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計画策定の背景と目的 

№２ 

【社会情勢】 

•地球温暖化等の環境問題に対応するため、これまでの大量生産、大量消費、
大量廃棄型の社会システムを見直し、持続可能な資源循環型の地域社会を構
築していく必要性が求められています。 

（平成１９年度～平成２７年度） 【前 計 画】 

•本市では、平成19年３月に策定した「ごみ処理基本計画」において、「一人
ひとりの実践で、廃棄物の減少を目指し、環境にやさしい清潔なまちをつく
ろう」を基本目標に掲げ、取り組みを進めてきました。 

（平成２８年度～平成３７年度） 【本 計 画】 

•現計画が目標年次を迎えることから、一般廃棄物処理の課題に対する施策を
計画的に推進するために、平成28年度から10年間の基本計画を策定したも
のです。 



ごみ排出量の実績（H22～H26） 

・平成23年度は震災の影響で増加、平成24年度以降は減少傾向となっています。 
・過去５年間 もえるごみ6.5％減（-470ｔ）、資源ごみ39.5％増（+450ｔ） 

№３ 

（単位： ｔ ）

紙類 飲料缶 びん類 ペットボトル プラスチック類 衣類 小計

家 庭 系 4,950 370 630 80 220 60 - - 990 130 270 6,710

事 業 系 2,330 40 100 0 50 0 - - 150 70 - 2,590

合計 7,280 410 730 80 270 60 0 0 1,140 200 270 9,300

家 庭 系 4,900 440 690 80 250 60 20 - 1,100 120 280 6,840

事 業 系 2,660 80 210 10 60 0 0 - 280 70 - 3,090

合計 7,560 520 900 90 310 60 20 0 1,380 190 280 9,930

家 庭 系 4,640 370 730 70 230 60 160 - 1,250 170 330 6,760

事 業 系 2,500 70 130 0 70 0 0 - 200 100 - 2,870

合計 7,140 440 860 70 300 60 160 0 1,450 270 330 9,630

家 庭 系 4,610 350 760 70 230 70 180 - 1,310 170 290 6,730

事 業 系 2,480 100 120 0 70 0 0 - 190 90 - 2,860

合計 7,090 450 880 70 300 70 180 0 1,500 260 290 9,590

家 庭 系 4,430 340 760 70 220 70 200 90 1,410 170 300 6,650

事 業 系 2,380 100 130 0 50 0 0 - 180 70 - 2,730

合計 6,810 440 890 70 270 70 200 90 1,590 240 300 9,380
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3-1ごみ排出量の実績

		表3-1 ヒョウ

																														（単位： ｔ ） タンイ

								もえる
ごみ		もえないごみ		資源ごみ シゲン														粗大ごみ ソダイ		集団回収 シュウダン カイシュウ		合計 ゴウケイ

												紙類 カミルイ		飲料缶 インリョウ カン		びん類 ルイ		ペットボトル		プラスチック類 ルイ		衣類 イルイ		小計 ショウケイ



				平成22年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,955		366		634		78		224		59		-		-		995		128		268		6,713

						事業系 ジギョウ ケイ		2,331		38		102		3		48		1		-		-		154		71		-		2,594

						合計 ゴウケイ		7,285		405		736		81		272		60		0		0		1,149		199		268		9,307		9,229

				平成23年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,897		437		689		79		252		60		24		-		1,104		125		283		6,846

						事業系 ジギョウ ケイ		2,664		80		208		8		63		2		0		-		281		72		-		3,097

						合計 ゴウケイ		7,560		517		897		87		315		62		24		0		1,386		196		283		9,942		9,863		6.8%

				平成24年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,641		366		734		74		234		64		155		-		1,262		170		327		6,766

						事業系 ジギョウ ケイ		2,498		69		133		2		68		2		3		-		208		104		-		2,880

						合計 ゴウケイ		7,139		436		867		77		302		66		158		0		1,470		274		327		9,645		9,571		-3.0%

				平成25年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,609		352		763		75		228		69		181		-		1,315		172		288		6,736

						事業系 ジギョウ ケイ		2,482		104		125		4		68		3		4		-		203		86		-		2,874

						合計 ゴウケイ		7,091		456		888		79		295		72		184		0		1,518		258		288		9,611		9,536		-0.4%

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,434		341		765		73		223		68		197		85		1,411		173		299		6,658

						事業系 ジギョウ ケイ		2,376		100		130		3		51		3		4		-		192		70		-		2,737

						合計 ゴウケイ		6,810		441		895		76		273		72		201		85		1,603		243		299		9,395		ERROR:#VALUE!		-2.2%

				H26-H22				(476)		36		159		-5		1		11		201		85		453		44		31		89



								-6.5%		8.9%														39.5%		22.1%				1.0%

																												グラフ用 ヨウ

																														もえるごみ		もえないごみ		資源ごみ シゲン		粗大ごみ ソダイ		その他 タ

																												H22		7,285		405		1,149		199		268

																												H23		7,560		517		1,386		196		283

																												H24		7,139		436		1,470		274		327

																												H25		7,091		456		1,518		258		288

																												H26		6,810		441		1,603		243		299

																														（単位： ｔ ） タンイ

								もえる
ごみ		もえないごみ		資源ごみ シゲン														粗大
ごみ ソダイ		集団
回収 シュウダン カイシュウ		合計 ゴウケイ

												紙類 カミルイ		飲料缶 インリョウ カン		びん類 ルイ		ペットボトル		プラスチック類 ルイ		衣類 イルイ		小計 ショウケイ



				平成22年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,950		370		630		80		220		60		-		-		990		130		270		6,710

						事業系 ジギョウ ケイ		2,330		40		100		0		50		0		-		-		150		70		-		2,590

						合計 ゴウケイ		7,280		410		730		80		270		60		0		0		1,140		200		270		9,300		9,229

				平成23年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,900		440		690		80		250		60		20		-		1,100		120		280		6,840

						事業系 ジギョウ ケイ		2,660		80		210		10		60		0		0		-		280		70		-		3,090

						合計 ゴウケイ		7,560		520		900		90		310		60		20		0		1,380		190		280		9,930		9,863		6.8%

				平成24年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,640		370		730		70		230		60		160		-		1,250		170		330		6,760

						事業系 ジギョウ ケイ		2,500		70		130		0		70		0		0		-		200		100		-		2,870

						合計 ゴウケイ		7,140		440		860		70		300		60		160		0		1,450		270		330		9,630		9,571		-3.0%

				平成25年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,610		350		760		70		230		70		180		-		1,310		170		290		6,730

						事業系 ジギョウ ケイ		2,480		100		120		0		70		0		0		-		190		90		-		2,860

						合計 ゴウケイ		7,090		450		880		70		300		70		180		0		1,500		260		290		9,590		9,536		-0.4%

				平成26年度 ヘイセイ ネンド		家庭系 カテイ ケイ		4,430		340		760		70		220		70		200		90		1,410		170		300		6,650

						事業系 ジギョウ ケイ		2,380		100		130		0		50		0		0		-		180		70		-		2,730

						合計 ゴウケイ		6,810		440		890		70		270		70		200		90		1,590		240		300		9,380		ERROR:#VALUE!		-2.2%

				H26-H22				(470)		30		160		-10		0		10		200		90		450		40		30		80



もえるごみ	H22	H23	H24	H25	H26	7285.42	7560.3600000000006	7139.0199999999995	7090.94	6809.7900000000009	もえないごみ	H22	H23	H24	H25	H26	404.61999999999995	517.31999999999994	435.62	456.06	440.71	資源ごみ	H22	H23	H24	H25	H26	1149.24	1385.52	1469.6799999999998	1517.72	1602.6599999999999	粗大ごみ	H22	H23	H24	H25	H26	199.15	196.2	273.92	257.97000000000003	243.09	その他	268.08049999999997	283.02	326.95749999999992	287.904	298.88	

排出量（ｔ）







3-2ごみ質

				試料採取場所 シリョウ サイシュ バショ				　　清養園クリーンセンター セイ ヨウ エン																								1kcal／kg＝4.18605kJ／kg

				試料採取年月日 シリョウ サイシュ ネンガッピ						平成22年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド

										春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ

										5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ

				単位容積重量 タンイ ヨウセキ ジュウリョウ				kg／m３		196		140		116		138		161		221		155		157		138		240		149		142

				種類組成 シュルイ ソセイ		紙・布類 カミ ヌノ ルイ		％		34.8		61.7		45.5		39.3		44.5		40.8		42.8		53.5		46.5		53.7		64.3		54.1

						ビニール・ゴム類 ルイ		％		29.4		24.3		28.7		28.8		42.4		24.1		27.0		17.0		31.8		22.1		18.6		17.3

