
 

 

 

 

 

 

Ⅱ ごみ処理基本計画 
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１ 基本理念 
 

須坂市環境基本条例のなかで基本理念として、４項目を掲げ、自然と共存する都市

をめざして、市民及び事業者、市が協力して自主的かつ積極的に行動することが示さ

れている。また、平成 22 年度に策定された第２次環境基本計画では、めざすべき環

境像を「すべてのいのちが輝く 田園環境健康都市すざか」とし、この環境像を実現

するための目標として５つの基本目標を設定し、廃棄物については、“ごみを減らし

資源を大切にしよう”とした。 

「もったいない」という日本人が昔から持っている精神を取り戻し、限りある資源

を有効利用しながら、循環型社会の構築をめざしていくため、市民誰もがわかりやす

いこの理念とした。 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 

 “ごみを減らし資源を大切にしよう”との理念のもと、「もったいない」精神

を取り戻し、資源循環型社会の構築をめざす。 

第１章 ごみ処理の基本理念と方針 
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２ 基本方針 
 

平成 21 年８月に実施した環境に関する市民アンケート調査（回答者数 374 名）結

果によると環境問題への関心は「とても関心がある」、「ある程度ある」の合計が約 84％

と非常に高く、また関心がある市民のうち、「ごみの減量・リサイクル」が約 18%、「ご

みの散乱・不法投棄」が約 13%、「廃棄物処理施設問題」が約７％、「産業廃棄物の排

出と処理」が約３％と回答し、ごみについて非常に関心を持っている市民が多いとい

う結果が出ている。 

また、「須坂市の環境を良くするために市民が何をすべきか」との設問に対して「環

境にやさしい生活をできることから行う」が約 21%、「ごみの減量やリサイクル製品の

利用などを行う」が約 19%、「空き缶などのポイ捨て防止に取り組む」が約 13%、「地

域の環境美化活動や景観づくりに参加する」が約 9.3％となっている。 

しかし、ふだんの生活の中で心がけていることとの設問に対し、「いつも取り組ん

でいる」「だいたい取り組んでいる」との回答が多かったのは、「食用油や残飯を下水

に流さない」が約 86%、「節電、節水に努める」が約 81％だったが、「ものはできるだ

け修理して使う」が約 62%、「リサイクル可能品の店頭回収に協力する」が約 56％、「マ

イバッグを持参する」が約 54％、「生ごみの堆肥化を行う」が約 41％とごみの問題に

は関心を持っていても、具体的な行動に結びついている市民が少ないという結果が出

ている。平成 22 年７月から家庭ごみの有料化を実施し、実際の行動をするまでに至

っていない方々の意識転換や行動を促す動機づけ（インセンティブ）となり、ごみの

減量が一層進むと考えるが、年数の経過とともに意識の低下が懸念されるところであ

り、引き続きあらゆる機会を通して「ごみを減らす」意識の共有を図っていく必要が

ある。 

そこで、市民総意でごみを減らし資源を大切にするまちづくりを実現するため、施

策の基本方針を次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施策の基本方針＞ 

１．「もったいない」の精神を大切にし、使い終わったものはできる限り再利用

または再資源化を図り、ごみの減量と資源の保全に努める。 

２．ごみの減量を行ってなお排出されるごみは適正に処理し、中間処理施設での

資源化をできるだけ行い、最終処分量の削減を図る。 

３．清潔で美しいまちづくりを進め、不法投棄やポイ捨てをさせない環境づくり

に努める。 

４．市民・事業者・市がお互いに支援、協力、連携し、それぞれの役割と責任を

自覚し、循環型社会の実現に努める。 
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１ 須坂市の現状と課題 

（１）ごみの種類及び分別状況 

平成 27 年４月１日現在のごみの分別と種類は下記のとおりです。 

※

　

　

乾電池、水銀体温計

プラスチック製容器包装

ペットボトル

廃食用油

家庭用庭木せん定枝

※

蛍光管(粗大ごみと一緒に収集）

廃タイヤ

ご　み

可燃ごみ

資源物

草類、紙おむつ

小型電気製品

びん類（無色・茶色・その他の色）

不燃ごみ 金属類・ガラス類

紙類（新聞、段ボール、雑誌・雑紙、紙パック）

陶磁器類

日常品（革・ゴム製品、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品）

紙・布類・厨芥類（生ごみ含む）

有害ごみ

古布・衣類の一部、硬質プラスチック製品
陶磁器類、小型家電

缶類（識別マークのある缶全般）

　

家電リサイクル法対象以外の大

型の家電製品

粗大ごみ 自転車

家具類、スキー板など

 

※毎月の定期収集ではなく、年間計画に基づき拠点収集（市役所前）で収集し、資源化を図っている。 

通常の収集では、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ（衣装ｹｰｽなど）として収集のものも実施している。 

第２章 ごみ処理・減量化・資源化の現状と課題 
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（２）収集運搬体制 

平成 27 年度現在の収集区分、頻度等を表１－２－１に示す。 

一般家庭から排出されるごみ及び小規模な事業者から排出される事業系一般廃棄物のうち

可燃・不燃ごみは、ごみの区分別に定められた指定日に、市の委託業者が、市内各所に設け

られたごみステーションにおいて収集車を用いて収集する。このうちペットボトル、プラス

チック製容器包装、びん類及び廃食用油は、須坂市ストックヤード（以下「ストックヤード」

とする）へ運搬し、可燃ごみ、不燃ごみ（乾電池、ライター、体温計を含む）は須坂市清掃

センター（以下「清掃センター」とする）へ運搬する。缶類及び古紙類は資源物回収業者へ

直接搬入している。 

また、一般家庭から大量に出たごみ及び事業系一般廃棄物は、排出者が自ら清掃センター

へ搬入するか、許可業者に委託して清掃センターへ搬入する。 

粗大ごみは、年１回各町で指定された収集拠点に排出し、市の委託業者が収集する。 

一般家庭から排出されるせん定枝は、排出者が自ら市が委託している処理業者へ搬入し、

廃蛍光管は、市内家電店へ持ち込むか粗大ごみ収集日に収集拠点へ排出し、市の委託業者が

収集する。 

一層の資源化を推進するため、古布類、陶磁器（食器に限る）、硬質プラスチック製品の一

部、小型家電などについて、拠点回収を定期的に実施している。（回収拠点：市役所庁舎前[年

４回]・エコサポートすざか[週２回]・日野地域公民館[週２回]） 

                              平成 27 年 4 月現在 

区  分 収集頻度等 搬 入 先 

可燃ごみ 週２回 清掃センター 

不燃ごみ 月１回 清掃センター 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装 週１回 ストックヤード 

びん類 
月１回 ストックヤード 

排出者自ら（週４回） 市委託業者 

缶類 
月１回 市委託業者 

排出者自ら（週４回） 市委託業者 

ペットボトル 
月１回 ストックヤード 

排出者自ら（週４回） 市委託業者 

古紙類 
月１回 市委託業者 

排出者自ら（週４回） 市委託業者 

廃食用油 
月１回 ストックヤード 

排出者自ら（週２回） 市委託業者 

廃蛍光管 

市内家電協力店（通年） ストックヤード 

排出者自ら（週４回） 市委託業者 

年１回 清掃センター 

粗大ごみ 年１回 清掃センターまたは市委託業者 

表１－２－１ 家庭ごみの収集運搬体制 
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せん定枝 排出者自ら（通年） 市委託業者 

古布（繊維）類 排出者自ら（年４回） 市委託業者 

陶磁器（食器に限る） 排出者自ら（週４回） 市委託業者 

小型家電 排出者自ら（年４回） 市委託業者 

硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 

（ﾀｯﾊﾟｰ、ﾊﾞｹﾂなど） 
排出者自ら（年４回） 市委託業者 

廃タイヤ 排出者自ら（年４回） 市委託業者 

 

（３）中間処理施設 

須坂市には清掃センター及びストックヤードの２つの中間処理施設がある。 

清掃センターでは、粗大ごみ処理施設において粗大ごみ等の破砕処理と資源物回収を、ご

み焼却施設において可燃ごみの焼却処理を行なっている。ストックヤードでは、ペットボト

ル、プラスチック製容器包装の選別、圧縮梱包及びびん類の選別、一時貯留、廃食用油の一

時貯留を行なっている。 

中間処理施設の概要を下記に示す。 

 

