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第１章 計画の概要

第１節 計画策定の趣旨と目的

玉野市では、2014(平成 26)年 3月に一般廃棄物処理基本計画（計画期間：2014(平成 26)～2023

年度、以下「現行計画」という。）を策定し、「資源がまわる循環都市の構築」を基本理念に「市

民・事業者・行政の協働によるごみ減量化・資源化の推進」や「環境負荷の少ない適正処理・処

分の実施」に向けて様々な施策に取り組んでいるところです。

計画の策定から 5年が経過した現在、本市のごみ総排出量については、大きな変化はみられ

ません。むしろ県内他市町村に比べると大きく遅れをとっている状況にあります。

この間、国においては「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（2016(平成 28)年１月）」（以下「国の基本方針」という。）や

「第四次循環型社会形成推進基本計画（2018(平成 30)年 6 月）」などが改定され、また、県では

「第４次岡山県廃棄物処理計画（2017(平成 29)年 3月）」が改定されています。

このような背景を踏まえ、本計画の改定では、ごみ減量目標等の達成度や施策の実施状況を確

認・検証するとともに、今後の計画（後期 5年間）に必要な施策等について中間見直しを行うも

のです。

第２節 計画の位置付け

１．計画の位置付け

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第 6条第 1項」に基づいて

策定するもので、「玉野市総合計画」及び「新玉野市環境基本計画」に定める廃棄物の関連分野

のうち、一般廃棄物（ごみ、生活排水）処理の将来像や基本目標を具体化・実行するための計画

として、また、廃棄物行政における総合的な指針となるものです。

なお、一般廃棄物処理計画は、「廃棄物処理法施行規則第 1条の 3」の規定により、長期的視

点に立って計画目標、施策・事業等を設定した基本計画と、施策・事業等の実施のため毎年度定

める実施計画によって構成されています。
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新玉野市環境基本計画

【 長 期 計 画 】

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画

【 単年度計画 】

玉野市一般廃棄物処理実施計画

玉野市総合計画

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

第6条第1項 玉野市一般廃棄物処理基本計画
岡山県廃棄物処理計画

玉野市廃棄物の減
量及び適正処理等

に関する条例

図 1-2-1 計画の位置付け

２．計画に関する国及び県等の動向

現行計画の策定（2014(平成 26)年 3 月）以降、計画に関係する国や岡山県などの上位計画が

改定されています。なお、本計画に関係する法体系及び関連法の概要については、図 1-2-2、表

1-2-1 に示すとおりです。

◆国の動向（関連計画、基本方針等の改定）

・2016(平成 28)年 1 月：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方針

・2016(平成 28)年 9月：ごみ処理基本計画策定指針

・2018(平成 30)年 4月：第五次環境基本計画

・2018(平成 30)年 6月：第四次循環型社会形成推進基本計画

・2018(平成 30)年 6月：廃棄物処理施設整備計画

◆岡山県の動向（関連計画の改定）

・2017(平成 29)年 3月：第４次岡山県廃棄物処理計画
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＜廃棄物の適正処理＞ ＜再生利用の推進＞

＜個別物品の特性に応じた規制＞

グリーン購入法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

廃棄物処理施設整備計画 小型家電リサイクル法

        ＜国等が率先して再生品などの調達を推進＞

　廃棄物の減量その他の
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

廃棄物処理法基本方針

家電リサイクル法

食品リサイクル法

容器包装リサイクル法

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

図 1-2-2 循環型社会形成推進のための法体系



- 4 -

制定年度

 【最終改正】

1993(平成5)年度
 【2018(平成30)年度】

2000(平成12)年度
 【2012(平成24)年度】

1970(昭和45)年度
 【2017(平成29)年度】

1991(平成3)年度
 【2014(平成26)年度】 

1995(平成7)年度
【2011(平成23)年度】 

1998(平成10)年度
【2017(平成29)年度】 

2000(平成12)年度
【2013(平成25)年度】 

2000(平成12)年度
【2014(平成26)年度】 

2002(平成14)年度 
【2018(平成30)年度】 

2000(平成12)年度
【2015(平成27)年度】 

名        称 概         要  

環境基本法 
環境の保全について基本理念を定め、環境の保全に関する施策を総
合的かつ計画的に推進することにより、国民の健康と文化的な生活を
確保します。

循環型社会形成推進基本法 
循環型社会の形成についての基本原則や国等の責務を定めるととも
に基本計画の策定などについて定めることにより、 環境への負荷がで
きる限り低減される「循環型社会」の形成を推進します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

廃棄物の排出抑制や適正な処理（分別、保管、収集、運搬、処分、再
生等）を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること
を目的とし、廃棄物の定義や処理責任、廃棄物処理業者及び処理施
設に対する許可、廃棄物処理基準などを規定しています。

資源の有効な利用の促進に関する
法律 （資源有効利用促進法）

資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制や環境保全に資
するため、主に事業者等の取り組みを中心に廃棄物の発生抑制、部
品等の再利用及び原材料としての再利用の促進を目的としています。

容器包装に係る分別収集及び再商品
化の促進等に関する法律 （容器包装
リサイクル法）

家庭等から排出されるごみの大半（容積比約60％）を占めている容器
包装の製造・利用事業者などに分別収集された容器包装のリサイク
ルを義務付けることにより、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を図
ります。

国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律 （グリーン購入法）

国等が率先して、再生品などの環境物品等の調達を推進し、情報提
供その他の環境物品等への需要の転換の促進を図ります。

特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）

家電製品の製造・販売事業者などに廃家電製品の回収、リサイクルを
義務付けることにより、家電製品の効果的なリサイクルと廃棄物の減
量化を図ります。当面、対象となる家電製品は当初、ブラウン管テレ
ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンとなっていましたが、平成21年4
月1日より液晶式及びプラズマ式テレビと衣類乾燥機が追加されてい
ます。

食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律 （食品リサイクル法）

売れ残りや食べ残し又は製造過程において発生する食品廃棄物につ
いて、発生抑制、減量化等により最終的に処分される量を減少させる
とともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連
事業者による食品循環資源の再生利用等の促進を図ります。

建設工事に係る資材の再資源化等に
関する法律 （建設リサイクル法）

建設工事の受注者などに建築物などの分別解体や建設廃棄物のリ
サイクルなどを義務付け、建設工事に係る資材の有効利用の確保及
び廃棄物の適正な処理を図ります。

使用済自動車の再資源化等に関する
法律 （自動車リサイクル法）

自動車製造業者及び関連事業者による使用済自動車の再資源化等
を適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、使用済自
動車の適正な処理とリサイクル等を図ります。

使用済小型電子機器等の再資源化の
促進に関する法律
（小型家電リサイクル法）

2012(平成24)年度
デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型家電に含まれる貴金属や
レアメタル等の資源の有効利用や有害物質の管理等の廃棄物の適
正処理の確保を図ります。

表 1-2-1 循環型社会形成推進のための関係法の概要
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(平成24) (平成25) (平成26) (平成27) (平成28) (平成29) (平成30) (平成31)

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

計
画
目
標
年
度

計
画
基
準
年
度

計
画
策
定
期
間

中
間
見
直
し

2020 2021 2022 2023

計 画 期 間 （ 10年間 ）

第３節 計画の期間及び目標年度

現行計画は、2014(平成 26)年度を初年度する 2023 年度までの 10 年間を計画期間としています。

また、おおむね 5 年ごとに計画の改定を行うとともに、計画策定の前提となっている諸条件に

大きな変動があった場合にも、計画目標や重点施策などについての達成度、各々の取り組みの進

捗状況を踏まえて見直しを行うとしています。

本改定は、計画策定から 5年目を迎えるに当たり、現行計画の中間見直しを行うものです。

図 1-3-1 計画の期間及び目標年度

第４節 計画の対象

１．計画の対象区域

計画対象区域は、本市の行政区域内全域を対象としています。

２．計画の対象廃棄物

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されており、処理において本市が総括的な責任を

有する一般廃棄物（ごみ、生活排水）を本計画の対象廃棄物とします。

なお、一般廃棄物のうち事業系ごみについては、以下に示す業種の事業活動に伴って排出さ

れる廃棄物の種類が該当しますが、本市では主に商店やオフィス・事務所等からの「紙くず」

「木くず」、飲食店・食堂、小売店等からの「動植物性残さ（残飯・野菜くず等の厨芥類）」が処

理対象となっています。
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【市町村の処理責任】 → 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

→ 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち

産業廃棄物以外の廃棄物

→ 感染性一般廃棄物　等

【事業者の処理責任】

一般廃棄物

ごみ

生活系ごみ

事業系ごみ

産業廃棄物

生活排水（し尿，生活雑排水）

特別管理一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類

特別管理産業廃棄物

廃
棄
物

図 1-4-1 計画の対象廃棄物

＊1）一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの

＊2）燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばい

じん、輸入された廃棄物、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの

＊3）産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの

図 1-4-2 事業系ごみ（事業系一般廃棄物）に該当する廃棄物の種類と業種

◆紙くず ： 建設業、パルプ・紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物

加工業以外の業種。

◆木くず ： 建設業、木材又は木製品の製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売

業以外の業種。

◆繊維くず（天然繊維くず） ： 建設業、繊維工業以外の業種。

◆動植物性残さ ： 食料品製造業、医療品製造業、香料製造業以外の業種。

◆動物系固形不要物 ： と畜場、食鳥処理場以外の業種。

◆動物のふん尿 ： 畜産農業以外の業種。

◆動物の死体 ： 畜産農業以外の業種。
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継続的改善

改善
（Ａｃｔion）

・計画の見直し

評価
（Ｃｈｅｃｋ）

・実態把握による計画の

点検評価
・課題の抽出と分析

実行
（Ｄｏ）

・実践行動
・施策等の実施

計画
（Ｐｌａｎ）

・計画の策定
・減量化目標の設定

・ 具体的な取り組み ・ 施策等の検討

（市民・事業者・行政） ・ 関連事業，計画との連携

・ 進捗状況の把握 ・ 国，県，近隣市町との連携

・ 進捗状況の評価

・ 次年度の目標と課題

年度ごとの点検内容

個 別 施 策 全 体 計 画

第５節 計画の進行管理

本計画の目標を達成するためには、施策の実施状況や数値目標の達成度等を定期的に点検・評

価し、改善していく必要があります。また、環境を取りまく社会情勢は日々変化していることか

ら、新たな知見を随時取り入れていくことも重要です。

そのため、毎年度、計画の推進状況を施策ごとに点検・評価し、一般廃棄物処理実施計画に掲

載・公表します。

なお、点検・評価においては、市民や事業者の取り組みや活動等を把握するとともに、寄せら

れた情報や意見についても見直しに反映させていくものとします。

図 1-5-1 計画における PDCA サイクル（イメージ図）
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第２章 基本的事項

第１節 地域の概況

本市は、岡山県の南端中央部、児島半島の基部に位置しており、東西 16.2km、南北 14.3km、

市の総面積は 103.63km2 で、北部は県都岡山市、西部は倉敷市に接し、東部と南部は瀬戸内海の

美しい自然環境に恵まれた風光明媚で気候の温暖なところです。

市の中心部にある宇野港は、かつては瀬戸大橋の開通まで、宇野―高松を結ぶ宇高連絡船の

発着地、また、東京―宇野を結ぶブルートレイン瀬戸の発着点となるなど、本州と四国を結ぶ海

上交通の要衝として知られており、現在も四国の高松や瀬戸内海の島々への航路がある瀬戸内

のターミナルです。

市域の約 60％は山地で、大きな河川もなく、特に海岸部は花崗岩質の山麓が海に迫り、複雑

な海岸線を形成しています。一方、平野部は約 40％で、その大部分を東地域（東児・山田）と

西北地域（荘内・七区干拓地）などの農村地帯が占めており、海岸部の平地は埋立造成地を中心

に集落を形成しています。

図 2-1-1 玉野市の位置図
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第２節 人口の概況

１．人口及び世帯数の推移

本市の 2016(平成 28)年度の人口は 60,930 人、世帯数は 27,827 世帯（2.2 人/世帯）です。

2007(平成 19)～2016(平成 28)年度までの過去 10 年間における人口及び世帯数の推移をみる

と、人口、世帯当たりの人員はともに減少傾向にありますが、世帯数はほぼ同水準となっていま

す。

図 2-2-1 人口の推移

資料：玉野市 市民課「住民基本台帳人口 各年度末人口」

図 2-2-2 世帯数及び世帯当たり人員の推移

資料：玉野市 市民課「住民基本台帳人口 各年度末人口」
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100歳以上

男性 女性

3,00 1,00

0
2,00

0

5001,50

0

2,50

0
0

（単位：人）

２．年齢別人口

本市の年齢別人口の分布については下図のとおり、男女とも団塊の世代（65 歳周辺）と団塊

ジュニア（40歳周辺）の世代に人口のピークがみられます。

また、年齢 3区分人口でみると、年少人口（0～14 歳）は市全体の約 10％、生産年齢人口（15

～64 歳）は約 54％、老年人口（65 歳以上）は約 36％で、高齢化の進んだ人口構造（超高齢化

社会）となっています。

図 2-2-3 年齢別男女別人口の分布

資料：総務省「2017(平成 29)年 1 月 1日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別人口）」
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2.8%

第2次産業

32.5%

第3次産業

64.7%

第３節 産業の概況

図 2-3-1 産業 3類型別の就業者数の割合

本市における 2015(平成 27)年の就

業者数(15 歳以上の就業者)は 27,244

人で、産業 3類型別の構成比では､第

3次産業が 64.7％を占め最も多く､次

いで第 2次産業が 32.5％、第 1次産

業が 2.8％となっています。

また、これを産業大分類別の就業者

数でみると、製造業が突出して高く、

次いで卸売業・小売業、医療・福祉等

がこれに続いています。

図 2-3-2 産業大分類別の就業者数

資料：総務省「2015(平成 27)年国勢調査（就業状態等基本集計）」



- 12 -

田

8.6%

畑

3.0%

宅地

10.7%

池沼

0.1%山林

14.3%

牧場・原野

0.6%

雑種地

62.7%

第４節 土地利用の状況

本市の土地利用状況において地目別面積（総面積：103.63 km2）の割合は、雑種地を除くと、

山林が 14.3％で最も多く、次いで農用地（田・畑）が 11.6％、宅地（住宅・商業・工業用地）

が 10.7％等となっています。なお、宅地のうち、工業用地や住宅用地の一部は、臨海地域の埋

立によって造成されたものです。

図 2-4-1 地目別面積構成比率

資料：玉野市 税務課「固定資産概要調書等報告書(2016(平成 28)年 1 月 1 日)」



- 13 -

第５節 将来計画等

１．玉野市総合計画

本市では、2019(平成 31)年 4月に「玉野市総合計画」を策定し、玉野市の将来像を『瀬戸内

に輝く 市民が誇れるまち ◆たまのからはじまり未来へつなぐ◆』と定めており、「住み心地

のよい活気あるまち」、「健やかで安全・安心に暮らせるまち」、「心豊かな人をはぐくみ支え合

うまち」、「行政経営」の 4つの施策大綱を柱に 10 の政策、39の施策を位置付けて、まちづくり

を進めています。

図 2-5-1 玉野市総合計画の施策体系図

1 快適で安全な道路の確保

2 快適な住環境の提供

3 良質かつ安定した水の供給

4 汚水処理対策の推進

5 交通基盤の充実

6 利便性の高い葬祭施設の提供

7 廃棄物の適正処理
8 生活環境の適正な保全

9 みなとの効果的な活用

10 観光の振興

11 商工業の活性化

12 農業の活性化

13 水産業の活性化

14 雇用の創出・働き方改革の推進

15 防災・減災対策の推進

16 交通安全対策の推進

17 火災・事故・急病等への適切な対応

18 消費者保護と防犯対策の充実

19 地域福祉の充実

20 高齢者福祉の充実

21 障害者福祉の充実

22 介護保険事業の充実

23 健康づくりの推進

24 良質で安定した地域医療体制の充実

25 国民健康保険事業の充実

26 生涯学習活動の推進

27 芸術・文化活動の推進

28 スポーツ活動の推進

29 子育て支援の充実

30 青少年の健全育成

31 家庭・地域の教育力の充実

32 安全で適切な教育環境の整備

33 学校教育の充実と地域人材の育成

34 人権施策・男女共同参画の推進

35 多様な地域主体の連携による地域活動の促進

36 柔軟かつ多様な行政運営の推進

37 行財政改革の推進

38 公共施設再編整備の推進

39 人口減少対策・シティセールスの推進
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営
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大　　綱

2

政　　策 施　　策

１　都市機能が充実したまち

２　快適な市民生活を支えるまち

３　活気あるいきいきとしたまち

10　戦略的な行財政運営

４　安全で災害に強いまち

５　住み慣れた地域で生活できるまち

６　元気のある健康なまち

７　生きがいに満ちた豊かなまち

８　安心して子育てできるまち

９　多様な主体で築くまち
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２．新玉野市環境基本計画

2012(平成 24)年 3 月に策定した「新玉野市環境基本計画」では、今後 10 年間程度（2021 年

度）を計画期間とし、『 安全・循環・共生～みんなで築く持続可能な環境都市 たまの 』の実

現を目指して、「安全で快適な生活環境の保全」、「地球にやさしい低炭素社会の構築」、「資源が

まわる循環型社会の構築」、「自然と人が共生する自然共生社会の構築」、「次世代につながる市

民の力の育成」の 5つの基本目標のもと、13 の基本施策を掲げ、市民、事業者、行政が協働し

て施策を展開しています。

図 2-5-2 新玉野市環境基本計画の施策体系図
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３．岡山ブロックごみ処理広域化基本計画

（１）計画の基本的な考え方

岡山県では、市町村が行うごみ処理について、ダイオキシン類削減対策、マテリアルリサイク

ル及びサーマルリサイクルの促進等を目的として、1998(平成 10)年 3 月に「岡山県ごみ処理広

域化計画」を策定しましたが、その後の市町村合併の進展や処理技術の進歩等を踏まえ、2007(平

成 19)年 3月に見直しが行われ「新岡山県ごみ処理広域化計画」が策定されています。

本市は、この新広域化計画の中で、岡山市、久米南町と「岡山ブロック（2市 1町）」に位置

付けられています。また、2013(平成 25)年度ごみ処理広域化対策岡山ブロック協議会総会にお

いて、2市 1町の合意のもと、広域化処理に向けた取組を行っていくこととなっています。

この計画は、岡山ブロックの現状を整理・把握するとともに、今後の岡山ブロック内の広域

処理の方針や施設整備方針など、ごみ処理の広域化について基本的な事項の検討を行い、岡山

ブロックごみ処理広域化に係る基本的事項を定めています。

（２）計画対象区域

本計画の対象区域は、岡山市、玉野市、久米南町の 2市 1町です。

図 2-5-3 計画対象の区域図

出典：ごみ処理広域化対策岡山ブロック協議会「岡山ブロックごみ処理広域化基本計画(2015(平成 27)年 3 月)」
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（３）計画目標年次

