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第第第第４４４４節節節節    ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの目標目標目標目標    

 

１．基本理念と基本方針 

本市では、『循環型社会』の実現のため、市民・事業者・行政が一体となり、３Ｒ（発生

抑制・再使用・再生利用）の取組みを推進し、環境に配慮した安全で効率的なごみの適正処

理を行っていく『ごみゼロをめざした循環型社会の実現』を目指していきます。 

 

◆図表 3-25 ごみ処理の目標 

■基本理念 

 

■基本方針 

ごみの発生抑制・再使用・再生利用 

（リデュース、リユース、リサイクル＝３Ｒ）の推進 

市民・事業者・行政が一体となり、「発生抑制」（リデュース）、「再

使用」（リユース）、「再生利用」（リサイクル）の３Ｒの取組みを

推進することにより、循環型社会の実現を目指します。 

地域循環システムの確立 

３Ｒの取組みの一環として、地域内で発生したごみを地域ぐるみで減

量や資源化などに取り組むためのシステムの確立を目指します。 

適正処理の推進 

環境に配慮した安全で効率的なごみの適正な処理を行っていきます。 

現在稼動している施設においては、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きます。 

 

 



 

【市報さが 

【生活情報誌
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 平成 23 年７月１日号掲載】 

生活情報誌 平成 24 年１月号掲載】 
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２．数値目標 

（1）人口の推計   

人口の推計は、佐賀市総合計画の推計方法と同じ方法を採用しました。佐賀市総合計画で

は 5 年間隔での計画数値となっていることから、各年度の推計人口は、5年間隔の推計人口か

ら近似式を求め試算しました。 

推計人口の推移としては、平成 27年度は 231,754 人、平成 32 年度は 225,159 人、平成 37

年度は 216,642 人となっています。 

 

◆図表 3-26 人口推計 
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（2）ごみ排出量の将来見込み 

� 家庭系ごみの排出量及び集団回収量の合計は、将来人口の減少に伴い減少傾向とな

ることが予測されます。 

� 事業系ごみの排出量は、増加傾向となることが予測されます。 

� 将来人口の減少及び事業系ごみの増加により、1 人 1 日当たりごみ排出量（家庭系

ごみ＋事業系ごみ＋集団回収）は、増加傾向となることが予測されます。 

 

◆図表 3-27 ごみ排出量の将来見込み（現状推計） 

年 間年 間年 間年 間 ご みご みご みご み 排 出排 出排 出排 出 量量量量        

 

 

1111 人人人人 1111 日当日当日当日当たりごみたりごみたりごみたりごみ排出量排出量排出量排出量        

    

 

◆現状推計とは 

ごみ発生抑制のための現状の取組を継続した場合で、新たな施策を行わなかった場合の将来の

予測値です。 
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（3）数値目標 

①ごみ排出量の目標 

� 本市の１人 1 日当たりごみ排出量は増加傾向のため、『もったいない』の気持ちを

もった生活や事業活動に取組んでいき、実現可能な目標を掲げます。 

� ごみ排出量の目標は、平成 36 年度において現状の平成 25 年度に対し１人 1 日当

たりごみ排出量を 8％削減するものとします。 

� 目標達成後の 1 人 1 日当たりごみ排出量の目標値は、平成 36 年度において 964g/

人日とします。 

 

◆図表 3-28 ごみ排出量の目標 

 

注）詳しくは 3-27 ページを参照 

 

◆全国平均及び佐賀県平均との比較（H24 年度） 

 

� 本市のごみ排出量は、全国平均

及び佐賀県平均と比較すると多

い状況です。 

� 事業系ごみの割合が約 35％を

占めています。 

� 家庭系ごみは全国平均以下であ

るため、事業系ごみの削減が必

要です。 

資料：環境省「一般廃棄物処理事業実態調査結果」 
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○家庭系ごみは、 

１人１日当たりごみ排出量について 

平成 25 年度比で８％削減（53g/人日削減） 

 

○事業系ごみは、 

１日当たりごみ排出量について 

平成 25 年度比で 15％削減 
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◆ごみ排出量の目標設定の根拠 

 

１人１日当たりごみ排出量について、本市では、平成 16 年度から本計画の基準年度である

平成 25 年度までの 10 年間、様々なごみ減量に関する取組みを行い、約８％削減しておりま

す。 

本計画においても、この削減率を維持するため、１人１日当たりごみ排出量の目標について

は、平成 25 年度に対して平成 36 年度までに、約８％削減を目指します。 

 

この目標について、家庭と事業者で分けて考えると、次のようになります。 

 

 家庭の目標 

家庭には、１人１日当たりごみ排出量について、平成 25 年度比で８％削減をお願いします。

これは、重さに直すと、１人１日当たり５３グラム（卵１個分）の減量となります。 

 

本目標を達成するための具体例としては、「無駄な買い物をしない」、「過剰包装は断る」

などのライフスタイルの見直しや、「生ごみの水切り」、「手付かずで廃棄される食品の削減」

などに率先して取組むなどが挙げられます。 

 

