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「みやくるりん」は，ごみの減量化・資源化，及び環境美化を推進するため，市と市民とをつなぐ地域のリ
ーダーとして，各地域や自治会の分別・排出マナーの指導，不法投棄の発見・通報などの地域環境活動に取り
組む，リサイクル推進員・チーム員の皆さまの活動を支援する情報紙です。

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため，例年４月から５月にかけて開催しているリサ
イクル推進員対象の新任者研修会と全体研修会の開催が出来ませんでした。
何をすればいいのか分からない。」「新型コロナウイルスの感染拡大が
懸念される中，地域でどう活動したらいいのだろう。」と悩んでいる方
もいらっしゃると思います。
コロナ禍の中でも皆さまができることなどを「みやくるりん」で
改めてお伝えすることにより，少しでもお役に立てたらと思います。

もったいない係長
ミヤリー

情報紙「みやくるりん」
は、年２回の発行予定
です。ぜひご活用くだ
さい。

そのため，皆さまの中には「リサイクル推進員になったものの具体的に

リサイクル推進員になったけど…何をすればいいの？
【 リサイクル推進員の主な役割 】

ごみの分別及び排出マナーの指導

ごみ減量化及び資源化の推進
並びに これらの普及啓発

地域のごみステーションに排出された資源
物がきちんと分別されているか，収集曜日，

地域のみなさんが，３Ｒ（リデュース：ごみを減

時間等が守られているか確認する。守られて

らす，リユース：繰り返し使う，リサイクル：分

いないごみステーションへ掲示物，回覧物に

別を徹底し再生利用）の必要性を理解して行動が

よる排出指導を行う。

できるよう，地域での集まりや回覧などの機会を

不法投棄の防止及び発見並びに通報

利用して５種１３分別徹底の周知を行う。

排出時間や曜日を守らないごみステーションは不法投棄も行
環境美化の推進

われやすくなるため，地域ぐるみでごみの排出ルールを守り不

ごみステーションだけでなく，

法投棄を防止するとともに，発見した際は貼紙等で撤去を依頼。

集会所の剪定や公園の草むしり

撤去されない場合は市へ通報※する。
※不法投棄場所：ごみｽﾃｰｼｮﾝ→ごみ減量課へ ☎０２８（６３２）２４２３
その他→廃棄物対策課へ ☎０２８（６３２）２９２９

など，地域の環境美化に努める。

【 分別講習会の開催について 】※主な講習内容や申込方法はﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ参照：H31 版＝P20，R2 版＝P22
現在，分別講習会開催のご依頼があっても，３密（換気の悪い密閉空間，多数が集まる密集場所，
間近で発声する密接場面）を避けられないと判断した際には講師の派遣をお断りしています。
開催にあたっては，マスク着用，手洗いや消毒，体調，体温チェック，会場の換気，半径２ｍ
（最低でも１ｍ）程度の空間確保，参加者の把握（名簿作成）等にご協力ください。
問い合わせ先：ごみ減量課３R 推進グループ

密閉

密集

☎：０２８（６３２）２４１４

密接
-1-

いま，私たちにできること
１．宇都宮市のごみの現状
本市の焼却ごみ量は，平成２２年度に現在の５種１３分別がスタートした際に大幅に減りました
が，翌年よりほぼ横ばいの量となっています。このような中，令和元年度は台風第１９号の災害ご
みの影響もあり，前年度より９６４トン増加の１０万２，３４４トンでした。（ｸﾞﾗﾌ１参照）
令和２年度は，新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛の影響で，自宅での食事や不用
品の片づけをされた方が多く，清掃センターで受け入れたごみ量等が全ての品目で昨年度を上回っ
ており（表１参照），令和２年度の目標値（９万５６８５トン）達成は難しい状況にあります。
グラフ１

