
 

 

令和 2 年度 第 2 回中津市廃棄物減量等推進審議会 

 

【議 事 資 料】 

  

１．令和２年度第１回審議会での審議内容について Ｐ１～ 

 

 ２．ごみの減量・資源化の推進について Ｐ２～ 

  

３．第３回中津市廃棄物減量等推進審議会について Ｐ２２ 
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１．令和２年度第１回審議会での審議内容について 

 

  令和２年度 第１回中津市廃棄物減量等推進審議会  

  ◇日時：令和２年６月２９日（月）10：00～12：00 

  ◇場所：中津市役所 ３階 大会議室 

   

  ごみ減量・資源化推進の施策について 

  ①容器包装プラスチックの分別収集について 

  【各委員の意見等総括】 

   ・容器包装プラスチックの分別収集について、審議会にて承認。 

   ・回収率５０％の目標設定は、今後さらに上げていくべき。 

   ・リサイクルについては、リサイクルしやすい環境づくりと周知活動による意

識の向上を図っていかなければならない。 

   

  ②生ごみ減量支援施策「生ごみキエーロの普及促進」について 

  【各委員の意見等総括】 

   ・生ごみキエーロの普及促進については、審議会にて承認。 

   ・小さいサイズでの、生ごみの処理時間が気になる。 

・市の販売については、金額設定が難しい。 

   ・間伐材の活用も有効ではないか。 

   ・段ボールコンポスト等との併用をする。 

 

  ③ごみ袋有料化の導入について 

  【各委員の意見等総括（全体）】 

   ・審議会として今回諮問を受けて、いつまでに結論、方向性を決定しないとい

けないのか。 

   →ごみ減量・資源化施策に関する議論は、ごみ袋の有料化だけでなく、容器包

装プラスチックの分別収集や生ごみキエーロ普及促進など、それ以外の施策

についても検討しなければならないことが多くあります。それら全てを総括

しながら進めていきたいと考えており、特に期限は設定していません。 
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２．ごみの減量・資源化の推進について 

 

ごみの減量・資源化推進の施策 

 

ごみの減量・資源化推進に向けた新たな施策について 

 

ごみ袋有料化の導入について 

 

◇家庭系ごみ袋の有料化とは？ 

     家庭系ごみ袋の有料化とは、ごみの排出量に応じてごみ処理経費の一部を

市民の皆様に負担していただくものです。 

     国（環境省）も、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（以下「基本方針」とい

う。）の中で、市町村の役割として、「経済的インセンティブを活用した一般

廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民

の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきであ

る。」として、国全体の施策の方針として一般廃棄物処理の有料化を推進す

るべきことが明確に示されています。 

経済的インセンティブによる

ごみ減量行動の促進

費用負担の公平化 住民意識の向上

ごみの発生・排出抑制、リサイクルの促進 適正な処理

環境負荷の低減、天然資源の消費抑制 ごみ処理経費の削減

持続可能な循環型社会

 

◇家庭系ごみ袋の有料化の効果 

①ごみの発生及び排出抑制、資源化の推進、温室効果ガスの排出抑制 

  有料化の導入により、費用負担を軽減する観点から、ごみの排出量の

抑制の動機付けが図られ、併せて資源物の分別がより徹底されることで、

再資源化が促進されます。また、ごみの排出量の抑制による焼却処分量
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の削減は、温室効果ガスの排出抑制にも繋がります。 

②ごみの排出量に応じた費用負担の公平性の確保 

       ごみの排出量に応じて処理費用を負担していただくことで、多量に排

出される方、ごみを減らす努力をされた方の負担の公平性が確保されま

す。 

     ③市民のごみに対する意識改革 

       有料化の導入によって、ごみの排出頻度や排出量に応じて費用負担が

発生することになり、市民のみなさんがごみ問題や適正排出への関心が

高まるなど、自らに関わりのある問題として意識改革に繋がることが期

待されます。 

     ④ごみ処理に係る費用の削減 

       ごみの排出抑制や再生利用の促進により、焼却処理量や最終処分量が

減量されることで、環境負荷及び処理費用等の削減が図られます。また、

焼却施設及び最終処分場の延命化が図られます。 

 