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		％		12.7		4.8		1.2		1.1		0.9		8.6		4.1		2.9		5.3		2.6		0.4		1.6

						ちゅう芥類 カイ ルイ		％		15.6		7.5		15.6		24.7		10.7		23.6		12.7		16.8		14.2		18.6		15.0		18.2

						不燃物類 フネンブツ ルイ		％		4.2		1.3		7.8		4.4		0.1		0.4		0.5		6.0		0.8		1.1		1.1		3.3

						その他 タ		％		3.3		0.5		1.2		1.7		1.3		2.5		12.9		3.9		1.4		2.1		0.7		5.6

				三成分 ３ セイブン		水分 スイブン		％		49.6		40.2		42.3		48.0		35.5		69.5		53.4		50.7		50.6		56.0		34.8		34.0

						灰分 カイ ブン		％		6.3		4.3		9.0		6.0		5.7		2.9		6.4		6.5		3.3		3.7		4.9		6.4

						可燃分 カネン ブン		％		44.1		55.5		48.7		46.0		58.8		27.6		40.2		42.8		46.1		40.4		60.3		59.6

				低位発熱量 テイイ ハツネツ リョウ				kJ／kg		7,060		9,420		8,090		7,450		10,185		3,445		6,233		6,781		7,400		6,190		10,500		10,400

								kcal／kg		1,687		2,250		1,933		1,780		2,433		823		1,489		1,620		1,768		1,479		2,508		2,484

										100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

										100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

				試料採取場所 シリョウ サイシュ バショ				　　清養園クリーンセンター セイ ヨウ エン																										1kcal／kg＝4.18605kJ／kg				課題グラフ用 カダイ ヨウ

				試料採取年月日 シリョウ サイシュ ネンガッピ						平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成26年度 ヘイセイ ネンド								季節平均 キセツ ヘイキン								全平均 ゼン ヘイキン

										春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ						紙・布類 カミ ヌノ ルイ		46.23125

										5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ						ビニール・ゴム類 ルイ		26.110625

				単位容積重量 タンイ ヨウセキ ジュウリョウ				kg／m３		172		194		181		140		174		129		131		178		168		185		146		151		163				ちゅう芥類 カイ ルイ		18.061875

				種類組成 シュルイ ソセイ		紙・布類 カミ ヌノ ルイ		％		40.6		44.2		37.1		36.4		35.2		35.0		57.2		34.7		40.3		47.1		49.4		43.6		45.1				木・竹・わら類 キ タケ ルイ		3.819375

						ビニール・ゴム類 ルイ		％		22.5		17.1		23.5		43.3		32.3		20.8		26.0		21.4		31.7		21.7		24.8		25.6		25.9				その他 タ		3.42

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		％		4.3		8.3		1.9		0.4		1.2		8.4		1.0		0.1		4.9		6.5		1.7		1.2		3.6				不燃物類 フネンブツ ルイ		2.3575

						ちゅう芥類 カイ ルイ		％		30.1		26.7		20.3		18.7		25.3		28.8		13.5		37.6		19.2		21.0		15.4		23.2		19.7

						不燃物類 フネンブツ ルイ		％		0.2		1.2		4.9		0.4		0.9		4.7		0.5		3.5		1.3		1.7		3.0		3.5		2.4

						その他 タ		％		2.2		2.6		12.3		0.7		5.0		2.4		1.8		2.7		2.6		2.0		5.8		2.9		3.3

				三成分 ３ セイブン		水分 スイブン		％		57.7		45.0		59.9		51.2		55.6		33.3		40.8		41.0		49.8		48.8		46.2		45.0		47.4

						灰分 カイ ブン		％		3.6		5.0		8.0		3.5		5.0		7.8		2.9		5.3		4.8		4.7		6.2		5.5		5.3

						可燃分 カネン ブン		％		38.8		50.0		32.1		45.3		39.4		58.9		56.3		53.7		45.4		46.5		47.5		49.5		47.2

				低位発熱量 テイイ ハツネツ リョウ				kJ／kg		5,850		8,270		4,540		7,240		6,020		10,200		9,560		9,070		7,303		7,505		7,785		8,188		7,695

								kcal／kg		1,397		1,976		1,085		1,730		1,438		2,437		2,284		2,167		1,745		1,793		1,860		1,956		1,838

										100.0		100.0		100.0		100.0		99.9		100.1		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

										100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						紙・布類 カミ ヌノ ルイ		46.23125

						ビニール・ゴム類 ルイ		26.110625

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		3.819375

						ちゅう芥類 カイ ルイ		18.061875

						不燃物類 フネンブツ ルイ		2.3575

						その他 タ		3.42



種類組成（5年平均）

全平均	







紙・布類	ビニール・ゴム類	ちゅう芥類	木・竹・わら類	その他	不燃物類	46.231249999999996	26.110625000000002	18.061875000000001	3.819375	3.42	2.3574999999	999999	

3-2ごみ質 (加工)

				試料採取場所 シリョウ サイシュ バショ				　　清養園クリーンセンター セイ ヨウ エン																								1kcal／kg＝4.18605kJ／kg

				試料採取年月日 シリョウ サイシュ ネンガッピ						平成22年度 ヘイセイ ネンド								平成23年度 ヘイセイ ネンド								平成24年度 ヘイセイ ネンド

										春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ

										5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ

				単位容積重量 タンイ ヨウセキ ジュウリョウ				kg／m３		196		140		116		138		161		221		155		157		138		240		149		142

				種類組成 シュルイ ソセイ		紙・布類 カミ ヌノ ルイ		％		34.8		61.7		45.5		39.3		44.5		40.8		42.8		53.5		46.5		53.7		64.3		54.1

						ビニール・ゴム類 ルイ		％		29.4		24.3		28.7		28.8		42.4		24.1		27.0		17.0		31.8		22.1		18.6		17.3

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		％		12.7		4.8		1.2		1.1		0.9		8.6		4.1		2.9		5.3		2.6		0.4		1.6

						ちゅう芥類 カイ ルイ		％		15.6		7.5		15.6		24.7		10.7		23.6		12.7		16.8		14.2		18.6		15.0		18.2

						不燃物類 フネンブツ ルイ		％		4.2		1.3		7.8		4.4		0.1		0.4		0.5		6.0		0.8		1.1		1.1		3.3

						その他 タ		％		3.3		0.5		1.2		1.7		1.3		2.5		12.9		3.9		1.4		2.1		0.7		5.6

				三成分 ３ セイブン		水分 スイブン		％		49.6		40.2		42.3		48.0		35.5		69.5		53.4		50.7		50.6		56.0		34.8		34.0

						灰分 カイ ブン		％		6.3		4.3		9.0		6.0		5.7		2.9		6.4		6.5		3.3		3.7		4.9		6.4

						可燃分 カネン ブン		％		44.1		55.5		48.7		46.0		58.8		27.6		40.2		42.8		46.1		40.4		60.3		59.6

				低位発熱量 テイイ ハツネツ リョウ				kJ／kg		7,060		9,420		8,090		7,450		10,185		3,445		6,233		6,781		7,400		6,190		10,500		10,400

								kcal／kg		1,687		2,250		1,933		1,780		2,433		823		1,489		1,620		1,768		1,479		2,508		2,484

										100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

										100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

				試料採取場所 シリョウ サイシュ バショ				　　清養園クリーンセンター セイ ヨウ エン																										1kcal／kg＝4.18605kJ／kg				課題グラフ用 カダイ ヨウ

				試料採取年月日 シリョウ サイシュ ネンガッピ						平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成26年度 ヘイセイ ネンド								季節平均 キセツ ヘイキン								全平均 ゼン ヘイキン

										春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ		春 ハル		夏 ナツ		秋 アキ		冬 フユ						紙・布類 カミ ヌノ ルイ		46.23125

										5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ		5月 ガツ		8月 ガツ		11月 ガツ		2月 ガツ						ビニール・ゴム類 ルイ		26.110625

				単位容積重量 タンイ ヨウセキ ジュウリョウ				kg／m３		172		194		181		140		174		129		131		178		168		185		146		151		163				ちゅう芥類 カイ ルイ		18.061875

				種類組成 シュルイ ソセイ		紙・布類 カミ ヌノ ルイ		％		40.6		44.2		37.1		36.4		35.2		35.0		57.2		34.7		40.3		47.1		49.4		43.6		45.1				木・竹・わら類 キ タケ ルイ		3.819375

						ビニール・ゴム類 ルイ		％		22.5		17.1		23.5		43.3		32.3		20.8		26.0		21.4		31.7		21.7		24.8		25.6		25.9				その他 タ		3.42

