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「５Ｒ」の生活を始めませんか」の生活を始めません

合い言葉は「５Ｒ」

　ごみを減らし、循環型社会を構築していくためのキーワードが「５Ｒ」です。５Ｒとは、

Refuse（リフューズ：断る）、Reduce（リデュース：減らす）、Reuse（リユース：再使用）、

Repair（リペアー：直す）、Recycle（リサイクル：再資源化）の頭文字をとったものです。

第１のＲは、Refuse（リフューズ）【断ること】です。

余分なものはもらわない。

買い物袋を持参する。（マイバッグを使用しましょう）

過剰や不要な包装は断る。

第２のRは、Reduce（リデュース）【減らすこと】です。

買いすぎないようにする。

中身を詰め替えできる商品を買う。

買いすぎ、作りすぎ、食べ残しをなくす。

第３のRは、Reuse（リユース）【繰り返し使うこと】です。

長く使えそうなものを選ぶ。

いらなくなったものを、フリーマーケットなどで他の人に譲る。

リサイクルショップなどを利用する。

第４のＲは、Repair（リペアー）【直すこと】です。

修理できるものは修理して、できるだけ長く使う。

最後のRは、Recycle（リサイクル）【再資源化】です。

正しく分別する。

新聞 雑誌 ダンボールなどの「資源物」は、地域の「集団回収」に協力する。

スーパーなどの店頭回収に出す。

　本書を活用していただき、「循環型社会」※が構築されるようご理解、ご協力をお願いいたし

ます。

※『循環型社会』とは？

『循環型社会』とは、天然資源の流れを「生産⇒消費・使用⇒廃棄」の一方通行にせず、天然

資源の消費・使用をできる限り減らして、循環（繰り返し利用）できる仕組みをつくる社会の

ことをいいます。

マイバッグ

レジ袋
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塩谷広域圏内「ごみ減量化」をみなさんの手で

　まず、塩谷広域圏内のごみ処理の現状からお話します。

　塩谷広域環境衛生センターは、地元住民の皆様のご協力とご理解をいただきながら、塩谷広

域圏内の家庭や事業所から排出されるごみを処理しています。この塩谷広域環境衛生センター

が、現在「ごみの量の増加」「施設の老朽化」「ごみ成分の変化」もあって、可燃ごみの焼却

に大変苦慮しています。

　特に搬入量について言えば、一日に処理できる量を超えた可燃ごみが搬入されています。

　そのため、土日も休まず処理を続けていますが、それでも焼却処理が間に合わない分につい

ては、やむを得ず、民間業者に処理を委託している状況です。

　民間委託における処理経費は、１トンあたり約39,000円（H28)で、これは、塩谷広域環境

衛生センターでの自己処理経費（１トンあたり約24,000円）の1.6倍超です。

　また、新施設を建設中ですが、新施設の完成をみるまでは、現在の施設を使用しなくてはな

らない状況ですので、施設への負担はできるだけ抑えていかなければなりません。

　「処理経費の高騰の回避」と「現在の施設への負担軽減」を実現するための手段は、排出さ

れるごみの量を減らす以外にありません。

　塩谷広域環境衛生センターを利用する「塩谷広域圏内の家庭や事業所の一人ひとりが、可燃

ごみで出していたものの中から資源物を分別し、ごみの減量化に取り組む」ことが今、求めら

れています。

　「わたし一人くらい大丈夫」ではなく「まず、わたしが取り組まなければならない」とお考

えになり、ごみ減量化への一刻も早い取組をお願いします。
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ご　み　の　出　し　方

ごみ出しの３つのマナーを守りましょう！

　１　ごみは決められた収集日の朝8時30分までに

　２　決められた分別をして

　３　決められたステーションに出しましょう。　

事業活動から出る廃棄物は、ごみステーションに出すことはできません。

　（6ページ一覧参照）へ依頼するようお願いします。
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○ごみステーションについて

　町のごみ収集については、効率的で円滑な収集を行うため、ステーション方式で行ってお

り、利用される地域の皆さんで場所の選定を行い、カラスネットの管理や清掃などの維持管

理を実施していただいております。

　ごみステーション及びその周辺は、地域の皆さんが共同で使用する施設であるため、常に

清潔を保持していただくよう、当番制を採用するなど、利用する皆さんが協力して行うこと

が原則となりますので、利用者同士の話し合いで美化を保つ適切な維持管理をお願いします。
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【塩谷広域環境衛生センター】 さくら市松島823番地

○電　　話 028-682-5619

○塩谷広域行政組合　矢板市安沢3622番地１ TEL 0287-48-2066

○受付時間

　　平日、祝祭日：午前8時30分～午後４時30分（正午～午後1時は搬入不可）

　　土曜：午前8時30分～午前11時30分
○休業日

　　日曜日及び１月１日～１月３日

○家庭系ごみ（直接搬入する場合）

さくら市

矢板IC

4

461

蒲須坂

片岡

矢板

塩谷町

大宮コミュニ
ティセンター

生涯学習
センター

新施設建設中

塩谷広域行政組合

塩谷広域環境
衛生センター

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

東
北
自
動
車
道

役場住民課

湧水の郷

しおや

※塩谷広域環境衛生センター（028-682-5619）直接搬入の受け入れ注意

・伐採樹木直径10㎝以下長さ80㎝未満（可燃ごみ）10円／１㎏）１日軽トラ１台の制限あり
　　　　〃　　　　80㎝以上180㎝未満（粗大ごみ）15円／１㎏

・棕
シュ

櫚
ロ

の木は、15㎝未満の輪切りで受け入れ可

・直径10㎝以上長さ180㎝以上のもの、又大量で１度に処分したい方

　問い合わせ先　栃木県産業資源循環協会（℡ 028-612-8016）・一般廃棄物収集運搬

許可業者Ｐ６参照

・畳は１日10枚以内で受け入れ可能（15円／１㎏）
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一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