本計画の目標年次は、2025 年度となっています。

（４）広域化の効果

岡山ブロックごみ処理広域化基本計画では、構成市町がそれぞれ策定した一般廃棄物処理基

本計画のごみ減量等の計画目標（玉野市の場合：2023 年度）を達成することを前提としたうえ

で、各市町の老朽化した施設を広域化して施設整備した場合と、広域化せずに従来通りの枠組

みで個別に施設整備した場合との比較において、以下に示すような広域化による効果をあげて

います。

◆環境性については、ダイオキシン類の年間排出量は広域処理が個別処理より 95％少なく、二

酸化炭素を指標とした温室効果ガス排出量も約 15～50％少なく、ブロック全体の環境性につい

ては、広域処理の方が環境負荷が少ない結果となっています。

◆発電量については、広域処理が個別処理の 1.7 倍、エネルギー回収率も 1.2 倍となり大きなエ

ネルギー回収ができるとともに、間接的な二酸化炭素排出量の削減や処理施設の必要電力を

まかなったうえで、外部へのエネルギー供給への寄与も可能となっています。

◆社会的な要請として注目されている強靱化への対応については、施設自体の強度面では個別

処理も広域処理も同様に対応できますが、電源確保や災害時のごみ処理も含めると広域処理

の方が適応性は高いといえます。

◆20 年分の施設建設費、維持管理費及びごみの収集運搬費より試算した 1 年間の経済性で比

較すると、広域処理(施設建設の想定場所 A、B)は個別処理より年間 1.7～2.5 億円少なく、これ

は 9～13%に相当します。なお、想定場所 C では収集運搬費の増加により広域処理の方が個

別処理よりも高くなりますが、本ブロックの最も遠隔に位置する場所へのごみの移動は非効率

となります。

◆本広域ブロック全体では、環境性、エネルギー確保のためのごみ発電、経済性、及び社会的

な要請への対応性のそれぞれの項目の比較の結果、いずれの項目も個別処理より広域処理

が優位であるという評価となりました。

出典：ごみ処理広域化対策岡山ブロック協議会「岡山ブロックごみ処理広域化基本計画(2015(平成 27)年 3 月)」

基準年次

2014(平成 26)年度

中間目標

2018(平成 30)年度

2023年度

目標年次

2025年度
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第３章 ごみ処理基本計画

第１節 ごみ処理体制の概要

１．ごみ処理行政の経緯

本市における 1989(平成元)年度以降のごみ処理行政の主な経緯は、以下に示すとおりです。

表 3-1-1 本市におけるごみ処理行政の主な経緯（1）

年 次 月 ご み 処 理 事 業 の 内 容

1989(平成元)年 3月

4月

・東野崎最終処分場閉鎖。

・番田最終処分場供用開始。

・粗大ごみの可燃・不燃分別収集(収集現場で選別収集）

1990(平成 2)年 7月 ・ごみ資源化補助金制度を開始。

1991(平成 3)年 10 月 ・指定袋による｢ごみの正しい出し方運動」を 15 地区 794 世帯で実施。

1992(平成 4)年 2月

3月

4月

6月

8月

11 月

12 月

・粗大ごみ処理施設建設起工式

・玉野市最終処分場(和田）竣工

・ごみの資源物補助金制度開始。

・玉野市最終処分場供用開始。

・指定袋による｢ごみの正しい出し方運動」を30地区1,839世帯で実施。

・不燃物箱(コンクリート製）の撤去開始。

・可燃性粗大ごみ破砕機(ライオン）供用開始。

・粗大ごみ処理施設供用開始。

1993(平成 5)年 4月 ・コンポスト容器設置補助金制度を制定。

1994(平成 6)年 10月 ・一部地区でびん類のモデル収集開始。

・薄いプラスチックの可燃物収集開始。

1995(平成 7)年 3月

11月

12月

・番田処分場埋立終了。

・冷蔵庫のフロン回収実施。

・粗大ごみ処理施設火災全焼。

1996(平成8)年 6月 ・ごみ袋を透明・半透明に指定。

・市内全域でびん類・缶類の分別収集開始。

1997(平成9)年 1月

10月

・東野崎・番田最終処分場廃止。(その後返還）

・粗大ごみ収集・処理の有料化実施。

1998(平成10)年 3月

6月

・東清掃センターごみ焼却施設の基幹的施設整備事業竣工。

・ペットボトルのモデル地区分別収集実施。

1999(平成11)年 4月 ・ペットボトルの市内全域分別収集開始。

・資源ごみ回収推進団体報奨金見直し。(紙類3円/kg上乗せ）

2000(平成12)年 9月

10 月

・「一般廃棄物(ごみ）処理基本計画」策定。

・和田地区を対象に、古紙類、その他プラスチック製容器 包装の分別収集実施。

2001(平成13)年 4月 ・粗大ごみ処理料金の改定。

・家電リサイクル法施行。(テレビ、冷蔵庫、エアコン、 洗濯機）

・電気式生ごみ処理機の購入に補助金交付開始。

・直営パッカー車2人乗務体制に移行。

・石島の可燃ごみ収集開始。(業者委託）
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表 3-1-1 本市におけるごみ処理行政の主な経緯（2）

年 次 月 ご み 処 理 事 業 の 内 容

2002(平成14)年 11月 ・東清掃センター飛灰の灰固化施設整備。

2003(平成15)年 3月

4月

8月

・リサイクルプラザ施設整備。

・ごみ分別辞典作成。

・市内全域の古紙類、その他プラスチック製容器包装の分別収集開始。

2004(平成16)年 8月～

3月末

12月

・台風16号､18号､21号､23号に因る被災ごみ処理。(焼却は岡山市に全量処理

委託）

・リサイクルプラザによる不用品活用銀行開始。

2005(平成17)年 4月 ・資源ごみ回収推進団体報奨金見直し。(特別報奨金廃止）

2007(平成19)年 5月 ・その他プラスチック製容器包装の収集回数を増加。（週1回）

2008(平成20)年 ・東清掃センター焼却炉の改修。

2011(平成23)年 9月～

10月

10月

・台風12号による被災ごみ処理。(八浜に仮置き場設置）

・廃食用油分別回収開始。（東児地区）

2012(平成24)年 10月 ・廃食用油分別回収開始。（山田地区）

2013(平成25)年 4月 ・玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を制定。

（玉野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改定）

2014(平成26)年 4月 ・｢一般廃棄物処理基本計画｣策定。

・消費税8%に伴い、手数料改正。

・小型家電製品試験回収開始。（ピックアップ回収）

・BDF生成処理委託開始。（バイオディーゼル岡山）

2015(平成27)年 3月

10月

12月

・｢岡山ブロックごみ処理広域化基本計画｣策定。

・岡山市へ可燃ごみを一部処理委託。（10/15～11/13）

・小型家電製品ボックス回収開始。（拠点回収）

2016(平成28)年 2月

4月

11月

・省資源・省エネルギー推進実行委員会解散。（玉野市環境衛生協議会へ

事業引継）

・リサイクルプラザ開館時間変更。（月・木・金 午後と第4日曜）

・資源ごみ回収団体報奨金改定。（6円→5円）

・岡山市へ可燃ごみを一部処理委託。（11/1～12/27）

2017(平成29)年 3月 ・ごみ処理広域化に伴う岡山市への事務委託の規約、協定書の締結。

・中国空瓶㈱生きびんの引取り廃止。
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●公害・環境保全に関すること。

●清掃業務全般の計画・調整に関すること。

●畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

●ごみの収集及び処理・リサイクル等に関すること。

●ごみの収集に関すること。

●不用品活用銀行に関すること。

●廃棄物・環境問題・リサイクル等の

　講座・研修・体験学習に関すること。

●ごみの埋立処分に関すること。

●し尿の収集及び処理に関すること。

※民間委託

ごみ収集担当

環境係

衛生係

東清掃センター

最終処分場

西清掃センター

副市長

リサイクルプラザ

環境保全課

市民生活部

市　　長

２．ごみ処理事業体制

本市のごみ収集・処理事業の体制は、以下のとおりです。

清掃業務全般の計画・調整については衛生係、ごみの収集及び処理・リサイクル等について

は東清掃センター（焼却施設、粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ）、ごみの埋立処分につい

ては最終処分場が担当しています。

図 3-1-1 ごみ処理事業体制（行政組織図）
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第２節 ごみ処理の概要

１．ごみ発生に関する用語の定義

2016(平成 28)年 1 月に改定された国の基本方針では、家庭から排出するごみに関する新たな

指標として「家庭ごみ排出量（集団回収量、資源ごみを含まない）」が設定されています。

本市においても、家庭におけるごみ減量等の取り組み（減らす努力）と資源ごみや集団回収

等の資源物の分別回収（増やす取り組み）を区別し検討・評価するため、現行計画の用語を再

定義しました。

具体的には、現行計画の「家庭系ごみ」の名称を「生活系ごみ（内容はこれまでと同じもの）」

に変更し、新たに集団回収量や資源ごみを含まない「家庭ごみ」を区分しました。

同様に「事業系ごみ」についても、事業者による減量等の取り組み対象を明確にするため、資

源ごみを除いた「事業所ごみ」に区分しました。

図 3-2-1 ごみの発生に関する用語の定義

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

 ※ 現行計画では、「家庭系ごみ」と定義している。

その他の資源化量
（民間リサイクルルート）

・市民や事業者の取り組みによって、市の処理
　施設を経ることなく、販売店、メーカー、

　リサイクル業者等で回収されている資源物

集団回収量 ・各種団体（町内会等）が回収している資源物

（

ご
み
総
処
理
量
）

ご
　
み
　
排
　
出
　
量

・市がステーション収集を実施しているごみ
・市民が直接、市の処理施設へ持ち込むごみ家

庭
ご
み ・市が戸別収集を実施しているごみ

事
業
系
ご
み

・許可業者が収集運搬し、市の処理施設へ搬入
　するごみ

・事業者自らが市の処理施設へ搬入するごみ

資源ごみ

ご

み

発

生

量

・ごみになりにくい商品の開発など事業者独自

　の取り組み等

ご
　
み
　
総
　
排
　
出
　
量

生
活
系
ご
み
※

排出抑制量

・再利用、譲渡、修理等によって、ごみとなる

　ものを抑制する取り組み

・買い物袋の持参や簡易包装の推進、食品ロス

　削減の推進、生ごみの水切り等の実行

事
業
所
ご
み

資源ごみ
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回数 方式 形態

直営 透明袋 生ごみ、木くず、

委託 半透明袋 紙くず等

新聞、雑誌、紙箱

２回/月 委託 類、ダンボール、

牛乳パック

スチール缶、アル 粗大ごみ処

１回/月 委託 コンテナ ミ缶、のり缶、菓 理施設

子缶類

びん類（化粧品や 一時貯留場

１回/月 委託 コンテナ 油の入っていた

ものは除く）

透明袋 不燃物処理
半透明袋 施設（民間）

透明袋

１回/週 委託

透明袋 瀬戸物、陶器

半透明袋 類、ガラス等

透明袋 スプレー缶、乾電

半透明袋 池、蛍光灯等

厚さ2mm以上の

透明袋 プラスチック類、 粗大ごみ処

半透明袋 金属類、小型 理施設

電気製品等

直営 粗大ごみ処

委託 理施設

ステーション
方式

（最終処分
場内）

項　　目
収集・運搬

排出方法 摘　要 搬入先

可燃ごみ
２回/週

ステーション
方式

東清掃セン
ター（燃やせるごみ）

２回/月
ステーション
方式

委託 　　　　があるもの

ステーション
方式

　　　　があるもの
リサイクルプ
ラザ

半透明袋

不
燃
ご
み

(

燃
や
せ
な
い

ご
み

)

不燃物A １回/月
ステーション
方式

委託 最終処分場

危険性の
物

資
源
ご
み

古紙類
ステーション
方式

ひもで
しばる

リサイクルプ
ラザ

ステーション
方式

最終処分場

不燃物B １回/月
ステーション
方式

委託

随時申込
み

各戸 － 玄関先まで

１回/月
ステーション
方式

委託

缶　類

びん類

ペットボトル

その他プラ
スチック製
容器包装

粗大ごみ

２．ごみ収集の状況

本市では、市内全域を対象に家庭から排出される生活系ごみ（集団回収を除く）の収集を行

っており、分別区分や収集頻度等については、以下の表に示すとおりです。

なお、事業所・企業等から排出される事業系ごみ（事業系一般廃棄物）は、主として許可業者

による収集・運搬が行われています。

表 3-2-1 本市のごみ分別区分と収集頻度等（2017(平成 29)年度現在）
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ビン類 一時貯留

ペットボトル

古紙類

紙類

プラスチック類

缶類

金属類

不燃物B （破砕処理）

不燃残渣

粗大ごみ 可燃残渣

可燃ごみ

焼却灰

不燃物A

危険性の物

乾電池 保　管

（
埋
立
処
分

）

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

最
終
処
分
場

資源ごみ
許
可
業
者
収
集

ま
た
は
直
接
搬
入

〈最終処分・資源化〉

生
活
系
ご
み

集団回収〔資源回収〕

資
源
化
業
者
・
指
定
法
人

（
資
源
化

）

資源ごみ
ス
テ
ー

シ

ョ
ン
収
集

ま
た
は
直
接
搬
入

分
別
処
理

可燃ごみ

リサイクルプラザ

不燃ごみ

粗大ごみ処理施設
粗大ごみ 戸別収集

（選別・圧縮処理）その他プラ製
容器包装

東清掃センター
（焼却処理）

〈分別排出〉 〈収集・運搬〉 〈中　間　処　理〉

事
業
系
ご
み

３．ごみ処理フロー

本市におけるごみ処理・処分の流れ（ごみ処理フロー）は以下に示すとおりです。

図 3-2-2 ごみ処理フロー図（2017(平成 29)年度現在）
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４．ごみ排出量の実績

（１）ごみ総排出量

本市の過去 5年間におけるごみ総排出量、1人 1日当たりごみ総排出量の実績は、以下に示す

とおりです。

2016(平成 28)年度のごみ総排出量（生活系ごみ＋事業系ごみ）は 2万 3,715ｔ、これまで増

減はあったものの、2014(平成 26)年度以降は減少する傾向にあり、現行計画の基準年度である

2012(平成 24)年度（2万 5,562ｔ）との比較では 1,847ｔ（▲7.2％）の減少となっています。

また、ごみ総排出量うち、2016(平成 28)年度の生活系ごみ（集団回収及び資源ごみを含む）

は 1万 8,464ｔで全体の約 8割（77.9％）を占めており、事業系ごみは 5,251ｔで約 2割（22.1％）

となっています。なお、この割合は 2012(平成 24)年度以降ほとんど変化がありません。

1人 1日当たりごみ総排出量については、2012(平成 24)年度（1,093ｇ）以降、事業系ごみの

増加の影響もあって、2014(平成 26)年度までは増加の傾向にありましたが、その後は減少に転

じ、2016(平成 28)年度は 1,066ｇ（2012(平成 24)年度に対し 27 ｇ減：▲2.5％）となっていま

す。

表 3-2-2 ごみ総排出量の実績

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

人 64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

可燃ごみ t/年 14,592 14,336 14,157 13,971 13,451

不燃ごみ t/年 1,155 1,118 1,069 1,265 1,116

粗大ごみ t/年 447 454 450 500 519

資源ごみ t/年 2,218 2,428 2,246 2,138 2,016

集団回収 t/年 1,886 1,674 1,542 1,447 1,362

計 t/年 20,298 20,010 19,464 19,321 18,464

可燃ごみ t/年 4,442 4,510 4,831 4,817 4,773

不燃ごみ t/年 710 712 1,123 653 369

粗大ごみ t/年 72 87 76 78 76

資源ごみ t/年 40 38 41 31 33

計 t/年 5,264 5,347 6,071 5,579 5,251

t/年 25,562 25,357 25,535 24,900 23,715

原単位※ g/人・日 1,093 1,098 1,120 1,103 1,066

※原単位：1人1日当たりの総ごみ排出量

実績値

人口

生
活
系

事
業
系

総ごみ排出量

区分 単位
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図 3-2-3 ごみ総排出量の推移

（２）生活系ごみ排出量

本市の過去 5年間における生活系ごみ排出量、1人 1日当たりごみ排出量の実績は、以下に示

すとおりです。

生活系ごみ排出量（集団回収及び資源ごみを含む）は、2012(平成 24)年度（2万 298ｔ）以降、

減少傾向にあり、2016(平成 28)年度は 1万 8,464ｔとなっています。なお、この間の減少量は

1,834ｔ、率で▲9.0％です。

生活系ごみ排出量を種類別の内訳でみると、可燃ごみ、資源ごみ、集団回収量については、全

体と同様に減少傾向にありますが、粗大ごみは増加する傾向にあり、不燃ごみは増減を繰り返

しながらも 2016(平成 28)年度は減少に転じています。

1人 1日当たり生活系ごみ排出量については、2012(平成 24)年度（868ｇ）以降、増減はある

ものの減少する傾向にあり、2016(平成 28)年度は 830ｇ（2012(平成 24)年度に対し 38 ｇ減：

▲4.4％）となっています。
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可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

資源ごみ 集団回収 1人1日当たり排出量

20,010 19,464 19,321
18,464

20,298

表 3-2-3 生活系ごみ排出量の実績

図 3-2-4 生活系ごみ排出量の推移

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

人 64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

可燃ごみ t/年 14,592 14,336 14,157 13,971 13,451

不燃ごみ t/年 1,155 1,118 1,069 1,265 1,116

粗大ごみ t/年 447 454 450 500 519

資源ごみ t/年 2,218 2,428 2,246 2,138 2,016

計 t/年 18,412 18,336 17,922 17,874 17,102

集団回収 t/年 1,886 1,674 1,542 1,447 1,362

t/年 20,298 20,010 19,464 19,321 18,464

原単位 g/人・日 868 867 854 856 830

区分 単位

実績値

人口

合計

生
活
系
ご
み
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2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

人 64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

可燃ごみ t/年 14,592 14,336 14,157 13,971 13,451

不燃ごみ t/年 1,155 1,118 1,069 1,265 1,116

粗大ごみ t/年 447 454 450 500 519

計 t/年 16,194 15,908 15,676 15,736 15,086

t/年 16,194 15,908 15,676 15,736 15,086

原単位 g/人・日 692 689 687 697 678

合計

区分 単位

実績値

人口

家
庭
ご
み

（３）家庭ごみ排出量

本市の過去 5年間における家庭ごみ排出量、1人 1日当たり家庭ごみ排出量の実績は、以下に

示すとおりです。

家庭ごみ排出量（集団回収及び資源ごみを除く）は、2012(平成 24)年度（1万 6,194ｔ）以降、

増減はあるものの減少する傾向にあり、2016(平成 28)年度は 1 万 5,086ｔとなっています。な

お、この間の減少量は 1,108ｔ、率で▲6.8％です。

1人 1日当たり家庭ごみ排出量については、2012(平成 24)年度（692ｇ）以降、増減はあるも

のの減少傾向にあり、2016(平成 28)年度は 678ｇ（2012(平成 24)年度に対し 14 ｇ減：▲2.0％）

となっています。

表 3-2-4 家庭ごみ排出量の実績

図 3-2-5 家庭ごみ排出量の推移
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（４）事業系ごみ排出量

本市の過去 5年間における事業系ごみ排出量、1人 1日当たりごみ排出量の実績は、以下に示

すとおりです。

事業系ごみ排出量は、2012(平成 24)年度（5,264ｔ）以降、2014(平成 26)年度までは増加の

傾向にありましたが、その後減少に転じ、2016(平成 28)年度は 5,251ｔで 2012(平成 24)年度と

ほぼ同水準（13ｔ減：▲0.2％）となっています。

事業系ごみ排出量を種類別の内訳でみると、可燃ごみ、不燃ごみについては、全体と同様に

2012(平成 24)年度以降、2014(平成 26)年度までは増加傾向あり、その後は減少に転じています

が、この 5年間の増減をみると、可燃ごみは増加、不燃ごみは減少となっています。また、粗

大ごみ、資源ごみについては、増減を繰り返しながら推移しており、この間の粗大ごみは増加、

資源ごみは減少となっています。

1人 1 日当たり事業系ごみ排出量については、2012(平成 24)年度（225ｇ）以降、2014(平成

26)年度までは増加する傾向にあり、その後は減少に転じているものの、2016(平成 28)年度は

236ｇで、2012(平成 24)年度に比較して 4.9％（11 ｇ増）増加しています。

表 3-2-5 事業系ごみ排出量の実績

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

人 64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

可燃ごみ t/年 4,442 4,510 4,831 4,817 4,773

不燃ごみ t/年 710 712 1,123 653 369

粗大ごみ t/年 72 87 76 78 76

資源ごみ t/年 40 38 41 31 33

t/年 5,264 5,347 6,071 5,579 5,251

原単位 g/人・日 225 232 266 247 236

単位

実績値

人口

事
業
系
ご
み

合計

区分
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図 3-2-6 事業系ごみ排出量の推移

５．ごみの性状

本市の可燃ごみの性状は、以下に示すとおりです。

可燃ごみの種類組成（過去 5年間の平均：乾ベース）をみると、紙・布類が 39.3％で最も多く、

次いで木・竹・ワラ類が 23.5％、ビニール・合成樹脂類が 20.5％、厨芥類が 11.0％等となってい

ます。また、三成分では、可燃分が 48.8％、水分が 44.4％等となっています。

表 3-2-6 可燃ごみの性状
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水　分 ％ 38.4 48.7 48.9 47.7 38.3 44.4
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紙・布類