①須坂市清掃センター 

所  在  地：長野県須坂市大字米子 1218 番地４ 

敷 地 面 積：１４，３４０㎡ 

総 事 業 費：２６億２，９１７万円 

建    物：ごみ焼却施設 

鉄筋コンクリート造 鉄骨 ALC 造地上３階 

延床面積 1,565 ㎡ 建築面積 1,025 ㎡ 

焼却施設 昭和 54年３月竣工、塩化水素除去設備 昭和 63年２月竣工 

焼却施設基幹改良 平成５年 12 月竣工 

ダイオキシン類対策工事 平成 12 年６月 21日～平成 14年３月９日竣工 

粗大ごみ処理施設 

鉄筋造一部コンクリート造地上２階 

延床面積 858 ㎡ 建築面積 598 ㎡ 

昭和 63年２月竣工 

付属建物 

管理棟 木造２階建  延床面積 197㎡ 建築面積 100 ㎡ 

浴場棟 木造平屋建  建築面積 116 ㎡ 

車 庫 軽量鉄骨造  建築面積  84 ㎡ ２棟 

処理能力等：ごみ焼却施設 

処理能力（当   初）５０トン/８時間（２５トン/８時間×２炉） 

           （現在実績）約３７トン/１６時間 

炉形式  機械バッチ式ストーカー炉 
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粗大ごみ処理施設 

処理能力 ２８トン/５時間 

破砕機形式 横型回転衝撃式 

 

②須坂市ストックヤード 

所  在  地：長野県須坂市大字小山 2124 番地 2 

敷 地 面 積：２，１００㎡ 

総 事 業 費：６，１００万円 

建   物：ストックヤード 

鉄骨造 平屋建屋根ビニールシート張り 

建築面積 450 ㎡ 

びん類保管用倉庫 

鉄骨造平屋建   建築面積 76 ㎡ 平成 16年６月竣工 

付属建物等 

管理棟 軽量鉄骨造平屋建 建築面積 55.77㎡ 

野外ヤード 床コンクリート 108 ㎡ 

外構舗装 透水性アスファルト 765 ㎡ 

圧縮設備等：受入れヤード 

（ペットボトル）ペット製容器 50 ㎡ 

（ペットボトル除く）プラスチック容器 100 ㎡ 

圧縮機 

処理設備 平成 12 年９月竣工 

（ペットボトル）ペット製容器 300kg／時間 

（ペットボトル除く）プラスチック容器 310kg／時間 

ジブクレーン 

定格荷重 0.5ｔ 

 

（４）最終処分場 

土砂等は、硯原埋立地において埋立処分している。焼却灰等は、平成９年２月より処理業

者に委託し、適正に処分している。硯原埋立地の概要を下記に示す。 

施 設 名 称：硯原埋立地 

所 在 地：長野県須坂市大字米子 1212番地ほか 

埋 立 開 始：昭和 50年４月 

形  式：安定型 

埋 立 方 式：サンドイッチ方式 

面  積：26,195 ㎡ 

埋 立 容 量：389,696 ㎥ 

平成 10年４月から休止 

平成 19年９月廃止 
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（５）施設維持管理体制 

①須坂市清掃センター及び硯原埋立場 

平成 27 年４月末現在、清掃センターには 16 名の職員が勤務しており、その内訳は下記の

とおりである。硯原埋立地専従の職員はなく、埋立地の管理は清掃センターの職員が兼務し

ている。 

清掃センターでは、日常の施設点検整備、定期的なごみ質分析、ばい煙測定及び施設の定

期点検・補修を行い、施設の維持管理に努めている。 

 

          ＜須坂市清掃センター勤務体制＞ 

所長           １名 

係長           １名 

事務（嘱託）       １名 

受付（嘱託）       １名 

焼却・破砕業務（正規）  ３名 

焼却・破砕業務（嘱託）  ９名 

計        １６名 

 

②須坂市ストックヤード 

平成 27 年４月末現在、ストックヤードは市内の業者に管理業務を委託しており、通常６名

の処理人員がおり、そのうち１名は管理担当を兼ねている。 

ストックヤードでは、ペットボトル及びプラスチック製容器包装を一時貯留し、内容点検

と分別を行なった上で圧縮機により圧縮を行なっている。圧縮されたペットボトル及びプラ

スチック製容器包装は、（公財）日本容器包装リサイクル協会を通じて指定の再生業者が引き

取る。 

びん類も同じく一時貯留し、内容点検を行なった上で、保管庫で保管し、（公財）日本容器

包装リサイクル協会を通じて指定の再生業者が引き取る。 

廃食用油は、各家庭からペットボトルで排出されたものを、ポリタンクに移し替え一時保

管し、処理委託している市内のＮＰＯ法人が回収する。 

 

＜須坂市ストックヤード勤務体制＞（業者委託） 

管理担当         １名 

選別業務         ５名 

計         ６名 
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（６）ごみ処理に係る経費 

①ごみ処理全体に係る経費 

清掃センターにおけるごみ処理と維持管理補修費に係る経費の推移を表Ⅱ－２－２～３に

示す。可燃ごみ、不燃ごみなど清掃センターで中間処理等を行っているごみの収集運搬費は、

平成 14年から直営による収集を廃止し、全て業務委託したことにより合理化と経費節減が図

られた。 

清掃センターは、昭和 54 年建設後すでに 36年が経過しており、毎年度において定期補修

工事等の計画的な補修を行い、ごみ処理に支障が生じないよう努めてきたが、一般的に言わ

れている耐用年数はすでに経過し老朽化が著しく、平成 21年度以降定期補修費が大幅に増加

しており、長野広域連合の焼却施設への移行まで現在の施設の機能を維持し、安定、安全な

処理を継続していくための補修費が見込まれる。 

 

 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

収集・運搬費　　（千円） 78,355 78,361 78,156 77,697 77,718 78,118 80,600

収集・運搬量　　（ｔ） 7,784 7,599 7,435 7,352 7,346 7,282 7,234

収集・運搬単価（円/t） 10,066 10,312 10,512 10,568 10,580 10,728 11,142

処理費　　　　 　（千円） 161,269 191,016 201,992 202,630 315,792 312,765 228,647

うち補修費　　　（千円） 44,645 79,956 84,319 88,667 196,518 177,445 87,568

処理量　　　　　（ｔ） 12,746 12,549 12,483 12,132 11,994 11,687 11,860

処理単価　　　（円/t） 12,653 15,222 16,181 16,702 26,329 26,762 19,279

239,624 269,377 280,148 280,327 393,510 390,883 309,247

収集

運搬

処理

収集費、処理費合計　　（千円）

区　　分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１） 高山村等からの委託処理分の処理額も、処理費に含まれている。処理量は須坂市と高山村分の合計。 

注２） 平成 14 年度からは、直営の収集を廃止し、全て業務委託とした。 

注３） 平成 16 年度下半期から、古紙・缶類を売り払いとしたため、処理費が減少した。 

 

 

表Ⅱ－２－２  清掃センター関係収集費、処理費の推移 

表Ⅱ－２－３  清掃センター補修費の推移 
（単位：千円）

年度

平成20年度 38,010 6,635 44,645

平成21年度 49,350 30,606 79,956

平成22年度 71,400 12,919 84,319

平成23年度 70,350 18,317 88,667

平成24年度 110,250 86,268 196,518

平成25年度 103,950 73,495 177,445

平成26年度 81,000 6,568 87,568

定期補修 一般補修 特別工事費 合計 備考
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（７）ごみ発生量の実績及び性状 

①ごみ収集人口 

計画処理区域内人口の推移を表Ⅱ－２－５及び図Ⅱ－２－１に示す。計画処理区域内人口

は、ゆるやかな減少傾向にあり、平成 26年度では平成 20年度と比較して 2.0%減少している。

なお、本市では、市の全域を計画収集区域としているため、計画処理区域内人口は、行政区

域内人口に等しい。  

 

年 度 （人） 前年比 

平成 20 年度 53,129   

平成 21 年度 52,917  ０．９９６ 

平成 22 年度 52,735  ０．９９７ 

平成 23 年度 52,489  ０．９９５ 

平成 24 年度 52,591  １．００２ 

平成 25 年度 52,278  ０．９９４ 

平成 26 年度 52,089  ０．９９６ 

※各年度 10 月１日現在の住民基本台帳による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ごみ処理量の実績 

清掃センターにおけるごみ処理量の推移を表Ⅱ－２－６及び図Ⅱ－２－２に示す。 

清掃センターへのごみ搬入量は、平成７年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進に関する法律」（通称：容器包装リサイクル法）が定められ、平成 12 年４月から施行され

たことに伴い、市では、平成 12 年 10月からペットボトル及びプラスチック類容器の分別収

集を開始し、資源化を図ってきたが、平成 13年４月からの廃棄物処理法の改正に伴う野外焼

却の禁止もあり、可燃ごみ量は平成 14年度まで微増してきた。 
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表Ⅱ－２－５  計画処理区域内人口の推移 

図Ⅱ－２－１  計画処理区域内人口の推移 
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平成 15年７月からごみのシール制を導入し、世帯人員ごとに排出量を定める総量規制を導