 事業者の目標 

事業者には、１日当たりごみ排出量について、平成 25 年度比で 15％削減をお願いします。 

 

本目標を達成するための具体例としては、「裏紙の利用」、「データの電子保存」、「事務

所で発生する古紙を事業者自らが率先して資源化」など事業活動の見直しや、「生ごみの水切

り」などの取組みを行うことなどが挙げられます。  

 

※上記は試算であるため、具体的な排出量とは若干誤差が生じる。 

◆家庭ごみ削減目標の５３g ってどのくらいの重さ？ 

 

                     

卵ＭＳサイズ 1 個    食パン 6 枚切 1 枚    納豆パック 1 個 

 

◆１人１日５３g ごみを減らしたら、１世帯当たりで、年間どのくらいごみ量が減るの？ 

 

注）2.48 人/世帯（佐賀市の平均世帯人員）：H25.9 月末の住民基本台帳より 

  燃えるごみ袋(大)1 袋の重さ約 4.8kg：ごみ組成調査結果より 

52～58g １斤340gとした

場合約 57g 

一般的な 3 個パック 

1 個 50g 
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目標を達成した場合の将来見込みは、平成 36 年度において年間排出量で 76,851t、1 人 1

日当たりで 964g となります。 

 

◆図表 3-29 ごみ排出量の将来推計（目標推計） 

年 間 ご み 排 出 量  

 

 

1 人 1 日当たりごみ排出量  

 

 

 

◆現状推計とは 

ごみ発生抑制のための現状の取組を継続した場合で、新たな施策を行わなかった場合の将来の予

測値です。 

◆目標推計とは 

発生抑制目標を目標年度（平成 36 年度）に達成した場合の将来の予測値です。 

  

1,847 1,745 1,679

55,680

51,172

47,246

32,854

30,372

27,926

89,65889,65889,65889,658

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

事業系ごみ

家庭系ごみ

集団回収

現状推計

83,28983,28983,28983,289

t/年

年度

推計

89,04189,04189,04189,04190,38190,38190,38190,381

76,85176,85176,85176,851

1,008 

964 

1,085 

1,117 

700

800

900

1,000

1,100

1,200

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

家庭+事業+集団回収（目標推計） 家庭+事業+集団回収（現状推計）

g/人日

推計

1,048

年度



3-29 

②リサイクル率の目標 

� 古紙などの分別徹底の啓発や剪定枝や草の資源化の推進により、リサイクル率を平

成 36 年度で 20％以上とします。 

 

◆図表 3-30 リサイクル率の目標 

 

注）詳しくは 3-30 ページを参照 

 

③最終処分量の目標 

� 最終処分量は、ごみの発生抑制とリサイクルの推進により、平成 36 年度までに

3,000ｔ程度（最終処分率 3.9％）とします。 

 

◆図表 3-31 最終処分量の目標 

 

注（ ）は最終処分率を示す。 
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◆リサイクル率の目標設定の根拠 

家庭系ごみ 

平成 26 年度に実施した家庭系の燃えるごみの組成調査では、スポット的な調査であるもの

の、燃えるごみの中に資源化が可能な古紙が約 15.6％（１人１日当たり 78g）混入してい

ました。 

そのため、本市では、燃えるごみとして捨てられる資源を、適正分別を進めることにより古

紙類を適正な資源ごみとして再生利用します。市民１人１日当たりチラシ 1 枚（約 5g）に相

当する量のごみを、適正分別により資源化します。 

 

 

 

○燃えるごみ中に混入している古紙 

500.2g/人日（H25 家庭系燃えるごみ）×15.6％（古紙）≒ 78g/人日 

○古紙 5g の目安 

A４サイズの紙１枚 

長形 3 号封筒１枚 

燃えるごみ中の古紙類の適正分別による再生利用の目標：5g/人日  

 

事業系ごみ 

木質系バイオマスの有効利用を促進するために、民間業者を活用したリサイクルの推進や、

処分業の新規許可などを進めることにより、焼却処分されている剪定枝・草を約 15％再生利

用します。 

食品系バイオマスの有効利用のため、食品リサイクルに関する情報提供や研究・検討を進め

ることにより事業系食品残渣のリサイクルを推進します。 

 

○剪定枝・草の再生利用の促進 

Ｈ36 年度までに 15％の再生利用を目指します。 

Ｈ27 年度～Ｈ36 年度までの 10 年間で 3,791t の再生利用 

○食品残渣の有効利用 

Ｈ36 年度までに１％の再生利用を目指します。 

Ｈ27 年度～Ｈ36 年度までの１０年間で 601t の再生利用 

バイオマスの推進による再生利用の目標：4,392t（計画期間合計）  

 

家庭系ごみ＋事業系ごみ 

家庭系ごみ及び事業系ごみの再生利用を進めることにより、リサイクル率を 20％以上に向

上させる方針とします。 

リサイクル率の目標： 20％以上（平成 25 年度：17.4％）  

※上記は試算であるため、具体的な排出量とは若干誤差が生じる。 
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第第第第５５５５節節節節    目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ    

 

目標値に向けた本計画の施策の体系は以下のとおりです。 

 