・㈲高原クリーンライフ（町内全域） ℡0287-45-2178

・㈲塩谷環境整美（町内全域） ℡0287-43-1327

・㈱クリーン矢板 ℡0287-43-5409

・㈱真田ジャパン ℡0287-36-1148

・㈲日建 ℡0288-77-2080

（デイサービスセンターやすらぎしおや、結城商事輸送㈱、㈱ダイユー、秀〆
で発生した一般廃棄物に限る。）

（塩谷町社会福祉協議会との協定に基づく活動により発生した一般廃棄物に限る。）

（東京電力㈱道谷原発所及び西古屋ダムで発生した一般廃棄物に限る。）

出されたごみはどうなるの？

繊維製品、日用品など

タイル、レンガなど

缶、機械用部品など

缶、建築用材など

鉄など分別してリサイクル

埋立て

埋立て

埋立て

古

紙

資

源

ご

み

等

新聞

雑誌・雑紙

ダンボール

牛乳パック

ペットボトル

資源ビン

アルミ缶、

アルミ類

スチール缶、

スチール類

乾電池

不燃ごみ

減容・保管

保管

機械選別

保管

分別・粉砕

焼却

破砕・分別

再生工場

再生工場

金属工場

製鉄工場

専門の処理場

資源物以外のもの

焼却灰

資源物以外の

もの

新聞紙、週刊誌など

箱など

ダンボールなど

牛乳パックなど

中間処理業者 製紙工場

可燃ごみ

粗大ごみ

家庭などから出されたごみは、種類ごとに分別され、リサイクルしたり、焼却処分しています。
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野焼きは禁止されています！

ごみステーションの美化のため、カラスネットの無償貸与を行っています。

犬・猫、カラスなどによってごみステーションを荒らされるのを防ぎます。

申請は、行政区の区長又は保健委員をとおして住民課環境衛生担当窓口にて申請を行ってください。

カラスネットの無償貸与

　法で定められた焼却炉以外でごみを焼却したり、露

天でごみを燃やしたりする。いわゆる「野焼き」は法

律で禁止されています。

　　野焼きによる主な問題点

　①有害なダイオキシン発生の原因となります。

　②火の粉が飛ぶなど、火災発生の原因となります。

　③匂いやススが、ご近所の迷惑となります。

※農業者が行う田んぼのあぜ焼き等は、個人で実施せずに町内一斉の野火焼き日に実施してく

ださい。

違反者には1,000万円以下（法人は

３億円以下）の罰金５年以下の懲役

又はこの両方が課せられます。

7
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可燃ごみの出し方

可燃ごみは、必ず指定袋「もえるごみ用収集袋」に入れて「可燃ごみ」の収集日に出してください。

65センチ

8
0
セ

ン
チ

50センチ

7
0
セ

ン
チ

20ℓ
30ℓ

40ℓ

50センチ

6
0
セ

ン
チ

週２回収集（祝日も収集します。）

※午前８時30分までに、地域ごとに決められたごみステーションに出してください。

〈収集対象品目〉

台所（生）ゴミ ビニール・プラスチック類

その他の紙類

皮製品、ゴム、布、履物類

（食材のクズ 魚

残飯 卵のカラ等）

（ビニール袋 ポリ容器

ＤＶＤ おもちゃ等）

（紙おむつ たばこの吸い殻等）

（革靴、カバン類、

ゴム類、衣類 毛布類、

スニーカー、長靴等）

※生ごみは、十分に水分を切ってから出してください。 ※おむつは、中の汚物を取り除いてから出してください。
※金具は、取り除いてください。

リサイクルできない紙

（紙コップ、ビニール加工紙、金 銀などの金属加工紙、

　感熱紙等）は、「可燃ごみ」として出してください。

の

なまごみなまごみ

かん
ビン ビニールヒモ

・一緒に不燃ゴミ、ビン等が
　入っている

・スーパーの袋等を結びつけ
　ることはやめて下さい。

もえるごみ用もえるごみ用 ※正しい分別がされていない。

　なまえ記入がない場合収集いたしませ

ん。行政区の保健委員に連絡し正しく分

別して次回の収集日に出して下さい。

・行政区以外の人が投棄したものについて

も同様に処理し、ごみステーションの適

切、清潔な管理をお願いします。

8
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もえるごみ用収集袋・ごみ処理券取扱店

 

もえるごみ用収集袋   ３０㍑ （１０枚入り３００円） 
４０㍑ （１０枚入り４００円） 

２０㍑ （１０枚入り２００円） 

塩谷町　可燃ごみ用指定袋取扱店別注文一覧表

№ 取　扱　店　名 所　　　在　　　地 電話番号

1 （有）阿久津金物店 塩谷町大字玉生６６５ ４５－００２９

2 山下はきもの店 塩谷町大字玉生７４６ ４５－００１４

3 青木酒店 塩谷町大字道下８３５ ４５－０５５５

4 （株）コメリハード＆グリーン塩谷店 塩谷町大字道下８６２－１ ４１－１０２１

5 増渕酒店 塩谷町大字下寺島２５２－２ ４５－０１４４

6 清水屋商店 塩谷町大字上寺島１９７－１ ４５－１６２５

7 槇商店 塩谷町大字熊ノ木１－１ ４５－０５０８

8 魚一 塩谷町大字佐貫１００３ ４７－０５３３

9 （有）斎藤新造商店 塩谷町大字船生３１８８ ４７－００６２

10 斎藤米穀店 塩谷町大字船生３２０２ ４７－０００７

11 斎藤金物店 塩谷町大字船生３１２０ ４７－００３２

12 中本商店 塩谷町大字船生４３３１ ４７－１２６５

13 高砂屋商店 塩谷町大字船生５４７８ ４７－００４３

14 セブンイレブン塩谷大宮店 塩谷町大字大宮1539-2 ４６－００１５

15 浅野屋商店 塩谷町大字大宮１１４８ ４６－００１６

16 ＪＡしおのやＡコープ大宮店 塩谷町大字大宮９０５ ４６－０５３５

17 青木金物店 塩谷町大字大宮８５９ ４６－１１１１

18 好野屋 塩谷町大字田所１８３９ ４５－１５９１

19 （有）たておか商店 塩谷町大字田所７０７－８ ４６－０５５５

20 （株）ダイユー塩谷店 塩谷町大字玉生２７－１ ４５－０４５４

21 植木商店 塩谷町大字船生９９０ ４７－００２６

22 ローソン塩谷町玉生店 塩谷町大字田所２２０３ ４５－１００２

23 ますだや 塩谷町大字船生３６１３ ４７－００１９

24 ファミリーマート塩谷中央店 塩谷町大字船生１２０７６ ４１－６４８８

25 セブンイレブン塩谷田所店 塩谷町大字田所2139-3 ４５－１２８５

26 カワチ薬品塩谷店 塩谷町大字玉生 555-1 ４５－００１１
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不燃ごみの出し方

