
　皆さんが毎週１回ごみとして出している容器包装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉
は、リサイクルされています。でも実は、残念ながら出されたうちの約2割の分別が、間
違っています。今号では、分別に悩みがちな容器包装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉
の分別のポイントなどをお伝えします。

プラスチックごみの正しい分別でリサイクル推進！

廃棄物政策課☎7167－1140・ 7163－3728問い合わせ
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「クルクルクリーンかしわ」は
ごみ減量のための啓発紙です

歯ブラシ

汚れの付いた
レトルト食品の

パック

紙面上でのごみの名称は柏地域〈沼南地域〉を指します

あなたは正しい分別が
分かりますか？

あなたは正しい分別が
分かりますか？

？？
？
？ ？？
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歯ブラシ
汚れの付いた
レトルト食品
のパック

材質・形状別に分別してください

不燃ごみ〈燃やさないごみ〉

可燃ごみ〈燃やすごみ〉

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

●出されたごみのうち約2割の分別が間違っています
　実際に市内で出された容器包装プラスチック類〈プラスチック系ご
み〉には、こんな出し間違いがあります。
■�市内で容器包装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉として出さ
れたものの内訳（平成26〜28年度組成調査より）

プラスチック製ですが、　　プラマークが付いていないの
で、不燃ごみ〈燃やさないごみ〉へ

　 　本来は　　プラマークが付いているので容器包
装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉ですが、汚れが付いている
ものはリサイクルに適さないので、可燃ごみ〈燃やすごみ〉へ

紙面上でのごみの名称は柏地域〈沼南地域〉を指します

不燃ごみ
〈燃やさないごみ〉

可燃ごみ
〈燃やすごみ〉

材質での分別ではなく、　　プラマークが付いているかどうかが判断基準です
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　材質による分別ではなく、「容器包装リサイクル法」に基づ
いて分別するからです。「容器包装リサイクル法」では、プラ
スチック製容器包装をリサイクルすると定められています。
　現在、プラスチック製容器包装は製造業者等が法に基づき
負担金（処理費用として約5万円/トン）を拠出してリサイク
ルしているのに対し、プラスチック製品は負担金の制度がな
いなどの理由で、リサイクルの対象外となっています。

分別のポイントは
❶プラマークと
❷汚れだね。

プラマーク

　容器包装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉とは、 プラマークの付いた、汚れの
ないプラスチック製の容器包装（商品を入れたものや包んでいたもの）を指します。

なぜ同じプラスチックで
できているのに、
出し方が違うの？

容器包装リサイクル法の流れ
消費者 特定事業者

（製造業者や小売業者等）

再商品化製品
利用事業者

再商品化事業者

プラマークの
付いた
商品の販売

（約390億円/年拠出）

容器包装
プラスチックの
引き渡し

回収
再商品化製品の販売

市町村

￥

リサイクルの
実施

つまり、1面の正解は…

●�容器包装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉
ってどんなもの？

プラスチックごみの分別フローチャート簡単！

もう迷わない！プラスチックごみの分別方法

Ｑ

Ｑ

Ｑ

プラスチック製ですか？

プラマークは付いていますか？

水ですすいで汚れが落ちますか？

容器包装プラスチック類
〈プラスチック系ごみ〉

どちらも容器包装
プラスチック類

〈プラスチック系ごみ〉
だと思ったかな？

ホームセンター

　容器包装プラスチック類〈プラスチック系ごみ〉に分別でき
るものの原則は、①中身をくるんでいた容器包装②　　プ
ラマークが付いているものです。
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　プラスチック製だからと、容器包装プラスチック類
〈プラスチック系ごみ〉で捨てようとしていますが…？

　材質がプラスチックでも、商品そのものとして売られて
いたものは不燃ごみ〈燃やさないごみ〉です。

プラスチック製の
バケツやハンガー、クリアファイルなど

なるほど～。
気を付けるね！

クリアファイルは
プラマークが付いて

いないから、不燃ごみ
〈燃やさないごみ〉に

分別されるのよ。
ちゃんと分別してから　　  

捨ててね　

プラスチックでできているからって、
何でもかんでも容器包装プラス

チック類〈プラスチック系ごみ〉で
捨てられないのよ！

え～
どうして！？

プラマーク
なし

汚れが
落ちない
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医療系廃棄物は
医療機関等へ返却を

　適切に処理されずに海に流出した使い捨てストローな
どのプラスチック製品が、海中で細かくなって拡散した
り、ウミガメなどの海洋生物に刺さったりするなどして、
環境や生物にダメージを与えていることで、世界的な問
題となってます。

解決策は
　国では、使い捨てプラスチック製品を削減することで海洋
ごみの発生抑制などを目指す「プラスチック資源循環戦略」を
策定する予定です。
　一方、外食業界やインテリア業界などの企業も、将来的に
使い捨てプラスチック製ストローを廃止するなどの、海洋ご
み発生抑制対策を打ち出しています。
　私たちも、使い捨てプラスチック製品の使用を可能な限り
控え、再利用できるものを活用するなど、身近なことから問
題解決に取り組むことができます。

　在宅医療等で使用した医療系廃棄物
（点滴のチューブや注射器など）は清掃作
業員の受傷事故につながり大変危険で
す。必ず、処方された医療機関等に返却
してください。

