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第１章第１章第１章第１章    計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項    

 

第１節第１節第１節第１節    計画改定の趣旨計画改定の趣旨計画改定の趣旨計画改定の趣旨    

 本計画の策定は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年法律第 137号）の第

6条第１項において義務付けられている。同法で、市町村は、区域内の一般廃棄物の適正な

処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定されており、本計画は、生活

環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、区域内の一般廃棄物の適正な処理を行うために、

一般廃棄物処理に関する計画を定めるものである。 

本市では、平成 21年 2月に「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、長期的・総

合的な視点から排出されるごみを適正に処理するための施策や事業に対する基本方針を示

し、循環型社会の形成に向けて、市民、事業者、行政の協働・連携により廃棄物の効率的

な収集および処理を進めてきた。 

 平成 21年の計画策定から 6年間が経過し、その間当市では、ごみの分別区分や収集回数

の見直しが行われている。一方、国や県においても様々な施策や新たなリサイクルに関す

る立法が行われており、これらを計画へ反映する必要が生じている。また、分別区分の見

直しやごみ減量施策の実施にともない、ごみ排出量やごみ資源化量の目標数値と実績に乖

離が生じている。 

 こうした状況を踏まえ、これまでの現状と課題の整理や取組の評価を行うとともに、社

会状況の変化への対応と、新たな計画目標値の設定を行い、課題解決と目標実現のための

施策を示すため、見直し計画を策定するものである。 
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第２節第２節第２節第２節    計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け    

 本計画は、以下図 1-1に示すように、中津市総合計画や大分県廃棄物処理計画などの上記

計画を踏まえた上で計画の立案を行っている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 本計画の位置付け 

 

第３節第３節第３節第３節    計画目標年計画目標年計画目標年計画目標年    

 既定計画は平成 19年度を基準年度とし、平成 21年度を初年度、平成 35年度を目標年度

とする 15年間とする。本計画は、既定計画策定後の 5年目となる平成 25年度を中間目標

年度設定し、平成 35年度までのごみ処理に関する基本方針を示すものとする。 

 なお、計画は概ね 5 年ごとに改訂するほか、計画の前提となる諸条件に変動があった場

合は見直しを行うものとする。 

 

  

環境基本法 

循環型社会形成推進基本法 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 資源の有効な利用の促進に関する法律 

各リサイクル関連の法律 

廃棄物の適正処理 リサイクルの促進 

大分県廃棄物処理基本計画 

大分県ごみ処理広域化基本計画 

第四次中津市総合計画 

 

         

中津市一般廃棄物処理計画 

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画 

ごみ処理実施計画 

（単年度） 

生活排水処理実施計画 

（単年度） 

計画対象地域：中津市全域 

基準年度  ：平成 19年度 

計画期間  ：平成 21年度～平成 35 年度（15 年間） 

計画目標年 ：平成 35年度 
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第第第第４４４４節節節節    将来計画将来計画将来計画将来計画    

本市の上位計画である中津市総合計画におけるごみ処理関係の位置付けは、下記表1-1に示

すとおりである。 

表1-1 総合計画の概要 

項   目 概   要 

将来計画 

 

■中津市総合計画 平成21年度～平成30年度 

 目標年次 ：平成30年度 

基本理念 ：山国川の「みず」と耶馬の「もり」のめぐみを受け、「ひと」が育ち、癒され、た 

ゆみなく「もの」がうまれる「人にやさしい」まち“なかつ” 

基本方針 ：『ひと』と『自然』を守り、安全・安心で快適に住めるふるさとづくり 

計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【安心と快適な生活環境づくり】 

《ごみ減量化・資源化の推進》 

① ３Ｒの推進（リデュース）（リユース）（リサイクル） 

  リデュース（発生抑制） 

⇒マイバッグ運動の更なる推進、簡易包装等の推進によるごみ発生抑制 

  リユース（再使用） 

⇒フリーマーケットの開催、クリーンプラザアース君の部屋、ゆずります・ゆずってく 

ださいコーナー等による不用品再利用 

  リサイクル（再資源化） 

⇒雑がみ等の容器包装のリサイクルの推進、生ごみの堆肥化の推進（電気式生ご 

み処理機・生ごみコンポスト化容器の補助金、段ボールコンポスト資材提供）など 

による再資源化の促進 

② 適正処理の推進 

⇒不法投棄を防止するために、不法投棄監視員によるパトロールの強化や自治会 

などと連携した情報収集により不法投棄対策を強化する。 

③ 市民・事業者への啓発 

⇒市民や事業者に対して、ごみの適正処理に関する理解と分別排出の徹底・減量 

化・再資源化に向けた意識の啓発を図るため、広報・啓発活動を充実させる。 

 

《ごみ処理施設の整備》 

① 焼却・資源化施設の整備 

⇒クリーンプラザについては、適正な整備・維持管理に努め施設の長期延命化を図 

る。また、施設の老朽化が進んでいくため、新施設の整備に向けた各種検討を行 

っていく方針とする。 

② 最終処分場の確保 

⇒最終処分場は埋立残余年数が僅かなため、嵩上げや焼却灰のセメント化を行い、 

最終処分場の延命化を図るとともに、新規最終処分場の確保に努める。 



 

        



 

    

    

    

    

    

    

こ れ ま で の 取 組 の 評 価こ れ ま で の 取 組 の 評 価こ れ ま で の 取 組 の 評 価こ れ ま で の 取 組 の 評 価    
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第２章第２章第２章第２章    これまでの取組の評価これまでの取組の評価これまでの取組の評価これまでの取組の評価    

 

第１節第１節第１節第１節    計画達成状況の評価計画達成状況の評価計画達成状況の評価計画達成状況の評価    

 既定計画の目標値と平成 25年度までの実績の比較を以下の表 2-1に示す。 

 

表 2-1 計画達成状況 

項  目 
平成 19年度 

（基準） 

平成 21年度 

（実績） 

平成23年度 

（実績） 

平成25年度 

（実績） 

平成25年度 

（目標値） 

1 人 1 日当たりごみ排

出量 

（ｇ/人・日） 

1,127g 

/人・日 

1,055g 

/人・日 

1,051g 

/人・日 

1,031g 

/人・日 

1,024g 

/人・日 

ごみ排出量（ｔ/年） 35,345 32,919 32,836 32,753 32,080 

資源化量 （ｔ/年） 5,005 6,737 7,101 6,988 10,078 

資源化率 （％） 14.2% 20.5% 21.6% 21.3% 31.4% 

最終処分量 （ｔ/年） 5,075 2,479 1,613 1,530 1,560 

 

 1人 1日当たりのごみ排出量は、平成 21度と平成 25年度を比較すると減少しているも

のの、平成 25年度目標値 1,024ｇに対し、実績では 1,031ｇとなっており、目標達成には

至っていない。 

 ごみ排出量は、平成 25年度目標値 32,080ｔに対し、実績では 32,753ｔとなっており、

目標達成には至っていない。これは、既定計画では、平成 21年度からごみ袋の有料化を実

施予定としていたが、未実施のためごみの減量化が予定よりも進まなかった。 

 資源化量は、平成 25年度目標値 10,078ｔに対し、実績では 6,988ｔとなっており、目標

達成には至っていない。これは、平成 25年度に容器包装プラスチック類の分別を実施予定

となっていたが、未実施のため資源化量が目標値には至らなかった。 

 資源化率は、平成 25年度目標値 31.4％に対し、実績では 21.3%となっており、目標達成

には至っていない。これは、資源化量と同様に容器包装プラスチック類の分別回収の未実

施が原因と考えられる。 

 最終処分量は、平成 25年度目標値 1,560ｔに対し、実績では 1,530ｔとなっており、平

成 21年度から焼却飛灰のセメント化を実施したことで目標を達成することができた。 

 

※直接埋立物除く 
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第２節第２節第２節第２節    施策の評価施策の評価施策の評価施策の評価 

 既定計画のごみ減量、適正処理の施策の評価として、実施できているもの・充実をはか

ったものは○、一部で実施しているもの・調整中や検討中のものは△、実施していないも

のは×により表記している。 

 

（（（（１）ご１）ご１）ご１）ごみの排出抑制のための方策に関する事項みの排出抑制のための方策に関する事項みの排出抑制のための方策に関する事項みの排出抑制のための方策に関する事項    

項  目 評価 内  容 

廃棄物減量等推進審議会の開催 ○ 
毎年審議会を開催し、市民・事業所等と共同

してごみ減量・資源化の取組を実施 

出前講座の開催 ○ 
資源回収団体や自治会などの団体に向けて

のミニ集会を実施 

啓発活動の拡充 ○ 
ごみ・資源カレンダー、市報、冊子などを通

じて啓発活動を実施 

環境学習の充実 ○ 
市内全域の小学 4年生を対象にしたクリーン

プラザ見学の受入を実施 

マイバッグキャンペーンの普及及

び環境にやさしいお店制度の推進 
△ 大分県が中心となり、レジ袋削減を実施 

店頭回収の推進 △ 
一部事業者が独自で古紙やペットボトルな

どの容器包装の回収を実施 

助成事業の推進 ○ 
生ごみコンポスト化容器、電気式生ごみ処理

機、ごみ集積ボックスの購入費補助を実施 

在宅医療廃棄物の適正排出の徹底 △ 医師会、薬剤師会との連携強化が必要 

 

（２（２（２（２）ご）ご）ご）ごみの減量化及び資源化に関する事項みの減量化及び資源化に関する事項みの減量化及び資源化に関する事項みの減量化及び資源化に関する事項    

項  目 評価 内  容 

ごみ袋有料化を検討 △ 
ごみ減量施策の一つとして、その他の施策の

進捗状況を踏まえて検討 

容器包装プラスチック類を新たな

分別区分に追加 
× 未実施 

既存の分別品目の適正分別の啓発

を強化 
△ 

古紙類のうち、「雑がみ」を重点的に啓発活

動の強化を実施、継続した啓発が必要 
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項  目 評価 内  容 

生ごみ減量化の促進 ○ 
平成 22 年 2 月からダンボールコンポスト資

材の無償配布を実施 

温室効果ガスの削減への貢献 △ 
容器包装プラスチック類の分別収集未実施

のため一部非貢献 

    

（３）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項（３）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項（３）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項（３）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項    

    １．収集・運搬１．収集・運搬１．収集・運搬１．収集・運搬    

項  目 評価 内  容 

ごみ減量化施策の実施に伴う収

集・運搬への対応 
○ 

「危険有害ごみ」回収に伴い適正分別への対

応実施 

資源品目の重点的回収等に伴う収

集・運搬への対応 
○ 

「古紙・古布」回収日を月 2回収集の変更へ

の対応実施 

事業系ごみの適正な監督 △ 
クリーンプラザへ事業系古紙の搬入が一部

あり、継続した啓発が必要 

高齢者や障がい者に配慮した収集

サービスの検討 
△ 

介護保険サービス等のその他施策との調整

を必要とし、引き続き検討 

 

 ２．中間処理２．中間処理２．中間処理２．中間処理    

項  目 評価 内  容 

既存施設の適切な維持管理を継続 ○ 
平成 22 年度に長期修繕計画を策定し、計画

的に修繕を実施 

将来的な施設整備に向けた検討を

実施 
○ 

平成 26 年度に施設の基礎調査を実施し、今

後の整備計画を検討 

 

    ３．最終処分３．最終処分３．最終処分３．最終処分    

項  目 評価 内  容 

飛灰のセメント化による最終処分場の

延命及び適正な維持管理の継続 
○ 

平成 21 年度から焼却飛灰のセメント原料化

を実施 

最終処分場の嵩上げ工事の実施 ○ 
平成 22年度に処分場の嵩上を実施 

(平成 38年度まで埋立可能予定) 

 

  



 

        



 

    

    

    

    

    

    

廃 棄 物 処 理 の 現 状 と 課 題廃 棄 物 処 理 の 現 状 と 課 題廃 棄 物 処 理 の 現 状 と 課 題廃 棄 物 処 理 の 現 状 と 課 題    
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第３章第３章第３章第３章    廃棄物処理の現状と課題廃棄物処理の現状と課題廃棄物処理の現状と課題廃棄物処理の現状と課題    

 

第１節第１節第１節第１節    ごみ分別区分に関する現状ごみ分別区分に関する現状ごみ分別区分に関する現状ごみ分別区分に関する現状    

１．本計画におけるごみ１．本計画におけるごみ１．本計画におけるごみ１．本計画におけるごみのののの種類の定義種類の定義種類の定義種類の定義    

 本計画では、「収集ごみ」と「直接搬入ごみ」の 2種類の区分を用いて、ごみ排出状況の

実態を整理している。 

 「収集ごみ」とは、本市が委託する収集業者がごみ集積所から収集したごみと定義して

おり、「直接搬入ごみ」とは、個人または事業所が直接本市の処理施設へごみを搬入するも

のや、事業所が収集運搬の許可を持つ収集業者に委託して本市の処理施設へ搬入するもの

の合計値として定義している。 

 

