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１ 中津市のごみに関する現状 

（１）ごみ排出量について 

 本市のごみを管理し，適正な処理を確保するために策定している「中津市一般廃棄物

（ごみ）処理基本計画（以下「基本計画」という。）」では、令和 9 年度を目標として、

家庭から排出される「家庭ごみ」と企業などから排出される「事業系ごみ」を合わせた

「ごみ総排出量」を 26,146ｔ、「一人１日あたりごみ排出量」を 893ｇとする目標値を

設定しています。これに対して、令和元年度の「ごみ総排出量」は 30,876ｔ、「一人１

日あたりごみ排出量」は 1,007g となっています。 

 

図 1：中津市のごみ総排出量と一人 1 日あたり排出量（家庭ごみ・事業所ごみ） 

  

 

次に、「家庭ごみ」の令和元年度の「家庭ごみ総排出量」は 21,026ｔで、ごみ総排出

量の約 68.1%を占めています。「一人１日あたり家庭ごみ排出量」は 700g で、ここ数年

横ばい傾向であったものが令和元年度に増加に転じています。また、平成 30 年度の家

庭ごみ排出量においては、一人１日あたり 692ｇと大分県の平均より 65ｇ、全国平均よ

りも 54ｇ多くごみが排出されています。 
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図２：家庭ごみ排出量と一人 1 日あたり排出量 

   
 

さらに、この「家庭ごみ」から、資源化されたごみを除いた「家庭系ごみ」の平成 30

年度の「一人１日あたり家庭系ごみ排出量」は 569ｇとなっています。 

国（環境省）は平成 30 年６月に第四次循環型社会形成推進基本計画を策定し、令和

７年度を目標として、「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。本市の現基本計画では、令和７年度の目標として、「一人１日あたり家庭

系ごみ排出量」を 497ｇとする目標値を設定しており、国（環境省）の令和７年度の目

標値を達成するためには、本市の基本計画の目標値よりもさらに大幅なごみの減量が必

要です。 

 

図 3：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 
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（２）家庭から排出される「燃やすごみ」の中身について 

 令和 2 年 5 月に実施した組成分析結果（ごみの内容物検査）では、家庭から出る燃や

すごみの中には、厨芥類（生ごみ等）が 39.6％、資源物が 15.9％（紙類が 13.7％、トレ

イが 1.4％、ペットボトルが 0.7％、布類が 0.1％）含まれています。 

 このように、燃やすごみの中には資源物が混入されている状況にあることから、ごみ

の減量化を図るには、さらなる分別の徹底が求められます。 

図４：組成分析結果（燃やすごみ） 

      

 

（３）ごみ処理経費について 

  ごみ処理経費は、平成 28 年度以降増加傾向で推移しており、令和元年度においては

約 11 億 1,000 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

とが見込まれるため、増加していくことが予想されます。また、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大きくなっていくことが予想されます。 

図５：中津市の一人あたりのごみ処理経費
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２ 中津市のごみ処理の課題、ごみの減量・資源化の目的と効果 

（１）ごみ処理の課題 

国（環境省）の第四次循環型社会形成推進基本計画では、令和 7 年度の「一人 1 日あ

たり家庭系ごみ排出量」の目標値を 440ｇとしています。一方、本市の平成 30 年度の

「一人 1 日あたり家庭系ごみ排出量」は 569ｇとなっているため、国（環境省）の目標

値を達成するためには、平成 30 年度比で 129ｇ（22.7％）減量する必要があります。 

令和 2 年 5 月に実施したごみ組成調査結果では、燃やすごみの中に資源ごみが約 16％

混入しており、分別意識が十分に働いていないことからも、国（環境省）の目標値を達

成するためには、分別の徹底や、減量の動機付けが働くごみの減量・資源化を推進する

施策が求められています。 

本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 年を経過しています。これまで計画的に修繕や改修工事を行い施設の維持管理を行っ

