
プラごみの出し方≪質問と回答≫ 

 

第２次ごみ改革中学校区説明会、自治会説明会、出前講座などでいただいた主な質問やご

意見への回答を掲載いたします。 

今後もプラごみの分別・収集へのご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

主な質問・意見への回答 

ごみの出し方について 

№ Ｑ Ａ 

1 当面の間、現在の不燃袋（オレ

ンジ色の袋）でプラごみを出せ

るということだが、具体的には

いつごろまで出せるのか。 

また、プラごみ袋（青色袋）に

交換してくれるのか 

当面の間とは短い期間ではなく、基本的には市民の皆様が

現在お持ちの余ってしまう不燃袋を使い切ることのできる

ある程度長い期間を予定しています。 

このような対応をいたしますので、不燃袋をプラごみ袋に

交換することは今のところ考えておりませんのでご理解を

お願いいたします。 

2 プラごみを不燃袋（オレンジ色

の袋）で出すときは、不燃ごみ

も一緒に入れてよいのか 

プラごみを不燃袋（オレンジ色の袋）で出す場合も不燃ごみ

を混入しないでください。 

不燃ごみは、不燃の日（4 週に 1 回）に不燃袋（オレンジ

色の袋）で出してください。 

3 プラごみは、どの程度きれいに

すればよいのか 

残りカスなどが付いていない程度で、見た目にきれいであ

れば、油分は残っていても大丈夫です。 

（分別ガイド４ページ参照） 

4 プラごみは、二重袋にしないで

指定収集袋に直接入れるとい

うことだが、なぜか 

市のプラごみ資源化施設では、指定収集袋を機械により破

きますが、二重袋になっていると内側の袋が破けず、分別作

業の妨げになり、資源化できず焼却処理しなければならな

くなってしまうためです。 

5 可燃ごみも二重袋にしてはだ

めなのか 

可燃ごみの場合は、二重袋で出していただいて大丈夫です。 

6 お菓子の袋も洗って出すのか。 

特にポテトチップスの袋は、裏

に油が付いているがプラごみ

で出してよいのか 

はたいて残りカスを出していただければ、洗わなくても大

丈夫です。油が残っていても大丈夫です。 

7 プラ製シャンプーボトルはど

のくらいきれいにすればよい

のか 

使い切って、逆さにして残っている中身を出して軽くすす

いでプラごみで出してください。 



8 傘の出し方は、どのように変わ

るのか 

現在は５本まで不燃の大袋に入れて出していただいていま

すが、R2年１月からは、プラごみを大袋または中袋で出す

時に、袋には入れずに束ねてプラごみの隣に出してくださ

い。 

（1袋に対して３本まで）（分別ガイド７ページ参照） 

9 透明でなく色つきのプラも出

してよいのか 

色つきのプラもプラごみで出せます。 

10 プラごみに値段などのシール

がついている場合は、はがして

出さなければいけないのか 

そのまま出していただいて大丈夫です。 

簡単にはがせるものは、はがしていただくと助かります。 

 

11 納豆のからしの袋などはどう

すればよいのか 

小さくて汚れを落とすことが困難な場合も含め、汚れを落

とせない場合は、可燃ごみで出してください。 

12 油が入っていたプラボトル、び

んはどう出せばよいのか 

ぼろきれ等の上で逆さにして一晩おいて油をきっていただ

き、びんはびん、プラはプラごみで出してください。 

13 

 

塗装やコーティングがしてあ

り材質がわからない場合はど

うすればよいか 

プラマークやプラスチック製品とわかる表示があればプラ

ごみに、その他不明なものは、クリーンセンターへお問い合

わせください。 

14 

 

袋に入らない大きな発泡スチ

ロールの出し方は 

小さくできれば、プラごみ指定収集袋に入れて出してくだ

さい。切り目を入れると割れやすくなります。 

小さくできない場合は粗大ごみで出してください。 

15 

 

プラごみの分別もごみ分別ア

プリにも反映してほしい。 

ホームページやアプリの分別辞典へは、令和 2 年１月から

反映しています。 

16 

 

