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はじめに 

 中津市では、これまでも分別区分の見直しや、ごみ・リサイクルミニ集会などを通じ

てごみ減量・資源化に取り組んできましたが、市民一人当たりのごみ排出量は、全国や

大分県の平均を約 10％上回っている状況です。そこで、中津市は、「環境共生都市なか

つ」の実現を図るとともに、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に資する循環型

社会の形成を促進するために、ごみの減量・資源化をさらに推進する施策について、本

審議会に諮問しました。 

 これを受け、本審議会では、中津市におけるごみ処理の現状や課題を整理し、ごみ減

量・資源化をさらに推進する具体的な施策を検討してまいりました。審議にあたっては、

「中津市家庭ごみ減量・資源化基本方針（素案）」についての市民説明会やパブリック

コメントによる市民の皆さまのご意見も踏まえ、慎重に審議を重ねてきました。 

また、現在、日本を含めて国際社会は、環境への負荷をできる限り低減する循環型社

会を推進することや、脱炭素社会実現による温室効果ガスの削減に向けた取組みが強く

求められています。こうした状況や中津市におけるごみ処理の課題を踏まえ、この中津

市の環境を次世代に引き継ぐために必要なごみの減量・資源化施策を一体的に推進する

ことについて、審議会での審議結果をとりまとめましたので報告します。 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１ 中津市のごみの現状について 

（１）ごみ排出量 

平成 30 年度において、中津市の「ごみ総排出量」は 31,085ｔ、「一人１日あたりご

み排出量」は 1,011ｇとなっており、全国の平均より 93ｇ、大分県の平均より 63ｇ多

くごみが排出されています。 

 

図１：ごみ総排出量と一人１日あたり排出量（家庭ごみ・事業ごみ） 

 

また、ごみ排出量の約 70％を占める「家庭ごみ」においても、平成 30年度の「家庭

ごみ総排出量」は 20,797ｔ、「一人１日あたり家庭ごみ排出量」は 692ｇとなっており、

全国の平均より 54ｇ、大分県の平均より 65ｇ多くごみが排出されています。 

 
図２：家庭ごみ排出量と一人１日あたり排出量 
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（２）「燃やすごみ」の組成 

中津市が令和２年５月に実施した組成分析結果では、家庭から排出される「燃やすご

み」の中には、資源物が 15.9％（紙類 13.7％、トレイ 1.4％、ペットボトル 0.7％、布

類 0.1％）含まれていることが分かりました。これらは、適正に分別を行えば資源化で

きるものであり、さらなる分別の徹底が求められています。 

 

図３：家庭ごみ「燃やすごみ」の中身（令和２年５月実施の組成分析結果） 

 

（３）ごみ処理経費 

中津市のごみ処理経費は、平成 27年度以降増加傾向で推移しており、平成 30年度に

おいては約９億 3,000万円となっています。今後も中津市クリーンプラザの基幹的設備

改良工事（令和２年度から令和４年度で事業費が約 20 億円）などにより多額の費用を

要することが見込まれています。一人あたりのごみ処理経費は年間約１万円で推移して

おり、今後は人口減少とごみ処理経費の増加により、一人あたりの費用負担がさらに大

きくなることが予想されます。 

 

    

資源化 

できるごみ 

15.9％ 



4 

 

 

図４：ごみ処理経費の推移 

 

２ 中津市のごみ処理の課題について 

 中津市はこれまで、ごみ減量・資源化を推進するために、分別区分の見直しなどのご

み処理体制の整備や、ごみ・リサイクルミニ集会や市報などを通じた市民意識の向上の

ための取組みを実施してきましたが、現在のごみ処理の状況を踏まえ、中津市における

課題を次のとおり整理しました。 

（１）循環型社会形成の推進 

 中津市の市民一人当たりのごみ排出量は、全国や大分県の平均を約 10％上回ってい

る状況です。国（環境省）は、平成 30 年６月に策定した「第四次循環型社会形成推進

基本計画」で、令和７年度において「一人１日あたりごみ排出量」を 850ｇ、「一人１

日あたり家庭系ごみ排出量」を 440ｇとする目標値を設定しています。中津市において、

この目標値を達成するためには、平成 30 年度比で一人１日あたりのごみ排出量を、家

庭系ごみで約 23％（129ｇ）の減量が必要です。環境への負荷をできる限り低減する循

環型社会の形成を促進していくためには、国（環境省）が示す目標値の達成に向けてご

み減量・資源化を進める必要があると考えます。 
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図５：中津市の一人１日あたり家庭系ごみ排出量の推移と国（環境省）の目標 