てきました。さらに施設の延命化を図るため、令和 2 年度から令和４年度に大規模な基

幹的設備改良工事（約 20 億円）を行い、令和 15 年度まで延命化する計画です。 

本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

しました。中津市一般廃棄物埋立処分場についても、施設の延命化を図るため、平成 21

年度から焼却飛灰をセメント原料として搬出（令和元年度の事業費約７千万円）し、埋

立処分量の減量化を図るとともに、平成 22 年度には、第１処分場の嵩上げ工事（総事

業費約１億３千万円）を実施し、29,690 ㎥の容量を確保しました。さらには、令和元年

度から焼却残渣とリサイクル残渣の一部をセメント原料として搬出（令和元年度の事業

費約２千万円）しており、令和 31 年度まで延命化します。 

このように、本市のごみ処理施設の延命化には、多額の税金が使われています。一方

で、「一人１日あたり家庭ごみ排出量」は、平成 28 年度から約 690ｇと横ばいで推移し

ており、家庭から出るごみの減量が思うように進んでいないことから、ごみの減量によ

る施設への負担軽減はできていません。 

 

（２）ごみの減量・資源化の目的と効果 

 ①循環型社会形成の推進 

    国（環境省）の循環型社会形成推進基本法では、循環型社会を天然資源の消費量

を減らして、環境負荷をできるだけ少なくした社会と定義しています。その方法と

して、ごみを出さない（廃棄物等の発生抑制）、出たごみはできるだけ利用する

（循環資源の循環的な利用）、どうしても利用できないごみはきちんと処分する

（適正な処分が確保される）ということがあります。循環型社会形成の推進に向け

て、ごみの減量・資源化の推進は欠かせません。 
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  ②中津市クリーンプラザの延命化に向けて施設の負担を軽減 

    ごみの焼却施設は、焼却施設の安定した処理を継続させる必要があるため、施設

への負担が過度にならないようにしなければなりません。 

    ごみの減量を継続することは、焼却施設に与える負担を将来にわたって軽減する

ことになり、焼却費用や保守等のランニングコストの削減はもとより、施設の延命

化にも繋がります。 

 

  ③最終処分場である中津市一般廃棄物埋立処分場の延命化 

    ごみの焼却等により発生する焼却飛灰や残渣を処分するために、最終処分場は欠

かせません。本市においては、中津市一般廃棄物埋立処分場の令和 31 年度までの

延命化に向けて、焼却飛灰と残渣の一部を多額の税金を使い搬出しています。 

    ごみの減量を継続することは、最終処分場の埋立容量を将来にわたって残してい

くことができ、延命化にも繋がります。 

 

  ④ごみ焼却に伴って排出される温室効果ガスの削減 

    中津市役所全体の事務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。ごみの減量は、ごみの焼却による温室効果

ガスの発生抑制に繋がり、地球温暖化防止などの環境負荷の低減も図られます。 

 

  ⑤財政負担の削減 

    ごみの処理には、多額の税金が使われています。ごみの排出量を減量すること

は、ごみの焼却量の減量に繋がり、ごみの処理経費が削減できます。それにより、

他の市民サービスの拡充に繋がります。 

 

  ⑥次世代への継承 

    本市の環境は、現在の私たちの世代だけのものでなく、子や孫へと将来世代に引

き継いでいかなければなりません。課題を先送りすることなく、将来を見据えた対

策を講じ、ごみの排出量を減らすことで、施設の延命化や環境負荷の低減などに繋

がり、今ある環境を次世代へ継承します。 
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【SDGｓとの関係】 

 

環境、社会、経済の三つの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、本市において「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を意図しています。 

 

３ 家庭ごみ減量・資源化策について 

  本市では、ごみの減量・資源化の推進の施策として、ごみ・リサイクルミニ集会の開

催や生ごみコンポスト化容器購入費補助金、資源回収団体への報奨金など市民との協働

により、ごみの減量や資源化の推進に取り組んできました。しかしながら、近年のごみ

の排出状況は横ばいで推移しており、減量の傾向が見られません。そこで、中津市廃棄

物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）へ、本市が目指す「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観点から、新たな資源ごみの分別区分及びごみ袋の有料化制度の

