
 

 

令和２年度 第８回中津市廃棄物減量等推進審議会 

 

【議 事 資 料】 

  

１．事業系ごみの減量・資源化の推進施策について Ｐ１～ 

 

２．ごみ減量・資源化を推進する答申案について  別添資料 
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１．事業系ごみの減量・資源化の推進施策について 

（１）事業所数の推移 
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経済センサス 

基礎調査 
全体 

主に減少した業種 

建設業 
卸売業 

小売業 

宿泊業、飲食サ

ービス業 

H26(H21→H26) 4,354（-307） 376（-62） 1,235（-135） 570（-79） 

R1(H26→R1) 4,228（-126） 358（-18） 1,190（-45） 545（-25） 

増減 

(H21→R1) 
-433(-9.3％) -80(-18.3％) -180(-13.1％) -104(-16.0％) 

 

（２）事業系ごみの推移 

 
 事業系ごみについては、全体で見ると平成２７年度以降減少傾向です。しかしなが

ら、事業所単位での年間の排出量では、ほぼ横ばいで推移しており、事業所単位での

事業系ごみの減量は進んでいない状況です。 

経済センサス-基礎調査。

R1 は、H28 経済センサス-

活動調査（公営事業所（国

や地方公共団体の事業所）

を除く）に H26 経済セン

サス-基礎調査の公営事業

所数を追加して推計。 
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 事業系ごみについては、一般廃棄物収集運搬許可業者（以下、「許可業者」という。）

が事業所にごみを収集して中津市クリーンプラザへ搬入する場合と事業者自らが直

接中津市クリーンプラザへ搬入する場合があります。 

 

 事業系ごみを種類別に見ると、最も多いのは可燃ごみです。次いで資源ごみが多く、

その中身は剪定枝木や草類で、施設搬入後に資源化処理をしています。また、粗大ご

みの中身は、一般家庭の解体等に伴う家具類です。 

 

0 

0 
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事業系ごみの 90％以上は許可業者によって、中津市クリーンプラザへ搬入されてい 

ます。許可業者の搬入する事業系ごみを見てみると、可燃ごみが最も多く、資源ごみ

が少ないです。そのため、事業系ごみについても可燃ごみの減量と資源化を推進する

ことで多くの事業系ごみを減量できることが考えられます。

 
事業者による直接搬入されている事業系ごみは、剪定枝木や草類などの資源ごみ 

が最も多いです。市内の事業者で剪定枝木や草類の資源化を行っている民間事業所も

ありますが、中津市クリーンプラザの搬入料金の方が安いことや搬入しやすいことな

どが影響していることが考えられます。 

 

（３）事業系ごみの減量目標 

  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

日あたりごみ排出量（ｇ/人・日）」の目標値を 850ｇとしています。中津市におい

て、家庭ごみ減量・資源化の推進に向けた新たな施策の減量効果を反映させ、国（環

境省）の目標値を達成するためには、「一人１日あたり事業系ごみ排出量（ｇ/人・

日）」を平成 30 年度比で 102ｇ（約 32％）減量する必要があります。 

【中津市】新たな施策によるごみの減量目標値

一人1日あたりごみ排出量(g/人・日) 1,011.29 850.00 -161 -16 ％

一人1日あたり家庭ごみ排出量(g/人・日) 692.24 632.88 -59 -9 ％

　うち一人1日あたり家庭系ごみ排出量(g/人・日) 569.46 440.00 -129 -23 ％

　うち一人1日あたり資源ごみ排出量(g/人・日) 122.78 192.88 70 57 %

一人1日あたり事業系ごみ排出量(g/人・日) 319.05 217.12 -102 -32 ％

減量目標 減量率（％） H30（実績） R7（目標）
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（４）事業系ごみ「燃やすごみ」の中身（令和２年７月組成調査結果） 

令和２年度７月に中津市クリーンプラザに搬入される事業系一般廃棄物（燃やす

ごみ）の中身の調査を業種ごとに行いました。 

 

① 飲食店系（ファミリーレストラン、居酒屋、レストランなど） 

 

飲食店系の「燃やすごみ」の中身は、「生ごみ」が最も多く 53％、次いで「紙類」

が 23％、「プラスチック類」が 17％、「布類」が 4％、「木・竹・草類」が２％、「不

燃ごみ」が１％でした。まず、最も多く占める「生ごみ」については、飲食店での

3010 運動など食べきりや食品ロス削減の取り組みが徹底できていないことが考え

られます。さらに、資源化できる「紙類」、「布類」、「木・竹・草類」が 29％含まれ

ており、分別の徹底ができていない現状です。さらに、「プラスチック類」や「不

燃ごみ」といった産業廃棄物として処理しなければならないごみも「燃やすごみ」

に 18％混じっている状況でした。 

 

② 事務系（自動車販売店、住宅販売店、工場事務所など） 

 

事務系の「燃やすごみ」の中身は、「紙類」が最も多く 56％、次いで「プラスチ
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ック類」が 24％、「布類」が 20％でした。まず、最も多く占める「紙類」について