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		％		4.3		8.3		1.9		0.4		1.2		8.4		1.0		0.1		4.9		6.5		1.7		1.2		3.6				不燃物類 フネンブツ ルイ		2.3575

						ちゅう芥類 カイ ルイ		％		30.1		26.7		20.3		18.7		25.3		28.8		13.5		37.6		19.2		21.0		15.4		23.2		19.7

						不燃物類 フネンブツ ルイ		％		0.2		1.2		4.9		0.4		0.9		4.7		0.5		3.5		1.3		1.7		3.0		3.5		2.4

						その他 タ		％		2.2		2.6		12.3		0.7		5.0		2.4		1.8		2.7		2.6		2.0		5.8		2.9		3.3

				三成分 ３ セイブン		水分 スイブン		％		57.7		45.0		59.9		51.2		55.6		33.3		40.8		41.0		49.8		48.8		46.2		45.0		47.4

						灰分 カイ ブン		％		3.6		5.0		8.0		3.5		5.0		7.8		2.9		5.3		4.8		4.7		6.2		5.5		5.3

						可燃分 カネン ブン		％		38.8		50.0		32.1		45.3		39.4		58.9		56.3		53.7		45.4		46.5		47.5		49.5		47.2

				低位発熱量 テイイ ハツネツ リョウ				kJ／kg		5,850		8,270		4,540		7,240		6,020		10,200		9,560		9,070		7,303		7,505		7,785		8,188		7,695

								kcal／kg		1,397		1,976		1,085		1,730		1,438		2,437		2,284		2,167		1,745		1,793		1,860		1,956		1,838

										100.0		100.0		100.0		100.0		99.9		100.1		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

										100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						紙・布類 カミ ヌノ ルイ		46.23125

						ビニール・ゴム類 ルイ		26.110625

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		3.819375

						ちゅう芥類 カイ ルイ		18.061875

						不燃物類 フネンブツ ルイ		2.3575

						その他 タ		3.42

								ごみの形態（ごみ質） ケイタイ シツ

																		（単位：％） タンイ

						試料採取場所 シリョウ サイシュ バショ		　　清養園クリーンセンター セイ ヨウ エン

						試料採取年 シリョウ サイシュ トシ

						種類組成 シュルイ ソセイ		H22		H23		H24		H25		H26		平均 ヘイキン



						紙・布類 カミ ヌノ ルイ		45.3		45.4		54.6		39.6		40.5		45.1

						ビニール・ゴム類 ルイ		27.8		27.6		22.4		26.6		25.1		25.9

						木・竹・わら類 キ タケ ルイ		4.9		4.1		2.5		3.7		2.7		3.6

						ちゅう芥類（生ごみ） カイ ルイ ナマ		15.9		16.0		16.5		23.9		26.3		19.7

						不燃物類 フネンブツ ルイ		4.4		1.8		1.6		1.7		2.4		2.4

						その他 タ		1.7		5.1		2.4		4.5		3.0		3.3

						計 ケイ		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0













種類組成（5年平均）

全平均	







紙・布類	ビニール・ゴム類	ちゅう芥類	木・竹・わら類	その他	不燃物類	46.231249999999996	26.110625000000002	18.061875000000001	3.819375	3.42	2.3574999999999999	

3-3ごみ種別排出量

		表3-3 ヒョウ

																（単位： ｔ ） タンイ

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

				家庭系 カテイ ケイ		もえるごみ		4,955		4,897		4,641		4,609		4,434		-10.5%

						もえないごみ		366		437		366		352		341		-6.9%

						資源ごみ シゲン		995		1,104		1,262		1,315		1,411		41.8%

						粗大ごみ・その他 ソダイ タ		128		125		170		172		173		35.0%

						小計 ショウケイ		6,445		6,563		6,439		6,448		6,359		-1.3%

				事業系 ジギョウ ケイ		もえるごみ		2,331		2,664		2,498		2,482		2,376		1.9%

						もえないごみ		38		80		69		104		100		160.0%

						資源ごみ シゲン		154		281		208		203		192		24.5%

						粗大ごみ・その他 ソダイ タ		71		72		104		86		70		-1.3%

						小計 ショウケイ		2,594		3,097		2,880		2,874		2,737		5.5%

				合計 ゴウケイ				9,038		9,659		9,318		9,323		9,096		0.6%

								8,961		9,580		9,244		9,248		ERROR:#VALUE!



もえるごみ	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	4954.76	4896.63	4640.99	4608.8099999999995	4434.26	もえないごみ	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	366.29999999999995	437.4	366.34000000000003	351.92	341.07	資源ごみ	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	995.31	1104.1199999999999	1261.5900000000001	1315.08	1410.99	粗大ごみ・その他	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	128.25	124.63	169.66	172.45	173.09	家庭系ごみ（ｔ）

もえるごみ	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	2330.66	2663.73	2498.0299999999997	2482.13	2375.5300000000002	もえないごみ	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	38.32	79.92	69.28	104.14	99.64	資源ごみ	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	153.93	281.40000000000003	208.08999999999997	202.64000000000001	191.67	粗大ごみ・その他	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	70.900000000000006	71.569999999999993	104.26	85.52000000000001	70	事業系ごみ（ｔ）



3-4可燃ごみ月別実績

		H3-4		可燃ごみ カネン

				実績 ジッセキ		平成22年度 ヘイセイ ネンド						平成23年度 ヘイセイ ネンド						平成24年度 ヘイセイ ネンド

						稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ		稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ		稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ

						（ 日 ) ヒ		( ｔ )				（ 日 ) ヒ		( ｔ )				（ 日 ) ヒ		( ｔ )

				4		22		608.64		1.00		21		628.21		1.00		21		594.82		1.00

				5		21		620.28		1.02		22		746.86		1.19		23		659.65		1.11

				6		22		650.46		1.07		23		698.11		1.11		21		593.81		1.00

				7		22		656.54		1.08		21		645.86		1.03		22		638.17		1.07

				8		22		777.70		1.28		23		809.63		1.29		23		734.46		1.23

				9		22		643.00		1.06		22		686.31		1.09		20		601.53		1.01

				10		21		591.25		0.97		21		630.29		1.00		23		651.64		1.10

				11		22		613.90		1.01		22		598.32		0.95		22		591.88		0.99

				12		21		588.71		0.97		21		557.94		0.89		21		532.75		0.90

				1		20		513.99		0.85		20		523.18		0.83		20		539.51		0.91

				2		20		448.11		0.74		21		473.33		0.75		20		450.87		0.76

				3		25		572.84		0.94		22		562.32		0.89		21		549.93		0.92

				合 計 ゴウ ケイ		260		7,285.42		-		259		7,560.36		-		257		7,139.02		-

				平 均 ヒラ ヒトシ		22		607.12		1.00		22		630.03		1.00		21		594.92		1.00

				最 大 サイ ダイ		25		777.70		1.28		23		809.63		1.29		23		734.46		1.23

				最 小 サイ ショウ		20		448.11		0.74		20		473.33		0.75		20		450.87		0.76



				実績 ジッセキ		平成25年度 ヘイセイ ネンド						平成26年度 ヘイセイ ネンド								平均月変動係数（平成22年度～26年度） ヘイキン ツキ ヘンドウ ケイスウ ヘイセイ ネンド ネンド

						稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ		稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ				実績 ジッセキ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ

						（ 日 ) ヒ		( ｔ )				（ 日 ) ヒ		( ｔ )								( ｔ )

				4		22		643.13		1.09		22		585.14		1.03				4		611.99		1.02

				5		23		649.16		1.10		22		577.85		1.02				5		650.76		1.09

				6		20		591.64		1.00		21		593.47		1.05				6		625.50		1.05

				7		23		675.28		1.14		23		630.31		1.11				7		649.23		1.09

				8		22		717.03		1.21		21		685.30		1.21				8		744.82		1.25

				9		21		633.84		1.07		22		633.56		1.12				9		639.65		1.07

				10		23		627.64		1.06		23		580.59		1.02				10		616.28		1.03

				11		21		538.49		0.91		20		503.60		0.89				11		569.24		0.95

				12		21		554.31		0.94		21		544.51		0.96				12		555.64		0.93

				1		21		520.16		0.88		21		486.52		0.86				1		516.67		0.86

				2		20		424.08		0.72		20		435.88		0.77				2		446.45		0.75

				3		21		516.18		0.87		22		553.06		0.97				3		550.87		0.92

				合 計 ゴウ ケイ		258		7,090.94		-		258		6,809.79		-				合 計 ゴウ ケイ		7,177.11		-

				平 均 ヒラ ヒトシ		22		590.91		1.00		22		567.48		1.00				平 均 ヒラ ヒトシ		598.09		1.00

				最 大 サイ ダイ		23		717.03		1.21		23		685.30		1.21				最 大 サイ ダイ		744.82		1.25

				最 小 サイ ショウ		20		424.08		0.72		20		435.88		0.77				最 小 サイ ショウ		446.45		0.75





3-5不燃粗大月別実績

		H3-5		不燃・粗大・資源 フネン ソダイ シゲン

				実績 ジッセキ		平成22年度 ヘイセイ ネンド						平成23年度 ヘイセイ ネンド						平成24年度 ヘイセイ ネンド

						稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ		稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ		稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ

						（ 日 ) ヒ		( ｔ )				（ 日 ) ヒ		( ｔ )				（ 日 ) ヒ		( ｔ )

				4		22		188.61		1.29		21		230.44		1.32		21		221.79		1.22

				5		21		169.63		1.16		22		250.61		1.43		23		228.69		1.26

				6		22		153.02		1.05		22		208.58		1.19		21		209.27		1.15

				7		22		151.53		1.04		21		183.01		1.05		22		188.83		1.04

				8		22		157.65		1.08		23		173.79		0.99		23		183.79		1.01

				9		22		147.69		1.01		22		165.82		0.95		20		187.19		1.03

				10		21		154.46		1.06		21		164.69		0.94		23		167.85		0.92

				11		22		130.98		0.90		22		163.13		0.93		22		172.06		0.95

				12		20		148.83		1.02		20		161.46		0.92		20		171.44		0.94

				1		20		98.99		0.68		19		120.04		0.69		19		125.89		0.69

				2		20		122.10		0.84		22		121.50		0.69		20		145.90		0.80

				3		23		129.52		0.89		22		155.97		0.89		21		176.52		0.97

				合 計 ゴウ ケイ		257		1,753.01		-		257		2,099.04		-		255		2,179.22		-

				平 均 ヒラ ヒトシ		21		146.08		1.00		21		174.92		1.00		21		181.60		1.00

				最 大 サイ ダイ		23		188.61		1.29		23		250.61		1.43		23		228.69		1.26

				最 小 サイ ショウ		20		98.99		0.68		19		120.04		0.69		19		125.89		0.69



				実績 ジッセキ		平成25年度 ヘイセイ ネンド						平成26年度 ヘイセイ ネンド								平均月変動係数（平成22年度～26年度） ヘイキン ツキ ヘンドウ ケイスウ ヘイセイ ネンド ネンド

						稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ		稼働日数 カドウ ニッスウ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ				実績 ジッセキ		搬入量 ハンニュウ リョウ		月変動係数 ツキ ヘンドウ ケイスウ

						（ 日 ) ヒ		( ｔ )				（ 日 ) ヒ		( ｔ )								( ｔ )

				4		21		238.46		1.63		22		242.41		1.39				4		224.34		1.28

				5		23		227.52		1.56		22		224.62		1.28				5		220.21		1.25

				6		20		201.21		1.38		21		223.05		1.28				6		199.03		1.13

				7		23		183.17		1.25		23		196.38		1.12				7		180.58		1.03

				8		22		205.86		1.41		21		201.38		1.15				8		184.49		1.05

				9		21		190.50		1.30		22		195.61		1.12				9		177.36		1.01

				10		23		181.46		1.24		23		178.05		1.02				10		169.30		0.96

				11		21		185.34		1.27		20		190.67		1.09				11		168.44		0.96

				12		20		176.77		1.21		20		156.88		0.90				12		163.08		0.93

				1		20		134.24		0.92		20		144.17		0.82				1		124.67		0.71

				2		20		149.92		1.03		20		162.26		0.93				2		140.34		0.80

				3		21		157.30		1.08		22		170.98		0.98				3		158.06		0.90

				合 計 ゴウ ケイ		255		2,231.75		-		256		2,286.46		-				合 計 ゴウ ケイ		2,109.90		-

				平 均 ヒラ ヒトシ		21		185.98		1.27		21		190.54		1.09				平 均 ヒラ ヒトシ		175.82		1.00

				最 大 サイ ダイ		23		238.46		1.63		23		242.41		1.39				最 大 サイ ダイ		224.34		1.28

				最 小 サイ ショウ		20		134.24		0.92		20		144.17		0.82				最 小 サイ ショウ		124.67		0.71





3-6中間処理後の資源回収量

		表3-6 ヒョウ

																（単位： ｔ ） タンイ

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

		売却量 バイキャク リョウ		紙類 カミルイ				713		871		863		875		885		24.1%

		売却量（缶含む） バイキャク リョウ カン フク		鉄・アルミ類 テツ ルイ				282		363		344		331		323		14.5%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		びん類 ルイ				272		315		302		296		273		0.4%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		ペットボトル				60		62		66		72		72		20.0%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		プラスチック製
容器包装 セイ ヨウキ ホウソウ				－		24		158		185		201		737.5%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		布類 ヌノ ルイ				－		－		－		－		85		－

				合計 ゴウケイ				1,327		1,635		1,733		1,759		1,839		38.6%



						可燃残渣 カネン ザンサ		174		218		238		248		213

						不燃残渣 フネン ザンサ		202		250		229		229		222

								1,703		2,103		2,200		2,236		2,274

						資源 シゲン		6,440		6,491		6,361		6,362		6,039

						不燃 フネン		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		89

						粗大 ソダイ		351		443		382		389		381

								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		6,509

								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4,235



紙類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	713	871	863	875	885	鉄・アルミ類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	282	363	344	331	323	びん類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	272	315	302	296	273	ペットボトル	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	60	62	66	72	72	プラスチック製	
容器包装	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	0	24	158	185	201	布類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	0	0	0	0	85	資源回収量（ｔ/年）



3-6中間処理後の資源回収量＋集団回収

		表3-6 ヒョウ

																（単位： ｔ ） タンイ

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

		売却量 バイキャク リョウ		紙類 カミルイ				942		1,116		1,151		1,131		1,154		22.5%				24.1%		1.6%

		売却量（缶含む） バイキャク リョウ カン フク		鉄・アルミ類 テツ ルイ				298		381		365		350		342		14.8%				14.5%		-0.3%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		びん類 ルイ				295		334		320		309		284		-3.8%				0.4%		4.1%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		ペットボトル				60		62		66		72		72		20.0%				20.0%		0.0%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		プラスチック製
容器包装 セイ ヨウキ ホウソウ				－		24		158		185		201		737.5%				737.5%		0.0%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		布類 ヌノ ルイ				－		－		－		－		85		－				－		ERROR:#VALUE!

				合計 ゴウケイ				1,595		1,918		2,060		2,047		2,138		34.0%				38.6%		4.6%





																（単位： ｔ ） タンイ

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

		売却量 バイキャク リョウ		紙類 カミルイ				713		871		863		875		885		24.1%

		売却量（缶含む） バイキャク リョウ カン フク		鉄・アルミ類 テツ ルイ				282		363		344		331		323		14.5%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		びん類 ルイ				272		315		302		296		273		0.4%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		ペットボトル				60		62		66		72		72		20.0%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		プラスチック製
容器包装 セイ ヨウキ ホウソウ				－		24		158		185		201		737.5%

		搬入量 ハンニュウ リョウ		布類 ヌノ ルイ				－		－		－		－		85		－

				合計 ゴウケイ				1,327		1,635		1,733		1,759		1,839		38.6%





																（単位： ｔ ） タンイ

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

				紙類 カミルイ				229		245		288		256		269		17.4%

				鉄・アルミ類 テツ ルイ				16		18		21		19		19		19.2%

				びん類 ルイ				23		19		18		13		11		-52.8%

				合計 ゴウケイ				268		283		327		288		299		11.5%



















						可燃残渣 カネン ザンサ		174		218		238		248		213

						不燃残渣 フネン ザンサ		202		250		229		229		222

								5,161		6,222		6,647		6,618		6,849

						資源 シゲン		6,440		6,491		6,361		6,362		6,039

						不燃 フネン		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		89

						粗大 ソダイ		351		443		382		389		381

								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		6,509

								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(339)



紙類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	942.14400000000001	1116.442	1150.7139999999999	1131	1154.04	鉄・アルミ類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	297.90300000000002	381.471	364.76499999999999	350.22500000000002	341.96	びん類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	295.0335	334.10699999999997	320.4785	308.67899999999997	283.88	ペットボトル	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	60	62	66	72	72	プラスチック製	
容器包装	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	0	24	158	185	201	布類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	0	0	0	0	85	資源回収量（ｔ/年）



