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１ 基本的事項 

 

 （１）目的 

   前年度（令和３年度）のごみ処理実績を踏まえて、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第６条第１項及び防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第７条の

規定による防府市ごみ処理基本計画に基づく令和４年度のごみ処理実施計画を

定めるものです。 

 

 （２）計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）計画期間 

   令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとします。 

 

 （４）処理区域・人口等 

   ① 処理区域 防府市の全域（１８９．３７ｋ㎡） 

   ② 処理世帯及び人口（令和４年４月１日現在） 

    ・人口  １１３，７７６人（男：５５，１６４人 女：５８，６１２人） 

    ・世帯数 ５５，９１５世帯 

 

廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第６条 

防府市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例第７条 

防 府 市 総 合 計 画 

防府市環境基本計画 

防府市ごみ処理基本計画 

防府市ごみ処理実施計画 
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２ 令和３年度ごみ処理状況 

 ２－１ ごみ処理実績 

 (1) ごみ排出量                   （単位：ｔ） 

区分 令和３年度実績 令和２年度実績 

可燃ごみ 

家庭系 ２１,２４９ ２１,９０４ 

事業系 １１,８５８ １１,７４１ 

小計 ３３,１０７ ３３,６４５ 

不燃・粗大・

危険ごみ 

家庭系 ２,３１５ ２,５４４ 

事業系 １４１ １１８ 

小計 ２,４５６ ２,６６２ 

資源ごみ １,９７３ ２,０８９ 

資源ごみ集団回収 ３１２ ３１０ 

埋立ごみ（直接埋立） ４４２ ８７１ 

計（総排出量） ３８,２９０ ３９，５７７ 

  （詳細は、資料１令和３年度一般廃棄物処理フロー及び処理実績 参照） 

 

 (2) ごみ排出状況 

  ① 燃やせるごみ（可燃ごみ）の排出量は３３，１０７ｔで、前年度に比べ５３８

ｔ（1.6％）減少しました。ごみ処理基本計画の目標達成時の令和３年度推計値

（以下「推計値」）である３１，１７１ｔを１，９３６ｔ上回っており、ごみ減

量化の取組を強化する必要があります。 

  ② 燃やせないごみ（不燃ごみ）、粗大ごみ及び危険ごみの排出量は、２，４５６

ｔで、前年度に比べ２０６ｔ減少しており、推計値１，９４７ｔを５０９ｔ上

回っています。 

  ③ 資源ごみの収集量は、１，９７３ｔで推計値３，０６１ｔを１，０８８ｔ下回

っています。前年度に比べ、全ての品目が減少しており、特に古紙類（10％減）、

紙パック（14％減）、紙製容器包装（16％減）、ペットボトル（16％減）、蛍光管

（18％減）、古着・古布（13％減）の減少率が高い結果となりました。また、集

団回収量は３１２ｔで推計値の８７９ｔを大幅に下回っています。 

  ④ 埋立ごみの直接埋立量は４４２ｔで前年度に比べ４２９ｔ減少しました。 
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  (3) 中間処理実績 

  ① 可燃ごみ処理施設でのごみ発電は、約１，８６６万ｋＷｈの発電を行い、これ

は一般家庭約４，６６５世帯分の消費電力に相当します。また、資源化不適物

除去後の焼却灰については、全量セメント原料化を継続して行っています。 

  ② バイオガス化施設には、可燃ごみの約１７％にあたる５，６７６ｔの可燃ごみ

を投入し、メタンガスの発生量は１，７６３千 N㎥となりました。（発生量はし

尿及び浄化センター汚泥寄与分を含みます。） 

 

 (4) 最終処分実績 

  ① 埋立ごみの搬入量は、１，２４５ｔで前年度に比べ５８７ｔ減少しました。 

 

  (5) ごみ処理基本計画の目標数値の達成状況 

  ① １人１日あたりの家庭系ごみ排出量（資源回収量を除く。）は、５７４ｇと前

年度に比べ２６ｇ減少していますが、令和３年度の目標数値を５４ｇ上回って

います。目標数値達成のためには、市民へのごみ減量化のための啓発を強化す

る必要があります。 

  ② 事業系ごみ排出量は、１１，９９９ｔで、前年度に比べ１４０ｔ増加していま

す。令和３年度の目標数値を４３４ｔ上回っており、目標数値との乖離はさら

に大きくなりました。目標数値達成のためには、多量排出事業者への指導を継

続する必要があります。 

  ③ リサイクル率は、前年度の２６．４％から２７．４％と１．０ポイント上昇し

ましたが、令和３年度の目標数値を４.４ポイント下回っており、目標数値達成

のためには、ごみの減量化や資源ごみ回収の取組をさらに強化する必要があり

ます。 

 【ごみ処理基本計画の目標数値との比較】 

区分 
R3年度 

実績 

R2年度 

実績 

ごみ処理基本計画 

最終目標 

(R3年度) 