（１）（１）（１）（１）    ごみの分別区分ごみの分別区分ごみの分別区分ごみの分別区分    

 本市では、家庭より排出される燃やすごみ、燃えないごみ、粗大ごみ、資源ごみの収集

範囲は本市全域としており、それぞれ委託により収集している。市民が排出する際のごみ

分別区分を表 3-1のとおり整理した。 

 平成 26年 4月から新たに「危険有害ごみ」の分別区分を新設し、それまで燃えないごみ

で排出していた「スプレー缶・ガス缶」、「ライター類」、「蛍光管」、「乾電池」、「小形充電

式電池」、「水銀入り体温計」を分別回収している。 

 

 

表 3-1 ごみの分別区分 

現況分別区分 
 

旧中津地区 旧下毛地区 

燃やすごみ ● ● 

燃えないごみ ● ● 

危険有害ごみ ● ● 

粗大ごみ ● ● 

びん・缶・ペットボトル ● ● 

古紙・古布・雑がみ ● ● 

発泡スチロール － ● 

牛乳パック ● ● 

食品トレイ ● ● 

小型家電 ● ● 
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（２）（２）（２）（２）    収集・運搬形態収集・運搬形態収集・運搬形態収集・運搬形態    

 ごみの収集頻度、収集方法、排出方法及び収集形態を表 3-2に示した。 

 収集方法は、燃やすごみ、燃えないごみ、危険有害ごみ、びん・缶・ペットボトル、古

紙・古布については、戸別収集方式とステーション方式を併用している。効率的な収集を

行うために、自主的にごみ集積ボックス施設の整備を行う地域の団体に対して購入費の補

助を行い、ステーション方式を採用する地域を増加させる施策を実施している。 

また、旧中津地区の、食品トレイや牛乳パックについては、市内のスーパーや公民館な

どの公共施設（平成 25年度実績：市内 56カ所）に回収ボックスを設置し回収を行ってい

る。 

 小型家電については、平成 25年 11月から拠点回収を開始し、市内の公共施設（17カ所）

に回収ボックスを設置し回収を行っている。 

 

表 3-2 ごみの収集頻度・排出方法・収集形態 

現況分別区分 
 

収集頻度 収集方法 排出方法 収集形態 

燃やすごみ 2 回/週 
戸別収集 

ステーション方式 
無色透明袋 

委託収集 

燃えないごみ 1 回/月 

危険有害ごみ 1 回/月 

粗大ごみ 
旧中津地区 1 回/週 

戸別収集 直接 
旧下毛地区 2 回/月 

びん・缶・ペットボトル 2～3 回/月 

戸別収集 

ステーション方式 

無色透明袋 

古紙 
2 回/月 

紐で括る又は 

無色透明袋 

古布 無色透明袋 

発泡スチロール 旧下毛地区 1 回/月 ステーション方式 無色透明袋 

牛乳パック 
旧中津地区 適時 拠点回収 回収ボックス 

旧下毛地区 1 回/月 ステーション方式 無色透明袋 

食品トレイ 
旧中津地区 適時 拠点回収 回収ボックス 

旧下毛地区 1 回/月 ステーション方式 無色透明袋 

小型家電 適時 拠点回収 回収ボックス 
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第２節第２節第２節第２節    廃棄物処理の流れ廃棄物処理の流れ廃棄物処理の流れ廃棄物処理の流れ    

 本市の廃棄物の処理の流れを図 3-1に整理した。 

 

 

 

 

 

 

  

図3-1　ごみ処理・処分の流れ

一般廃棄物埋立処分場

リサイクルプラザ
（破砕処理系列）

リサイクルプラザ
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燃えないごみ
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びん・缶・ペットボトル

直接埋立
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不燃物類（焼却後）

不燃残渣

鉄
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銅線

資源化
（処理後）

資源化
（処理後）

焼却飛灰

生ごみ堆肥化

資源化

排出抑制

資源ごみ
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缶（アルミ・スチール）

ペットボトル

古紙

古布

発泡スチロール

資源化
（処理後）

スプレー缶・ガス缶

剪定枝

資源回収

食品トレイ

小型家電

蛍光管

乾電池

小形充電式電池

牛乳パック資源化
（直接）
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選別残渣

不燃残渣

焼却残渣等

資源化物

資源化物
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第３節第３節第３節第３節    ごみ排出量ごみ排出量ごみ排出量ごみ排出量・資源化量・資源化量・資源化量・資源化量の現状の現状の現状の現状    

 

１．１．１．１．    ごみ排出量の実績ごみ排出量の実績ごみ排出量の実績ごみ排出量の実績    

（１）（１）（１）（１）総ごみ排出量総ごみ排出量総ごみ排出量総ごみ排出量    

 総ごみ排出量の推移を図 3-2、表 3-3、表 3-4に示した。 

 総ごみ排出量の推移としては、平成 21年度よりほぼ横ばい傾向となっている。なお、平

成 24年度にごみ量が増加している要因は、北部九州豪雨災害関連のごみを約 602ｔ受け入

れたことが影響している。 
 

 
  

 

図3-2　総ごみ排出量の推移

18,663 18,308 18,835 19,037 18,917 

13,425 13,059 13,297 13,756 13,234 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H21 H22 H23 H24 H25

（ｔ/年）
総総総総ごみ排出量ごみ排出量ごみ排出量ごみ排出量

直接搬入ごみ 収集ごみ

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 18,663 18,308 18,835 19,037 18,917

ｔ/年 13,425 13,059 13,297 13,756 13,234

ｔ/年 32,088 31,367 32,132 32,793 32,151

単位 H21 H22 H23 H24 H25

人 85,897 85,532 85,784 85,522 85,407

ｔ/年 32,088 31,367 32,132 32,793 32,151

ｔ/年 831 746 704 649 602

ｇ/人･日 1,050 1,029 1,049 1,071 1,051

全国平均 ｇ/人･日 994 976 976 963 －

大分県平均 ｇ/人･日 937 924 935 947 －

類似団体 ｇ/人･日 971 951 943 － －

 類似団体とは、総務省が市町村を「人口規模」と「産業構造」により分類したもの

 当市は、人口50,000～100,000人、産業構造が二次産業と三次産業が95％未満かつ三次産業が55％以上のグループ

表3-3　総ごみ排出量の推移

表3-4　総ごみ排出量の推移（1人当たりのごみ排出量）

人口

総ごみ排出量

1人1日当たり
ごみ排出量

資源回収量

合計

収集ごみ

直接搬入ごみ
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（２）燃やすごみ（２）燃やすごみ（２）燃やすごみ（２）燃やすごみ    

 燃やすごみの排出量の推移を図 3-3、表 3-5に示した。 

 燃やすごみの排出量については、平成 21年度と平成 25年度を比較すると、1％の減少と

なっているが、年度毎で増減しており、ほぼ横ばい傾向が続いている。 

 

 

 

 

 
 

 

  

単位 H21 H22 H23 H24 H25

収集ごみ ｔ/年 15,447 15,097 15,659 15,846 15,538

直接搬入ごみ ｔ/年 10,797 10,513 10,746 10,770 10,435

合計 ｔ/年 26,244 25,610 26,405 26,616 25,973

表3-5　燃やすごみ排出量の推移

図3-3　燃やすごみ排出量の推移

15,447 15,097 15,659 15,846 15,538 
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0
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15,000
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（ｔ/年）

燃やすごみ排出量燃やすごみ排出量燃やすごみ排出量燃やすごみ排出量

直接搬入ごみ 収集ごみ
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（３）燃えないごみ（３）燃えないごみ（３）燃えないごみ（３）燃えないごみ    

 燃えないごみの排出量の推移を図 3-4、表 3-6に示した。 

 排出量の推移は、平成 24年度を除くと緩やかな減少傾向にある。平成 24年度の大幅な

増加は、大分県北部豪雨に起因するごみが約 220ｔ搬入されたことによる影響である。 

 平成 26年度から燃えないごみのうち、「スプレー缶類」、「蛍光管」、「乾電池」、「小形充

電式電池」、「ライター類」、「水銀入り体温計」を危険有害ごみとして新たな分別区分を設

けて回収を行っている。 

 

 

 

 

 

  

単位 H21 H22 H23 H24 H25

収集ごみ ｔ/年 444 469 485 516 488

直接搬入ごみ ｔ/年 573 531 504 698 492

合計 ｔ/年 1,017 1,000 989 1,214 980

図3-4　燃えないごみ排出量の推移

表3-6　燃えないごみ排出量の推移

444 469 485 516 488 

573 531 504 

698 

492 

0

200

400

600

800

1,000

1,200
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燃えない燃えない燃えない燃えないごみ排出量ごみ排出量ごみ排出量ごみ排出量

直接搬入ごみ 収集ごみ
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（４）粗大ごみ（４）粗大ごみ（４）粗大ごみ（４）粗大ごみ    

 粗大ごみの排出量の推移を図 3-5、表 3-7に示した。 

 排出量の推移は、平成 23年度までは減少傾向であったが、平成 24年度は大分県北部豪

雨による災害ごみの受入により増加している。また、平成 25年度についても平成 24年度

の災害ごみの受入の影響により増加している。 

 

 

 

 

 

 

  

単位 H21 H22 H23 H24 H25

収集ごみ ｔ/年 44 48 26 23 26

直接搬入ごみ ｔ/年 1,749 1,684 1,691 1,942 1,962

合計 ｔ/年 1,793 1,732 1,717 1,965 1,988

図3-5　粗大ごみ排出量の推移

表3-7　粗大ごみ排出量の推移

44 48 26 23 26 
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（５）資源ごみ（５）資源ごみ（５）資源ごみ（５）資源ごみ    

 資源ごみの排出量の推移を、図 3-6、表 3-8に示した。 

 排出量の推移としては、平成 24年度までほぼ横ばい傾向であったが、平成 25年度は、「古

紙・古布」の回収を月 2回に増やしたことにより、若干増加している。 

 

 

 

 

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 2,727 2,694 2,666 2,652 2,865

びん・缶・ペットボトル ｔ/年 1,113 1,094 1,125 1,209 1,232

古紙 ｔ/年 1,360 1,348 1,295 1,224 1,380

古布 ｔ/年 207 209 202 179 214

牛乳パック・食品トレイ ｔ/年 23 27 27 25 29

乾電池 ｔ/年 21 11 14 12 7

蛍光管 ｔ/年 3 5 3 3 3

ｔ/年 1,400 1,623 1,582 1,588 1,620

びん・缶・ペットボトル ｔ/年 12 15 16 29 31

古紙 ｔ/年 294 316 340 307 303

古布 ｔ/年 - - - 10 9

剪定枝木 ｔ/年 1,094 1,292 1,226 1,242 1,275

小型家電 ｔ/年 - - - - 2

ｔ/年 4,127 4,317 4,248 4,240 4,485合計

図3-6　資源ごみ排出量の推移

表3-8　資源ごみ排出量の推移

収集ごみ

直接搬入ごみ
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（６）家庭ごみ（６）家庭ごみ（６）家庭ごみ（６）家庭ごみ    

 家庭ごみの排出量の推移を、図 3-7、表 3-9、表 3-10に示した。 

 排出量の推移としては、平成 24年度に大分県北部豪雨による災害ごみの影響で増加して

いるが、平成 24年度以外はほぼ横ばい傾向となっている。 

 1人 1日当たりの排出量を全国、大分県と比較すると、全国平均、県平均をともに上回る

数値となっている。 

 

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 18,660 18,619 19,172 19,034 18,914

ｔ/年 2,488 2,183 2,352 3,374 2,897

ｔ/年 21,148 20,802 21,524 22,408 21,811

単位 H21 H22 H23 H24 H25

人 85,897 85,532 85,784 85,522 85,407

ｔ/年 21,148 20,802 21,524 22,408 21,811

ｔ/年 831 746 704 649 602

ｇ/人･日 701 690 710 739 719

全国平均 ｇ/人･日 709 697 696 684 －

大分県平均 ｇ/人･日 654 645 648 657 －

1人1日当たり
ごみ排出量

図3-7　家庭ごみ排出量の推移

表3-9　家庭ごみ排出量の推移

収集ごみ

直接搬入ごみ

合計

表3-10　家庭ごみ排出量の推移（1人あたり排出量）

人口

家庭ごみ排出量

資源回収量
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（７）事業所ごみ（７）事業所ごみ（７）事業所ごみ（７）事業所ごみ 

 事業所ごみは、事業所自らクリーンプラザに搬入する場合と、許可業者に依頼しクリー

ンプラザに搬入する場合がある。事業所ごみの排出量の推移を、図 3-8、表 3-11、表 3-12

に示した。 

 排出量の推移としては、平成 23年度を除き減少傾向となっている。 

 事業所ごみ排出量を市民 1人 1日当たりのごみ排出量に換算した数値は、全国平均、大

分県平均をともに上回る数値となっている。 

 

 

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 9,609 9,616 9,612 9,412 9,322