は、「紙類」だけを中津市クリーンプラザ搬入した時は、再生事業者へ持ち込むよ

うに指導をしていますが、「燃やすごみ」に混じって排出されていることが分かり

ました。本来資源化できる「紙類」、「布類」を合わせると 76％も含まれており、分

別ができていない現状です。さらに、「プラスチック類」といった産業廃棄物とし

て処理しなければならないごみも「燃やすごみ」に 24％混じっている状況でした。 

 

③商店系（スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど） 

 

商店系の「燃やすごみ」の中身は、「生ごみ」が最も多く 74％、次いで「紙類」

が 17％、「プラスチック類」が９％でした。まず、最も多く占める「生ごみ」につ

いては、商店での食品ロス削減の取り組みが徹底できていないことが考えられます。

そして、資源化できる「紙類」が 17％含まれており、分別の徹底ができていない現

状です。さらに、「プラスチック類」といった産業廃棄物として処理しなければな

らないごみも「燃やすごみ」に９％混じっている状況でした。 

 

（５）事業系ごみに対するこれまでの取り組み 

これまで、中津市では、事業系ごみの減量と適正な処分がされるように下記取り

組みを実施してきました。 

  ・事業系ごみ搬入時の展開検査の実施 

  ・一定規模を超える事業者は、「事業系ごみ減量計画書」の提出 

  ・資源化できる「紙類」、「びん・缶」、「ペットボトル」の受入れ制限 

  ・飲食店への「3010 運動」協力依頼 

  ・事業者へ事業系ごみ・リサイクルミニ集会の開催 

  事業系ごみの搬入量は減少しているものの、「燃やすごみ」の中身を調査すると、

分別の徹底や適正な処分がなされていない状況が分かりました。そのため、中津市

では、今後、事業系ごみの減量と併せ、さらに分別の徹底と適正な処分がなされる

ように取り組む必要があると考えています。 
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（６）事業系ごみに対する今後の取り組み 

  事業系ごみの「燃やすごみ」の分別や適正処理ができていないことから、これま

での取り組みに加えて、さらに資源化できるごみの適正な分別と廃棄物の適正処理

の徹底が必要です。  

 

① 事業系ごみの出し方冊子の作成及び配布 

  事業系ごみの適正処理について、事業者に正しく理解をしていただくために、事

業系ごみの出し方冊子を作成し、配布することを考えています。家庭ごみと同じよ

うに事業系ごみについても事業者の方に出し方を理解していただき、資源物の適正

な分別と廃棄物の適正な処理に努めていただきます。 

 

② 事業系ごみ・リサイクルミニ集会の拡充 

  事業系の「燃やすごみ」の適正な分別と廃棄物の適正な処理ができていないこと

から、事業者へ中津市クリーンプラザで処理できる廃棄物と資源化できるごみ、そ

して産業廃棄物として処理しなければならないごみについて分かりやすく説明を

して、事業者自らが適正に分別し、適正な処理を行えるようにしたいと考えていま

す。そのために、事業者や関係する組合などへの事業系ごみ・リサイクルミニ集会

の開催を拡充し、より多くの事業者の方へ説明及び啓発活動を実施していきたいと

考えています。 

 

③ 事業系ごみ搬入時の展開検査の拡充と許可業者への指導・教育の拡充 

  事業系ごみ搬入時の展開検査を拡充することで、事業系の「燃やすごみ」の中に

混じっている資源ごみの適正な分別と廃棄物の適正処理の徹底を図る考えです。 

  また、搬入時の展開検査に加え、事業系一般廃棄物の収集運搬を行う許可業者へ

事業系一般廃棄物として中津市クリーンプラザで処理できる廃棄物について指導

を行い、事業所からの廃棄物の収集時に事業者へ指導できるようにしていきたいと

考えています。 

 

 ④事業系ごみ搬入料金の改定 

 ◇改定内容 

  現行 １１０円／１０ｋｇ ⇒ 改定後 １５０円／１０ｋｇ 

 

  事業系ごみ搬入料金の基本的な考え方は、廃棄物処理法が定める「事業者の自己

処理責任」の原則に則って処理原価に基づくというものです。2019 年に策定され

た食品リサイクル法基本方針では、自治体の事業系ごみ搬入手数料について処理原

価相当を徴収することが望ましいとしています。この基本的な考え方に基づけば、

中津市の場合、事業系ごみの搬入手数料は 10 ㎏あたり 250 円となります。 
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平成30年度ごみ処理費用（容器包装プラスチック分追加） 990,135 千円

家庭ごみ処理費用 744,375 千円 事業系ごみ処理費用 245,760 千円

家庭ごみ 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

37.94 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

収集運搬費用

184,609千円

容器包装プラスチック収集処理経費見込み

60,800千円

449,320千円 221,307千円

 