入し、平成 15年度、平成 16年度は、可燃ごみ搬入量は減少した。平成 17 年度からごみシー

ルの繰り越しができないこととしたところ、切り替え前の５月、６月の排出量が増加し、平

成 17 年度は微増に転じたが、平成 19年度から再び繰り越して使用できることとしたたこと

もあり、わずかづつ減少してきている。 

資源物収集量は、資源ごみとして分別収集が進むに伴って増加してきたが、過剰包装から

簡易包装へ切り替えやマイバッグ持参によるレジ袋使用削減、びんからペットボトルへの容

器の軽量化、集団資源回収量の増加などの要因により減少してきている。（参考資料 資料１ 

ごみ量実績参照） 

 

単位：ｔ 

年度 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 高山村（可燃） 全処理量 

平成 20 年度 11,143  639  151  650   12,583  

平成 21 年度 11,011  603  161  629   12,404  

平成 22 年度 11,012  595  84  640   12,331  

平成 23 年度 10,777  458  86  653   11,974  

平成 24 年度 10,657  440  87  656   11,840  

平成 25 年度 10,375  415  100  645   11,853  

平成 26 年度 10,574  402  94  676   11,746  

※小数点以下第１位を四捨五入して整理したため、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの合計が全搬

入量と一致しない場合がある。 

※平成 25 年度可燃ごみ 10,375t は、焼却炉修繕等により長野市に委託した処理量 318t を含んでい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ－２－６ 清掃センターにおけるごみ処理量の推移 
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図Ⅱ－２－２ 清掃センターにおけるごみ処理量の推移 
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③最終処分量の実績 

ごみの最終処分量の推移を表Ⅱ－２－７及び図Ⅱ－２－３に示す。最終処分量は平成５年

をピークに減少し、平成９年からは 2,000ｔ程度で横ばいとなり、更に、平成 22 年７月から

の有料化実施に伴うごみ量の減少により、今後も減少していくと予想される。 

 

単位： t 

年度 焼却灰 不燃残渣 合 計 

平成 20 年度 1,464 276 1,740 

平成 21 年度 1,467 260 1,727 

平成 22 年度 1,529 256 1,785 

平成 23 年度 1,438 216 1,654 

平成 24 年度 1,452 186 1,638 

平成 25 年度 1,498 169 1,667 

平成 26 年度 1,383 179 1,562 

※焼却灰量は、須坂市と高山村の可燃ごみ全量を処理した後の処分量である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ－２－７ 最終処分量の推移 
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④ごみの性状 

可燃ごみの分析結果を表Ⅱ－２－８に示す。なお、清掃センターでは、年に４回定期的に

ごみ質分析を実施しており、表Ⅱ－２－８は各年度の年平均値を示している。 

 

 

区 分 単位 

平成 20 

年度 

平成 21 

年度 

平成 22 

年度 

平成 23 

年度 

平成 24 

年度 

平成 25 

年度 

平成 26 

年度 

水 分 ％ 49.0 44.3 46.3 57.8 37.0 60.0 34.0 

灰 分 ％ 6.1 12.7 9.5 3.9 3.0 6.0 5.0 

可燃物 ％ 45.0 43.1 44.3 38.3 60.0 34.0 61.0 

低位発熱量 KJ/kg 7,240 7,000 7,225 5,825 10,390 4,990 10,643 

ご
み

組
成

分
析

 

紙・布類 ％ 46.5 36.0 45.0 49.5 52.0 54.0 69.0 

木・竹・わら類 ％ 7.4 9.5 9.5 2.0 5.0 6.0 7.0 

ﾋﾞﾆｰﾙ・ｺﾞﾑ等 ％ 26.8 10.4 24.3 18.0 16.0 13.0 18.0 

厨芥類 ％ 14.6 22.3 10.8 27.5 25.0 19.0 7.0 

不燃物 ％ 2.3 11.9 7.0 1.6 0.0 8.0 1.0 

その他 ％ 2.9 10.0 3.8 1.5 1.0 0.0 1.0 

※注 比率は小数点以下第２位を四捨五入して整理したため、合計が 100%にならない場合がある。 

 

⑤原単位の推移 

家庭系ごみ、事業系ごみ、集団資源回収の排出量原単位（一人当り年排出量）の推移を参

考資料に示す。（資料編 資料１ ごみ量実績 （２）一人当り排出量参照）原単位は、各年

度の種類別ごみ排出量及び計画処理区域内人口より求めた。 

家庭系可燃ごみ・不燃ごみの原単位は、平成 20年度 136.3kg/年、10.0kg/年で、平成 26

年度では、それぞれ 130.5kg/年、7.0kg/年となっている。 

本市では平成 15年７月からのごみシール制の導入、平成 22 年７月から家庭ごみの全面有

料化を実施した。有料化前後を比較すると、平成 22 年度 131.3kg/年、9.3kg/年で、平成 23

年度 130.3kg/年、7.7kg/年となっており、可燃ごみについては 0.7％の減少であったが、不

燃ごみについては、17.2％と大幅な減少となった。 

 

（８）ごみの減量化・資源化施策の状況 

①資源物の分別収集 

本市では古紙類、缶類、びん類、プラスチック製容器包装、ペットボトル、蛍光管、廃食

用油、せん定枝を資源物として扱っている。収集運搬体制については、２．収集運搬体制の

とおり分別収集を行なっている。古紙類、缶類、びん類、ペットボトル、廃食用油について

は通常収集に加えて、回収拠点施設での回収も実施している。なお、せん定枝は市民が市内

委託業者へ直接搬入、蛍光管は粗大ごみ時の収集と市内家電協力店における回収と、回収拠

表Ⅱ－２－８ 可燃ごみ分析結果 
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点施設への直接搬入の３つの方法としている。また、古紙類は、新聞紙、ダンボール、雑誌・

雑紙、紙パックの４区分、びん類は無色・透明びん、茶びん、その他の色びんの３区分によ

る分別収集を行なっている。 

ストックヤードでは、びん類を選別、プラスチック製容器包装及びペットボトルを選別後、

圧縮梱包して一時貯留しており、これらの資源物は容器包装リサイクル法による特定事業者

が引き取り、再資源化している。平成 1７年度から分別収集を開始した廃食用油は、ペット

ボトルからポリタンクへ移し替え、一時保管し、市内 NPO法人が引き取り、軽油代替燃料（BDF）

に再資源化している。また、古紙類・缶類は、ストックヤードを経由せず、直接資源回収業

者へ搬入している。 

平成 22 年度からは、古布類（綿製品、毛布など）、陶磁器（食器に限る）、硬質プラスチッ

ク製品（タッパー、バケツ、プランター、ポリタンク、衣装ケースなど）の３種類を市役所

前で拠点収集を開始した。（平成 24 年３月から収集品目に小型家電を追加）市民が決められ

た日にまとめて持参していただく必要があるが、市民の協力を得て、収集経費をできるだけ

かけない方法である拠点収集を今後も継続して実施していく予定である。 

 

②粗大ごみに含まれる資源の回収 

清掃センターの粗大ごみ破砕処理施設では、粗大ごみ及び不燃ごみを破砕後に選別し、鉄

類とアルミ類を資源として回収している。また、平成 24 年 10 月より、手選別による小型家

電の回収を開始した。 

回収した資源物は、粗大ごみ処理施設内に一時貯留した後、資源回収業者に売却している。

売却益は、清掃センター運営費用の一部にあてられている。 

 

③住民団体による集団回収 

本市では、平成３年度から「須坂市資源回収報償金交付要綱」を設け、団体で資源回収活

動を行い、回収業者に売却をした地域や PTA 等に報償金を交付している。この制度を利用し

ている団体は、毎年数十団体にのぼる。回収量は平成 14年度以降毎年増加しており、一方市

で実施している月１回の資源回収量が減少している。 

各実施団体の実施回数の増加、取組団体の増加が回収量増加の主な原因と考えられる。 

また、以前はリターナブルびんの回収量が多かったが、販売形態が缶やペットボトル主流

になるに従い、減少している。なお、古紙類の回収量が大幅に増加しているが、市場価格の

上昇によるものと推測される。平成 20年度以降の実績を資料編の資料４に示す。 

 

④事業者による資源の回収 

「廃棄物の処理及び清掃に関するに法律」第３条では、事業者の責務として、「事業者は、

その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しなければならない。」

と定めており、本市の全事業所でどれだけの資源物が、資源回収業者へ引き渡されているの

かは明らかではない。 

また、事業所から排出されるごみのうち、産業廃棄物に該当しない粗大ごみ、金属類を含
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む不燃ごみは、事業系一般廃棄物として許可業者経由などにより、清掃センターへ搬入され、

粗大ごみ処理施設で処理後、資源回収処理業者に引き渡されている。しかし、粗大ごみ処理

施設では、家庭ごみと事業系ごみを区別なく処理しているため、事業系ごみに占める回収資

源量も明らかでない。 

 