ｔ/年 1,331 949 996 973 1,018

ｔ/年 10,940 10,565 10,608 10,385 10,340

単位 H21 H22 H23 H24 H25

人 85,897 85,532 85,784 85,522 85,407

ｔ/年 10,940 10,565 10,608 10,385 10,340

ｇ/人･日 349 338 339 333 332

全国平均 ｇ/人･日 285 279 280 279 －

大分県平均 ｇ/人･日 284 279 287 290 －

図3-8　事業所ごみ排出量の推移

表3-11　事業所ごみ排出量の推移

許可業者搬入ごみ

直接搬入ごみ

合計

表3-12　事業所ごみ排出量の推移（1人あたり排出量）

人口

総ごみ排出量

1人1日当たり
ごみ排出量
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直接搬入ごみ 許可業者搬入ごみ
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（８）災害ごみ（８）災害ごみ（８）災害ごみ（８）災害ごみ 

 本市では、平成 24 年 7月に発生した豪雨により甚大な被害がもたらされた。耶馬溪では、

7 月 3日に 1 時間に 91.0 ミリの観測史上最大の猛烈な雨を観測し、7月 14 日の 24 時間降

水量は、327.5 ミリと観測史上 1 位を記録した。 

 これらの大雨の影響により、行方不明者や家屋の全壊や床上浸水等の被害が発生した。

被害状況を以下の表 3-13 に示した。 

 豪雨による家屋の全壊や床上・床下浸水等により災害ごみが大量に発生した。災害ごみ

の処理は、本耶馬渓(1ヵ所)、耶馬溪(5ヵ所)、山国(1ヵ所)に仮置場を設けた。災害ごみ

の処分は、クリーンプラザで処理可能なごみはクリーンプラザで焼却処分等を行い、クリ

ーンプラザで処分できないごみは、処理業者へ処理を委託した。また、仮置場からクリー

ンプラザ及び処理業者への運搬は、一般廃棄物収集運搬委託業者の協力もと実施した。 

 平成 24 年 7月豪雨災害による災害ごみの処理状況を表 3-14 に示した。 

    

 

 

 

    

        

表3-13　平成24年7月豪雨災害の被害状況

床下浸水

人的被害 家屋被害

行方不明

10棟 5棟 66棟 2棟 303棟 92棟

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊 床上浸水

1名

※平成25年8月まで平成24年7月豪雨災害に伴うごみを減免によりクリーンプラザで受入

432

合計

677

219

233

225

4,540

3,929

212

359

H25
(～8月)

65

6

12

47

367

H24
(7月～)

612

213

221

178

処　　理

表3-14　平成24年7月豪雨災害に伴う廃棄物処理状況

5

80

272

ｔ/年

ｔ/年

ｔ/年

9

21

4,785

10

-

19

21

5,217合　　計

3,924

132

87

混合ごみ

木類

コンクリート類

石膏ボード

廃家電4品目

粗大ごみ

ｔ/年

ｔ/年

ｔ/年

4,173

ｔ/年

ｔ/年

ｔ/年

委託処理分

クリーンプラザ処理分

燃えるごみ

燃えないごみ

単位

ｔ/年

ｔ/年
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２．２．２．２．ごみ資源化量の実績ごみ資源化量の実績ごみ資源化量の実績ごみ資源化量の実績    

 

（１）（１）（１）（１）焼却処理による減量化（減容化）の状況焼却処理による減量化（減容化）の状況焼却処理による減量化（減容化）の状況焼却処理による減量化（減容化）の状況    

 当市の焼却施設で、家庭から出るごみや、事業活動に伴って発生する可燃性の廃棄物を

焼却することで減量化を行っている。焼却処理による減量化（減容化）の推移を表 3-15に

整理した。 

 当市は、平成 17年 2月の市町村合併後、平成 20年 4月に耶馬溪焼却場を閉鎖し、現在

は、中津市クリーンプラザのみで焼却処理を行っている。 

 焼却処理による減量化率は、過去 5年間概ね 90％で推移している。 

 

 

    

（２）資（２）資（２）資（２）資源化の源化の源化の源化の状況状況状況状況    

 資源ごみの排出量内訳の推移を表 3-16に、中間処理後の資源化量の内訳を表 3-17に整

理した。また、ごみ排出量に対しての資源化量の割合を示すリサイクル率を表 3-18に整理

した。 

 平成 21年度から、それまで埋立処分を行っていた焼却飛灰をセメントの原料として資源

化を行っている。また、平成 25年度から古紙の路上回収を月 1回から月 2回に変更したこ

とで、古紙の資源化量が増えている。 

 資源回収については、児童数の減少、資源回収団体数の減少に伴い減少傾向にある。 

 リサイクル率を大分県内および全国と比較すると、概ね県平均、全国平均を若干上回る

数値で推移している。なお、焼却飛灰を資源化していなかった平成 20年度の当市のリサイ

クル率は、14.5%となっており、県平均、全国平均を下回る数値となっていた。 

 

  

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 27,662 25,560 28,071 27,927 27,267

ｔ/年 1,545 846 743 690 654

ダスト固化物 ｔ/年 761 0 7 0 0

不燃物類 ｔ/年 784 846 736 690 654

ｔ/年 1,458 1,933 1,863 1,887 1,837

89.1% 89.1% 90.7% 90.8% 90.9%

※減量化率＝100％-（焼却残渣量÷焼却量）として算出

表3-15　焼却処理における減量化（減容化）の推移

焼却量

減量化率

埋立対象物

焼却飛灰(セメント原料)

焼却
残渣
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単位 H21 H22 H23 H24 H25
構成比

(H25)

ｔ/年 1,125 1,109 1,141 1,238 1,263 28.2%

ｔ/年 1,654 1,664 1,635 1,531 1,683 37.5%

ｔ/年 207 209 202 189 223 5.0%

ｔ/年 23 27 27 25 29 0.6%

ｔ/年 21 11 14 12 7 0.2%

ｔ/年 3 5 3 3 3 0.1%

ｔ/年 1,094 1,292 1,226 1,242 1,275 28.4%

ｔ/年 - - - - 2 0.0%

ｔ/年 4,127 4,317 4,248 4,240 4,485 100.0%

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 798 702 692 635 649

ｔ/年 185 165 171 161 160

ｔ/年 4 6 4 4 4

ｔ/年 384 304 389 357 336

ｔ/年 76 65 150 165 177

ｔ/年 1,653 1,665 1,635 1,531 1,684

ｔ/年 207 269 223 189 223

ｔ/年 23 27 27 25 29

ｔ/年 21 11 14 12 7

ｔ/年 3 5 3 3 3

ｔ/年 1,094 1,292 1,226 1,242 1,275

ｔ/年 - - - - 2

ｔ/年 1,458 1,933 1,863 1,887 1,837

ｔ/年 831 746 704 649 602

ｔ/年 6,737 7,190 7,101 6,860 6,988

単位 H21 H22 H23 H24 H25

ｔ/年 32,919 32,113 32,836 33,442 32,753

ｔ/年 6,737 7,190 7,101 6,860 6,988

- 20.5% 22.4% 21.6% 20.5% 21.3%

全国平均 - 20.5% 20.8% 20.6% 20.4% -

大分県平均 - 20.6% 20.0% 21.1% 20.4% -

※ごみ排出量、資源化量には資源回収量を含む

※資源化量には焼却飛灰を含む

表3-16　資源ごみの排出量内訳の推移（資源回収量を除く）

表3-17　資源化量の推移

表3-18　資源化量及び資源化率の推移

資源回収（住民団体）

合計

アルミ

銅線

カレット

ペットボトル

古紙

古布

剪定枝木

小型家電

合　　計

ごみ排出量

資源化量

資源化率

牛乳パック・食品トレイ

乾電池

蛍光管

剪定枝

小型家電

焼却飛灰

鉄

びん・缶・ペットボトル

古紙

古布

牛乳パック・食品トレイ

乾電池

蛍光管
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（３）ごみ減量化・再資源化の流れ（３）ごみ減量化・再資源化の流れ（３）ごみ減量化・再資源化の流れ（３）ごみ減量化・再資源化の流れ    

 本市より排出されるごみの減量化及び再資源化の流れを、図 3-9に示す。 

 総排出量（自家処理量除く）は、集団回収による資源回収量も含めて、32,753ｔであり、

再利用される総資源化量は 6,988ｔ、リサイクル率は 21.3%である。 

 中間処理による減量化量は 24,235ｔであり、資源回収量を除いた計画処理量の概ね 

75.3%が減量化されている。また、資源回収量を除いた 4.8%にあたる 1,530ｔが埋立処分

されている。平成 20年度まで埋立処分を行っていた焼却飛灰を平成 21年度からセメント

の原材料として資源化を行っている。 

 なお、中間処理量のうち焼却量は 26,727ｔであり、本市のクリーンプラザにて焼却処理

を行っている。 

 

 

 

 

  

資源回収量 総資源化量

602t 6,988t

21.3%

直接資源化量 処理後再生利用量

3,223t 3,163t

排出量 計画処理量 10.0% 処理残渣量 9.8%

32,764t 32,151t 4,693t

100.0% 中間処理量 14.6% 処理後最終処分量

28,928t 1,530t

自家処理量 90.0% 減量化量 4.8%

613t 24,235t

直接最終処分量 75.3% 最終処分量

河川浚渫土砂等 0t 1,530t

3,511t 0.0% 4.8%

※1：自家処理量は、生ごみの堆肥化の想定値を記載している。

※2：河川浚渫土砂等は直接埋立しているが、計画処理量と直接関係がないため本フローに組込んでいない。

図3-9　ごみ処理の減量化及び再資源化の流れ（平成25年度）
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３．ごみの減量及び再資源化に関する施策概要３．ごみの減量及び再資源化に関する施策概要３．ごみの減量及び再資源化に関する施策概要３．ごみの減量及び再資源化に関する施策概要    

 

 ごみ減量及び再資源化の施策概要を、以下に整理した。 

 

（１）生ごみ処理機の購入補助事業（１）生ごみ処理機の購入補助事業（１）生ごみ処理機の購入補助事業（１）生ごみ処理機の購入補助事業    

 家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、市民を対象に生ごみを堆肥化するコン

ポスト化容器及び電気式生ごみ処理機購入に対しての補助金の交付を行っている。また、

平成 22年度から簡易に堆肥化を実施できるダンボールコンポストの資材（ピートモス）の

無償配布を行っている。 

 コンポスト化容器及び電気式生ごみ処理機の補助件数の推移、及びダンボールコンポス

ト資材の配布数を表 3-19に整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

単位 H21 H22 H23 H24 H25

生ごみコンポスト化容器 件 60 41 30 23 49

電気式生ごみ処理機 件 46 37 17 18 21

ダンボールコンポスト 個 - 540 342 395 379

表3-19　堆肥化容器補助件数及びダンボールコンポスト配布数

項目 補助対象経費 補助対象 補助基準 限度額

生ごみコンポスト化容器 購入費
市内在住
1世帯2基

購入費の
1/2

1基当たり
2,500円

電気式生ごみ処理機 購入費
市内在住
1世帯1基

購入費の
1/2

27,000円

ダンボールコンポスト -
市内在住
1世帯2個

無償配布
同年度に
2個まで

表3-20　補助事業の概要
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（２）古紙の集団回収の支援事業（２）古紙の集団回収の支援事業（２）古紙の集団回収の支援事業（２）古紙の集団回収の支援事業    

 本市では、自主的に資源（新聞、雑誌、ダンボール、雑がみ）回収活動を実施する市民

団体を「資源回収推進団体」として登録し、回収量 1㎏につき 5円の報奨金を交付してい

る。資源回収活動を奨励することで、資源の再利用及びごみの減量を図るとともに、市民

の資源化に対する意識向上を進めている。 

 表 3-21に過去 5年間の資源回収推進団体の登録数と資源回収量の推移を整理した。児童

数の減少に伴う子供会等の減少や、市民団体の高齢化等により、年々登録団体数や資源回

収量は減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

（３）（３）（３）（３）不用品交換室「アース君の部屋」不用品交換室「アース君の部屋」不用品交換室「アース君の部屋」不用品交換室「アース君の部屋」    

 本市では、リユースの推進を図るため、中津市クリーンプラザの 3階において、「アース

君の部屋」を設置しており、家庭での余剰品・不用品等で再使用可能な物を無償提供して

いただき、必要な方に無償でお譲りする活動を実施している。 

 また、市役所本庁市民ホールにおいて、「ゆずります・ゆずってください」コーナーを設

置している。これは、市民がリユースしてもらいたいものや、ゆずってほしいものの情報

交換ができるものとなっている。 

 

（４）ごみ減量・再資源化の啓発活動（４）ごみ減量・再資源化の啓発活動（４）ごみ減量・再資源化の啓発活動（４）ごみ減量・再資源化の啓発活動    

 市民のごみ減量とリサイクルに対する関心を高め、具体的な行動への誘導を図るため、

ごみカレンダーや市報、ホームページ、ケーブルテレビなどを活用して、ごみ分別やごみ

減量、再資源化の方法を市民に分かりやすく説明するなどの啓発活動を実施している。 

 

        

単位 H21 H22 H23 H24 H25

資源回収推進団体数 団体 92 87 85 83 79

資源回収量 ｔ/年 831 746 704 649 602

報奨金額 円/年 4,156,150 3,732,400 3,518,350 3,248,700 3,011,550

表3-21　資源回収推進団体登録数及び資源回収量
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（５）教育啓発活動の実施（５）教育啓発活動の実施（５）教育啓発活動の実施（５）教育啓発活動の実施 