50 音順の分別一覧があると

よい 

ホームページ、アプリに掲載している分別辞典は 50 音順

の分別一覧となっています。プラごみの分別についても令

和 2年１月から反映しています。 

17 電池を取出しにくいもの、入っ

ているかわからないものは、ど

のように出せばよいのか。 

電池が取り出せないものや電池が入っているか判断が難し

いものは、有害ごみで出してください。 

18 

 

チューブ類など、汚れを落とし

づらいものは可燃に出される

ことが多くなることが気にな

る。 

可燃ごみで出された場合は、焼却処理されます。プラごみで

出していただければ資源化されます。できればハサミなど

で半分に切って中身を取り除いてプラごみに出していただ

くようお願いしていきます。 

19 洗ったり、拭いたりすると水質

汚染、可燃ごみの増につながる

のではないか 

水で洗うことに抵抗がある場合には、使用済みのティシュ

やぼろきれ等で拭き取るなど、新たなごみを増やさない方

法でのご協力をお願いします。 

20 市の資源化施設では、収集した

プラを何種類に分けるのか 

プラスチック製容器包装と製品プラスチックの２種類で

す。 

 



21 プラスチック製容器包装と製

品プラスチックは、家庭から出

すときに分けてもらった方が

よいのではないか 

別々に収集すると収集費用が倍になります。また、プラマー

クがついていないプラスチック製容器包装もあり、家庭で

は分別に迷うものが多いため、わかりやすい分別方法を採

用し、資源化をより進めていくものです。 

 

22 製品プラスチックにプラスチ

ック製容器包装を詰め込んで

出してもよいか 

二重袋にした場合と同様に資源化作業の妨げになるため製

品プラスチックにプラスチック製容器包装を詰め込んで出

さないでください。 

23 プラごみは、小さく切断して出

してもよいか 

小さく切断して出す場合には、名刺大サイズ程度まで

としてください。 

 

 

ごみの分別について 

Ｑ Ａ 

1 ラップは何ごみ 汚れを落とすことができればプラごみ、落とせなければ可

燃ごみで出してください。 

2 レジ袋は何ごみ プラごみで出してください。 

買い物の際は、できるだけレジ袋は断るマイバック運動へ

のご協力をお願いします。 

3 ビニール袋、アルミ箔は何ごみ ビニール袋はプラごみ、アルミ箔は不燃ごみで出してくだ

さい。どちらも汚れが取れない場合は可燃ごみです。 

4 テニスボールは何ごみ テニスボールは、不燃ごみで出してください。 

 

5 プラスチック製のおもちゃは

何ごみ 

プラごみで出してください。 

電池が入っているものは電池を抜いて、電池は有害ごみで

出してください。 

6 ペットボトルのラベルは何ご

み 

ペットボトルのラベル、キャップはプラごみで出してくだ

さい。キャップについては、回収しているところにお出し

いただくと売上金がワクチンになる運動を実施していると

ころがありますのでご協力をお願いします。 

また、ペットボトル本体についてもできるだけ買ったお店

の店頭回収に出していただくようお願いします。 

7 ホッチキス針、クリップ、針金、

釘、はさみは何ごみ 

ホッチキス針、クリップ、針金、釘は数や量が多い場合は

金属類、少ない場合は不燃ごみで出してください。 

はさみは、不燃ごみで出してください。 

先の尖ったもの、刃物などを不燃ごみに入れる際は、紙類

などで覆い、袋に「刃物あり」と書いたメモを貼ってくだ

さい。                



8 注ぎ口がプラスチック製の 

ジュースのパックは何ごみ 

できれば、注ぎ口部分を切り取ってプラごみで出してくだ

さい。 

紙パック部分は紙パック類で出してください。 

ただし、裏がアルミ箔のものは可燃ごみで出してください。 

9 ガラス繊維製のものは何ごみ 不燃ごみで出してください。 

 

10 調味料や洗顔料のペットボト

ル容器は何ごみ 

ペットボトルのマークがついていれば、ペットボトルで、

それ以外のものは、プラごみで出してください。 

11 靴は何ごみ 靴は不燃ごみで出してください。 

 

