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サンキュー

「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。

新しい一般廃棄物処理施設が本格稼働しました！
令和２年３月末で南清掃センターは閉鎖し，今年度，２つの新しい一般廃棄物処理施設が本格稼働
しました。１つが焼却施設のクリーンセンター下田原，１つが最終処分場のエコパーク下横倉です。
【クリーンセンター下田原】

【エコパーク下横倉】

施設名

施設の種類

一般廃棄物ごみ焼却施設

一般廃棄物最終処分場

仕様

焼却能力 １９０ｔ／日

埋立容量 約２９万㎥（１５年間分相当）

宇都宮市下田原町３４３５番地

宇都宮市下横倉町５３２番地

０２８－６７２－１９９７

０２８－６６６－３５１２

令和２年５月２３日

令和２年１１月１８日

所在地
電話番号
本格稼働日
受付時間
休業日

午前 8 時 30 分～正午，午後 1 時～午後 4 時 30 分

―

日曜日，年末年始，祝日と重なる土曜日

―

クリーンセンター下田原にごみを持ち込む際には，時間に余裕を持って来場いただきますよう
お願いいたします。（エコパーク下横倉は，ごみの持込み不可）

資源とごみの持ち込み先・持ち込み量
施設によって処理できるごみが異なります。きちんと分別し，持ち込み施設を確認のうえ持ち
込んでください。持ち込むときは，住所がわかるもの（運転免許証など）を提示いただきます。
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クリーンパーク茂原

茂原町777-1
℡028(654)0018

×

○

▲

○

○

●

●

○※

クリーンセンター下田原

下田原町3435
℡028(672)1997

×

▲

▲

○

▲

●

△

焼却ごみ/
可燃性粗大ごみのみ
○※

株式会社 エスケーシー

長岡町413-1
℡028(621)6221

○

×

×

×

×

×

×

エコプラセンター下荒針

下荒針町2678-176
℡028(648)4631

×

×

○

×

×

×

×

〇：持ち込み可能
△：1日２点まで

●：軽トラック1日1台まで
▲：４５ℓポリ袋１日２袋まで

紙類/布類
(紙パックを含む)のみ
○※
プラスチック製容器包装/

白色トレイのみ
○※

×：持ち込みができません ※一般廃棄物のみ持ち込み可能です
（持ち込み量・品目に制限あり）
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職員の施設見学レポ！

しました

前号（３８号）でもお伝えしたとおり，今年度のリサイ
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，開催中止となりまし
た。ごみ減量課の職員が４つの施設へ見学に行ってまいり
ましたので，その様子を報告いたします。

クリーンパーク茂原（焼却施設）
クリーンパーク茂原の焼却施設には，毎日ジェット機 1 機分（約 300ｔ）のごみが運ばれてきます。
搬入された焼却ごみを大きなクレーンで焼却炉へ投入するところが
見どころで，焼却時に発生する熱エネルギーは，当施設の暖房や給湯に
利用されるほか，隣接する「健康交流センター」の大浴場や温水プール
にも活用され，余った電気は売電しているそうです。
ごみは焼却すると 20 分の 1 の量の灰となり，その一部はエコスラグ
としてアスファルトの原料に使用し，残りは最終処分場で埋め立てて
います。
焼却ごみの中には金属類などの異物が混入していることも
あり，大きな金属類を取り出す際には，炉を停止し，２～３日
冷やしてから，１日かけて取り出しているとのこと。

３０分に１回クレーン
で約３．５ｔのごみが
焼却炉へ入れられます

ルールを守ってごみを出すことが大切です。

クリーンパーク茂原リサイクルプラザ（資源化施設）
リサイクルプラザは，びん缶類やペットボトル，危険ごみ，不燃ごみを処理する施設です。
びんや缶類（アルミ，スチール）は，風や磁石を利用して機械で
分別するため，一緒の袋で出しても大丈夫ということが見学できます。
しかし，びんにふたのついたものやルール違反のごみなどが混入
していると機械では分別できないため，作業員の方がコンベヤから
休みなくふたを外したり，取り除いたりしている姿が印象的でした。
異物が無いか手作業で
分別する様子です

