
（ごみ処理基本計画）

概　要　版

◆基本理念

　本計画では「もったいない」の心を育み、発生抑制を基本とした３Ｒ（抑制 (リ

デュース)、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル））の推進により、環境負

荷の少ない循環型社会を形成し、住みよいまちづくりを目指します。

基本理念と基本方針のイメージ

平成23年7月　　糸魚川市

～ 循環型社会の形成は３Ｒから ～

住みよいまち いといがわ住みよいまち いといがわ

で、で、

「もったいない」の心を育む
・啓発活動の推進
・環境学習等の推進

基本方針1

みんなで３Ｒの推進、
ごみの減量化

・発生抑制と減量化の推進
・再使用・資源化の推進

基本方針2

適正なごみ処理の推進
・循環型社会に適したごみ
　処理の推進
・適正処分の推進

基本方針3
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　平成21年度のごみ総排出量は18,130トンで、平成16年度の19,051トンからは約5％減少して

います。

　しかし、事業系ごみ量は増加傾向にあり、ごみ総排出量に占める割合も平成16年度の15%か

ら平成21年度には18%に増加しています。

　また、1人1日当たりのごみ総排出量は平成21年度では1,007ｇで、平成18年度をピークに減

少傾向ですがその減少幅は小さくなっています。

　国の循環型社会形成推進基本計画に準じて、平成27年度を中間目標年としてごみ減量の数値

目標を設定しました。

◆ごみの排出実績

◆ごみの減量目標
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【排出抑制の課題】

※人口が同規模の都市の

1人1日あたりの全国平

均値と比較すると、糸

魚川市は平成20年度で

は100ｇ高い水準にあ

ります。

発生抑制の
目標

家庭系ごみの
減量目標

事業系ごみの
減量目標

平成21年度

平成27年度

平成21年度 平成27年度 平成21年度 平成27年度

人口1人1日あたりのごみ総排出量

117g
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全国平均　   918g

糸魚川市　1,018g

1人1日あたりのごみ量 年間の事業系ごみ量
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基本方針１
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　市民一人ひとりがすぐにごみになるような使い捨て商品を避け、買ったものは、長く繰

り返し使うという消費行動をとることが大切です。

　ものを大事にするという「もったいない」の心を大切にします。

　日々の生活において、「もったいない」の心を大切にする具体的な取組みを示します。

また、広く市民に周知しごみの減量化に配慮した生活を実践する指針となる運動を展開し

ます。

◆「もったいない」の心を育む啓発活動の推進

ごみの減量化やごみ処理、リサイクルの意義が理解されるような取組みを支援します。

◆ 環境学習等の推進

　市の広報紙等に、減量効果や減量化の目安となる情報を掲載し、市民が減量化への取組

みがしやすいように努めます。

　また、市民への情報提供を工夫するとともに、市民自らの活動が盛んになるように努め

ます。

①使い捨て商品を避け、長く使えるものを選ぶ

②マイバッグ、マイカップ、マイボトル、マイはしの持参

③必要なものを必要な量だけ買う

④買ったものは大事に使う、使い切る

⑤食べ物を残したり、粗末にしたりしない

⑥リサイクル商品（グリーン購入）や詰め替え商品を購入する

⑦過剰包装は断る

⑧リターナブル容器など再使用できる容器のものを優先して選ぶ

⑨エコ活動に熱心に取組む事業者や小売店を選ぶ

⑩ごみとして出す前に、再使用、修理、譲るなどもう一度考える
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基本方針2

　本計画で第一に目指すのは、ごみの減量化です。ごみの減量化には、市民の協力が必要

不可欠です。行政はもちろんですが、ごみ処理に関する自らの責務を自覚し、みんなで協

力して３Ｒを推進し、ごみの減量化を図ります。

　効果的にごみの発生抑制や減量化が推進されるための仕組みづくりやそれらの啓発活動

を推進します。

◆ ごみの発生抑制と減量化の推進　

　小売店と連携してマイバッグ運動の普及啓発に努めます。

　詰替え容器やリターナブル容器※の積極的な利用を呼びかけます。

　マイカップ、マイボトル、マイはしの使用を呼びかけます。

　※リターナブル容器とは、使用した後の容器を、販売店を通じて回収し、
　　飲料メーカーが洗浄して再び使用する容器をいいます。

　簡易包装、ばら売りなどの実施を呼びかけます。

　簡易包装協力店として認定する制度（エコショップ

　登録制度）を検討します。

　（協力店にステッカーなどの掲示）

生ごみ処理機器の購入補助を継続し、普及啓発に努め

ます。

市民と協働しながら生ごみの発生抑制に努めます。

事業所でも生ごみの減量化が図られるよう取組みます。

　「ごみ減らし隊」を創設し、市民の意識啓発を推進し

　ごみの減量を進めます。

エコショップ認定店

ばら売り・簡易包装

します。

簡易包装協力店

「イベントごみ減量化マニュアル」の普及に努めます。

ごみ分別

ステッカー　案
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　「もったいない」の心を持って、長く使えるものを購入し、一度購入したものは修理な