「規定のコンテナ」（内寸で縦33cm×横48cm×高さ30cm）で出してください。

★アルミ缶・スチール缶・陶磁器類・小型家庭電器用品・スプレー式容器などが対象となります。

※缶の中身を出して軽くすすいでください。

※整髪料・殺虫剤・卓上ガスボンベなどのスプレー式容器は、完全に中身を使い切って、プラス

　チック部分は取りはずして必ず穴をあけてから出してください。（中身の見える袋に入れてコン

　テナの上に乗せる。）

※鍋やポットなどコンテナに入る家庭用品も一緒に出せます。

●空き缶（アルミ スチール）

●家庭用品（白熱球）

●陶磁器類

中身を完全に

使い切って

ください。

●スプレー式容器（穴をあけ袋に）

・小型家電について町で資源回収してしています。小型の電気、乾電池で動くほとんどの物を拠

点回収（生涯学習センタ̶・大宮コミュニティセンタ̶・役場住民課）にある回収ボックスで

回収しています。今まで粗大ごみで有料収集していた、電子着火のガスレンジ・電子着火のス

トーブ・掃除機・ステレオ（小型）等も持参することで無料で処理できます。

・蛍光灯については水銀が含まれているため、塩谷広域環境衛生センタ̶で処理が出来なくなりまし

たので不燃ごみから分別するために（専門業者に処理を委託）小型家電同様に拠点回収を実施する

ことになりました。ご理解、ご協力をお願いいたします。（水銀使用の血圧計、温度計、体温計も含む）
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ビン類の出し方

●ビン類

　ジュース 酒類 栄養ドリンク ジャム コーヒー 調味料などの食べ物や飲み物が

入っていたビンです。（透明の牛乳瓶、飲み薬のビン、食品保存用ビンも含みます。）

牛乳

カップ酒

ジャム ウイスキー 飲み薬

ワインお酢ジュース広口ビン ドレッシング
インスタント
コーヒー

①キャップをはずす ②中身をすすぐ

※ラベルや口金がはずれない場合は
　そのまま出してください。

※ビン類に該当しないものは、「不燃ごみ」として出してください。

※ビン類は中を洗って、空にして出してください。

※割れてしまったビンも、ビン類で出すことができます。

「規定のコンテナ」（内寸で縦33cm×横48cm×高さ30cm）で出してください。
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古紙類の出し方

★「新聞」・「ダンボール」・「雑誌」・「紙パック」・「雑紙類」の５種類に分けて、必ずひも

で十文字にしばり、資源回収の収集日にステーションへ出してください。

※新聞紙は新聞紙だけでしばり、広告などとは一緒にしないください。

※袋などに入れて出さないでください。

※ティッシュペーパーやお菓子の箱などのビニール部分は、取りはずして出してください。

※牛乳パック（パックの内側が白いもの）は水洗いし、切り開いて乾かしてから出して

　ください。

●ダンボール ●雑誌 ●紙パック

雑紙類とは…

　広告 チラシ 包装紙 割り箸の紙

　お菓子の箱 封筒などです。

※ビニールコート紙・紙皿（紙コップなど）・写真・油

　紙・感熱紙・カーボン紙・ノーカーボン紙・防水加工

　紙・汚れた紙などはリサイクルできませんので、可燃

　ごみとして出してください。

（金貼り・銀貼り・線香及び化粧品の箱を含む）   

●ダンボール ●雑誌 ●紙 ック紙パック●新聞

12



ペットボトルの出し方

「規定のコンテナ」（内寸で縦33cm×横48cm×高さ30cm）で出してください。

※中身が無い状態で出してください。

※キャップ・ラベルは必ずはずしてください。

★ジュース、ミネラルウォーター、清涼飲料水、醤油、焼酎などの容器が対象と

なります。

このマークが目印

①キャップ・ラベル
　をはずす

③足でつぶす②軽く中をすすぐ
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使用済小型家電の回収

　携帯電話やデジタルカメラなどの家庭用電化製品は、金や銅などの貴金属

やレアメタルを含んでいます。これらのリサイクルと不燃ごみ減量のため、

町民の皆さまのご協力をお願いいたします。

回収対象となるもの 

����������������������������������

注意事項

・乾電池や電球・蛍光灯は回収できません。有害ゴミ、不燃ゴミとしてお出しください。

・外箱や梱包材など、電気製品以外のものは回収できません。

・回収ボックスに入れたものは取り出せません。よく確認してからお出しください。

・家電リサイクル法対象機器のテレビ・エアコン・冷凍冷蔵庫・洗濯乾燥機は回収できません。

・携帯電話やパソコン・タブレット・ゲーム機など個人情報・クレジットカード情報などが含ま

れるものは、必ずデータを削除してお出しください。

����

��

�

���

・塩谷町役場住民課・塩谷町生涯学習センター・大宮コミュニ

　ティセンターに設置した回収ボックスに入れて下さい。

・投入口(30㎝×60㎝)に入る電気製品が対象です。

・回収ボックスに入らないものについては、住民課窓口にて回収

　します。

　　　　　お問い合わせ先：塩谷町役場住民課　　℡ 45-1118

※各施設の業務時間に合わせてご持参下さい。
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使用済小型電子機器等再資源化品目