39.3%

木・竹・ワラ類

23.5%

ビニール・合成

樹脂類
20.5%

厨芥類
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不燃物
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灰 分
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図 3-2-7 可燃ごみの種類組成【過去 5年間の平均：乾ベース】

図 3-2-8 可燃ごみの三成分【過去 5年間の平均】
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2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

紙類 t/年 2,736 2,731 2,554 2,359 2,191

金属類 t/年 432 415 400 385 368

ガラス類 t/年 506 493 469 471 442

ペットボトル t/年 152 156 149 149 153

その他プラ製容器

包装
t/年 425 434 383 376 375

その他 t/年 71 68 62 69 64

t/年 4,322 4,297 4,017 3,809 3,593

％ 16.9 16.9 15.7 15.3 15.2

※資源化率（％）= 資源化量（合計）／ごみ総排出量×１００

実績値

資
源
化
量
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６．処理・処分の状況

（１）資源化の状況

本市の過去 5年間における資源化の状況は、以下に示すとおりです。

2016(平成 28)年度の資源化量（集団回収量＋施設資源化量）は 3,593ｔとなっており、2012(平成

24)年度（4,322ｔ）以降、減少する傾向にあります。なお、この間の減少量は 729ｔ（▲16.9％）で、

品目別には紙類の減少が大きく影響しています。

また、資源化率（資源化量/ごみ総排出量）でみると、2012(平成 24)年度の 16.9％に対して、2016(平

成 28)年度は 15.2％で、1.7 ポイントの減少となっています。

表 3-2-7 資源化量の実績

図 3-2-9 種類別・資源化量、資源化率の推移
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区分

協力団体数

新聞紙 トレイ

雑誌 牛乳パック

段ボール アルミ缶

牛乳パック

古着

びん類

缶類

ペットボトル

収集回数

回収品目

ごみ減量化・資源化協力店資源回収推進団体

91団体 20店舗

2回/年以上 店頭で常時

なお、市民（集団回収）及び事業者（店頭回収）による資源ごみの回収体制については、以下に示

すとおりです。

表 3-2-8 市民及び事業者による資源ごみ回収体制
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2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

直接埋立量 t/年 1,362 1,326 1,707 1,420 1,054

焼却残さの埋立量 t/年 2,875 2,811 3,053 3,152 3,042

処理残さの埋立量 t/年 295 306 300 295 306

合計 t/年 4,532 4,443 5,060 4,867 4,402

最終処分率※ ％ 19.1 18.8 21.1 20.8 19.7

t/年 4,532 4,443 5,060 4,867 4,402

原単位 g/人・日 194 192 222 216 198

※最終処分率（％）= 最終処分量（合計）／ごみ総処理量×１００

実績値

最
終
処
分
量

最終処分量

区分 単位

（２）最終処分の状況

本市の過去 5年間における最終処分の状況は、以下に示すとおりです。

2016(平成 28)年度の最終処分量（直接埋立量＋焼却残さの埋立量＋処理残さの埋立量）は

4,402ｔとなっており、2012(平成 24)年度（4,532ｔ）以降、増減を繰り返しながらも 2014(平

成 26)年度以降は減少する傾向にあります。

なお、この間の減少量は 130ｔ（▲2.9％）で、これには直接埋立量の減少が大きく影響して

いますが、焼却残さの埋立量のように増加しているものもあります。

また、最終処分率（最終処分量/総処理量）でみると、2012(平成 24)年度の 19.1％に対して、

2016(平成 28)年度は 19.7％で、0.6 ポイントの増加となっています。

表 3-2-9 最終処分量の実績

図 3-2-10 最終処分量、最終処分率の推移
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収集形態 台数

3.5ｔパッカー車 2

2ｔパッカー車 4

2ｔダンプトラック 1

軽四ダンプトラック 1

2ｔ資源回収車 1

ユニック式トラック 1

パッカー車（各業者） 17

ダンプトラック 17

収集車両

直営収集

委託収集

第３節 収集・運搬体制の現状

１．計画収集区域

本市の行政区域全域を収集対象としています。

２．収集・運搬体制

（１）収集対象ごみ

本市では、生活系ごみ全般（燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、危険性の物、粗大ご

み）と一部の事業系ごみ（市への申請・許可分に限る）に対して、直営または委託業者と一部許

可業者による収集・運搬を行っています。

（２）ごみの収集方法

生活系ごみの収集は、ステーション（ごみ集積所）収集方式を基本としており、ごみステーシ

ョンは市内全域の約 1,000 ヶ所に設置しています。なお、粗大ごみについては、申し込みによる

戸別収集を行っています。

（３）収集・運搬車両

本市では、燃やせるごみ及び粗大ごみのうち、一部を直営で収集・運搬していますが、それら

を含むほとんどのごみについては、委託業者が収集・運搬を行っています。

表 3-3-1 収集・運搬車両の状況
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第４節 中間処理及び最終処分体制の現状

ごみの処理体制については、ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、リサイクルプラザ等におい

て中間処理を行い、資源ごみや処理後の資源物は、資源再生業者、指定法人等へ引き渡していま

す。また、焼却残さや処理残さについては、一般廃棄物最終処分場において埋立処分を行ってい

ます。

１．中間処理施設の概要と処理量の推移

（１）ごみ焼却施設

ごみ焼却施設の概要については、以下に示すとおりです。

ごみ焼却施設は、稼働後 40 年を経過していますが、1996(平成 8)～1997(平成 9)年度にかけ

て 1号炉を、2007(平成 19)～2009(平成 21)年度にかけて 2号炉の基幹的施設の大規模改修を実

施しています。また、1996(平成 8)～1997(平成 9)年度に排ガス高度処理施設整備、2002(平成

14)年度に飛灰固化処理施設を整備しています。

焼却処理量については、可燃ごみが大部分（95％以上）を占めており、その推移をみると近年

は減少する傾向にあります。

表 3-4-1 ごみ焼却施設の概要

施設名称

所 在 地

敷地面積

竣工年月

処理能力

処理方式

処理対象

管理形態

受 入 供 給 ：ピット＆クレーン 

ガ ス 冷 却 ：水噴射式（1系列は別途空気式ガス減温機整備）

排 ガ ス 処 理 ：乾式有害ガス除去設備＋バグフィルター

ば い じ ん ：0.01 g／m3N以下

一 酸 化 炭 素 ：50 ppm以下

窒 素 酸 化 物 ：250 ppm以下

塩 化 水 素 ：350 mg／m3N以下

ダイオキシン類 ：0.5 ng－TEQ／m
3
N以下

 全連続燃焼式（ストーカ炉）

 玉野市東清掃センター

 玉野市槌ケ原3072番地の5

 13,940 m2

 1978(昭和53)年6月

 150ｔ／日（75t/24h×2炉）

 可燃ごみ（燃やせるごみ）、粗大ごみ処理施設からの可燃性残さ

 運転業務委託　2直4班制

設備概要

 焼却灰及び飛灰処理：加湿及びキレート処理（飛灰固化設備）

性能、能力
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2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

t/年 18,986 18,846 18,988 18,788 18,224

t/年 281 301 292 323 311

t/年 266 280 232 265 227

t/年 49 43 38 40 33

合計 t/年 19,582 19,470 19,550 19,416 18,795

実績値

可燃ごみ

西清掃センターし渣

可燃性粗大ごみ

破砕後可燃残渣

区分 単位

表 3-4-2 東清掃センターにおける焼却処理量の実績

図 3-4-1 東清掃センターにおける焼却処理状況

（２）粗大ごみ処理施設

粗大ごみ処理施設の概要については、以下に示すとおりです。

粗大ごみ処理施設の処理量は、不燃ごみが半分以上を占めています。また、処理量の推移をみ

ると、増減はあるものの全体的には減少する傾向にあります。

破砕・選別処理を行った後の金属類（鉄、アルミ）については再資源化、可燃残渣は東清掃セ

ンターで焼却、不燃残渣は最終処分場で埋立処分しています。

18,986 18,846 18,988 18,788
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281 301 292 323
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33
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2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

t/年 189 200 162 144 140

不燃ごみ t/年 502 504 485 498 431

t/年 237 240 234 255 284

合計 t/年 928 944 881 897 855

区分 単位

実績値

缶　類

不燃性粗大ごみ

189 200 162 144 140

502 504
485 498 431

237 240
234 255

284

0
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1,200

2012 （H24） 2013 （H25） 2014 （H26） 2015 （H27） 2016 （H28）

（t/年）

（年度）

缶 類 不燃ごみ 不燃性粗大ごみ

944
881 897

855
928

表 3-4-3 粗大ごみ処理施設の概要

表 3-4-4 粗大ごみ処理施設における処理量の実績

図 3-4-2 粗大ごみ処理施設における処理状況

施設名称

所 在 地

敷地面積

竣工年月

処理能力

処理方式

処理対象

管理形態

破砕形式  横型衝撃せん断併用回転式破砕機

そ の 他  可燃性粗大ごみ処理機（2軸式せん断破砕機）

 不燃性粗大ごみ、不燃物Ｂ（燃やせないごみ）、缶類

 運転業務委託　

 玉野市粗大ごみ処理施設

 玉野市槌ケ原3072番地の5

 1,300 m2

 1993(平成5)年3月

 35ｔ／日（5h）

 破砕・選別
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（３）リサイクル施設

リサイクル施設の概要については、以下に示すとおりです。

リサイクルプラザの処理量は、古紙類が 7割以上を占めており、その推移をみると、近年は減

少する傾向にあります。

また、リサイクルプラザでは、廃棄物・環境問題についての研修・情報提供などを行うための

研修室、情報コーナー、工房室等を設置しており、家庭で不要となったが、まだ使用できる物を

登録し、必要とする方に譲渡する場（実物の展示やホームページへの掲載）として、不用品活用

銀行を運用しています。

表 3-4-5 リサイクル施設の概要

表 3-4-6 リサイクルプラザにおける処理量の実績

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

t/年 986 1,183 1,125 1,029 939

t/年 425 434 382 376 375

合計 t/年 1,411 1,617 1,507 1,405 1,314

区分 単位

実績値

古紙類

その他プラスチック製容器

包装

施設名称

所 在 地

敷地面積

建設面積

竣工年月

処理能力

処理方式

処理対象

管理形態

プ ラ ザ （2階研修施設）研修室、展示ホール、不用品活用銀行スペース　等

（1階処理施設）破袋・選別・圧縮・梱包・保管

 古紙類・紙製容器包装類、その他プラスチック容器包装類

 運転業務委託　※プラザ部門は直営

 玉野市リサイクルプラザ

 玉野市槌ケ原3071番地の1

 1,560 m2

 718 m2　（延床面積：1,262.82 m2）

 2003(平成15)年3月

 7ｔ／日（5h）
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図 3-4-3 リサイクルプラザにおける処理状況

（４）最終処分場

最終処分場の概要については、以下に示すとおりです。

なお、最終処分場での処分量の実績については、第２節.ごみ処理の概要（6.処理・処分の状

況（2）最終処分の状況）で示したとおりです。

表 3-4-7 最終処分場の概要

施設名称

所 在 地

敷地面積

埋立面積

埋立容量

竣工年月

埋立工法

遮水工法

浸出水処理  ろ過方式（ろ過後下水道放流）

 サンドイッチ式、準好気性埋立

 合成ゴムシート1.5mmm厚、遮光マット整備

 玉野市一般廃棄物最終処分場

 玉野市和田7丁目802番地8外

 82,461 m
2

 42,000 m
2

 333,200 m
3

 1992(平成4)年3月
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２．ごみ処理経費の概要

（１）ごみ処理経費の推移

本市の過去 5年間のごみ処理経費の推移は、以下に示すとおりです。

2016(平成 28)年度のごみ処理経費は、総額で 7億 7,916 万円、処理費がその約 6割（58.9％：

4億 5,917 万円）を占めており、収集費は約 2割（21.3％：1億 6,635 万円）となっています。

また、この 5年間の推移をみると、処理費については増加する傾向にあります。

表 3-4-8 ごみ処理経費の実績

図 3-4-4 ごみ処理経費の推移

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

千円 150,231 149,281 153,995 142,056 153,636

じん芥収集費 千円 199,333 221,728 164,314 167,008 166,349

千円 364,762 368,060 452,314 455,162 459,174

合計 千円 714,326 739,069 770,623 764,226 779,159

区分 単位

実績値

清掃総務費

じん芥処理費

150,231 149,281 153,995 142,056 153,636

199,333 221,728 164,314 167,008 166,349

364,762 368,060 452,314 455,162 459,174

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2012 （H24） 2013 （H25） 2014 （H26） 2015 （H27） 2016 （H28）

（千円）

（年度）清掃総務費 じん芥収集費 じん芥処理費
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2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

t/年 23,676 23,683 23,993 23,453 22,353

人 64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

世帯 28,123 27,984 27,945 27,846 27,827

円/t 30,171 31,207 32,119 32,585 34,857

1人当たり処理経費 円/人 11,144 11,686 12,335 12,390 12,788

円/世帯 25,400 26,410 27,576 27,445 28,0001世帯当たり処理経費

世帯数

区分 単位

実績値

ごみ総処理量

1t 当たり処理経費

人　口

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2012 （H24） 2013 （H25） 2014 （H26） 2015 （H27） 2016 （H28）

1t 当たり処理経費 1人当たり処理経費 1世帯当たり処理経費

（円）

（２）ごみ 1ｔ当たり及び 1人（世帯）当たりの処理経費の推移

2016(平成 28)年度のごみ処理経費の総額について、ごみ 1ｔ当たりでみると 34,857 円/ｔと

なっており、市民 1人当たりでは 12,788 円/人、1世帯当たりでは 28,000 円/世帯となります。

また、この 5年間の推移でみると、ごみ 1ｔ当たりの処理経費は増加する傾向にあります。

表 3-4-9 ごみ 1ｔ当たり、1人（世帯）当たり処理経費の実績

図 3-4-5 ごみ 1ｔ当たり、1人（世帯）当たり処理経費の推移
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（単位：ｇ/人日 ）

全国平均 岡山県平均 玉野市

925 979 1,066

646 657 830
( 69.8% ) ( 67.1% ) ( 77.9% )

278 322 236
( 30.1% ) ( 32.9% ) ( 22.1% )

－ 54 141

-54 － 87

20.3% 28.8% 15.2%

区分

1人1日当たりごみ総排出量

全国平均との差

岡山県平均との差

資源化率　

生活系ごみ原単位

事業系ごみ原単位

第５節 廃棄物処理システムによる比較評価

１．国、県及び県内市町村との比較

（１）国及び県との比較

2016(平成 28)年度における全国平均及び県平均の 1人 1日当たりごみ総排出量、資源化率（資

源化量/ごみ総排出量）については、以下に示すとおりです。

本市の 1人 1日当たりごみ総排出量は 1,066ｇで、全国平均（925ｇ/人日）とは 141ｇ、県平

均（979ｇ/人日）とは 87ｇほど多くなっています。また、本市のごみ排出量の特徴としては、

全国平均や岡山県平均に比べて生活系ごみの排出割合が高いことがあげられますが、生活系、事

業系のいずれについても、より一層の減量が必要です。

一方、資源化率は 15.2％、全国平均（20.3％）とは 5.1 ポイント、県平均（28.8％）とは 13.6

ポイント低くなっています。なお、全国的に資源化率が高い自治体では、資源ごみの分別品目が

多く、焼却灰のリサイクル（セメント原料化）等に取り組んでいます。

表 3-5-1 1 人 1日当たりごみ総排出量の比較

注）環境省「一般廃棄物処理実態調査結果（2016(平成 28)年度実績）」をもとに作成。

（２）岡山県内の市町村との比較

環境省の一般廃棄物処理実態調査結果（2016(平成 28)年度実績）をもとに、1人 1 日当たり

ごみ総排出量、資源化率、1人 1日当たり最終処分量について、県内の市町村と比較すると、以

下に示すとおりです（一般廃棄物処理実態調査は 10月 1 日付け人口を用いているため、他の図

表の数値と異なっています）。

本市は、資源化率では 15.2％で、県平均（28.8％）より 13.6 ポイント低いものの、県内では

中位に位置しています。

一方、ごみ総排出量、最終処分量の２項目については、それぞれ 1,058ｇ/人日、196ｇ/人日

で、いずれも県平均（ごみ総排出量：979ｇ/人日、最終処分量：43ｇ/人日）を上回っており、

県内では最下位に位置しています。とりわけ、最終処分量は県平均の 4.6 倍も多く排出されて

おり、処分量削減に向けた取り組みを進める必要があります。
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図 3-5-1 ごみ総排出量の県内市町村比較（2016(平成 28)年度実績）

図 3-5-2 資源化率の県内市町村比較（2016(平成 28)年度実績）
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図 3-5-3 最終処分量の県内市町村比較（2016(平成 28)年度実績）

２．類似団体との比較

環境省が公開している「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」と一般廃棄物処理実

態調査結果（2015(平成 27)年度実績）を用いて、類似団体と比較した結果を以下に示します。

ここで、類似団体とは、市町村の財政比較分析表に基づき、人口が 50,000～100,000 人、第 2

次・第 3次産業の人口比が 95％以上かつ第 3次産業の人口比が 65％未満の自治体（該当 49 市）

のことです。

なお、図に示すレーダーチャートは、類似団体の平均値を 100 とする指数で表わしており、数

値が大きくなるほど良好な結果を示しています。

本市は、「人口 1人当たり年間処理経費」や「最終処分減量に要する費用」などコスト面では

やや高い評価（プラス評価）となっていますが、「人口 1人 1日当たりごみ総排出量」、「廃棄物

からの資源回収率（RDF・セメント原料化等を除く）」、「廃棄物のうち最終処分される割合」では

低い評価（マイナス評価）となっています。

特に「廃棄物のうち最終処分される割合」については、平均を大きく下回っており、処理コス

トとのバランス等も考慮しつつ、ごみの減量・リサイクル対策の徹底・強化を図っていく必要が

あります。
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(g/人･日) (％) (％) (円/人･年) (円/t)

1,119 15.3 19.5 11,635 33,026
類似団体 平均 945 18.3 9.4 12,588 37,649
（49市） 最大 1,237 42.2 20.8 20,856 66,729

最小 703 5.8 0 5,894 17,172

81.6 83.6 -7.9 107.6 112.3指数

人口一人当たり年
間処理経費

最終処分減量に要
する費用

玉野市

標準的な指標
人口一人一日当た
りごみ総排出量

廃棄物からの資源
回収率(RDF・セメ
ント原料化等除く)

廃棄物のうち最終
処分される割合
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資料：平成27年度一般廃棄物処理実態調査結果

類似市町村数 49岡山県玉野市

図 3-5-4 類似団体との比較（2015(平成 27)年度実績）

注) 一般廃棄物処理実態調査は 10 月 1 日付け人口を用いているため、他の資料の数値と異なっています。
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項目