どをして大切に使う気持ちが大切です。しかし、子どもの成長や生活形態の変化などに

よって不用になったものは、ごみとする前に必要としている人の手に渡るような取組みを

推進します。

　事業活動に伴って発生する廃棄物の処理責任は事業者自らにあることを周知徹底しま

　す。

　適正に処理されているかを把握し、発生抑制と資源化が図られるよう取り組みます。

　ごみの減量に取り組んでいる事業所の周知に努めます。

　処理コストに見合った料金に改定します。

エコアクション21※などの環境マネジメント

システムを推奨し、情報の提供など事業所

の３Ｒ活動を応援します。

※環境省が推奨している取組みやすい環境経営システムの一手法

費用負担の公平化、市民の減量意識の改革につな

がる家庭ごみの有料化に向けて取組みます。

◆ 再使用・資源化の推進

　フリーマーケットなどの情報の提供に努めます。

　リサイクル協力店の認定制度を検討します。

　　（エコショップ登録制度）

　店頭回収協力店の認定制度を検討します。

　　（エコショップ登録制度）

　拠点回収協力店の拡充を図ります。

　　（②～④の協力店にステッカーなどの掲示）

この袋有料だし

できるだけこの袋に

おさめたい。

もったいないし…。

○○市指定
ごみ袋

1 枚￥ ○○円
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基本方針3

　市は、分別収集された資源ごみの再資源化や、燃やせるごみの処理、燃やせないごみの

適正な処理・処分の責務を負っています。限りある資源を有効に利用するため、循環型社

会に対応した分別区分と効率的な収集･運搬体制で行います。また、市内で発生するごみ

を適正に中間処理するとともに、安全に安定稼働ができるように施設の維持管理を図ります。

　なお、現在搬入を停止している最終処分場の適正化を進めるとともに、環境保全に十分

留意した施設整備を検討します。

◆ 循環型社会に適したごみ処理の推進

市民生活の利便性の向上と不法投棄対策として、

日曜日回収（毎月第３日曜日、年間10回）を継続します。

一般家庭から出る「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」の

清掃センターへの直接搬入を継続します。

高齢者、障害者等に対する分別及び搬出の支援の実

施を検討します。

『３Ｒ』とは

　「循環型社会」を形成するための取り組みとして、次の取り組みそれぞれ

の頭文字をとったものです。

Reduce
リデュース

Reuse
リユース

Recycle
リサイクル

（発生抑制） （再使用） （再生利用）

すぐごみになる物は、

買わない・選ばない

ごみにする前に、繰り返し

使う・修理する・ゆずる

ごみにならないように、

分別・再資源化

分別区分の見直し等により、減量化と資源化の推進を図ります。

ごみの収集方式は、現状のごみ集積所方式とします。

乾電池等の拠点回収について、回収品目と協力店の拡充を図ります。
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　ごみの排出抑制及び資源化を促進することにより、中間処理後の資源物の回収やエネ

　ルギーの有効利用を推進します。

　今後、廃プラスチック及びゴム・皮革製品類の資源化について検討します。

◆ 適正処分の推進

　現最終処分場は一般廃棄物の埋め立てを停止し、外部に委託処理をしています。そのた

め、最終処分場を適正化することが急務となっています。

　最終処分場の適正化に向け、調査・検討を行った結果、調査機関からは、「現処分場埋

立地については、廃棄物層内の保有水対策や、地すべり対策等により適正化した後閉鎖が

望ましい。また、現処分場の下流平坦部に新たな処分場を増設することが可能である。」

という将来構想案が提示されました。

　この将来構想案を踏まえ、現処分場埋立地の適正化と新たな処分場の増設に向けて、市

民の理解を得ながら取り組みます。

　現在のごみ処理施設は平成14年４月から稼働しています。稼働にあたっては適正な維持

管理を実施し、安全で安定的に稼働ができるよう運転管理に重点を置きます。

　なお、既設施設の耐用状況(稼働状況)等を勘案し、次期施設の整備について計画的に検

討します。

　計画の策定にあたっては、専門家による委員会等を設置し検討します。

《中間処理の概要》

燃やせるごみ

燃やせないごみ

ごみ処理施設

糸魚川市清掃センター

破砕・選別処理

（処理施設）

資源化

（炭化物）

埋立処分

（不燃残渣等）

(ガラス・陶磁器くず )

資源化

（金属類）

資源化

（廃プラスチック）

　( ゴム・皮革製品類 )

＜中間処理＞



7

　　地域の薬局及び医療機関等と連携し処理を行います。

　　野焼きの原則禁止の周知徹底を図り、不適正処理の

　　防止と良好な生活環境の保全に努めます。

　　啓発看板の設置や広報で、市民へ不法投棄防止の啓

　　発に努めます。

　　環境パトロール員による定期的なパトロールや不法

　　投棄監視ボランティア監視員の協力により不法投棄

　　の未然防止に取り組みます。

　　海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制に努めます。

　　不法投棄防止や土地の適正な管理に関する助言及び指導に努めます。

野焼きはやめて!!

　ごみの発生抑制や資源化のための目標と基

本的な施策を定め、廃棄物の適正な処理処分

を計画的に実行していくために「糸魚川市一

般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）」を

策定しました。

　平成23年度を初年度とする向こう10年間の

長期計画とし、概ね５年ごとに改訂するほか、

社会経済情勢等の諸条件に大きな変動があっ

た場合は、必要に応じて見直すものとします。

　なお、中間目標年度を循環型社会形成推進

基本計画の目標年度である平成27年度とし、

計画の進捗状況を確認するものとします。

　ごみ減量等目標値を達成していくためには、

取組みの状況や目標値の達成状況などを定期

的にチェック・評価し、施策の改善を行って

いくことが重要です。この考えに基づき、本

計画は、P l an (計画)、Do (施策の実行)、

Check(点検)、Act(見直し)のＰＤＣＡサイク

ルにより、継続的改善を図っていきます。

◆計画の進行管理 ◆計画策定の趣旨

◆計画の期間

H22年
策定

H32年
目標年度

H27年
中間目標
年度

計画の策定
Plan

○ごみ処理基本計画
○ごみ処理実施計画

見直し
Act

○施策・目標の
見直し

施策の実行
Do

○市・事業者・市
民等の取組み

点　検
Check

○実施状況の把握　　
○計画達成状況の評価
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