表１

焼却ごみ量の実績（家庭系）
焼却ごみ量

（ ｔ/年）

目標値

収集人口

令和 2 年度のごみ量等
（４月～７月）
対前年比

（ 人）

115,000

522,000
520,000

1 11,500

110,000

518,000

５種１３分別開始

516,000
105,000

1 01,876

100,000

514,000

1 02,362
1 02,344
1 01,409
1 01,661
1 01,380
1
00,569
1 00,523
1 00,213

9 8 ,618

資
源
物
以
外

512,000
510,000

9 5 ,685

508,000

95,000

506,000
90,000

504,000
H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R元

R2

資
源
物

焼却ごみ

109.73 %

不燃ごみ

127.28 %

危険ごみ

245.07 %

粗大ごみ

227.88 %

資源物以外計

111.88 %

びん・缶類

104.03 %

ペットボトル

108.09 %

紙布類

112.45 %

プラスチック製
容器包装

109.08 %

資源物計

109.12 %

目標値

２．ごみを減らす必要性とごみ削減のポイント
・ごみを燃やすと地球温暖化の原因の一つである二酸化炭素が発生し，環境負荷がかかります。
・地球上の資源は限られており，大切に使わないと，将来，足りなくなるかもしれません。
・ごみの収集・処理には多額の費用がかかっています。また，ごみが増えると焼却施設で燃やす
時間が長くなったり，焼却灰を埋め立てる最終処分場の寿命が短くなったりします。
将来に限りある資源や美しい自然を引き継ぐためには，私たち一人ひとりが３Ｒ行動に取り組み，
ごみをできるだけ減らしていく必要があります。
では，どうすればごみを減らせるのでしょうか？
ｸﾞﾗﾌ２は，焼却ごみの中身を調べた組成分析の結果です。資源化できる紙やプラスチック製容器
包装が混入しており，まだまだ分別が徹底されていないことが分かります。また，食品ロス（賞味
期限・消費期限切れなどにより廃棄されたごみ）も 1 割近く含まれています。市では，ここを減ら
すことが，ごみ削減の 1 つのポイントと考えています。
資源となる紙類やプラスチック製容器包装をきちんと分別する，買い物へ行く前に冷蔵庫の中身
をチェックして，あらかじめ買うものを決めておくなど，各家庭そして地域ぐるみでご協力をお願い
します。なお，４ページ後半から，間違えやすい分別や，地域の方からお問い合わせが多いものをご
紹介しています。地域で分別を周知する際にお役立てください。
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令和元年度

グラフ２

焼却ごみ（家庭系）組成分析結果
食品ロス

その他 7.7％
布類

（ もったいない生ごみ）

2.3 ％

8.5％

市では，焼却ごみに混入の多い「プラス

木類

18.3％

生ごみ

チック製容器包装」や「その他の紙」などの

38.9％

分別周知用チラシをご用意しています。デ

プラスチック製
容器包装
9.3％
資源化できない紙

更なるごみの
減量化・資源化に
ご協力ください。

ータを市ホームページから取り出せるように

資源化できる紙

14.0％

9.5％

しましたのでご活用ください。 ID 1024966
収集曜日や資源物持ち去り禁止の看板
などについては，８ページをご覧ください。

３．地域の状況を把握して活動してみましょう！
お住まいの地域によって，ごみに関わる問題
は様々です。分別がされていない，収集曜日を間

①パトロール内容の例

違えている，収集後にごみが出されているなど，

ごみステーションの曜 結果と注意喚起の回

その状況によって対策も変わります。リサイク

日看板の破損，ルール 覧板を作成し回覧，

ル推進員さんが一人だけで活動するには限界が

違反や曜日を守らない 地域の文化祭などで

ありますので，例えば自治会役員やチーム員と

ごみ袋の有無，カラス の結果周知，ごみス

一緒に定期的に地域内をパトロールし，自分た

除けネットの状況，不 テーションに注意喚

ちの地域では何ができるか，何が必要か，アイデ

法投棄の有無…など

②排出指導の例

起の看板掲出など

アを出し合ってみてください。

戸祭地区まちづくり協議会

地域の活動事例

環境部会

戸祭地域では，平成２６年に地域で分別リー
フレット（Ａ４サイズ）を作成し，自治会会員世
帯に配布したり，ステーション利用のマナーが
悪い地域へポスティングを行ったりしました。
今でも手の届くところに掲示されているご
家庭が多く，地域の方に愛用されています。

姿川地域 西川田東部自治会
西川田東部自治会では，年２回，班長会議や
分別講習会の後に，班長等による地域内パト
ロールを行っています。
パトロールの後は，その結果に基づき，回覧
による分別徹底の周知や利用状況の良くない
ごみステーションへの掲示を行っています。
今年度は，コロナの影響で例年通りの活動
ができず，分別講習会などの開催は見送りま
したが，自治会主催の資源物集団回収の強化
を図ることとなり，現在，資源物集団回収用の
ごみ袋や収集日を記載したカレンダーを作成
し，各戸へ配布する予定で動いています。
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【 リサイクル推進員身分証と腕章の活用について 】
皆さまにお渡ししている身分証と腕章は，地域での活動の際に身に
着けてご活用ください。
また，リサイクル推進員の皆さまと一緒に活動されるチーム員用の
腕章もご用意しています。ご入用の際はご連絡ください。
なお，任期満了の際には次の方へ腕章の引継ぎをお願いいたします。
問い合わせ先：ごみ減量課３Ｒ推進グループ