12 プラ製の薬容器は何ごみ 薬の容器などは、収集・分別の作業員の人によっては有害

となってしまうこともありますので可燃ごみで出してくだ

さい。 

13 針金ハンガーはコーティング

されているが金属類で出して

よいのか 

針金ハンガーは金属類で出してください。 

14 裏が銀色（アルミ）のお菓子な

どの袋は何ごみで出せばよい

のか 

プラマークの表示があるものはプラごみで出してくださ

い。 

15 2 種類以上の素材でできてい

るものの分別はどうしたらよ

いのか 

2 種類以上の素材でできているものは、見た目で結構です

ので、一番多く使われている素材で出してください。 

16 プラごみになるすべての製品

の一覧をつくってほしい 

市 HP、ごみ分別アプリの「ごみ分別辞典」は、製品名によ

る検索が可能となっています。また、「ごみ・資源分別カレ

ンダー」では、分別に迷いそうなものの一覧を掲載してい

ます。どちらもプラごみの製品を追加しています。 

 

 

 

指定収集袋について 

№ Ｑ Ａ 

1 プラ専用袋のサイズと値段を

知りたい 

可燃・不燃と同じ金額、サイズです。 

金額は 2円/ℓ、サイズは大中小ミニの 4種類 

 

大（40ℓ）は 80円/枚 

中（20ℓ）は 40円/枚 

小（10ℓ）は 20円/枚 

ミニ（5ℓ）は 10円/枚 



2 当初、プラと不燃は両用袋と

していたが、プラ専用袋（青

色）を新たにつくることにな

ったのはなぜか 

 

当初は、少しでも経費を抑えるという考えからプラと不燃は

両用袋とすることを考えていましたが、市民の皆様から家庭

内での分別の際に入れ間違える。わかりづらい。別々にした

方が、分別意識の向上につながる。などのご意見をいただき、

再度検討した結果、だれにでもわかりやすい別々の指定収集

袋とした方が、資源化が進むものと考え、新たにプラ専用袋

をつくることになったものです。 

 

3 他の袋も 5 枚単位で販売して

ほしい 

不燃袋以外の袋は、使用頻度が多いため、これまでどおり

10枚単位での販売となりますのでご理解をお願いします。                    

4 １枚で買える販売店を教えて

ほしい。また、増やしてほし

い。 

「ごみ・資源分別カレンダー」で、１枚でも買える販売店を

ご紹介しています。（R2年版２９ページ参照） 

今後も１枚でも買える販売店を増やしていくよう、各販売店

にお願いしていきます。 

5 今の袋はプラを入れると破け

てしまうことがあるが、強度

を強くできないか 

プラごみの指定収集袋は、より避けにくい素材となっていま

す。 

6 ボランティア袋のプラごみ用

もできるのか 

ボランティア清掃で集めていただいたプラごみは汚れてい

るため可燃ごみで出していただきます。 

そのため、プラごみ用のボランティア袋はつくりません。 

 