1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量

（資源回収量を除く。） 
574g 600g 520g 

事業系ごみ排出量 11,999ｔ 11,859ｔ 11,565ｔ 

リサイクル率 27.4% 26.4% 31.8% 
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２－２ ごみ減量化に向けた令和３年度の取組状況 

 

基本方針Ⅰ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の推進 

実施項目 実施内容 個別施策 

クリーンセンター施設見学の受入     小学校 13校、一般 2団体 計 964人 

1-① 
紙すき体験の実施           ※ 未実施 

クリーンセンター★エコまつりの開催  ※ 10月開催、約 110人来場 

ダンボールコンポスト教室の開催 7月、10月開催、35人参加 

小中学生を対象とした出前講座の開催  ※ 未実施 

1-② 外国人向けの出前講座の開催      ※ 未実施 

分別ゲームの実施           ※ 中止 

市広報へのごみ出しルール等の掲載 14回掲載 

1-③ 

家庭ごみ分別収集カレンダーの配布 2月に全戸配布 

新しいごみの分け方･出し方の配布 転入者等に配布 

ごみの分け方・出し方（外国語版）の配布 
英語、中国語、韓国語、ベトナム語版を

配布 

ごみ分別アプリによる分別方法等の周知 令和 4年 3月末時点登録件数：4,280件 

食品ロス削減に向けたやまぐち食べきり協

力店の拡大 

協力店 34店舗から 31店舗に減少 

（1店舗増加、4店舗減少） 2-④ 

フードドライブの開催         ※ 中止 

水切りの必要性の周知及び水切り用品の紹

介等 

水切りの必要性及び水切り用品の紹介

について、市ホームページ掲載 
2-⑤ 

生ごみ処理機等の購入費助成 

生ごみ減量容器  24基  59,000円 

電動生ごみ処理機  9台 236,700円 

紙おむつ保管容器  6台   9,900円 

2-⑥ 

事業系廃棄物の減量及び適正処理の手引き

の配布 
クリーンセンター窓口にて、随時配布 3-⑦ 

事業者ごとの搬入実績データを活用した減

量指導の実施 

多量排出事業者への訪問指導を 4件実

施 
3-⑧ 

家具等再利用品の譲渡会の実施 12回開催、申込 1,166件、譲渡 190件 4-⑪ 

※印は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していたが縮小又は中止したもの 
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基本方針Ⅱ 再生利用（リサイクル）の推進 

実施項目 実施内容 個別施策 

資源・危険・不燃ごみステーションでの分別

指導の実施 
1自治会で実施 1-① 

廃棄物減量等推進員と連携した分別指導の

実施                 ※ 
研修資料配付（研修会中止） 1-② 

資源化推進事業による集団回収への助成 84団体実施、312ｔ回収、1,557,550円 1-③ 

店頭回収事業者の実態調査及び市ホームペ

ージでの紹介 

店頭回収実施店舗及び回収品目一覧を

市ホームページで紹介 
2-④ 

リサイクル施設での事業系の古紙等資源ご

みの無料受入の実施 
事業系資源ごみ搬入量 137ｔ 2-⑤ 

新たな分別回収品目の検討及び資源ごみの

搬出機会の拡充 

資源ごみの排出機会拡充に向けた調査を

継続 
3-⑥ 

小型家電の拠点回収（出張所・市役所等への

回収ボックスの設置） 
12か所、回収量 6,870kg 

不燃ごみからの鉄・アルミニウム等の選別回

収 

回収量 鉄 424ｔ・アルミニウム 39ｔ・

その他 9ｔ 
3-⑦ 

羽毛ふとんの回収 
クリーンセンターにて回収 

回収量 2,033枚、5ｔ 

焼却灰の全量セメント原料化を実施 焼却灰セメント原料化 2,928t 3-⑧ 

※印は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していたが縮小又は中止したもの 
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基本方針Ⅲ 環境負荷の低減に配慮した適正処理の推進 