  【参考資料】 

      資料１ 「ごみ袋有料化」と「SDGs（持続可能な開発目標）」との関連性 （P 11） 

      資料２ 全国市区町村の有料化実施状況について （P 13） 

      資料３ ごみ袋各市状況（大分県内及び定住自立圏）（P 18） 

      資料４ 平成３０年度手数料別の可燃ごみ排出量と減量率について （P 19） 

資料５ 負担軽減措置各市状況（大分県内及び参考自治体） （P 20） 
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ごみ袋有料化の対象となるごみの種類 

  

 種類 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 

収集区分 燃やすごみ 燃えないごみ 
びん・缶・ペ

ットボトル 
古紙・古布 危険有害ごみ 

発泡・食品トレ

ー（下毛のみ） 

対象 ○ ○     

※「容器包装プラスチック」は、資源ごみに分類されます。 

 

ごみ袋有料化の対象となるごみ袋は、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」のみを

対象とし、その他の資源ごみなどについては、従来通り無色透明の４５リットル以

下の袋を使用していただくことを考えています。 

理由としては、現在、家庭系ごみの「燃やすごみ」の中には、正しく分別すれば

「資源物」となるごみが、重量比で約 16％含まれており（※「容器包装プラスチッ

クの新規分別収集」を開始した場合には、約 33％）、「燃やすごみ」と「燃えないご

み」のみを有料化の対象とすることで、「資源物」と差を設け、資源物のより一層

の適正分別の促進に繋げる考えです。 

 

【燃やすごみの組成分析】 

 

H30年度実績 

15,424トン 

（家庭ごみの内、 

 燃やすごみの量） 

（燃やすごみの中身） 

新規分別収集に

より、資源物と

なる「ごみ」 

燃やすごみの中に含まれている資源ごみ（紙類・トレイ・

ペットボトル・布類）：2,463ｔ 

（※今後、容器包装プラスチックの新規分別収集を開始

した場合は、さらに 2,720ｔが資源ごみとなります。） 
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手数料の料金体系と徴収方法 

 

①料金体系 

   料金体系としては、 

    ・家庭ごみ有料化の仕組みが分かりやすいこと 

    ・ごみの排出量に応じた費用負担となり持続的な減量効果が期待できること 

    ・ごみを多く出す人と少なく出す人の費用負担の公平性を確保できること 

   から、「単純従量制」を考えています。 

    

【イメージ図：単純従量制】 

、　　　　0
排出量

負担額

ごみ排出量に応じて、費用負
担額が増加していく。
ごみを多く出す人は、その分
負担額が増えていく。

 

   その他の料金体系として、「一定量無料型」や「定額制従量制併用型」などの

料金体系（別添資料を参照）がありますが、共通の欠点として「制度の運用に要

する費用が増す。」という点があります。そのため、「単純従量制」を考えていま

す。 

  

 【全国料金体系内訳表：平成 30 年度一般廃棄物処理実態調査より集計】 

料金体系の種類 市町村数 割合（％） 

排出量単純比例型 984 91.2 

排出量多段階比例型 21 1.9 

一定量無料型 38 3.5 

負担金補助組合せ型 2 0.2 

定額制従量制併用型 6 0.6 

その他 28 2.6 

合  計 1,079 100.0 

    ※ごみ袋有料化実施団体数（可燃ごみ）及び実施割合 

1,079 団体／1,741 団体（全国市区町村数）＝61.9％ 
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 ②徴収方法 

   徴収方法としては、全国的にも一般的な「有料指定ごみ袋制」を考えています。 

    

※「有料指定ごみ袋制」とは、市が作成する有料指定ごみ袋を手数料として定

めた価格で購入していただくことで手数料の納付となるものです。 

 

その他、「シール制」もありますが、シールが剥がれてしまう場合や貼り換えに

よるトラブルが発生する場合、収集時の確認作業が必要になることが考えられる

ため、「有料指定ごみ袋制」を考えています。 

 

ごみ袋のサイズと種類 

  

 ごみ袋の種類は、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」の２種類を、サイズは、各世

帯がごみの排出量に応じて選択ができるように、数種類を設定したいと考えています。 

 事務局としては、１回あたりの排出におけるごみ減量を推進するとともに、適正な

分別がしっかりとなされれば、一番大きいサイズは４０ℓの容量で十分に足りると考

えています。また、使用する最大のごみ袋を４５ℓから４０ℓにすることで、年間のプ

ラスチックごみが約１４ｔ削減でき、焼却による温室効果ガスの排出量は、年間約４

０ｔ-ＣＯ２が削減されます。これは、生ごみを約２，０００ｔ削減したのと同等の

温室効果ガスの削減量となります。 

 