◆図表 3-32 施策の体系 

■基本理念 

 

■基本方針 

 

■基本施策 
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第第第第６６６６節節節節    基本施策基本施策基本施策基本施策    

 

基本施策１ ごみ減量の普及啓発と環境教育の推進 

（1）各種メディアやイベントを利用した啓発 

「ごみ」は、市民生活と密着した関係のある問題であることから、あらゆる機会を利用し

て啓発活動を行う必要があります。 

そのため、本市では、市報、ホームページ、新聞、生活情報誌、テレビ、ラジオ等各種メ

ディアを利用して、市のごみの現状、分別方法、減量方法等について情報提供を行っていき

ます。 

また、幅広い年齢層に関心を持ってもらうため、市内各地で開催されるイベントへの出展

や、体験型のイベントを企画することにより、啓発活動を推進します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○市報、ホームページ、新聞、生活情報誌、テレビ、ラジオによる広報 継続 

○ごみカレンダー分別表の作成、配布 継続 

○さが環境フェスティバルでの啓発 継続 

○高校生エコチャレンジ 継続 

●新たなごみ減量啓発方法ツールの開発 新規 

 

（2）環境学習の拠点「佐賀市エコプラザ」による情報発信と実践支援 

ごみ処理の現場の見学や、ごみの減量方法や再使用方法を体験することは、ごみ問題に対

する意識を高めるだけでなく、家庭や職場での実践につながります。 

本市では環境学習の拠点と位置付けた「佐賀市エコプラザ」において、市民の視点に立っ

たごみ処理施設の案内や３Ｒに関する展示や講座等を行います。 

一方で「佐賀市エコプラザ」は、市町村合併後の新佐賀市や近年の環境施策を反映した施

設となっていないことから、これらの点を踏まえた環境学習に関する総合的な施設のあり方

を検討するとともに、市内にある他の環境施設等と連携してツアー化を企画するなど、観光

資源としての活用についても検討します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】 

○施設見学案内、３Ｒに関する展示や講座、エコツアー（佐賀市エコプラザ主催） 継続 

●佐賀市エコプラザのリニューアル  新規 
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■佐賀市エコプラザの取組み 

【【【【再生講座再生講座再生講座再生講座やイベントのやイベントのやイベントのやイベントの例例例例】】】】    

◆糸つむぎ、紙すき、布ぞうりつくり等の体験講座 

◆エコマーケット 

◆循環型社会体験ツアー 

 

（3）環境教育の推進 

循環型社会を構築するためには、市民があらゆる機会を通じて環境問題について学習する

ことが重要となります。 

環境教育を進めるためには、自分が出したごみがどのように処理されているかを知っても

らうことが最優先であると位置付け、施設見学を通した啓発を推進します。 

また、環境教育による啓発を実践支援するため、小学生向けの副読本や日常生活でも可能

なごみ減量方法等を紹介したパンフレットを作成・配布します。 

更には、社会教育や地域教育の場での環境教育の推進や出前講座や現場体験の受け入れな

どについても、積極的に実施します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】 

○小学生向け副読本「くらしとごみ」の作成・配布 継続 

●「家庭ごみ減量ハンドブック」の作成・配布  新規 

 

基本施策２ 家庭系ごみの減量推進 

（1）生ごみ減量の推進 

家庭系の燃えるごみのうち、重量比で最も多くの割合（約 4割）を占めるのは生ごみです。 

そのため、家庭系のごみを減らすためには、生ごみの減量に重点をおく必要があることか

ら、家族構成や居住形態などに配慮した減量方法の啓発を進めていきます。 

本市では、食べ残しをしないこと、買いすぎや作りすぎをしないこと、捨てる際の水切り

の徹底、環境に配慮したエコ料理の作り方、専用の処理容器を使った生ごみ堆肥化など、ラ

イフスタイルに応じた減量方法の提案を啓発活動の一環として行っていきます。 

また、専用の処理容器を使った減量方法は、使用していく中で様々な問題が発生すること

が考えられることから、問題解決のための相談に応じるなど処理容器の継続利用に向けた取

組みを実施します。更には、生ごみを活用した地域循環システムづくりを推進するため、地

域ぐるみや学校単位などで生ごみ堆肥化に取り組む際のサポートも実施します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○生ごみ堆肥化を促進するため、生ごみ減量体験型講座の開催、生ごみ処理容器に

関する相談対応、地域や学校などで生ごみ堆肥化に取り組む際の支援などを実施 

継続 

○家庭用生ごみ処理容器の購入費補助 継続 

○エコ料理教室の開催 継続 

佐賀市エコプラザホームページより 
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■生ごみ処理容器の例 

 

密閉式容器 

 

地面設置型容器 

 

ダンボールコンポスト 

 

くうたくん 

 

（2）容器包装廃棄物の排出抑制の推進 

家庭から出るごみのうち容積比で約6割を占める容器包装廃棄物の排出抑制を推進します。 

 