びんのふたは本体と素材が違うだけでなく，裏側にパッキンがあ
りリサイクルに支障をきたすため，外して出すことが重要です。

また，リサイクル学校という場所では，資源物が何に生まれ変
わるか，実物を見ながら具体的に知ることができます。

断熱材

更に，環境学習センターでは，リユースの実践事例として，粗大
ごみで出された自転車や家具を修理し，再生品として提供していま
す。ごみにはまだ使えるものも含まれています。処分する前に，ぜひ，
リユースショップなどの活用も検討し，必要とする人に再び使って
もらう「リユース」の取り組みを実践していただきたいと感じました。
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びんは断熱材などに
生まれ変わります

エコパーク下横倉（最終処分場）
ごみが行き着く最後の場所で，清掃センターで焼却した灰などを埋め立てる施設です。
エコパーク下横倉は，環境や地域に配慮した施設となっていて，埋立地を壁や屋根で覆うクローズド型
一般廃棄物最終処分場として，本州で１番の大きさ（容積 約 29 万㎥：小学校のプール約 900 杯）です。
埋立地が覆われていることで，
雨風による埋立物の流出を防ぐほか，
においや騒音を軽減しています。
また，２階見学デッキからは，
埋立現場を見学出来ます。焼却灰を
運ぶトラックが小さく見え，施設の

作業員や重機の大きさで全体の
広さを想像してみてください

大きさを感じました。

施設見学では，機械室内のタンクや床，壁に映像を映し出すプロジェクションマッピングで，かわいい
キャラクターが水処理の方法などを説明してくれ，年齢を問わず楽しく学べる内容となっています。
最終処分場は，約１５年分で埋め立て期間が終了しますが，
その後，約１０年間，水をかけ続けて廃棄物を洗浄し，きれいに
なってからやっと最終処分場としての役目を終えると聞きました。
埋める場所がなくなれば，また新たな最終処分場を作らなければ
なりません。そのためには，多くの費用がかかるうえに，広大な
土地を切り開く必要があります。また，場所の選定においては地
域のご理解のうえに成り立っているということを考えなくてはな
環境に配慮して造られ
たことが聞けました

りません。１日でも長く最終処分場を使うためにも， 私たち一人

ひとりがものを大切に使い，ごみを減らすことが必要です。
ＳＫＣ（紙類，布類の中間処理施設）
ＳＫＣは，次々にトラックで運ばれてくる新聞・ダンボール・
その他の紙・布類を種類ごとにまとめ，それぞれのリサイクル
施設に運ぶための中間処理施設です。
その他の紙には，防水加工されたものやカップ麺のふたなどの
アルミ加工されたものも混入していることから，作業員の方は，
それを取り除くため，一日中腰を曲げて作業をしています。
分別の徹底について，更に周知していく必要性を感じました。

手作業でビニールなどを
取り除く様子です

また，今年はコロナによる外出自粛で片付ける機会も多く，まだま
だ着られそうな衣類がたくさん持ち込まれており，中にはタグが付い
た新しい衣類までありました。物を買う際は，本当に欲しいか，本当
に必要かを考え，不要なものは買わない「リデュース」の心掛けの大
切さを実感しました。そして，着なくなった衣類を処分する際には，
一度，家族や友人に必要とする人がいないか聞く，リユースショップ
焼却ごみの混在について
説明を聞きました

などを活用する，焼却ごみではなく資源物として出すなど，再利用・
再生利用ができる形で処分していただきたいと思います。
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施設見学を振り返って
今回の施設見学で，実際にごみがどのように処理されるかを目の当たりにし，私たち一人ひとりが
ごみやリサイクルに興味を持ち，ごみを減らすために３Ｒ行動を実践する（不要なものは買わない〔リ
デュース〕
，使えるものは繰り返し使う〔リユース〕，分別を徹底する
〔リサイクル〕など）ことの大切さを再確認しました。
今後，施設見学会を開催した際には，ぜひ多くのリサイクル推進員の
皆さまにご参加いただき，「なぜごみを減らさないといけないのか」
「ごみを減らすために自分には何ができるか」ということを考える
きっかけや，気づきの機会としていただければ幸いに存じます。