実施項目 実施内容 個別施策 

可燃ごみ収集の民間委託 収集車両 1日 16台中、9台を民間委託 1-① 

ごみステーション整備への助成 

散乱防止用品  27基   177,800円 

収納容器   231基  9,898,200円 

固定施設    2箇所   694,900円 

改修      6箇所   204,200円 

1-③ 

ごみ散乱防止用ネットの配付 自治会へ 2,167枚配付 

搬入基準違反者への処分基準の適用 適用事例なし 

1-⑤ 
搬入物検査の実施（可燃ごみ、資源ごみ） 

事業系可燃ごみ及び事業系資源ごみで

実施。1,029件中、指導 159件、持ち帰

り 77件 

一般廃棄物処理業の許可範囲・要件等の見直

し 

家庭系一時多量ごみの収集運搬業許可

の民間開放に向け協議を継続 
1-⑥ 

高齢者等ふれあい戸別収集の実施 対象者 20人 1-⑧ 

バイオガス化施設での可燃ごみ処理 可燃ごみの約 17％、5,676ｔを投入 
2-⑨ 

バイオガスを利用した高効率廃棄物発電 発電量 1,866万 kWh 

運営事業者との月例協議会の開催及び業務

監査の実施 

月例協議会を毎月開催、令和 3年度事業

の業務監査を実施 
2-⑩ 

ごみ発電により施設内電力を賄い、温室効果

ガス排出量を削減 

基準年（平成 23年）からの温室効果ガス

削減量 8,138t 
2-⑪ 

自治会への消毒機の貸出 消毒機貸出 34件 4-⑬ 

不法投棄パトロールの実施 月 1回以上実施 

4-⑭ 
不法投棄監視カメラの運用 継続実施 

不法投棄防止ＰＲ 
市広報、市ホームページに不法投棄防止

の記事を掲載 

災害廃棄物の仮置場の選定 候補地の検討及び選定 4-⑮ 

災害時のごみ処理等に係る協定の検討 協定内容及び協定先の検討 4-⑯ 
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３ 令和４年度ごみ処理実施計画 

 ３－１ ごみ排出量目標                 （単位：ｔ） 

区分 令和 4年度目標 令和 3年度実績 

可燃ごみ 

家庭系 １９,８１７ ２１,２４９ 

事業系 １２,０８１ １１,８５８ 

小計 ３１,８９８ ３３,１０７ 

不燃・粗大・

危険ごみ 

家庭系 １,８４７ ２,３１５ 

事業系 １２３ １４１ 

小計 １,９７０ ２,４５６ 

資源ごみ ２,７１０ １,９７３ 

資源ごみ集団回収 ４０２ ３１２ 

埋立ごみ（直接埋立） ３２０ ４４２ 

計（総排出量） ３７,３００ ３８,２９０ 

  （資料２令和４年度一般廃棄物処理フロー及び処理目標量 参照） 

 

 ３－２ 収集・運搬計画 

(1) 家庭系ごみの分別収集 

   家庭から排出されるごみについては、燃やせるごみ（可燃ごみ）、燃やせない

ごみ（不燃ごみ）、資源ごみ、危険ごみに分類し、資源ごみは１１区分の分別に

より収集します。 

   家庭ごみを集積場所まで出すことが困難な高齢者や障がい者等については、申

請により無料戸別収集（高齢者等ふれあい戸別収集）を行います。 

粗大ごみや引越時等の一時多量ごみ、家電リサイクル券が添付された特定家庭

用機器、犬や猫等のペットの死体は、申込制により有料戸別収集を行います。 
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(2) 家庭系ごみの収集日程（野島地域を除く。） 

   家庭系ごみの収集は、地域単位に、次の日程等で実施します。 

  ① 燃やせるごみ（可燃ごみ） 

   ア 収集回数   週２回 

   イ 収集運搬体制 直営及び委託 

   ウ 収集日程 

収集日 収集地域 

月・木曜日 松崎･佐波･勝間･向島･西浦･右田･玉祖･富海･小野･大道 

火・金曜日 牟礼・華浦・新田・中関・華城 

 

  ② プラスチック製容器包装 

   ア 収集回数   週１回 

   イ 収集運搬体制 直営 

   ウ 収集日程 

収集曜日 収集地域 

月曜日 中関 華城  

火曜日 松崎 佐波 西浦 玉祖 大道 

木曜日 牟礼 華浦 新田 
 

金曜日 勝間 向島 右田 富海 小野 

 

  ③ 燃やせないごみ（不燃ごみ） 

   ア 収集回数   月１回 

   イ 収集運搬体制 直営 

   ウ 収集日程 

収集日 月曜日 火曜日 木曜日 金曜日 

第１週 牟礼南 牟礼 小野 富海 

第２週 向島 松崎 右田 玉祖 

第３週 中関 華浦 新田 大道 

第４週 勝間 佐波 華城 西浦 

※ 牟礼地域は、小学校区単位で収集します。 
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  ④ 資源ごみ・危険ごみ 

   ア 収集回数   月１回（水曜日） 

   イ 収集運搬体制 直営及び委託 

   ウ 収集日程 

収集日 収集地域 

第１週水曜日 華浦 新田 中関 大道 

第２週水曜日 佐波 勝間 華城 西浦 

第３週水曜日 牟礼 富海 小野 
 

第４週水曜日 松崎 向島 右田 玉祖 

 ※１ 家庭ごみの分別区分等の詳細は、資料３ 家庭ごみの分別区分及び収集運搬方

式に掲載しています。 

※２ 祝日等により収集日を変更することがあります。 

 ※３ 不燃ごみと資源ごみ・危険ごみの収集日程は、原則として毎月の第１日曜日

を起算日として設定しています。 

  