①レジ袋の削減 

本市がスーパーで行っているマイバッグ持参率調査では、平成 22

年度に 40％だった持参率が、平成 23 年度と平成 24 年度は 35％、平

成25年度には29％と減少傾向となっています。そのため、引き続き、

市民に対し、マイバッグを持参し不要なレジ袋を受け取らないよう呼

びかけていくとともに、レジ袋削減のための有効な手段について、消

費者や事業者を含めて検討します。 

また、レジ袋の削減に取組むスーパー等の販売店に対しては、佐賀県マイバッグ・ノーレ

ジ袋推進店への登録勧誘やホームページ等で広報を行います。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○マイバッグキャンペーン（スーパーの店頭での呼びかけ） 継続 

○マイバッグ持参・ノーレジ袋実施率調査 継続 

○佐賀県マイバッグ・ノーレジ袋推進店への登録勧誘 継続 

 

■これまでの取組み 

【マイバッグ持参・ノーレジ袋実施率調査】 

年度 

項目 

H22 H23 H24 H25 

調査店舗数 20 20 20 11 

平均値 40.0％ 35.0％ 35.1％ 29.1％ 

 

【佐賀県マイバッグ・ノーレジ袋推進店】 

佐賀県：「佐賀県マイバッグ・ノーレジ袋推進店」としてステッカー交付し、PR 

佐賀市：新規登録初年度に店内掲示用ポスター作製やレジ袋不要カード作製 
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②トレイ、その他プラスチック製容器包装の削減 

本市の処理施設に持ち込まれたトレイやプラスチック製容器包装は、

焼却処分していますが、トレイはスーパーなどの独自回収の活用、プラ

スチック製容器包装は詰め替え商品の利用により、排出量は削減されま

す。 

そのため、店頭回収を実施している店舗の情報提供やシャンプーや洗剤などの詰め替え商

品の購入の重要性などについて啓発していきます。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○店頭回収している品目と店舗名の市民への情報提供 継続 

 

③飲料用容器包装（ペットボトル、びん、カン）の削減 

ペットボトル、びん、カンは分別してリサイクル（再生利用）できますが、本市では３Ｒ

の中で優先順位が高いリデュース（発生抑制）を重視しているため、マイボトル・マイカッ

プの持参に関する呼びかけや普及啓発を図ります。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

●マイボトル・マイカップキャンペーン（イベント等でのマイボトル・マイカップ

持参の呼びかけなど） 

新規 

 

（3）再使用（リユース）の推進 

リユースは、リサイクルに比べ一般的にエネルギーの消費や資

源の滅失が少なく、その過程から発生する廃棄物等も少ないため、

３Ｒの中ではリデュースに次ぐ優先順位となっています。 

本市の処理施設に持ち込まれたごみには、利用可能なものがた

くさんあります。そのため、本市のリユース推進の拠点である佐

賀市エコプラザにおいて、不用品の受入や再生・販売、リユース食器の貸し出し、フリーマ

ーケットなどを実施します。 

また、リユースの優等生であるリターナブルビン（繰り返し使えるビン）の循環システム

についても研究・検討を行います。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○不用品の受入や再生・販売、リユース食器の貸し出し、不用品の無償譲渡会、エ

コマーケット、リペア（修理・修繕）相談（佐賀市エコプラザ主催） 

継続 

●リターナブルびんを引き取る店舗の市民への情報提供 新規 
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（4）紙リサイクルの推進 

本市での紙類の分別は、かなり定着してきておりますが、本市が実施した家庭から排出さ

れる燃えるごみのごみ質調査では、燃えるごみの中にリサイクル可能

な紙類が重量比で約１６％混在しているという結果が出ております。 

そのため、分別する理由やその効果、また、燃えるごみになりがち

な小さな紙や不ぞろいの紙は、紙袋に入れて出せることなどについて、

ホームページ等での広報を行います。 

また、自治会やＰＴＡなどの非営利団体で行う資源物集団回収に対

しては、奨励金を交付し、取組みに向けた支援を行います。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○雑がみの紙袋分別の更なる推進 継続 

○資源物の集団回収に対する奨励金交付 継続 

 

（5）小型家電リサイクルの推進 

有用金属を多く含む使用済み小型家電については、燃えないごみとして出されたものの中

から抽出するピックアップ回収を行い、小型家電リサイクル法に基づく国の認定事業者へ引

き渡します。また、ピックアップ回収以外にも、市民への啓発も兼ねたイベント回収を実施

します。更には回収ボックスを設置しての拠点回収についても他市の事例を参考に実施を検

討します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○小型家電のピックアップ回収及びイベント回収 継続 

●小型家電の拠点回収の検討 新規 

 

 

基本施策３ 事業系ごみの減量推進 

（1）事業系ごみ減量化計画書提出義務化 

本市では年間 36t 以上の事業系一般廃棄物を本市の処理施設に搬入する事業者を、「多量

排出事業者」と位置付け、事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成及び提出や廃棄物

減量等推進責任者の選任を義務付けます。 

また、廃棄物減量等推進責任者に対しては、ごみ処理に関することやごみの減量方法など

をテーマとした研修会を開催します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○多量排出事業者への事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の作成及び提出や廃