 将来を担う子どもたちの環境意識を高める教育啓発活動の一環として、市内全域の小学 4

年生を対象にクリーンプラザの施設見学及びごみに関する環境学習を実施している。また、

中学生を対象に体験学習を実施し、教育啓発活動に取り組んでいる。 

 クリーンプラザの見学については、小学生だけではなく、自治会や資源回収推進団体な

どの市民団体も実施できるようにしており、ごみの処理方法や資源化の状況などを学習で

きる環境を整えている。 

 

（６）リサイクルミニ集会の実施（６）リサイクルミニ集会の実施（６）リサイクルミニ集会の実施（６）リサイクルミニ集会の実施    

 市民が、様々な視点から、ごみ減量やリサイクルなどの環境に対する理解を深める機会

を提供するため、リサイクルミニ集会を開催し、職員が自治会や資源回収推進団体などへ

の出前講座を行っている。表 3-22にリサイクルミニ集会の開催実績を整理した。 

 

   

 

 

（７）フリーマーケットの実施（７）フリーマーケットの実施（７）フリーマーケットの実施（７）フリーマーケットの実施    

 リユースの取組として、年 1回フリーマーケットを開催し、毎年 120店舗程度が出店し

ている。家庭の余剰品や不用品の取引する場所を提供することにより、楽しみながらごみ

減量とリユースの意識の向上を図ることを目的としている。 

 

  

単位 H24 H25

開催回数 回/年 85 71

参加延べ人数 人/年 3,327 2,810

表3-22　リサイクルミニ集会開催回数および参加人数
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（８）家庭ごみの組成（８）家庭ごみの組成（８）家庭ごみの組成（８）家庭ごみの組成分析分析分析分析調査を実施調査を実施調査を実施調査を実施    

 平成 25年 6月に適正分別に対する市民の協力状況や、資源化が可能な物の混入状況など

を把握するために、家庭から排出されるごみの組成分析調査を実施した。組成調査の結果

を、今後のごみ減量、再資源化施策の検討に活用する。 

 「燃やすごみ」の分析結果について、図 3-10に示す結果となった。 

  

 

 

 

        

厨芥類 紙類
プラスチッ

ク類・ゴ

ム・皮革類

木・竹・
わら類

布類 金属類 合計

重量比 45.0% 25.5% 19.2% 6.9% 2.8% 0.6% 100.0%

図3-10　家庭ごみ組成分析調査結果（平成25年度）

厨芥類

45%

紙類

25%

プラスチック類・ゴ

ム・皮革類
19%

木・竹・わら類

7%

布類

3%
金属類

1%

家庭ごみ「燃やすごみ」の組成分析
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（９（９（９（９）「雑がみ」回収に対する取）「雑がみ」回収に対する取）「雑がみ」回収に対する取）「雑がみ」回収に対する取りりりり組組組組みみみみ    

 平成 20年 8月から「チャレンジ！雑がみダイエット！」を目標としてお菓子の箱やティ

ッシュペーパーの箱、封筒などのリサイクル可能な紙類を「雑がみ」として回収する施策

を実施している。平成 25年度からは、「雑がみ」を含めた古紙類の回収を推進するために、

路上の古紙回収日を月 1回から月 2回に増やす施策を実施している。 

また、平成 25年度の家庭ごみの組成分析調査結果において、家庭から排出される「燃や

すごみ」の中にリサイクル可能な紙類が、重量比で全体の 14.3%含まれていることが分か

り、紙類の資源化施策の拡充を図っていく。 

 

（１０）「危険有害ごみ」の分別区分の新設（１０）「危険有害ごみ」の分別区分の新設（１０）「危険有害ごみ」の分別区分の新設（１０）「危険有害ごみ」の分別区分の新設    

 平成 26年度から、それまで「燃えないごみ」として出されていた①ガス缶・スプレー缶、

②ライター類、③乾電池、④小形充電式電池、⑤蛍光管、⑥水銀入り体温計を、新たに「危

険有害ごみ」として分別収集している。分別収集することで、ガス缶・スプレー缶、ライ

ター類などの発火性の廃棄物が原因で起こっていた収集車やクリーンプラザの火災を防ぐ

とともに、乾電池や蛍光管の資源化及び水銀を含む廃棄物の適正処理の推進を図っている。 

 

（１１）（１１）（１１）（１１）使用済小型家電の回収実施使用済小型家電の回収実施使用済小型家電の回収実施使用済小型家電の回収実施 

 「燃えないごみ」で排出されていた携帯電話やデジタルカメラなどに含まれる金や銅、

レアメタルなどの有用な金属のリサイクル及び埋立処分場の延命化を目的に、平成 25年 11

月から使用済小型家電の分別回収を実施している。市役所や公民館などの公共施設に専用

の回収ボックスを設置し、小型家電を回収するとともに、クリーンプラザに持ち込まれた

電化製品の中から、回収対象の小型家電をピックアップする回収を行っている。 

 

（１２）焼却飛灰の資源化（１２）焼却飛灰の資源化（１２）焼却飛灰の資源化（１２）焼却飛灰の資源化（セメント原料化）実施（セメント原料化）実施（セメント原料化）実施（セメント原料化）実施    

 クリーンプラザにてごみを焼却した後に発生する焼却飛灰は埋立処分していたが、平成

21年度からセメントの原料材として再利用することで、再資源化の促進と埋立処分場の延

命化を図っている。 

 

（１３）剪定枝木の資源化への取組（１３）剪定枝木の資源化への取組（１３）剪定枝木の資源化への取組（１３）剪定枝木の資源化への取組    

 温室効果ガス（二酸化炭素など）の発生抑制と資源化の促進を図る目的で、剪定枝木や

木製家具類を焼却処分せずに、平成 19年度から民間施設で資源化（ウッドチップなど）す

る取組を行っている。 
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（１４）アンケートによる市民意識調査の実施（１４）アンケートによる市民意識調査の実施（１４）アンケートによる市民意識調査の実施（１４）アンケートによる市民意識調査の実施    

 平成 26年 8月に、市民のごみ減量とリサイクルの取組みの実態を把握し、今後のごみ処

理施策を計画していくうえでの基礎資料とするために、ごみの減量化、分別等に関する市

民意識調査を実施した。 

（１５）レジ袋削減の取組（１５）レジ袋削減の取組（１５）レジ袋削減の取組（１５）レジ袋削減の取組    

 大分県では、地球温暖化防止と循環型社会の構築に向け、レジ袋を削減するために事業

者、消費者団体、自治体がそれぞれレジ袋削減に向けた協定を平成 21年 3月に締結してい

る。本市では、食品スーパーなどの 8企業 15店舗（平成 26年 2月現在）がこの協定に参

加し、レジ袋の無料配布を行っていない。 

 あわせて、本市では、簡易包装の推進などの取組をおこなっている企業などを「環境に

やさしいお店」とする指定制度を実施し、レジ袋削減、マイバッグ運動の拡大に取り組ん

でいる。 

 

（１６）事業所ごみの減量化への取組（１６）事業所ごみの減量化への取組（１６）事業所ごみの減量化への取組（１６）事業所ごみの減量化への取組    

 事業系ごみの減量化及び資源化の推進を行うために、事業活動に伴って多量の事業系一

般廃棄物を排出する事業者に対して、「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出を求めている。 

また、クリーンプラザでは事業所から排出されるリサイクル可能な紙類については、再

生可能な民間事業者での処理を依頼している。 

 

（１７）不法投棄対策への取組（１７）不法投棄対策への取組（１７）不法投棄対策への取組（１７）不法投棄対策への取組    

 本市では不法投棄対策として、不法投棄監視員によるパトロールや、自治会などと連携

した不法投棄の情報収集を行っている。 
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第第第第４４４４節節節節    ごみ処理・処分の状況ごみ処理・処分の状況ごみ処理・処分の状況ごみ処理・処分の状況    

 

１．ごみ処理施設の状況１．ごみ処理施設の状況１．ごみ処理施設の状況１．ごみ処理施設の状況    

（１）ごみ焼却（１）ごみ焼却（１）ごみ焼却（１）ごみ焼却施設の概要施設の概要施設の概要施設の概要    

 中津市クリーンプラザの施設概要を表 3-23に整理した。 

本施設は、平成 11年 4月の供用開始から約 15年が経過した施設であり、設備の老朽化

等に伴う修繕・工事は、平成 23年度に長期修繕計画を策定し、計画的に修繕や改修工事を

実施している。また、焼却飛灰をセメントの原料とするため、平成 21年 6月に焼却飛灰（ダ

スト）積込設備を整備している。 

平成 26年度には、現時点での施設の状態を的確に把握するとともに、費用対効果等によ

り本市にとって、最も適切な建替え時期を検討するため、施設の基礎調査を実施している。

今後は、この調査結果の分析を踏まえ、長寿命化及び工場の建替え時期など将来的な施設

整備を検討する。 

 

  

  

名 称 中津市クリーンプラザ

供 用 開 始 平成11年4月

焼却対象廃棄物 燃やすごみ（委託分・直接搬入分）

破砕残渣（リサイクルプラザ処理後）

処 理 方 法 準連続運転：流動床方式

処 理 能 力 100ｔ/16ｈ（50ｔ/16ｈ×2炉）

主 要 設 備 受入供給設備 ：ピットアンドクレーン方式

焼却設備 ：流動床式焼却炉

排ガス冷却設備 ：水噴射方式

排ガス処理設備 ：乾式有害ガス除去装置＋バグフィルタ

余熱利用設備 ：温水熱交換方式

通風設備 ：平衡通風式

灰出し設備 ：

　（主灰）振動篩＋磁選機

　（飛灰）キレート処理＋セメント固化

焼却飛灰(ダスト)積込設備

：飛灰貯留槽・搬出積込設備

排水処理設備 ：

　（ピット汚水）　炉内噴霧蒸発散化処理方式

　（プラント排水）場内循環利用無放流方式

表3-23　施設概要
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（２）ごみの性状（２）ごみの性状（２）ごみの性状（２）ごみの性状    

 本市より排出された燃やすごみは中津市クリーンプラザにおいて処理しており、施設の

維持管理のために、年 4回ごみの組成分析を行っている。本項ではこの分析結果をもとに

本市の燃やすごみの性状を整理した。 

 

１）ご１）ご１）ご１）ごみの組成みの組成みの組成みの組成    

 中津市クリーンプラザの焼却施設にて実施している燃やすごみの組成調査結果の経年変

化（平均値）を図 3-11に示した。 

 平成 25年度の構成比としては、紙・布類が最も多く、53.5%を占めており、次いでビニ

ール・樹脂・皮革類が 19.2%となっている。以降順に、木・竹・わら類 16.1%、厨芥類 7.2%、

その他 3.4%、不燃物類 0.6%をなっている。 

 平成 17年 3月の市町村合併以後、それまで耶馬溪焼却場で処理していた旧三光村の燃や

すごみを平成 17年 4月から中津市クリーンプラザでの受入を開始し、平成 20年 3月の耶

馬溪焼却場を閉鎖後は、旧本耶馬渓町、旧耶馬溪町、旧山国町の燃やすごみも中津市クリ

ーンプラザで焼却処理している。 

  

    
図3-11　ごみ組成の経年変化
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２）ごみの三成分及び低位発熱量２）ごみの三成分及び低位発熱量２）ごみの三成分及び低位発熱量２）ごみの三成分及び低位発熱量    

 ごみの三成分と低位発熱量の経年変化をそれぞれ図 3-12、表 3-24に整理した。ごみの三

成分とは、ごみに占める水分、灰分（燃え残った分と不燃物）、可燃分をいい、低位発熱量

とは、単位重量の物質を燃やした時に発生する熱量をいい、ともにごみ焼却施設の管理を

行う上で重要な指標となる。 

 平成 25年度のごみの三成分は、水分 45.4%、可燃分 49.8%、灰分 4.8％となっており、

低位発熱量は、8,220kJ/㎏となっており、本施設の設計条件の基準値（8,400 kJ/㎏）の範

囲内で運転管理されており、現時点においては支障のない運転となっているが、今後、焼

却施設の老朽化に伴い、こうした点に留意した運転管理を実施していく必要がある。 

 

 

 

 

 

  

図3-12　ごみの三成分の経年変化
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可燃分 灰分 水分

単位 H21 H22 H23 H24 H25

低位発熱量 KJ/kg 6,310 8,030 7,218 7,860 8,220

表3-24　低位発熱量の経年変化
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２．資源化施設の状況２．資源化施設の状況２．資源化施設の状況２．資源化施設の状況    

 資源化施設の施設概要を表 3-25に整理した。 

 本施設では、燃えないごみ・粗大ごみ・資源ごみ（びん・缶・ペットボトル）などを破

砕又は選別処理を行うことにより、資源化物の回収やごみの減容化を進めている。 

 

 

  

  