アウト！！アウト アウト！！アウト アウト！！アウト

海洋プラスチック問題とは

肥料や
アクリル繊維

医療用廃棄物の
容器の原料

汚れが落ちないものは、　　プラマークが付いていても可燃ごみ〈燃やすごみ〉へ汚れ

靴の中敷

セーフセーフ！！

などにリサイクルされています（平成30年度現在）

もう迷わない！プラスチックごみの分別方法

肥料
肥料

肥料
肥料

私たちが出した容器包装
プラスチック類〈プラス
チック系ごみ〉は、どの
ようなものに
生まれ変わっ
ているの？

汚れがあるとリサイクル
できない場合があるんだ。

リサイクル効率や工場の処理効率
アップのために、汚れのない
状態でごみを出そう！

中身が残っているもの 手で触って、べとつくようなもの水でさっと洗い流しても
汚れが落ちないもの

臭いや着色はあるが、
汚れはきれいに落ちているもの

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 リ サ イ ク ル こ ぼ れ 話

例：�中身の残った、マヨネーズや洗顔
料の容器など

例：�汚れの付いた、納豆容器やスナック
菓子の袋など

例：汚れの付いた、弁当・総菜の容器など

可燃ごみ〈燃やすごみ〉として出しましょう
容器包装プラスチック類
〈プラスチック系ごみ〉と
して出してOK!
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70
古紙配合率70％再生紙と植物油インキを使用しています。
また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

1 柏地域の有害ごみ排出日が変わりました 2 パソコンの回収を始めました
　蛍光管等に使用されている水銀が飛散・流出しないよう、他のごみと分
けて安全に運搬します。

「不燃ごみの日」に、品目別に中身の見える袋（乳白色でも可）
に入れる

「資源品の日」に、品目別に中身の見える袋に入れる

空ビン・空カン・PETボトルの袋には入れないでください
蛍光管は、購入時の箱に入れて出すことも可能です

有害ごみで出せるもの
水銀体温計、電池(充電池含む)、
蛍光管、ライターなど

　ご家庭で不要になったパソコンの回収が始まりまし
た。パソコンの大きさや、皆さんのご都合に合わせて
回収方法を選べます。

パソコン内の個人情報は、ご自身で削除をお願いします

小型家電回収ボックスによる回収

回�収対象／回収ボックスの投入口（縦15センチメートル×横30センチ
メートル）に入るもの※ディスプレイ一体型等は除く。投入できるのは
ボックスがある施設の開館時間内
◎�詳しくは、各施設に問い合わせを

業務提携事業者（リネットジャパン）による無料宅配回収
回�収手順／①事業者のホームページで申し込む②不要になったパソコン
を箱等に詰める③ご自宅に訪問した事業者へ引き渡す
回�収対象／ 3辺の合計が140センチメートル以内
で、20キログラム以内の、箱等に収まるもの

他 �液晶・ブラウン管ディスプレイはパソコン本体
と一緒であれば無料で回収

◎申し込み方法など、詳しくはリネットジャパンのホームページで

1 まだ使えるものは…
　リユースショップ「ショップリボン」へ！
　リサイクルプラザリボン館内に、リユース品を販売するリ
ユースショップ「ショップリボン」が、9月15日にオープン
しました。ご家庭に、使わなくなったけれど、まだ使えるも
のはありませんか？　そんな物があったら、欲しい人に再活
用してもらえる「ショップリボン」に寄付してみてはいかが
でしょうか。

寄付品の提供方法

対市内在住で18歳以上のかた
受�付品目／衣類（汚れ等がなく洗濯済みのもの）、雑貨、おも
ちゃなど※危険物、食品、薬品、家電、靴類、動物、貴金属、
書籍、CD・DVD、1辺1メートル以上のもの、法令・公序
良俗に反するもの等は不可
受入時間／午前10時～午後3時
申 �身分を証明できるものを持って、リサイクルプラザリボン
館に直接持参を

他寄付品の引き取りは無償
◎詳しくは問い合わせを
所問リサイクルプラザリボン館☎7199－5082
（午前9時～午後5時。月曜日休館、祝日の場合は翌日休館）

2 いざ捨てようとしたけれど…
　分かりづらい分別について
　片付けをしていて、分別に迷ったことはありませんか？　思い出の品を捨てるときに迷い
がちな品物の分別をご紹介します。

平成に使用した物の片付け、
迷っていませんか？

柏地域は1辺が120センチ
メートル以上、沼南地域は3辺の
合計が1メートル以上のものは粗
大ごみ

分別・ごみ出し日が簡単に分かる！
ごみ分別アプリ「さんあ〜る」
　ごみ出しの前日や当日に通知が届いたり、出し方の分からない
ごみの排出方法を検索できたりする、便利なスマートフォン向け
アプリです。ぜひ、ご活用ください！
●ダウンロード方法
　各アプリストアから「さんあーる」
で検索するか、市のホームページ
をご覧ください。アプリのダウン
ロードは無料で、通信費は利用者負担となります。
問環境サービス課☎7167－1139・ 7163－3728

変更前

変更後

ハンガー
（金属製）着物

カセット
テープ

ビデオテープ

資源品
〈資源ごみ〉

不燃ごみ
〈燃やさないごみ〉

可燃ごみ
〈燃やすごみ〉

平成30年4月からごみの出し方の一部が変わりました

所市役所本庁舎・各出張所（富勢出張所を除く）等、市内18カ所

この内容は平成30年10月15日時点のごみ処理方法・ごみ出しルールです。今後、運搬や処理方法等
の変更により、ごみ出しルールは変更となる可能性があります。その際は改めてお知らせします

机
アルバム

iPhone、
iPad用

Android
端末用

紙面上でのごみの名称は柏地域〈沼南地域〉を指します

思い出がたくさん詰まった物は、
なかなか捨てにくいよね。

平成最後の年末の大掃除に向けて、
今から計画的に片付けよう！

誤った分別で充電池（リチウムイ
オン電池など）を出すと、回収車
両や工場火災の原因になります。
正しいごみ出しにご協力を！

ク リ ン ち ゃ ん か ら の お 知 ら せ