 (3) 事業系ごみの収集・運搬 

  ① 事業所の事業活動により出されるごみは、原則、市では収集せず、排出事業

者の自己処理、排出事業者自らによる処理施設への搬入又は一般廃棄物収集運

搬許可業者に収集運搬を委託する方法で処理します。現在、事業系一般廃棄物

の収集運搬許可業者は７２社あります。 

 

  ② 事業系ごみの有料収集制度 

   少量の事業系可燃ごみ及びプラスチック製容器包装については、事業者からの

申し込みにより市が家庭系ごみの収集に併せて定期収集します。 

  【制度の概要】 

   ・袋数  ４５リットル袋で４袋まで 

   ・料金  １袋あたり１，６００円/月（消費税等込み） 

   ・収集日 家庭系の可燃ごみ・プラスチック製容器包装の収集日 
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３－３ 中間処理計画 

 (1) 燃やせるごみ（可燃ごみ） 

  ① クリーンセンター可燃ごみ処理施設で、発酵に適した生ごみ等の一部は

バイオガス化施設で発酵処理し、その他のごみは焼却処理を行います。 

  ② 資源化不適物除去後の焼却灰は、全量セメント原料化します。 

 

 (2) 燃やせないごみ（不燃ごみ）、粗大・危険ごみ 

  ① クリーンセンターリサイクル施設で破砕・選別を行い、鉄・アルミニウ

ム等の金属類は売却し、可燃物は可燃ごみ処理施設へ搬送し焼却処理し、

不燃残渣は最終処分場へ搬出します。 

  ② 小型家電は小型家電リサイクル法認定事業者へ引き渡し、リサイクル処

理します。 

  ③ 危険ごみの内、乾電池類と蛍光管は、リサイクル処理業者へ引き渡しリ

サイクル処理します。 

  ④ 粗大ごみの内、家具等で再利用できるものは、再利用品としてクリーン

センター可燃ごみ処理施設の再利用品展示コーナーに展示し、市民に譲

渡します。 

  ⑤ 粗大ごみの内、羽毛布団は、山口県共同募金会が行う羽毛製品リサイク

ルの取組に参加し、リサイクルします。 

 

 (3) 資源ごみ 

  ① 古紙類は、古紙回収事業者に引き渡します。 

  ② 缶（スチール缶・アルミ缶）は、圧縮・梱包後に金属回収業者に引き渡

します。 

  ③ びん類は、選別・一時貯留後、再商品化事業者へ引き渡します。 

  ④ ペットボトル、プラスチック製容器包装及び紙製容器包装は、クリーン

センターリサイクル施設において、異物除去と圧縮・梱包を行い、日本容

器包装リサイクル協会を通じて資源化します。 

  ⑤ 古着・古布は古布等回収業者に引き渡し、ウエス（工業用雑巾）などへ

とリサイクルします。 
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 (4) 処理できないごみ（処理困難物） 

  ① 家電リサイクル法対象品であるエアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、

冷蔵庫・冷凍庫 

  ② 消火器、バイク、自動車部品、農業用機器、タイヤ、耐火金庫、温水器、

医療系廃棄物、灯油・ガソリン、農薬・劇薬、塗料、バッテリー、ピアノ、

浴槽等 

 

３－４ 最終処分計画 

  埋立ごみは、一般廃棄物最終処分場で最終処分（埋立）します。 

  また、可燃ごみ処理施設で発生するセメント原料化に適さない焼却残渣や

リサイクル施設で不燃ごみ等を破砕・選別したときに発生する破砕残渣を合

わせて最終処分します。 
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３－５ 処理施設 

 

 

 