【燃やすごみ】 

４５ℓ ４０ℓ ３５ℓ ３０ℓ ２０ℓ １０ℓ 

 ○     

【燃えないごみ】 

４５ℓ ４０ℓ ３５ℓ ３０ℓ ２０ℓ １０ℓ 

 ○     

  また、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」の袋はそれぞれごみの種類が違うため、

ごみの種類に適した袋の形状（厚さ、密度等）となるように、他市の事例を考慮し

ながら検討します。 
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ごみ袋有料化に係る手数料の設定について 

  

 ごみ袋有料化の実施に当たり、負担する手数料の額について検討を行います。 

なお、手数料の設定にあたっては、下記の点を考慮する必要があります。 

 ・ごみの排出抑制と減量効果が期待できる水準であること 

 ・近隣市町村の料金水準 

 ・不法投棄を誘発しないようなど過度な負担を求めないこと 

 

① 期待できるごみの排出抑制と減量効果 

現在、市では中津市一般廃棄物処理基本計画に沿ってごみの減量・再資源化に取り

組んでおり、一人１日当たり家庭系ごみ排出量（資源ごみを除く）について、令和９

年度において平成３０年度比１６．７％の削減を見込んでいます。 

国（環境省）が定める第四次循環型社会形成推進基本計画の令和７年度の一人１日

当たり家庭系ごみ排出量の目標値４４０ｇ/人・日に対し、現在の計画値は４９７ｇ/

人・日となっているため、国の目標値を達成するためには更なる減量が必要です。 

全国の有料化に関する環境省の調査結果は、下表のとおりです。１ℓ当たりの手数

料水準が高くなるほど、減量効果が大きくなっていることが分かります。 

 

【家庭系可燃ごみの有料化前後の一人当たり可燃ごみ収集量変化】 

 （環境省 一般廃棄物有料化の手引きより引用） 
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 中津市一般廃棄物処理基本計画について、ごみ袋の有料化を実施した場合の減量効

果を反映した数値は以下のとおりとなります。 

   

●有料化による減量効果の見込み（中津市一般廃棄物処理基本計画）

1ℓあたり

手数料

減量

効果

一人1日あたり家

庭系ごみ排出量

（g/人・日）

リサイクル率

Ｈ30 実績 - - 569 19.2%

現計画 - - 497 27.6%

0.5～0.99円 13% 467 31.6%

1～1.49円 20% 431 32.5%

2～2.49円 25% 405 33.2%

環境省計画 - - 440 -

　　（※）家庭系ごみ排出量とは、家庭から排出されるごみのうち、資源ごみを除いた量

　　　 　 有料化後の数値は、容器包装プラスチックの分別収集を反映

有料化後Ｒ7

 