現在の中津市の事業系ごみの搬入料金は、10 ㎏あたり 110 円となっており、中

津市における事業系ごみの処理費用が 10 ㎏あたり 250 円であることから、事業系

ごみ処理費用の約 44％の負担割合となります。 

 

  近隣市町村の状況を見ると、豊前市と上毛町、吉富町で構成される豊前外二町清

掃センターでは、10 ㎏あたり 220 円で、宇佐市では、20 ㎏あたり 220 円となって

います。 

 （近隣市町村料金水準） 

市町村 
豊前市、上毛

町、吉富町 
宇佐市 日田市 

事業系ごみ搬入料金 220 円/10 ㎏ 220 円/20 ㎏ 

・100 ㎏未満：620 円 

※100kg 以上 1t 未満まで 

100 ㎏につき 410 円加算 

・1t 以上 2t 未満：5,440 円 

負担率 

約 44％ 

250 円/10 ㎏ 
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  また、中津市クリーンプラザへの搬入料金が民間事業者への持ち込み（リサイク

ル）費用より高い場合は、中津市クリーンプラザに搬入されるごみ量が減り、民間

でのリサイクルが進むことになりますが、現状では、民間のリサイクル費用より、

中津市クリーンプラザへの搬入料金の方が低くなっています。 

例えば、市では、110 円/10 ㎏で中津市クリーンプラザへ搬入された剪定枝木等

を、民間事業者に平均 131 円/10 ㎏の費用をかけて資源化を行っています。 

また、事業系の「燃やすごみ」のうち多くを占める「生ごみ」についても、大分

県内で資源化を行っている事業者もありますが、宇佐市の事業者のリサイクル費用

は、200 円/10 ㎏となっており、中津市クリーンプラザの搬入料金よりも高くなっ

ています。 

 

（剪定枝木等リサイクル費用） 

中津市 剪定枝木等 竹類 草類 

リサイクル費用 115 円/10 ㎏ 150 円/10 ㎏ 130 円/10 ㎏ 

 ※中津市が資源化処理するために民間事業者へ支払う費用⇒平均 131 円/10 ㎏ 

   

（食品リサイクル費用） 

市町村 
大分市 

（民間事業所） 

宇佐市 

（民間事業所） 

日田市（日田市バイオマス 

資源化センター） 

食品リサイクル費用 120 円/10 ㎏ 200 円/10 ㎏ 
市内事業者：410 円/100 ㎏ 

市外事業者：610 円/100 ㎏ 

 ※食品リサイクル：生ごみをたい肥などに資源化処理を行うこと。 

 

 

 

＜事業系ごみ搬入料金改定の考え方＞ 

 現在、家庭から出るごみについては、ごみ袋の有料化制度の導入を検討していま

す。有料化に伴う、各家庭のごみ処理費用に係る負担割合は、約 17％になると試算

をしています。事業系ごみについても、現在の負担割合 44％に、ごみ袋有料化の家

庭ごみの負担割合相当（17%）を加算した搬入手数料の改定が必要と考えています。 

 

  ・搬入料金改定の計算式 

処理原価     （現行負担率＋家庭ごみ負担割合）     端数切下げ 

250 円／10kg ×（  44%    +     17%   ） ＝ 152 円 ⇒ 150 円／10kg  

事業系ごみの搬入料金について、10 ㎏あたり 150 円を設定 

（処理原価（250 円）＞搬入手数料（150 円）＞リサイクル費用（131 円）） 

        ※リサイクル費用：民間事業者での剪定枝木等の資源化処理に係る費用 
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  ・搬入料金改定による処理経費の負担増額（中津市クリーンプラザ搬入分のみ） 

    

    １事業所あたりのごみ処理費用【平均】 

搬入料金 ごみ処理費用（年間） ごみ処理費用（月々） 

150 円/10 ㎏  34,140 円  Ⓐ 2,845 円 Ⓐ/12 

110 円/10 ㎏ 25,030 円  Ⓑ 2,086 円 Ⓑ/12 

負担増額 9,110 円    759 円     

 

   ・事業系ごみ搬入量のうち、搬入料金対象量：9,621ｔ…① 

＝事業系ごみ搬入量(9,807ｔ)－事業系ごみのうち減免対象ごみ量(186ｔ) 

・事業所数：4,228 事業所（推計）…② 

・１事業所あたりの年間ごみ排出量：2,276 ㎏…③（①/②*1000） 

   ・１事業所あたりの年間ごみ処理費用 

【150 円/10 ㎏の場合】34,140 円…Ⓐ（③/10*150 円） 

【110 円/10 ㎏の場合】25,030 円…Ⓑ（③/10*110 円） 

 

 

＜実施時期の考え方＞ 

  事業系ごみ搬入料金の改定の時期については、家庭ごみのごみ袋有料化と同様に、

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、事業系ごみ

搬入料金を改定する場合には、商工会議所・商工会などを通じて事業者の皆様への

周知や減量の方法などについて説明をさせていただきたいと考えています。 

 

 