施設名 防府市クリーンセンター可燃ごみ処理施設バイオガス化施設

所在地 防府市大字新田364番地

施設管理 委託

発酵方式 乾式高温メタン発酵（コンポガス方式）

発酵槽規模
可燃ごみ：34.4ｔ／日　汚泥：17.1ｔ／日　合計：51.5ｔ／日

発酵槽容量（有効）：1,000ｍ
3
×２系列　横型（直径6.8ｍ×長さ34ｍ）

発酵日数 最長20日間程度

稼動年月 平成26年4月

施設名 防府市クリーンセンター可燃ごみ処理施設焼却施設

所在地 防府市大字新田364番地

施設管理 委託

処理方式 連続燃焼ストーカ式並行流焼却炉（排ガス再循環システム）

処理能力 150ｔ／日（75ｔ／日×２基）

蒸気タービン発電機 蒸気タービン定格出力：3,600ｋｗ（２炉運転時、高質ごみ、冬季）

稼動年月 平成26年4月

可燃ごみ処理施設

施設名 防府市クリーンセンターリサイクル施設

所在地 防府市大字新田364番地

施設管理 委託

処理能力 23ｔ／５時間

破砕設備

粗破砕機（二軸低速回転式破砕機）
細破砕機（横型高速回転式破砕機）
紙製容器破袋機
プラ容器破袋機

選別設備
粗大磁選機、不燃可燃等選別機、粗大アルミ選別機、風力選別機、手選別コン
ベヤ

圧縮梱包設備
缶プレス機、ペットボトル圧縮梱包機、紙製容器圧縮梱包機、プラ容器圧縮梱
包機

稼動年月 平成26年4月

リサイクル施設

施設名 防府市一般廃棄物最終処分場

所在地 防府市大字田島10477番地

施設管理 直営

埋立容量 316,000立方メートル

埋立構造 準好気性埋立

埋立工法 セル方式

埋立開始年月 平成9年1月

最終処分場
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４ ごみ減量化に向けた令和４年度取組方針 

 

基本方針１ ２Ｒ（発生抑制（リデュース）・再使用（リユース））の推進 

実施項目 実施内容 個別施策 

クリーンセンター施設見学の受入 継続実施 

1-① 
紙すき体験の実施 継続実施 

ほうふエコまつりの開催 6月開催 

夏休み親子体験イベントの開催 8月開催 

小中学生を対象とした出前講座の開催 年 1回以上開催予定 
1-② 

外国人向けの出前講座の開催 年 1回以上開催予定 

市広報へのごみ出しルール等の掲載 年 19回掲載予定 

1-③ 

家庭ごみ分別収集カレンダーの配布 2月に全戸配布予定 

新しいごみの分け方･出し方の配布 転入者等に配布 

ごみ分別アプリによる分別方法等の周知 継続実施 

可燃ごみ種類別組成の分析・公表 ホームページに掲載 

ごみ減量化に向けた分かりやすい情報発信 市広報 8月 1日号で特集記事を掲載 

効率的なプラスチック資源の分別収集・リサイ

クルの手法の検討 

プラスチック製品一括回収に向けた

アンケートの実施及び実施市等への

視察 

2-④ 

食品ロスの削減に関する普及啓発の推進 
市広報 10月 1日号で特集記事を掲載

予定 

2-⑤ 
食品ロス削減に向けた「やまぐち食べきり協力

店」及び「ぶちエコ食品ロス削減パートナー」

の登録推進 

対象事業者へ登録依頼文を送付 

フードドライブの開催 6月に「ほうふエコまつり」にて開催 

水切りの必要性の周知及び水切り用品の紹介等 市広報及び市ホームページに掲載 2-⑥ 

生ごみ処理機等の購入費助成 継続実施 

2-⑦ 
ダンボールコンポストの普及啓発 

5 月、6 月（ほうふエコまつり）、7

月（夏休み親子教室）、10月に、ダン

ボールコンポスト教室を開催予定 

事業系廃棄物の減量及び処理の手引きの配布 窓口等での配布を継続 3-⑧ 

多量排出事業者に対するごみ減量化に向けた訪

問指導の実施 

前年度指導した事業者の搬入実績デ

ータの検証及び多量排出事業者への

新規訪問指導を実施 

3-⑨ 

家具等再利用品の譲渡会の実施 年 12回開催予定 4-⑫ 
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基本方針２ 再生利用（リサイクル）の推進 