 

※「家庭系ごみ」とは…「家庭ごみ」から、資源ごみ（紙類、びん・缶、ペットボトル等）を

除いたごみ 

 

（２）中津市クリーンプラザの延命化に向けた施設の負担軽減 

 中津市のごみ処理施設である「中津市クリーンプラザ」は、平成 11 年の稼働開始か

ら 21 年が経過しています。市は、これまでも計画的に修繕や改修工事を行い、維持管

理をしてきましたが、さらに施設の延命化を図るために、令和２年度から令和４年度の

３年間で約 20億円の経費をかけて大規模な基幹的設備改良工事を行っています。 

 施設のさらなる延命化のために、ごみの減量を進め、焼却費用や保守等にかかるラン

ニングコストの削減はもとより、焼却施設に与える負担を将来に渡って軽減することが

必要であると考えます。 

 

（３）中津市一般廃棄物埋立処分場の延命化 

中津市の最終処分場である「中津市一般廃棄物埋立処分場」は平成３年に埋立を開始

平成 30 年度から約 23％（129ｇ/人・日）の減量が必要 

国（環境省）は、令和 7 年度において 440ｇ/人・日を目標 
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しました。市は、これまで施設の延命化を図るために、焼却飛灰、焼却残渣及びリサイ

クル残渣のセメント原料化、第１処分場の嵩上げ工事などを実施してきました。 

最終処分場の埋立容量を将来にわたって確保するために、ごみを減量することが必要

であると考えます。 

 

（４）温室効果ガスの削減 

 中津市役所全体の事業から排出される温室効果ガスのうち約 50％は、中津市クリー

ンプラザから排出されています。現在、日本の社会全体が、脱炭素社会の実現による温

室効果ガス削減に向けた取組みが強く求められているなかで、ごみ減量・資源化をさら

に進め、ごみの焼却による温室効果ガスの発生抑制、環境負荷の低減を図ることが必要

であると考えます。 

 

３ 家庭ごみの減量・資源化推進施策について 

中津市のごみの現状や課題を踏まえ、ごみ減量・資源化をさらに推進していくために

は、これまでの取組みに加え、次に示す新たな施策を一体的に進めることが必要である

と考えます。国（環境省）の目標達成に向けたごみの減量と資源化を推進し、中津市ク

リーンプラザ及び中津市一般廃棄物埋立処分場を可能な限り長く使い続けることで、将

来世代の負担低減とともに、今ある中津市の環境を次世代へ継承することが重要です。 

 

（１）容器包装プラスチックの分別収集の早期実施 

容器包装プラスチックを含む容器包装廃棄物の再商品化を促進するために制定され

た「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年６月 16 日

号外法律第 112 号）」では、地方公共団体の責務として「市町村は、その区域内におけ
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る容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」、「国

の施策に準じて、容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進

するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。」とされています。 

また、市が実施した「中津市家庭ごみ減量・資源化基本方針（素案）」に係る市民説

明会やパブリックコメントでも、多くの市民の皆さんから「容器包装プラスチックの分

別収集を早く実施して欲しい。」とのご意見をいただきました。本審議会は、容器包装

プラスチックを資源ごみとして収集することにより、「燃やすごみ」の減量や資源化の

推進、焼却することで発生する温室効果ガスの排出量削減など、環境負荷の低減も図ら

れることから、分別収集を早期に実施すべきとの結論に至りました。 

なお、分別の水準については、（公財）日本容器包装リサイクル協会へ引き渡しがで

きる水準で分別を行うとともに、国内において安定的かつ適正に資源化を行うことが必

要だと考えます。 

 

（２）生ごみキエーロの普及促進 

「燃やすごみ」のうち約 40%と最も多くを占める生ごみについては、減量の余地が大

きくあります。これまでの生ごみの減量施策である３切り運動、生ごみコンポスト化容

器購入費補助金及び段ボールコンポスト資材の支給を継続するとともに、生ごみキエー

ロのモニターによる実証実験の結果を踏まえ、生ごみキエーロの普及促進を図るべきと

考えます。また、多くのご家庭で使用できるように普及促進策を講じることを要望しま

す。 

表１：「生ごみキエーロ」実証実験の結果 

区  分 1日あたりの平均投入量 年間の生ごみ削減量 

１人あたり １１４ｇ 約４１．６ｋｇ 

１世帯あたり 

(１世帯平均 2.1人) 
２３９ｇ 約８７．２ｋｇ 

※１世帯平均人員は、平成 30年度末 
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（３）ごみ袋有料化制度の導入 