実施期間 ２０１８(平成３０)年７月２４日（調査票発送）～８月１３日（回答期限）

実施方法 郵便による送付及び回収（ 無記名式 ）

調査対象 市内一般家庭　：　２，０００　件（１８歳以上に無作為抽出）

回収状況 回収数 ： ７２２件 （３６．１％）， 有効回答 ： ７１３件 （３５．７％）

内容

第６節 市民の廃棄物に関する意識調査

現行計画の中間見直しに当たって、市民のごみ処理に関する関心度、ごみの減量化・資源化等

で日ごろ取り組んでいること、行政に望むこと等を把握し、計画改定の基礎資料とすることを目

的として、アンケート調査を実施しました。

１．アンケート調査の概要

アンケート概要を、以下に示します。

表 3-6-1 アンケート調査の概要

２．アンケート調査結果の概要

アンケート結果の概要は、以下に示すとおりです。

ごみ収集や処理・処分などごみ問題については、前回調査（2012(平成 24)年度 85.7％：非常

にある 22.9％＋ある程度ある 62.8％）と同様、高い関心（87.3％：大いにある 30.5％＋ある程

度ある 56.8％）を示しています。

日ごろ困っていること・気になっていることは、回答の半数以上が「ごみ出しマナー違反（分

別・曜日等）」（55.7％）、「ごみのポイ捨て・不法投棄」（53.8％）をあげています。

ごみの減量化で日ごろ取り組んでいることとしては、「シャンプー、洗剤などの購入時は、詰

め替え製品を選んでいる」（75.6％）や「生ごみは、水切りしてから捨てている」（74.1％）が上

位にあげられています。逆に全くしていないことでは、「生ごみを堆肥化している」（62.2％）が

あげられています。

「食品ロス」については、市民の認知度がかなり高い（言葉も意味も知っている 70.0％、言

葉は知っているが意味は知らない 18.9％）と考えられます。

資源ごみの分別行動については、古紙類（新聞・雑誌・段ボール等）、缶類、ペットボトル、

びん類は、いずれも 8割以上（84.6～92.6％）が資源ごみに出しています。一方で、「古布類」

については、6割以上（64.1％）がごみとして出している状況です。

ごみの有料化に関しては、半数以上の市民が肯定的（55.0％：賛成である 8.3％＋ある程度は

やむをえない 46.7％）に受け止めており、前回調査（2012(平成 24)年度 38.2％：賛成である

4.9％＋ある程度はやむをえない 33.3％）を上回っています。

市への強い要望（「非常に思うこと」）として、半数以上が「食品ロス削減に向けた対策の充実」
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設問番号 質問内容 回答率

問2-1
ごみ収集、処理に
ついての関心度

大いにある（30.5%）、 ある程度ある（56.8%） 87.3%

ごみ分別収集カレンダー 78.8%

ごみ分別辞典 43.1%

市の広報や回覧板 38.2%

ごみ出しのマナー違反（分別・曜日等） 55.7%

ごみのポイ捨て・不法投棄 53.8%

知っている 60.3%

聞いたことはあるが、違いはわからない 30.5%

知らない（わからない） 9.1%

シャンプーなどは詰め替え製品を選んで購入 75.6%

生ごみは、水切りをしてから捨てる 74.1%

全くしていない 生ごみを堆肥にしている 62.2%

言葉も意味も知っている 70.0%

言葉は知っているが意味は知らない 18.9%

雑誌・雑紙等 92.6%

段ボール 91.9%

缶類（スチール、アルミ） 89.8%

新聞・チラシ 88.3%

ペットボトル 87.6%

びん類 84.6%

ごみとして出して
いる

古布類 64.1%

特に問題はない 43.1%

手間（水洗い、紐かけなど）がかかる 29.1%

家庭での保管場所がない 25.2%

分別区分がわかりにくい 23.4%

賛成である（8.3%）、ある程度はやむをえない（46.7%） 55.0%

反対である 34.4%

食品ロスの削減に向けた対策の充実 55.5%

高齢者や障がい者等ごみ出しが困難な世帯への支援 53.3%

生ごみの水切り運動の推進 49.4%

景観を損ねる空き家・ごみ屋敷等への対策強化 47.0%

玉野市環境美化推進員の周知・育成の充実 49.7%

ごみ減量化・資源化協力店設置の促進 49.1%
やや思う

非常に思う

問4-2 市に望むこと

「食品ロス」という
言葉について

問3-2

資源ごみとして
出している

問3-4
ごみや資源ごみの
分別で負担に感じ
ていること

資源ごみ分別・回
収等の日ごろとっ
ている行動

問3-3

主な回答内容　[（　）内は全回答者に対する割合 ]

ごみ処理有料化へ
の意見

問4-1

下水道、合併浄化
槽、単独浄化槽、く
み取りの違い

問2-4

いつもしているごみ減量化で日ご
ろ取り組んでいる
こと

問3-1

ごみ収集、処理に
ついての情報源

問2-2

多かった回答
ごみ問題で、日ご
ろ困っていること

問2-3

（55.5％）や「高齢者や障がい者等ごみ出しが困難な世帯への支援」（53.3％）をあげています。

また、半数近くは「生ごみの水切り・ひと絞り運動の推進」（49.4％）や「景観を損ねる空き家・

ごみ屋敷等への対策強化」（47.0％）をあげています。

表 3-6-2 アンケート調査結果の概要
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第７節 ごみ処理に関する課題

１．現行計画の目標達成状況

数値目標の達成状況【中間評価】については、表 3-7-1 に示すとおりです。

数値目標に対しては、目標年度の 2023 年度までは 5年余りを残していますが、中間見直しの

現状（2016(平成 28)年度）においては、いずれの項目も目標を達成していません。

（１）1人 1日当たりごみ総排出量（総排出量）

現状のごみ総排出量は 1,066ｇ/人日で、現行計画の基準年度（1,093ｇ/人日）に対しては約

2.5％減少しているものの、目標の 929 g/人日には 137ｇほど多く、現状のままの推移では目標

達成は難しい見込みです。

（２）1人 1日当たり生活系ごみ排出量

現状の生活系ごみ排出量は 830ｇ/人日で、基準年度（868ｇ/人日）に対しては、やや減少（▲

4.4％）していますが、目標の 738 g/人日には 92ｇほど多く、ごみ総排出量と同様に、現状の

ままの推移では目標達成は難しい見込みです。

（３）資源化率

現状の資源化率は 15.2％で、基準年度（16.9％）に対しては、1.7 ポイント低下しており、目

標の 20％以上との差は 4.8 ポイントに拡がっています。近年、集団回収量の減少とともに、事

業者による民間リサイクルルート（ポイント制の古紙回収等）が活発化するなど、現状のままで

は目標達成はかなり難しい見込みです。

（４）最終処分量

現状の最終処分量は 4,402ｔで、基準年度（4,532ｔ）に対しては、130ｔ（▲2.9％）減少し

ていますが、目標の 3,399ｔ以下には 1,003ｔほど多く、目標達成はかなり難しい見込みです。

表 3-7-1 現行計画の数値目標の達成状況

基準年度 現　状

2012(平成24)
年度

2016(平成28)
年度

1人1日当たりごみ総
排出量（g/人日）

1人1日当たり生活系ごみ
排出量（g/人日）

未達成
【基準年度に対して25％以上の削減】

資源化率（％） 16.9 15.2 20 以上 × 未達成

最終処分量（t/年） 4,532 4,402
3,399 以下

×

868 830
738 以下

× 未達成
【基準年度に対して15％以上の削減】

区　　分

目標値

 中間評価
2023年度

1,093 1,066
929 以下

× 未達成
【基準年度に対して15％以上の削減】
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区分 施　策 取　組 実施の有無

①ごみの現状に関する情報提供 ○
②市民の取り組みに関する情報提供 ○
③ごみ分別辞典の充実 ○
④転入者等への啓発 ○
⑤学校における環境学習 ○
⑥学習機会の創出 ○
⑦施設見学の充実 ○
⑧地域における活動の活性化 ○
⑨「環境美化推進員」の活用 ○
⑩事業者の発生抑制・資源化の指導 ○
⑪優良事業者の表彰 ×
①過剰包装品等の購入自粛 ○

②使い捨て品の使用抑制及び再生品の使用促進 ○

③発生源における排出抑制 ×

④過剰包装の抑制 ×

⑤使い捨て容器の使用抑制及びリターナブル容器への転換 ×

⑥多量排出事業者に対する情報提供 ×
①資源物の分別収集及び集団回収への協力 ○
②生ごみの減量化・堆肥化の促進 ○
③食品リサイクル法の普及啓発 ×
④リサイクルプラザの有効活用 ○
⑤不用品活用銀行の充実 ○
⑥店頭回収等の実施 ○
⑦事業者回収の促進 ×
⑧分別品目の見直し ×
⑨廃食用油のリサイクル及びBDFの活用 ○
⑩小型家電製品のリサイクル ○
⑪グリーン購入の促進 ○
⑫焼却残さ等の資源化 ×
①ごみステーションの管理の徹底 ○
②適正なごみ収集運搬業の指導 ○
③戸別収集（ふれあい収集）の検討 ○
④ごみ収集の民間活用の充実 ○

そ
の
他

適正な管理の推進

収集サービスの効率
化

発
生
・
排
出
抑
制

市民への取り組み支
援

事業者への取り組み
支援

リ
サ
イ
ク
ル

リサイクル推進に向
けた啓発普及

リサイクル推進に関
する仕組みの活用

事業者との協力によ
るリサイクルの推進

新たなリサイクルシス
テムの構築

環
境
教
育
・
普
及
啓
発

市民への積極的な情
報発信

正しいごみ分別の推
進

環境学習の充実

地域と協働による取
り組み

事業者への啓発

２．現行計画の施策等の実施状況

施策等の実施状況については、表 3-7-2 に示すとおりです。なお、施策等においては、取組実

施の有無（○：実施、×：未実施【情報収集段階のものを含む】）によって中間評価を行いまし

た。

全体的には、情報提供等の普及啓発については、市民向けを中心に毎年度継続的に実施してい

ますが、発生・排出抑制やリサイクルへの取組では、未実施（特に事業者向け）となっているも

のが多くあります。

これら未実施の施策等については、後期計画期間内（2023年度までの 5年間）の実施に向け具体

的な検討を行う必要があります。

表 3-7-2 現行計画の施策等の実施状況（2014(平成 26)～2016(平成 28)年度実績）
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３．発生・排出抑制及び資源化、最終処分等に関する課題

（１）1人 1日当たりごみ排出量削減（排出抑制）の推進

今後、本市においても人口減少・超高齢社会の到来が予測されることから、ごみ排出量も自

然に減少していくものと思われますが、市民一人ひとりがごみ減量に主体的に取り組んでいく

ことが重要です。

① 生活系ごみ（主に家庭ごみ）

ごみ総排出量の約 8割を占める生活系ごみのうち、とりわけ家庭ごみ排出量（可燃ごみ）につ

いては、ごみになるものを減らす発生回避や排出抑制（使い捨てプラスチック製品の使用抑制、

食品ロス削減、生ごみの水切り等）に努めるとともに、ごみと資源物の分別を徹底するなど、市

民の取り組みを強化する必要があります。また同時に、より大きな効果が得られる施策（ごみ処

理の有料化制度等）の導入についても検討すべき時期にきているものと思われます。

② 事業系ごみ（主に可燃ごみ）

事業系ごみは、ごみ総排出量の約 2 割の水準にありますが、その排出量は増減を繰り返しな

がら推移しており、継続的な減少傾向はみられません。特に可燃ごみについては、家庭ごみと同

様に排出量の大半を占めており、事業者による排出抑制やごみと資源物の分別徹底など、より一

層進める必要があります。また、事業者によるごみ減量の取り組みを促進するため、本市独自の

減量化目標の設定についても検討する必要があります。

（２）資源化の推進

資源化率は、ここ数年減少する傾向にあり、前述の目標達成状況（中間評価）のとおり、現状

で目標（20％以上）との差は 4.8 ポイントに拡がっています。目標年度（2023 年度）まで５年

余りを残すのみとなっており、より効果が得られる施策を導入することが不可欠です。

① 生活系ごみ（主に集団回収量や資源ごみ）

市民による取り組みを拡大・発展させるため、資源物の分別の徹底に向けた啓発活動、生ごみ

コンポスト容器の普及、集団回収の報奨金対象品目の追加、店頭・拠点回収やリサイクルプラザ

など市の資源化施設での民間や行政の役割（リサイクル機会の増大に向けた協働）等について検

討する必要があります。

コンポスト容器設置数（補助金交付実績）

◆コンポスト容器（購入金額の 1/2、上限 3,000 円まで）

1994(平成 6)年度～2016(平成 28)年度：1,484 件、累計 2,012 基

◆電気式生ごみ処理機購（購入金額の 1/2、上限 10,000 円まで）

2001(平成 13)年度～2016(平成 28)年度：173 件、累計 173 基

② 事業系ごみ（主に可燃ごみや資源ごみ）

焼却対象となる可燃ごみの減量、紙・木くず類など資源物の分別の徹底をより一層促進するた

め、市の焼却工場での受入料金の改定や資源物の搬入禁止等について検討するとともに、中小の
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事業所がまとまって資源物を回収する仕組みづくりやリサイクルプラザの活用（事業系の受入）

などについても検討する必要があります。

また、市庁舎等から排出される事業系ごみについては、市自らが大規模事業所のごみ減量推進

のモデルとなるよう、職場単位でのごみ減量、資源物の分別徹底等に努めます。

（３）最終処分量の削減

最終処分量は、増減を繰り返しながらも 2014(平成 26)年度以降は減少する傾向にあります

が、前述の目標達成状況（中間評価）のとおり、現状で目標（3,399ｔ以下）との差が大きく、

一層の埋立処分量削減に向けた取り組みを進める必要があります。

特に焼却残さの埋立量は、増加する傾向にあることから、上述のごみ減量・資源化対策を推進

することで、焼却残さの削減効果（焼却量の減少）だけでなく、焼却に伴う温室効果ガスの削減

にも寄与するものと期待されます。

４．収集・運搬体制に関する課題

ごみの収集については、本市は 10 種分別排出（収集）を基本としており、今後、可燃ごみや

不燃ごみを減量するためには、分別の徹底により資源ごみの抽出量を増やす必要があります。

そこで、より資源化を進めるために、資源物の品目を増やすこと等が考えられますが、分別収

集品目の増加には、市民の負担や収集・運搬体制を含めて検討する必要があります。

５．中間処理及び最終処分体制に関する課題

（１）中間処理施設

本市の中間処理は、東清掃センター（焼却施設）、粗大ごみ処理施設及びリサイクルプラザ等

で実施していますが、いずれの施設も長期間にわたり稼働していることから、日常の適正な維

持・管理を行うことで施設機能の低下や損傷等を速やかに把握し、必要に応じて様々な施設整備

を施すことが重要です。

とりわけ、稼働後 40 年が経過する東清掃センター（焼却施設）については、広域ごみ処理施

設（2025 年度稼働予定）への統合に向け、岡山ブロックごみ処理広域化を着実に進めていく必

要があります。

（２）最終処分場

本市の最終処分場においては、焼却残さ、処理残さ及び不燃物等を埋立処分しています。

最終処分においては、ごみの減量化・資源化を推進することで、埋立ごみを出来るだけ減量化

し、最終処分場の延命化を図ることが、今後のごみ処理行政の最重要課題の一つとなっていま

す。

今後とも、周辺河川等の環境調査を継続的に実施し、その情報を公開することで、安全・安心

な処分体制を確保しつつ、埋立処分量の一層の削減を図るため、焼却残さの資源化（セメント原

料化等）を検討するなど、適正な維持管理を行っていく必要があります。
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ご み 処 理 量

(ｔ/年)

事業系ごみ

(ｔ/年)

現状施策を維持した

場合の推計結果

減量目標を達成した

場合の推計結果

ごみ発生(排出)抑制 (減量目標)

生活系ごみ

(ｔ/年)

ご み 発 生 量

(ｔ/年)

生活系ごみ原単位

(ｇ/人･日)

将 来 人 口

(人) (ｇ/人･日)

事業系ごみ原単位

ご み 発 生 量

第８節 人口及びごみ量等の設定

１．将来人口及びごみ量の推計方法

将来人口及びごみ量の推計方法については、以下に示すとおりです。

まず、将来人口及び現状施策を維持した場合の将来ごみ量を推計します。次に、減量目標を設

定し、その目標を達成した場合の将来ごみ処理量を推計します。

ごみ発生量（ごみ総排出量）の将来予測については、トレンド法（時系列解析法：過去の実績

データをもとに時系列的なトレンドを抽出し、この傾向に最もよく適合する傾向曲線を当ては

めて推計する方法）により推計を行います。なお、トレンド法で用いる傾向曲線（推計式）には

いくつかの種類がありますが、ここでは「ごみ処理施設構造指針解説」（公益社団法人全国都市

清掃会議）に示されている式のうち、直線式、対数式、べき乗式、指数式の 4種類を用い、実績

の推移なども考慮のうえ適切な推計式を採用します。

図 3-8-1 推計の手順

傾向曲線 推計式 特 徴

直線式 Y＝aX＋b 一定の値で増減する場合に用いる式

対数式 Y＝a LnX＋b
徐々に増減していくような曲線的推移を示す場合に

用いられる式
べき乗式 Y＝bXa

指数式 Y＝b expax
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実績値

区分 単位 2016 2018 2019
(H28) (H30) (H31)

人　口 人 60,930 59,976 59,504 59,036 58,364 57,700 57,044

予測値

2020 2021 2022 2023

２．将来人口の推計

計画条件となる将来人口（総人口）は、「玉野市総合計画（2019(平成 31)年 4 月）」の将来人

口（2020 年：59.0 千人、2025 年：55.8 千人）を用いることとします。

なお、推計値間（2017(平成 29)～2019(平成 31)年、2021～2023 年）の年度については、実績

値（2016(平成 28)年）、目標推計（2020 年、2025 年）をもとに内挿補間を行いました。

表 3-8-1 将来人口の推計結果

図 3-8-2 人口の将来展望（将来人口の目標推計）

資料：玉野市 政策財政部総合政策課「玉野市総合計画（2019(平成 31)年 4 月）」
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2012
（H24）

2016
（H28）

2018
（H30）

2023

人 64,100 60,930 59,976 57,044

可燃ごみ t/年 14,592 13,451 13,091 11,817

不燃ごみ t/年 1,155 1,116 1,073 981

粗大ごみ t/年 447 519 503 459

資源ごみ t/年 2,218 2,016 1,970 1,775

集団回収 t/年 1,886 1,362 1,313 1,190

計 t/年 20,298 18,464 17,950 16,222

可燃ごみ t/年 4,442 4,773 4,816 4,593

不燃ごみ t/年 710 369 372 355

粗大ごみ t/年 72 76 66 63

資源ごみ t/年 40 33 22 21

計 t/年 5,264 5,251 5,276 5,032

t/年 25,562 23,715 23,226 21,254

原単位
※ g/人・日 1,093 1,066 1,061 1,018

※原単位：1人1日当たりの総ごみ排出量

事
業
系

ごみ総排出量

実績値 予測値

区分 単位

人口

生
活
系

３．ごみ発生量の推計

ごみ発生量（ごみ総排出量）の将来予測については、現状の分別区分、収集体制のままで推移

するものとして推計を行っています。予測結果によると、2023 年度の総ごみ発生量は 2万 1,254

ｔで、現状（2016(平成 28)年度）に対して約 10％減少するものと見込まれます。

表 3-8-2 ごみ発生量（ごみ総排出量）の予測結果

図 3-8-3 将来ごみ発生量（ごみ総排出量）の推移

17,950 17,684 17,302 16,915 16,533 16,222

5,276 5,248 5,194 5,134 5,075 5,032

1,061 1,053 1,044 1,035 1,026 1,018
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生活系ごみ 事業系ごみ 1人1日当たり排出量

（ｇ/人・日）（t/年）

23,226 22,932 22,496 22,049 21,608 21,254
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第９節 減量化・資源化目標

１．国の目標

（１）国の基本方針

2016(平成 28)年 1 月に改正された国の基本方針では、一般廃棄物の減量化の目標を以下のと

おり設定しています。

表 3-9-1 国の基本方針における一般廃棄物の減量化の目標

資料：環境省 「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（2016(平成 28)年 1 月 21 日改正）」をもとに作成。