施設見学でお待ちしています

新型コロナウィルス感染症対策のための家庭でのごみの出し方 5 つのポイント
⑴

ごみ袋はしっかり縛って封をしましょう！
ごみが散乱せず、収集運搬作業においてごみ袋が運びやすくなります。

⑵

ごみ袋の空気を抜いて出しましょう！
収集運搬作業においてごみ袋を運びやすくし、収集車内での破裂を防止できます。

⑶

生ごみは水切りをしましょう！
ごみの量を減らすことができます。

⑷

普段からごみの減量に心掛けましょう！
購入した食品は食べきるなど、ごみを出さない工夫も大切です。

⑸

自治体の分別・収集ルールを守りましょう！
作業員が不要な分別を行うことに伴う感染リスクをなくすことができます。

外国人の方に分別方法を伝えるのに苦労していませんか？
市では外国語版のチラシなどを用意しています。

しました

市では，外国語で作成した『保存版

資源とご

また，スマートフォンやタブレット端末で分

みの分け方・出し方〔５種１３分別〕』のチラシ

別方法を手軽に検索したり，資源やごみの収集

を用意しています。地域内の外国人の方に，ごみ

日をお知らせする機能がついたごみ分別アプリ

の分け方・出し方を周知する際，ご活用ください。 「さんあ～る」は，英語，中国語（簡体字），韓
ご希望の際は，市役所１２階のごみ減量課窓

国語でも表示することができます。ぜひご活用

口へお越しいただくか，事前にご連絡いただけ

ください。
※「さんあ～る」の対応言語は令和３年度中
に拡充予定です。

れば，地区市民センター等へお届けすることも
可能です。

ごみ分別アプリ配信中です
↓ごみ分別アプリ配信中です↓

【外国語版 チラシ(A3 版)】
・英語 ・中国語(簡体字) ・韓国語
・タイ語 ・ポルトガル語
・スペイン語
※ベトナム語 と ネパール語 も
令和 2 年度中に追加予定です。

（注意）
「Android」は、Google Inc.（グーグルインク） の商標または登録商標です。
「iPhone」は、Apple Inc.（アップルインク）の商標です。
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市内でごみ収集車火災が発生しました！
昨年１１月に「不燃ごみ」を収集中の車両で火災が発生しま
不燃ごみに混入すると
危険です!

した。車両の中からは，焦げたライターが複数本出てきたほか

しました

か，

カセットコンロのガスボンベ（スプレー缶）や乾電池も出てき
ました。
「危険ごみ」であるライターやカセットコンロのガスボ
ンベが「不燃ごみ」に混入すると大変危険です。 地域の皆さま

ライター

に，再度，分別ルールや排出曜日について周知を徹底していた

［「不燃ごみ」に混入していた「危険ごみ」］

だきますようよろしくお願いします。
危険です!!

不燃ごみ専用車

「不燃ごみ」…市内全域水曜日
「危険ごみ」…資源物と同じ曜日
（収集曜日は地区によって異なります。
）

ライターやスプレー缶，乾電池などの「危険ごみ」を他のごみに混ぜるのは絶対にやめてください！！

事業系ごみはごみステーションへ出せません!!
事業所から排出される廃棄物（事業系ごみ）は，事業者自らの責任において適正に処理しなけれ
ばならず，少量であっても，資源物であっても，ごみステーションに出すことはできません。
ごみステーションに事業所系ごみを見かけた際は，下記までご連絡ください。
問い合わせ先：廃棄物対策課 適正処理指導グループ
※

０２８（６３２）２９２９

職員が現場を確認後，排出した事業所に対し，指導を行います。

≪お願い≫
〔警告シール〕
事業系ごみの排出事業者がわからない場合，事業系ご
みのごみステーション排出禁止について周知するととも
に，排出者によるごみの撤去を促すため，右写真の警告
シールを貼付し，２週間程度様子を見させていただく場
合がございます。皆さまには，不適正排出事案について
情報提供を行うとともに，警告シールが貼付されたごみ
の管理などをお願いすることがございますので，ご協力をお願いいたします。

ごみステーションに
排出された多量の蛍光管
（事業系ごみ）

防犯灯をお貸ししています！
自治会等が管理するごみステーションの不法投棄や不適正排出の
対策として，無償で防犯灯の貸し出しを行っています。
（貸出期間は概ね９０日以内。延長の場合は９０日単位）
貸し出しする防犯灯は，太陽光で充電するので電気・電池は不要
です。センサーが動くものを感知し，自動的にライトが点灯します。
貸し出しには，申請書の提出が必要となります。ご希望の方は，
まず，ごみ減量課までお問合せください。
問い合わせ先：ごみ減量課３Ｒ推進グループ
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０２８（６３２）２４１４