3-7集団回収量

		表3-7 ヒョウ

																（単位： ｔ ） タンイ

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

				紙類 カミルイ				229		245		288		256		269		17.4%

				鉄・アルミ類 テツ ルイ				16		18		21		19		19		19.2%

				びん類 ルイ				23		19		18		13		11		-52.8%

				合計 ゴウケイ				268		283		327		288		299		11.5%





紙類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	229.14399999999998	245.44200000000001	287.71399999999994	256	269.03999999999996	鉄・アルミ類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	15.902999999999999	18.471	20.765000000000001	19.225000000000001	18.96	びん類	Ｈ22年度	Ｈ23年度	Ｈ24年度	Ｈ25年度	Ｈ26年度	23.0335	19.106999999999999	18.4785	12.679	10.88	資源回収量（ｔ/年）



3-8コンポスト等

		表3-８ ヒョウ

																		（単位： 基、台／年 ） タンイ キ ダイ ネン

								Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		期間計 キカン ケイ

				生ごみ処理容器 ナマ ショリ ヨウキ				79		60		80		83		61		363

				電動生ごみ処理機 デンドウ ナマ ショリキ				4		4		5		5		5		23

				手動式生ごみ処理機 シュドウシキ ナマ ショリキ				13		15		15		0		10		53

				合計 ゴウケイ				96		79		100		88		76		439







3-9最終処分

		H3-9

				埋立対象物 ウメタテ タイショウブツ				Ｈ22年度 ネンド		Ｈ23年度 ネンド		Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		5年間の
増減率 ネンカン ゾウゲン リツ

				直接埋立ごみ チョクセツ ウメタテ				0		0		0		0		0		－

				焼却残渣 ショウキャク ザンサ				738		790		740		771		739		0.1%

				不燃性残渣 フネンセイ ザンサ				202		250		229		229		222		9.9%

				合計 ゴウケイ				940		1,040		969		1,000		961		2.2%





課題

		Ｈ3-10

						遠野市実績 トオノ シ ジッセキ												リサイクル率 リツ

						総資源化量 ソウ シゲン カ リョウ								総ごみ量 ソウ リョウ		リサイクル率 リツ		県平均 ケン ヘイキン		全国平均 ゼンコク ヘイキン

								資源集団
回収量 シゲン シュウダン カイシュウ リョウ		中間処理後資源化量 チュウカン ショリ ゴ シゲンカ リョウ		直接資源化量 チョクセツ シゲン カ リョウ

						ｔ／年 ネン		ｔ／年 ネン		ｔ／年 ネン		ｔ／年 ネン		ｔ／年 ネン

				平成25年度 ヘイセイ ネンド		2,047		288		331		1,428		9,611		21.3%		18.5%		20.6%

														値複写 アタイ フクシャ		10/13更新 コウシン

				区　　　分 ク ブン								単位 タンイ		H22		H23		H24		H25		H26

				人口						（人） ヒト		人 ニン		30,335		30,031		29,823		29,479		29,150

				＜家庭系ごみ＞排出量 カテイケイ ハイシュツ リョウ								ｔ		6,713		6,846		6,766		6,736		6,661

						可燃系(集団回収を含む) カネン ケイ シュウダン カイシュウ フク						ｔ		5,877.32		5,915.26		5,882.40		5,877.24		5,819.02

						不燃系(集団回収を含む) フネン ケイ シュウダン カイシュウ フク						ｔ		835.38		930.54		883.13		858.92		842.27

				＜家庭系ごみ＞原単位（集団回収含む） カテイ ケイ ゲンタンイ シュウダン カイシュウ フク								ｇ/人･日 ニン ニチ		606.20		622.90		621.50		626.00		626.10

						可燃系(集団回収を含む) カネン ケイ シュウダン カイシュウ フク						ｇ/人･日 ニン ニチ		530.80		538.20		540.40		546.20		546.90

						不燃系(集団回収を含む) フネン ケイ シュウダン カイシュウ フク						ｇ/人･日 ニン ニチ		75.40		84.70		81.10		79.80		79.20

														365.00		366.00		365.00		365.00		365.00

				区　　　分 ク ブン								単位 タンイ		22.00		23.00		24.00		25.00		26.00

				＜事業系ごみ＞ ジギョウ ケイ								ｔ		2,593.81		3,096.62		2,879.66		2,874.43		2,736.84

						可燃系 カネン ケイ						ｔ		2,433.75		2,873.90		2,635.53		2,613.34		2,513.02

						不燃系 フネン ケイ						ｔ		160.06		222.72		244.13		261.09		223.82



										1人1日あたりの総ごみ量 ヒトリ ヒ ソウ リョウ		ｇ/人･日 ニン ニチ		840.52		907.05		886.07		893.19		883.30



＜家庭系ごみ＞排出量 ｔ	H22	H23	H24	H25	H26	6712.7005000000008	6845.7999999999993	6765.5374999999995	6736.1639999999998	6661.2900000000009	1人1日あたりの総ごみ量	840.5237857621853	907.04628048733207	886.06775408701287	893.19157775188944	883.30364905190459	＜家庭系ごみ＞原単位（集団回収含む）	606.19999999999993	622.90000000000009	621.5	626	626.1	（ｔ／年）

（ｇ／人・日）



4-1数値目標（打合せ用）

		H4-1		目標値検討用資料 モクヒョウチ ケントウヨウ シリョウ										I		F		M		J						s				x

				項目 コウモク		実績値 ジッセキ チ				現行計画の目標値 ゲンコウ ケイカク モクヒョウ チ				実績値 ジッセキ チ				実績値 ジッセキ チ				現行計画の目標値 ゲンコウ ケイカク モクヒョウ チ				現状予測 ゲンジョウ ヨソク

						平成16年度実績 ヘイセイ ネンド ジッセキ				平成22年度 ヘイセイ ネンド				平成22年度実績 ヘイセイ ネンド ジッセキ				平成26年度実績 ヘイセイ ネンド ジッセキ				平成27年度目標 ヘイセイ ネンド モクヒョウ				平成32年度目標（仮） ヘイセイ ネンド モクヒョウ カリ				平成37年度目標（仮） ヘイセイ ネンド モクヒョウ カリ

		集団回収除く シュウダン カイシュウ ノゾ		ごみの総排出量
　　　　（集団回収除く） ソウ ハイシュツ リョウ シュウダン カイシュウ ノゾ		10,379		ｔ		8,550		ｔ		7		ｔ		9		ｔ		8,020		ｔ		7		ｔ		6		ｔ

		集団回収含む シュウダン カイシュウ フク		
　　　　（集団回収含む） フク		－		ｔ		－		ｔ		10		ｔ		12		ｔ		－				11		ｔ		10		ｔ

		集団回収含む シュウダン カイシュウ フク		家庭系ごみの1人1日あたり排出量　（集団回収除く）

　　　　（集団回収含む） カテイ ケイ ヒトリ ヒ ハイシュツ リョウ シュウダン カイシュウ ノゾ シュウダン カイシュウ フク		632		ｇ		548		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		546		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ

		集団回収除く シュウダン カイシュウ ノゾ				－				－		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		－		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ

				事業系ごみの1人1日あたり排出量 ジギョウ ケイ ヒトリ ヒ ハイシュツ リョウ		235		ｇ		219		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		218		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ		ERROR:#DIV/0!		ｇ

				事業系ごみの1年間の排出量 ジギョウ ケイ ネンカン ハイシュツ リョウ		2,817		ｔ		－		ｔ		78		ｔ		73		ｔ		－		ｔ		66		ｔ		60		ｔ

		集団回収含む シュウダン カイシュウ フク		1人あたりの1年間のごみ排出量　　（集団回収除く）
　　　
　　　　（集団回収含む） ヒトリ ネンカン ハイシュツ リョウ ノゾ フク		315		ｋｇ		280		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ		280		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ

		集団回収除く シュウダン カイシュウ ノゾ				－				－		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ		－		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ		ERROR:#DIV/0!		ｋｇ

				1年間のごみ最終埋立量 ネンカン サイシュウ ウメタテ リョウ		1,587		ｔ		1,600		ｔ		940		ｔ		961		ｔ		1,600		ｔ		418		ｔ		391		ｔ

				リサイクル率 リツ		15.9%		％		21.0%		％		17.1%		％		22.8%		％		25.0		％		33.3%		％		33.3%		％

				公衆衛生組合長 コウシュウ エイセイ クミアイ チョウ		90		人 ニン		90		人 ニン				人 ニン				人 ニン		90		人 ニン				人 ニン				人 ニン