棄物減量等推進責任者の選任の義務化 

継続 

○廃棄物減量等推進責任者研修会の開催 継続 



3-37 

（2）事業所内での取組みの推進 

事業所内でのごみ減量の取組みを推進するため、ごみ減量に積極的に取組む事業者を佐賀

市３Ｒ推進パートナーとし、社名や取組み内容を市報やホームページ等で広報します。 

また、特に取組みが顕著な事業者に対しては、佐賀市３Ｒ推進リーダーとして認定し、表

彰します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○佐賀市３Ｒ推進パートナー認定事業者の募集及び広報 継続 

○事業系ごみ減量の優良事例紹介 継続 

 

（3）事業系生ごみの減量推進 

本市に搬入される事業系の燃えるごみは、生ごみが最も多く排出されています。 

そのため、多量排出事業者への訪問調査や研修会を利用して、水きり徹底の周知や食品関

連事業者へは食品リサイクルに関する情報提供を行っていきます。 

また、今後は、発生抑制策として飲食店や式場等における食べ残しを少なくするための対

策や食品リサイクルの推進に向けた研究、検討を行います。 

更には、事業系ごみの有料指定袋制の導入についても検討します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○多量排出事業者への訪問調査や廃棄物減量等推進責任者研修会での食品リサイク

ルに関する情報提供 

継続 

●廃棄物処理業者等との食品リサイクルに関する勉強会 新規 

●もったいないプロジェクト（飲食店や式場等での食べ残し削減対策） 新規 

 

（4）古紙分別の徹底 

本市では、資源となる紙ごみは、焼却しないこととしていますが、本市の施設に搬入され

る燃えるごみの中には、リサイクル可能な紙類が混じっています。 

また、数年前から難古紙（シュレッダー紙、ノーカーボン紙、感熱紙など）についても、

地元の製紙会社でリサイクル可能になったこともあり、本市ではこれら古紙類の分別徹底や

分別方法などについて、事業所訪問や本市の収集運搬の許可業者を通じて啓発を実施します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○主に紙ごみを多く排出する事業所を対象とした事業所訪問 継続 
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（5）適正排出の指導 

適正分別の徹底や本市で受け入れない産業廃棄物等の

違反ごみの搬入防止のため、許可業者がごみを搬入する

際に、ダンピング調査を実施しています。 

調査の結果、分別の不徹底や違反ごみの搬入が判明し

た場合は、注意を行い、改善を促します。また、必要に

応じて、排出事業所へ出向き指導を行っていきます。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○ごみポリスによるダンピング調査 継続 

○事業所への訪問調査及び指導 継続 

 

 

基本施策４ バイオマスの有効利用の推進 

本市は、平成 26 年 11 月に、バイオマス産業都市として国から認定を受けました。これか

らも、様々な角度からバイオマスを活用した事業を展開していきます。 

 

（1）草類、剪定枝のリサイクルの推進 

野外焼却が禁止されて以降、草類、剪定枝の搬入量は、高い値で推移しています。 

現在、本市の施設に搬入された剪定枝の一部については、本市施設でチップ化し市民へ無

料配布しています。しかし、施設の能力上、チップ化する量は限られており、ほとんどが焼

却処分されているのが現状です。 

そのため、平成 24 年度には草類、平成 25 年度には剪定枝について、民間業者へ処分業の

許可を出すなど、市内でのリサイクル事業を推進しています。 

今後は、これらの許可業者への更なる活用を図るとともに、草類や剪定枝の処分にかかる

新規許可についても検討します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○本市施設に持ち込まれた剪定枝のチップ化と市民への配布 継続 

○本市の草類及び剪定枝の処分業の許可業者の積極的な活用 継続 
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（2）廃食用油（植物性油）のリサイクルの推進 

本市では、家庭や事業所で排出される使用済み天ぷら油等の植物性の廃食用油を回収し、

本市の廃食用油再生施設でバイオディーゼル燃料へ再生し、市のごみ収集車や市営バス等の

燃料として利用しています。 

この事業は、市民の認知度も高く、市民のリサイクル意識の向上を図るだけでなく、燃え

るごみや二酸化炭素排出量の削減にもつながっています。 

そのため、市民に対しては、廃食用油の出し方や回収ボックスの設置場所を広報すること

で回収量を増やすとともに、使用車両の追加や車両以外への使用など使途拡大することで精

製量を増やします。 

ただし、現在バイオディーゼル燃料を使用している車両が廃車等により、今後減少してい

くことから、回収した廃食用油の新たな利用方法として、発電機など車両以外での使用や民

間業者とのタイアップによる精製などの具体策について、できるだけ早い時期に検討します。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○廃食用油の回収とバイオディーゼル化 継続 

●廃食用油の新たな利用方法等の検討 新規 

 

◆図表 3-33 家庭から排出される廃食用油のバイオディーゼル化  

    

  

                                    

回収回収回収回収ボックスボックスボックスボックス                                        市営市営市営市営バスバスバスバス                                

 

  