（２）第四次循環型社会形成推進基本計画

2018(平成 30)年 6 月に閣議決定された第四次循環型社会形成推進基本計画では、一般廃棄物

の減量化に関する数値目標や国及び各主体の取組の方向性等を設定しています。

表 3-9-2 第四次循環型社会形成推進基本計画における一般廃棄物の減量化目標

資料：環境省 「第四次循環型社会形成推進基本計画（2018(平成 30)年 6 月）」をもとに作成。

指 標 2020 年度目標

排出量（ごみ総排出量） 現状（2012(平成 24)年度）に対し、約 12％削減

1人 1 日当たり家庭ごみ排出量 500ｇ/人日 ※資源ごみ、集団回収量を除く

再生利用率 現状（2012(平成 24)年度：約 21％）から約 27％に増加

最終処分量 現状（2012(平成 24)年度）に対し、約 14％削減

指 標 2025 年度目標

一般廃棄物の減量化 1 人 1日当たりのごみ排出量（ごみ総排出量） 約 850ｇ/人日

1人 1日当たりの

家庭系ごみ排出量

家庭からの 1人 1 日当たりごみ排出量

※資源ごみ、集団回収量を除く

約 440ｇ/人日

事業系ごみ排出量 事業系ごみの総量 約 1,100 万トン
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表 3-9-3 第四次循環型社会形成推進基本計画における各主体の取組の方向性（抜粋）

資料：環境省 「第四次循環型社会形成推進基本計画（2018(平成 30)年 6 月）」をもとに作成。

●持続可能な社会づくりとの統合的取組

【将来像】

・誰もが、持続可能な形で資源を利用でき、環境への負荷が地球の環境容量内に抑制され、健康で安全な生活

と豊かな生態系が確保された世界

・環境的側面、経済的側面、社会的側面を統合的に向上

●多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化

【将来像】

・循環資源、再生可能資源、ストック資源を活用し、地域の資源生産性の向上、生物多様性の確保、低炭素化、

地域の活性化等

・災害に強い地域でコンパクトで強靭なまちづくり

●ライフサイクル全体での徹底的な資源循環

【将来像】

・第四次産業革命により、「必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する」ことで、

ライフサイクル全体で徹底的な資源循環を行う

●適正処理の更なる推進と環境衛生

【将来像】

・廃棄物の適正処理のシステム、体制、技術が適切に整備された社会

・海洋ごみ問題が解決に向かい、不法投棄等の支障除去が着実に進められ、空き家等の適正な解体・撤去等に

より地域環境の再生が図られる社会

・東日本大震災の被災地の環境を再生し、未来志向の復興創生

●万全な災害廃棄物処理体制の構築

【将来像】

・自治体レベル、地域ブロックレベル、全国レベルで重層的に、平時から廃棄物処理システムの強靭化を図り、

災害時に災害廃棄物等を適正かつ迅速に処理できる社会

●適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進

【将来像】

・適正な国際資源循環体制の構築、我が国の循環産業の国際展開により、資源効率性が高く、健康で安全な生

活と豊かな生態系が確保された世界

●循環分野における基盤整備

【将来像】

・情報基盤が整備・更新され、必要な技術の開発が継続的に行われ、人材が育成され、多様な主体が高い意識

を持って、行動する社会
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（３）廃棄物処理施設整備計画

2018(平成 30)年 6 月に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画では、一般廃棄物処理施設に

関する目標及び指標を以下のとおり設定しています。

表 3-9-4 廃棄物処理施設整備計画における一般廃棄物処理施設の指標及び目標

資料：環境省 「廃棄物処理施設整備計画（2018(平成 30)年 6 月）」をもとに作成。

２．岡山県の目標

第 4次岡山県廃棄物処理計画では、一般廃棄物の減量化の目標を以下のとおり設定していま

す。

表 3-9-5 第 4次岡山県廃棄物処理計画おける一般廃棄物の減量化の目標

資料：岡山県 「第 4 次岡山県廃棄物処理計画（2017(平成 29)年 3 月）」をもとに作成。

指 標 2022 年度目標

ごみの発生量を減らし、循環的な利用

を推進するとともに、減量効果の高い

処理を行い、最終処分量を削減し、着

実に最終処分を実施する。

ごみのリサイクル率

21％（2017(平成 29)年度見込み） → 27％

一般廃棄物最終処分場の残余年数

2017(平成 29)年度の水準（20 年分）を維持

焼却せざるを得ないごみについては、

焼却時に高効率な発電を実施し、回収

エネルギー量を確保する。

期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値

19％（2017(平成 29)年度見込み） → 21％

廃棄物エネルギーについて、地域を含めた外部に供給して

いる施設の割合

40％（2017(平成 29)年度見込み） → 46％

指 標 2020 年度目標

ごみ総排出量 935ｇ/人日

1人 1 日当たり家庭ごみ排出量 500ｇ/人日 ※資源ごみ、集団回収量を除く

再生利用率（リサイクル率） 32.7％

最終処分量 86.5ｔ/日（参考値 46.3ｇ/人日）
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集団回収

資源物 増やしたい

可燃ごみ

不燃ごみ 減らしたい

粗大ごみ

資源物 増やしたい

可燃ごみ

不燃ごみ 減らしたい

粗大ごみ

現行計画の目標項目
（2023年度目標）

ごみ分別区分

一
人
一
日
当
た
り
ご
み
総
排
出
量

9
2
9
グ
ラ
ム

一
人
一
日
当
た
り

生
活
系
ご
み
排
出
量

7
3
8
グ
ラ
ム

生
活
系
ご
み

家庭ごみ
排出量

事
業
系
ご
み

事業所ごみ
排出量

基準年度 現　状

2012(平成24)
年度

2016(平成28)
年度

資源化率（％） 16.9 15.2 20 以上（21.7）

最終処分量（t/年） 4,532 4,402
3,399 以下（3,397）

【現状に対して23％以上の削減】

1人1日当たり事業所ごみ
223 235

181 以下（  3,857 t/年）

排出量（g/人日） 【現状に対して23％以上の削減】

1人1日当たり家庭ごみ
692 678

560 以下（ 11,934 t/年）

排出量（g/人日） 【現状に対して17％以上の削減】

1人1日当たり生活系ごみ
868 830

738 以下（ 15,728 t/年）

排出量（g/人日） 【現状に対して11％以上の削減】

区　　分

目標値

2023年度

1人1日当たりごみ　　　　　
1,093 1,066

929 以下（ 19,798 t/年 ）

総排出量（g/人日） 【現状に対して約13％の削減】

３．玉野市の目標

（１）ごみ処理目標の設定

現行計画の目標数値に対しては、いずれの項目も現状（2016(平成 28)年度）で未達成の状況

にあることから、2023 年度の目標達成に向けて取り組みを一層加速させることとします。

このため、ごみ減量等の目標については、資源ごみや集団回収等を含むごみ総排出量や生活

系ごみ排出量といった一括りではなく、「減らす対象（ごみ）」をより明確にし、また、市民・

事業者の各主体が努力の度合いを評価しやすいよう新たに「家庭ごみ排出量（1人 1日当た

り）」と「事業所ごみ排出量（1人 1日当たり）」にそれぞれ区分しました。

表 3-9-6 玉野市における減量化・資源化等の目標

注） 目標値の（ ）内は参考値を示す。
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（２）生活系ごみの減量化・資源化の目標

1 人 1 日当たり家庭ごみ排出量を、現状（2016(平成 28)年度）の 678g から 118g（率にして

17％以上）削減して、2023 年度までに 560g を目指します。

市民一人ひとりのごみ減量等の取り組みとしては、例えば、減量チャレンジモデルに示すよ

うに、様々な組合せが考えられます。

減量チャレンジモデル → ①＋⑤×茶碗 1/2 杯＋⑥＋⑫（単身世帯の場合）

★125～157 g/人日の削減（=①＋⑤×1/2＋⑥＋⑫） ＞ 118 g/人日

★ リフューズ【 不要品を買わない・貰わない 】

①マイバッグを持参し、レジ袋を断る。（ 1枚：約 5～7g ）

②過剰包装を断る。（ 包装紙１枚：約 10～40g ）

③割り箸は使わない。（ 1膳：約 4～5g ）

★ リデュース【 発生を抑制する 】

④食品を買いすぎない。（ タマネギ 1個：約 200g、アスパラ 1束：約 100g ）

⑤食べ残しをなくす。（ 茶碗 1杯：約 140g、食パン 1枚：約 60g ）

⑥生ごみのひとしぼり。（ 1世帯当たり：約 20～40g ）

★ リユース【 再使用する 】

⑦詰替え可能な商品を買う。（ 洗剤・シャンプーボトル：約 30～50g ）

⑧修理して使えるものは捨てずに修理して使う。

⑨ペットボトル等の容器は再使用※する。（ 2ℓ 1 本：約 60g、500mℓ 1 本：約 20～30g ）

※安全・衛生上の観点から、飲料容器としての再使用は避けてください。

⑩子供用品はリサイクルプラザに出す。（ ベビーカー1台：約 4,000～8,000g ）

★ リサイクル【 分別を徹底し、再生利用する 】

⑪食品トレイは店頭回収へ出す。（ 1枚：約 3～4g ）

⑫牛乳パックは店頭回収へ出す。（ 1ℓ 1 枚：約 30～40g ）

⑬缶類は資源ごみ、集団回収等に出す。（ 1缶：スチール缶約 30g、アルミ缶約 20g ）

⑭びん類を資源ごみに出す。（ 200mℓ 1 本：約 350～400g、1ℓ 1 本：約 750g ）

⑮ペットボトルは資源ごみに出す。（ 2ℓ 1 本：約 60g、500mℓ 1 本：約 20～30g ）

⑯新聞や雑誌は資源ごみ、集団回収等に出す。（ 朝刊 1日分：約 140g、雑誌：約 400～600g ）

⑰古着は集団回収に出す。（ セーター：約 300g、ジーンズ：約 800g ）

678 g /人日

【2016 年度】

560 g /人日

【2023 年度】
１１８g/人日の削減
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（３）事業系ごみの減量化・資源化の目標

1 人 1 日当たり事業所ごみ排出量を、現状（2016(平成 28)年度）の 235g から 54g（率にし

て 23％以上）削減して、2023 年度までに 181g を目指します。

なお、事業所ごみは、その業種・業態や規模によって排出量に大きな差があります。また、

指標の 1人当たりは総人口のため、これを従業者 1人 1日当たり（総務省統計局「2016 年経済

センサス活動調査」従業者数：23,010 人）に換算すると、現状（2016(平成 28)年度）は 621g

で、2023 年度は 458g となり、この間の削減量は 163g（率にして 26％以上）となります。

事業所でのごみ減量等の取り組みとしては、例えば、減量チャレンジモデルに示すように、

様々な組合せが考えられます。

減量チャレンジモデル → ⑪＋⑫＋⑬（従業員 10 名・1週間分の場合）

★12～14 kg/週の削減（=⑪＋⑫＋⑬） ＞ 11.41 kg/週（=163×10 人×7日）

★ リデュース【 発生を抑制する 】

①「玉野市ごみ減量化・資源化協力認定店舗」に登録する。

②量り売りやバラ売りを促進する。

③過剰包装の自粛、包装を簡素化する。（ 包装紙１枚：約 10～40g ）

④マイバッグ持参を推奨する。（ レジ袋１枚：約 5～7g ）

⑤使い捨ての食器・容器類は使用しない。

⑥ミスコピー紙、使用済み用紙の裏面利用、両面コピーを励行する。

★ リユース【 再使用する 】

⑦詰め替え用商品等の品揃えを増やす。（ 洗剤・シャンプーボトル：約 30～50g ）

⑧オフィス家具や OA 機器類はリユース品を積極的に活用する。

⑨備品など修理して使えるものは捨てずに修理して使う。

⑩ファイルなど繰り返し使用できる事務用品は再使用する。

★ リサイクル【 分別を徹底し、再生利用する 】

⑪OA用紙を資源ごみに出す。（ A4 ｻｲｽﾞ 500 枚×3束：約 6,000g ）

⑫段ボールを資源ごみに出す。（ 10 枚：約 5,000～7,000g ）

⑬新聞を資源ごみに出す。（ 1週間分：約 1,000g ）

⑭機密書類等シュレッダー屑をリサイクル業者回収に出す。（ 45ℓ 袋：約 3,000g ）

⑮びん類、缶類を資源ごみに出す。（ 45ℓ 袋：びん類約 10,000g、缶類 約 4,000g ）

⑯厨房の生ごみをリサイクル業者に出す。（ 45ℓ 容器：約 20,000g ）

235 g /人日

【2016 年度】

181 g /人日

【2023 年度】
５４g/人日の削減
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目標値  

2023年度

ごみ総排出量（t/年） 25,562 23,715 （19,798）

資源化量（t/年） 4,323 3,593 （4,292）

集団回収量（t/年） 1,886 1,362 （1,215）

直接資源化量（t/年） 367 595 （285）

処理後資源化量（t/年） 2,070 1,636 （2,792）

資源化率（％） 16.9 15.2 20以上（ 21.7）

最終処分量（t/年） 4,532 4,402 3,399以下（3,397）

直接埋立量（t/年） 1,362 1,054 （876）

焼却残さ埋立量（t/年） 2,875 3,042 （2,249）

処理残さ埋立量（t/年） 295 306 （272）

区　　分
2016(平成28)年度2012(平成24)年度

現  状基準年度

（４）資源化率及び最終処分量の目標

市民・事業者によるごみ減量化・資源化の取り組みや、市の処理施設での資源化等をこれま

で以上に進めることで、資源化率を現状（2016(平成 28)年度）の 15.2％から、2023 年度まで

に 699ｔ（=4,292-3,593）増加させ、資源化率 20％以上（参考：21.7％）を目指します。

また、こうした減量化・資源化等の取り組みの推進によって、最終処分量を現状（2016(平

成 28)年度）の 4,402ｔから、2023 年度までには 3,399ｔ/年以下（参考：3,397ｔ/年）を目指

します。

増量チャレンジモデル → 資源化量の増加（699 t/年以上）の場合

★21.7％（=①+②+③+④） ＞ 20 ％

★ リサイクル【 分別を徹底し、再生利用する 】

①集団回収等の報奨金の見直し。

②廃食用油の市内全域回収。

③古着・古布類、雑がみ類など資源物の回収品目の増加。

④資源物の回収拠点の増設（リサイクル機会の増大）。

⑤焼却残さの資源化（金属類の回収、セメント原料化等）。

⑥店頭回収等の民間リサイクル業者との協働（資源化量の把握）。

表 3-9-7 減量化率及び最終処分量の目標

注1） 目標値の（ ）内は参考値を示す。

注2） 直接資源化量は、直接、民間の処理施設で処理した資源ごみ量（ペットボトル等）で、処理後資源

化量は、市の処理施設で処理した資源ごみ量（古紙類、金属類等）。

※ 資源化率（％） = 資源化量／ごみ総排出量×１００

15. 2 ％

【2016 年度】

20 ％以上

【2023 年度】
４.８ﾎﾟｲﾝﾄ以上の増加
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第 10 節 基本フレーム

１．基本理念

ごみは、私たちが日々生活し、事業活動等を行う限り排出されるものであり、継続的に適正な

処理を行っていく必要があります。

ごみの減量化・資源化に関しては、市民・事業者・行政の三者が連携・協力して取り組むこと

が重要です。市民、事業者（行政を含む）は、ごみの排出者責任の認識を深め、これまで以上に

ごみの排出抑制や資源化等に取り組んでいく必要があります。

また、行政は、適正なごみの処理・処分体制を確保し、生活環境の保全を図るとともに、天然

資源の消費を抑制する資源循環型社会の構築を市民・事業者とともに目指します。

基本理念は、次のとおりです。

２．基本方針

基本理念の実現のための基本方針は、以下のとおりです。

①リフューズ（不要品を買わない・貰わない）、②リデュース（発生を抑制する）、③リユース

（再使用する）、④リサイクル（再生利用する）の４Ｒの考え方に基づき、ごみ減量化・資源化

を推進していきます。

また、市民・事業者・行政の三者がごみ減量、資源分別に向けたそれぞれの役割を果たすこと

が必要となり、取組の実施においては、三者が連携・協力し取り組んでいきます。

廃棄物の処理にあたっては、多くのエネルギーが必要であり、その際には地球温暖化の要因と

なる二酸化炭素をはじめ、環境に負荷を与える物質が発生します。

ごみの収集運搬、中間処理、最終処分にあたっては、発生する環境負荷をできる限り軽減する

とともに、ごみ処理に関する住民サービスの充実や環境美化を推進します。

～ 資源がまわる循環型社会の構築 ～

方針 2 環境負荷の少ない適正処理・処分の実施

方針 1 市民・事業者・行政の協働によるごみ減量化・資源化の推進
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　スチロール等）は資源物としてリサイクルしましょう。

　　その他，集団資源回収などを活用し，資源を大切にしましょう。

　減量できます。

　★繰り返し使いましょう。

　　返却・再使用できるリターナブル容器入り商品を選びましょう。また不要になった

　ものは，人に譲ったり，不用品活用銀行などを活用し，有効に活用しましょう。

　★再生資源に戻しましょう。

　　再生できるもの（新聞・雑誌，ダンボール，ペットボトル，空き缶，空きびん，発泡

① Refuse（リフューズ）： 不要品を買わない・貰わない

② Reduce（リデュース）： 発生を抑制する

③ Reuse（リユース）： 再使用する

④ Recycle（リサイクル）： 再生利用する

　★ごみとなるものを買わない・貰わないようにしましょう。

　　マイバッグを利用し，レジ袋は貰わないようにしましょう。日用品は，最後まで使い

　切り，使い捨ての商品は避け，詰め替え商品を利用しましょう。

　★ごみの量を減らしましょう。

　　調理方法を工夫して調理くずを減らしたり，生ごみの水切りをするだけでもずいぶん

図 3-10-1 ４Ｒのごみ処理・リサイクルフローの概要
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基
本
理
念

基
本
方
針

取
組
等

環
境
像

安全・循環・共生　～ みんなで築く持続可能な環境都市　たまの

「新 玉 野 市 環 境 基 本 計 画」

数
値
目
標

方針１

市民・事業者・行政の協働に

よるごみ減量化・資源化の推進

方針2

環境負荷の少ない適正処理・

処分の実施

～ 資源がまわる循環型社会の構築 ～

ごみの排出抑制及び

資源化に向けた施策
ごみの適正処理のための計画

減量化の目標 ： ごみ総排出量を 929 ｇ/人日 以下

（ 19,798 ｔ/年 ）

生活系ごみ排出量を 738 ｇ/人日 以下

（ 15,728 ｔ/年 ）

家庭ごみ排出量を 560 ｇ/人日 以下

（ 11,934 ｔ/年 ）

事業所ごみ排出量を 181 ｇ/人日 以下

（ 3,857 ｔ/年 ）

資源化の目標 ： リサイクル率を 20 ％ 以上

最終処分の目標 ： 最終処分量を 3,399 ｔ/年 以下

図 3-10-2 玉野市の環境像・基本理念・基本方針及び目標達成に向けた取組
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区分 施　策 取　組