				資源集団回収登録団体 シゲン シュウダン カイシュウ トウロク ダンタイ		23		団体 ダンタイ		35		団体 ダンタイ				団体 ダンタイ				団体 ダンタイ		33		団体 ダンタイ				団体 ダンタイ				団体 ダンタイ

				コンポスター		1,151		基 キ		1,400		基 キ				基 キ				基 キ		1,700		基 キ				基 キ				基 キ

				家庭系生ごみ処理機 カテイ ケイ ナマ ショリキ		77		台 ダイ		170		台 ダイ				台 ダイ				台 ダイ		300		台 ダイ				台 ダイ				台 ダイ





4-2人口とごみ量（打合せ用）

		H4-2						（参考） サンコウ		集団含む シュウダン フク		集団除く シュウダン ノゾ		（参考） サンコウ		集団含む シュウダン フク		集団除く シュウダン ノゾ		（参考） サンコウ										集団含む シュウダン フク		集団除く シュウダン ノゾ				集団含む シュウダン フク		集団除く シュウダン ノゾ

										現状予測 ゲンジョウ ヨソク		現状予測 ゲンジョウ ヨソク				現状予測 ゲンジョウ ヨソク		現状予測 ゲンジョウ ヨソク										（参考） サンコウ		現状予測 ゲンジョウ ヨソク		現状予測 ゲンジョウ ヨソク		（参考） サンコウ		現状予測 ゲンジョウ ヨソク		現状予測 ゲンジョウ ヨソク		（参考） サンコウ

				年度 ネンド		人口 ジンコウ		現行計画の ゲンコウ ケイカク		ごみの排出量 ハイシュツ リョウ		ごみの排出量 ハイシュツ リョウ		現行計画の ゲンコウ ケイカク		1人1日あたり ヒトリ ヒ		1人1日あたり ヒトリ ヒ		現行計画の ゲンコウ ケイカク				年度 ネンド		人口 ジンコウ		現行計画の ゲンコウ ケイカク		ごみの排出量 ハイシュツ リョウ		ごみの排出量 ハイシュツ リョウ		現行計画の ゲンコウ ケイカク		1人1日あたり ヒトリ ヒ		1人1日あたり ヒトリ ヒ		現行計画の ゲンコウ ケイカク

						（人） ニン		予測人口 ヨソク ジンコウ		（ｔ）		（ｔ）		目標（ｔ） モクヒョウ		（ｇ）		（ｇ）		目標（g） モクヒョウ						（人） ニン		予測人口 ヨソク ジンコウ		(仮)目標（ｔ） カリ モクヒョウ		(仮)目標（ｔ） カリ モクヒョウ		目標　（ｔ） モクヒョウ		(仮)目標（g） カリ モクヒョウ		(仮)目標（g） カリ モクヒョウ		目標　（g） モクヒョウ

				平成22年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		30,541		10		7		8,550		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		767				平成22年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		30,541		10		7		8,550		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		767

				平成23年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		30,452		12		4		8,514		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		766				平成23年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		30,452		12		4		8,514		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		766

				平成24年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		30,093		13		11		8,414		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		766				平成24年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		30,093		13		11		8,414		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		766

				平成25年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		29,717		12		8		8,298		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		765				平成25年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		29,717		12		8		8,298		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		765

				平成26年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		29,325		12		9		8,188		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		765				平成26年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		29,325		12		9		8,188		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		765

				平成27年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		28,756		12		8		8,020		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		764				平成27年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!		28,756		12		8		8,020		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		764

				平成28年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				12		8				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成28年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				12		8				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成29年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成29年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成30年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成30年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成31年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成31年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成32年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成32年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成33年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成33年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成34年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成34年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				11		7				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成35年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				10		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成35年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				10		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成36年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				10		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成36年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				10		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				平成37年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				10		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						平成37年 ヘイセイ ネン		ERROR:#REF!				10		6				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



集団含む 現状予測 ごみの排出量 （ｔ）	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	10.289	11.503	13.483000000000001	11.667	12.06	12	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	集団除く 現状予測 ごみの排出量 （ｔ）	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	7.2389999999999999	3.6530000000000005	11.023	7.9369999999999994	8.61	8	8	7	7	7	7	7	7	6	6	6	（参考） 現行計画の 目標（ｔ）	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	8550	8514	8414	8298	8188	8020	集団含む 現状予測 1人1日あたり （ｇ）	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	集団除く 現状予測 1人1日あたり （ｇ）	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	（参考） 現行計画の 目標（g）	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	767	766	766	765	765	764	ごみ排出量（ｔ／年）

1人1日あたり排出量（ｇ）



H4-1目標予測結果 

		表4-1 ヒョウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				（単位： ｔ ） タンイ

				年　度　　　 ネン ド		実績 ジッセキ										目標 モクヒョウ

						H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37

				人口　（人） ジンコウ ニン		30,335		30,031		29,823		29,479		29,150		28,772		28,324		27,878		27,431		26,985		26,538		26,100		25,663		25,225		24,788		24,351

				集団回収 シュウダン カイシュウ		268		283		327		288		299		301		300		297		296		294		292		290		287		284		282		279

				家庭系 カテイ ケイ		6,445		6,563		6,439		6,448		6,359		6,139		5,970		5,822		5,656		5,507		5,358		5,190		5,031		4,875		4,714		4,562

				もえるごみ		4,955		4,897		4,641		4,609		4,434		4,232		4,092		3,971		3,832		3,711		3,589		3,450		3,318		3,191		3,059		2,934

				もえないごみ		366		437		366		352		341		318		289		276		261		248		234		229		214		202		189		178

				粗大ごみ ソダイ		128		125		170		172		173		167		166		162		158		154		150		145		142		137		133		129

				資源ごみ シゲン		995		1,104		1,262		1,315		1,411		1,422		1,423		1,413		1,405		1,394		1,385		1,366		1,357		1,345		1,333		1,321

				事業系ごみ ジギョウ ケイ		2,594		3,097		2,880		2,874		2,737		2,581		2,518		2,449		2,398		2,335		2,273		2,236		2,194		2,151		2,115		2,074

				もえるごみ		2,331		2,664		2,498		2,482		2,376		2,257		2,212		2,166		2,133		2,087		2,043		2,008		1,970		1,930		1,895		1,858

				もえないごみ		38		80		69		104		100		95		93		91		89		88		86		85		83		81		80		78

				粗大ごみ ソダイ		71		72		104		86		70		67		66		64		63		62		61		60		58		57		57		55

				資源ごみ シゲン		154		281		208		203		192		162		147		128		113		98		83		83		83		83		83		83

				総ごみ量 ソウ リョウ		9,307		9,942		9,645		9,611		9,395		9,021		8,788		8,568		8,350		8,136		7,923		7,716		7,512		7,310		7,111		6,915

				一人1日当たりごみ排出量　（ｇ） ヒトリ ヒ ア ハイシュツ リョウ		841		907		886		893		883		859		850		842		834		826		818		810		802		794		786		778

				一人1日当たり家庭系ごみ排出量　（g） ア カテイ ケイ ハイシュツ リョウ		492		497		476		477		465		449		469		462		454		447		410		432		423		414		405		365



				年　度　　　 ネン ド		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37

				焼却処理量 ショウキャク ショリ リョウ		7,934		8,317		7,873		7,838		7,442		6,765		6,570		6,397		6,218		6,046		5,874		5,696		5,520		5,347		5,175		5,007

				総資源化量※ ソウ シゲンカ リョウ		1,595		1,918		2,060		2,047		2,138		2,330		2,528		2,475		2,432		2,384		2,338		2,300		2,269		2,233		2,200		2,166

				集団回収 シュウダン カイシュウ		268		283		327		288		299		301		300		297		296		294		292		290		287		284		282		279

				直接資源化 チョクセツ シゲンカ		1,045		1,272		1,389		1,428		1,516		1,492		1,478		1,451		1,429		1,404		1,380		1,362		1,354		1,343		1,331		1,320

				中間処理後資源化 チュウカン ショリ ゴ シゲンカ		282		363		344		331		323		537		750		727		707		686		666		648		628		606		587		567

				リサイクル率 リツ		17%		19%		21%		21%		23%		26%		29%		29%		29%		29%		30%		30%		30%		31%		31%		31%

				最終処分量※ サイシュウ ショブン リョウ		940		1,040		969		1,000		961		663		408		395		383		372		360		351		339		328		317		306

				直接処分 チョクセツ ショブン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				中間処理後処分 チュウカン ショリ ゴ ショブン		940		1,040		969		1,000		961		663		408		395		383		372		360		351		339		328		317		306

				最終処分率 サイシュウ ショブン リツ		10.4%		10.8%		10.4%		10.7%		10.6%		7.6%		4.8%		4.8%		4.8%		4.7%		4.7%		4.7%		4.7%		4.7%		4.6%		4.6%