導入など、ごみの減量・資源化をさらに推進する施策について諮問しました。審議会で

の審議において、ごみの減量と資源化の推進に向けた主な施策として、容器包装プラス

チックの分別収集や生ごみキエーロの普及促進、ごみ袋有料化などの施策を推進するこ

とを方針として確認していただいています。本市においても、資源化の推進に向けた施

策とごみ袋有料化の実施などにより、今後さらなるごみの減量と資源化の推進を目指し

ます。 

  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」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
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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。 

 

【これまでの本市のごみの減量・資源化策について】 

年 月 経 過 

平成 ４年 ４月 生ごみコンポスト化容器購入費補助金制度を開始 

平成 ６年１０月 資源回収推進団体報奨金制度を開始 

平成 ７年 ５月 発泡スチロール・トレイ・牛乳パックの回収を開始 

平成１１年 ４月 ごみの７分別収集を開始（①燃やすごみ、②燃えないごみ、③

粗大ごみ、④古紙・古布、⑤びん・缶・ペットボトル、⑥食品

トレイ・牛乳パック、⑦乾電池） 

平成１９年 剪定枝木・木製家具類の資源化を開始 

平成２０年１２月 小型充電式電池の回収を開始 

平成２１年 焼却飛灰の資源化を開始 

平成２２年 ２月 段ボールコンポスト資材の無料支給を開始 

平成２３年 ３月 中津市一般廃棄物埋立処分場の第一処分場嵩上げ工事を実施 

平成２５年 ４月 古紙・古布の回収日を月２回に変更 

平成２５年１１月 使用済小型家電の回収を開始 

平成２６年 ４月 危険有害ごみの分別区分を設ける 

平成２９年 ６月 市民モニターによる「生ごみキエーロ」の実証実験を開始 

平成３０年 ９月 草類（刈り草）の資源化の実証実験を開始 

平成３１年 ４月 草類（刈り草）の資源化を開始 

令和  元年 ９月 焼却残渣とリサイクル残渣の資源化を開始 

令和 ２年 １月 羽毛ふとんの資源化を開始 

令和 ２年 ８月 ペットボトルの単独収集を開始 

 

《ペットボトルの単独収集の効果》 

   ペットボトルは飲料などの容器として使用した後、資源有効利用・資源循環のた

め、分別収集し、できるだけ無色透明で未使用樹脂に近い原料としてリサイクル製品

に再利用されています。 

中津市において、令和 2 年 8 月から開始したペットボトルの単独収集により、ラベ

ル除去の徹底やガラス片などの混入が減ったことで、再生資源としての品質基準がＢ

ランクからＡランクに上がりました。市民の皆さんのご協力による品質基準の向上が

図られたことで、再資源化するためのボトル洗浄や不純物を取り除くための工程を減

らすことができ、環境負荷の低減に繋がっています。 
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４ 容器包装プラスチックの分別収集について 

（１）容器包装プラスチックとは 

 ごみの減量・資源化の推進に向けた新たな施策として、容器包装プラスチックの分別

収集の実施を検討しています。容器包装プラスチックとは、カップ麺の容器、弁当の容

器、お菓子の袋、卵の容器などのその中身を出したり、使ったりした後、不要になるプ

ラスチック製の容器や包装のことです。 

 