実施項目 実施内容 個別施策 

ごみの分け方・出し方（外国語版）の配付 
英語、中国語、韓国語、ベトナム語

版を配付 
1-① 

廃棄物減量等推進員と連携した分別指導の実施 継続実施 1-③ 

資源化推進事業による集団回収への助成 継続実施 1-④ 

店頭回収事業者の実態調査及び市ホームページ

での紹介 

調査を継続し、市ホームページ掲載

情報を更新 
2-⑤ 

リサイクル施設での事業系の資源ごみの無料受

入の実施 
継続実施 2-⑥ 

小型家電の拠点回収（出張所・市役所等への回

収ボックスの設置） 
継続実施 

3-⑦ 

びん類等の排出機会の拡充 
びん類等の排出機会の拡充に向けた

調査を継続 

不燃ごみからの鉄・アルミニウム等の選別回収 
資源回収量 鉄 371ｔ･アルミニウム

33ｔ･その他 7ｔ 3-⑧ 

羽毛ふとんの回収 資源回収量 3t 

焼却灰の全量セメント原料化を実施 
焼却灰セメント原量化量 

2,755t 
3-⑨ 
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基本方針３ 適正処理の推進 

実施項目 実施内容 個別施策 

可燃ごみ収集の民間委託 
収集車両 1日 16台中、10台を民間委

託 
1-① 

ごみステーション整備への助成 継続実施 1-③ 

搬入物検査の実施（可燃ごみ、資源ごみ） 継続実施 
1-⑤ 

搬入基準違反者への処分基準の適用 継続実施 

高齢者等ふれあい戸別収集の実施 継続実施 1-⑧ 

家庭系一時多量ごみの有料戸別収集制度の拡充 
家庭系一時多量ごみの収集運搬業許

可の民間開放に向けた協議を継続 
1-⑨ 

バイオガス化施設での可燃ごみ処理 投入量 可燃ごみの約 16％、5,177ｔ 
2-⑪ 

バイオガスを利用した高効率廃棄物発電 発電量 1,800万 kWh 

運営事業者との月例協議会の開催及び業務監査

の実施 
継続実施 2-⑫ 

ごみ発電により施設内電力を賄い、温室効果ガ

ス排出量を削減 

基準年（令和 2 年）からの温室効果ガ

ス削減量 1,329t 
2-⑬ 

バイオマスプラスチック製指定ごみ袋の導入 令和 4年度内に導入予定 2-⑭ 

自治会への消毒機の貸出 継続実施 4-⑯ 

不法投棄パトロールの実施 月 1回以上実施 

4-⑰ 
不法投棄監視カメラの運用 継続実施 

不法投棄防止ＰＲ 市広報及び市ホームページに掲載 

不適正な野外焼却防止ＰＲ 市広報及び市ホームぺージに掲載 

災害廃棄物処理対策マニュアルの策定 
マニュアル策定に向けての基礎的事

項の整理 
4-⑱ 

災害時のごみ処理等に係る協定の検討 協定内容及び協定先を検討 4-⑲ 

 



令和３年度　一般廃棄物処理フロー及び処理実績

（単位：ｔ）

可燃ごみ 21,249

不燃･粗大・危険ごみ 2,315

埋立ごみ 442

可燃ごみ 11,858

不燃・粗大・危険ごみ 141
1,245

ペットボトル 37

びん類 573
（無色・茶色・その他色びん）

缶 41
（アルミ缶・スチール缶）

プラ製容器包装 658

紙製容器包装 65

紙パック 6
直接資源化 599

古紙類 523
（新聞・雑がみ・ダンボール）

乾電池類・蛍光管等 36

34

古紙類 255 破砕鉄 87

布類 2 破砕アルミ 8

金属類 48 分別収集品目 1,939
（アルミ缶・スチール缶等）

びん類 7 集団回収 312

26,291 10,485

11,999 （R3.10.1現在）

38,290

ごみ総排出量÷人口÷365日×106 （家庭系ごみ排出量-資源ごみ量-集団回収量）÷人口÷365日×106

リサイクル量÷ごみ総排出量×100

リサイクル率
（％） 27.4

資
　
　
源
　
　
化

リサイクル量  計

古着・古布
リサイクル

セメント原料化
（焼却灰）

家庭系ごみ排出量（A）

処理区域内
人口（人） 114,560

選別・破
砕処理 2,456

資
源
ご
み

古着・古布

事業系ごみ排出量（B）

家庭系1人1日当た
り排出量（資源回収
量を除く）（ｇ/人・
日）

574

ごみ総排出量（A+B）

1人1日当たり排出量
（ｇ/人・日） 916

5

破砕処理
前選別金属類 388

集
団
回
収

（新聞・雑がみ・ダンボール・紙パック）

分
別
収
集
品
目

羽毛布団
リサイクル

34

2,928

バイオガス化
廃棄物 4,401

選別・圧
縮・梱包 1,374

小型家電
リサイクル 383

事
業
系

直接埋立 442

可
燃
・
不
燃
・
埋
立
ご
み

家
庭
系

焼却 31,225

最
終
処
分

焼却残渣
（資源化不適物）

最終処分量　計

497

破砕残渣 306

バイオ
ガス化 5,676

資料１

排出 中間処理 資源化・最終処分

16



令和４年度　一般廃棄物処理フロー及び処理目標量 （　）の数値は、Ｈ29年度実績　

可燃ごみ 19,817
(21,664)

不燃･粗大・危険ごみ 1,847 (645)
(1,857)

埋立ごみ 320 (32,525)

(339) (258)
可燃ごみ 12,081

(12,649)

不燃・粗大・危険ごみ 123 (339)
(109) (5,172) 1,148

(1,242)

ペットボトル 57
(36)

びん類 768 (3,197)
（無色・茶色・その他色びん） (1,966)
缶 56
（アルミ缶・スチール缶） (3,888)
プラ製容器包装 866

(760)
紙製容器包装 100 (1,636) (225)

(114)
紙パック 9

(7) 直接資源化 863
古紙類 751 (625)
（新聞・雑がみ・ダンボール）

乾電池類・蛍光管等 52 (293)

51
(47)

古紙類 327 破砕鉄 88

布類 1 破砕アルミ 7
(3)