⑤自家処理の推進 

本市では、「須坂市環境整備施設設置奨励に関する補助金交付要綱」を設けて、生ごみ堆肥

化処理容器（コンポスト）及び電動生ごみ処理機の普及に努めてきた。平成３年度から平成

26 年度までにこの要綱に基づき補助金を交付し、家庭に設置された総台数は、コンポスト

1,509台、電動生ごみ処理機 1,203台となっている。 

また、電気代のコストがかからず、CO2 の発生抑制にもつながるダンボールによる堆肥化

を推進するため、積極的な広報や堆肥化講習会などの実施や、堆肥化用基材（ピートモスと

くん炭を混ぜたもの）を、平成 23年度より１袋 300円から 100円に値下げした。なお、平成

26年度の販売数は 615 袋である。 

平成 22 年７月から家庭ごみの全面有料化を実施したことに伴い平成 22 年度の電動生ごみ

処理機の補助申請数は大幅に増加したが、その後減少傾向となっている。今後についても、

ダンボールによる堆肥化も含め各世帯での一層の取組みが必要である。 

新たな取組みとして、平成 25年７月より、生ごみを自家処理し、可燃ごみとして出さない

ことを宣言した世帯に対し、専用の「生ごみ出しません袋」を無料で配布する取組みを開始

し、平成 26年度の宣言世帯数は 497世帯であった。 

これらの取り組みについて、今後もＰＲ活動を継続して実施していく。 

 

⑥家庭ごみの全面有料化の実施 

（ア）家庭ごみ有料化実施までの経過 

須坂市では、平成 19 年２月 23 日付で、村木 照忠 須坂市環境審議会長から今後のごみ

減量化の施策、家庭ごみの全面有料化を含めた排出者負担のあり方について「ごみ減量化専

門委員会（仮称）」を設置し、研究、検討を進めるべきとの答申がありました。 

これを受けて、平成 19年８月 24日に第１回「ごみ減量化専門委員会」（公募委員５名を含

む委員 13人で構成）を開催し、以降月１回程度のペースですでに有料化を実施している県内

の先進他市の視察なども行いながら計 14回の会議を重ね、平成 20年 10月６日に藻谷 昭司

会長から市長あてに家庭ごみ有料化導入を含めたごみ減量化の施策について「提言書」が提

出されました。 

この提言に基づき、あらためて須坂市環境審議会へ平成 20年 11月 18日「一般廃棄物処理

手数料改定」（家庭ごみの有料化）について諮問を行いました。環境審議会で慎重審議を行い、

平成 21 年４月 17 日 黒岩 致会長から可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを対象とした家庭ご

み有料化実施の答申が提出されました。 

平成 21 年６月下旬から９月上旬まで全市民を対象とした各町での１回目の説明会を開催

し、有料化導入の方針、必要性などについて市民の理解を求め、平成 21年 12 月議会に関係
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条例案を提出し議決を得ました。 

平成 22 年２月下旬から５月下旬まで２回目の全市民を対象とした各町での説明会を開催

し、有料化制度の内容、具体的なごみの出し方、減免制度などについて市民に周知し、理解

を求めました。 

 

（イ）家庭ごみ有料化の実施 

平成 22 年７月１日からごみシール制による超過有料制を廃止し、家庭ごみの全面有料化を

実施しました。 

７月有料化後 12 月まで（半年）の家庭系可燃ごみの排出量は、前年度同期と比較すると

146 トン、4.1％減、不燃ごみは 47 トン、26.0％減、粗大ごみは、77 トン、47.6％減となっ

ており、不燃ごみと粗大ごみは大幅に減少しています。可燃ごみの減少幅は少なく、余った

ごみシールと新可燃ごみの指定袋との交換を有料化前後に行ったためと考えられます。引き

続き減量意識が継続するよう市民の皆様に理解と一層の協力を求めるとともに、検証を行っ

ていく必要があります。 

 

有料化の手数料の金額等は以下のとおりです。 

分別区分 手数料 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

指定袋 大 30 リットル 30 円（１リットル当り１円） 

指定袋 小 15 リットル 15 円（１リットル当り１円） 

※指定袋代金は別途手数料の他にかかります 

※可燃ごみ、不燃ごみの金額は同じ 

※１辺が 50cm 未満で指定袋に入らないもの（せん定枝等）は、30 円の証

紙シールの貼付が必要です 

粗大ごみ １点につき 50 円 （証紙を直接貼付） 

 

減免の対象者及び減免の内容は以下のとおりです。 

対象者 減免の内容 

高齢者・障害者 

要介護１以上で在宅で介護を受けており、紙おむつを使用している者 

障害者手帳の交付を受けており、紙おむつを使用している者 

年間可燃（大袋） 50 袋 

乳幼児 
３歳未満まで 

年間可燃（大袋） 30 袋 

生活保護世帯 
生活保護の認定を受けている世帯（減免袋数は、世帯人員により異なる） 

１人世帯の場合は、年間 可燃（大） 45 袋、不燃（大）５袋 
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（９） 関係条例等 

本市のごみ処理全般に関する基本的な方針は、「Ⅳごみ処理基本計画」に定めるとおりであ

るが、この方針を具体的に実践していくにあたり、本市は表Ⅱ－２－９に示す条例、要綱を

定めている。また、表Ⅱ－２－10に示す審議会等を置き、廃棄物等に関する事項の審議や施

策の普及活動を行っている。 

表Ⅱ－２－９ ごみ処理に関連する須坂市条例等 

条例等の名称 内   容 

須坂市環境基本条例  現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保するために、環

境の保全について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明

らかにする。あわせて、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。 

須坂市廃棄物の処理

及び再生利用等に関

する条例 

 廃棄物の発生抑制、再利用促進、資源の循環等に関する取り組み

を具体的に規定する。 

須坂市一般廃棄物の

処理手数料に係る収

入証紙に関する条例 

 ごみ処理手数料を証紙により徴収することを定める。 

須坂市資源回収報償

金交付要綱 

 廃棄物処理量の減少を図るため、再生可能な廃棄物の回収を行っ

た団体に対し、報償金を交付する制度について定める。 

須坂市環境整備施設

設置奨励に関する補

助金交付要綱 

 生ごみの減量化を図るため、一般家庭用に電動（手動）生ごみ処

理機の購入及び生ごみ堆肥化処理容器購入に用いる経費の助成を行

っている。 

 

表Ⅱ－２－10  ごみ処理に関連する審議会等 

審議会等の名称 内   容 

須坂市環境審議会  環境行政についての基本事項と、一般廃棄物の減量等に関する事

項を調査審議する市長の諮問機関。 

 ＜審議事項＞ 

 ①環境基本計画の策定及び変更に関する事項 

 ②公害対策及び水資源の保全に関する事項 

 ③廃棄物の減量化、再利用及び適正な処理の総合的かつ計画的な

推進に関する事項 

廃棄物減量等推進員  廃棄物の減量化・再利用を促進し、ごみの発生を抑制すると共に、

きれいな美しいまちづくりをしていくために、各町に廃棄物減量等

推進員をおき、必要な広報活動や助言を行う。 

須坂市環境衛生推進

協議会 

 市の環境衛生行政施策と呼応して、健康で明るい市民生活を実現

するため、衛生思想の普及活動、研究会等の開催、環境浄化の推進

指導等を行う。 
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（10）ごみ処理の課題 

①ごみの減量 

平成 10 年度以降やや増加していた本市のごみ処理量は、平成 15年７月から導入したごみ

シール制により、減少してきており、ごみ処理経費の削減につながっているが、中間処理施

設の老朽化に伴い修繕費が大幅に増加していることから処理経費全体でみると経費は増えて

いる。 

第五次須坂市総合計画で定めた減量目標値「ひとりあたりの年間ごみ排出量可燃 185kg、

不燃 9kg」が目標年度である平成 27 年度達成をめざして、平成 22 年７月からは、ごみの一

層の減量、ごみ処理の負担の公平化などを目的に家庭ごみの全面有料化を実施した。今後に

おいても、ごみの減量効果、継続性など分析、検討を行なうとともに、さらなる資源化の推

進、減量の取り組みが求められている。 

本市では、分別、リサイクルの徹底がかなり進んできており、生ごみの処理がごみ処理の

主要な課題のひとつとなってきている。生ごみは堆肥化することで比較的容易に資源となり、

ごみの減量にも直結するため、市民一人一人が一層の堆肥化推進に取り組むとともに、市全

体での生ごみの新しい資源化の方法についても検討し、長野広域連合で建設する新たな焼却

施設への本市の負担軽減も考慮に入れてさらなる減量を進める必要がある。 

 