回　　収　　品　　目 回　　収　　品　　目

電子計算機及び
関連装置

パソコン（ノートブック型）

パソコン（デスクトップ型）

プリンタ

フォトプリンタ

モニター（電子計算機用）

キーボードユニット

電話機

ファクシミリ

携帯電話

公衆用ＰＨＳ端末

ビデオテープレコーダー

ＤＶＤレコーダー

ＢＤレコーダー

ビデオカメラ

地上デジタルチューナー

ＣＳデジタルチューナー

ケーブルテレビ用ＳＴＢ

テープレコーダー

ＣＤプレーヤー

ＭＤプレーヤー

デジタルオーディオプレーヤー

ＩＣレコーダー

ラジオ放送用受信機

アンプ

スピーカーシステム

ステレオセット

ヘッドホン及びイヤホン

ＢＳ／ＣＳアンテナ

ＣＳ専用アンテナ

カメラ

デジタルカメラ

ビデオプロジェクション

プロジェクター

ハイテク系トレンドトイ

据置型ゲーム機

携帯型ゲーム機

ミニ電子ゲーム

ゲーム用コントローラー

炊飯器

電子レンジ

ジャーポット

トースター

電磁調理機器卓上型

ホットプレート

コーヒーメーカー

家庭用生ごみ処理機

カーナビゲーションシステム

カ̶ラジオ

カ̶チューナー

カ̶カラーテレビ

カーステレオ

カ̶アンプ

カ̶スピーカー

カ̶ＣＤプレーヤー

カ̶ＭＤプレーヤー

カ̶ＤＶＤプレーヤー

ＥＴＣ車載ユニット

ＶＩＣＳユニット

リモコン

ＡＣアダプター

プラグ・ジャック

時計

電卓

電子辞書

電気ドリル

電気のこぎり

その他の電動工具

家庭用ミシン

除湿器

電気アイロン

電気ストーブ

加湿器

扇風機

電気掃除機

ヘアドライヤー

電気カミソリ

食器洗い乾燥機

ジューサーミキサー

電動歯ブラシ

空気清浄機

換気扇

電気照明器具

携帯用電気ランプ

電子体温計

電子血圧計

家庭用マッサージ機器

家庭用電気・光線治療器

家庭用磁気・熱治療器

家庭用吸入器

補聴器

電子キーボード

電気ギター

通信装置及び
関連装置

映像機器

音声機器

映像・音声機器の
関連機器

光学機器

玩具

厨房用伝熱用品

くず処理

カー用品

小型電子機器
付属品

時計

事務用機器

電動工具

生活電子機器

医療用機器

楽器

使用済小型電子機器等再資源化品目

回　　収　　品　　目 回　　収　　品　　目

電子計算機及び
関連装置

パソコン（ノートブック型）

パソコン（デスクトップ型）

プリンタ

フォトプリンタ

モニター（電子計算機用）

キーボードユニット

電話機

ファクシミリ

携帯電話

公衆用ＰＨＳ端末

ビデオテープレコーダー

ＤＶＤレコーダー

ＢＤレコーダー

ビデオカメラ

地上デジタルチューナー

ＣＳデジタルチューナー

ケーブルテレビ用ＳＴＢ

テープレコーダー

ＣＤプレーヤー

ＭＤプレーヤー

デジタルオーディオプレーヤー

ＩＣレコーダー

ラジオ放送用受信機

アンプ

スピーカーシステム

ステレオセット

ヘッドホン及びイヤホン

ＢＳ／ＣＳアンテナ

ＣＳ専用アンテナ

カメラ

デジタルカメラ

ビデオプロジェクション

プロジェクター

ハイテク系トレンドトイ

据置型ゲーム機

携帯型ゲーム機

ミニ電子ゲーム

ゲーム用コントローラー

炊飯器

電子レンジ

ジャーポット

トースター

電磁調理機器卓上型

ホットプレート

コーヒーメーカー

家庭用生ごみ処理機

カーナビゲーションシステム

カ̶ラジオ

カ̶チューナー

カ̶カラーテレビ

カーステレオ

カ̶アンプ

カ̶スピーカー

カ̶ＣＤプレーヤー

カ̶ＭＤプレーヤー

カ̶ＤＶＤプレーヤー

ＥＴＣ車載ユニット

ＶＩＣＳユニット

リモコン

ＡＣアダプター

プラグ・ジャック

時計

電卓

電子辞書

電気ドリル

電気のこぎり

その他の電動工具

家庭用ミシン

除湿器

電気アイロン

電気ストーブ

加湿器

扇風機

電気掃除機

ヘアドライヤー

電気カミソリ

食器洗い乾燥機

ジューサーミキサー

電動歯ブラシ

空気清浄機

換気扇

電気照明器具

携帯用電気ランプ

電子体温計

電子血圧計

家庭用マッサージ機器

家庭用電気・光線治療器

家庭用磁気・熱治療器

家庭用吸入器

補聴器

電子キーボード

電気ギター

通信装置及び
関連装置

映像機器

音声機器

映像・音声機器の
関連機器

光学機器

玩具

厨房用伝熱用品

くず処理

カー用品

小型電子機器
付属品

時計

事務用機器

電動工具

生活電子機器

医療用機器

楽器
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中身の見える袋に入れて「不燃ごみ」の収集日に出してください。

※「不燃ごみのコンテナの上」に乗せてください。

※「不燃ごみ」と混ぜないようにしてください。

★電池類

★「蛍光灯」「体温計」( 水銀を使用したもの ) については、平成 30年４月から 有害ごみ

として小型家電回収同様に拠点回収をおこないますので、ご協力をお願いします。

割れないようなものに包んで持ち込んでください。

有害ごみの出し方
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粗大ごみの出し方

「粗大ごみ」は、ごみステーションには出せません。

「粗大ごみ」とは、基本的に可燃ごみの「指定ゴミ袋（40リットル相当）」または、

不燃ごみの「規定のコンテナ」に入らない大きさのものです。

★「粗大ごみ」の出し方は3通りあります。

※塩谷広域環境衛生センターへの搬入時には、受付窓口で住所が確認できる身分証（免許

証など）の提示が必要となります。

　また、処理ができるかどうかわからない場合は、同センターにご確認ください。

方　　　法 窓　　　口 料　　　金

①町の訪問収集 1,000 円～ 4,000 円
（18 ～ 19 ページの一覧表参照）

②直接持っていく
塩谷広域環境衛生センター

TEL 028-682-5619

住民課環境衛生担当窓口にて申請

TEL 0287-45-1118

１kg ／１５円

③町の許可業者へ依頼 各社（６ページ一覧参照） 各社にお問い合わせください

家　具　類 生活用品類

そ　の　他
敷物、寝具類

タンス、応接セット、机、いす、座いす
　書棚、食器棚、鏡台、化粧ケース
　など

ガステーブル、スピーカー、こたつ台、ストーブ
　など

物干し竿、スキー板、一斗缶、ポリタンク
　ゴルフ用具、ギター、旅行カバン、自転車
　風呂マット　など

ふとん、ベッドのマットレス、じゅうたん
　カーペット（電気カーペット）、電気毛布
　など

※電気コードは取り外し「不燃ごみ」に
　出してください。

※ガスレンジは乾電池を
　取り外してから出して
　ください。（小型家電も可）

※ポリタンク、一斗缶等は、必ず
　中身を使い切って乾燥させて
　から出してください。

※石油ストーブは灯油を抜き取り、
　乾電池を取り外してから出して
　ください。（小型家電も可）

※自身で解体、分別し、もえるごみ用指定袋で不燃ごみコンテナに入りきる場合は、各々の出し方を
　参照して下さい。
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粗大ごみ有料収集金額一覧表