（２）容器包装プラスチック分別収集の効果 

容器包装プラスチックは、燃やすごみの中に約 17.6％含まれています。容器包装プラ

スチックを資源物として分別収集を行うことで、燃やすごみを減量し、資源化が推進さ

れます。また、地球温暖化対策は、世界各国において重要な課題となっており、中津市

においても、温室効果ガスの排出をより一層削減することが求められています。 

中津市役所の事業活動に伴って排出される温室効果ガスの約 50％が、中津市クリーン

プラザから排出されており、ごみの焼却に伴う温室効果ガスをどれだけ削減できるかが

大きな課題です。中津市の家庭から排出される容器包装プラスチックの、約 50%が資源

回収された場合に、中津市クリーンプラザから排出される温室効果ガスの約 24%を削減

することができ、環境負荷の低減が図れると試算しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

５ 生ごみキエーロの普及促進について 

 生ごみ等の厨芥類は、燃やすごみの中に約 39.6％含まれており、燃やすごみの中で最

も多いごみです「生ごみ」を減量することは、「燃やすごみ」の重量が軽くなるほか、

焼却する際の燃焼効率が向上し、焼却施設の負担軽減に繋がります。また、世界中で問

題となっている「食品ロス」の削減にも繋がります。 

中津市では、生ごみの減量支援として「３切り運動（むだなく①使い切り、残さず②

食べきり、しっかり③水切り）」や「生ごみコンポスト化容器購入費補助金」、「段ボー

ルコンポスト資材の支給」、「生ごみキエーロのモニターによる実証実験」を行っていま

す。 

 

（１）生ごみキエーロとは 

  生ごみキエーロとは、箱の中に黒土を入れ、黒土の中のバクテリアによって生ごみを

分解する生ごみ処理機です。本市では、平成 29 年度から生ごみキエーロの減量効果を

検証するため、市民モニターによる実証実験を始めました。 

 

（２）生ごみキエーロ普及の効果 

令和 2 年 10 月 1 日現在、市内では 28 世帯の方が「生ごみキエーロ」のモニターにな

っていただいています。これまでの実証実験の結果、生ごみキエーロを使用することに

よる一定の減量効果が実証されたため、さらに生ごみの減量の推進に向けて、生ごみキ

エーロの普及促進を図ることを検討しています。 

《「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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６ ごみ袋有料化について 

（１）ごみ袋有料化の効果 

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

していただくものです。ごみ袋有料化によって、次の効果が期待できます。 

 

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、資源化も促進されます。

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、ごみを多量に排出され

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、市民の皆さんの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、環境負荷の低減及び処理費用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。 

 

（２）有料化対象品目 

  本市におけるごみ袋有料化の対象品目は、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」の２種

類を検討しています。それ以外の品目については、従来通り無色透明の 45ℓ以下のごみ

袋で出すことができます。 
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（３）手数料の料金体系 

  ごみ処理手数料の料金体系は、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する観点から「単純従量制」を検討していま

す。 

「単純従量制」とは、ごみ袋１枚あたりの単価を決め、ごみの排出量に応じて、排出

者がごみ処理に係る一部の経費を手数料として負担する方式です。 

 

（４）手数料の料金設定 

  ごみ袋有料化の手数料は、以下の点を考慮し、1ℓあたり 1 円の手数料水準を検討し

ています。 

・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 

・近隣自治体の料金水準 

・市民に過度な負担を求めないこと 

 

全国の有料化に関する国（環境省）の調査によると、１ℓあたりの手数料水準が高く

なるほど、減量効果が大きくなる傾向にあります。国（環境省）が定める第四次循環型

社会形成推進基本計画では令和７年度の一人１日あたり家庭系ごみ排出量の目標値を

440ｇ/人・日としています。一方、本市の家庭系ごみ排出量は、平成 30 年度で 569g/

人・日となっているため、国（環境省）の目標値を達成するためには、平成 30 年度比

で 129ｇ/人・日、22.7%の減量が必要です。 

国（環境省）の調査結果によると、可燃ごみの 20％以上の減量が期待できる手数料

は、1ℓあたり 1 円以上となっており、「ごみ袋の有料化」と「容器包装プラスチックの

分別収集」により国（環境省）の目標を達成するためには、1ℓあたり 1 円以上の設定

が必要だと考えています。 

現在、ごみ処理経費は、そのほとんどを税として負担していただいています。ごみ袋

の有料化による手数料水準を１ℓあたり１円の設定で試算すると、家庭ごみの処理経費

に占める割合は約 17％となり、ごみの排出量（有料ごみ袋の使用枚数）に応じて、ごみ

処理経費の一部を負担していただくことになります。 
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【燃やすごみの手数料水準と減量効果】 

