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1.下野市の家庭系ごみの現状について
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不燃ごみ、資源ごみ、プラ容器の量が減少し、
燃やせるごみが増加しています。
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１人１日当たりの燃やすごみ及びプラ容器包装の排出量 単位：グラム

※ プラ容器包装はリサイクルされています。



ごみの分別について

燃やせるごみの中に雑紙(誌)が

混入している

燃やせるごみの中にプラ容器包装が

混入している
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プラ容器包装に混入
（ｶﾞｽﾗｲﾀｰ、乾電池、刃物、ｶﾐｿﾘ、ｽﾌﾟﾚｰ缶）
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ごみ減量化の徹底

ごみ減量化の主な取り組み

○ごみの分別の徹底（ごみルールブックの活用）

プラ容器包装の分別

雑誌・雑紙の分別（封筒、菓子箱等）

○生ごみの処理について

水切りの徹底

生ごみ処理機の活用（肥料などとしての活用）

○食べ残しを減らし、食材を使い切りましょう。
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2.ごみの出し方の変更点（平成３１年４月１日から）

不燃ごみが

有害ごみが 有害ごみ 小型家電 になります。

アスベストが 不燃ごみ 小型家電 になります。

※なお、詳しい分類については後日お知らせいたします。

①分別方法の見直しについて
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粗大ごみ（予約制）の収集基準について

○収集方法は変更ありません。

○可燃系（燃やせる） と 不燃系（燃えない） になります。

○ごみの大きさについては最も長いところで、一辺の長さが

可燃系（燃やせる）

５０ｃｍ を超えるもの

※主な品目（タンス、カラーボックス、テーブル等の木製家具など）

不燃系（燃えない）

１００ｃｍ を超えるもの ※平成３１年３月までは５０ｃｍまでです。

※主な品目（ゴルフクラブ、自転車など） が粗大ごみとなります。
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○不燃ごみ、不燃系粗大ごみ、有害ごみ、小型家電（アスベスト）、

資源物
（びん・缶・ペットボトル・新聞紙・ダンボール
・雑誌・雑紙・牛乳パック・衣類・古布）

持ち込み先が
宇都宮市のクリーンパーク茂原及び
下坪山の リサイクルセンター に変更となります。

○有害ごみのスプレー缶の出し方が変わります
従前は、缶に穴をあけていましたが不要となります。

○可燃系（燃やせる）の粗大ごみ（５0cmを超えるもの）
クリーンパーク茂原（宇都宮市） ：ふとん、カーペット等

変更なし タンス、カラーボックス、

テーブル等の木製家具類

②直接搬入先（持ち込み先）の変更
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リサイクルセンターについて

施設の稼働 平成３１年４月

受入品目 不燃ごみ・粗大ごみ

びん・缶・ペットボトル

紙類・布類・家庭用小型家電

有害ごみ(乾電池・蛍光管)
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リサイクルセンター

西坪山工業団地
入口交差点



主な品目 搬入先

リサイクルセンター(下坪山)

直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

リサイクルセンター(下坪山)

直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

布団・カーペット等

タンス・カラーボックス等

リサイクルセンター(下坪山)

直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

リサイクルセンター(下坪山)

直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

リサイクルセンター(下坪山)

直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

扇風機・フライパン等

携帯電話・ゲーム機等

不燃ごみ 飲料用以外のもの

粗大ごみ

分別品目

可燃系粗大ごみ

不燃ごみ

ゴルフクラブ等

びん・缶 飲料用

小型家電

クリーンパーク茂原（宇都宮市）

びん・缶

新しい分別

不燃系粗大ごみ

(1m超)

不燃ごみ

(50cm超)



分別品目 新しい分別 主な品目 搬入先

リサイクルセンター(下坪山)

直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

有害ごみ スプレー缶・蛍光灯・電池等 リサイクルセンター(下坪山)