不用になった廃食

用油をフタ付の容

器に入れる。

スーパーなどの回

収拠点に設置して

いる緑の回収ボッ

クスの中に置く。

回収拠点から廃食

用油を回収する。

廃食用油再生工場

に搬入し、バイオ

ディーゼル燃料に

再生する。

ごみ収集車や市営

バスの燃料として

使用する。

排出元 回収拠点 回収 再生工場

ごみ収集車・

市営バス



（3）ごみの焼却により発生する

佐賀市清掃工場では、発電や

今後は、清掃工場から発生するバイオマス

より発生する二酸化炭素についても

佐賀市清掃工場では、ごみの

る試験装置を平成 25 年 10 月

価などを実施しています。この

素分離回収装置を清掃工場内に

する微細藻類の培養事業者や、

ます。また、将来的には、周辺地域

分離回収した二酸化炭素を利用

 

◆図表 3-34 佐賀市清掃工場二酸化炭素分離回収事業

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

●清掃工場から発生する二酸化炭素
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する二酸化炭素の有効利用 

や余熱利用を行い、エネルギーの有効利用に取組

するバイオマス資源の利用促進事業の一環として

についても分離回収し利用します。 

ごみの焼却時に発生する排ガスの一部から二酸化炭素

月から稼働させ、分離回収した二酸化炭素の成分分析

この試験装置により得られた知見を活かし、実用規模

に設置し、分離回収した二酸化炭素を化粧品

、高付加価値な農作物の栽培を行う農業用ハウス

周辺地域に二酸化炭素を利用する工場などの関連産業

利用した産業の創出を図ります。 

佐賀市清掃工場二酸化炭素分離回収事業イメージ 

二酸化炭素の農業等への利活用 

 

取組んでいますが、

として、ごみの焼却に

二酸化炭素を分離回収す

成分分析やコスト評

実用規模の二酸化炭

化粧品などの原料を抽出

ハウスなどへ供給し

関連産業を誘致し、

    

新規 
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基本施策５ 協働体制の推進 

（1）市民・事業者との協働体制の推進 

市民との協働体制として、自治会や婦人会などの代表者で構成される佐賀市環境保健推進

協議会との連携、地元のＮＰＯ法人との連携などにより、ごみ減量を地域ぐるみで取組める

ようなシステムづくりを進めていきます。 

事業者との協働体制については、本市の収集運搬業の許可業者と連携して、事業系ごみの

減量や適正排出を推進します。 

また、事業系ごみの減量を進めるうえでの課題・問題点の把握や優良事例の収集・共有化

を図るため、佐賀市３Ｒ推進パートナー認定事業者や多量排出事業者、商工会議所、商工会

等ごみ問題に関心の高い事業者間の意見交換の場を設けることを検討します。 

その他、本計画の各種施策を推進するにあたり、必要に応じて、佐賀市環境審議会や佐賀

市エコプラザ運営委員会へ報告や意見聴取等を行います。 

 

【【【【取組取組取組取組みみみみ例例例例】】】】    

○ＮＰＯ法人のノウハウやネットワークを活用したごみ減量に関する啓発 継続 

○佐賀市環境保健推進協議会と連携した家庭系ごみ減量に関する啓発 継続 

○本市の収集運搬業の許可業者と連携した事業系ごみ減量に関する啓発 継続 

●事業系ごみの処理及び減量に関する意見交換会 新規 

●災害廃棄物の処理時における市民や事業者との協働 新規 

 

 

基本施策６ ごみ処理にかかる費用負担の透明化 

ごみ処理の有料化の主な目的は、ごみの発生抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担

の公平化及び市民、事業者の意識改革などです。 

これらの目的が達成できるよう、ごみ処理手数料については、適宜見直しを行うとともに、

積算根拠等についても明確にします。 
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基本施策７ 適正な収集運搬・処理・処分の推進 

（1）処理主体 

本市から排出されるごみの処理主体を、排出から処理・処分に至る工程ごとに明確化しま

す。 

 

【排出段階】 

排出段階におけるごみ発生抑制、再生利用の主体は、ごみの排出者である市民・事業者と

します。本市は、排出者の取組みに必要となる支援等を行います。 

なお、分別方法については、現行の方法としますが、早い時期に市全域で同じ方法に統一

する方向で検討します。 

 

【収集運搬】 

家庭系ごみの収集運搬は、現状のとおり本市及び脊振共同塵芥処理組合を主体とします。 

事業系ごみの収集運搬は、原則として事業者自らの責任により行うものとし、事業者自ら

が処理施設へ搬入するか、あるいは許可業者への委託によるものとします。 

 

【処理・処分】 

ごみの中間処理及び最終処分は、現状のとおり本市及び脊振共同塵芥処理組合を主体とし

ます。 

また、処理困難物や特別管理一般廃棄物については、製造責任者または排出者の責任にお

いて処理・処分を行うものとします。 

 

 