②再生資源の利用方法の選択 

本市は資源循環型社会を目指しているが、要らなくなったものを利用する方法は大きく分

けて、①かたちを変えずに別の消費者が利用する（再利用）、②製品の原材料とする（物質回

収）、③燃料とする（熱回収）の３つの方法がある。資源には限りがあることを考えれば、不

要になったものはまず再利用し、次に物質回収、最後に熱回収を行うのが原則である。 

しかし、物質回収をするために莫大なエネルギーを費やしていては環境への負荷を減らす

ことにはならない。また、燃料として利用する場合、熱エネルギーを動力・電力として回収

するか、蒸気や温水などの熱源として回収するかは、システム全体のエネルギー収支、回収

した電力や熱への需要、経費負担、その他さまざまな観点から総合的に判断しなければなら

ない。 

一般的に、物質回収や熱回収は、ある程度まとまった量の廃棄物を対象とする方が効率の

よい回収ができるため、システムのハード面の整備には複数の自治体、企業が共同体を組織

して１行政、１企業の枠組みを超えた立場での情報収集と意思決定が必要となる。 

最適なシステムは地域の規模や特性によって違い、システムの中で市民、事業者、行政が

果たすべき役割も採用するシステムによって異なる。このため、どのような方法を採れば資

源をより有効に利用できるかについて、一層の研究をすすめる必要がある。 

 

③収集運搬 

近年、収集運搬量は緩やかな減少傾向にある。人口の減少や簡易包装の推進、ごみを出来

るだけ出さない商品包装の開発などや有料化実施に伴う家庭でのごみ減量の取り組みにより、

今後もさらに収集運搬量は減少していくと予想される。 
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さらなる資源化を推進するため、分別区分をさらに細かくし、分別の品目ごとに収集を行

うと、逆に収集運搬費は増加することが予想される。収集運搬費用の抑制のため、従来どお

り民間業者への業務委託を行うほか、効率的な収集ルートや混合収集後の機械による自動選

別や分別収集車の導入についても検討し、さらにコストの削減を図っていく必要がある。 

 

④ストックヤード・資源回収 

現在ストックヤードは、プラスチック容器、ペットボトル、びん類といった再生資材の選

別、一時貯留場・中継地として機能している。今後、機器の老朽化に伴う能力の低下のため、

機器の更新と新たな分別収集を行う必要が発生した場合には、その回収物の一時貯留及び分

別の機能を付加する必要があり、現施設では対応しきれないことが想定される。 

 

⑤中間処理 

ごみ減量により中間処理量をできる限り減らすことが最優先課題ではあるが、当面は現有

の焼却施設を適正に修繕等行いながら中間処理を継続せざるを得ない。焼却処理に伴って生

じるダイオキシン類その他の有害物質の低減と効率的な運営をめざして長野地域全体で連続

運転による焼却施設を建設し、有害物質の発生をさらに少なくしていく必要がある。 

なお、長野広域連合では平成 30年度中の稼動を目標に可燃ごみ処理施設の整備を進めてい

る。 

 

⑥最終処分 

現有施設は昭和 50 年に設置され、焼却灰等の最終処分を行ってきたが、国の政令改正により、

平成９年２月に埋立てを中止し、現在、焼却灰等の最終処分は民間の最終処分業者に委託してい

る。 

現有施設が周辺環境に影響を及ぼしていないかについては、定期的な水質調査の結果、これま

で周辺環境への影響は確認されていない。引き続き水質検査を継続し、必要な場合には適切な措

置を講じなければならない。 

今後、ごみ減量や新しい中間処理技術の導入、資源化の推進等により、最終処分量を極力減ら

す努力をすることはもちろんだが、最終的にでる廃棄物は、環境に影響を及ぼさないように管理

型処分場において適正に処分しなければならない。 

当面は、現在と同様に民間業者への委託処理を継続するが、長野広域連合が整備を進めている

広域ごみ処理施設が稼働開始したのちは、長野広域連合の一般廃棄物最終処分場で処分する。 

長野広域連合では平成 30年度中の稼働を目標に、須坂市に一般廃棄物最終処分場の整備を進め

ている。 
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1 人口の予測 

将来のごみ排出量や処理量を予測するためには、計画期間内における人口を予測する必要

があります。本市の人口は、平成 10 年度をピークにゆるやかに減少しており、今後もやや減

少していくと予想する。 

平成 32 年度までの今後 10 年間の人口を第五次須坂市総合計画後期基本計画の目標値を用

い、表Ⅱ－３－１及び図Ⅱ－３－１とし、平成 32 年の人口を 49,500 人とする。 

 

表Ⅱ－３－１  計画処理区域内人口の推移と見込み 

各年度 10月１日現在 

年 度 （人） 備 考 

平成 ７年度 53,842  国勢調査実績値 

平成 10 年度 54,833  ピーク時 

平成 12 年度 54,207   国勢調査実績値 

平成 16 年度 53,804  県人口統計実績値 

平成 22 年度 52,735  住民基本台帳値 

平成 23 年度 52,489  住民基本台帳値 

平成 24 年度 52,591  住民基本台帳値 

平成 25 年度 52,278   住民基本台帳値 

平成 26 年度 52,089   住民基本台帳値 

平成 27 年度 51,741   推計値 

       

平成 32 年度 49,500    目標値 

注）平成 24 年度より外国人人口を含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 人口予測と減量目標 
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図Ⅱ－３－１  計画処理区域内人口の推移 
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２ ごみ量等の排出量の見込み及び目標値 

（１）目標年次及び基準年度 

計画の進捗状況を評価し、着実に実行していくために、直近の平成 26 年度を基準年として、

最終目標年次である平成 32 年度における具体的な数値目標を設定する。 

 

（２）国・県等の指標、目標値と本市の推計値との比較 

国、県等の（詳細は、P28～P32 参照）各種計画で定めている指標及び目標値と、それに対

して現状のまま推移した場合の推計値との比較表は以下のとおり。 

 

1,185g/日→890g/日 903g/日→784g/日 903g/日→781g/日

Ｈ12年対比25%減 13.2%減 13.5%減

660g/日→500g/日 502g/日→389g/日 502g/日→386g/日

Ｈ12年対比25%減 22.5%減 23.1%減

1,799万t→1,170万t 4,740t→3,693t 4,740t→3,499t

Ｈ12年対比35%減 H12年比　22.1%減 H12年比　26.2%減

620,000t 14,756t

（H20比　14%減） （H20比　8.0%減）

30.0% 27.4%

（H20比 5.4ﾎﾟｲﾝﾄ増） （H20比 0.0ﾎﾟｲﾝﾄ）

56,000t、9.0% 1,547t、10.5%

（H20比 1.0ﾎﾟｲﾝﾄ減） (H20比 0.4ﾎﾟｲﾝﾄ減)

③事業系ごみ排出量

③最終処分量(率） 1,740t、10.9%

国

(※1)
Ｈ32年度

①一人一日当りの

　ごみ総排出量(※3）

②一人一日当りの

　家庭系ごみ総排出量

　(※4）

16,034t

27.4%
県

(※2)

①ごみ総排出量(※3）

須坂市の状況

区分 指標 目標年 目標値
(現状の推計値比較）

Ｈ27年度②リサイクル率

H20年度実績値
Ｈ27年現状移行

推計値

Ｈ26年度実績値
Ｈ32年現状移行

推計値

 
※1  国・・・第三次循環型社会形成推進基本計画（平成 25 年５月） Ｐ30 参照 

※2  長野県・・・廃棄物処理計画（第三期）(平成 23 年２月） Ｐ33 参照 

※3  国の指標①、長野県の指標①のごみ総排出量は、家庭ごみ、事業系ごみ、集団回収量の合計 

※4  国の指標②の家庭系ごみ総排出量には、資源物量及び集団回収量は含まない 
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（３）数値目標 

ごみとして処分するものの量を削減し、ごみをできる限り資源として再び利用（リサイク

ル）することは、循環型社会を構築する基本である。また、市は一般廃棄物の処理責任を担

っていることから、発生から最終処分に至る全ての段階で、ごみ量を把握、管理していくこ

とが重要である。 

本計画では、国、県等の指標や目標を参考としながら、第５次総合計画の施策の指標であ

る可燃ごみ、不燃ごみの一人当り年間排出量を目標値の基本として、次表のとおり目標値を

設定する。 

 

基準年度実績 目標値

(Ｈ26年度） (Ｈ32年度）

①ごみ総排出量(※1） ｔ/年 14,891 13,844 Ｈ26実績比　約7.0%減

②一人当りの可燃ごみ排出量

(※2）
㎏/人 203 197

第五次総合計画指標

Ｈ26実績比　約3.0%減

③一人当りの不燃ごみ排出量

(※3）
㎏/人 7.7 7.0

第五次総合計画指標

Ｈ26実績比　約9.1%減

④事業系ごみ排出量（※4） ｔ/年 3,693 3,425 Ｈ26実績比　約7.3%減

資源化の

目標
⑤リサイクル率(※5） ％ 27.2 28.2

Ｈ26実績比1.0ポイント

改善

最終

処分量
⑥最終処分量 ｔ/年 1,562 1,440 Ｈ26実績比　約7.8%減

項目 指標 単位 備考

減量化の

目標

 