粗大ゴミ手数料品目

　　　　1．容量及び重量が比較的少なく収集効率が良いもの

※小型家電として回収BOX（生涯学習センター、大宮コミニュティーセンタ ・̶
役場住民課）に持参する場合無料のものは、下記又はP15を参照してください。

単　価 品　　目

1,000 円

アコーディオンカーテン

網戸

編物機

アンテナ （衛星）小型家電も可

イス

一輪車

乳母車

カーペット

加湿器　　　　　　　　　　　  （電子）小型家電も可

（電子）小型家電も可

カラーボックス

ガスレンジ（バーナが２個以上）   （電子着火）小型家電も可

ガラス引き戸

脚立

キャリア

こたつ板

米びつ

ゴルフ用具一式

三輪車

座椅子

座布団（６枚以内）

自転車（子供用含む）

スーツケース

水槽（90㎝以下）

スキー板（１セット）

スケート靴（１セット）

ストーブ　　　　　　　　　　（電子着火）小型家電も可

オイルヒーター

畳（１畳）

チャイルドシート

テレビ台

こたつ台　※電熱部がないものはテーブル　　 小型家電も可

電気毛布　　　　　　　　　　　　　　   小型家電も可

電話台

トタン（10 枚単位）

柱時計

パイプ（５m 以内）

ふすま

2018



単　価 品　　目

1,000 円

布団

ベッド（スプリングなし）

ベビーベッド

マットレス

物干し竿

物干し台（台無し）

湯沸器

ロッカー（小）　高さ幅とも100cm未満

2．容量及び重量が標準なもの

2,000 円

アルミサッシドア

応接イスセット（１人用）

家具（高さ幅とも 170㎝未満）

じゅうたん

スチール棚

スピーカー （ 50㎝以下）　　　　　　　小型家電も可

ソファー（１人用スプリング入り）

ソファー（２人用スプリングなし）

茶箱

机（学習用等）

テーブル（４人用）

２段ベッド

ベッド（２人用スプリングなし）

ベッドパイプ用（1 人用）

ミシン　　　　　　　　　　　　（電子）小型家電も可

浴槽（ステンレス　ホーロー）

ロッカー（大）

3．容量及び重量が比較的多く収集効率が悪いもの

3,000 円

オルガン

家具（高さ幅どちらかでも170㎝以上）

スピーカー（50㎝以上）

ソファー（２人用スプリング入り）

ソファー（３人用スプリングなし）

ベッド（１人用スプリング入り）

マッサージ機（イス）

4．容量及び重量が多く収集効率が極めて悪いもの

4,000 円

ソファー（３人用スプリング入り）

ベッド（２人用スプリング入り）

リヤカー（大型）

卓球台

21

※収集しないもの
●農機具…耕耘機、テーラー、田植機、トラクター、モーターなど
●自動車類、部品、タイヤ、バイク　　●ブロック、石、砂、瓦、レンガなど
●ペンキ、廃油など中身の入った缶　　●ガスボンベ、ワイヤ類
●家電四品目…テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥類　●ドラム缶　●消化器

※注意事項
品目によっては、大きさ・特殊な付属品などによって金額が変わるものもあります。
例）大きさ…パソコンラック、本棚、ベッドなど　　付属品…車いす（電動）、ベッド（介護用）など
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家電リサイクル法

　家電リサイクル法の施行により、洗濯機（衣類乾燥機）・テレビ・エアコン（室内機、室外

機）・冷蔵庫（電気冷凍庫）の家電リサイクル4品目について、町では粗大ごみとして受入れ

できません。これらの電気製品については、購入された家電販売店に依頼するか、指定引取場

所（詳しくは住民課までお問合せください。）へ直接搬入してください。処分する際には、リ

サイクル料金（郵便局で手続き）がかかります。

　家庭系パソコンについても平成15年10月から同様にリサイクルの対象となり現在も継続中

ですが、平成25年４月１日（小型家電リサイクル法）から町でも無料回収が可能となりました。

※町内家電販売店では、購入店舗ではなくても家電リサイクル料金及び手数料を支払えば処分

可能です。

　家電リサイクル 4品目指定引取場所一覧

指定引取名称 住　　　所 電話番号

岡山県貨物運送株式会社　宇都宮営業所　 宇都宮市西刑部町西原 2730 028-656-1981

株式会社堀江ソーケン　簗瀬倉庫 宇都宮市簗瀬町 1568番地 028-634-3367

ＮＮＹ株式会社　那須事業所 大田原市下石上 1505番地 11 0287-29-2777

株式会社共同陸運 栃木市岩舟町大字静和474番地 4 0282-28-6320

栃木県北通運株式会社　中央事業所 那須塩原市三区町650番地 1 0287-36-1121

販　売　店 住　　　所 電話番号

宇塚電気商会 塩谷町大字大宮1152-1 46-0318

大森ミシン電機商会㈲ 塩谷町大字大宮1358-2 46-0027

メディアインナオイ 塩谷町大字玉生549-6 45-1179
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し尿のくみ取り・浄化槽の清掃

　し尿のくみ取り及び、浄化槽の清掃については、町の許可を受けている許可業者に直接依頼

してください（下記一覧参照）。

　年末年始、お盆期間前は、申込件数が急増します。年末年始、お盆期間前にし尿のくみ取

り、浄化槽の清掃を希望される場合は、お早めに許可業者に依頼してください。

　くみ取り式のトイレに、紙おむつなどし尿以外のものが入っていると、バキュームカーやし

尿処理施設の故障の原因になります。

　また、水洗式のトイレに、ティッシュペーパーやたばこの吸い殻、ガムなどを流しますと、

浄化槽の故障の原因となります。

　トイレには、し尿やトイレットペーパー以外は捨てないでください。

●し尿処理許可業者

塩谷町環境衛生センタ̶　塩谷町大字船生3172-1 TEL 0287－47－0101

㈲日光住住環　　　　　　塩谷町大字田所2128-1 TEL 0287－45－0400

●浄化槽清掃許可業者

塩谷町環境衛生センタ̶　塩谷町大字船生3172-1 TEL 0287－47－0101

㈲宅原衛生社　　　　　　矢板市安沢1939 TEL 0287－48－0750

㈲日光住住環　　　　　　塩谷町大字田所2128-1 TEL 0287－45－0400

※料金については、各業者にお問い合わせください。
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合併処理浄化槽補助金