①ごみの現状に関する情報提供 重点・新規取組

②市民の取り組みに関する情報提供 →継続

③ごみ分別辞典の充実 重点・新規取組

④転入者等への啓発 →継続

⑤教育機関等における環境学習 重点・新規取組

⑥学習機会の創出 →継続

⑦施設見学の充実 →継続

⑧地域における活動の活性化 →継続

⑨「環境美化推進員」の活用 →継続

⑩事業者の発生抑制・資源化の指導 重点・新規取組

⑪優良事業者の表彰 新規取組

①過剰包装品等の購入自粛 重点・新規取組

②使い捨て品の使用抑制及び再生品の使用促進

③生ごみの減量化の促進 新規取組

④発生源における排出抑制 新規取組

⑤過剰包装の抑制 →継続

⑥使い捨て容器の使用抑制及びリターナブル容器への転換 →継続

⑦多量排出事業者に対する情報提供 新規取組

⑧家庭ごみ有料化制度の導入 重点・新規取組

⑨食品ロス削減の推進 重点・新規取組

①資源物の分別収集及び集団回収への協力 新規取組

②生ごみの堆肥化の促進 重点・新規取組

③食品リサイクル法の普及啓発 新規取組

④リサイクルプラザの有効活用 新規取組

⑤不用品活用銀行の充実 新規取組

⑥店頭回収等の実施 →継続

⑦事業者回収の促進 →継続

⑧分別品目の見直し 重点・新規取組

⑨廃食用油のリサイクル及びBDFの活用 →継続

⑩使用済み小型家電製品のリサイクル 新規取組

⑪グリーン購入の促進 →継続

⑫焼却残さ等の資源化 →継続

①ごみステーションの管理の徹底 →継続

②適切なごみ収集・運搬業の指導 →継続

③分別・排出困難者に対する戸別収集の実施 重点・新規取組

④ごみ収集の民間活用の充実 →継続

そ
の
他

(1) 適正な管理の推進

(2) 収集サービスの効率化

発
生
抑
制
・
排
出
抑
制

(1) 市民への取り組み支援

(2) 事業者への取り組み支援

(3) 発生・排出抑制対策の強化

リ
サ
イ
ク
ル

(1) リサイクル推進に向けた普及
啓発

(2) リサイクル推進に関する仕組
みの活用

(3) 事業者との協力によるリサイ
クルの推進

(4) 新たなリサイクルシステムの
構築

環
境
教
育
・
普
及
啓
発

(1) 市民への積極的な情報発信

(2) 正しいごみ分別の推進

(3) 環境学習の充実

(4) 地域と協働による取り組み

(5) 事業者への啓発

第 11 節 ごみの排出抑制及び資源化に向けた施策

ごみ減量や資源化を進めるためには、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、積極的

に取り組んでいくことが重要です。

そのため、ごみの排出抑制及び資源化に向けた以下の施策を推進します。なお、後期計画期間

内に重点的に取り組んでいく施策等については、「重点」と表記しました。

図 3-11-1 ごみの排出抑制及び資源化に向けた施策の体系図
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１．環境教育・普及啓発

（１）市民への積極的な情報発信

市民・事業者に率先して発生抑制・資源化の行動を起こしてもらうためには、ごみの現状だけ

でなく、環境の状況や地球環境問題の動向などの情報を広く提供することや、関係各主体のコミ

ュニケーションを活性化させることが重要です。

また、循環型社会を形成するための取り組みに関する情報等についても、広報紙、ホームペー

ジ、出前講座、ごみ分別収集カレンダー、ＳＮＳ（ソーシャル･ネットワーキング･サービス）等

あらゆる情報媒体や機会を活用して情報発信に努めます。

① ごみの現状に関する情報提供 継 続

市民のごみ問題への関心は高い傾向にあり、市民の意識向上とごみの減量化・資源化の推進に

向けて、ごみの分別区分や発生・処理状況、資源物回収後の流れ（リサイクルルート）等に関す

る情報発信に努めます。

【新規取組】重 点

◆市民向けに新たに設けたごみ減量目標について、広報紙やホームページ、出前講座、

ごみ分別収集カレンダー等あらゆる手法・機会を通して周知し、市民一人ひとりの意

識向上と取り組みの浸透を図ります。

◆ごみ減量目標の進捗状況等については、毎年度作成する玉野市環境保全事業概要や、

一般廃棄物処理実施計画などホームページ上の情報サイトで公表するとともに、広報

紙やごみ分別収集カレンダーなど市民に身近な媒体を用いて情報発信します。

◆ごみの分別区分や発生・処理状況、資源物回収後の流れ等についても、可能な限り関

連情報を収集・整理し、市民に身近な情報媒体や機会（地区単位の組織等）を活用す

るなどして、市民にわかりやすく提供していきます。

② 市民の取り組みに関する情報提供 継 続

市民のごみの減量や資源化を推進するため、資源回収活動や環境イベント、店頭・拠点回収等

の情報収集・発信に努めます。

（２）正しいごみ分別の推進

家庭から排出されるごみの分別を徹底するため、分別に関する情報提供に努めます。とりわ

け、意識啓発が特に有効と考えられる年代層を抽出して対応する等、情報発信を強化します。

③ ごみ分別辞典の充実 継 続

ごみの排出時において、分別を徹底してもらうとともに、資源化を推進していくため、ごみ分

別辞典をより見やすく、分かりやすいように内容を充実させていきます。

【新規取組】重 点

◆ごみの分別徹底や資源化をより一層推進するため、スマートフォンなどで市民が手軽

に確認できる分別アプリやＳＮＳ（ソーシャル･ネットワーキング･サービス）の活用

等について、後期計画期間内の導入を検討します。
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④ 転入者等への啓発 継 続

転入者に対しては、本市の資源分別のルールを守ってもらうため、ごみカレンダー、ごみ分別

辞典の配布等を通して周知を図ります。また、自治会に加入していない賃貸住宅居住者等の市民

に対しても、入居時等において、不動産業者や管理業者等を通じ、正しいごみの分別を啓発しま

す。さらに、介護事業者に対しても、市民に代わってごみの分別を行う場合があるため、分別方

法等について指導していきます。

（３）環境学習の充実

ごみ問題の解決のためには、市民一人ひとりの意識と行動の変化が重要となります。市民の意

識向上を図るとともに、どのような行動が重要となるかを理解していただくため、子どもから高

齢者まで幅広い年齢層に応じた環境教育・環境学習の充実に努めます。

⑤ 教育機関等における環境学習 継 続〔新規取組による名称変更〕

日常的に環境学習に取り組むことで「人と環境」の関係について、総合的・科学的な理解を深

め、環境に責任と誇りをもって主体的に行動できる児童・生徒等の育成を目標とし、幼稚園・保

育園、小・中学校等での環境学習を推進します。

【新規取組】重 点

◆ごみ問題に対する関心、ごみの分別や減量・資源化に対する意識の醸成を図るため

には、幼少期からの環境教育が重要となることから、幼稚園・保育園の幼児や小学校

低学年の児童を対象とした学習プログラムの作成・提供等について検討します。

◆環境学習を効果的に行うため、年齢に応じた効果的な学校環境活動実践集などの教材

や副読本等を作成し、ごみの発生抑制、資源化についての意義・必要性について啓発

するとともに、環境イベント等への参加や各学校での資源回収への協力など、身近な

取り組みの実践を促進します。

⑥ 学習機会の創出 継 続

広く社会教育の中でも市民が環境について学び、実践する機会を可能な限り多く創出してい

くことが必要であるため、環境保全や環境配慮、資源循環と低炭素の統合的取り組み等に関する

知識と行動を習得することを目的とし、市民参加の学習機会を設けていきます。

⑦ 施設見学の充実 継 続

小学生だけでなく、一般の方を対象としたごみ処理施設の見学会を開催するなど、ごみの処理

やリサイクルする工程などを学ぶ機会を拡充していきます。

（４）地域と協働による取り組み

ごみの減量や資源化は、市民一人ひとりの意識が重要となってきますが、地域に住む人々と連

帯意識を深め、地域で協働することも必要です。そのため、地域で活動しやすいような仕組みづ

くりを進めていきます。

⑧ 地域における活動の活性化 継 続

地域ごとの特性を踏まえた行動の促進及び拡大を図るため、地域における活動の情報収集及
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び情報提供を推進し、市民が実践しやすいものから取り組んでもらえるよう努めます。

⑨ 「環境美化推進員」の活用 継 続

ごみのポイ捨てや不法投棄のない快適な生活環境づくりを推進するとともに、美しいまちづ

くりの実現を目指し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として「玉野市環境

美化推進員」を各地区に委嘱し、廃棄物の正しい出し方の指導、不法投棄等に関する情報の収集

及び通報等の活動を実施しています。

市民に対しては、環境美化推進員の存在や役割を広く周知することで、引き続きその活動を支

援していきます。

（５）事業者への啓発

事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理するとともに、

事業所ごみの発生・排出を抑制する必要があります。

事業者に、適正処理及び発生・排出抑制を促すため、必要な情報提供に努めます。

⑩ 事業者の発生抑制・資源化の指導 継 続

事業者が自らの責任を自覚し、過剰包装・流通包装廃棄物の抑制、店頭回収の実施、再生品の

利用・販売等に積極的に取り組むよう指導を徹底します。また、市民との協働による取り組み、

事業者間の再生資源の流通等に関しては、情報提供や協議・検討の場を提供するなど、活動を支

援します。

【新規取組】重 点

◆事業者向けに新たに設けたごみ減量目標について、広報紙やホームページ、研修会等

あらゆる手法・機会を通して周知し、事業者の意識向上と取り組みの浸透を図ります。

◆事業者によるごみ発生抑制・資源化の取り組みを支援するため、今後できるだけ早い

時期に「事業系ごみ排出実態調査」、「事業所ごみの組成調査」等を実施し、これらを

もとに「事業系ごみ減量化マニュアル」を作成し、事業者に対する指導を強化します。

◆「事業系ごみ減量化マニュアル」の作成に当たっては、許可業者や資源回収業者等の

協力・連携が不可欠なことから、ごみ分別の仕方や資源物回収後の流れ等について、

関係者による協議・検討を行う場を設置します。

◆これら調査データと市処理施設への直接搬入物の展開検査等に基づき、現行のごみ処

理料金体系の改定や資源物の搬入禁止等について検討します。

⑪ 優良事業者の表彰 継 続

環境に配慮した活動及び市民との協働事業等に取り組む優良事業者を表彰するなど成果を評

価できる体制を整備します。

表彰事業者は、ホームページ等によって紹介するなど、優良事業者の取り組みを広めていきま

す。また、優良事業者は本制度を活用して自らの活動のＰＲを行うことができ、他の事業者への

導入を促すことができます。
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【新規取組】

◆優良事業者について、玉野市らしい評価・選考基準（①レジ袋やストロー、コンビニ

の弁当箱など使い捨てプラスチック製容器包装・製品等の削減・廃止に取り組んでい

る。②エコバッグ等の利用促進や簡易包装に取り組んでいる。③紙パック、食品トレ

イ、ペットボトル等の店頭回収に取り組んでいる。④古着類、使用済み小型家電製品

などの資源回収拠点として取り組んでいる。⑤排出する事業系ごみ全体の 50％以上を

リサイクルしている等）についての検討に着手し、後期計画期間内の制度導入を図り

ます。

２．発生抑制・排出抑制

（１）市民への取り組み支援

家庭から排出される生活系ごみは、本市のごみ排出量全体の約 8 割を占めており、ごみ減量

目標の達成に向けては、市民の積極的な取り組みが不可欠です。市では、引き続きごみの発生・

排出抑制を推進するために必要となる情報提供に努めます。

① 過剰包装品等の購入自粛 継 続

市民に対しては、マイバッグを持参し、レジ袋や過剰包装を断ること等の取り組みに関する広

報啓発に努めます。

【新規取組】重 点

◆今後できるだけ早い時期に「家庭ごみの組成調査」を実施し、紙製やプラスチック製

容器包装等の資源ごみが含まれていないか等の実態把握を行い、その結果を広報紙や

ホームページ等で情報発信します。

② 使い捨て品の使用抑制及び再生品の使用推進 継 続

ごみの発生抑制と再生品の利用を促進するため、市民に対して、使い捨て商品の使用を抑制す

るとともに、詰め替え容器等の利用や再生品の購入などを心掛けるライフスタイルの提案を進

めていきます。

③ 生ごみの減量化の促進 継 続

生ごみには水分が多く含まれており、家庭から排出されるごみの中でも厨芥類は比較的大き

な割合を示しています。市民に対して、生ごみの減量化に関する情報提供に努めます。

【新規取組】

◆生ごみの減量化を推進するため、食材はできだけ使い切る「使いきり」、食べ残しをし

ない「食べきり」、ごみ出し前に水分を切る「水きり」の「３きり運動」について、その

方法や取り組み事例等も含めて情報発信します。

（２）事業者への取り組み支援

事業者は、自ら排出するごみの抑制及び排出源としてのごみの抑制（包装の簡素化、使い捨て
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用品使用の自粛、再使用品への転換等）が必要となります。

事業者のごみの発生・排出抑制を推進するための取り組みの支援・指導に努めます。

④ 発生源における排出抑制 継 続

事業者に対して、排出者責任や拡大生産者責任があることについての認識向上を図るととも

に、ごみの排出抑制及び資源化の推進に必要となる情報提供に努めます。

【新規取組】

◆今後できるだけ早い時期に「事業所ごみの組成調査」を実施し、古紙類、容器包装等

の資源ごみが含まれていないか等の実態把握を行い、その結果を広報紙やホームペー

ジ等で情報発信します。

⑤ 過剰包装の抑制 継 続

事業者に対して、過剰包装を抑制し、再使用・再生利用できる素材、形状の包装を転換、回収・

資源化のルートを構築するなど、包装廃棄物の発生抑制の推進に必要となる情報提供に努めま

す。

⑥ 使い捨て容器の使用抑制及びリターナブル容器への転換 継 続

事業者に対して、使い捨て容器から繰り返し利用可能な容器（リターナブル容器）への転換を

図るとともに、空き缶やあきびん等の自主回収の促進に必要となる情報提供に努めます。

⑦ 多量排出事業者に対する情報提供 継 続

事業所ごみの減量化に向け、多量排出事業者への積極的なごみ減量指導や、事業者を対象とし

た研修会の開催及び情報提供に努めます。

【新規取組】

◆条例で定める多量排出事業者に対しては、廃棄物責任者の設置、ごみ減量計画書及び

実績報告等の提出を義務付ける制度について、後期計画期間内の導入を図ります。

（３）発生・排出抑制対策の強化

これまでどおり普及啓発事業を実施したとしても、2023 年度までにごみ減量目標を達成する

ことは容易ではありません。とりわけ、ごみ排出量の多くを占める家庭ごみの減量については、

市民の理解と協力、日々の実践が不可欠となります。市では、引き続きごみの発生・排出抑制を

推進するために必要となる情報提供に努めるとともに、より効果的な対策について検討を行っ

ていきます。

⑧ 家庭ごみ有料化制度の導入 新 規

家庭ごみの有料化については、消費者の購買行動の変化など環境配慮型のライフスタイルへ

の誘導効果や発生・排出抑制によるごみ減量効果があり、排出量に応じた負担の公平化が図れる

等といわれています。

2018(平成 30)年 4 月現在、全国 1,741 市区町村のうち 1,108 の市区町村（63.6％）がこの制

度を導入しており、岡山県内でみると、27市町村のうち 21 の市町村（77.8％）が導入している

状況です。（出典：ごみ有料化情報「全国市区町村の家庭ごみ有料化実施状況」山谷修作ホームページ）
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また、今回の市民アンケートでは、ごみ処理の有料化に対して、肯定的な意見が 55.0％（賛

成 8.3％＋ある程度の負担はやむをえない 46.7％）と、半数を超える状況にあります。

国の基本方針においても、施策として推進すべきことが明確化されており、ごみ減量の有力な

手段の一つとして、制度の導入について検討します。

【新規取組】重 点

◆市民一人ひとりがごみを減らす努力の成果を実感できる仕組みとしての「家庭ごみ有

料化制度」について、市民の意見聴取の実施や、周辺市町の動向を把握するなど、具

体的な検討に着手します。

⑨ 食品ロス削減の推進 新 規

市民・事業者に対する食品ロス削減の普及啓発に向け、積極的に情報提供を行うとともに、飲

食店・旅館・ホテルや病院・高齢者施設など、食事等を提供する事業者等と連携した取り組みを

推進します。

【新規取組】重 点

◆食品ロスの削減については、市民や事業者が無駄な廃棄を減らすことが重要となるこ

とから、まず「買いすぎ」、「作りすぎ」の防止に向けた意識向上に努める必要があり

ます。市では、これらの取り組み事例等について情報発信するとともに、生ごみの「

３きり運動」とあわせて、「２すぎ３きり運動」を市民運動として展開していきます。

◆市内の飲食店等との協力・連携のもと、3010【サンマル・イチマル】運動（食べ残し

をなくすため、宴会の開始 30分と閉宴 10分前には席に戻って食事を楽しむこと）な

ど、各種の食品ロス削減キャンペーンの実施を検討します。

◆食品ロスの排出実態を把握するため、家庭ごみ（世帯構成・類型等の特性を考慮）及

び事業所ごみ（食事等を提供する業種・業態を考慮）の組成調査を実施します。

◆食品ロス削減に寄与するフードドライブ・フードバンク活動（家庭で余った食品、農

家等で発生する規格外農産物や販売できなかった野菜・果物（未利用農産物）、食品の

製造工程で発生する規格外品等を引き取り、福祉施設・団体等へ無料で提供する社会

福祉活動）について、市民の団体・グループや事業者等との協働事業の実施を検討し

ます。

３．リサイクル

（１）リサイクル推進に向けた普及啓発

本市で焼却処理しているごみの中には、紙・布類がまだ多く含まれています。このため更なる

分別の徹底やリサイクルの推進に向け、情報提供に努めます。

① 資源物の分別収集及び集団回収への協力 継 続

燃やせるごみの中には、紙・布類やペットボトル等の資源化できる資源ごみが含まれていると

考えられるため、ごみの排出時には分別徹底や、市民の積極的な集団回収への参加を促すために

必要な情報提供に努めます。
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【新規取組】

◆市民のリサイクル機会の増大に向けて、雑がみ、古着・古布類、廃食用油など回収品

目の追加や効率的かつ効果的な収集・回収方法について検討します。

◆ごみの分別徹底や資源化をより一層推進するため、集団回収の品目・日時、活動状

況など身近な情報をスマートフォン等で市民が手軽に確認できる分別アプリやＳＮ

Ｓの活用等について、後期計画期間内の導入を検討します。《 再掲 》

② 生ごみの堆肥化の促進 継 続

家庭から排出されるごみの中でも厨芥類（生ごみ）は比較的大きな割合を示しています。市民

に対しては、生ごみの堆肥（コンポスト）化に関する情報提供に努めるとともに、段ボールコン

ポスト等を用いた体験型の出前講座を積極的に展開するなど、市民による取り組みを支援しま

す。

【新規取組】重点

◆生ごみの減量・堆肥化を地区のコミュニティ単位で実施できるよう、段ボールコンポ

スト等を活用した生ごみ堆肥化モデル地区を選定するなど、市民との協働事業の実施

について検討します。

③ 食品リサイクル法の普及啓発 継 続

事業者への食品リサイクル法の普及啓発に向け、積極的に情報提供や啓発を行うとともに、保

健所や食品関連団体等と連携した広報活動に努めます。

【新規取組】

◆食品リサイクル法により、食品関連事業者（年間の食品廃棄物発生量：100 トン以上）

によるリサイクルが進められていますが、法対象外の事業者によるリサイクル活動を

促進するため、支援策（「玉野市ごみ減量化・資源化協力認定店舗」の登録）等につい

て検討します。

（２）リサイクル推進に関する仕組みの活用

本市では、リサイクルプラザを活用して、リサイクルの推進を図っています。今後も、継続し

てリサイクルプラザを活用して、更なるリサイクルの推進に努めます。

④ リサイクルプラザの有効活用 継 続

リサイクルプラザでは、ごみの減量及び資源化を啓発・促進するための取り組みを行っていま

す。その他にも市民を対象とした廃棄物・環境問題等についての研修・情報提供などを行うため

の研修室や情報コーナー、工房室を配置するとともに、不用品活用銀行を設置しています。

リサイクルプラザはごみの処理などについて見て、聞いて、体験することができる施設である

ため、今後も、施設を積極的に利用し、市民のリサイクル意識向上を図っていきます。
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【新規取組】