				※　総資源化量には、中間処理後の資源化量を含む。　　最終処分量には、中間処理後の不燃性残渣を含む。 ソウ シゲンカ リョウ チュウカン ショリ ゴ シゲンカ リョウ フク サイシュウ ショブン リョウ チュウカン ショリ ゴ フネンセイ ザンサ フク

				　　リサイクル率＝総資源化量÷総ごみ量×100　　、　最終処分率＝最終処分量÷（総ごみ量－集団回収）×100 リツ ソウ シゲンカ リョウ ソウ リョウ サイシュウ ショブン リツ サイシュウ ショブン リョウ ソウ リョウ













































G4-1・2目標予測結果

		表4-1 ヒョウ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																				（単位： ｔ ） タンイ

				年度 ネンド		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37

				人口 ジンコウ		30,335		30,031		29,823		29,479		29,150		28,772		28,324		27,878		27,431		26,985		26,538		26,100		25,663		25,225		24,788		24,351

				一人1日当たりごみ排出量 ヒトリ ヒ ア ハイシュツ リョウ		841		907		886		893		883		859		850		842		834		826		818		810		802		794		786		778

				ごみの総排出量 ソウ ハイシュツ リョウ		9,307		9,942		9,645		9,611		9,395		9,021		8,788		8,568		8,350		8,136		7,923		7,716		7,512		7,310		7,111		6,915

				家庭系 カテイ ケイ		6,445		6,563		6,439		6,448		6,359		6,139		5,970		5,822		5,656		5,507		5,358		5,190		5,031		4,875		4,714		4,562

				集団回収 シュウダン カイシュウ		268		283		327		288		299		301		300		297		296		294		292		290		287		284		282		279

				家庭系ごみ+集団回収 カテイ ケイ シュウダン カイシュウ		6,713		6,846		6,766		6,736		6,658		6,440		6,270		6,119		5,952		5,801		5,650		5,480		5,318		5,159		4,996		4,841

				事業系ごみ ジギョウ ケイ		2,594		3,097		2,880		2,874		2,737		2,581		2,518		2,449		2,398		2,335		2,273		2,236		2,194		2,151		2,115		2,074

				一人1日当たり家庭系ごみ排出量 ア カテイ ケイ ハイシュツ リョウ		516		522		506		504		493		478		469		462		454		447		440		432		423		414		405		396

				焼却処理量 ショウキャク ショリ リョウ		7,934		8,317		7,873		7,838		7,442		6,765		6,570		6,397		6,218		6,046		5,874		5,696		5,520		5,347		5,175		5,007

				総資源化量 ソウ シゲンカ リョウ		1,595		1,918		2,060		2,047		2,138		2,330		2,528		2,475		2,432		2,384		2,338		2,300		2,269		2,233		2,200		2,166

				リサイクル率 リツ		17%		19%		21%		21%		23%		26%		29%		29%		29%		29%		30%		30%		30%		31%		31%		31%

				最終処分量 サイシュウ ショブン リョウ		940		1,040		969		1,000		961		663		408		395		383		372		360		351		339		328		317		306

				最終処分率 サイシュウ ショブン リツ		10.4%		10.8%		10.4%		10.7%		10.6%		7.6%		4.8%		4.8%		4.8%		4.7%		4.7%		4.7%		4.7%		4.7%		4.6%		4.6%



家庭系ごみ+集団回収	

6712.7004999999999	6845.7999999999993	6765.5374999999995	6736.1640000000007	6658.2900000000009	6439.5	6270	6119	5952	5801	5650	5480	5318	5159	4996	4841	事業系ごみ	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	25	93.81	3096.62	2879.66	2874.4300000000003	2736.84	2581	2518	2449	2398	2335	2273	2236	2194	2151	2115	2074	一人1日当たりごみ排出量	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	840.5237857621853	907.04628048733207	886.06775408701287	893.19157775188944	883.02168753965088	859	850	842	834	826	818	810	802	794	786	778	（ｔ／年)

（ｇ／人・日)

最終処分量	

940	1040	969	1000	961	663	408	395	383	372	360	351	339	328	317	306	総資源化量	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	1595.2305000000001	1917.97	2060.0974999999999	2047.134	2138.2199999999998	2329.5	2528	2475	2432	2384	2338	2300	2269	2233	2200	2166	リサイクル率	

H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	0.17141016495925085	0.19290776289877112	0.21358790216581877	0.21300806172854661	0.2275881227827608	0.25824510836428138	0.28766499772416931	0.28886554621848737	0.29125748502994014	0.29301868239921336	0.29509024359459801	0.29808190772420945	0.30205005324813633	0.30547195622435019	0.30937983405990721	0.31323210412147506	（ｔ／年)



4-3分別資源量 

		表4-3 ヒョウ

																						（単位： ｔ ） タンイ

				分別品目 ブンベツ ヒンモク				実績 ジッセキ												目標 モクヒョウ

								H22年度 ネンド		H23年度 ネンド		H24年度 ネンド		H25年度 ネンド		H26年度 ネンド				H32年度 ネンド

				家庭系 カテイ ケイ		紙類 カミルイ		863		935		1,022		1,019		1,034		(16%)		1,007		(18%)

						ペットボトル		59		60		64		69		68		(1%)		67		(1%)

						プラスチック		-		24		155		181		197		(3%)		192		(3%)

						衣類 イルイルイ		-		-		-		-		85		(1%)		83		(1%)

						缶類 カンルイ		94		98		95		94		92		(1%)		90		(2%)

						びん類 ルイ		295		334		320		308		284		(4%)		250		(4%)

						小型家電 コガタ カデン		-		-		-		-		-		(0%)		10		(0%)

						分別資源物合計		1,311		1,451		1,656		1,671		1,760		(26%)		1,699		(30%)

						家庭系ごみ（集団回収含む） カテイ ケイ シュウダン カイシュウ フク		6,713		6,846		6,766		6,736		6,658		(100%)		5,650		(100%)

						分別率 ブンベツ リツ		19.5%		21.2%		24.5%		24.8%		26.4%				30.1%

				事業系 ジギョウ ケイ		紙類 カミルイ		102		208		133		125		130				55

						ペットボトル		1		2		2		3		3				2

						プラスチック		-		-		3		4		4				2

						缶類 カンルイ		3		8		2		4		3				2

						びん類 ルイ		48		63		68		68		51				22

						分別資源物合計		154		281		208		204		191				83

						事業系ごみ ジギョウ ケイ		2,594		3,097		2,880		2,874		2,737				2,449

						分別率 ブンベツ リツ		5.9%		9.1%		7.2%		7.1%		7.0%				3.4%

				総ごみ量 ソウ リョウ				9,307		9,942		9,645		9,611		9,395				7,923

				分別率 ブンベツ リツ				15.7%		17.4%		19.3%		19.5%		20.8%				22.5%

				※　集団回収により分別された資源ごみを含みます。 シュウダン カイシュウ ブンベツ シゲン フク

				※　小型家電は、平成27年度から分別回収。 コガタ カデン ヘイセイ ネンド ブンベツ カイシュウ

				※（　）内％は、家庭系ごみ(集団回収含む)合計に対する割合。 ナイ カテイ ケイ シュウダン カイシュウ フク ゴウケイ タイ ワリアイ

								0		(1)		(1)		1		0				(176)





フロー図

		不使用 フシヨウ		遠野市（現状） トオノシ ゲンジョウ





				標準区分 ヒョウジュン クブン																																										分別収集 ブンベツ シュウシュウ																																														中間処理 チュウカン ショリ																																																				再生利用・最終処分 サイセイ リヨウ サイシュウ ショブン



































































































































				遠野市（今後） トオノシ コンゴ





				標準区分 ヒョウジュン クブン																																										分別収集 ブンベツ シュウシュウ																																														中間処理 チュウカン ショリ																																																				再生利用・最終処分 サイセイ リヨウ サイシュウ ショブン







































































				（参考）　　　　　　　　組合（平成27年度以降）　　目標 サンコウ クミアイ ヘイセイ ネンド イコウ モクヒョウ





				分別品目 ブンベツ ヒンモク																																										収集運搬 シュウシュウ ウンパン																																														中間処理 チュウカン ショリ																																																				再生利用・最終処分 サイセイ リヨウ サイシュウ ショブン































































































