★町では合併処理浄化槽の設置を推進しており、新規に設置すると、国と県・町から補助金を

受けることができます。また単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場

合も補助対象となります。 

　一般住宅に、浄化槽を新設、又は単独浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ付け替え

る場合、設置費の一部を助成します。

　河川を汚している主な原因は、家庭の台所などから

の生活雑排水です。 

　合併処理浄化槽はトイレの水洗化で快適な生活が楽

しめるだけでなく、きれいな水で塩谷町の美しく豊か

な自然を守ります。

さらに、町独身の上乗せ補助で全体の約1割も設置者負担が減ります！
※工事店により工事費が変わりますので、見積もりを取得してご確認ください。

塩谷町独自上乗せ

補助の例

塩谷町独自上乗せ

補助の例

●町内に住宅を所有又は新築（増築）し、処理対象人員10人以下の

　合併処理浄化槽を設置する方

●町税を完納している方

●町

●町

補助要件補助要件

合併処理浄化槽設置費補助金事業

★補助の内容

人槽区分 補助金額

 ５人槽

 ７人槽

10人槽

415,000円

517,500円

685,000円

【合併処理浄化槽で塩谷町の自然を守りましょう！】

お問い合わせ

町住民課　環境衛生担当　

TEL 0287－45－1118 
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生ごみ処理機器設置事業補助金

資源ごみ回収報償金

★町では、生ごみ処理機器を購入して、家庭内で生ごみを処分される方に、購入費用の一部を

補助しています。

（交付対象方）

①　本町に住所を有し、かつ、居住している方及び本町に所在する事業所で専ら従業員が使用

するもの

②　機器を敷地内に設置することができる方

③　機器を常にその機能が良好な状態で保持できるように維持管理できる方

④　町税を完納している方

（対象機器）

　①　容器式（コンポスト）

　　・補助個数：１世帯２個まで

　　・補助金額：購入金額の２／３消費税除く（1個につき、上限4,000円）100円未満切捨

　②　機械式

　　・補助台数：１世帯１台

　　・補助金額：購入金額の２／３消費税除く（上限30,000円）1,000円未満切捨

★町では、資源ごみ回収運動に協力した団体に、報償金を交付しています。

（交付団体）：行政区、老人クラブ、子供会育成会、婦人会等

（資源ごみ）：古紙、空ビン、鉄くず等

（報償金額）：品目　　　　　　　　　　　　　　単価

新聞、雑誌、ダンボール等　　　　1㎏当たり　  5円

酒、ビニール、ジュースビン等　　1㎏当たり　  5円

アルミカン、スチールカン　　　　1㎏当たり　50円

牛乳パック　　　　　　　　　　　1㎏当たり　50円　
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町が収集しないごみ

★処理が困難なもの

下記のような処理が困難な物や、危険な物は収集しません。

品　　　目 対　応　方　法

プロパンガスボンベ 取引先の販売店にご相談ください。

自動車・バイク 販売店にご相談ください。

消火器
（一社）日本消火器工業会指定の販売代理店（特定窓口）
（有）笹沼防災設備　矢板市木幡1282-23
TEL 0287－43－2160へご相談ください。

灯油・重油等 取引先のガソリンスタンド等にご相談ください。

タイヤ・ホイール タイヤ販売店等にご相談ください。

注射針 処方を受けた病院等にご相談ください。

ドラム缶 古物商を取得している業者に依頼してください。
古物商については、矢板警察署へご相談ください。
TEL 0287－43－0110

農薬・化学薬品
内容物は販売店又は専門業者にご相談ください。

容器は材料に応じて分別してください。

バッテリー 販売店又は左記のマークのある協力店へご相談ください。

軽量ブロック 専門業者へお問合せください。

産業廃棄物
工事を請け負った業者または専門の処理業者に依頼して
ください。処理業者については、県北森林管理事務所
環境対策課へご相談ください。 TEL 0287－22－2277
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ごみの分別に迷ったときは