名 称 中津市リサイクルプラザ

供 用 開 始 平成11年4月

焼却対象廃棄物 びん・缶・ペットボトル

燃えないごみ

粗大ごみ（可燃性・不燃性）

処 理 能 力 20ｔ/5ｈ

主 要 設 備 受入供給設備

破砕設備

（可燃性粗大破砕機・二軸せん断機・回転式破砕機）

：水噴射方式

搬送設備

選別設備

（磁選機・アルミ選別機・粒度選別機・風力選別機・手選別）

再生設備

（金属圧縮機・ペットボトル減容機）

貯留・搬出設備

集じん設備

（サイクロン・バグフィルタ・送風機・除じん機）

表3-25　施設概要
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３．最終処分場施設の状況３．最終処分場施設の状況３．最終処分場施設の状況３．最終処分場施設の状況    

 最終処分場施設の施設概要を表 3-26に、埋立処分量及び処分率の推移を表 3-27に整理

した。 

 本施設は第 1埋立処分地と第 2埋立処分地からなり、平成 3年より供用を開始し、平成

23年 3月に埋立が完了していた第 1埋立処分地の嵩上を実施し、計画では平成 38年度途

中までの埋立容量を確保している。 

 平成 21年 7月からは、それまで埋立処分していた焼却飛灰をセメントの原材料として有

効活用することで、資源化の促進と最終処分量の削減を進めている。 

 また、最終処分場施設の維持管理経費削減を目的に、平成 26年 2月から、それまで水処

理施設で処理していた浸出水を下水道へ繋ぎ込み、下水道施設へ放流している。 

 

   

 

 

 

名 称 中津市一般廃棄物埋立処分場

供 用 開 始 平成3年4月

埋立対象廃棄物 焼却残渣（焼却灰・飛灰）、不燃物、し尿処理汚泥

遮 水 工 有

埋 立 構 造 準好気性埋立構造

埋 立 面 積 38,000㎡

埋 立 容 積 165,540㎥

浸出水処理設備 原水貯留、送水施設

浸出水処理能力 下水道施設へ放流

表3-26　施設概要

項目 単位 H21 H22 H23 H24 H25

焼却残渣 ｔ/年 1,545 846 743 690 654

リサイクルプラザ残渣 ｔ/年 934 934 870 927 876

埋立処分量 ｔ/年 2,479 1,780 1,613 1,617 1,530

ごみ排出量 ｔ/年 32,088 31,367 32,132 32,793 32,151

埋立処分率 - 7.7% 5.7% 5.0% 4.9% 4.8%

備考：河川しゅんせつ土砂等の埋立物 ｔ/年 3,455 3,401 3,339 5,693 3,511

表3-27　埋立処分量及び処分率の推移
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第５節第５節第５節第５節    組織体制及びごみ処理経費組織体制及びごみ処理経費組織体制及びごみ処理経費組織体制及びごみ処理経費    

 

１．ごみ処理等に関する組織体制１．ごみ処理等に関する組織体制１．ごみ処理等に関する組織体制１．ごみ処理等に関する組織体制    

 本市におけるごみ処理等に関する組織体制を図 3-13に整理した。 

 

 

 

 

 

  

　　【清掃課の管理体制】

課長　　　： 1名

管理係　　： 6名

　　【環境施設課の管理体制】

課長　　　： 1名

環境施設係： 3名

　　　　　※クリーンプラザの運転管理は民間委託

図3-13　組織体制

市長 副市長 生活保健部長

三光支所

本耶馬渓支所

耶馬溪支所

環境施設課

住民課

山国支所 住民課

清掃課

住民課

住民課
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２．ごみ処理経費２．ごみ処理経費２．ごみ処理経費２．ごみ処理経費    

 過去５年間のごみ処理費用の推移を、表 3-28及び図 3-14に示した。ごみ処理費用には、

ごみの収集運搬及び処理費用・リサイクル費用、クリーンプラザと埋立処分場の維持管理

費用、修繕・改修工事費用、職員の人件費等が含まれる。 

 クリーンプラザは、平成 11年 4月に供用開始し、平成 23年度に長期修繕計画を策定し、

計画的に修繕や改修工事を実施しているが、今後の修繕については、費用対効果など新工

場の建て替えを含め、将来的な施設整備を検討する。 

  

 

 

 

 

    

単位 H21 H22 H23 H24 H25

千円/年 798,407 939,715 848,003 936,396 981,394

処理及び維持管理費 千円/年 716,570 794,396 745,556 753,643 760,958

建設・改良費 千円/年 69,038 133,462 89,056 168,895 205,184

その他 千円/年 12,799 11,857 13,391 13,858 15,252

ｔ/年 32,088 31,367 32,132 32,793 32,151

人 85,897 85,532 85,784 85,522 85,407

円/年 24,882 29,959 26,391 28,555 30,525

円/人・年 9,295 10,987 9,885 10,949 11,491

表3-28　ごみ処理費用

処理費用

ごみ排出量

1ｔ当たりの処理経費

1人当たりの処理経費

人口

項目

図3-14　ごみ処理費用の推移
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第６節第６節第６節第６節    ごみ処理広域化計画ごみ処理広域化計画ごみ処理広域化計画ごみ処理広域化計画    

大分県では環境省(旧厚生省)の指示のもと、平成 11 年 3 月に｢大分県ごみ処理広域化計

画｣(以下、｢広域化計画｣という。)を策定し、その後平成 22年 3月の「第 3次大分県廃棄

物処理計画」の改訂にあわせて広域化計画も見直しが行われている。 

広域化計画では、県内を 6 つの広域ブロックに分割し、①排出抑制によるごみ減量、②

ダイオキシン類削減対策、③焼却残渣の高度処理対策、④マテリアルリサイクルの推進、

⑤サーマルリサイクルの推進、⑥二酸化炭素の削減、⑦最終処分場の確保、コストの縮減

の 7 つの基本方針が定められている。 

広域化計画では、本市は、宇佐市、豊後高田市の 3 市で県北ブロックとして位置付けら

れており、将来的に焼却施設、資源化施設、最終処分場をブロック内に整備する方針とな

っている。しかしながら宇佐市、豊後高田市は、国東市と広域ブロックの枠組みを超え、

平成 19 年度に宇佐・高田・国東広域事務組合を組織し、現在、平成 30 年度供用開始の予

定で新工場の建設を進めている。 

本市については、平成 17年 3 月の市町村合併後、平成 20 年 3 月に旧耶馬溪焼却場を閉

鎖し、平成 20年 4月から旧下毛郡のごみをすべてクリーンプラザで処理することで、ごみ

処理の集約化を実施している。 

平成 26 年度に実施するクリーンプラザの基礎調査の分析結果を踏まえ、適切な建替え時

期を検討していく中で、近隣市町村の状況を把握しながら、さらなる広域化を行うか否か

を判断する。 

 最終処分場については、平成 23年 3月の処分場嵩上実施により、現状では平成 38年度

途中までの埋立容量を確保していることから、当面は毎年の埋立量に注視しながら独自で

最終処分を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図 3-15 広域ブロック図 
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第７節第７節第７節第７節    課題の整理課題の整理課題の整理課題の整理 

本市におけるごみ処理行政に関する課題を以下に整理した。 

 

（１）ごみの減量化及び資源化の推進（１）ごみの減量化及び資源化の推進（１）ごみの減量化及び資源化の推進（１）ごみの減量化及び資源化の推進    

本市のごみ排出量は横ばい傾向となっているため、更なるごみ減量化に向けた施策を展

開していく必要がある。 

また、ごみ減量化と同時に、再資源化の促進を図るため、本市では平成 25年 4 月から路

上の古紙・古布の収集日を月 1回から月 2 回に変更し、平成 25年 11 月からは使用済小型

家電の回収を実施するなど資源としての回収を進めているが、市としてこれ以外にも再資

源化を促進できる事項があれば、率先して取り組む必要がある。 

本市は、大分県内で唯一ごみ袋の有料化を実施していない。ごみ袋の有料化は、ごみ減

量施策の一つとして捉え、ごみ排出量の推移やその他の減量施策の進捗状況を踏まえ、引

き続き検討していく。 

さらに、ごみ袋の有料化については、ごみ排出量に応じた費用負担の公平化や市民や事

業者の意識改革、ごみ処理に係る財政負担の観点からも検討を行う必要がある。有料化の

検討にあたっては、環境省が作成した一般廃棄物処理有料化の手引き、一般廃棄物会計基

準、システム評価支援ツールなどを活用し、循環型社会構築のためのごみ袋有料化の必要

性の検討を行う。 

 

（２（２（２（２）ごみ集積所の環境整備）ごみ集積所の環境整備）ごみ集積所の環境整備）ごみ集積所の環境整備    

本市はステーション収集が主体となっているが、ごみ集積ボックスなどを設置できない

場所については、カラスなどの小動物からゴミの散乱を防ぐため、ネットの利用について

啓発を行っていく必要がある。 

また、ごみ集積ボックス施設については、ごみ収集の効率化のため、購入費に対する補

助事業を実施しており、その周知や購入に向けた啓発を行っていく必要がある。 

 

（３（３（３（３）事業系ごみの減量化）事業系ごみの減量化）事業系ごみの減量化）事業系ごみの減量化    

事業系ごみの排出方法については、平成 17 年に事業系廃棄物の分別方法を掲載したパン

フレットを作成し、事業主に対して啓発を行ってきたが、企業進出に伴って事業所が増加

していることから、改めて事業所に対してパンフレット等の啓発活動の強化により分別の

徹底を図る必要がある。 

また、事業系ごみの減量化及び資源化の推進を行うために、事業活動に伴って多量の事

業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、事業系一般廃棄物減量計画書の提出や、ごみ減

量と再資源化及び環境保全に配慮している市内事業者を対象に「環境にやさしいお店」指

定制度を実施しているが、本施策については、事業者への認知度を高める必要がある。 
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（４）災害廃棄物処理計画（４）災害廃棄物処理計画（４）災害廃棄物処理計画（４）災害廃棄物処理計画    

中津市では、地域防災計画（平成 18 年 3 月策定、平成 26 年 3 月改訂）を策定し、災害

予防、災害応急対策、災害復旧などに関して、中津市や大分県をはじめとした防災関係機

関が処理すべき事項を定め、市民の生命、身体及び財産並びに市域を災害から保護するた

めの防災活動の総合的で計画的な防災行政の推進を図っている。 

災害時に発生する災害廃棄物の処理にあたっては、住民の健康への配慮や安全の確保、

衛生や環境面での安全・安心のための迅速な対応が求められる。そのため、平成 26年 9月

には、一般社団法人大分県産業廃棄物協会と「大分県災害廃棄物処理の応援に関する協定

書」に関する実施細目を締結した。 

また、環境省は、平成 26年 3 月に「災害廃棄物対策指針」を策定し、都道府県や市町村

が行う廃棄物処理計画の策定や災害発生時の災害廃棄物対策の技術的知見として指針を示

した。 

今後、環境省の指針を基に、災害時における廃棄物処理を適正かつ迅速に行うための災

害廃棄物処理計画を策定する必要がある。策定にあたっては、中津市防災計画や平成 27年

度中に策定予定である大分県災害廃棄物処理計画との整合性をとりながら、現実的かつ着

実な災害廃棄物対策の計画にする必要がある。 

 

 

（５）環境美化及び不法投棄対策（５）環境美化及び不法投棄対策（５）環境美化及び不法投棄対策（５）環境美化及び不法投棄対策    

環境美化及び不法投棄対策として、環境美化に関する条例の周知徹底や不法投棄防止の

ための市民への啓発及び監視体制の強化を図っていく必要がある。 

    

        

図3-16　災害廃棄物処理計画体系

災害対策基本法

防災基本計画

環境省防災業務計画

災害廃棄物対策指針（平成26年3月 環境省)

地域防災計画

災害廃棄物処理計画

地域防災計画

災害廃棄物処理計画

国

大分県 中津市
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（６）在宅医療廃棄物（６）在宅医療廃棄物（６）在宅医療廃棄物（６）在宅医療廃棄物    

医療の高度化、高齢化社会の進展に伴い在宅医療廃棄物の排出や処分方法が問題となり

つつある。在宅医療廃棄物には感染性廃棄物、鋭利なものの混入の危険性もあるため、収

集等に従事する作業員への危険が危惧されることから、市民に対して適正処理を行うよう

に更なる啓発を行う必要がある。また、適正処理の啓発、廃棄物処理について医師会、薬

剤師会との連携を図っていく必要がある。 

 

（７）最終処分場の延命化（７）最終処分場の延命化（７）最終処分場の延命化（７）最終処分場の延命化    

最終処分場については、処分容量確保のために平成 21年 7月から埋立処分していた焼却

灰をセメントの原料として資源化し、平成 23年 3月に処分場の嵩上を実施したことで、予

定では平成 38年度途中までの埋立容量を確保しているが、ごみ減量・資源化を促進するこ

とにより処分場の更なる延命化を図る必要がある。 

 