金属類 65 分別収集品目 2,659
(65)

びん類 9 集団回収 402
(13)

25,096 10,801
(26,712)

12,204
(12,758) (557)

37,300
(39,470)

(921)

リサイクル量÷ごみ総排出量×100

資料２

（単位：ｔ）

破砕残渣 276

3

2,755

4,271

直接埋立 320

最終処分量　計

羽毛布団
リサイクル

51

249

316

可
燃
・
不
燃
・
埋
立
ご
み

家
庭
系

焼却 30,065

最
終
処
分

事
業
系

バイオ
ガス化 5,177

排出 中間処理 資源化・最終処分

焼却残渣
（資源化不適物） 552

リサイクル率
（％） 29.0

家庭系ごみ排出量（A）

処理区域内
人口（人） 114,945

ごみ総排出量÷人口÷365日×106

事業系ごみ排出量（B）

家庭系1人1日当た
り排出量（資源回収
量を除く）（ｇ/人・
日）

524

ごみ総排出量（A+B）

1人1日当たり排出量
（ｇ/人・日） 889

（家庭系ごみ排出量-資源ごみ量-集団回収量）÷人口÷365日×106

リサイクル量  計

資
　
　
源
　
　
化

集
団
回
収

分
別
収
集
品
目

セメント原料化
（焼却灰）

バイオガス化
廃棄物

選別・圧
縮・梱包 1,847

小型家電
リサイクル

選別・破
砕処理 1,970

破砕処理
前選別金属類

（新聞・雑がみ・ダンボール・紙パック）

資
源
ご
み

古着・古布

古着・古布
リサイクル
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令和４年度 家庭系ごみの分別区分及び収集運搬方式 

 

※ 箇所数は、市で収集を行っている不燃ごみ、資源ごみ・危険ごみステーションの数です。自主搬

入を実施している自治会（R3：72 地区）は、これらとは別に総数約 100 か所のステーションを

自治会で独自に設け、不燃ごみ、危険ごみ及び資源ごみの分別と処理施設への搬入を行います。 

分類 分別区分 ごみの内容 収集体制 収集場所 収集回数 手数料

可燃ごみ 燃やせるごみ 厨芥類、草木、プラスチックなど
市直営

・
民間委託

可燃ごみ
ステーション
(R3 ：3,848か所)

週2回
有料

（指定袋）

不燃ごみ 燃やせないごみ 金属類、電化製品、石油器具など 市直営
不燃ごみ
ステーション
(R3 ：281か所※)

月1回 無料

スプレー缶類 スプレー缶、カセットボンベ

乾電池類
アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ボタン
電池など

水銀体温計 水銀体温計

蛍光管 蛍光管

ライター類 使い捨てライター、大型ライター

陶磁器・ガラス類 陶磁器、ガラス

缶（アルミ缶・スチール缶）
飲料や食品（ペットフード含む。）が
入っていた缶（飲料缶、缶詰、粉ミル
ク缶など）

民間委託

ペットボトル ペットボトル 民間委託

無色びん 食品、化粧品及び医薬品の無色びん 市直営

茶色びん 食品、化粧品及び医薬品の茶色びん 民間委託

その他色びん
食品、化粧品及び医薬品のその他色
びん

市直営

新聞 新聞、折込広告 民間委託

雑がみ
雑誌、厚紙、コピー用紙、シュレッダー
ごみ、はがきなど

市直営

ダンボール ダンボール 民間委託

紙製容器包装
紙袋、包装紙、紙箱、アルミの貼った
紙パックなど

市直営

紙パック 飲料用紙パック 市直営

プラスチック製容器包装
プラスチック製の容器や包装（ボトル
類、ポリ袋、トレイなど）

市直営
可燃ごみ
ステーション
(R3 ：3,848か所)

週１回 無料

古着・古布 家庭から発生した古着や古布 -
クリーンセンターへ
の持込

－ －

一時多量ごみ 家具等粗大ごみ、その他上記品目

特定家庭用機器
テレビ、エアコン、洗濯機、
衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫

犬や猫などのペットの死体 犬や猫などのペットの死体

埋立ごみ
埋立ごみ
（少量であれば、一時多量ごみと
して戸別収集）

瓦、コンクリートの破片等 -
最終処分場への
持込

－ －

無料

申込制収集ごみ 戸別収集 随時 有料

市直営

市直営

危険ごみ

資源ごみ・危険ごみ
ステーション
(R3 ：257か所※)

月1回

資源ごみ

資料３  

 