50音順に並んでいます。一般的なものを基準に掲載してありますので、同じものでも特殊な

場合、又は掲載されてなく分別の判断ができない場合は、住民課へお問い合わせください。

※分別区分が小型家電のものは、資源となるため、拠点回収（３箇所）で実施しています。

　（役場住民課・生涯学習センター・大宮コミュニティセンター）に設置した回収ボックスに入

れてください。不燃ごみ減量とリサイクルのため、ご協力をお願いいたします。

※電子、電気を使用するもの供に電子式と表記しています

「あ」 分別区分

アイスノン 可燃

アイロン 電子式は小型家電・不燃

アイロン台 粗大

アダプター（小型） 不燃

網戸 粗大

アルバム 可燃

アルミ缶 不燃

アルミサッシ 粗大

アルミホイル（箔） 可燃

アンテナ 粗大

アンプ（ステレオ用） 小型家電・粗大

「い」 分別区分

衣装ケース・衣装箱 粗大

いす 粗大

一輪車 粗大

一升ビン 有価ビン

衣類乾燥機 リサイクル家電

印鑑 可燃

インクカートリッジ 販売店リサイクル・可燃

「う」 分別区分

植木鉢（陶器製） 不燃

腕時計 小型家電・不燃

乳母車（ベビーカー） 粗大

「え」 分別区分

エアコン リサイクル家電

栄養ドリンクのビン（フタは外す） ビン類

液晶テレビ リサイクル家電

絵の具のチューブ（金属） 不燃

ＭＤ（ミニ・ディスク） 可燃

ＭＤプレーヤー 小型家電・不燃

エレクトーン 粗大

鉛筆削り（電機製） 電子式は小型家電・不燃

「お」 分別区分

オイルヒーター 粗大

オートバイ 販売店へ相談

オーブントースター 小型家電・不燃

押入れタンス 粗大

おたま（金属製） 不燃

折りたたみイス 粗大

おろしがね（金属製） 不燃

温度計 不燃

温度計（水銀計、有害） 拠点回収にご協力ください

「か」 分別区分

カーテンレール（コンテナに入るもの） 不燃

カーテンレール 粗大

カーナビ 小型家電・不燃

カーオーディオ 小型家電・不燃

カー用品（電子機器） 小型家電・不燃

カーペット 指定袋に入れば可燃・粗大

貝殻 可燃

懐中電灯 小型家電・不燃

鏡（コンテナに入るもの） 不燃

傘（布・ビニールは外す） 不燃

傘立て 粗大

加湿器 小型家電・不燃

ガステーブル 電子着火式は小型家電・粗大

カセット式ガスボンベ
（穴を開け袋に入れて）

不燃

25

次のページへつづく



カセットデッキ 小型家電・粗大

かなづち 不燃

紙おむつ（汚物は取り除く） 可燃

カミソリ（プラ製） 可燃

カミソリ（金属製） 不燃

カメラ（フィルム） 小型家電・不燃

カラーボックス 指定袋に入れば可燃・粗大

換気扇 小型家電・不燃

乾電池（有害）
まとめて袋に入れて

販売店リサイクル・不燃

感熱紙 可燃

「き」 分別区分

キーボード（楽器） 電子式は小型家電・粗大

ギター 電子式は小型家電・粗大

脚立 粗大

牛乳ビン ビン類

給油ポンプ（プラ製） 電子式は小型家電・可燃

「く」 分別区分

クーラーボックス 粗大

空気清浄機 小型家電・粗大

草刈かま 不燃

薬ビン ビン類

車イス 粗大

グローブ（野球） 可燃

「け」 分別区分

ケーブル 可燃

蛍光灯（有害） 拠点回収にご協力ください

化粧品のビン 不燃

下駄箱 粗大

血圧計（水銀計は拠点回収） 不燃

「こ」 分別区分

コーヒーメーカー 電子式は小型家電・不燃

こたつ 電子式は小型家電・粗大

ゴルフクラブ コンテナに入れば不燃・粗大

ゴルフバッグ 粗大

ゴルフボール 可燃

「さ」 分別区分

座イス 粗大

サイドボード 粗大

雑誌 古紙類

殺虫剤スプレー缶 不燃

座布団 可燃

皿（陶器・ガラス製） 不燃

三輪車 粗大

「し」 分別区分

ＣＤ（コンパクトディスク） 可燃

ＣＤプレーヤー 小型家電・不燃

自転車 粗大

消火器 販売店へ相談

じゅうたん 指定袋に入れば可燃・粗大

除湿器 電子式は小型家電・粗大

食器洗浄乾燥機 小型家電・粗大

新聞紙 古紙類

「す」 分別区分

スーツケース 粗大

スキー板 粗大

スキー靴 可燃

すずり（硯） 不燃

ステレオ 小型家電・粗大

ストーブ 電子着火式は小型家電・粗大

すのこ 粗大

スノーボード 粗大

スプリングマット 粗大

スプレー缶
（穴を開けて袋に入れて）

不燃

「せ」 分別区分

線香及び箱 可燃

洗濯機 リサイクル家電

扇風機 小型家電・粗大

「そ」 分別区分

掃除機 小型家電・粗大

ソファ 粗大

ソファベッド 粗大

「た」 分別区分

体温計 電子式は小型家電・不燃

体温計（水銀計、有害） 拠点回収にご協力ください
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体重計 電子式は小型家電・不燃

台車 粗大

耐熱ガラス製品 不燃

タイヤ 販売店へ相談

タイヤホイール 販売店へ相談

タイル 不燃

卓上コンロ 電子着火式は小型家電・不燃

畳 粗大

たわし 可燃

タンス 粗大

「ち」 分別区分

チャイルドシート 粗大

「つ」 分別区分

使い捨てカイロ 可燃

机 粗大

爪切り 不燃

釣り竿（カーボン） 可燃

つるはし 粗大

「て」 分別区分

ＤＶＤ 可燃

ＤＶＤプレーヤー 小型家電・不燃

デジタルカメラ 小型家電・不燃

テレビ リサイクル家電

テレビゲーム機 小型家電・不燃

電気カーペット 小型家電・粗大

電気カミソリ 小型家電・粗大

電気コード 小型家電・可燃

電気ストーブ 小型家電・粗大

電気ポット 小型家電・不燃

電気毛布 小型家電・粗大

電球（白熱） 不燃

電子レンジ 小型家電・粗大

電卓・電子辞書 小型家電・不燃

電池（有害）
まとめて袋に入れて

販売店リサイクル・不燃

電動歯ブラシ 小型家電・不燃

電話機 小型家電・不燃

電話台 粗大

「と」 分別区分

トースター 小型家電・不燃

時計 小型家電・不燃

トタン板 粗大

土鍋 不燃

ドライヤー 小型家電・不燃

ドレッサー 粗大

「な」 分別区分

ナイフ 不燃

鍋 不燃

南京錠 不燃

「に」 分別区分

二段ベッド 粗大

人形 可燃

「ぬ」 分別区分

ぬいぐるみ 可燃

「ね」 分別区分

ネガフィルム 可燃

ネジ 不燃

寝袋 可燃

粘土 可燃・石膏は不燃

「の」 分別区分

ノート 古紙類

のこぎり 不燃

ノミ 不燃

「は」 分別区分

バーベキューコンロ 粗大

ハーモニカ 不燃

バイオリン 粗大

灰皿 不燃

パイプ椅子 粗大

パイプベッド 粗大

白熱灯 不燃

はさみ 不燃

パソコン 小型家電

発煙筒 販売店へ相談

バッテリー 販売店へ相談

花火（水につけたもの） 可燃
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パネルヒーター 小型家電・粗大