☎：０２８（６３２）２４１４

とちぎテレビのデータ放送・ごみ分別アプリさんあ～る で
「資源とごみの分け方・出し方・減らし方」の周知を始めました！
今年度は，分別講習会やイベントを利用したごみ分別の周知が難しいため，
市では，7 月より新たに，標記の媒体を活用した定期的な周知を始めました。
月替わりでテーマを決め，これまでに「コロナ禍におけるごみの出し方」

とちぎテレビ

や「水切りのメリット」，「食ロスの減らし方」などを掲載しています。

ⓓデータ放送

今後は順次，分別の情報なども掲載していく予定です。ぜひ，
とちぎテレビでリモコンのⓓボタンを押して確認してみてください。
ぜひ，ご覧ください🎵

また，スマートフォンをお持ちの方は，分別方法を手軽に
検索でき，収集日に通知が届くなど，便利な
アプリ「さんあ～る」もございますので，
ダウンロードして使ってみてください。

間違えやすい分別・よくある質問
Ｑ.

プラスチック製容器包装とプラスチック製品は何が違うの？

Ａ．プラスチック製容器包装とプラスチック製品には，以下のような違いがあります。

プラスチック製容器包装とは…

プラスチック製品とは…

商品の中身を出したり食べたりして不要に

プラスチック製の商品そのものや，

なる，プラスチック製の容器及び包装

商品を包んでいないもの

リサイクル対象（資源物）
例えば…

リサイクル対象外（焼却ごみ）

このマークが目印！

●発泡
●お菓子の袋 ●色や柄の
あるトレイ
スチロール

※注

例えばプラスチックでできた…

●バケツ
●洗面器

汚れが落としにくいもの，農薬や漂白剤が入って

「焼却ごみ」です。
いたものは，

プラマークは
ありません。

●ポリタンク ●クリーニングの袋
●保存容器
中身は商品ではなく，
サービスの提供のみのため

※注 ５０㎝以上のものは，「粗大ごみ」です。

※ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P８や，分別講習会でも配布する詳しい分別資料（市 HP ID1024966 掲載）もぜひご覧ください！
トピックス プラスチック製品は，現在，まだリサイクルのシステムが構築されていないことから，宇都宮
市ではリサイクルの対象としていません。しかし，テレビや新聞等の報道では国はプラスチック資源の一括
回収を検討しているとのこと。市にはまだ詳しい情報が届いておりませんが，収集や工場の能力，効率的な
選別・リサイクル体制の確保など課題も多いと思われます。今後，進捗がありましたらお知らせします。
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Ｑ.

資源物になる「その他の紙」と資源物にならない紙の違いは？
「紙」のマークがあるのに資源物で出せないものがあるのはなぜ？

Ａ．紙は，繊維をほぐして水溶液に溶かしたあと，新たな紙としてリサイクルしています。
その工程で問題なくリサイクルできる紙だけが，資源物として収集されます。
紙マーク

は，
「全体の質量の５０％以上が紙でできている容器包装に付けなければならな

いマーク」です。しかし，紙マークが付いている全てのものが「その他の紙」としてリサイク
ルできるわけではありません。
紙の分別には，紙のリサイクル工程を知ることがカギ

になる！！

リサイクルできない紙とは…

リサイクルできる紙とは…

①水溶液に溶けづらい加工がされている
②溶けだすとリサイクルに問題がある
もの（香料や墨など）を含んでいる

＝水溶液に溶けるもの

資源物「その他の紙」

「焼却ごみ」
ミヤリー

（防水加工）
●お菓子や食品が
入っていた箱

●郵送で届く
●封筒
※ﾌｨﾙﾑはとる
チラシ

●紙コップ

（内側がアルミ加工）
●カップ麺
のフタ

（臭いあり） （墨入り）

●パックの
ジュース

●洗剤の箱
●線香の箱

●祝儀袋

※この他にも，シュレッダーにかけた紙，ティッシュペーパー，油や泥で汚れた紙などは，焼却ごみです。
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ P５や，分別講習会でも配布する詳しい分別資料（市 HP ID1024966 掲載）もぜひご覧ください！

Ｑ..びん・缶は一緒の袋に入れて良い？

Ｑ. びん缶の金属製のキャップは何ごみ？

Ａ．清掃工場の機械で選別しますので，一緒の袋
で大丈夫です。透明か半透明のポリ袋で「資源
物(びん缶類)」の日にお出しください。

Ｑ.

