗 みご大粗 みご

前事 に 課境環 申に 込し む

引※ 越っ にし う伴
量多 みご は 外象対

燃不 みご燃不 みご
（燃えないごみ）

の明透半か明透 ポリ袋で出す

●キャップとラベルはプラ容器包装
●水ですすいで出してください

・瀬戸物類・陶磁器類・ガラス類
・飲料用以外のびん、缶・カミソリ
・なべ・やかん・鏡・ライターなど

※現住所が下野市であることを確認できる身分証明書（運転免許証等）の提示をお願いします。

課境環 32-8898

家具類・布団類・カーペット
自転車・ガスレンジ・電気こたつ
テレビ台・長座布団　等

◆分別されていないごみ
◆出し方が違っているごみ
◆出す日が違っているごみ
◆ステーション収集後に出され
　たごみ

、等始年末年※ 期時 よに り 付受入搬 しを あが合場いな まり す

●決められた日の朝８時までに決めら
れた場所に出してください

●きちんと分別をして、決められた出
し方をしてください

●生ごみは十分に水切りをしましょう
●トレイや飲料用のびん・缶・ペット
ボトルは水洗いをしてください

●スプレー缶は必ず使いきってくださ
い

●電池の入っているものは必ず外して
ください

●ストーブなど灯油の入っているもの
は、使い切ってから出してください

ご 出をみ とす きの い願おご 出をみ とす きの い願お

反違ルール ごの みは 集収 まし んせ反違ルール ごの みは 集収 まし んせ

ごみステーションの環境美化
確保のため、また、ステーシ
ョン当番の方の負担軽減のた
め、ルールを守ってごみを出
しましょう

：付受入搬 03:11～03:8
03:61～00:31

平日及び第2・4土曜日
※日曜・祝祭日を除く

国
道

号
05

４新 道国号

４旧 道国号

中央清掃センター 南部清掃センター
野木町大字南赤塚1513-2
0280-33-3310

プラ容器包装・剪定枝

国道４号線

野木駅間々田駅

野木町
　役場

エニス
ホール友沼

小学校

南赤塚
小学校

野木
中学校

至小山

ＪＲ宇都宮線

野木第二
中学校

至古河

新橋
小学校

南部清掃センター

健康センター
ゆ～らんど

：付受入搬 03:11～03:8
03:61～00:31

平日及び第2・4土曜日
※日曜・祝祭日を除く

リサイクルセンター
下野市下坪山1632

39-8844
不燃ごみ・粗大ごみ（ふとん、
カーペット、クッション除く）・
資源物・小型家電・有害ごみ

新
国
道
４
号

自
治
医
大

自治医科
大学附属病院

道の駅
しもつけ

南河内中学校

西坪山工業団地

薬師寺

下坪山北

駅東4丁目

仁良川

↑至宇都宮

↓至小山

リサイクルセンター

：付受入搬 03:11～03:8
03:61～00:31

平日及び第2・4土曜日
※日曜・祝祭日を除く

24-3194
燃やすごみ・可燃系粗大
ごみ（ふとん、カーペット、
クッション等）

自治医科
大学附属
病院