② 近隣市町村等の手数料及び減量効果 

県内及び平成２１年度以降に有料化を実施した参考自治体（人口５万人～１０万人

規模）の手数料水準と有料化の可燃ごみの減量率について、以下のとおりとなります。

１ℓあたりの手数料と有料化実施３年目の可燃ごみ減量率　※一般廃棄物処理実態調査結果から作成　

●大分県内自治体（Ｈ16年度以降有料化実施自治体） ●参考自治体（H21年度以降に有料化を実施した人口5～10万人規模の自治体）

市　　名
有料化

年月

可燃ごみ大袋

1㍑当たりの

手数料

実施3年目の

可燃ごみ

減量率

H30年度の

可燃ごみ

減量率

市　　名 人口
有料化

年月

可燃ごみ大袋

1㍑当たりの

手数料

実施3年目の

可燃ごみ

減量率

Ｈ30年度の

可燃ごみ

減量率

大分市 H26.10 0.7円 11.6% 10.9%
犬山市

（愛知県）
73,667人 H21.12 0.7円 5.3% 5.2%

日田市 H16.10 0.8円 42.4% 37.5%
日南市

（宮崎県）
51,240人 H22.4 0.9円 17.3% 24.3%

佐伯市 H17.3 0.7円 8.5% 13.7%
泉大津市

（大阪府）
74,420人 H22.12 1.0円 17.7% 24.5%

臼杵市 H17.3 0.7円 8.4% 6.2%
真岡市

（栃木県）
78,809人 H26.4 1.1円 15.9% 13.2%

津久見市 H19.6 0.7円 18.0% 19.0%
常滑市

（愛知県）
59,324人 H24.10 1.1円 20.3% 21.5%

豊後高田市 H17.4 0.6円 9.4% 12.2%
柏崎市

（新潟県）
82,242人 H21.10 1.4円 24.3% 28.9%

杵築市 H18.10 0.5円 12.4% 7.3%
恵庭市

（北海道）
69,963人 H22.4 2.0円 44.6% 45.2%

宇佐市 H18.7 0.7円 11.5% 11.2%
東大和市

（東京都）
85,294人 H26.10 2.0円 14.3% 15.4%

※日田市はH18年度より生ごみの分別回収を実施 逗子市

（神奈川県）
57,125人 Ｈ27.10 2.0円 29.3% 29.4%

※人口は５月末時点  
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大分県内では、大袋の一番高い手数料の額は、国東市の大袋１枚（４５ℓ）４２円

（１ℓ当たり０.９円）です。次いで、日田市の大袋１枚（４５ℓ）３５円（１ℓ当たり

０.８円）となっています。大分県内の手数料額の平均は、１ℓ当たり０.７円です。な

お、平成２６年度～平成３１年度に全国で有料化を実施した２５市の手数料の平均は、

１ℓ当たり１.４円となっています。 

中津市における手数料の額については、手数料水準によるごみの減量効果や有料化

実施自治体の料金水準と減量効果の状況、県内自治体の料金水準、さらには、１世帯

当たりの負担額などを総合的に判断して設定する必要があると考えています。 

 

③ごみ処理費用と市民負担 

ごみ処理費用と１世帯当たりの負担金額の算出資料 

平成30年度ごみ処理費用（容器包装プラスチック分追加） 973,135 千円

家庭系ごみ処理費用 727,375 千円 事業系ごみ処理費用 245,760 千円

家庭系ごみ 19,619,000 ㎏ 事業系ごみ 9,807,000 ㎏

1㎏当たり （67％） （33％） 　1㎏当たり

ごみ処理費用 　ごみ処理費用

37.08 円 25.06 円

　　  ごみ処理費用

人件費などその他費用

　　　※ごみ処理費用（中間処理費、中津市クリーンプラザ管理費等）と人件費などその他の費用は、ごみ量に応じて案分。

49,646千円 24,453千円

容器包装プラスチック収集処理経費見込み

43,800千円

収集運搬費用

184,609千円

449,320千円 221,307千円

 

平成３０年度 家庭系ごみ処理費用   ７２７，３７５，０００円  ① 

平成３０年度 家庭系ごみ処理量     １９，６１９，０００ｋｇ ② 

平成３０年度末人口データ 世帯数     ３９，５９９世帯    ③ 

             人 口     ８３，９６９人     ④ 

平成３０年度１人一日当たりの家庭系ごみ排出量  ６９２ｇ     ⑤ 

 

１ｋｇ当たりのごみ処理費用         ３７．０８円（①／②）a 

１人当たりの年間家庭ごみ排出量      ２５２．５８ｋｇ（⑤×３６５日）b 

１人当たりの年間家庭ごみ処理費用      ９，３６６円（a×b）c 

１世帯当たりの年間家庭ごみ処理費用    １９，８６０円（c×④／③）d 

１世帯当たり１月の家庭ごみ処理費用     １，６５５円（d／１２か月）e 

 

※ごみ処理費用とごみ処理量は、平成３０年度一般廃棄物処理実態調査結果。 

※ごみ処理量は、総ごみ処理量から直接資源化量を除いた量。 
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（1）40ℓ、30ℓ、20ℓの袋を使用した場合の負担額と処理費用に対する負担割合

　（各サイズの使用枚数を40ℓ=50%、30ℓ=30%、20ℓ＝20％で算出)