ごみ袋の有料化は、ごみの排出量に応じてごみ処理経費の一部を市民の皆さんに負担

をしていただくものです。本審議会では、中津市のごみ処理の現状などに鑑みて、ごみ

袋の有料化制度を導入した場合の、①ごみ減量と資源化の推進、②ごみ処理に係る費用

負担の公平性の確保、③温室効果ガスの排出抑制、などの効果を検討、議論した上で、

ごみ袋の有料化制度を導入すべきとの結論に至りました。なお、施策の実施時期につい

ては、社会経済情勢などを十分に考慮した上で決定するとともに、実施にあたっては、

市民、事業者の皆さんに分かりやすく周知・啓発を行うことを要望します。 

ア．有料化対象品目 

有料化の対象品目は、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」の２種類とすることが望

ましいと考えます。現在、「燃やすごみ」の中に資源となるごみが約 16％混じって排

出されており、資源ごみを有料化の対象から除外することで適正分別の徹底に繋がる

ことが期待されます。ただし、「燃やすごみ」の中でどうしても減らすことができな

いごみについては、負担軽減措置の対象とすべきであると考えます。 

イ．手数料の料金体系 

手数料の料金体系は、①ごみ袋有料化の仕組みが分かりやすいこと、②ごみの排出

量に応じた費用負担となること、③持続的な減量効果が期待できること、④ごみを多

く出す人と少なく出す人の費用負担の公平性が確保できること、などの観点から「単

純従量制」の導入が望ましいと考えます。 

ウ．手数料の料金設定 

手数料の料金設定においては、①ごみの排出抑制と減量効果が期待できる水準、②

近隣市町村の料金水準、③市民の皆さんに過度な負担を求めないこと、などを考慮し

ながら慎重に審議を行いました。また、中津市において、一人１日あたりの家庭系ご
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み排出量の約 23％（129ｇ）の減量目標を達成するためには、国（環境省）の「廃棄

物・リサイクル分野における３Ｒ・低炭素化の推進に係わるアンケート調査」から、

「燃やすごみ」の 20％以上の減量効果が期待できる水準が、ごみ袋「１ℓあたり１円

以上」であることも参考としました。これらのことを総合的に勘案して、ごみ袋の手

数料水準を「１ℓあたり１円」の設定とすることが望ましいとの結論に至りました。 

図６：燃やすごみの手数料水準と減量効果 

-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

0.5円未満

(6自治体)

0.5円以上

1.0円未満

(20自治体)

1.0円以上

1.5円未満

(12自治体)

1.5円以上

2.0円未満

(2自治体)

2.0円以上

2.5円未満

(6自治体)

2.5円以上

(5自治体)

１ℓあたりの手数料水準と減量効果

 

（参照）環境省「廃棄物・リサイクル分野における３R・低炭素化の推進に係わるアン

ケート調査」（平成 23年度実施：有料化実施 54市町村を対象）有料化を導入

している市町村の手数料水準と燃やすごみの減量効果（有料化前年度と有料

化導入３年目を比較）との関係。 

エ．ごみ袋の種類、大きさ、販売金額 

有料化の対象となる「燃やすごみ」と「燃えないごみ」のごみ袋の大きさは、それ

ぞれの家庭のごみ排出量に応じて選択できるように、複数の大きさのごみ袋を用意す

ることが必要と考えます。「燃やすごみ」については、40ℓ、30ℓ、20ℓ、10ℓの４種類、

「燃えないごみ」については、40ℓ、20ℓ、10ℓの３種類とし、さらに、「燃やすごみ」

と「燃えないごみ」の袋を色分けするとともに、袋の形状についても、市民の皆さん

が扱いやすく運びやすい形状とすることが望ましいと考えます。 
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表２：ごみ袋の有料化対象品目・袋の大きさ・1枚あたりの販売金額 