  環境省のアンケート調査（有料化実施 54 市町村を対象に実施）による、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）との関係は以下に示すとおりです。 

   
  （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） 

 

【大分県内及び近隣都市並びに全国の料金水準】 

 ※一番大きな袋のサイズの手数料の額で作成しています。 

-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

 

都市数 
平均手数料 

（１ℓあたり） 

１円以上の 

都市割合 

大分県内 13 市 
0.7 円 

（0.5～0.9 円） 
０％ 

福岡県近隣６市（北九州市、行

橋市、田川市、飯塚市、直方

市、中間市） 

６市 
1.3 円 

（0.9～1.7 円） 

83％ 

（5 市） 

平成 21 年度以降有料化 

実施都市全体 
56 市 

1.3 円 

（0.4～3.0 円） 

77％ 

（43 市） 

 人口５万～10 万人の 

都市 
17 市 

1.3 円 

（0.5～2.0 円） 

82％ 

（14 市） 
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（５）対象品目のごみ袋の種類・価格と販売方法 

  ①ごみ袋の種類・価格 

   ごみ袋は、「燃やすごみ」と「燃えないごみ」で色分けをし、各世帯のごみ排出量

に適した大きさの袋を選択できるように、複数の容量のごみ袋を用意することとして

います。また、容量の小さいごみ袋を使用するほど費用負担が少なくなることから、

ごみの減量・資源化に対する動機付けが働くように小さいごみ袋も用意しています。 

 ごみ袋の形状については、市民にとって扱いやすく運びやすい形状とし、ごみ袋の

色や表示する内容、対象品目に適した袋の厚さ等の仕様については、今後検討してい

きます。 

本市では、ごみ袋の種類と１枚当たりの価格を下記表のとおり検討しています。な

お、消費税はかかりません。 

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 

 

  ②ごみ袋の販売方法 

   ごみ袋の販売方法は、市内の店舗など日常生活において容易に購入できるように検

討していきます。また、ごみ袋は 10 枚セットで販売します。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ります。 

 

（６）負担軽減措置について 

  ごみ袋有料化の実施に当たり、有料化の対象としたごみの中には減らしたくても減ら

すことのできないごみや低所得者等への経済的負担を考慮する必要があることから、品

目や対象者を定めた負担軽減措置を検討しています。 

  本市で検討している負担軽減措置の内容は、次の表のとおりです。 

 （対象外品目…減らしたくても減らすことのできないごみ） 

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 
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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

いただいたこと

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 

 

 （負担軽減対象世帯…低所得者等への経済的負担を考慮） 

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 

   

 （負担軽減措置県内実施状況） 

負担軽減 

対象 

紙おむつ ストーマ用装

具等 

草・落ち葉等 ボランティア

ごみ 

生活困窮者 

中津市(案) 〇 〇 〇 〇 〇 

負担軽減を 

実施してい

る市 

大分市 

日田市 

津久見市 

豊後高田市 

杵築市 

宇佐市 

大分市 大分市 大分市 

日田市 

佐伯市 

臼杵市 

津久見市 

豊後高田市 

杵築市 

由布市 

国東市 

大分市 

別府市 

日田市 

津久見市 

実施数 6 市 1 市 1 市 9 市 4 市 
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（７）手数料収入の使途について 

  ごみ袋有料化による手数料収入については、市民の皆さんにどのような事業に活用さ

れているのかをきちんとお示しします。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経費のほか、適切

に分別ができていないごみ等への対策、資源化施策の推進など、ごみの減量と資源化の

推進に資する事業に活用します。それらの内容は中津市の市報やホームページなどで市

民の皆さんに分かりやすく公開していきます。 

 