２円 １円 0.7円

（A）世帯数 39,599世帯 39,599世帯 39,599世帯

（B）手数料収入 約303百万円 約151百万円 約106百万円

１世帯１月あたりの負担額

（B）÷（A）÷12か月
638円 318円 223円

１世帯１月あたりの家庭ごみ

処理費用に対する負担割合
38.5% 19.3% 13.5%

（2）40ℓ、20ℓの袋を使用した場合の負担額と処理費用に対する負担割合

　（各サイズの使用枚数を40ℓ＝65％、20ℓ＝35％で算出)

２円 １円 0.7円

（A）世帯数 39,599世帯 39,599世帯 39,599世帯

（B）手数料収入 約303百万円 約151百万円 約106百万円

１世帯１月あたりの負担額

（B）÷（A）÷12か月
638円 318円 223円

１世帯１月あたりの家庭ごみ

処理費用に対する負担割合
38.5% 19.3% 13.5%

1ℓあたりの手数料

1ℓあたりの手数料

 

※県内他市のごみ袋各サイズの発注枚数を参考に各サイズの枚数を設定。 

※有料化対象ごみの排出回数（年間１１６回）に、各世帯がごみ袋を１枚使用すると想定。 

 

ごみ袋有料化による手数料収入については、市民の皆様にどのような事業に活用さ

れているのかを示していかなければならないと考えています。ごみ袋有料化の目的が、

ごみの減量と資源化の推進であり、ごみの排出量に応じてごみ処理費用の一部を負担

していただくことになりますので、事務局の案としましては、ごみ袋作成等の費用の

ほか、ごみの減量・資源化推進の施策への活用を考えています。また、手数料の使途

については、ごみ処理費用の現状と合わせて、中津市ごみ概要説明書などで市民に分

かりやすく公開してまいります。 
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資料１：「ごみ袋有料化」と「SDGｓ（持続可能な開発目標）」との関連性 

 

 
 

【SDGｓの 17 の目標と 169 のターゲットとの関係】 

 

①ごみの発生及び排出抑制、資源化の推進、温室効果ガスの排出抑制 

    

   12.3…一人当たりの食料の廃棄を半減させる。 

   14.1，14.2…海洋ごみや陸上活動による汚染などを大幅に削減する。海岸及び沿岸の

生態系の回復のための取組を行う。 

   15.1…陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能

な利用を確保する。 

 

②ごみの排出量に応じた費用負担の公平性の確保 

    

   10.4…平等の拡大を斬新的に達成する。 
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①ごみの発生及び排出抑制、資源化の推進、温室効果ガスの排出抑制、③市民のごみに対す

る意識改革、④ごみ処理に係る費用の削減 

    

   11.6…一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 

   13.3…気候変動の緩和、適応、影響軽減に関する教育、啓発及び制度機能を改善する。 

   14.1，14.2…海洋ごみや陸上活動による汚染などを大幅に削減する。海岸及び沿岸の

生態系の回復のための取組を行う。 

   15.1…陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能

な利用を確保する。 

 

環境、社会、経済の三側面から生活の豊かさや持続可能性をとらえる考え方は、平

成 27 年に「国連持続可能な開発サミット」で採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」でも示されたものです。これを踏まえ、中津市において「持続可能な開発

目標（SDGs）」の達成を環境面から支えることと共に、「環境共生都市なかつ」の実

現に向けて環境施策が社会に良好な波及効果を及ぼすことも意図しています。 
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資料２：全国市区町村の有料化実施状況について 

出典：ごみ減量資料室 山谷 修作教授ホームページより 
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資料３：ごみ袋各市状況（大分県内及び定住自立圏） 

ごみ袋各市状況 調査日：R2.4.9

大分県内及び定住自立圏ごみ袋状況

有料化 備考

年月日 可燃 不燃 資源 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（20ℓ） 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（20ℓ） 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（20ℓ） 大（45ℓ） 中（30ℓ） 小（20ℓ）

大分市 大分県 478,161 222,287 H26.10.1 ○ ○ 31.5 21 14 31.5 21 14 0.7 0.7 0.7 ・資源は無料、透明袋で排出

別府市 大分県 116,371 62,009 H9.4.1 ○ ○ 　○ 21.6 10.8 21.6 10.8 21.6 10.8 0.5 0.5

日田市 大分県 64,356 27,381 H16.10.1 ○ ○ 35 23 12 35 23 12 0.8 0.8 0.6
・埋立ごみ1.2円/ℓ～1.5円/ℓ