対象品目 10ℓ 20ℓ 30ℓ 40ℓ 

燃やすごみ 10円 20円 30円 40円 

燃えないごみ 10円 20円  40円 

オ．負担軽減措置 

減らしたくても減らすことのできない有料化対象ごみや経済的負担を考慮すべき

世帯については、負担軽減措置を講ずるべきと考えます。その内容については、次の

とおり、有料化の対象外品目を定めるとともに、「中津市家庭ごみ減量・資源化基本

方針（素案）」についての市民説明会やパブリックコメントによる意見等を踏まえて

実施することを要望します。 

表３：負担軽減措置内容（対象外品目…減らしたくても減らせないごみ） 

対象外品目 内容 理由 排出方法等 

紙おむつ等 燃やすごみのうち、

紙おむつやストーマ

用装具、腹膜透析液

の空袋 

育児や看護・介護

等が必要な方が

いる世帯への支

援のため。 

「燃やすごみ」の日に、対象外

品目のみを無色透明の 45ℓ 以下

のごみ袋を用いて排出 

草、落ち葉 燃やすごみのうち、

草や落ち葉 

街路樹等の落ち

葉や人の意に反

して繁殖する雑

草の処理の支援

のため。 

「燃やすごみ」の日に、対象外

品目のみを無色透明の 45ℓ 以下

のごみ袋を用いて排出 

ボランティア

清掃ごみ 

自治会活動等におけ

るボランティア清掃

によるごみ 

地域の環境美化

を目的に道路、公

園その他公共の

場所をボランテ

ィアで清掃して

いただくことへ

の支援のため。 

①中津市クリーンプラザへ直接

搬入する場合…清掃課窓口にて

申請をした後に、搬入する 

②集積所に排出する場合…環境

政策課へ「きれまち隊」の登録

が必要。専用袋を用いて排出 
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表４：負担軽減措置内容（負担軽減対象世帯…経済的負担を考慮） 

対象世帯 内容 

生活保護受給世帯 単身世帯については、20ℓのごみ袋を 1年間に 60枚無料配布。 

それ以外の世帯については、30ℓのごみ袋を 1年間に 60枚無

料配布 

※無料配布の枚数は、年間使用見込み枚数の１／２ 

カ．手数料収入の使途 

手数料収入の使途については、ごみ袋有料化の目的が、ごみの減量と資源化の推進

であることから、ごみ袋の製造及び流通などの制度運用にかかる費用のほか、容器包

装プラスチックの分別収集など、ごみの減量と資源化の推進施策に資する事業に活用

することが妥当であり、その内容については市民の皆さんに分かりやすく公開するこ

とが必要であると考えます。 

 

（４）その他の施策 

ごみの減量・資源化の推進に向けて、これまで述べてきた「容器包装プラスチックの

分別収集」、「生ごみキエーロの普及促進」及び「ごみ袋の有料化制度の導入」などと併

せて、次の施策を実施する必要があると考えます。 

①ごみ・リサイクルミニ集会の拡充 

市民の皆さんに対して様々な視点から、ごみ減量やリサイクル推進などの環境に対

する理解を深めてもらうために、これまでも実施してきたごみ・リサイクルミニ集会

を拡充すること。 

②家庭ごみの分別支援 

家庭ごみの出し方の理解を深め、燃やすごみの中に含まれる資源ごみの適正分別を

推進するため、市民の皆さんと一緒に家庭から排出される燃やすごみを分別するなど

の分別支援を実施すること。 
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③資源回収ステーションの設置 

資源化の推進を目的に、各地域に拠点となる資源回収ステーションを設置し、いつ

でも古紙類等の資源物を出すことができる環境を整えること。 

④適切に分別ができていないごみの対応 

ごみの適切な分別、資源ごみの分別の徹底を図るために、ごみステーションなどで

の早朝指導の実施などを行うこと。 

⑤不法投棄への対応 

ごみ袋有料化の実施に際しては、不法投棄の増加が懸念されることから、不法投棄

をさせない環境づくりに努め、さらなる不法投棄防止対策の強化を図ること。 

⑥中津市クリーンプラザの家庭ごみ搬入料金の改定 

  ごみ袋有料化制度を導入する場合は、ごみ処理経費にかかる負担の公平性の観点か

ら、家庭ごみを中津市クリーンプラザへ搬入する際の搬入料金について、現行の 10

㎏未満無料の制度を廃止すること。 

 