小型家電 ガスレンジ・ドライヤー等 直接持ち込みの場合はクリーンパーク茂原も可

リサイクルセンター(下坪山)
衣類・古布等

（可燃系資源物）
変更なし衣類・古布

ペットボトル 変更なし

変更なし

有害ごみ

マークのあるもの

マークのあるもの
・発泡スチロール等

雑誌・雑紙・牛乳パック 変更なし リサイクルセンター(下坪山)

南部清掃センター(野木町)プラ容器包装

新聞紙・ダンボール等
（可燃系資源物）



分別品目 新しい分別 主な品目 搬入先

不燃ごみ ポット・魔法瓶等 リサイクルセンター(下坪山)

小型家電 アイロン・トースター等

不燃系粗大ごみ 1mを超えるこたつ、暖房いす等

燃やせるごみ 変更なし 生ごみ等 クリーンパーク茂原(宇都宮市)

剪定枝 変更なし 小枝 南部清掃センター(野木町)

直接持ち込みの場合は
クリーンパーク茂原も可

アスベスト



３.プラスチック容器包装の分別について

プラ容器包装の対象とは

①物を入れ、または包んでいるもの。

②中身が商品であること。

③商品が消費されたら不要になる。

15

このマークも目印の一つです。



出すときの注意
①食べ残し、使い残しがないかを確認。

②水で洗い、水分をふき取る。

③きれいになっているか確認をする。

④二重包装で出さない。

（スーパーの袋の中に洗った容器をいれたまま、

ごみの袋にいれない。）
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分別排出のポイント
（ＤＶＤ参照）



ごみステーションへの出し方

ボトル・チューブのふた、シャン
プーのノズルなどは外して出す。

風の強い日はネットをかぶせるなど、
飛ばされないようにする。

ごみ袋は
二重にしない

③透明か半透明の
ポリ袋に入れる

①中身を完全に使い切り
②汚れがあればすすぐかふき取る
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●袋類   

 

 おかしや食品など
の袋、レジ袋など 

 

 カップめん、卵、果
物、野菜、弁当など
の容器 

●カップ・パック類 
 

 

●ふた類 
 

ペットボトル、 
びんなどのふた 

 

●ボトル類 
 

 

●トレイ類  

 生鮮食品、総菜な
どの容器 

 

●フィルム・ラップ類  

 ペットボトルの
フィルムなど 

分別の対象となるもの

 

食品の容器や
製品の緩衝材
など 

 ●発泡スチロール製 

の緩衝材類 

 ●ネット類 

 

 くだものや野菜な
どを包んだネット 

 
プラスチック製容器包装には、 

このマークの表示が義務づけ 

られています。 

（資源有効利用促進法） 
※識別表示義務はありませんが 

「無地のレジ袋」「スーパーなどにある 

ロール状連続袋」「果物などのネット」 

も対象です。 

※生鮮食品等のラップに
ついている紙のラベル
は、はがしづらいものにつ
いては、シールがついた
ままプラ容器の日に出し
て下さい。

大きなものはつぶしたり
切ったりしてください。

ペットボトルのキャッ
プは、別で収集もして
います。

中のカスを落としてく
ださい。

農薬や油の入ってい
たボトルは不可。

家庭用で使用してい
たボトルは燃やせる
ごみで出してくださ
い。
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●マヨネーズのチューブ、ソースの容器などは

 
   

油分等がついていて汚れが落と

しにくいため、焼却ごみです。 

 ただし、汚れや油分のべとつき

が取れれば対象になります。 
 

●お菓子の袋などは、広げて食べかすを落とせば洗う必要はありません。
●納豆のパック、カップラーメンの容器などは、中をすすいで出してください。

  

汚れの程度について
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汚れの事例（チューブ類）
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汚れの事例（袋類）