・ボランティアごみ（無料）

佐伯市 大分県 70,569 33,390 H17.3.3 ○ ○ 30 15 30 15 0.7 0.8

臼杵市 大分県 37,407 15,022 H17.3.1 ○ ○ ○ 30 20 13 30 20 13
プラ

30
0.7 0.7 0.7 ・廃プラ(大)30円・10ℓ袋7円

津久見市 大分県 16,994 8,045 H19.6.1 ○ 30 20 13 0.7 0.7 0.7

竹田市 大分県 21,167 10,118 S56.4.1 ○ ○ 　○ 20 15 20 15
プラ

20
0.4 0.5 廃プラ　20円

豊後高田市 大分県 22,556 10,879 H17.4.1 ○ ○ 25 15 25 15 0.6 0.8

杵築市 大分県 28,687 13,460 H18.10.1 ○ ○ ○ 21 10.5 21 10.5 10 5 0.5 0.5 資源ごみ特大20円

宇佐市 大分県 55,573 25,978 H18.7.1 ○ ○ 30 22 30 22 0.7 1.1

豊後大野市 大分県 35,237 16,019 H6.4.1 ○ ○ 〇 30 20 30 20
プラ

30
0.7 1.0 廃プラ(大)30円

由布市 大分県 34,216 15,639 S56.4.1 ○ 25 20 0.6 0.7

国東市 大分県 27,515 13,157 H11.4.1 ○ ○ ○ 42 31.5 42
びん缶31.5円・

ペット42円
0.9 1.6

不燃(ビン)31.5円、缶・ペット42円そ

の他  42円

豊前市 福岡県 25,189 11,758 ー △ 12.45
（40ℓ）

8.95 0.3
（40ℓ）

0.4 市の手数料収入なし

築上町 福岡県 17,987 8,746 ー 〇 〇 〇 31 16 42
びん

42

缶

26
0.7 0.5

上毛町 福岡県 7,608 3,220 ー 〇 〇 20
（38ℓ）

13
（28ℓ）

10
（12ℓ）

30 15 0.5 0.5 0.8

吉富町 福岡県 6,744 3,025 ー △ △ 12.75
（40ℓ）

9.2
（25ℓ）

7.5
（15ℓ）

0.3 0.4 0.5 市の手数料収入なし

（ホームページで確認）　　（単位：円）

市　　名
有料化の対象品目 有料袋の1枚当たり単価（可燃） 有料袋の1枚当たり単価（不燃） 有料袋の1枚当たり単価（資源） 1㍑当たりの単価（可燃）

県名 人口 世帯数
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資料４：平成 30年度手数料別の可燃ごみ排出量と減量率について 

環境省 一般廃棄物処理実態調査より算出 

 

●平成 21 年度～27 年度に有料化を単純従量制で実施した 39 都市を対象 

 

   ※有料化実施後に分別方法に変更のあった自治体、可燃ごみの収集がない自治体を除く 

 

●上記 39 都市のうち人口 5 万人～10 万人規模の９都市を対象 

 

N=39 

（12 自治体） （18 自治体） （9 自治体） 

（2 自治体） （4 自治体） （3 自治体） 

N=9 
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資料５：負担軽減措置各市状況（大分県内及び参考自治体） 