「ひ」 分別区分

ＢＳアンテナ 小型家電・粗大

ヒーター 小型家電・粗大

ビール瓶 有価ビン

ビデオカメラ 小型家電・不燃

ビデオテープ 可燃

「ふ」 分別区分

ファンヒーター 小型家電・粗大

封筒 古紙類

仏壇 粗大

布団 指定袋に入れば可燃・粗大

布団乾燥機 小型家電・粗大

フライパン 不燃

プリンター 小型家電・粗大

フロッピーディスク 可燃

風呂のふた 指定袋に入れば可燃・粗大

文庫本 古紙類

ぶんちん 不燃

「へ」 分別区分

ヘアスプレー缶
（穴を開けて袋に入れて）

不燃

ベッド 粗大

ベビーカー 粗大

ベビーベッド 粗大

ヘルメット 可燃

「ほ」 分別区分

包丁 不燃

ホース 可燃

ボーリング玉 販売店へ相談

ホーロー鍋 不燃

ホタテ（貝殻） 可燃

ボタン電池（有害） 販売店リサイクル・不燃

ポット 電子式は小型家電・不燃

骨（鳥・豚・牛） 可燃

ポリタンク（指定袋に入れて） 可燃

保冷剤 可燃

本棚 指定袋に入れば可燃・粗大

「ま」 分別区分

マグカップ 不燃

マッサージ機（イス） 粗大

マッサージ機 電子式は小型家電・粗大

マットレス 指定袋に入れば可燃・粗大

マニキュアのビン 不燃

魔法瓶 不燃

豆電球 不燃

「み」 分別区分

ミキサー 小型家電・不燃

ミシン 電子式は小型家電・不燃

「む」 分別区分

蒸し器 不燃

「め」 分別区分

メガネ（金属製） 不燃

メガネケース（金属製） 不燃

目覚まし時計 小型家電・不燃

「も」 分別区分

毛布 指定袋に入れば可燃・粗大

木琴 粗大

物干し竿 コンテナに入れば不燃・粗大

モバイルバッテリー 小型家電・不燃

「や」 分別区分

やかん 不燃

野球グローブ 可燃

「ゆ」 分別区分

湯たんぽ（金属・陶器） 不燃

湯のみ 不燃

湯沸かし器 電子式は小型家電・粗大

湯沸かし 不燃

「よ」 分別区分

洋服ダンス 粗大

浴槽 粗大

浴槽のふた 指定袋に入れば可燃・粗大

「ら」 分別区分

ラケット（木製） 可燃

ラケット（グラスファイバー） 可燃

ラケット（金属製） 不燃
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ラジオ 小型家電・不燃

ラジコン 小型家電・可燃

ランチジャー（金属製） 不燃

ランドセル 可燃

「り」 分別区分

リモコン 小型家電・可燃

リヤカー 粗大

「る」 分別区分

ルームランナー 電子式は小型家電・粗大

「れ」 分別区分

冷蔵庫 リサイクル家電

冷凍庫 リサイクル家電

レコード 可燃

レコードプレイヤー 小型家電・粗大

レンジ 電子式は小型家電・粗大

レンジ台 粗大

「ろ」 分別区分

ロッキングチェア 粗大

「わ」 分別区分

ワープロ 小型家電・粗大

ワイヤー 不燃

ワイン（ビン） ビン類

ワゴン 粗大

ワンカップ（酒） ビン類

（複合素材製品の場合）

　●取り外せるものは、取り外してそれぞれの材質で判断します。

　●取り外せないものは、多く使われている材質の方で判断します。

29



動物が死んでしまったら

★火葬を希望される場合

）1140-84-7820℡（。いさだく絡連ごへ」苑聖やおし「、は方るれさ望希を葬火のトッペ　

　（※注意　 暦で友引の日は、受付をおこなっておりません。）

※「しおや聖苑」の使用は予約制となります。

※動物は毛布等で包むか、段ボール等の箱に入れて

　お持ちください。

※骨壷については、しおや聖苑でも取り扱っています。

　予約の際にご確認ください。

★交通事故死した動物等を発見した場合

道路上で車にひかれた動物や鳥、飼い主のわからない動物を見つけたときは、住民課

（TEL 45－1118）に連絡してください。

種　　別 金　　額

動物の火葬手数料（犬・猫等） １体につき　１０，０００円

しおや聖苑

所 在 地　栃木県矢板市乙畑 1806 番地 3

連 絡 先　TEL.0287-48-0411

開苑時間　午前 9 時から午後 5 時まで

　　　　　電話による受付は、午前 8 時 30 分から

　　　　　午後 5 時まで

休 苑 日　友引の日及び 1 月 1 日から 1 月 3 日
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不法投棄は犯罪行為です！

不法投棄を発見したら？

●塩谷町の不法投棄対策について

　①不法投棄監視員による、パトロールの実施

　町内全域の巡回パトロールを実施し、不法投棄の抑制・投棄物の回収を実施しています。

　②町内一斉清掃の実施

　町民のみなさんに、自分の住んでいる行政区内の清掃を実施してもらうことにより、地域

環境の向上にご協力いただいています。

　③不法投棄防止の看板設置

　不法投棄された場所及びされやすい場所に警告看板を設置しています。

　④関係機関との連携

　不法投棄においては、産業廃棄物の不法投棄、または、その疑いのあるものについては、

栃木県北環境森林事務所、警察署、その他関係機関と連携を図りながら不法投棄現場の調

査を行っています。

●不法投棄をさせない工夫について

　土地所有者や地域全体で、土地を清潔に保つことや、地域ぐるみの監視活動等、ごみを捨

てられない環境づくりをすることが必要です。

●もし捨てられたら

　不法投棄は、原因者（投棄した人）が回収するのが原則です。

　しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者（管理者）が回収することになります。

　不審な車両の早期発見（車両ナンバーを控える）や関係機関への通報を行うなど、不法投

棄の未然防止にご協力をお願いします。

　廃棄物を捨てられてしまったなど、不法投棄を発見した場合は、速やかに下記連絡先にご連

絡ください。

　その際に、お名前、ご連絡先、不法投棄された場所・状況などを、電話にて確認させていた

だき、その後に現場確認など対応いたします。

　　［連絡先］　県北環境森林事務所環境対策課　　☎０２８７（２2）２２７７

　　　　　　　　塩谷町住民課　　　　　　　　　　☎０２８7（45）１１18

　　　　　　　　矢板警察署　　　　　　　　　　　☎０２８7（43）０１１０

不法投棄をした場合、

５年以下の懲役若しくは1000万円（法人の場合は

３億円）以下の罰金又はその併科に処せられます。
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発行・問合せ先　塩谷町　住民課

TEL 0287－45－1118　FAX 0287－41－1014

ユリピー