※1 ごみの総排出量＝家庭系ごみ排出量＋事業系ごみ排出量＋集団資源回収量 

※2 可燃ごみ総排出量＝家庭系可燃ごみ排出量＋事業系可燃ごみ排出量(粗大ごみ除く） 

※3 不燃ごみ総排出量＝家庭系不燃ごみ排出量＋事業系不燃ごみ排出量(粗大ごみ除く） 

※4 事業系ごみ総排出量…事業系ごみ量の合計 

※5 リサイクル率＝（資源化量＋集団回収量）／（ごみ収集・搬入量＋集団資源回収量） 
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（４）数値目標の積算内訳 

①総排出量・・・家庭系及び事業系ごみの削減により、平成 32 年度の排出量を 

13,844 トン以下とする。 

②可燃ごみ量・・・各年度約 0.5％削減し、平成 32 年度の一人年当り排出量を 197kg 以

下にします。 

③不燃ごみ量・・・各年度約 1.5％削減し、平成 32 年度の一人年当り排出量を 7.0kg 以

下とする。 

④事業系ごみ排出量・・・分別指導の徹底などにより、排出量を平成 26年度比で約 7.3%

削減し、平成 32年度の排出量を 3,425 トン以下とする。 

⑤リサイクル率・・・ごみ量の削減（各家庭での堆肥化の取り組み推進、３Ｒの推進）

及び分別の徹底（可燃ごみに含まれる資源物の混入率の改善）により、

平成26年度比で約1.0ポイント改善し、平成32年度28.2％以上とする。 

⑥最終処分量・・・可燃ごみ量、不燃ごみ量の削減により、最終処分量を平成 32 年度 1,440

トン以下とする。 

 

Ｈ32 Ｈ32 Ｈ32

目標値 推計値 推計値との差

減量化目標②

第五次総合計画指標

減量化目標③

第五次総合計画指標

最終処分量⑥⑥最終処分量 ｔ/年 1,562 1,440 1,476 -36

減量化目標④

⑤リサイクル率(※5） ％ 27.2 28.2 27.6 0.6ﾎﾟｲﾝﾄ 資源化目標⑤

-5

-74

③一人当りの不燃ごみ

排出量(※3）
㎏/人 7.7 7.0 7.5 -0.5

④事業系ごみ排出量

（※4）
ｔ/年 3,693 3,425 3,499

②一人当りの可燃ごみ

排出量(※2）
㎏/人 203 197 202

指標 単位 Ｈ26 備考

①ごみ総排出量(※1） ｔ/年 14,891 13,844 14,105 -261 減量化目標①

 
※年度別の内訳は、参考資料 参照 

 

各数値目標を達成するため、各数値目標と現状のまま推移した場合の平成 32 年度における

将来ごみ量（推計値）との差について、一層の減量、資源化の取組みが必要であり、第４章

において、詳述する。 
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 本計画の基本方針に基づき、市が取り組む施策は 

 

１ ごみを生み出さない取組み 

（１）家庭ごみ発生抑制の推進（リデュース） 

①消費活動での啓発や誘導 

ごみの発生を抑制する取組みの一つとしては、商品購入時の行動があげられる。市民に「ご

みになるものを買わない、持ち込まない」行動を促すため、以下の啓発をさらに進める。 

・ 買い物袋の持参（レジ袋の削減）※注 1 

・ 詰め替え商品、リターナブルびん商品の購入 

・ エコマーク商品や簡易包装商品の購入 

・ トレーやクリーニングハンガーの販売小売店への返却など 

・ 購入した食材を使い切る 

 

○取組み指標（※注１） 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H26 年度） 

目標値 

（H32 年度） 

マイバッグ持参率 
市内店舗内での

目視調査 
46% 70% 

 

②家庭･地域等への啓発や誘導 

ごみを少なくする取組みは、一人一人の自覚が大切だが、それを家庭や地域ぐるみ、職場

ぐるみで取組むことによって、より大きな効果が期待できる。そのための取組みとして次の

取組みを推進、検討していく。 

・ 食べ残しを減らそう県民運動の啓発促進 

・ ごみ減量モデル地域やごみ分別モデル地域の指定など 

 

③家庭ごみの有料化の継続と検証 

家庭ごみ処理の有料化は、ごみ処理費用の負担の適正・公平化を図るとともに、排出する

市民の意識啓発や経済的な動機を与えることによって、減量化・資源化の促進を図るもので

す。本市では、平成 22年７月から家庭ごみの有料化を実施している。 

年数を経るに従って再び排出量が増えること（リバウンド）が指摘されているところであ

り、市報等で有料化後のごみ量、減量に取り組んでいる市民、団体、事業者などの紹介、ご

み減量講座などを企画し、広報・啓発を行うとともに、効果について検証する。 

 

 

第４章 目標達成に向けた施策 
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（２）事業系ごみ発生抑制の推進（リデュース） 

①事業者への啓発や誘導 

簡易包装の実施や使い捨て容器の使用自粛、簡易型ＩＳＯの導入など、ごみ減量化やリサ

イクルに積極的な取り組みを行なっている商店や事業所を市報等で紹介し、地球温暖化防止

や省エネルギーに積極的に取組んでいる事業者を「優良事業者」として表彰や認定するなど

の制度の創設を検討する。 

トレーなど容器包装等の店頭回収やマイバッグ持参による割引、ポイント制度などや、他

自治体で導入されているレジ袋有料化の取り組みについても関係団体等と連携して事業者へ

働きかけを行っていく。 

 

②減量計画書による計画的取組みの徹底 

多量排出事業者・大規模事業者に対して「須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関する条例」

（以下「市廃棄物条例」）第 14 条に定める「減量化及び再利用計画書」の提出徹底を図り、

計画的な取組みを推進する。 

 

③多量排出事業所への立入指導の実施 

「市廃棄物条例」第 14 条に定める大規模事業者に対して、「減量化及び再利用計画書」の

分析結果に基づく具体的な啓発・指導を行う。 

 

④処理手数料の適正化 

年間排出量が、概ね 60kg／月以下（可燃、不燃合わせて指定袋（大）で年間 140袋以下）

の事業者は、事業系ごみシールを購入し、地域のステーションへの排出を認めているが、処

理手数料（ごみシール購入代金）については、他市の動向や処理コスト等を勘案し、適宜見

直しを行う。 

また、清掃センターへ許可業者による搬入を行っている事業系ごみについても、処理手数

料について、適宜見直しを行い、排出抑制とごみの減量に努めるよう誘導する。 

 

（３）分別の徹底による減量化の推進 

①分別の徹底に向けた情報発信、分別意識の向上 

ごみのリサイクルを促進し、確実に再資源化を行なうためには、市民の協力による徹底し

た分別が不可欠である。しかし、清掃センターでの内容物調査の結果を見ると、家庭系可燃

ごみの中には、紙類やプラスチック類容器など資源物が約 15％混ざっており、分別が徹底さ

れてない家庭が多く見られる。 

そこで、分別方法やリサイクルをよりわかりやすく説明する。例えば、広報やホームペー

ジでの品目別の分別一覧などの情報提供、住民説明会や出前講座、各町の廃棄物減量等推進

員とともに地域のごみステーションでの啓発や指導を行うなど市民とのコミュニケーション

を持ちながら、分別意識の向上を図っていく。 

なお、今後当面の間、家庭ごみの分別区分は現行のとおりとします。 
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具体的な内容（例） 排出方法 排出場所 収集回数

感熱紙、複写紙など資源にならな
い紙、筆箱・おもちゃ等プラス
チック製容器包装以外のプラス
チック製品、汚れの落ちないプラ
スチック製容器包装、ゴム製品、
皮製品、衣類など布類、生ごみ、
木製品、少量のせん定枝、ふと
ん、毛布など

市指定の可燃ごみ袋
指定袋に入らない
50cm以下のものは大
の証紙ｼｰﾙを貼って
出す

ごみ集積所 ２回／週

充電式、ボタン電池以外 透明なビニール袋 ごみ集積所 １回／月

フライパン、刃物など金属製品、
コップなどびん以外のガラス製
品、陶磁器、家電リサイクル法対
象以外の小型家電製品

市指定の不燃ごみ袋
指定袋に入らない
50cm以下のものは大
の証紙ｼｰﾙを貼って
出す

ごみ集積所 １回／月

カップ麺の容器、スナック菓子の
袋、レジ袋等プラマークのついて
いるプラスチック製容器包装

市指定のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
容器包装袋

ごみ集積所 １回／週

①新聞、②ダンボール、③紙パッ
ク、④雑誌・広告・その他雑紙の
４分別

紙ひもで十文字に結
束して集積所へ
小さな古紙は、紙袋
に入れて十文字に結
束しても可

ごみ集積所 １回／月

スチール、アルミの飲料缶、缶詰
缶、菓子缶など

集積所のｺﾝﾃﾅへ ごみ集積所 １回／月

①透明・白色、②茶色、③その他
の色の３分別、
ビールびん、茶色の一升びんは販
売店等へ

集積所のｺﾝﾃﾅへ色別
に

ごみ集積所 １回／月

飲料、酒類、醤油、食酢などのプ
ラスチックボトル

集積所のネットへ ごみ集積所 １回／月

植物性の廃食用油
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙに入れて集
積所のｺﾝﾃﾅへ

ごみ集積所 １回／月

タンス、スキーなど１辺50cmを超
える大型のもの

粗大証紙ｼｰﾙ貼付
町ごとの指
定回収場所

１回／年

ﾄﾞﾗﾑ缶またはｺﾝﾃﾅへ 同上 １回／年

自己搬入 指定場所 ４回／週

長さ180cm以内、枝の広がり60cm以
内、多量の場合

自己搬入
市内処理委
託業者へ

随時

綿製品、毛布など 自己搬入 指定場所 ４回／年

タッパー、バケツなど硬質プラス
チック類

自己搬入 同上 ４回／年

皿、茶碗など食器に限る 自己搬入 同上 ４回／週

ドライヤー、ビデオデッキ、掃除

機など
自己搬入 同上 ４回／年

硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類※

陶磁器類※

せん定枝※

粗大ごみ

古布類※

資
　

源
　

物

可燃ごみ

不燃ごみ

乾電池、使い捨て
ライター

プラスチック
製容器包装

古紙類

缶類

拠点回収

家庭ごみの分別・収集区分

小型家電※

蛍光管 割れたものでも可

びん類

ペットボトル

廃食用油

分別・収集区分

定期収集

 