大分県内負担軽減措置状況

有料化

年月日 紙おむつ ストーマ装具等 草・落ち葉・剪定枝等 ボランティア・地域ごみ 生活保護世帯 その他

大分市 478,161 222,287 H26.10.1 0.7円

乳幼児⇒小袋を1回限り最大250枚

配布、介護等⇒小袋を年1回最大

100枚配布　※障害のある乳幼児

は年間最大300枚

介護、在宅医療（ストーマ装具、

腹膜透析）⇒小袋を年１回最大

100枚配布

草、葉、剪定枝は、透明袋で

収集可

ボランティア専用袋使用により

収集可

特小袋～中袋を１世帯につき年1

回最大60枚配布
ー

別府市 116,371 62,009 H9.4.1 0.5円 ー ー ー ー ー

民生委員が集計した、認知症・寝

たきり高齢者がいる世帯と母子

ホームに入所する世帯に可燃大・

小各40枚、不燃大・小各10枚、資

源大・小各10枚配布

※H30実績217世帯

日田市 64,356 27,381 H16.10.1 0.8円

乳児（1歳未満）⇒中10枚／月を

支給、要介護者⇒中10枚／月を支

給、障害者（児）⇒小10枚／月を

支給

ー ー
ボランティア専用袋使用により

収集可

単身⇒1か月当たり中袋5枚、それ

以外の世帯⇒1か月当たり中袋10

枚を支給

ー

佐伯市 70,569 33,390 H17.3.3 0.7円 ー ー ー
ボランティア専用袋使用により

収集可
ー ー

臼杵市 37,407 15,022 H17.3.1 0.7円 ー ー ー
イベントで拾ったごみは専用袋で

回収

単身⇒年間可燃小40枚、不燃また

はプラ中20枚、それ以外の世帯⇒

年間可燃中40枚、不燃またはプラ

中20枚を支給

ー

津久見市 16,994 8,045 H19.6.1 0.7円
1歳未満、高齢、障害者に一定量

支給
ー ー

多量のボランティアごみは市が回

収

単身⇒20ℓ80枚、それ以外の世帯

⇒30ℓ80枚を支給
ー

竹田市 21,167 10,118 S56.4.1 0.4円 ー ー ー ー ー ー

豊後高田市 22,556 10,879 H17.4.1 0.6円
H17～27年度まで出産祝の一部と

してごみ袋提供
ー ー

ボランティア登録団体に専用袋を

配布
ー ー

杵築市 28,687 13,460 H18.10.1 0.5円
乳児（1歳未満）、要介護者に指

定袋を一定数支給
ー ー

ボランティア登録団体に専用袋を

配布
ー ー

宇佐市 55,573 25,978 H18.7.1 0.7円

乳児（1歳未満）、要介護者、紙

おむつを使用する障がい者に指定

袋を支給

ー ー ー ー ー

豊後大野市 35,237 16,019 H6.4.1 0.7円 ー ー ー ー ー ー

由布市 34,216 15,639 S56.4.1 0.6円 ー ー ー
申請毎にボランティア専用袋を

配布
ー ー

国東市 27,515 13,157 H11.4.1 0.9円 ー ー ー
申請毎にボランティア専用袋を

配布
ー ー

大分県内：H31年度実施アンケートより

その他：ホームページ等より

可燃ごみ大

袋１ℓあた

りの手数料

減免対象品目（減らしたくても減らせないごみ） 減免対象者（生活困窮者等）
市　　名 人口 世帯数
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参考自治体等負担軽減措置状況