◆図表 3-35 ごみ処理の段階ごとの処理主体（責任者） 

排出者 

発生抑制 

再生利用 

収集運搬 中間処理 最終処分 

市 民 市 民 

本 市 

脊振共同 

塵芥処理組合 

本 市 

脊振共同 

塵芥処理組合 

本 市 

脊振共同 

塵芥処理組合 

事業者 事業者 

事業者 

（許可業者） 

事業者 

本 市 

脊振共同 

塵芥処理組合 

事業者 

本 市 

脊振共同 

塵芥処理組合 
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（2）収集運搬計画 

①収集運搬に関する方針と収集運搬量 

本市から排出される家庭系ごみの収集運搬は、当面、現行の体制を維持します。また、事

業系ごみの収集運搬は、事業者自らが処理施設に搬入するか、あるいは本市の収集運搬業の

許可業者によるものとします。 

なお、事業系一般廃棄物の収集運搬業の許可については、事業系一般廃棄物のごみ量の急

激な増加や既存許可業者の過度の減少など、状況の大きな変化が無い限りは、新規許可は見

合わせます。 

家庭系ごみの収集運搬量については、平成 25 年度実績で 52,224t となっていますが、発生

抑制による燃えるごみの減少により、目標年度の平成 36 年度には、43,754t に減少する見込

みです。 

 

◆図表 3-36 家庭系ごみの収集運搬量 

 

注）家庭系ごみのみ 

 

②収集運搬に関する施策 

1）資源物持ち去り行為防止対策 

古紙類の持ち去り行為防止対策として、平成 18 年 4 月と平成 21 年 1 月に「佐賀市廃棄物

の減量推進及び適正処理等に関する条例」の一部を改正し、警察署と連携しながら取り締ま

りを行った結果、古紙類の回収量が持ち直すなど一定の効果をあげてきました。今後も警察

署と連携し、取り締まりを行っていきます。 

 

2）ごみステーションの維持管理対策 

ごみステーションの美化を図るため、ごみ出しルールの周知徹底を行い、管理する自治会

等と協力して、ごみステーションの適正な維持に努めます。  

単位：t/年

現状

H25 H31 H36

燃えるごみ 43,147 38,952 35,276

 燃えないごみ 1,716 1,602 1,507

資源ごみ 6,952 6,746 6,594

粗大ごみ 392 372 359

有害ごみ 17 19 18

合計 52,224 47,691 43,754

　　　　 　年度

 ごみ種
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■ごみステーションの維持管理対策の取組み 

○○○○ごみごみごみごみ分別掲示板分別掲示板分別掲示板分別掲示板のののの配布配布配布配布    

ごみの種類とごみ出し日を記載した掲示板を自治会に配布します。 

○○○○ごみステーションごみステーションごみステーションごみステーション維持管理補助金維持管理補助金維持管理補助金維持管理補助金のののの交付交付交付交付    

ごみステーションの定期的な清掃やごみ出しルールの住民への周知等ごみステーションの維持 

管理を適正に行う団体に補助金を交付します。 

○○○○カラスネットカラスネットカラスネットカラスネット購入費補助金購入費補助金購入費補助金購入費補助金のののの交付交付交付交付    

ごみステーションの管理を行う団体がカラスネットを購入する 

場合、購入費の補助を行います。            

【カラスネットの例】   

 

3）家庭系の収集ごみの搬入先の見直し検討 

ごみステーションに出されたごみの搬入先については、諸富町と三瀬地区は脊振広域クリ

ーンセンターへ、それ以外の地区は一部の品目を除き佐賀市清掃工場となっていますが、収

集運搬コストを考え、諸富町と北部地区の搬入先の見直しを検討します。 

 

（3）中間処理計画 

①中間処理に関する方針と中間処理量 

本市管内から排出されるごみは、当面は、現行のとおり、佐賀市清掃工場、佐賀市リサイ

クル工場、佐賀資源化センター、佐賀市廃食用油再生工場及び脊振広域クリーンセンター等

にて処理を行っていきます。また、民間施設については、リサイクルの推進やコスト削減な

どの観点で活用していきます。 

中間処理量については、平成 25 年度実績で 88,481t となっていますが、燃えるごみの発生

抑制により、目標年度の平成 36 年度には、75,116t に減少する見込みです。 

 

◆図表 3-37 中間処理量 

 

注）直接資源化する資源ごみは除く。 

単位：t/年

現状

H25 H31 H36

燃えるごみ 76,357 69,667 63,544

 燃えないごみ 2,459 2,375 2,292

資源ごみ 7,267 7,084 6,940

粗大ごみ 2,381 2,343 2,322

有害ごみ 17 19 18

合計 88,481 81,488 75,116
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②中間処理に関する施策 

1）リサイクル（再生利用）の推進 

草類や剪定枝は、民間処理施設を活用してリサイクルを推進します。 

また、生ごみについては、食品リサイクル法に基づくリサイクルの推進及び新たな手法で

のリサイクルの可能性について調査研究を行います。 

 

2）燃えるごみの適正処理 

燃えるごみは、腐敗する性状を持つため、高温焼却することで衛生的な処理を行うととも

に、減容化を行っています。また、高度な二次公害防止対策が不可欠です。 

そのため、効率的な施設運営を行うとともに、計画的な施設の保守管理の実施により、安

定した適正処理を行っていくものとします。 

なお、佐賀市清掃工場の将来的な施設整備等のあり方については、今後設置予定の二酸化

炭素回収装置の動向を踏まえて、各種検討を実施します。 

 