７ ごみの減量・資源化の推進に向けたその他の施策について 

（１）中津市クリーンプラザの家庭ごみ搬入料金の改定について 

   現在、家庭ごみの中津市クリーンプラザへの搬入料金は、10 ㎏あたり 66 円（ただ

し、１０円未満切り捨て）で、10 ㎏未満の搬入料金が無料となっています。ごみ袋有

料化の実施に伴い、家庭ごみのクリーンプラザ搬入料金について、10 ㎏未満無料の制

度を廃止することを検討しています。 

 

（２）資源回収団体の推進について 

   本市では、資源回収団体として登録している団体を対象に、古紙類（新聞紙、雑

誌、雑紙、段ボール及び紙パック。）の回収量に応じて５円／㎏の報奨金を交付して

います。資源回収団体数や集団回収量は、子供会等の減少や市民団体の高齢化によ

り、いずれも減少傾向にあります。資源化の推進を目的に、いつでも古紙類を出すこ

とができるように、拠点となる資源回収ステーションを設置することを検討していま

す。 

 

（３）家庭ごみの分別支援について 

   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排出を

推進することを目的に、家庭から排出する燃やすごみの分別を市民の皆さんと行い、

分別への理解を深めていただくための分別支援の実施を検討しています。 

 

（４）不法投棄への対応について 

   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ます。既に不法投棄防

止を目的としたパトロールの実施や、不法投棄があった場合には、不法投棄者の特

定、特定できた場合には不法投棄者への指導を行っています。不法投棄をさせない環

境づくりのために、さらなる不法投棄防止対策の強化を検討しています。 
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（５）適切に分別ができていないごみの対応について 

   家庭ごみの出し方や収集については、家庭用ごみの出し方冊子やごみカレンダーな

どでお知らせをしています。しかしながら、収集日に対象外のごみが出されていた

り、ごみ出しルールが守られていないなど、収集できないごみの排出があります。適

切に分別ができていないごみを減らすことは、資源ごみの分別の徹底や収集効率の向

上、中津市クリーンプラザの処理過程における火災の発生防止などにも繋がります。

そこで、ごみの適切な排出がきちんとなされるよう、これまで以上に早朝指導の実施

を検討しています。 

 

（６）ごみ・リサイクルミニ集会の拡充について 

   ごみ・リサイクルミニ集会は、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るために実施しています。令和元年度に

おいては、165 回延べ 5,305 人の方に参加していだたきました。より多くの市民の皆

さんにごみに対する問題意識を高めてもらうためにも、ごみ・リサイクルミニ集会を

拡充します。 

 

８ ごみ袋有料化制度の見直しについて 

  国（環境省）作成の「一般廃棄物処理有料化の手引き」では、各自治体で定める「一

般廃棄物処理基本計画」の見直し（おおむね５年毎）の機会と併せて、有料化制度の見

直しをすることが適切であるとされています。本市においても、ごみの減量効果や計画

目標達成の状況などの評価を行い、有料化制度やごみ減量化施策について適宜適正な見

直しを行います。 

 

９ 実施時期について 

  ごみ減量・資源化施策の実施時期については、ごみ袋有料化など市民の皆さんに新た

なご負担をいただくことから、社会経済情勢等を十分に考慮しながら慎重に検討を行い

ます。さらに、ごみ袋有料化を実施する場合は、その前に制度の内容等に関する説明会

を開催する予定です。 

  また、容器包装プラスチックの分別収集や生ごみキエーロの普及促進など、ごみの減

量・資源化の推進に向けたその他の施策についても、ごみ袋有料化の実施と一体的に検

討を進め、実施する場合は、市民の皆さんが新たな制度に混乱することがないように、

十分な啓発活動などを行います。 