地域の活動報告

～今泉地域環境部会より～

しました

市で収集できる電池と，収集できない
電池の周知
リサイクルできる資源物の周知パネル

英語版
年末年始の収集のお知らせ

今泉地域では，今年度，地域独自で実物版の分別パネルを作りました。
わからない分別はごみ減量課にサンプルを持参して確認するなど苦労もありましたが，今では
地区文化祭などのイベント時の使用だけでなく，保育園への貸出し，コミュニティセンターへの
掲示など，これまで以上に様々な場面で地域の皆さんへ分別徹底を周知できるようになりました。
ごみ減量課の実物パネルと異なるのは，電池について詳しく書いた点です。
また，毎年年末には，英語で地域独自の「年末年始の収集日のお知らせ」を作成し，地域に住む
外国人の方にもごみの排出日を守ってもらえるよう周知しています。

食品ロス削減に向けた取組のお知らせ
●４月からフードドライブの常設受付を開始します！
宇都宮市では，令和３年４月より，『フードドライブ』（家庭で余っている賞味期限が１か月以
上ある食品を持ち寄り，フードバンク等に引渡す活動）の常設受付を開始します。
市役所に訪れる際，ご家庭で余っている食品がありましたらお持ち寄りください。
受付場所：市役所本庁舎１２階ごみ減量課
※

今後，広報紙４月号や

ホームページなどでもお知らせする予定です。

●もったいない残しま１０！運動
宇都宮市では，本来，まだ食べることができるのに，賞味期限，消費期限切れなどにより廃棄
されてしまう食品（食品ロス）を減らす取組として，食品の食べ切り・食材の使い切りを推進す
る「もったいない残しま１０！」運動を推進しています！
また，運動の趣旨に賛同する事業者を協力店として登録し，各店舗にて食品ロスを削減するた
めの取組や運動の周知啓発なども実施しており，さらなるごみの減量化を目指しています。
協力店の一覧は市ホームページ（市ＨＰ ⅠＤ１０１４７４１

）に掲載しておりますので，

ぜひ協力店をご利用ください。

[協力店の目印です]

食材は 10 割使い切る！食品は 10 割食べ切る！
定期的に冷蔵庫をチェックし，食品管理を実践する など
食品ロスを削減する取組にご協力ください。
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「宇都宮市清掃事業協力者表彰」の受賞者が決定しました！
市では，地域におけるごみの減量化・資源化の取組やごみステーションの環境美化活動などに
長年に渡り取り組まれており，他の模範としてご活躍いただいている方について，各地域まちづ
くり組織からご推薦いただき，清掃事業協力者として毎年度表彰しています。
令和２年度は，以下の２３名，１１団体の皆さまに決定しました。
令和２年度宇都宮市清掃事業協力者一覧
特別感謝状（個人）
北田 文男

狐塚 修

田野實 昭英

藤田 晋也

特別感謝状（団体）
宇都宮市立清原中学校

東浦町自治会

御幸ヶ原町中央自治会

御幸本町自治会

陽南東部自治会

感謝状（個人）
阿久津 意

朝日 貞雄

池澤 秀典

石塚 純江

河又 忠士

甲賀 泰子

櫻井 幸子

澤田 百合子

塩澤 治郎

樋山 昇

福富 道雄

藤田 カヨ子

吉田 輝雄

中島 眞知子

大貫 孝

加藤 葉子

亀井 二千夫

田中 茂樹

角田 宣之

感謝状（団体）
下川俣町地区クリーン大作戦隊
御幸公園愛護会

花房本町自治会

ベルコート自治会

ゆいの杜刈沼リサイクル推進協議会

峰「ひまわり会」
（敬称略・五十音順）

資源物集団回収について
「資源物集団回収」とは，自治会などの営利を目的としない団体が，地域コミュニティの活性化
を図りながら，ごみの減量と資源の再利用を促進する目的で「家庭から出る資源物」を自主的に回
収する活動のことで，市から１ｋｇあたり５円の報償金を交付しています。