※通常の可燃ごみ、不燃ごみでも収集は行う。 
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排出禁止物 具体的な内容（例） 処理方法

市処理施設で処理できないもの

（処理困難物）

須坂市清掃センター受入基準

で定める処理困難物

購入店や専門処理業者に処理

を依頼

個別リサイクル法等の対象品目
家電リサイクル法対象品目、

家庭用パソコン等

家電リサイクル法等の規定に

基づき処理
 

②集合住宅を中心とした分別排出指導の徹底 

分別の不徹底や排出ルールを守らない「違反ごみ」に対して、地域や集合住宅の管理会社

等と連携しながら個別指導を含め指導を強化していく。 

 

③事業ごみの分別の徹底 

事業ごみについては、「事業ごみの分け方・出し方」、「減量の取組み方法」などを記載した

小冊子を作成し、全事業者に配布するとともに、商工団体等とも連携した啓発活動を行う。 

事業系ごみのうち機密書類については、溶解などを行う民間事業者を紹介し、大量の紙ご

みを清掃センターでは受け入れしないことの徹底を図る。 

また、定期的な展開検査を実施し、許可業者と搬入事業者双方に文書による指導などを行

い、分別の徹底を図る。 

 

２ 再利用の促進（リユース） 

（１）「エコサポートすざか」の活用、広報 

市では現在、家庭にある不用品の提供・交換に関する情報を市報に掲載し、橋渡しをする(担

当：市民課)とともに、常設的なリユース推進の場・資源物拠点収集場所として「エコサポー

トすざか」を、引き続き須坂市女性団体連絡協議会に運営していただく。市報、ホームペー

ジやブログなどを活用してリサイクル・掘り出し物情報を提供し、リユース、リサイクルを

推進する。 

 

（２）再生品の使用など“もったいない運動”の展開 

市民が生活用品を購入する際、できるだけグリーンマークなど再生利用製品を購入する働

きかけや使い捨て商品の使用をやめるなど、可能な限り物をムダにしない生活スタイルを心

がけ、市民全体で“もったいない運動”を進めるよう啓発を行ないます。 

具体的には、「エコサポートすざか」を中心に須坂市女性団体連絡協議会等と共創し、「も

ったいない市」を開催し、再生品の使用、リユースの促進と啓発を図る。 

 

３ 再資源化の推進（リサイクル） 

（１）集団回収活動等の活性化 

資源物の集団回収は、ごみの減量化・資源化の点で有効であり、また集団回収を通じて地

域住民、児童・生徒の環境学習の場としても役立つことから、報償金の交付などを通して支

援を継続していく。 
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（２）資源物回収拠点の継続 

ごみの資源化等を促進するためには、出しやすい環境を整備していくことが重要である。勤

務形態や夫婦共働きの増加などにより、現在の排出指定時間や地元のごみステーションへ排

出することが困難な市民も増えてきている。 

市民と共創により運営を行なっている「エコサポートすざか」に土・日に資源物を排出で

きる回収拠点を設けている。 

さらに、平日の回収拠点として日野地域公民館で拠点回収を実施している。 

また、市役所庁舎前において年４回実施している拠点回収についても継続して実施してい

く。 

 

（３）生ごみの堆肥化等資源化の推進 

①家庭での生ごみ堆肥化の推進※注２ 

可燃ごみを減量するためには、紙類、プラスチック類容器の分別の徹底、資源化と生ごみ

の堆肥化が有効な手段であり、また、市民自らが取組むことが環境美化意識の向上につなが

るため、電動生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器や簡単にできるダンボール箱での堆肥化の普

及を促進する。 

また、「生ごみ出しません袋」制度の周知を図り、生ごみ堆肥化の普及を促進する。 

 

○取組み指標（※注２） 

指標の内容 数値の測り方 
現状値 

（H26 年度） 

目標値 

（H32 年度） 

生ごみ堆肥化取組み

実施世帯数 

電動生ごみ処理機、堆肥化

容器（コンポスト）の補助

金交付累計世帯数 

2,698 世帯 3,100 世帯 

 

②地域、行政での生ごみ堆肥化の推進 

モデル地域で大型の生ごみ処理機を導入し、生ごみの堆肥化を進めているが、導入した地

区内での広報、啓発を強化し、参加世帯のさらなる増加をめざす。 

堆肥を利用し、循環型の農業を推進する農業者など農業関係者との意見交換会、先進他市

町村の視察、意識調査などを実施し、より広範な地域での堆肥化のモデル的な取組みについ

て検討を進める。 

学校給食センターの生ごみについては、分別の徹底を図り、調理くずについては、そのさ

と有機センターへの委託処理、残飯等については、高山村の地力増進センターへの委託処理

により再資源化を行う。 
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③事業系生ごみの資源化の促進 

スーパー等食品関連事業者、飲食店等から発生する生ごみの資源化促進に向けて、食品リ

サイクル法関連の情報提供を行うとともに、事業者に対して焼却処理から資源化への働きか

けを行うとともに資源化の取組みを支援していく。 

 

４ ごみの適正処分 

（１）安全な作業で迅速な収集運搬を実施 

①効率的な収集運搬体制の確立 

世帯数の増減による収集区域の見直しやごみステーションの統廃合を行い、分別品目の拡

大やごみ収集量の増減に対応できるよう効率的な収集体制の確立を図っていく。 

また、ごみ集積所用看板等により、ごみ排出ルールを明確化し、市民の協力を得ながら地

域と連携して啓発・指導に取り組んでいく。 

 

②高齢者に対する収集体制の検討 

ごみ集積所までごみ出しが困難な世帯に対する収集体制について、社会福祉協議会等福祉

団体、民生児童委員、自治会及び市関係部局と連携し、見守り確認を含めた戸別収集等の新

たな収集方法も含め調査、検討を行う。 

 

③ごみ集積所設置の支援等 

分別意識の高揚や清潔で美しいまちづくりのため、自治会が設置するごみ集積所が環境美

化に配慮したものになるよう支援する。 

また、集積施設の無い収集指定場所のカラス対策や集積所の統合などについて調整、支援

をする。 

 

④収集運搬業者の研修会の実施 

一般廃棄物収集運搬許可業者による事業系一般廃棄物の適正な収集運搬が実施されるよう、

収集運搬業者に対する研修会を実施する。 
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（２）安定した中間処理、適正処分 

現状のごみ処理施設について、適切な維持管理を行い、安全で安定的な処理を継続して

行えるようにするとともに、長野広域連合による新たなごみ処理施設の早期整備をめざす。 

なお、今後当面の間の中間処理・保管及び最終処分体制は現行のとおりとする。 

中間処理体制

区分 中間処理主体 中間処理施設 中間処理方法

可燃ごみ
（不燃、粗大ごみのうち、
破砕・選別後の可燃性残渣
を含む）

市直営
須坂市清掃センター
焼却施設

選別・焼却（熱回収は行っていな
い）
（硬質プラスチック製品は民間施
設で資源化）

不燃ごみ
（粗大ごみのうち、主に不
燃性のものを含む）

市直営
須坂市清掃センター
粗大ごみ処理施設

破砕・選別
（⇒可燃性残渣は焼却処理、不燃
性残渣は埋立処分、小型家電・金
属類は選別後民間施設で資源化）

プラスチック製容器包装 市直営
市ストックヤード保
管施設

選別・圧縮梱包
（容器包装リサイクル協会指定法
人へ搬出・再資源化）

古紙類 委託 民間処理施設 資源化

びん類 市直営
市ストックヤード保
管施設

選別・保管
（容器包装リサイクル協会指定法
人へ搬出・再資源化）

缶類 委託 民間処理施設 資源化

ペットボトル 市直営
市ストックヤード保
管施設

選別・圧縮梱包
（容器包装リサイクル協会指定法
人へ搬出・再資源化）

乾電池 委託 民間処理施設 資源化

廃食用油 委託 民間処理施設 資源化

せん定枝・葉 委託 民間処理施設 資源化

蛍光管 委託 民間処理施設 資源化

古布類 委託 民間処理施設 資源化

硬質プラスチック類 委託 民間処理施設 資源化

陶磁器類 委託 民間処理施設 資源化

小型家電 委託 民間処理施設 資源化
 

最終処分

最終処分種別 最終処分主体 処分施設

焼却灰・飛灰処理物 委託 民間最終処分場

不燃残渣 委託 民間最終処分場

 