【参考】ごみ排出量及びリサイクル量等の推移

R4年度 （基本計画）

H２９年度 H３０年度 R１年度 R２年度 R３年度 目標量 R４年度

人 116,848 116,571 116,203 115,603 114,560 114,945 114,945
ごみ排出量

25,796 25,839 26,331 27,408 25,979 24,694 24,694
ｔ 21,537 21,320 22,032 21,904 21,249 19,817 19,817
ｔ 1,890 1,991 1,991 2,544 2,315 1,847 1,847
ｔ 2,171 2,183 2,011 2,089 1,973 2,710 2,710
ｔ 198 345 297 871 442 320 320

12,804 12,643 12,452 11,859 11,999 12,204 12,204
ｔ 12,686 12,516 12,345 11,741 11,858 12,081 12,081
ｔ 118 127 107 118 141 123 123

③集団回収量 ｔ 500 438 395 310 312 402 402
ｔ 500 438 395 310 312 402 402
ｔ 39,100 38,920 39,178 39,577 38,290 37,300 37,300
ｔ 26,296 26,277 26,726 27,718 26,291 25,096 25,096

g/人･日 553.9 556.0 573.4 600.0 574.1 524.0 524.0
ｔ 12,804 12,643 12,452 11,859 11,999 12,204 12,204

リサイクル量

ｔ 2,171 2,183 2,011 2,089 1,973 2,710 2,710
ｔ 539 559 533 579 523 751 751
ｔ 165 155 139 127 126 165 165
ｔ 251 275 266 302 255 391 391
ｔ 123 129 128 150 142 195 195
ｔ 6 6 6 7 6 9 9
ｔ 103 80 79 77 65 100 100
ｔ 44 36 37 44 37 57 57
ｔ 695 661 644 668 658 866 866
ｔ 23 23 22 22 21 29 29
ｔ 21 20 19 21 20 27 27
ｔ 697 752 599 592 573 768 768
ｔ 298 339 237 263 253 341 341
ｔ 274 318 263 236 227 306 306
ｔ 125 95 99 93 93 121 121
ｔ 32 31 29 29 27 38 38
ｔ 11 10 8 11 9 14 14
ｔ 5 35 39 34 51 51
ｔ 500 438 395 310 312 402 402
ｔ 500 438 395 310 312 402 402
ｔ 428 374 332 252 255 327 327
ｔ 2 3 2 1 2 1 1
ｔ 59 51 52 50 48 65 65
ｔ 11 10 9 7 7 9 9

⑩中間処理によるリサイクル量 ｔ 8,048 7,851 7,957 8,062 8,200 7,689 7,689
ｔ 7,385 7,097 7,127 7,200 7,329 7,026 7,026
ｔ 4,428 4,345 4,215 4,174 4,401 4,271 4,271
ｔ 2,957 2,752 2,912 3,026 2,928 2,755 2,755

リサイクル施設リサイクル量 ｔ 663 754 830 862 871 663 663
ｔ 569 661 733 709 771 565 565

羽毛布団リサイクル ｔ 2 2 3 4 5 3 3
ｔ 92 91 94 149 95 95 95

破砕鉄 ｔ 85 84 86 138 87 88 88
破砕アルミ ｔ 7 7 8 11 8 7 7

ｔ 10,719 10,472 10,363 10,461 10,485 10,801 10,801
％ 27.4% 26.9% 26.5% 26.4% 27.4% 29.0% 29.0%

最終処分量

ｔ 198 345 297 871 442 320 320
ｔ 542 564 608 617 497 552 552
ｔ 279 297 296 344 306 276 276
ｔ 1,019 1,206 1,201 1,832 1,245 1,148 1,148
％ 2.6% 3.1% 3.1% 4.6% 3.3% 3.1% 3.1%

資料４

単位

不燃・粗大・危険ごみ

ごみ処理人口（10/1人口外国人含む）

①家庭系ごみ

過去５年間の実績

資源ごみ

直接埋立ごみ

総ごみ排出量（①+②+③）

②事業系ごみ

可燃ごみ

不燃・粗大・危険ごみ

資源化推進事業回収量

可燃ごみ

スチール缶

④家庭系ごみ排出量（①+③）

⑤1人1日あたり家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）

⑥事業系ごみ排出量（②）

⑧分別収集によるリサイクル量（資源ごみ量）

古紙類

新聞

雑がみ

ダンボール

紙パック

紙製容器包装

ペットボトル

プラスチック製容器包装

アルミ缶

びん類

無色びん

茶色びん

その他の色びん

乾電池

蛍光管

⑨集団回収によるリサイクル量

資源化推進事業回収量

古紙類

布類

金属類

びん類

古着・古布

可燃ごみ処理施設リサイクル量

バイオガス化廃棄物

焼却灰セメント原料化

前選別金属類・小型家電リサイクル

破砕処理金属類

最終処分率（最終処分量/総ごみ排出量）

総リサイクル量（⑧+⑨+⑩）

リサイクル率（総リサイクル量／総ごみ排出量）

直接埋立ごみ

焼却残渣

破砕残渣

最終処分量計
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