（８）将来的な施設整備の方針について（８）将来的な施設整備の方針について（８）将来的な施設整備の方針について（８）将来的な施設整備の方針について    

クリーンプラザについては供用開始より約 15 年が経過しているが、適正な維持管理や補

修等を行っていることから、現段階では施設の運転管理に支障は生じていない。 

現在は、施設の長寿命化を図るために計画的に毎年修繕を行っているが、今後は、平成

26 年度に実施する施設の基礎調査結果の分析を踏まえ、長寿命化や建替えを含めて将来的

な施設整備のあり方について検討していく必要がある。 

 

（９）旧焼却施設の取り扱い（９）旧焼却施設の取り扱い（９）旧焼却施設の取り扱い（９）旧焼却施設の取り扱い    

クリーンプラザの敷地内にある旧焼却施設は、平成 11 年より供用を停止しており、今後

解体撤去していく必要がある。ただし、前述した将来的な施設整備の方針も課題事項とし

てあることから、こうした点に考慮した内容で解体撤去の方針を固めていく必要がある。 

また、旧耶馬溪焼却場は、引き続き定期的に水質検査を行い環境の保全について配慮し

ていく必要がある。さらに、旧耶馬溪焼却場の解体撤去については、国庫補助制度、地方

債等を有効に活用し、検討を進めていく必要がある。 

 

（１０）温室効果ガスの削減（１０）温室効果ガスの削減（１０）温室効果ガスの削減（１０）温室効果ガスの削減    

温室効果ガス（CO2 など）の増加による地球温暖化は、世界的に対策が求められている

環境問題となっている。 

廃棄物を処理していく上では、焼却処理に伴い排出される温室効果ガスが地球温暖化に

影響を与えているため、温室効果ガスの排出を抑制していく必要がある。 

 

  



 

        



 

    

    

    

    

    

    

ご み 処 理 基 本 計 画ご み 処 理 基 本 計 画ご み 処 理 基 本 計 画ご み 処 理 基 本 計 画    
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第４第４第４第４章章章章    ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画    

 

第１節第１節第１節第１節    基本理念基本理念基本理念基本理念    

 本市では、循環型社会形成推進基本法で定められた処理の優先順位を踏まえて、廃棄物

による環境への負荷をできる限り低減するため、廃棄物の発生抑制（Reduce）、再使用

（Reuse）、再生利用（Recycle）の３Ｒ活動を推進することで、限りある資源とエネルギー

の消費の節約と循環的な利用を促進していくものとする。 

 そこで、本市では循環型社会の構築に向けて、市民・事業者・行政の３者が協働して３

Ｒ活動に取り組むことを基本理念として掲げ、実行していく方針とする。 

 

 

 

 

 

 

         

図 4-1 循環型社会のイメージ 

【基本理念】【基本理念】【基本理念】【基本理念】    

市民・事業者市民・事業者市民・事業者市民・事業者・行政が協働して目指す循環型社会の構築・行政が協働して目指す循環型社会の構築・行政が協働して目指す循環型社会の構築・行政が協働して目指す循環型社会の構築    
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第２節第２節第２節第２節    基本方針基本方針基本方針基本方針    

 本市では、前述した基本理念に基づいて、今後のごみ処理等に関する基本方針を以下の

ように定めた。 

 

 

 

 

 各種リサイクル法の活用や、これまで継続して行っている３Ｒ運動（Reduce：リデュー

ス、Reuse：リユース、Recycle：リサイクル）、集団回収や生ごみの堆肥化等の取り組みを、

市民・事業者・行政の 3者が連携して実施することにより、循環型社会の構築を目指して

いくものとする。 

 

 

 

 

 

 既存の分別区分における適正分別の徹底を啓発活動の強化により実施し、ごみ減量化及

び資源化を図っていくものとする。ごみ袋の有料化については、ごみ減量施策の一つとし

て捉え、ごみ減量・資源化の状況を踏まえて検討していくものとする。 

環境基本法 ：自然環境や地球環境の保全を定めた法律

循環型社会形成推進基本法 ：循環型社会を形成するための仕組みを定めた法律

廃棄物処理法 ：ごみの排出・収集・処理・処分方法を定めた法律

資源有効利用促進法 ：総合的な資源の有効利用の仕組みを定めた法律

環
境
基
本
法

循
環
型
社
会
形
成
推
進
基
本
法

廃
棄
物
処
理
法

資
源
有
効
利
用
促
進
法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

パソコンリサイクル

自動車リサイクル法

食品リサイクル法

小型家電リサイクル法

建築物の廃材の再資源化を定めた法

律

環境に配慮した商品の購入を勧める

法律

図4-2　関係法令の概略

びん・缶・ペットボトルなどの分別

収集・再資源化を定めた法律

テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機

の再資源化を定めた法律

資源有効利用促進法に基づくパソコ

ンの再資源化

自動車部品等の再資源化を定めた法

律

食品廃棄物の再資源化を定めた法律

使用済小型家電の再資源化を定めた

法律

建設リサイクル法

グリーン購入法

基本方針１：市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進基本方針１：市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進基本方針１：市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進基本方針１：市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進    

基本方針２基本方針２基本方針２基本方針２：：：：ごみの減量化及び資源化の促進・充実ごみの減量化及び資源化の促進・充実ごみの減量化及び資源化の促進・充実ごみの減量化及び資源化の促進・充実    
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 あわせて、ごみ減量化や資源化の促進・拡充をすすめることにより、地球温暖化の原因

となる二酸化炭素などの温室効果ガスの削減に向けた取組を強化する。 

 

 

 

 

 

 安全かつ適正なごみの収集・運搬・処理・処分を行う。あわせて、現在稼働している施

設は、排出されたごみを適正に処理・処分していくとともに、適正な運転管理を行ってい

くものとする。また、施設の長寿命化や建替えなど、将来的な施設整備について検討する

ものとする。 

最終処分場については、ごみの減量化及び資源化の促進・拡充を図ることにより、最終

処分場の延命化に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 地域の環境美化を進めていくうえで、不法投棄の取締りの強化や空き缶などのポイ捨て

のないまちづくりを進めていくために、市民・事業者・行政の 3者のネットワーク構築を

進めるものとする。 

  

 

<基本方針１>

<基本方針２>

<基本理念>

<基本方針３>

<基本方針４>

図4-3　基本方針のイメージ

市民・事業者・行政が
連携した３Ｒ運動の推進

ごみの減量化及び
資源化の促進・拡充

適正な収集・運搬・
処理・処分を実施

環境美化の推進

市民・事業者・行政が協働して
目指す循環型社会の構築

ごみの減量・資源化をごみ処理の
中心とし、加えて適正処理を推進す
ることで快適で住み良いまちづくり
を進める。

基本方針３基本方針３基本方針３基本方針３：：：：適正な収集・運搬・処理・処分を実施適正な収集・運搬・処理・処分を実施適正な収集・運搬・処理・処分を実施適正な収集・運搬・処理・処分を実施    

基本方針４基本方針４基本方針４基本方針４：：：：環境美化の推進環境美化の推進環境美化の推進環境美化の推進    
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第３節第３節第３節第３節    ごみ処理主体ごみ処理主体ごみ処理主体ごみ処理主体    

 ごみ処理の主体を、排出段階、収集・運搬段階、処理・処分段階の 3 段階にわけ、各段

階の処理主体を以下のとおりに示した。 

 

【ごみの排出段階における主体】 

 ごみの排出段階における主体は市民および事業者であり、それぞれ排出するごみの減量

化及び資源化に積極的に取り組むものとする。一方で、本市は市民や事業者のごみ減量化

や資源化の取組に対して必要な支援などを実施していくものとする。 

 

【ごみの収集・運搬段階における主体】 

 ごみの収集・運搬段階の主体は、家庭から排出されるごみについては委託業者が、事業

所から排出されるごみについては許可業者及び事業者が行うものとし、効率的な収集運搬

体制の維持に努めるものとする。 

 一般廃棄物収集運搬業の許可業者は、今後の一般廃棄物排出量の推移や既存の許可業者 

の処理能力を見極めた上で、必要に応じ、検討を加えるものとする。 

新規収集運搬業の許可については、現行の収集運搬体制において処理が確保されている 

場合は、新規の許可業者の参入による過当競争から需給の均衡が損なわれ、その経営が悪 

化して事業の適正な運営が害され、これにより住民の健康や生活環境に被害や影響が及ぶ 

危険が生じる可能性があるため、特別な事情で市長が認める場合を除き、新規の許可は行 

わないものとする。 

 

【ごみの処理・処分段階における主体】 

 ごみの中間処理及び最終処分の主体は、本市が行うものとし、本市の施設においての適

正な処理・処分及び維持管理を行うものとする。 

 なお、一部の資源ごみや中間処理後に発生する資源化物については、事業者において資

源化に向けた処理を実施するものとする。 

 新規一般廃棄物処分業の許可については、中津市または既存の許可業者が処分できない 

場合、資源化の促進のために市長が特別に必要と認める場合を除き、新規の許可は行わな 

いものとする。 

 

 

ごみ種類 排出段階 収集・運搬段階 処理・処分段階

燃えるごみ 市民・事業者 委託業者・許可業者 本市

燃えないごみ 市民・事業者 委託業者・許可業者 本市

粗大ごみ 市民・事業者 委託業者・許可業者 本市

資源ごみ 市民・事業者 委託業者 本市・事業者

表4-1　各段階の処理主体
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第４節第４節第４節第４節    ごみ発生量及び処理量の見込みごみ発生量及び処理量の見込みごみ発生量及び処理量の見込みごみ発生量及び処理量の見込み    

１．将来推計の方法１．将来推計の方法１．将来推計の方法１．将来推計の方法    

 人口及びごみ量の将来の推計方法は、原則として人口は過去 10 年間（平成 16年度～平

成 25年度）の実績値、ごみ量は過去 5 年間（平成 21 年度～平成 25 年度）の実績値を基本

として、推計を行っている。なお、本推計は、下記に示す 5つの推計式をもとに推計を行

った。 

 

 

 

 

 

  

①一次傾向線 ：　ｙ＝ａ・ｂ　＋　ｂ

②二次傾向線 ：　ｙ＝ａ・ｘ ＋　b・ｘ　＋　ｃ

③一次指数曲線 ：　ｙ＝ａ・ｂ

④べき乗曲線（ハイオーダー法） ：　ｙ＝ａ・ｘ

⑤対数曲線 ：　ｙ＝ａ・ｌｎ ｘ　＋　ｂ

ｘ ：　基本年度からの経過年数

ｙ ：　基本年度からｘ年後の推計値

ｙ ：　実績初年度の値

a、ｂ、ｃ ：　最小二乗法により求められる定数

2

ｘ

ｂ

ｏ
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２．減量化及び資源化に関する目標値の設定２．減量化及び資源化に関する目標値の設定２．減量化及び資源化に関する目標値の設定２．減量化及び資源化に関する目標値の設定    

（１）ごみ減量化の目標値（１）ごみ減量化の目標値（１）ごみ減量化の目標値（１）ごみ減量化の目標値    

 ごみ減量化の目標値については、平成 21 年度に策定した計画の目標値はごみ袋の有料化

を前提とした数値であった。しかし、ごみ袋の有料化ありきではなく、その前に市民・事

業者と最大限協働してごみを減量する努力を行う必要がある。 

 そこで、目標値については、現在実施している生ごみの堆肥化や水切りによる発生抑制、

古紙や雑がみの適正分別などの減量施策の浸透によりごみが減量していくものとして、表

4-2 に示す減量化率の達成を目指すものである。 

 

  

 

 

 

           図 4-4 減量化目標設定後の排出量の推移 

 

  

目標年度 目標値

平成30年度
減量化率：5.6％

（対H19：11.7％）

平成35年度
減量化率：11.0％
（対H19：16.5％）

表4-2　ごみ減量化の目標値

主な施策の内容

◆家庭系ごみの減量化施策の充実・拡大

◆事業所のごみ減量化に向けた啓発・
　指導を実施

※表中の減量化率は、減量化施策を実施しなかった場合の将来予測に対しての相対的な減量化率
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（２）資源化の目標（２）資源化の目標（２）資源化の目標（２）資源化の目標    

 資源化の目標値については、現在、分別区分であるびん・缶・ペットボトル、古紙・雑

がみ、危険有害ごみ、小型家電及び牛乳パック・食品トレイの回収量を上げていく方針や、

飛灰のセメント化の継続などを行うことにより、表 4-3 に示す資源化率の達成を目指すも

のとする。 

 

  

 

 

 

図 4-5 減量化目標設定後の排出量の推移 

  

目標年度 目標値

平成30年度 資源化率：23.8％

平成35年度 資源化率：27.3％

表4-3　資源化の目標値

主な施策の内容

◆適正分別の推進

◆事業所の資源化を推進
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第５節第５節第５節第５節    ごみの減量化・資源化に向けた基本方針ごみの減量化・資源化に向けた基本方針ごみの減量化・資源化に向けた基本方針ごみの減量化・資源化に向けた基本方針    

 前述したごみの減量化や資源化を進めていくために、今後実施または検討する施策の基

本フレームを図 4-6 に示した。 
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第６節第６節第６節第６節    ごみの排出抑制のための方策に関する事項ごみの排出抑制のための方策に関する事項ごみの排出抑制のための方策に関する事項ごみの排出抑制のための方策に関する事項 