不燃ごみについて 

№ Ｑ Ａ 

1 不燃ごみとしては何が残るの

か 

プラごみ分別収集開始後の不燃ごみは、陶磁器、ガラス、皮、

皮革・ゴム製品などだけとなります。 

2 不燃ごみは将来もこのままか 将来的には陶磁器、ガラス、皮製・ゴム製品などの資源化を

検討し、不燃ごみゼロを目指します。 

3 大きいものは４週に１回だと

保管に困る。指定収集袋に入

れてクリーンセンターに直接

持ち込むことはできるか 

直接持ち込むことができます。 

指定収集袋に入れていただいた場合は、それ以上の料金はか

かりません。 

指定収集袋に入れていない場合は、重量に応じた処理手数料

がかかります。42円/㎏（10㎏単位で四捨五入） 

4 ４週に１回だと不法投棄が増

えるのではないか 

プラごみ分別収集開始後の不燃ごみは、陶磁器、ガラス、皮

革・ゴム製品などだけとなり、一般家庭では、多くても月に

１回出るかどうか程度の排出になるため、４週に１回の収集

としています。 

なお、不法投棄は違法行為ですので、警察と連携して対応し

ていきます。 



ごみ処理手数料について 

№ Ｑ Ａ 

1 プラごみ袋が不燃・可燃と同

額だと分別の気持ちが高まら

ない。 

プラごみ専用袋を安価にした場合には、その分を市民の皆様

の税金でご負担いただくこととなり、排出量に応じた負担が

薄れてしまいます。他のごみ同様にプラごみも減量を意識し

ていただくために同額とさせていただいたものです。また、

他のごみの混入や週１回の排出となることから容器包装お

返し大作戦での店頭回収への返却量が減少する恐れもあり

ます。 

2 資源は、無料の方針ではない

のか 

資源物だから無料という方針はありません。 

現在、資源で収集している缶、びんなどに比べプラスチック

類ごみは、その量が桁違いの多さです。 

これを無料で収集した場合には、その処理費用を市民の皆様

の税金でご負担いただくこととなり、排出量の多い市民と少

ない市民の間での費用負担に明確な差がつかず不公平感が

生じます。 

有料とすることで、排出量に応じた負担をいただくことで公

平性が確保でき、またプラごみの減量にも繋がっていきます

のでご理解をお願いします。 

3 自治会のイベントで出たプラ

ごみはどのように出せばよい

のか 

これまでは可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみに分類していただ

いていましたが、令和 2 年１月からは、新たにプラごみの

分別をお願いすることになります。 

ただし、汚れを取ることができないものは可燃ごみとなりま

す。 

4 指定収集袋代（ごみ処理手数

料）は何に使われるのか 

平成 30 年度の指定収集袋の売上収入は約 4.3 億円です。

一方ごみ処理にかかる経費は約 38.4億円となっています。

指定収集袋の売上収入は、ごみの収集や処理経費の一部に充

てさせていただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



拡大生産者責任について 

№ Ｑ Ａ 

1 容器包装プラスチックを利用

する企業、販売店の負担はどう

なっているのか 

容器包装リサイクル法では、市民は分別排出、市は収集・運

搬・保管、生産者はリサイクル費用を負担するよう決められ

ています。日野市では、収集・運搬・保管の費用についても

生産者が負担するなど、生産者の責任を強めていくよう東

京都を通じて国に要望しています。また、トレーなどを買っ

たお店の店頭回収に出していただくことも企業・販売店の

負担を強めていくこととなりますので、「お返し大作戦」へ

のご協力をお願いします。 

2 店頭回収を条例などで義務化

するべき 

店頭回収については、法的に定められた責務ではありませ

んが、企業が社会的責任や地域貢献として実施しています。

義務化については、法的な整理や対象とする品目、販売店の

規模などいろいろな整理をしなければならない課題があ

り、早期の実施は難しいと考えます。調査研究を行っていき

ながら、まずは店頭回収未実施店へ企業の社会的責任や地

域貢献を果すように引続き協力を強くお願いしていきま

す。 

 

 