４ 事業ごみの減量・資源化推進施策について 

 中津市の事業所から排出される事業ごみ（事業系一般廃棄物）の状況を見ると、ごみ

総量は減少傾向にあるものの、一事業所あたりの平均排出量はほぼ横ばいで推移してお

り、事業ごみの減量は進んでいない状況です。 
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図７：事業ごみ(事業系一般廃棄物)の年間排出総量と１事業所単位の年間排出量推移 

 

 また、中津市が、事業所を「飲食店系」「事務系」「商店系」に分類し、クリーンプラ

ザに搬入される事業ごみの燃やすごみの組成分析を行った結果、分別の徹底などがなさ

れていない実態が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８：事業ごみ「燃やすごみ」の中身（令和２年７月実施の組成分析結果） 

【商店系】「燃やすごみ」の中身 ※事業系統について 

飲食店系：ファミリーレストラン、居酒屋、

レストランなど 

事務系：自動車販売店、住宅販売店、工場事

務所など 

商店系：スーパー、コンビニエンスストア、

ドラッグストアなど 

【事務系】「燃やすごみ」の中身 
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中津市が掲げるごみ減量の目標値を達成するためには、これまで述べてきた家庭ごみ

の減量・資源化の推進に向けた施策の推進と併せ、事業所から排出される事業ごみにつ

いても、一人１日あたり事業ごみ排出量の約 32％（102ｇ）の減量目標に向けて、家庭

ごみ同様に減量・資源化を推進する施策を進めることが必要です。そこで本審議会では、

これまで市が実施してきた事業ごみ搬入時の検査や、一定規模を超える事業者に対し

「事業ごみ減量計画書」を提出してもらうことや、資源化できる「紙類」「びん・缶」

「ペットボトル」の受入れ制限などの取組みに加え、さらに次の施策を実施すべきとの

結論に至りました。 

 

（１）事業ごみの適切な分別と適正な処理 

 事業者の「燃やすごみ」に資源化できる紙類などが多く排出されていることから、事

業者に事業ごみの適切な分別方法と適正な処理方法を正しく理解していただくことが

必要であると考えます。そのため、事業者向けのごみと資源の分別や処理方法を記載し

た冊子を作成し、事業者へ配布することを要望します。それに伴い、事業ごみの出し方

などについて事業者へ周知啓発していくために、事業者向けのごみ・リサイクルミニ集

会を拡充することも併せて要望します。 

 

（２）事業ごみ搬入時の展開検査の拡充と収集運搬許可業者への指導・助言 

 事業ごみを中津市クリーンプラザへ搬入する事業者や収集運搬許可業者においても、

搬入するごみの分別や処理方法を理解していただく必要があると考えます。事業ごみの

搬入時の展開検査を拡充させ、ごみの適切な分別や適正な処理について指導を行うとと

もに、廃棄物の収集時に事業者へ指導ができるよう収集運搬許可業者へ助言することを

要望します。 
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（３）中津市クリーンプラザの事業ごみ搬入料金の改定 

 ごみ袋有料化制度を導入する場合、新たに家庭へごみ処理費用の一部を負担していた

だくことになるため、事業ごみの中津市クリーンプラザへの搬入料金も見直すべきと考

えます。ごみ処理費用に占めるごみ袋の有料化による家庭の負担割合と現在の事業者の

負担割合を考慮し、事業ごみの中津市クリーンプラザへの搬入料金を 10㎏あたり 110

円から 150円に改定することが望ましいと考えます。 

 