◆市民による２Ｒ（リデュース・リユース）への取り組み、リサイクルプラザの活用を

より一層推進するため、市民団体やリサイクル事業者等と連携・協力して、定期的な

フリーマーケット等の開催について検討します。

⑤ 不用品活用銀行の充実 継 続

リサイクルプラザには不用品活用銀行として家庭で不用となったが捨てるにはもったいない

物を登録し、実物や写真を展示するなどにより、欲しい方にお譲りする場を提供しています。

今後も循環資源の活用促進に努めるとともに、インターネットにて情報交換を行える仕組み

を導入するなどの制度を充実させていきます。

【新規取組】

◆市民によるリユースの取り組みをより一層推進するため、引き取り品目拡大をはじめ

、商品情報や取引をスマートフォン等で市民が手軽に行えるよう、ＳＮＳの活用等に

ついて、後期計画期間内の導入を検討します。《 再掲 》

◆事業者によるリユースの取り組みを推進するため、オフィス家具やＯＡ機器などの事

務用品・機器類の登録（対象者・物品等の拡大）について検討します。

（３）事業者との協力によるリサイクルの推進

事業者に対しては、自ら排出するごみの資源化に関する取り組みや、店頭回収等による資源回

収体制の構築など、更なるリサイクルの推進に向けた働きかけを行います。

⑥ 店頭回収等の実施 継 続

食品トレイ、紙パック、廃食用油、プリンタートナー、充電式電池などの資源化に向けては、

店舗や事業所の空きスペースを活用した店頭回収等の実施があげられます。

市では、これら事業者による民間リサイクルルートが市民に積極的に活用されるよう、さまざ

まな媒体による情報提供等の支援を行います。

⑦ 事業者回収の促進 継 続

製品や容器等の製造や販売などを行う事業者には、拡大生産者責任に基づく役割として、製品

などが使用されたあとのものを自ら引き取るという責務があるため、事業者による自主回収を

促進するための情報提供に努めます。

（４）新たなリサイクルシステムの構築

本市では、様々なリサイクルを推進するための取り組みを実施していますが、更なるリサイク

ルの推進に向け、新たな方法について検討を行います。

⑧ 分別品目の見直し 継 続

ごみの減量化及び資源化を推進していくためには、資源物の分別の種類を増やすことが考え

られます。なお、分別収集品目を増加するためには、市民の負担だけでなく、収集・運搬体制や
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財源の確保など多方面からの検討が必要となるため、回収品目の追加については、効率的かつ効

果的な収集・回収方法等も併せて検討を行います。

【新規取組】重 点

◆雑がみ、古着・古布類、生ごみや草木類（バイオマス）など、資源物の回収品目の追

加や店頭回収協力店の拡大、市民による集団回収等への報奨金の見直し、３Ｒ行動へ

のポイント還元システム等について検討します。

⑨ 廃食用油のリサイクル及びＢＤＦの活用 継 続

本市では、給食センターなどから回収した廃食用油を民間事業者に売り払い、そこでバイオデ

ィーゼル燃料（ＢＤＦ）として製造されたものを購入して、ごみ収集車の燃料として使用してい

ます。

今後は、更なる回収地区の拡大（市内全域対象）に向け、回収方法、利用方法等の検討を行い

ます。

⑩ 使用済み小型家電製品のリサイクル 継 続

小型家電の部品には、鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルなど貴重な資源が含まれています。

本市では、燃やせないごみ（不燃物Ｂ）からのピックアップ回収の他、2016(平成 28)年 4月か

ら市庁舎や各市民センターなど市内 15ヵ所に回収ボックスを設置し、使用済み小型家電の拠点

回収を行っています。また、2017(平成 29)年 8 月からは東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク「都市鉱山からつくる! みんなのメダルプロジェクト」にも参加しています。

【新規取組】

◆市民の排出・リサイクル機会の増大を図るため、スーパーマーケットやコンビニエン

スストアなど事業者の協力・連携をもとに、市内における回収拠点の増設について検

討します。

◆常時開設型の回収拠点（常設保管倉庫等）、ごみステーションに排出されるごみ・資

源物の在り方についても併せて検討し、より効率的かつ効果的な回収･リサイクルシ

ステムの構築を図ります。

⑪ グリーン購入の促進 継 続

リサイクルを推進していくためには、再生品等の供給面の取り組みに加えて需要面からの支

援が重要であることから、本市が率先して再生品等の環境物品の調達を推進するとともに、環境

物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の掘り起こしを図ります。

⑫ 焼却残さ等の資源化 継 続

焼却処理に伴い発生する焼却残さについては、その全量を埋立処分していますが、今後は金属

類等の有価物の回収やセメント原料化等の資源化について、処理コスト等も含めて検討を行い

ます。

４．その他

（１）適正な管理の推進
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ごみの分別・排出について、市民アンケートでは「ごみ出しのマナー違反（分別・曜日等）」

が日頃困っていること・気になることの上位にあげられています。改善に向けては、広報啓発等

も重要ですが、排出時、回収時での管理も重要となってきます。そのため、適正な管理を推進す

るための取り組みを実施します。

① ごみステーションの管理の徹底 継 続

ごみの収集後にごみを排出したり、収集日以外のごみ出し、生ごみが水切りされていない、危

険物が混入しているなど、ごみ出しのマナー違反が見られます。

ごみステーションでの資源物の抜き去り行為や、後出しごみ、事業系ごみが混合されたごみの

排出などのマナー違反者防止を図るため、ごみステーションの管理責任を明確化し、管理を徹底

していきます。

② 適切なごみ収集・運搬業の指導 継 続

本市のごみ収集・運搬業務は、市民を対象にしたステーション収集の一部について、市が許可

する収集・運搬許可業者によって行われています。

今後も、既存の収集・運搬許可業者に対し、適正な収集・運搬に向けた分別の徹底、収集車両

の清掃などの指導を行っていきます。

（２）収集サービスの効率化

本市の収集・運搬は、直営、委託方式で適正に行われていますが、更なる収集サービスの向上

に向け、新たな収集形態、収集・運搬業の指導等について検討を行います。

③ 分別・排出困難者に対する戸別収集の実施 継 続〔新規取組による名称変更〕

今後、人口減少・超高齢化社会の到来が予想される中、高齢者や障がいのある市民などのごみ

の分別・排出が困難な世帯が増加していくものと予想されています。

【新規取組】重 点

◆ステーション収集方式では、自らごみを排出する必要があり、介護や生活支援が必要

な高齢者や障がいのある市民にとっては負担が大きいため、住民福祉の向上の観点か

ら、ごみの分別・排出が困難な方の負担を軽減する戸別収集（ふれあい収集）の実施

に向けて、その手法を検討します。

◆ふれあい収集においては、視覚障がい等の事情がある市民による資源物とごみの分別

区分・ビンの色分け等を不要とする仕組みや粗大ごみの玄関先までの持出し支援など

、現行の介護保険や生活支援制度等に該当しない取組について、他都市の先進事例を

参考に、その手法の検討を進めます。

④ ごみ収集の民間活用の充実 継 続

収集効率の向上と経費節減等の観点から、ごみの収集方式のうち、直営と委託の比率について

検討を行います。

また、民間に委託する場合においては、効率的かつ効果的な事業者の選定を行うとともに、適

切な収集業務を実施するように指導していきます。
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　アルミ缶 ・スチール缶

　ガラスびん

　ペットボ トル

　その他プラスチック製容器包装

　紙製容器包装

　アルミ缶 ・スチール缶

　ガラスびん

　ペットボ トル

　その他プラスチック製容器包装

　紙製容器包装

　粗大ごみ　

　資源回収する容器包装

　古紙類，雑がみ類 （集団回収を含む）

　燃やせるごみ （廃プラスチック類を含む） 

　燃やせないごみ

　その他専用の処理のために分別するごみ

　燃やせないごみ

分別収集区分

　資源回収する容器包装

現
　
　
状

　古紙類 （集団回収を含む）

　粗大ごみ

　その他専用の処理のために分別するごみ

　廃食用油 （市内2地域のステーション収集） 

　使用済み小型家電製品 （ピックアップ回収及びボックス回収）

　燃やせるごみ （廃プラスチック類を含む） 

　古布類 （集団回収のみ）

　使用済み小型家電製品 （ピックアップ回収及びボックス回収）

　生ごみ，草木類などのバイオマス

　古着・古布類 （集団回収又は拠点回収を含む）

　廃食用油 （市内全地域に拡大） 

分別収集区分

将
　
　
来

第 12 節 ごみの適正処理のための計画

１．ごみの種類及び区分

家庭や事業所等から排出されたごみを資源化するためには、なるべく排出段階で再生利用に

配慮した区分により、分別収集を実施することが必要です。

本市のごみ分別収集区分の現状は、以下に示すとおりです。将来的には、雑がみ、古着・古布

類、廃食用油、生ごみや草木類などのバイオマスなど回収品目の追加とともに、効率的かつ効果

的な収集・回収方法等について検討を行います。
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２．ごみの適正処理

（１）収集・運搬計画

① 収集・運搬の基本方針

本市は、市民に対してごみの分別排出を徹底するよう周知を図ります。

分別排出されたごみについては、資源化及び適正処理・処分が図れるよう迅速かつ衛生的に

収集・運搬します。

② 収集・運搬計画

収集・運搬計画は以下に示すとおりです。

・ごみを迅速かつ衛生的に処理するため、効率的で適切な収集及び運搬体制を構築すること

により住民サービスの向上を図ります。

・粗大ごみを除く家庭ごみの収集・運搬は、ステーション収集方式を基本としますが、資源

物（資源ごみ）については、より効率的かつ効果的な収集・回収方法（集団回収、店頭・

拠点回収等）について検討します。

・感染性廃棄物等の特別管理一般廃棄物については、排出者の責任において処理専門業者に

委託し、適正処理を行います。

・容器包装リサイクル法等の各種関連法に基づいた分別収集計画を策定し、計画的に拡大す

ることを検討します。

（２）中間処理計画

現在、本市では東清掃センター（焼却施設）、粗大ごみ処理施設及びリサイクルプラザにお

いて中間処理を行っています。

今後は、最終処分量の削減のため、焼却残さから金属類等の有価物の回収やセメント原料化

など、資源化についても検討を行っていきます。

また、不燃・粗大ごみについては破砕・選別処理後、可燃性や不燃性のごみに分別します。

可燃性のごみは焼却処理し、不燃性のごみは資源物と埋立ごみに分別し、埋立ごみは最終処分

場で埋立処分を行います。

選別された資源物については種類に応じて、圧縮・梱包し、資源化業者に引き渡します。

（３）最終処分計画

最終処分については、ごみの排出抑制や資源化、中間処理による減量化量等を把握すること

で、埋立処分量などを予測し、計画的に最終処分できるよう努めていきます。

最終処分に際しては、今後も玉野市一般廃棄物最終処分場において埋立処分を行うものとし

ますが、環境への負荷を軽減し、安全かつ安心して処分が継続できる体制を保持します。
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３．ごみ処理施設整備

本市のごみ処理施設は、東清掃センター（焼却施設）が供用開始後、40年を経過しており、

同様に粗大ごみ処理施設が供用開始から25年、リサイクルプラザが同15年を経過しています。

一般的に、一般廃棄物処理施設は、廃棄物の適正処理にとどまらず、廃棄物の発生抑制、循環

資源の再使用、再生利用、熱回収の促進を図り、循環型社会の形成に寄与するとともに、地球温

暖化対策の一翼を担う都市施設と位置付けられています。しかし、これらごみ処理施設は他の都

市施設と比較すると施設全体として耐用年数がやや短くなる傾向があり、可燃ごみ焼却処理施

設では、供用年数がおおむね 20～25 年程度で廃止を迎える施設が多くなっています。

本市の場合、東清掃センター（焼却施設）については、「岡山ブロックごみ処理広域化基本計

画」に基づき、岡山市、久米南町と連携し、広域ごみ処理施設（2025 年度稼働予定）の整備を

進めていきます。

また、粗大ごみ処理施設やリサイクルプラザにおいても、ごみ処理と資源回収の効果を考慮

しながら、効率的な施設整備を検討します。

施設更新までの期間については、中間処理施設及び最終処分施設において、現在と同様に、効

率的かつ経済的なごみ処理が実施できるよう施設の維持管理に努めるものとします。

４．その他ごみ処理に関し必要な事項

（１）適正処理困難物及び排出禁止物の対応

玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第26条に規定する消火器、農業用器具、ピア

ノ、農薬などの適正処理困難物や、同第27条に規定する著しく悪臭を発する物、容積又は重量

の著しく大きい物、特別管理一般廃棄物（感染性一般廃棄物、ＰＣＢ使用製品等）など、本市

の施設では処理が困難なごみについては、引き続き排出者が自らメーカーや販売店、専門の処

理業者等に依頼して処理するよう指導します。

なお、水銀体温計や温度計等の「水銀使用廃製品」については、現在「危険性の物」に区分

し、燃えないごみとして収集していますが、「水銀に関する水俣条約（2013(平成25)年10

月）」を踏まえて、2015(平成27)年6月に「水銀による環境の汚染防止に関する法律」が制定

され、「水銀使用廃製品から回収された廃水銀」が特別管理一般廃棄物に指定されたことか

ら、今後、より適正な回収方法や処理のあり方について検討します。

（２）在宅医療廃棄物の対応

高齢化の進行など在宅医療の分野においても、医療系廃棄物の増加が予想されています。

使用済みの注射器、脱脂綿・ガーゼ等の感染性廃棄物については、適正な回収・処理を行え

るように医療機関等と協議し、効率的な回収・処理方法について検討します。

（３）災害廃棄物の対応

大規模地震や風水害等の自然災害の際に、一時的に多量に発生する災害廃棄物については、

今後策定予定の「玉野市災害廃棄物処理計画」に基づき、適切かつ迅速に対応していくことと

します。
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（４）不法投棄対策の強化

玉野市環境衛生協議会では、ポイ捨て・不法投棄パトロールを実施しており、不法投棄され

たごみの撤去やポイ捨て・不法投棄防止啓発活動を実施しています。

今後もポイ捨てや不法投棄を防止するため、監視カメラの設置や不法投棄防止パトロール、

不法投棄防止キャンペーンを実施するとともに、市民一人ひとりの環境保全に対するモラル向

上のため、市民や事業者へ不法投棄などの未然防止に向けた普及啓発を行うなど、不法投棄等

の防止を図っていきます。

（５）地球温暖化防止に関する対応

本市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の規定に基づき、2017(平成29)年

1月に玉野市地球温暖化対策推進計画「玉野市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策

定しており、行政の事務及び事業により排出される温室効果ガスの把握及び排出抑制を目的と

して、今後も取組方針に基づく総合的な地球温暖化対策を推進します。

（６）生ごみや草木類等の資源化の検討

生ごみや草木類等の資源化については、これまで燃やせるごみとして焼却処理していたもの

を資源物として分別することにより、資源化に関する啓発・教育効果が期待できるとともに、資

源化の促進や焼却処理施設の負担軽減などの効果が期待されます。

資源化として最も取り組まれているのが堆肥化ですが、処理コストが焼却処理に比べてやや

高くなることや、ごみとして搬入される生ごみや剪定枝は品質が安定し難く、生成堆肥の質が

不安定となること、専用の施設を整備して処理すると季節による搬入量の変動から年間稼働率

が低くなること、生成堆肥の利用先の確保など多くの課題があげられていることから、民間リ

サイクル業者の活用等も視野に入れ、引き続き検討を行います。

（７）海ごみの対応

瀬戸内海の海ごみ（漂着ごみ・漂流ごみ・海底ごみ）については、その多くが日常生活から出

たごみやポイ捨てごみ・不法投棄等が河川や水路を通じて流出したものであることから、海ごみ

の発生抑制を図るためには、発生源となるごみのポイ捨てや不法投棄対策等に取り組んでいく

ことが重要です。

今後も、ごみの減量化・資源化や、ごみのポイ捨て・不法投棄対策等を推進するとともに、海

岸管理者、国、県等と協力・連携し、河川等へのごみの流出防止対策等について検討を行います。
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種類 処理施設の種類 処理主体

流域下水道 岡山県

公共下水道 玉野市

浄化槽

し尿 汲み取り・みなし浄化槽

西清掃センター
（し尿処理施設）

し尿及び生活雑排水

市民・事業者等

し尿及び浄化槽汚泥 玉野市

回数 方式 形態

し尿 定期、臨時 戸別収集 許可 西清掃センター

浄化槽汚泥 依頼 戸別収集 許可 西清掃センター

項目
収集・運搬

搬入先

第４章 生活排水処理基本計画

第１節 生活排水処理の現状

１．生活排水処理の体制

本市の生活排水（し尿及び生活雑排水）の処理主体は、以下のとおりです。

し尿及び浄化槽汚泥については、西清掃センターで処理されています。

表 4-1-1 生活排水の処理体制

第２節 生活排水処理の概要

１．し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬状況

本市では、し尿及び浄化槽汚泥の収集は、許可業者が行っており、その収集・運搬状況につい

ては、以下に示すとおりです。

表 4-2-1 し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬状況
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注） 「生活排水」は，し尿と日常生活に伴って公共用水
域に排出される炊事，洗濯，入浴等からの排水をい
い（水質汚濁防止法による定義），「生活雑排水」と
は，生活排水のうち，し尿を除くものをいいます。

公共用水域とは，河川，湖沼，港湾，沿岸海域その
他公共の用に供される水域をいいます。

生活雑排水

汚泥

一次処理水

処理水

し尿

未
処
理
放
流

生活雑排水

し渣

浄化槽汚泥

東清掃センター
（焼却施設）

処
理
水

処
理
水

生活雑排水

公　　　共　　　用　　　水　　　域

西清掃センター
（一次処理）

生 活 排 水公共下水道

　し尿

　し尿

　し尿

し　　尿

汲み取り

み　な　し

浄　化　槽
浄　化　槽

凡 例

２．生活排水処理フロー

本市における生活排水処理の流れ（生活排水処理フロー）は、以下に示すとおりです。

図 4-2-1 生活排水処理フロー図（2017(平成 29)年度現在）

３．生活排水処理形態別人口の実績

本市の過去 5年間における生活排水処理形態別人口の実績は、以下に示すとおりです。

2016(平成 28)年度の計画処理区域内人口は 60,930 人、2012(平成 24)年度（64,100 人）以降

も減少する傾向にあり、この間の人口減少は 3,170 人（▲4.9％）となっています。

これを処理形態別の人口でみると、水洗化・生活雑排水処理人口のうち、下水道人口では 118



- 81 -

人（▲0.2％）、浄化槽人口では 1,538 人（▲27.4％）の減少、また、非水洗化人口のうち、し尿

収集人口では 1,454 人（▲28.8％）、自家処理人口では 75 人（▲82.4％）の減少です。

一方、水洗化率でみると、いずれの処理形態も人口が減少しているなか、下水道人口の減少幅

が特に小さかったことから、2016(平成 28)年度は 94.0％と、2012(平成 24)年度（92.0％）より

2ポイントの増加となっています。

表 4-2-2 生活排水の処理形態別人口の実績

４．し尿及び浄化槽汚泥排出量の実績

本市の過去 5年間におけるし尿及び浄化槽汚泥排出量の実績は、以下に示すとおりです。

2016(平成 28)年度のし尿及び浄化槽汚泥の排出量は合計で 6,120kL、2012(平成 24)年度

（8,220kL）以降、減少する傾向にあります。この間の減少量は、2,100kL（▲25.5％）となって

おり、主に下水道による水洗化率の向上に伴うし尿等収集人口の減少によるものと考えられま

す。

また、これを種類別にみると、し尿では 1,314kL（▲24.6％）の減少、浄化槽汚泥では 786kL

（▲27.4％）の減少となっています。

表 4-2-3 し尿及び浄化槽汚泥排出量の実績

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

人 64,100 63,246 62,474 61,681 60,930

水洗化・生活雑排水処理人口 人 58,959 58,307 58,100 57,797 57,303

公共下水道人口 人 53,336 53,019 53,553 53,424 53,218

浄化槽人口 人 5,623 5,288 4,547 4,373 4,085

非水洗化人口 人 5,141 4,939 4,374 3,870 3,612

し尿収集人口 人 5,050 4,848 4,310 3,806 3,596

自家処理人口 人 91 91 64 64 16

％ 92.0 92.2 93.0 93.7 94.0

※水洗化率（％）= 水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×１００

　水洗化率 ※　

区分 単位

実績値

計画処理区域内人口

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

kL/年 5,347 5,007 4,654 4,322 4,033

kL/年 2,873 2,702 2,324 2,325 2,087

合計 kL/年 8,220 7,709 6,978 6,647 6,120

区分 単位

実績値

し尿

浄化槽汚泥
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許可業者数 収集車両

し尿 2業者 バキューム車 8

浄化槽汚泥 1業者 バキューム車 4

項目
収集・運搬

台数

第３節 収集・運搬の現状

１．計画収集区域

し尿及び浄化槽汚泥の計画収集区域は、本市の行政区域全体となっています。

２．収集・運搬体制

（１）収集対象

収集対象は、し尿及び浄化槽汚泥です。

（２）収集方法

収集方法は、許可業者による戸別収集を行っています。

（３）収集・運搬車両

本市では、許可業者ごとに収集区域を指定して、収集を行っています。

表 4-3-1 収集・運搬車両の状況

第４節 中間処理の現状

１．中間処理施設の概要と処理量の推移

本市のし尿・浄化槽汚泥を処理する西清掃センター（し尿処理施設）の概要は、以下に示すと

おりです。

本施設は、1975(昭和 50)年に従来の嫌気性処理方式から、当時としては最新鋭の高度処理で

ある三次処理システムを備えた好気性処理方式に改造し、1994(平成 6)年度末まで使用しまし

た。 1995(平成 7)年度からは、し尿、下水処理施設の一元化を図り、前処理及び一次処理を行

ったものを下水道管へ直接放流しています。また、発生するし渣は、東清掃センター（焼却施設）

に持込み焼却処理しています。

過去 5年間の西清掃センターにおける処理量の実績は、以下に示すとおりです。
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施設名称