パッキンがついているため，

このように選別して

④びんの色ごとに機械で選別

いるから一緒の袋で

③異物は人の手で選別

大丈夫なんです︒

②磁石の力でスチール缶を選別

びん・缶のふたの内側には，
保存のためにプラスチックの

機械での選別方法

①風の力でアルミ缶を飛ばす

Ａ．「不燃ごみ」です。

リサイクルができません。

素材が混在していて分離できない

Ｑ. ものの分別は？

Ａ．素材の割合が多い方で出してください。
ただし，危険なもの（電池など発火の恐れ

割れてしまったびんやガラス製品は
何ごみ？

があるものや有害なものなど）が含まれる場
合は，割合によらず「危険ごみ」です。

Ａ．割れていても，びん（飲料，食料，化粧品

が入っていたびん）は「資源物（びん缶類）」， 例① 洗濯物を干すピンチハンガー
金属の割合が大きければ「不燃ごみ」，
ガラス製品（ガラスコップ，果実酒づくり用の
プラスチックの割合が大きければ

びんなど）は「不燃ごみ」です。

「焼却ごみ」です。

※袋が破けないように，割れて尖った部分は

例② 水銀入りの寒暖計
水銀を含むので，木の板の割合に
関係なく「危険ごみ」です。

砕いてから透明か半透明のポリ袋へ
入れてお出しください。
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Ｑ. 洋服やカーテンなどの古着・古布はすべて資源物（布類）で出せるの？
Ａ．素材や大きさなどによって，「資源物」
「焼却ごみ」「粗大ごみ」のいずれかになります。

「資源物（布類）」
・衣類（シャツ・ズボンなど），布類（タオル・シーツなど）

古着・古布

用途 ●衣類として海外へ輸出 ●車のシートのクッション材 ●工場でのウエス（雑巾）…など

「資源物」にならないもの

「焼却ごみ」
縦・横・高さのいずれの長
さも 50 ㎝にならないもの

・わたや羽毛の入った製品，皮製品
（布団,ダウンコート,革ジャンなど）

・汚れや破れのひどいもの

「粗大ごみ」

・特殊な形のもの（帽子,靴下,バッグなど）

縦・横・高さのいずれかの
長さが 50 ㎝以上のもの

・難燃素材のもの（カーテン，絨毯など）

カセットボンベを処分したい。

Ｑ. 中身が残っているがどうしたらいい？

Ｑ.

Ａ． カセットボンベやスプレー缶は，中身が空で
ないと火災の原因となるため収集できません。

Ａ．資源物は種類・搬入先によって収集車が異な
り，計４台で収集しています。

それぞれの搬入先

振ってみて「サラサラ」「カラカラ」など音
がしたら，中身が残っています。屋外の火の気
のない風通しの良い場所で中身を空にし，穴を
開けてから「危険ごみ」で出してください。
中身を空にする方法
カセットボンベ
・キャップを外し★
★

スプレー缶

・ボタンを押し，噴射音
がしなくなるまで内容
液とガスを出し切る。
（ムースや塗料などの
場合は新聞紙やティッ
シュに染み込ませて処
理すると良い。
）
・ボタンを外し★

★先端を下にして
コンクリートや
ガス抜きキャップ
などに押し付ける
と，残ったガスが
抜け中身が空と
なり，安全に穴を
開けられます。

そのため，資源物がごみステーションに残っ
ていても，種類によってはすでに収集された後
の場合もあります。収集後に出されたごみは収
集されませんので，決められた時間までに出し
てください。
なお，収集車は満載になるたびに資源化施設

※どうしても怖くて中身を空にできない場合
は，業者での有料処分となります。ごみ減量課へお
問合せください。
☎028(632)2414

Ｑ.

資源物の収集日に，何台かが収集に
来ているのはなぜ？

へ搬入するため，排出量・天候・道路状況など
によってそれぞれの収集時間が左右されます。
注意

自治会活動で出るごみは何ごみ？

※１ 紙布類以外の受入れ
※２ 焼却ごみ・可燃性粗大ごみのみ受入れ

Ａ．自治会活動で出たごみは「事業系のごみ」のた

※３ 紙布類のみ受け入れ

め，ごみステーションには出せません。ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ

ただし，地域の環境美化活動などで出たご

茂原※１・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ下田原※２， ㈱エスケ―シー※３

みは，事前に廃棄物施設課に減免申請して持

へ持ち込みのうえ，有料処分となります。

ち込むと無料になる場合がありますので，お

（２２６円／１０ｋｇ，紙布類は３７円／１０ｋｇ）

問合せください。
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☎028(632)2666

草や木のごみステーションへの排出について
草などが多量（3 袋以上）に出る場合は，何回かに分けてごみステーション
へ排出するようご協力をお願いします。（１回に３袋まで）