有料化

年月日 紙おむつ ストーマ装具等 草・落ち葉・剪定枝等 ボランティア・地域ごみ 生活保護世帯 その他

鎌倉市

（神奈川県）
172,321 74,622 H27.4.1 2.0円 透明・半透明の袋で収集可

ストーマ装具使用世帯：10ℓ最大

100枚を支給

腹膜透析実施世帯：20ℓ最大100

枚を支給

ー

地域清掃ごみは透明・半透明の袋

で収集可

祭事ごみは申請により減免

20ℓを最大120枚支給

児童扶養手当、特別児童扶養手

当、ひとり親家庭医療費受給世帯

に20ℓを最大120枚支給

逗子市

（神奈川県）
56,950 24,587 H27.10.1 2.0円

紙おむつ、尿取りパッド（ペット

用除く）は透明・半透明の袋で収

集可

ー ー
ボランティア専用袋使用により

収集可

窓口へ受給証明を持参し、一定数

を交付

児童扶養手当、特別児童扶養手当

の受給者は各種証明を持参し、一

定数を交付。身体障害者手帳、精

神障害者保健福祉手帳、療育手帳

の交付を受けている方が属する市

民税非課税世帯は、申請を受け、

決定通知を交付し後日窓口交付。

君津市

（千葉県）
84,332 38,730

H28.4.1

（H20～H27年

度は超過従量制

で実施）

1.0円

2歳6か月未満の乳幼児１人につき

250枚を限度に支給

寝たきり老人及び寝たきり身体障

害者１人につき毎年100枚を限度

に支給

ー ー
ボランティア専用袋使用により

収集可
ー ー

豊岡市

（愛知県）
81,416 33,145 H17.4.1 1.2円

介護や障害でおむつを使用する世

帯に可燃中袋100枚を配布
ー ー

ボランティア専用袋使用により

収集可

生活保護世帯２人までは可燃中

100枚、不燃大10枚、資源中80

枚、３人以上の世帯は可燃大100

枚、不燃大10枚、資源大80枚を支

給

ー

守山市

（滋賀県）
83,313 32,326

H21.7.1

（S57～H21.6

までは超過従量

制で実施）

1.2円
中身が見える袋に指定のタグ（記

名有）をつけて収集可
ー

家庭から出る剪定枝、落ち葉、つ

る類、茎は指定のタグ（記名有）

をつけて収集可。

公共施設等の清掃で出たごみは指

定のタグ（自治会名記入）をつけ

て収集可。

生活保護世帯は通常の半額で販売 ー

廿日市市

（広島県）
117,035 52,472 R2.4.1 1.0円

白色の指定袋（有料化対象外）に

おむつと書いた張り紙をつけて収

集可

ー
白色の指定袋（有料化対象外）に

入れて収集可

ボランティア専用袋使用により

収集可

世帯員１名につき、可燃45ℓ30枚

程度、資源45ℓ10枚程度、埋立、

大型ごみは必要枚数を支給

要介護3以上、身体障害1、2級、

精神障害1,2級、療育手帳A,A-Bの

１人につき45ℓ30枚程度支給

男鹿市

（秋田県）
26,593 12,822 R2.7（予定） 1.1円

新生児１人につき大袋120枚また

は小袋200枚を支給

在宅医療関連の廃棄物を多く排出

する世帯に大袋30枚または小袋50

枚を支給

ー ー ー ー

宇部市

（山口県）
163,996 79,287 R2.12（予定） 1.0円 透明・半透明の袋で収集可 ー ー

ボランティア専用袋使用により

収集可
生活保護世帯は申請に基づき減免 ー

玉野市

（岡山県）
60,736 24,764 R3.3（予定） 1.1円

乳幼児または障害、介護の紙おむ

つ排出世帯に20ℓを年間100枚を

支給

ー 有料化対象外 ボランティアごみは有料化対象外 ー ー

半田市

（愛知県）
119,884 52,185 R3.4（予定） 1.1円 透明・半透明の袋で収集可 ー ー

ボランティアには専用袋配布。地

域行事・地域祭礼ごみは事前申請

により減免

ー ー

茅ケ崎市

（神奈川県）
241,925 103,428 R4.4（予定） 2.0円 透明・半透明の袋で収集可 ー 草・葉は指定袋以外で収集可

ボランティアごみは指定袋以外で

収集可
ー ー

市　　名 人口 世帯数

可燃ごみ大

袋１ℓあた

りの手数料

減免対象品目（減らしたくても減らせないごみ） 減免対象者（生活困窮者等）
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４．第３回中津市廃棄物減量等推進審議会について  

 

  令和 2 年度第 3 回中津市廃棄物減量等推進審議会については、開催日を 8 月 3

日（月）か 8 月 7 日（金）で考えております。時間は、14 時から 16 時での開催を考

えています。8 月 3 日（月）か 8 月 7 日（金）で都合の悪い日程がありましたら、事

務局まで事前にご連絡いただければと思います。 

 日程は、決まり次第委員の皆様に連絡致しますので、ご出席の程、宜しくお願い致

します。 

日程連絡票 

（送信先 FAX 23-4323） 
 

送信先 

 中津市 生活保健部 環境政策課   

 TEL 22-1111（内線 325）FAX 23-4323 

 

誠に恐れ入りますが 令和２年 7 月 22 日（水）までに 電話又はＦＡＸ にてご連

絡をお願い致します。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

令和  年  月  日 

 

                     発信元 

  ※右欄にお名前を記入ください。 

                     お名前              

 

記 

 

 ８月３日（月）か８月７日（金）の 14時から 16時で審議会を開催する際に、都

合の悪い日程がありましたら、その日にちを下記余白に記載してください。 

 

８月３日（月）  ・  ８月７日（金） 

   ※都合の悪い日程に、二重線を引いてください。 

       （例）８月３日（月）  ・  ８月７日（金） 