１．ごみ発生抑制のための基本方針１．ごみ発生抑制のための基本方針１．ごみ発生抑制のための基本方針１．ごみ発生抑制のための基本方針    

 ごみ発生抑制の基本方針は、以下の通りである。 

 

 

 

 

 前節に示したごみの発生・排出削減の目標を達成するためには、市民・事業者・行政が

ごみの減量化及び資源化に対する意識を持ち、それぞれの役割と責任を果たし、互いの協

力と連携のもとで持続的な努力が必要である。 

 こうした連携を深めていくためには、住民は自らのライフスタイルを見直し、資源・環

境問題に配慮したライフスタイルに転換する行動を、事業者は資源・環境に配慮した事業

活動や商品づくり及び流通システムづくりを進める行動を、行政は様々な角度から住民、

事業者の取組を支援していくという行動を、3 者協働により実施しつつ、循環型社会の構築

に努めていかなければならない。 

 

 

 

 

  

図4-7　ごみ発生・排出削減における市民・事業者・行政の役割と連携

◆発生抑制の推進

◆ものを大切に長く使う

◆再生品の利用

◆適正分別への協力

◆行政の取組への協力

市民の役割市民の役割市民の役割市民の役割

◆拡大生産者責任

◆発生抑制の推進

◆再生品の利用

◆行政の取組への協力

事業者の役割事業者の役割事業者の役割事業者の役割

◆情報提供

◆施策の策定及び実施

◆適正な処理処分の実施

行政の役割行政の役割行政の役割行政の役割
３者協働３者協働３者協働３者協働

市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進市民・事業者・行政が連携した３Ｒ運動の推進    
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２．ごみ排出抑制・再資源化施策２．ごみ排出抑制・再資源化施策２．ごみ排出抑制・再資源化施策２．ごみ排出抑制・再資源化施策    

 本市では、以下に示すごみ排出抑制・再資源化施策を推進するものとし、市民への啓発

を実施し浸透を図っていくものとする。 

 

（１）意識向上を図るための取り組み（１）意識向上を図るための取り組み（１）意識向上を図るための取り組み（１）意識向上を図るための取り組み    

 

１）啓発活動の充実１）啓発活動の充実１）啓発活動の充実１）啓発活動の充実    

 ごみ減量・資源化に関する市民の自主的な取組を促すため、情報提供の充実を図る。ご

みの分別の徹底を図るために全世帯にごみカレンダーを配布しているが、市民アンケート

の結果、約 4 割の方が、分別や資源化についてごみ資源カレンダーを活用しており、約 9

割の方が、ごみカレンダーでの分別啓発を要望していることから、更なる内容の充実を図

る。また外国人就労者等に向けたごみカレンダーの翻訳版（英語、中国語、韓国語）を作

成する。 

 また、ごみの分別ルールだけでなく、市全体のごみ処理に関する情報などについても、

市報やホームページ、ケーブルテレビなどあらゆる媒体を活用して積極的に情報提供を行

う。 

  

２）出前講座・リサイクルミニ集会の開催２）出前講座・リサイクルミニ集会の開催２）出前講座・リサイクルミニ集会の開催２）出前講座・リサイクルミニ集会の開催    

 市民のごみ減量とリサイクルに対する関心を高め、具体的な行動への誘導を図るために、

地域の自治会や子供会、資源回収推進団体などに環境問題やごみ減量化、リサイクルに関

する出前講座、リサイクルミニ集会を開催しているが、市民アンケートの結果、活用頻度

が低かったことから、今後は広く周知徹底を図るものとする。 

 

３）環境学習の充実３）環境学習の充実３）環境学習の充実３）環境学習の充実    

 市内の小学校 4年生を対象にクリーンプラザの施設見学及びごみに関する副読本の提供、

中学生を対象に職場体験学習などを実施しており、将来を担う子どもたちの環境意識を高

めるために、継続して行うものとする。 

 

４４４４）廃棄物減量等推進審議会の開催）廃棄物減量等推進審議会の開催）廃棄物減量等推進審議会の開催）廃棄物減量等推進審議会の開催    

 ごみ減量化・再資源化施策について、市民の意見を広く取り入れるために、学識経験者、

市民団体、事業者、廃棄物処理業者、公募の委員などから成る廃棄物減量等推進審議会を

設置しており、今後本市が進めていく施策について必要に応じて審議会を開催するものと

する。 
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５）助成事業の推進５）助成事業の推進５）助成事業の推進５）助成事業の推進    

 ごみの減量化や資源化に有効な施策の一環となる生ごみ堆肥化容器や資源回収推進団体

による資源回収に対して助成事業を行っていることから、継続して実施するものとする。

同時に、生ごみ堆肥化を行うダンボールコンポスト資材の無償提供も継続して行っていく。 

 また、ごみ集積所周辺の環境整備及びごみ収集の効率化を図るための、集積ボックスの

購入に対する助成事業も継続して実施するものとする。 

 

 

（２）市民・事業者・行政の取組例（２）市民・事業者・行政の取組例（２）市民・事業者・行政の取組例（２）市民・事業者・行政の取組例    

 前述した施策について、市民・事業者・行政の 3 者が行っていく具体的な取組例を表 4-4

に示した。表に示した具体的な取組を参考に、それぞれが「もったいない」という意識を

持ち、ごみの減量化や資源化へ取り組んでいくものとする。 

 

  

 

  

・生ごみコンポスト化容器、電気式生

・フリーマーケットなどにより、不用 　ごみ処理機の購入費補助を実施する。

・フリーマーケットを開催する。

・リサイクル室「アース君の部屋」を

　充実させる。

・資源となるものは分別する。 ・資源回収を行う団体を育成する。

・ダイレクトメールなどを工夫し、減 ・店頭回収の推進を行う。

　量化を図る。 ・ごみ袋の有料化の検討する。

・「雑がみ」の適正分別を行う。 ・「雑がみ」の啓発を強化する。

・「雑がみ」の適正分別を行う。

表4-4　具体的な取組例

・店頭回収を実施する。

・啓発活動を充実させる。

・出前講座等を開催する。・マイバッグ運動を促進する。

・ごみになりにくい商品を製造・販売

　する。

・自社でごみを出さないような工夫を

　行う。

・マイ箸、マイ水筒を持参するよう心

市 民 事 業 者 行 政

・レジ袋や過剰包装を断り、マイバッ ・レジ袋や過剰包装をやめる。

　

・リターナル容器や積み替え商品を選

　択する。

・自治会などにおける集団回収を実施

　する。

・生ごみ堆肥化容器を使用する。

　がける。

・生ごみは水を切って捨てる。

・不要なダイレクトメールなどは拒否

　する。

　グを使用する。

・ごみになりにくい商品を選択する。

　品を有効活用する。

・資源となるものは分別する。
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第７節第７節第７節第７節    ごみの減量化及び資源化に関する事項ごみの減量化及び資源化に関する事項ごみの減量化及び資源化に関する事項ごみの減量化及び資源化に関する事項    

１．ごみの減量化及び資源化に関する基本方針１．ごみの減量化及び資源化に関する基本方針１．ごみの減量化及び資源化に関する基本方針１．ごみの減量化及び資源化に関する基本方針    

 ごみの減量化及び資源化に関する基本方針は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

（１）既存の分別品目の適正分別の啓発を強化（１）既存の分別品目の適正分別の啓発を強化（１）既存の分別品目の適正分別の啓発を強化（１）既存の分別品目の適正分別の啓発を強化    

 現在の分別区分（①燃やすごみ、②燃えないごみ、③古紙・古布、④びん・缶・ペット

ボトル、⑤危険有害ごみ、⑥粗大ごみ、⑦食品トレイ、⑧牛乳パック、⑨発泡スチロール

（旧下毛地区）、⑩小型家電）の適正分別の啓発を行う。 

 特に資源ごみである、古紙(雑がみ含む)・古布、びん・缶・ペットボトル、食品トレイ、

牛乳パック、発泡スチロール、危険有害ごみ、小型家電について適正な分別を行うよう重

点的な啓発を行い、資源化の促進を図るものとする。 

 

（２）生ごみ減量化の促進（２）生ごみ減量化の促進（２）生ごみ減量化の促進（２）生ごみ減量化の促進    

 家庭から排出される生ごみの減量化を図るため、コンポスト化容器及び電気式生ごみ処

理機の購入費に対する補助金を今後も継続していくものとする。また、家庭で生ごみを比

較的簡単に堆肥化することができるダンボールコンポストの資材を無償提供することで、

生ごみ堆肥化の促進を図っていくものとする。 

 ダンボールコンポストの普及については、教育機関との連携やモデル地区での実施等を

検討していくものとする。 

 また、生ごみの水切りによる減量効果についても啓発を行っていくものとする。 

 

（３）ごみ袋の有料化を検討（３）ごみ袋の有料化を検討（３）ごみ袋の有料化を検討（３）ごみ袋の有料化を検討    

 ごみ袋の有料化については、ごみ減量施策の一つの施策としてとらえ、ごみ減量施策の

進捗状況を踏まえ、今後の方策を慎重に検討していくこととする。 

また、ごみ袋の有料化はごみ減量とともに、公平性の確保や市民や事業者の意識改革、

ごみ処理に係る財政負担の観点からも必要性も検討する必要がある。 

ごみ処理は、市民の税金を財源として実施しているが、ごみ排出量の多い市民と少ない

市民とでサービスに応じた費用負担に明確に差がつかないため、排出量に応じて手数料を

徴収するごみ袋の有料化を導入することで、より費用負担の公平性が確保できる。 

また、有料化することで、ごみの排出機会や排出量に応じて費用負担が発生することに

なり、市民や事業者のごみ排出抑制の経済的な動機付けになる。 

ごみ処理には、ごみ収集運搬・処理費用、クリーンプラザ・埋立処分場の維持管理費用、

修繕・工事費用、人件費など年間約 10億円の費用がかかっており、ごみ袋の有料化は財源

の増加により財政負担の軽減につながる。 

ごみの減量化及び資源化の促進・拡充ごみの減量化及び資源化の促進・拡充ごみの減量化及び資源化の促進・拡充ごみの減量化及び資源化の促進・拡充    
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市民アンケートでは、約 5 割が有料化に反対、約 3 割が賛成、約 2 割がどちらともいえ

ない、という結果であった。どちらともいえないと回答した方は、現状での問題点や有料

化することによる効果、影響等が不明であるからと考えるため、有料化の検討にあたって

は、広く市民に現状の問題や有料化することの影響等を説明する必要がある。 

ごみ袋の有料化については、ごみ処理行政の観点からだけでなく、中津市の行政全体か

らも必要性の有無を検討していくこととする。 
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第８第８第８第８節節節節    ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する事項 

１．計画の基本方針１．計画の基本方針１．計画の基本方針１．計画の基本方針    

 本市における収集・運搬・中間処理・最終処分計画を総括した基本方針を以下に示す。 

 

 

 

 

２．収集・運搬計画２．収集・運搬計画２．収集・運搬計画２．収集・運搬計画    

 本市における収集・運搬計画の方向性を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

（１（１（１（１））））ごみ集積所の適正管理の徹底ごみ集積所の適正管理の徹底ごみ集積所の適正管理の徹底ごみ集積所の適正管理の徹底    

 本市の家庭ごみの収集方法は、ステーション方式及び戸別収集となっているが、ごみ集

積ボックスを設置できない場所において、カラスなどによるごみの散乱で、交通及び収集

運搬への支障や景観の破壊等が問題となっている。カラス除けネット利用の啓発強化やご

み集積ボックス整備に対する補助を行うことで、集積所の適正管理の徹底を図っていくも

のとする。 

 

（２（２（２（２）事業系ごみの適正な監督）事業系ごみの適正な監督）事業系ごみの適正な監督）事業系ごみの適正な監督    

 事業所から排出される事業系一般廃棄物と産業廃棄物の適正分別、ごみの発生抑制、再

利用、再生利用を促進するための啓発活動を強化するとともに、クリーンプラザにおいて

展開検査を実施するなど事業系ごみの適正な監督を行っていくものとする。 

また、資源化が可能な事業系の紙類、びん・缶・ペットボトルは、再生可能な民間事業

所での処理を依頼し、ごみの発生抑制、再生利用を図っていくものとする。 

 

 

（３）高齢者や障がい者に配慮した収集・運搬の検討（３）高齢者や障がい者に配慮した収集・運搬の検討（３）高齢者や障がい者に配慮した収集・運搬の検討（３）高齢者や障がい者に配慮した収集・運搬の検討    

 本市では、ステーション方式が主体であるため、ごみ集積所へごみを排出することが困

難な高齢者や障がい者の方に配慮した収集サービスについて、介護長寿課や社会福祉課な

どの関係機関と協議しながら検討を行っていくものとする。 

        

適正な収集・運搬・処理・処分を実施適正な収集・運搬・処理・処分を実施適正な収集・運搬・処理・処分を実施適正な収集・運搬・処理・処分を実施    

◆ごみ集積所の適正管理の徹底 

◆事業系ごみの適正な監督 

◆高齢者や障がい者に配慮した収集・運搬の検討 



52 
 

３．中間処理３．中間処理３．中間処理３．中間処理計画計画計画計画 

 本市における中間処理計画の方向性を以下に示す。 

 