ごみ収集車について

ごみ収集車へ１回に積み込める量は概ね２～４トンです。満杯
になると，ごみ収集の作業を中断し，積んだごみを焼却施設へ降
ろしに行かなければならず，ごみ収集の遅れにつながってしまい
ます。ご理解くださいますようお願いいたします。

★令和２年度から，クリーンセンター下田原・クリーンパーク茂原で剪定枝を回収しています。
本市では，焼却ごみを減らすため，家庭から出た剪定枝のリサイクルに
取り組んでいます。清掃工場への
剪定枝の持ち込みにご協力ください。

★剪定枝チップをご活用ください。

ご家庭から出た剪定枝

チップ化

皆さまのご協力により，直接持ち込まれた剪定枝は，民間の資源化施設〔小澤商事（株）（宇
都宮市古田町４６８－１）〕においてチップ化し，無料配布を行っております。ぜひ庭の防草用
敷材などとしてご利用ください。

※令和元年度は 389 トンをリサイクルしました。

問い合わせ先：ごみ減量課 企画グループ ☎：028（632）2416

ごみステーションでのネット使用の際の注意点
ごみステーションでネットを使用する際，コンクリートブロックや
レンガなどを重りとして使用している自治会もあると思います。ネッ

ご注意ください！！

トや重りは，ごみ収集後そのままにしておくと，通行者のつまずきの
原因となる場合がありますので，ご利用の際にはお気を付けください。
また，重りのコンクリートブロックやレンガなどは市の清掃工場で
は処分できません。処理業者を案内しますのでお問い合わせください。
問い合わせ先：ごみ減量課３Ｒ推進グループ
他の地域はどうしてる？
【陽南地域

ブロック

レンガ

石

市では処分できません

☎０２８－６３２－２４１４
金属の重りはネットと

陽南東部自治会の例】

一緒に片付けやすいそ

カラスがカラス除けネットの中に入りこ

うですよ。

めないように，ネットの周囲にリングの重
りを取り付けている地域もあります。

-7-

収集曜日などの掲示物について
本市では下記のような掲示物をご準備しています。数に限りがありますので，ご入用の際に
は，お問い合わせください。
・「収集曜日看板」や「資源物の持ち去り禁止の看板」
⇒問い合わせ先：ごみ減量課 収集指導グループ

☎：０２８（６３２）２４２３

・「不法投棄未然防止の看板」や「ポイ捨て禁止看板」
⇒問い合わせ先：廃棄物対策課適正処理指導グループ

収集曜日看板

資源物持ち去り禁止の看板

☎：０２８（６３２）２９２９

不法投棄の看板

ポイ捨て禁止看板（２種類）

１０月はマイバッグ強化月間です！！
プラスチックは非常に便利な素材で私たちの生活に広く浸透していま
す。一方で，プラスチックごみが増えることにより，海洋プラスチック
ごみなどの環境問題も発生しています。
このような状況を踏まえ，令和２年７月１日から，「プラスチック製
買い物袋（レジ袋）」が有料化されました。これは普段何気なくもらっ
ているレジ袋を有料化することで，それが本当に必要か考えていただ
き，私たちのライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的として
います。皆さんもこれを機に，
「マイバック」だけでなく「マイボトル」
ライフスタイルを
の活用など，環境にやさしいライフスタイルを始めてみましょう。
見直すきっかけに

施設見学会

今年度は開催中止となりました

毎年 7 月～１０月に開催しているリサイクル推進員・チーム員向けの施設
見学会は，新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため，今年度の開催を
見合わせることになりました。皆さまに変わり今年度より新しくごみ減量課に配属された職員が，
いくつかの施設を見学する様子をみやくるりん第３９号（令和３年１月発行予定）でお伝えする
予定です。楽しみにしていてください。

編集後記
今年は，新型コロナウイルス感染症の影響により皆さまの生活様式や地域活動も大幅に変わっ
ていることと思います。また，昨年の台風第１９号の災害が思い出される時期となりますが，リ
サイクル推進員の皆さまにおかれましては，体調管理には十分に気を付けてください。
次号（３９号）の発行は１月末を予定しております。皆さまの活動に役立つ情報が発信できる
様，情報収集に力を入れてまいります。今後もごみの減量化・資源化にご理解・ご協力をお願い
いたします。
「みやくるりん」への感想・ご意見も，ぜひお聞かせください。
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