集団回収継続実施のために
これまで資源物は，国内での再生利用の他，余剰分を海外へ輸出していましたが，
中国などの輸入規制により古紙相場が大幅に下落しているため，回収業者の回収にかかる経費と比
較して採算が合わなくなってきており，集団回収から撤退する回収業者も出始めています。指定回
収者との契約がうまくいかない・・・そんな時は，まず，実施方法の見直しを考えてみましょう！
例えば，こんな方法があります！
①１回あたりの回収量を増やす
指定回収者の採算性確保のために，１回の回収量を増やしましょう。回収量を増やすために
は，回覧板で集団回収への協力を呼びかけるなど，できるだけ多くの人への周知が必要です。
②実施回数・集積所の集約
例えば，実施回数を週１回から月１回に減らしたり，集積所をごみステーションから公民館
の空き地など一か所に集約したりすると，指定回収者の回収効率がアップします。
上記①～②は，あくまで一例です。地域の状況や指定回収者の体制によって変わってきます
ので，具体的な条件について指定回収者と相談してみましょう！
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「家庭用生ごみ処理機」で生ごみを減量化・資源化してみませんか？
「家庭用生ごみ処理機」があればいつでも生ごみを処理でき，ごみの減量化につながるほか，堆
肥として活用すれば資源化も図れます。また，「電動式生ごみ処理機」は生ごみのにおいを抑える
こともできます。市では，家庭用生ごみ処理機を購入・設置して，家庭で生ごみを減量する場合，
購入費の一部を助成していますので，ぜひ「家庭用生ごみ処理機」をご利用ください。
制度の詳細は，市ホームページ等をご覧ください。（市ＨＰ ＩＤ１００５１２０ 掲載）
※

電子マネーでお支払いの場合には，申請前にごみ減量課までお問い合わせください。

●対象となる生ごみ処理機の申請できる数と補助金の額
また，電子マネーでお支払いの場合には，申請前にごみ減量課までお問い合わせください。
電動式生ごみ処理機
非電動式生ごみ処理機
◆申請できる数：１世帯１台まで
・乾燥式，バイオ式，消滅式，炭化式
◆補助金の額：購入価格の
２分の１
（上限３万円）

◆申請できる数：１世帯３基まで
・地上式，密閉式，埋め込み式，回転式，
段ボールコンポストセット
◆補助金の額：１基につき，購入価格の
２分の１（上限５千円）

リサイクル推進員任期の確認をお願いします
令和３年３月３１日付でリサイクル推進員の任期満了を迎える自治会につきましては，２月
下旬頃，単位自治会長宛てに推薦依頼の案内をお送りいたします。
◎任期満了の場合は，新任，再任ともに４月１６日(金)までに「推薦書」の提出が必要です。
（自治会の総会等の都合により提出が遅れる場合は，事前にご連絡ください。）
◎自治会等のご事情により，任期満了前にリサイクル推進員を交代する場合には，
辞める方の「辞任届」と 新しくリサイクル推進員となる方の「推薦書」が必要となります
ので，ごみ減量課までご連絡ください。
※ご自身の任期についてなど，ご不明な点がございましたら，お気軽に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 ０２８（６３２）２４１４
ご注意ください！！

任期満了で同じ方が「再任」される場合でも，「推薦書」の提出がないと名簿
上登録ができず，研修会の案内等をお送りすることができませんので，忘れずに提出してくさい。

令和３年度 研修会等について
今年度は，新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から，研修会や施設見学会の実施ができま
せんでしたが，令和３年度は，感染防止対策を行ったうえで開催することができないか，会場や
実施方法などを検討しているところです。開催が決まりましたら，対象者宛てに通知いたします
ので，ご参加くださいますよう，よろしくお願いいたします。
編集後記
今年度も残すところ２か月となりました。コロナ禍の中，市主催の研修会や施設見
学会などを実施できずに大変ご迷惑をおかけしているところですが，リサイクル推進
員の皆さまには，ごみステーションの維持管理やごみ分別の周知など，自治会ごとに
できることを考え，活動していただき大変お世話になりました。まだまだ感染終息の
見通しがつかない状況です。体調管理等には十分にお気を付けください。
また，令和３年３月末で任期を満了するリサイクル推進員の皆さまにおかれまして
は，大変お疲れ様でした。今後とも，分別やリサイクルの知識を実践いただき，ごみ
の減量化・資源化にご理解・ご協力くださいますよう，よろしくお願いいたします。
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