袋の内部に土砂が残っている

容器の外側が他の付着
物で一部汚れている

中身が残っている
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対象外となるもの

■商品そのもの⇒焼却ごみ
おもちゃ、ＣＤ及びケース、バケツ、ストロー、
ハンガー、ポリタンクなど

■商品以外を包んだもの⇒焼却ごみ
クリーニングの袋、
家庭で使った市販品のラップなど

■ペットボトル⇒資源物
これまでどおり、ペットボトルだけを
つぶさずにまとめて指定のネットかカ
ゴで出してください。

×

■汚れが落ちないもの⇒焼却ごみ
歯磨きやマヨネーズのチューブ、
食用油やソースの容器など

※汚れや油分のべとつきが取れれば対象です。 23石橋地区



石橋地区 24出展：プラスチック容器包装リサイクル推進協議会参考資料より



ペットボトルの出し方について（平成３０年１２月より）

ペットボトルに関しましては、これまでビニー
ル袋に入れてごみステーションに搬出していただ
いておりましたが、回収作業の効率化を図るとと
もに、国分寺地区・南河内地区との収集方法の統
一化を図るため、本年１２月より、キャップとラ
ベルを外し水ですすいだ後、各自治会を通じて、
１ステーション当たり４枚回収ネットを配布いた
しますので、収集日にあわせてネットに搬出して
くださるようお願いいたします。

なお、キャップとラベルは従来どおり「プラ容
器包装」の日に出してください。

また、当面の間、びんや缶のごみ出しで使用し
ているカゴを利用しての搬出でも回収いたしま
す。

なお、１年程度の移行期間をもうけます。
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ネット回収にご協力をお願いします。



４.その他
①廃食用油の回収について

市では、ごみの更なる資源化のため、平成３０年１月から廃食用油の回
収を始めています。

○回収できる油
・サラダ油、菜種油、ベニバナ油、コーン油、ごま油、

オリーブオイルなどの植物性油
※消費・賞味期限の切れた植物性油も回収します。

ペットボトルで未開封のものはそのまま持参してください。

・ビン・缶容器で未開封のものは、ペットボトル容器に移し替えて
から持参してください

×回収できない油 ※持参されてもお持ち帰りいただきます。
・ラード、バターなどの動物性油
・機械油、灯油、軽油、エンジンオイルなどの鉱物油
・弁当屋、調理施設、スーパーなどの事業活動から出る油

26石橋地区
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■油の出し方
ご家庭で使用された天ぷら油などの廃食用油をペットボト

ルに入れ、ふたをしっかり閉めてから出してください。
※注意事項※

・天ぷら油などは油カスを取り除いてください。

取り除いた油カスは「燃やせるごみ」で出してください。

・市販の油凝固剤で固めた油も「燃やせるごみ」

で出してください。

・ガラスビンは破損の恐れがあるため、使用しないでください。

・戸別の回収は行いません。

出し方の例

■回収場所（４か所）
・下野市役所（東側出入口）・石橋公民館
・生涯学習情報センター
・南河内公民館（現在工事中のため南河内図書館にて回収）

■回収方法
各回収場所に設置されている廃食用油用回収ボックス

に入れてください。右ののぼりが目印です。 27石橋地区



平成２９年6月よりごみの分別方法や収集日のお知らせ機能を含めた
アプリを運用しています。

②ごみ分別アプリ「さんあ～る」について

•詳しい分け方・出し方や注意点を確

認できます。

ごみの分別
のしかた

•ごみの品種を検索できます
ごみの

分類表

•お住まいの地域を設定することで、収集日をカ

レンダー形式で確認できます。

•アラームで収集日を知らせる機能があります。

収集日

カレンダー

•お問い合わせの多い質問を掲載

しております。

よくある

質問

•ごみ関係等の情報を確認できま

す。

インフォ
メーション

主な機能 アプリのインストール
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今後のスケジュール

１０月～１１月 地区説明会開催

１２月 ペットボトルのネット回収開始

広報紙掲載

３月 行政カレンダー・ごみのルールブック配布

自治会加入者 → 自治会より配布

アパート入居者 → 管理会社等より配布

自治会等未加入者 → 窓口等にて配布

４月～ 新しい分別方法により収集開始
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