																																																																																																																																																												：市町の役割 シマチ ヤクワリ









																																																																																																																																																												：組合の役割 クミアイ ヤクワリ









金属類

資源ごみ

その他

紙類

びん類

プラ類

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

廃棄物再生利用施設
（ストックヤード）

ごみ焼却施設：40t/16h

破砕設備：12t/5h

一般廃棄物最終処分場
埋立容量：37,600ｍ3

民間業者
(再商品化事業者)

スチール缶

アルミ缶

びん類（無色）

びん類（茶色）

びん類（その他色）

ペットボトル

白色トレイ

プラ製容器包装

紙製容器包装

飲料用紙パック

段ボール

新聞・雑誌

古布

生ごみ

（収）もえるごみ

（収）もえないごみ

（収）ペットボトル

（収）びん類

リターナブルびん

（収・集）缶類

（収・集）ビールびん､一升びん

（収・集）紙類
（新聞紙、段ボール、牛乳パック、雑誌やチラシなどの雑紙類）

（収）粗大ごみ

焼却残渣

不燃残渣

可燃残渣

民間業者

資源回収業者
（民間施設）

金属類

資源ごみ

紙類

びん類

プラ類

可燃ごみ
（古布・生ごみを含む）

不燃ごみ

粗大ごみ

各構成市町
一般廃棄物最終処分場

民間業者
(再商品化事業者)

スチール缶

アルミ缶

びん類（無色）

びん類（茶色）
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ペットボトル
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紙製容器包装
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段ボール

新聞・雑誌
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（花巻市、北上市、西和賀町）
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ペットボトル

プラスチック容器包装類

びん類

リターナブルびん

缶類

新聞紙類、雑誌類

紙パック

段ボール類

焼却
残灰

破砕
不燃物

破砕
可燃物

民間業者

可燃ごみ
（遠野市）

広域リサイクルセンター
51ｔ/5h
（不燃・粗大ごみ：20ｔ/5h）
（資源ごみ：31ｔ/5h）


飛灰
処理物

セメント工場等

民間業者

金属

【住民の役割】

【市町の役割】

【組合の役割】

鉄プレス
アルミプレス

遠野地区
中継施設
28t/5h

破砕
資源物
新聞・雑誌等

分別基準
適合物

（仮称）岩手中部広域クリーンセンター
182t/24h

（収）プラスチック製容器包装

金属類

資源ごみ

その他

紙類

びん類

プラ類

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ

廃棄物再生利用施設
（ストックヤード）

破砕設備：12t/5h

一般廃棄物最終処分場
埋立容量：37,600ｍ3

民間業者
(再商品化事業者)

スチール缶

アルミ缶

びん類（無色）

びん類（茶色）

びん類（その他色）

ペットボトル

白色トレイ

プラ製容器包装

紙製容器包装

飲料用紙パック

段ボール

新聞・雑誌

古布

生ごみ

（収）もえるごみ

（収）もえないごみ

（収）ペットボトル

（収）びん類

リターナブルびん

（収・集）缶類

（収・集）ビールびん､一升びん

（収・集）紙類
（新聞紙、段ボール、牛乳パック、雑誌やチラシなどの雑紙類）

（収）粗大ごみ

不燃残渣

可燃残渣

民間業者

資源回収業者
（民間施設）

鉄プレス
アルミプレス

（収）プラスチック製容器包装

（収）衣類

焼却
残灰

飛灰
処理物

セメント工場等

民間業者

遠野中継センター
28t/5h

岩手中部クリーンセンター
182t/24h

金属

（収）衣類

小型家電

民間業者
(認定事業者)

追加品目

家電



処理フロー





image9.png



image10.png



image1.wmf



image2.png



image3.png



image4.png



image5.png



image6.png



image7.png



image8.png



image11.emf

既存施設の延命化を図りなが


ら、広域のリサイクルセンター


の整備時期を検討する。
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基本方針 

自然環境と人間生活の調和 
【循環型社会の構築を目指して】 

市民 事業者 行政 

基本方針１ ごみの排出を抑制する（リデュース・リユース） 
・使い捨て型のスタイルの見直し 
  マイバッグ、簡易包装、グリーン購入（再生品）、資源集団回収、生ごみ堆肥化 
  用紙類再利用、詰め替え可能商品、フリーマーケット 
・ごみ処理手数料有料化 

基本方針２ ごみのリサイクルを推進する（リサイクル） 
・資源ごみ分別精度向上  ・意識啓発・情報発信 
・分別品目拡大（H23＝プラ、H26＝衣類、H27＝小型家電） 
・市民協働＝遠野市公衆衛生組合連合会 

基本方針３ ごみの適正処理を推進する 
• 分別収集推進（４種類15分別） ・適正な収集運搬 
• 広域処理＝岩手中部広域行政組合（もえるごみ） ・中間処理＝もえないごみ、資源ごみ 

遠野市が目指す環境像の実現のため、３つの基本方針に沿って 
市民、事業者、行政の三者が取り組みを進めます。 
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生ごみ 水キリ      堆肥化    

                

紙と衣類（約４０％） 
資源ごみへ分別 

スプレー缶             使い捨てライター 

（穴あけ）             ガス抜き（使いキリ） 

 

すべて紙ひもでしばる 
段ボールは波型 

牛乳パックは内側が白 
細かい雑がみは袋に 

対象外 
汚れた紙、レシート 

シュレッダーごみ 

     対 象                    対象外＝もえるごみ 
 
                    

 

もえる 
ご み 

ごみの適正処理① 

もえない 
ご  み 

資源ごみ 

 紙類 
(指定日に集積所へ) 

 

 衣類 
 革製品 
(各地区センターの

回収ボックスへ) 

 

指定袋でなくて可・クリーニング不要 
靴下片方可 

油汚れ 
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ごみの適正処理② 

 プラスチック 

 製容器包装 
(指定日に集積所へ) 

 小型家電 
(各地区センターの

回収ボックスへ) 

事業系ごみ 

プラスチック製容器包装 
 
 
 
 

   中身を残さない・残り水等ですすぐ 

プラスチック製品 
(もえるごみへ) 

 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

①ごみ分別の徹底  ②資源化（リサイクル）   ③適正処理 
                   生ごみ     (家庭系ごみへの混入禁止) 
                   水キリ 

家電４品目(家電リサイクル券

取扱店へ) 

 
 
 
 

     

資源ごみ 
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基本目標 
具体的な数値目標を掲げ取り組みを進めます。 

         
－６５ｇ削減 

市内で排出されるすべての一般ごみが対象 （家庭系ごみ＋事業系ごみ＋集団回収）  

（１）市民一人１日当たりのごみ排出量 

     
－５５ｇ削減 

家庭から排出される資源化されないごみが対象 （もえるごみ＋もえないごみ＋粗大ごみ）  

（２）市民一人１日当たりの家庭系ごみ排出量 

 
－４６４㌧削減 

事業所が排出するごみが対象 （もえるごみ＋もえないごみ＋資源ごみ＋粗大ごみ）  

（３）事業系ごみ排出量 

№７ 

平成２６年度  ８８３ｇ 平成32年度  ８１８ｇ 

平成２６年度  ４６５ｇ 平成32年度  ４１０ｇ 

平成2６年度  ２，７３７㌧ 平成32年度  ２，２７３㌧ 



ごみ処理手数料有料化 

家庭系 事業系 

集積所 直接搬入（無料の重量規定） 
直接搬入 
収集委託 

遠野市 無料 無料 無料 

花巻市 無料   70円/10kg（  50kgまで） 70円/10kg 

北上市 40㍑袋63円 130円/10kg 130円/10kg 

西和賀町 無料 無料 30円/10kg 

盛岡市（旧盛岡） 無料   50円/10kg（100kg未満） 100円/10kg 

旧都南・紫波・矢巾 無料 105円/10kg 105円/10kg 

沿岸南部 
（釜石他） 無料 200円/10kg（  20kg以下） 200円/10kg 

県内ごみ処理手数料一覧（一般廃棄物） 

27% 

78% 
63% 60% 

20% 
33% 

13% 
2% 4% 

市民 中学生 事業所 

事業系ごみの手数料 
無料のままが良い 有料にした方が良い 未回答 

90% 93% 85% 

8% 5% 8% 2% 2% 6% 

市民 中学生 事業所 

家庭系ごみの手数料 

無料のままが良い 有料にした方が良い 

未回答 

アンケート調査結果（有料化） 

ごみ処理手数料の有料化は、ごみの排出抑制、排出量に応じた負担の公平化を図る施策と
して位置づけられていることから、有料化の検討を行います。 
全国では、約６０％の自治体で家庭系ごみが有料となっています。(H27年度現在) 
また、県内で事業系ごみの手数料が無料なのは本市のみです。 
本市では今後、ごみ減量化の啓発を行いながら有料化の検討を進めます。 
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