 

 

 

（１）既存施設の適切な維持管理を継続（１）既存施設の適切な維持管理を継続（１）既存施設の適切な維持管理を継続（１）既存施設の適切な維持管理を継続    

 既存施設のクリーンプラザは、供用開始から約 15 年が経過しており、平成 23年度に策

定した長期修繕計画をもとに、適正な維持管理や補修等を行っていることから、現段階で

は施設の運転管理に支障は生じていないため、今後も適正な維持管理を継続しつつ、施設

の延命化に努めるものとする。 

 しかし、今後は施設の老朽化に伴う修繕費が増加していく可能性もあることから、将来

的な施設整備を含めた補修計画を立てていくものとする。 

 なお、将来的な中間処理量（直接資源化を含む）の推移を表 4-5 に示した。 
 

  

 

 

（２）将（２）将（２）将（２）将来的な施設整備に向けた検討を実施来的な施設整備に向けた検討を実施来的な施設整備に向けた検討を実施来的な施設整備に向けた検討を実施    

 クリーンプラザは供用開始から約 15年が経過しており、平成 26 年度に実施する施設の

状態を把握する基礎調査結果の分析を行い、費用対効果から長寿命化及び最適な建替え時

期を検討していくものとする。 

 将来的な施設整備の検討に当たっては、「（仮称）新清掃工場建設検討委員会」を設置し、

本委員会で様々な検討を進めていくものとする。施設整備については、廃棄物の３Ｒ（リ

デュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、総合的に廃棄物処理・リサ

イクル施設整備を計画し、環境省循環型社会形成推進交付金を活用するなど、本市にとっ

て最も適切な処理技術を検討していくものとする。 

 また、旧清掃工場や旧耶馬溪清掃工場の解体については、将来的な施設整備のあり方と

密接に関係するため、新清掃工場の検討に含めて跡地利用の方針など定めていくものとし、

跡地利用がない場合は、国庫補助制度や地方債等を有効に活用し解体を検討していくもの

とする。 

単位 H30 H35

ｔ/年 23,290 20,836

焼却処理に伴う資源化量 ｔ/年 1,607 1,438

ｔ/年 5,198 6,007

直接資源化量 ｔ/年 3,865 4,661

破砕等による資源化量 ｔ/年 1,333 1,346

表4-5　中間処理量の見込

焼却処理量

破砕・直接資源化処理量

◆既存施設の適切な維持管理を継続 

◆将来的な施設整備に向けた検討を実施 
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４．最終処分計画４．最終処分計画４．最終処分計画４．最終処分計画    

 本市における最終処分計画の方向性を以下に示す。 

 

 

 

 

（１）最終処分場の延命化及び適正な維持管理の継続（１）最終処分場の延命化及び適正な維持管理の継続（１）最終処分場の延命化及び適正な維持管理の継続（１）最終処分場の延命化及び適正な維持管理の継続    

 本市においては、ごみの減量化施策や、重点的な資源化を実施することにより、焼却処

理量や最終処分量を削減していくものとする。 

 平成 21 年度から実施している焼却飛灰のセメント原料化については引き続き実施してい

くものとする。埋立処分場については、平成 23年 3 月に処分場の嵩上を実施しており、予

定では、平成 38 年度途中までの埋立容量を確保しているが、各種ごみの減量化施策等によ

り、更なる延命化を図るものとする。将来的な最終処分量を、表 4-6 に示す。 

  

  

 

 

 

 

 

  

単位 H30 H35

ｔ/年 4,943 4,869

処理後埋立物 ｔ/年 1,432 1,358

その他直接埋立物 ｔ/年 3,511 3,511

表4-6　最終処分量の見込

最終処分量

◆最終処分場の延命化及び適正な維持管理の継続 
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第９節第９節第９節第９節    その他ごみ処理に関し必要な事項その他ごみ処理に関し必要な事項その他ごみ処理に関し必要な事項その他ごみ処理に関し必要な事項    

１．特別管理一般廃棄物１．特別管理一般廃棄物１．特別管理一般廃棄物１．特別管理一般廃棄物    

 特別管理一般廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて、①ばいじん、②PCB 使用製品、③感

染性医療廃棄物が指定されている。 

事業者が排出するばいじんは産業廃棄物であることから、排出事業者による適正処理が

行われるように指導する。 

感染性廃棄物については、医師会の方針として、医療機関から発生するものすべてを特

別管理産業廃棄物許可業者へ委託することを推進している。従って、現在では、ほとんど

の医院等が許可業者による委託処理を行っている。よって本市では、こうした排出者によ

る処理・処分を推進するため、排出事業者への適正処理の指導等を行っていくものとする。 

 

２．適正処理困難物２．適正処理困難物２．適正処理困難物２．適正処理困難物    

適正処理困難物は、廃棄物処理法により、①廃タイヤ、②25 インチ以上のテレビ、③250

ℓ以上の冷蔵庫、④スプリング入りマットレスが指定された。このうち、廃タイヤについて

は、適正処理ルートが構築され、テレビ、冷蔵庫については、家電リサイクル法に基づく

再商品化が行われている。また、スプリング入りマットレスについても、全日本ベッド工

業会において、一括して指定一般廃棄物処理業者としての申請が行われ、認められている

ことから、業者による処理が行われることとなる。なお、本市では、処理ができないもの

として、表 4-7 に示すようなものを指定しており、販売店等による引き取りを指導してい

る。 

 

 

    

３．一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物３．一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物３．一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物３．一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物    

 クリーンプラザにおいて、一般廃棄物の処理又はその施設の機能に支障が生じない範囲

内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うこ

ととする。 

市が処分することができる産業廃棄物は、脱水汚泥(終末処理場及び山国浄化センターか

ら生じた汚泥であって、脱水したもの)、事業所から飲食に伴い発生したびん・缶・ペット

ボトルなどの容器包装廃棄物、その他市長が特別に必要と認めるものに限る。 

  

項　目 内　容

適正処理困難物

土木建築廃材の石材、瓦、コンクリート類、レンガ、有害物質及び危
険物類の劇薬、火薬、農薬、ガスボンベ、消火器、自動車、自動二
輪、原付二輪、タイヤ、バッテリー、魚網、農業用資材（マルチ、ビ
ニール類）、農業用機械類、感染性医療廃棄物、その他収集運搬・処
分上支障があるもの等

表4-7　適正処理困難物
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４４４４．特定家庭用機器再商品化法．特定家庭用機器再商品化法．特定家庭用機器再商品化法．特定家庭用機器再商品化法    

特定家庭用機器再商品化法（以下、「家電リサイクル法」という。）に適用される家電製 

品は、構造・組成が複雑であるなどの理由から市町村での処理が困難であるものを指して

いる。これらの家電製品は廃棄物の減量及び再生が十分に行われていないため、廃棄物の

適正な処理及び資源の有効利用を図ることを目的として、平成 10 年 6 月に公布された。 

具体的には、一般の家庭で通常使用される機械器具のうち、下記に掲げるものが対象と

なっている。 

① ユニット形エアコンディショナー 

（ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛形若しくは床置き形で 

あるセパレート形エアコンディショナーに限る。） 

② テレビジョン受信機 

（ブラウン管式のものに限る。） 

③ 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

④ 電気洗濯機 

⑤ 液晶テレビ 

⑥ 乾燥機 

本市においても家電リサイクル法に基づく再商品化を進めていくことを目的に、引き取 

りは販売者若しくは収集運搬許可業者が実施することとしている。 

 

５５５５．家庭系パソコンリサイクル．家庭系パソコンリサイクル．家庭系パソコンリサイクル．家庭系パソコンリサイクル    

平成 15 年 10 月 1 日より「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、家庭から

排出される使用済みパソコンの回収とリサイクルが実施されている。 

制度の特徴は、消費者がパソコンを購入する際に、処理責任を負うメーカーが処理費用

を「前払い方式」で徴収し、排出時には無料で回収・リサイクルを請け負う、という点に

あり、家電 4 品目の際に問題となった、排出時の処理費用支払いを嫌う市民等による不法

投棄問題が、中長期的に解決されることが期待されている。また、「前払い方式」が適用さ

れるパソコンには「PC リサイクルマーク」が貼られており、判別が可能となっている。 

一方で、PC リサイクルマークが付いていないパソコンについては、回収費用、リサイク

ル費用を負担する必要があるため、旧型のパソコンについては、家電 4 品目と同等な問題

が発生する可能性もあるが、パソコンについては中古市場が活発化しているため、この市

場へ流れていくことも考えられることから、今後の市場動向を確認する必要がある。 

本市においても、家庭系パソコンのリサイクルに対する今後の動向を確認していく必要

がある。 
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第１０節第１０節第１０節第１０節    環境美化の推進環境美化の推進環境美化の推進環境美化の推進    

１．計画の基本方針１．計画の基本方針１．計画の基本方針１．計画の基本方針    

 環境美化に関する基本方針を以下に示す。 

 

 

 

 

（１（１（１（１））））市民市民市民市民・事業者・行政による情報ネットワークの構築・事業者・行政による情報ネットワークの構築・事業者・行政による情報ネットワークの構築・事業者・行政による情報ネットワークの構築    

本市においては、環境美化への取り組みとして、空き缶やタバコなどのポイ捨てのない

まちづくりをするための啓発活動を実施すると同時に、不法投棄などの取締りの強化を行

っていくものとする。 

また、こうしたまちづくりを実現していくために、市民・事業者・行政の 3 者による情

報ネットワークの構築を進めていく必要性があることから、今後検討を行っていくものと

する。 

 

（２）不法投棄対策等の強化（２）不法投棄対策等の強化（２）不法投棄対策等の強化（２）不法投棄対策等の強化    

住民と一体となり分別の徹底を進めていくとともに、不法投棄対策としてパトロールな

どを強化していくものとする。同時に、本市では不法投棄撲滅に向けて、不法投棄監視員

によるパトロールの強化や、自治会・郵便局・大分県電気商業組合・九州電力などと連携

した情報収集を行っており、こうした取り組みを継続していくものとする。 

 

 

 

 

 

  

環境美化の推進環境美化の推進環境美化の推進環境美化の推進    
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第１１節第１１節第１１節第１１節    災害時のごみ処理対策災害時のごみ処理対策災害時のごみ処理対策災害時のごみ処理対策    

１．計画の基本方針１．計画の基本方針１．計画の基本方針１．計画の基本方針    

 災害時のごみ処理対策に関する基本方針を以下に示す。 

 

 

 

 災害発生時においては、「中津市地域防災計画」及び今後策定予定の「災害廃棄物処理計

画」に基づき、災害廃棄物を迅速かつ安全に処理するため、常時から関係団体や他都市と

の支援体制を整備しておく方針とする。 

なお、災害発生後の復旧・復興を迅速に行うため、本市ではがれき・浸水廃棄物等の処

理を早期に行うものとし、関係機関や公的団体の協力を得るものとする。 

大量にがれきが発生し、本市での処理が困難となった場合、以下に列記した項目につい

て必要に応じて県の支援を受けるものとする。 

 

（１）仮置場、最終処分地の確保（１）仮置場、最終処分地の確保（１）仮置場、最終処分地の確保（１）仮置場、最終処分地の確保    

がれきや浸水廃棄物等の仮置場は、原則として本市内で確保する方針であるが、確保が

困難な場合は、県内外の市町村や大分県と連携を図り仮置場の確保に向けた調整を図るも

のとする。また、処分先については、原則として本市の最終処分場で行う方針であるが、

困難な場合は県及び環境省の支援を受けるものとする。 

 

（２）リサイクルの徹底（２）リサイクルの徹底（２）リサイクルの徹底（２）リサイクルの徹底    

がれきや浸水廃棄物等は、可能な限りリサイクルに努めるものとするが、リサイクルの

技術面での指導やリサイクルを行える処理業者の斡旋等、必要な情報等について県及び環

境省より指導を受けるものとする。 

 

（３）環境汚染（３）環境汚染（３）環境汚染（３）環境汚染の未然防止及び市民・作業者の健康管理の未然防止及び市民・作業者の健康管理の未然防止及び市民・作業者の健康管理の未然防止及び市民・作業者の健康管理    

がれきや浸水廃棄物等の処理に当たって、環境汚染の未然防止や市民・作業者の健康管

理等に十分な配慮をするために必要な情報等を、県及び環境省より指導を受けるものとす

る。 

 

（４）計画的ながれき処理の実施（４）計画的ながれき処理の実施（４）計画的ながれき処理の実施（４）計画的ながれき処理の実施    

災害発生後の復旧・復興を効果的に行うための災害廃棄物処理計画を策定するものとす

る。広域的な調整の必要がある場合、県が主宰する全体計画の策定や関係市町村による合

同検討会などを通して、円滑な処理体制を構築する。 

 

災害ごみへの迅速な対応災害ごみへの迅速な対応災害ごみへの迅速な対応災害ごみへの迅速な対応    