所 在 地

敷地面積

竣工年月

処理能力

処理方式

処理対象

管理形態

Ｓ Ｓ ：600 mg／L 以下

Ｂ Ｏ Ｄ ：600 mg／L 以下

 し尿及び浄化槽汚泥

 運転業務委託　

放流水質

 玉野市西清掃センター

 玉野市深井町9番地の18

 4,990 m2

 1975(昭和50)年6月（現設備下水放流：1995(平成7)年3月）

 100 kL／日

 一次処理後、第1沈澱池越流水を下水道管へ直接放流

表 4-4-1 し尿処理施設の概要

表 4-4-2 西清掃センターにおける処理量の実績

図 4-4-1 西清掃センターにおける処理状況

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

kL/年 5,347 5,007 4,654 4,322 4,033

kL/年 2,873 2,702 2,324 2,325 2,087

合計 kL/年 8,220 7,709 6,978 6,647 6,120

区分 単位

実績値

し尿処理量

浄化槽汚泥処理量

5,347 5,007 4,654 4,322 4,033

2,873
2,702

2,324
2,325

2,087
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8,000

10,000

2012 （H24） 2013 （H25） 2014 （H26） 2015 （H27） 2016 （H28）

（kL/年）

（年度）し尿処理量 浄化槽汚泥処理量

7,709
6,978

6,647
6,120

8,220
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22,474 22,053 22,517 20,623 20,314

48,706 47,278 47,082
45,579 45,546

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2012 （H24） 2013 （H25） 2014 （H26） 2015 （H27） 2016 （H28）

（千円）

（年度）
し尿収集費 し尿浄化処理費

69,331 69,599
66,202 65,860

71,180

２．し尿処理経費の推移

本市の過去 5年間のし尿処理経費の推移は、以下に示すとおりです。

2016(平成 28)年度のし尿処理経費は、総額 6,586 万円で、その内訳をみると、し尿収集費が

2,031 万円（30.8％）、し尿浄化処理費が 4,555 万円（69.2％）となっています。

また、この 5年間の推移をみると、増減はあるものの全体的には減少する傾向にあります。

表 4-4-3 し尿処理経費の実績

図 4-4-2 し尿処理経費の推移

第５節 生活排水処理に関する課題

水質汚濁は、し尿汲み取り世帯やみなし浄化槽世帯において、台所、洗濯、風呂などから排出

される生活雑排水が未処理のまま近くの公共用水域に放流されることが原因の一つとなってお

り、公共下水道や浄化槽等への転換による発生源対策が求められています。

数値目標（水洗化率：95％以上）に対しては、中間見直しの現状（2016(平成 28)年度：94.0％）

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

千円 22,474 22,053 22,517 20,623 20,314

千円 48,706 47,278 47,082 45,579 45,546

千円 71,180 69,331 69,599 66,202 65,860

区分 単位

実績値

し尿収集費

し尿浄化処理費

合計
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　　「玉野市下水道中期ビジョン」 　　　　　「玉野市総合計画」 トレンド法（時系列解析法）

　　に基づいて設定 　　　　　に基づいて設定 　による予測

・下水道普及率 （目標推計値間は内挿補間） 　　　　・し尿収集人口

　2013(H25)：90.0％ →2023：99％ 　　　　・浄化槽人口

・計画処理区域面積

　2013(H25)：1,686ha →2023：2,321ha

要処理人口の補正

（行政区域内人口，下水道人口を固定し，

　　　処理人口を差し引き・案分）

処理形態別人口の設定

処理形態別人口の実績

下水道人口の予測 行政区域内人口の予測 要処理人口の予測

行政区域内人口の設定下水道人口の設定

において約 1ポイント不足しており、未達成となっています。

表 4-5-1 現行計画の数値目標の達成状況

第６節 処理形態別人口の設定

１．処理形態別人口の推計方法

計画条件となる生活排水の処理形態別人口は、以下に示すとおりです。まず、下水道人口につ

いては、「玉野市下水道中期ビジョン（2015(平成 27)年 3 月）」に基づいて設定し、し尿収集人

口及び浄化槽人口については、トレンド法（時系列解析法）により推計します。

次に、上記の各人口と「玉野市総合計画（2019(平成 31)年 4 月）」の将来人口との整合を図る

ための処理人口の調整を行っています。

図 4-6-1 推計の手順

基準年度 現　状

2012(平成24)
年度

2016(平成28)
年度

水洗化率（％）

区　　分
目標値

 中間評価
2023年度

92.0 94.0 95 以上 × 未達成
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基準年度 現　状

2012(平成24)
年度

2016(平成28)
年度

区　　分

目標値【参考】

2023年度

92.0 94.0 95 以上　【96.5】水洗化率（％）

2012
（H24）

2016
（H28）

2018
（H30）

2023

人 64,100 60,930 59,976 57,044

水洗化・生活雑排水処理人口 人 58,959 57,303 56,578 55,071

下水道人口 人 53,336 53,218 53,101 52,577

浄化槽人口 人 5,623 4,085 3,477 2,494

非水洗化人口 人 5,141 3,612 3,398 1,973

し尿収集人口 人 5,050 3,596 3,398 1,973

自家処理人口 人 91 16 0 0

％ 92.0 94.0 94.3 96.5

※水洗化率（％）= 水洗化・生活雑排水処理人口／計画処理区域内人口×１００

　水洗化率 ※　

区分 単位

実績値 予測値

計画処理区域内人口

２．処理形態別人口の推計

将来の生活排水の処理形態別人口は、以下のとおりです。

水洗化率は、2016(平成 28)年度の 94.0％に対して、2018(平成 30)年度で 94.3％、2023 年度

では 96.5％と予測されます。

表 4-6-1 処理形態別人口の予測結果

第７節 生活排水処理の目標

現行計画の目標値に対しては、現状（2016(平成 28)年度）で未達成の状況にあることから、

2023 年度目標（水洗化率：95％以上）の達成に向けて取り組みを加速させることとします。

施策としては、公共下水道の接続や浄化槽の設置による発生源対策が中心となりますが、「玉

野市下水道中期ビジョン」で示した面的整備が進み、各整備区域内の接続率が計画どおり達成さ

れるとして、2023 年度の水洗化率 95％以上（参考：96.5％）を目指します。

表 4-7-1 玉野市における生活排水処理率の目標
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第８節 目標達成のための役割

１．市民・事業者の役割

市民・事業者は、生活排水の排出者であることを認識し、水環境保全の中心的役割を担ってい

く必要があります。

特に、し尿汲み取り及びみなし浄化槽の利用者は、生活雑排水を衛生的に処理するように、地

域の下水道整備状況等に合わせ、公共下水道への早期接続や浄化槽への転換等によって適正な

処理を行っていくことが重要です。

２．行政の役割

下水道整備を進め、下水道普及率の向上を図るとともに、下水道への接続を推進します。

公共用水域の保全を図るため、浄化槽及びみなし浄化槽の設置者に対して、浄化槽の法定検査

や定期的な保守点検・清掃などの必要性について周知徹底を図っていきます。

また、生活排水の水質改善に向けて、廃食用油の分別回収の市内全域への拡大について検討を

行うとともに、市内の主要工場等への立ち入り検査・報告頻度の見直し等の監視・指導を強化し

ます。

第９節 生活排水の適正処理

１．収集・運搬計画

収集・運搬計画は、以下のとおりです。

・収集・運搬区域は本市の全域とします。

・本土部のし尿及び浄化槽汚泥は、許可業者が収集を担当しており、島しょ部では、許可業者

へ業務委託して収集しています。収集・運搬については、今後も効率的な収集・運搬体制を

構築できるように検討していきます。

２．中間処理計画

本市では 1995(平成 7)年度から、し尿処理施設と下水処理施設の一元化を図るため、西清掃

センター（し尿処理施設）で、し尿と浄化槽汚泥を混合して処理しており、前処理、好気性酸化

処理及び汚泥処理（一次処理）段階まで行い、その後は下水道管に放流しています。

今後も適切な処理が維持できるように、施設の適切な運転管理を実施していきます。

３．資源化計画

本市では、1981(昭和 56)年度から民間業者に委託して、し尿等の処理過程で生ずる汚泥のコ

ンポスト化を図っています。今後も同様の処理を継続します。
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４．最終処分計画

今後も汚泥の資源化を図るため、コンポスト化を民間業者に委託し、前処理設備より生じるし

渣は、東清掃センター（焼却施設）において焼却処理を行うことにより、適正な処理・処分に努

めていくものとします。

第 10 節 生活排水の処理施設整備

１．公共下水道事業

下水道の汚水を適正に処理するため、管渠の清掃や補修を行うとともに、処理施設の安定した

処理能力を維持させるために施設の改築・更新を実施します。

２．浄化槽設置

公共下水道事業計画の予定処理区域以外の区域については、浄化槽の普及を促進するため、一

般家庭に対する補助を継続していきます。

３．し尿及び浄化槽汚泥処理施設

本市では、下水道とし尿及び浄化槽汚泥の処理の一元化を図っていることから、将来的にも現

状の処理体制を維持します。

また、施設の老朽化が懸念される西清掃センター（し尿処理施設）の適正処理のため、運転管

理の委託を継続するとともに、施設の改造・更新についても検討します。

第 11 節 その他生活排水処理に関し必要な事項

１．啓発事業における方策

（１）情報提供の充実

本市では、広報・啓発用のチラシ配布やホームページなどによって、生活排水対策の必要性や

下水道及び浄化槽の利用促進について継続的に情報を発信していきます。

（２）発生源対策の促進

水切りネットやキッチンストレーナー、キッチンペーパー等の使用、風呂の残り湯の再利用、

浄化槽の適正管理などの情報提供を行い、家庭での生活排水対策の促進を図ります。

（３）水質浄化に対する意識向上

処理されずに排出される生活雑排水は、身近な水路や側溝等の水質汚濁の要因となっている

ため、水質浄化のための「生活排水対策」の必要性について啓発し、市民の意識向上に努めます。
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２．浄化槽管理者及び許可業者への指導

（１）浄化槽の清掃及び保守点検の指導

浄化槽によるし尿等の適正な処理を図るためには、浄化槽の適正な清掃及び定期的な保守点

検が必要であり、法的にも設置者に義務付けられています。

広報やホームページ等を通じて、浄化槽管理者に対し清掃及び保守点検の重要性について、周

知徹底を図ります。

（２）許可業者への指導

許可業者に対して、法に基づく適正な汚泥の引き抜きを行うよう指導を行います。

３．諸計画との連携

し尿及び浄化槽汚泥の排出量は、下水道計画と連動するため、下水道事業に変更が生じた場合

は、本計画への影響等を整理・検討し、必要な計画見直し・対策等を講じていきます。

また、国の施策あるいは県の計画・条例等の改定などがある場合も、同様に必要な見直し・対

策等を講じます。
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【用語解説】

[Ａ～Ｚ]

○ＰＣＢ(ポリ塩化ビフェニル)

有機塩素化合物の一種で、多くの異性体があり、人体や生物に対する強い毒性をもっています。

○ＳＮＳ(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)

ツイッター（Twitter）やフェイスブック（Facebook）等のインターネット上のサービスを利用

して、登録された利用者同士で情報の受・発信を行うことができる情報伝達媒体の総称です。

[あ 行]

○一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物で、ごみ、し尿、浄化槽汚泥などのことをいいます。一般家庭の日常生

活から生じる家庭廃棄物と、事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物に区分されます。

○医療系廃棄物

医療行為に関係して排出される廃棄物のことを指します。

○温室効果ガス

大気を構成する気体の中で、赤外線を吸収し再放出する気体です。京都議定書では、二酸化炭

素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の

６物質があります。

[か 行]

○拡大生産者責任

生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を負うという考え方

です。具体的には、生産者が使用済み製品を回収、リサイクルまたは廃棄し、その費用も負担する

ことを指します。

○感染性廃棄物

病院や診療所等の医療関係機関等から発生する、感染のおそれのある廃棄物のことをいいます。

血液等、臓器、注射針、血液等が付着したガーゼ、病原微生物に関連した試験、検査等に用いられ

た試験管などがあり、特別管理廃棄物に該当します。

○管渠

分流式下水道において、汚水を流下させる管のことです。
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○基幹的施設整備

燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備など、ごみ焼却処理施設を構成する重要な設備の

ことです。

○許可業者

廃棄物処理法に基づき、市長村長の許可を受けて一般廃棄物の収集運搬・処理を業として行う

者のことです。

○嫌気性処理方式

し尿、下水汚泥や食品工場廃水などに高濃度で含まれる有機性物質を嫌気状態にして、嫌気性

微生物群によって分解し低級脂肪酸の生成過程を経て、メタンと二酸化炭素に分解する方法です。

○好気性処理方式

有機物を炭酸ガスと水に分解する方法です。

○公共下水道

水洗便所排水と風呂・洗濯・台所等から発生する生活雑排水を処理する施設のことです。

○高度処理(生活排水)

排水処理の標準的な工程は一次処理（スクリーン、自然沈殿）と二次処理（活性汚泥法、凝集沈

殿)であるが、さらに必要な場合に行われる処理を高度処理といいます。主な手法は、イオン交換、

電気透析、砂ろ過などがあります。

○小型家電

デジタルカメラやゲーム機等の小型電子機器のことです。

○ごみの種類組成（乾ベース）

ごみ質分析において、ごみの組成別重量を乾燥した状態で測定した結果を指します。

[さ 行]

○サーマルリサイクル

廃棄物を焼却・溶融など熱処理する際に、単に処理するだけではなく、発生する熱エネルギーを

回収・利用することをいいます。

○災害廃棄物

地震や津波、洪水などの自然災害に伴って発生する一般廃棄物をいいます。倒壊・破損した建物

などのがれきや木くず、コンクリート魂、金属くずなどです。
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○事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことで、事業系ごみともい

います。

○し渣

収集し尿には、ポリエチレン・塩ビ等のプラスチック類・下着・雑巾・脱脂綿等の繊維類などが

混入しており、これを除去しないと管理面で支障をきたすため、スクリーン等で除去し、脱水後発

生するものをし渣といいます。夾雑物ともいいます。

○循環型社会

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして提示された概念です。循環型社会形

成推進基本法では、第一に製品などが廃棄物等となることを抑制し、第二に排出された廃棄物等

についてはできるだけ資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処

分することが徹底されることにより実現される「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷がで

きる限り低減された社会」としています。

○循環資源

循環型社会形成推進基本法（第２条第３項）において、「廃棄物等のうち有用なもの」と定義さ

れています。法の対象となる物を有価・無価を問わず「廃棄物等」とし、廃棄物等のうち有用なも

のを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用（再使用、再生利用及び熱回収）を促進するとさ

れています。

○食品ロス

買いすぎたり、賞味期限切れなどにより調理されずに捨てられる「直接廃棄」、作りすぎたり、

好き嫌いなどによって食べられずに捨てられる「食べ残し」、野菜・果物の皮を厚くむきすぎたり

過度な健康志向によって食べられる部分をごみとして捨ててしまう「過剰除去」などをいいます。

○水洗化率

総人口のうち、下水道人口に浄化槽人口を加えた人口（水洗化・生活雑排水処理人口）の割合を

示します。

水洗化率（％）＝水洗化・生活雑排水処理人口÷総人口×100

○生活排水

水質汚濁防止法（昭和 45年）によれば、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出

される水（排出水を除く。）」と定義されています。生活排水の中でし尿を除いたものを生活雑排水

といいます。
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○サンマル・イチマル【3010】運動

食品ロスを減らすための取り組みで、「宴会の開始から 30 分と、閉宴 10分前には席に座って食

事を楽しみましょう」というものです。

[た 行]

○ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーポリ塩化ビフェニ

ルの総称で、廃棄物の燃焼過程や農薬製造の過程などで生成する毒性の強い物質のことです。

○直営

行政自らが、収集、処理などをすることです。

○特別管理一般廃棄物

一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお

それがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。

○トレンド法

ごみ量や人口について、過去の経年データの動態（トレンド）を統計的に解析し、将来動向を予

測する方法を指します。

[は 行]

○バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）

バイオディーゼルフューエルとも呼ばれ、主に植物の含有油脂をメタノールと反応させ、粘性

や引火点を低くした燃料のことをいいます。ディーゼルエンジンに使われる軽油の代替となりま

す。

〇灰固化処理

ごみを焼却した排気ガス中に含まれるばいじん(飛灰)を、混練成型機(灰処理設備)で、薬剤等

を添加し、造粒し安定化(養生)する処理です。

〇フードドライブ・フードバンク活動

家庭で余った食品、農家等で発生する規格外農産物や販売できなかった野菜・果物（未利用農産

物）、食品の製造工程で発生する規格外品等を引き取り、福祉施設・団体等へ無料で提供する社会

福祉活動のことです。
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[ま 行]

○マテリアルリサイクル

廃棄物を原料として再利用することです。具体的には、使用済み製品や生産工程から出る廃棄

物などを回収し、利用しやすいように処理して、新しい製品の材料もしくは原料として使うこと

を指します。

○みなし浄化槽

単独処理浄化槽のことです。単独処理浄化槽はトイレの汚水のみを処理し、浄化する浄化槽で

す。

○面的整備

まとまった相当規模の区域で、道路・公園・下水道等の施設整備を、宅地開発と一体的に行うこ

とです。

[ら 行]

○リターナブル容器

使い捨てではなく、再利用可能な容器（リユース容器）のことです。ワンウェイ（一回の使用で

廃棄してしまうもの）容器をリサイクルするよりも環境に与える負荷が小さく、３Ｒ（リデュー

ス、リユース、リサイクル）の中でも優先的に選択されることが望ましいとされています。

○類似団体

国勢調査をもとに人口や産業構造によって市町村を分類し、同じ分類となった全国の自治体を

指します。

○流通包装

商品を保護・梱包するネットや外装フィルムなどのことです。

○レアメタル

地球上の存在量がまれであるか、技術的・経済的な理由で抽出困難である金属のうち、工業需要

により、安定供給の確保が政策的に重要である金属のことをいいます。