５ ごみの減量・資源化推進施策の実施時期について 

これらの施策の実施時期については、社会経済情勢などを十分に考慮した上で、決定

されるよう提言します。なお、容器包装プラスチックの分別収集については、市民の皆

さんのご意見や環境負荷低減の観点から、早期に実施すべきとの結論に至りました。 

また、実効性のあるごみ減量・資源化の推進には、本報告書及び「中津市家庭ごみ減

量・資源化の基本方針（素案）」に沿って、これらの施策の一体的な取組みが必要です。 

 なお、その実施にあたっては、市民、事業者の皆さんに分かりやすく周知・啓発を行

い、市民・事業者・行政が一体となって「環境共生都市なかつ」の実現に向けた取組み

を着実に実行することを強く期待します。 
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資料１ 

中津市廃棄物減量等推進審議会 委員名簿 

任期：令和元年 12月 20日～令和３年 12月 19日   令和元年 12月 20日現在 

区 分 所     属 役 職 氏 名 

1 学識経験者（会長） 東九州短期大学 特任教授 室長 大應 

2 学識経験者 大分大学 理工学部 准教授 平田 誠 

3 市民（副会長） 中津市各種女性団体連絡協議会 会長 今井 登美子 

4 市民 中津市連合自治委員会 副会長 小野 政文 

5 市民 NPO法人アースデイ中津 理事 伊藤 勇 

6 市民 米山地区自治委員 自治委員 高山 優治 

7 市民 三光周辺地域振興対策推進会議 委員 澤村 真知子 

8 市民 本耶馬渓町地域婦人団体連合会 会長 小川 幸子 

9 市民 耶馬溪町地域婦人団体連合会 会長 平野 京子 

10 市民 山国町地域婦人団体連合会 会長 水谷 トシヱ 

11 市民 「生ごみキエーロ」市民モニター - 溝口 聖美 

12 市民 「生ごみキエーロ」市民モニター - 於久 末美 

13 廃棄物処理業者 平山産業（株） 代表取締役 平山 起吉 

14 廃棄物処理業者 （株）松山商会 代表取締役 松山  義憲 

15 廃棄物処理業者 （有）惠上商店 取締役社長 惠上 貞之 

16 事業者 （株）カートピア キクチ 代表取締役 菊池 徹 

17 事業者 イオン九州(株) イオン三光店 店長 大坪 丈二 

18 事業者 (株)イズミ ゆめタウン中津店 店長 亀井 顕史 
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中津市廃棄物減量等推進審議会 委員名簿 

任期：令和元年 12月 20日～令和３年 12月 19日   令和２年９月１日現在 

区 分 所     属 役 職 氏 名 

1 学識経験者（会長） 東九州短期大学 特任教授 室長 大應 

2 学識経験者 大分大学 理工学部 准教授 平田 誠 

3 市民（副会長） 中津市各種女性団体連絡協議会 会長 今井 登美子 

4 市民 中津市連合自治委員会 副会長 小野 政文 

5 市民 NPO法人アースデイ中津 理事 伊藤 勇 

6 市民 米山地区自治委員 自治委員 高山 優治 

7 市民 三光周辺地域振興対策推進会議 委員 澤村 真知子 

8 市民 本耶馬渓町地域婦人団体連合会 会長 小川 幸子 

9 市民 耶馬溪町地域婦人団体連合会 会長 平野 京子 

10 市民 山国町地域婦人団体連合会 会長 水谷 トシヱ 

11 市民 「生ごみキエーロ」市民モニター - 溝口 聖美 

12 市民 「生ごみキエーロ」市民モニター - 於久 末美 

13 廃棄物処理業者 平山産業（株） 代表取締役 平山 起吉 

14 廃棄物処理業者 （株）松山商会 代表取締役 松山  義憲 

15 廃棄物処理業者 （有）惠上商店 取締役社長 惠上 貞之 

16 事業者 （株）カートピア キクチ 代表取締役 菊池 徹 

17 事業者 イオン九州(株) イオン三光店 店長 甲斐 允弓 

18 事業者 (株)イズミ ゆめタウン中津店 店長 亀井 顕史 
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資料２ 

中津市廃棄物減量等推進審議会 開催状況 

年 月 経 過 

令和２年 ６月 第１回中津市廃棄物減量等推進審議会（諮問、家庭ごみ減量・資

源化の審議） 

令和 2年 ７月 第２回中津市廃棄物減量等推進審議会（家庭ごみ減量・資源化の

審議） 

令和２年 ８月 第３・４回中津市廃棄物減量等推進審議会（家庭ごみ減量・資源

化の審議） 

令和 2年 ９月 第５回中津市廃棄物減量等推進審議会（中津市家庭ごみ減量・資

源化基本方針（素案）の審議） 

令和２年１０月 中津市家庭ごみ減量・資源化基本方針（素案）についてパブリッ

クコメント(10/1～11/7)及び市民説明会(10/1～10/30：計 59回)

の実施 

令和２年１１月 第６回中津市廃棄物減量等推進審議会（パブリックコメント及び

市民説明会の結果報告、事業ごみ減量・資源化の審議） 

令和２年１２月 第７回中津市廃棄物減量等推進審議会（答申案（家庭ごみのみ）

の審議） 

令和３年 １月 第８回中津市廃棄物減量等推進審議会（事業ごみ減量・資源化の

審議、答申案の審議） 

令和３年 ２月 第９回中津市廃棄物減量等推進審議会（答申） 

 