トレー・発泡スチロールの有料化、お返し大作戦について 

№ Ｑ Ａ 

1 発泡スチロール、トレーは、な

ぜ有料になるのか 

発泡スチロール、トレーはプラスチック製容器包装であり、

他のお菓子の袋などと一緒に容器包装リサイクル協会を通

じてリサイクルするので、一緒に収集するものです。 

市民の皆様にはご負担をおかけしますが、過剰包装のもの

はなるべく買わない、トレーはお返し大作戦へ、緩衝材など

の発泡スチロールは、最近は、ビニール製のエアーが入った

ものや紙製などに変わってきてはいますが、可能であれば

業者に引き取ってもらうなど、ごみ減量へのご理解ご協力

をお願いします。 

2 ペットボトルも有料になるの

か 

ペットボトルは、これまでどおり無料で 4週に 1回の収集

で変わりありませんが、ラベル、キャップは外して、プラご

みで出してください。キャップについては、回収していると

ころにお出しいただくと売上金がワクチンになる運動を実

施しているところがありますのでご協力をお願いします。 

また、ペットボトル本体についてもできるだけ買ったお店

の店頭回収に出していただくようお願いします。 



3 トレーはスーパーなどで引続

き回収してくれるのか 

市がプラごみの収集を開始したからという理由で中止にな

ることはありません。引き続き、トレーなどは買ったお店の

店頭回収へ返す「お返し大作戦」へのご協力をお願いしま

す。 

4 店頭回収実施店舗を増やして

ほしい。 

店頭回収未実施店へは、今後も協力を強くお願いしていき

ます。 

5 ペットボトルを返すとポイン

トを貰えるお店がある。こうい

うお店を増やしてほしい。 

ペットボトル、トレーなどについて店頭回収に出すとポイ

ントが付くような仕組みができないか検討していきたいと

考えます。 

6 販売店に返したトレーなどが

どうなっているのかも確認し

てほしい。 

スーパーの取り組みなどを各社のホームページで紹介して

いただけるようにお願いしてまいります。             

7 店頭回収は、販売店のメリット

も取入れて対応していくとよ

いと思う。 

現在も広報で協力店を紹介しています。 

今後は、協力店を増やしていくためにも販売店のメリット

について更に検討していきます。 

8 回収しない店舗を公表できな

いか 

法的に回収しなければならないものではありませんので公

表は難しいと考えます。 

逆に、実施していただいている店舗については積極的に紹

介していきたいと考えています。 

 

 

 

資源化について 

№ Ｑ Ａ 

1 資源化率には、燃料になった分

は含めないでほしい。 

燃料になった場合でも、石油などの限りある天然資源の使

用軽減につながりますので、資源化率に換算することにご

理解をお願いします。 

2 委託業者がごみを輸出しない

ようしっかり管理してほしい 

業者任せにせずに資源の行方などをしっかりと管理し、ど

のようにリサイクルされたかを広報などでお知らせしてい

きます。 

3 何に生まれ変わったか広報で

知らせるのは毎年いつ頃か 

基本的には、翌年度の夏ごろと考えております。 

4 プラを資源化すると資源化率

はいくつになるのか 

H30 年度は 34.1%ですが、プラ他がしっかりと分別され

れば、資源化率は 45％になります。 

5 資源化すると市に利益は出る

のか 

品質の高い（きれい）プラごみを引渡した場合は、リサイク

ル費用が少なくて済みますので、容器包装リサイクル協会

からの拠出金収入はありますが、プラごみの収集・運搬・分

別などの支出費用の方が高く利益は出ません。 



プラ分別収集の意義について 

№ Ｑ Ａ 

1 ２３区では焼却しているの

に、なぜ多くのエネルギーを

使ってプラを再利用し、最終

的には海ごみになるリサイク

ルを進めるのか。 

地球温暖化対策のために焼却量を減らし、また新可燃ごみ処

理施設の規模を縮小できたことにもつながっています。 

プラスチック類ごみを分別収集することで、使い捨てプラ製

品を買わない、貰わないという意識が向上し、使い捨てプラ

製品をつくらせないことにもつながっていき、海ごみ対策に

もなります。 

2 資源化しても燃料に使われた

場合は、CO2削減に繋がらな

い。プラ製品を少なくするし

かないのでは 

燃料になった場合でも、石油などの限りある天然資源の使用

軽減につながりますが、ご意見のとおり、プラ製品を少なく

していくことが肝心です。使い捨てプラを買わない貰わない

ことで、使い捨てプラ製品をつくらせないことにもつながっ

ていきますので、ご協力をお願いします。 

 

事業の進め方について 

№ Ｑ Ａ 

1 決定路線を見直そうという考

えがない 

これまで、廃棄物減量等推進審議会、ごみ減量推進市民会

議、第３次ごみゼロプラン策定委員会、ごみゼロ推進員研修

会、市民説明会、パブリックコメント、地元自治会などから

いただいたご意見を参考にして検討を重ねて、方針を固め

ています。 

なお、プラごみ分別収集開始後も検証を重ねていきたいと

考えています。 

 

周知方法について 

№ Ｑ Ａ 

1 単身者住宅や集合住宅の方な

どにもしっかり伝えてほし

い。 

自治会やグループなどへの説明会や出前講座を実施、分別ガ

イドや分別カレンダーを全戸配布、広報でもお知らせして周

知しています。今後も広報や出前講座などにより情報提供を

続けていきます。 

 

ごみ処理広域化について 

№ Ｑ Ａ 

1 国分寺市、小金井市のプラご

みも受け入れるのか 

日野市・国分寺市・小金井市で共同処理するのは、可燃ごみ

だけです。プラスチック類ごみの資源化は、日野市単独の事

業であり、2市のプラごみを受け入れることはありません。

なお、国分寺市・小金井市は、すでにプラスチック類ごみの

資源化を行っています。 



 