 



  

- 67 - 

①安全で安定的な処理の継続実施 

長野広域連合によるごみ処理施設が整備・稼動されるまでの間、昭和５４年に稼動し、県

内の一般廃棄物処理施設で一番古い当市の清掃センター焼却施設について、計画的な補修等

の実施により、引き続き安全で安定的な処理を実施する。 

焼却灰、不燃残渣等の最終処分については、中野市および野沢温泉村の民間最終処分場へ

外部搬出し、安定的な処分を実施していく。 

  

②ダイオキシン類等の測定実施及び公表 

焼却施設から発生するダイオキシン類等「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定めら

れた測定を定期的に実施し、測定結果をホームページ等で公表する。 

 

③適正処理困難物 

消火器、スプリング入りマット（スプリングを取り除いてあれば収集可）、農薬など適正な

処理が困難なものとして収集対象から除外している廃棄物について、販売・製造業者に対し

て自主回収を要請するほか、市内の処理業者等のルートを確保していく。また、市民に排出

方法、排出先の周知を図るとともにごみ集積所への排出や不法投棄を抑制する。 

 

④生ごみリサイクル施設の検討 

生ごみは、家庭、小規模事業者から排出されている可燃ごみの重量比で約 50%を占める。

可燃ごみの減量を一層推進していくためには生ごみを再資源化していく必要がある。 

当面は、各家庭での生ごみ堆肥化を協力に推進していくとともに、スーパーなどの小売店

から排出される調理くず、食品残渣も含め、メタンガスによる発電、水素ガスとしての利用

など近年の新しい技術による再資源化方法も含めて引き続き検討を行い、環境省のモデル事

業の導入や市内外の企業との共同研究による NEDO（新エネルギー･産業技術総合開発機構）

の助成制度などの活用の可能性についても研究していく。 

 

（３）長野広域連合のごみ処理施設の建設 

長野広域連合では、ごみ処理広域化基本計画に基づき、ごみ焼却施設２施設（１施設目は

長野市内、２施設目は千曲市内）、最終処分場１施設（須坂市内）の建設を、いずれも平成

30年度中の稼働を目標にして進めている。 

市は長野広域連合と協同して、地元住民や地権者等との十分な協議による合意形成に努め、

環境に配慮した安全、安心な施設の建設に取組む。 

 

（４）災害時のごみ処理 

阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震災などの地震災害や台風等集中豪雨による住宅

の浸水などにより、近年集中的かつ多量に発生・排出される災害ごみの処理が問題となって

いる。 

「須坂市地域防災計画」に基づき、関係機関と協議を進めながら、大規模災害時を想定し

た具体的なごみの収集、処理の実施計画を早期に策定する。 
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５ まちを美しくする取組み 

（１）まち美化対策の強化 

①各種キャンペーン活動等の充実 

桜の開花時期に合わせ、４月に市内の観光名所である竜ヶ池周辺のクリーン作戦を、５月

に中心市街地、主要幹線道路などを実施地域として、「町並みクリーン＆ウォーク作戦」を、

６月に須坂駅周辺を実施地域として、「須坂駅前さわやかクリーン作戦」を実施し、まち美化

の啓発を推進する。 

特に美観が損なわれている高速道路沿いや観光地等については、ポイ捨て防止重点地域と

して、啓発のための看板の設置、定期的な清掃活動など、個別の防止策を行なう。 

また、地域住民と協力して美化を進める「アダプトプログラム※注」による里親制度の推

進をする。 

 

②須坂市を清潔で美しくする条例の啓発等 

清潔で美しいまちづくりの推進を図るため、平成 16年４月から「須坂市を清潔で美しくす

る条例」を施行した。この条例では、空き缶、ペットボトルなどの投棄行為、犬等のふんの

放置、たばこの吸殻やガムなどのポイ捨て行為の防止に関し必要な事項を定めたものである。

市民一人一人が、良好な生活環境を保全するため条例の趣旨を理解し、環境に対するルール

が守られるよう引き続き啓発を行う。 

また、自動販売機設置者などに回収容器の設置、周辺の美化について継続的に指導を行う。 

さらに、現在は自主的な美化活動として、個人、企業などのボランティアによる投棄物の

回収が行なわれているが、活動の輪が広がるよう、無料の美化袋の配布など支援を行なって

いく。 

 

（２）不法投棄対策 

①監視・指導体制の強化・充実 

不法投棄を未然に防ぐため、条例にもとづくボランティアパトロール員を毎年３月の市広

報で募集し増員を図る。また、ボランティアパトロール員、区衛生部役員等に居住する地域

内を巡回重点箇所と定め、監視体制の強化を図る。 

不法投棄多発地点に監視カメラ・看板を設置し、不法投棄の防止・抑制に努める。また、

発見した不法投棄に対しては、警察等関係機関と連携し、厳正に対処する。 

 

②不法投棄されない環境づくり 

不法投棄が不法投棄を助長する悪循環を防ぐため、定期的な市によるパトロール、ボラン

ティアによるパトロールや不法投棄物の回収を実施し、不法投棄禁止たて看板の設置や多発

箇所へのフェンス設置を検討していく。特に河川ごみが目立つことから、地元区住民と連携

を図り、河川の草が繁茂する前の４月に一斉清掃を引き続き実施する。 

 

※ 注 「アダプトプログラム」 

アメリカで始まった、市民と行政が協同で進めるまち美化プログラムのこと。｢アダプト｣とは、｢養子縁組｣

するという意味。企業や地域住民などが道路や公園など一定の公の場所の里親となり、定期的･継続的に清掃や

花壇の管理などを行う内容について合意をし、管理者である行政と契約をし、行政がこれを支援する仕組み。 
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６ 環境に対する情報提供等 

（１）環境学習の仕組みづくり 

①情報提供の充実 

市民・事業者・市が一体となって循環型社会を構築していくためには、お互いが責任と役

割を理解しあい、信頼関係を築くことが大切である。市は、実施しようとしている施策や仕

組みを公表し、様々な方法で周知を図り、理解してもらえるよう努める。また、ごみ問題、

環境美化問題、循環型社会の形成の必要性に関する知識を深め、それを今後の行動に役立て

られるよう、市報・啓発パンフレットやホームページ等で情報提供を行ない、充実を図りま

す。さらに、転入者に対しては、転入時における説明を確実に行い、分別排出とごみの減量

化に対する理解を図る。また、市内で生活している外国人の方々に須坂市のごみ排出のルー

ルを理解してもらうために外国人向け「ごみカレンダー」を作成し、窓口やごみシール配布

時に送付する等情報提供を行う。 

 

（２）学校教育における環境教育の充実 

①教育用副読本の活用 

現在、小学校で「ごみ、環境の問題」を学んでいる。子どもたちが、環境問題の大切さや

ごみの減量、リサイクルの必要性を学ぶために、副読本の中へごみの収集やリサイクルの流

れ等について学習内容として盛り込んでいるが、定期的な内容の見直しや、市職員・環境保

護活動に取り組んでいる方が学校からの要請に基づき、直接指導を行っていく。 

 

②体験型学習の実施、支援 

体験を通して環境問題への関心を高めてもらうために「エコ探検隊」への参加や、ごみの

現状を実感し理解するために、清掃センターやストックヤードの社会見学を引き続き実施す

るように要請する。また、総合的な学習の時間を通して、道路、公園や河川の環境美化活動

など体験的な活動を支援する。 

子どもエコクラブの結成を促すとともに、活動を支援する。 

 

７ 計画の進行管理 

『ごみを減らし資源を大切にしよう”との理念のもと、「もったいない」精神を取り戻し、

資源循環型社会の構築をめざす。』ため、市環境審議会における議論などを軸に、ＰＤＣＡサ

イクルに基づく、進行管理を行う。 

毎年度、数値目標の達成状況や、各種減量リサイクル施策の進捗状況を点検・評価し、各

年度の「一般廃棄物処理実施計画」で必要に応じ、新たな施策の見直しを行うなど、施策の

継続的な改善を図る。 

 

 

 

 

ＰＤＣＡサイクルとは 

Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）、Ａｃｔ（改善・見直し）の頭

文字をとったもので、この手順の繰り返しによって、施策の継続的な改善を図る手法 