3）焼却施設の跡地利用 

本市では、ごみ処理施設の統廃合を行ったことにより、焼却を停止した施設があります。 

こうした施設については、今後適切な方法で解体撤去を行っていきます。 

一方で、解体撤去に当たっての財源として、循環型社会形成推進交付金制度を活用する方

法がありますが、現交付金制度においては、解体跡地に新たな廃棄物処理施設等を建設する

ことが交付条件となることから、こうした点も含めて将来的な方向性を検討していくものと

します。 

 

（4）最終処分計画 

①最終処分に関する方針と最終処分量 

本市から排出されるごみの最終処分は、現状の処分体制を継続するものとします。 

具体的には、佐賀市清掃工場や佐賀市リサイクル工場から排出される処理残渣は佐賀市廃

棄物最終処分場に埋立を行うものとし、脊振広域クリーンセンターでは溶融処理を行うこと

により全量資源化します。 

最終処分量は、平成 25 年度実績で 4,356t となっていますが、発生抑制と再生利用の推進

により、目標年度の平成 36 年度には、2,952t に減少する見込みです。 
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◆図表 3-38 最終処分量 

  

 

②最終処分に関する施策 

1）埋立対象物の最小化の推進と新たな資源化に向けた検討 

本市では、燃えないごみや粗大ごみは破砕・選別等を行い、処理残渣を減量・減容化し、

最終処分場への埋立対象物の最小化を図っています。また、燃えるごみの焼却残渣は、溶融

処理し、スラグやメタルに資源化することで、埋立量を大きく削減しています。 

今後は、更なる埋立対象物の最小化を推進するとともに、焼却灰のセメント資源化などに

ついても検討します。 

 

2）最終処分場の適正管理 

最終処分場は、廃棄物処理法に基づく維持管理が必要です。また、埋立終了後も浸出水や

埋立物等が廃棄物処理法に基づく廃止基準に達成するまでは維持管理が必要です。 

今後も引き続き、法に基づく適正な維持管理を行い、周辺地域の環境保全に努めるものと

します。 

 

3）最終処分場の跡地利用 

最終処分場は、埋立終了後、廃棄物処理法に基づく手続きにより廃止することになります。 

廃止後の跡地利用方法については、地域の意見も取り入れ、検討を行う方針とします。 

  

単位：t/年

現状

H25 H31 H36

焼却残渣等 3,397 2,347 2,133

破砕残渣 959 849 819

合計 4,356 3,196 2,952

　　　　 　年度
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第第第第７７７７節節節節    そのそのそのその他他他他    

 

１．地域環境美化推進活動 

清潔で美しい佐賀のまちづくりを目指し、市民や事業者による散乱ごみや落ち葉などの清

掃に対し、清掃ボランティアに対するごみ袋や用具の提供、ごみの回収等地域環境美化推進

活動に対する支援を行います。 

 

■地域環境美化推進活動の取組み 

○○○○県内一斉県内一斉県内一斉県内一斉「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと美化活動美化活動美化活動美化活動」」」」    

市内事業所等に参加を呼びかけ、散乱ごみの清掃活動を実施しています。 

○○○○市民一斉清掃市民一斉清掃市民一斉清掃市民一斉清掃のののの日日日日    

毎年 10 月を「市民一斉清掃月間」と定め、佐賀市民総参加による一斉  

清掃を実施しています。 

○○○○アダプトプログラムアダプトプログラムアダプトプログラムアダプトプログラム    ～～～～さわやかマイタウンさわやかマイタウンさわやかマイタウンさわやかマイタウンＳＡＧＡ～ＳＡＧＡ～ＳＡＧＡ～ＳＡＧＡ～    

ボランティアによる身近な公共空間の美化活動を支援しています。 

※「アダプト」とは養子と里親の関係、「アダプト・プログラム」とは、市民が市と合意の上で道路や公園など一定区間

の公共空間を養子にみたて、里親の気持ちになって愛情をもって美化活動していただくもの。 

 

 

２．不法投棄対策 

不法投棄に対して、市ホームページ、市報、マスコミなどを活用し

て不法投棄をしないよう啓発を図るとともに、不法投棄の多い場所に

監視カメラや防止看板を設置するなど投棄の防止に努めます。 

また、不法投棄が多い地域については、地域と連携したパトロール

を行い、発見した投棄物の迅速な撤去及び適正処理を実施していきます。 

 

 

３．災害廃棄物対策 

災害時に対応するため、本市では地域防災計画や災害廃棄物処理計画を策定しています。

災害時には状況に応じ、県、近隣市町、関係業者へも応援依頼が必要となるため、関係機関

との連携体制を構築していくことが必要です。 

災害時に発生する廃棄物は、大量にかつ多種・多様にわたることが多いため、環境衛生上

できるだけ速やかに回収するものとし、県の廃棄物対策部署など関係機関との連携を図り適

正な処理を行います。 

 


