
 
第５章 計画実現に向けた施策 
 

第１節  ごみを生み出さない取組み 
 

１．ごみ発生抑制の推進 
（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ます。

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

をさらに進めます。 

・ 買い物袋の持参（レジ袋の削減） 

・ 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諸品の購入 

・ 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 

（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ですが、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ます。そのた

めの取組みとして次の取組みを検討します。 

・ ごみ家計簿モニター（環境家計簿の一部）の募集及び指定 

・ ごみ減量モデル地域の指定  など 

（３）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「ごみ減量推進

事業者」として指定し、認定プレートやステッカーを事業所に掲示してもらいなど

の制度の創設を検討します。 

（４）ごみ処理有料化 

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。現在、本市ではごみシール制による一部有料化を実施してい

ますが、環境省でも家庭ごみの有料化の方針を打ち出しており、近隣の長野市でも

導入の検討を始めています。 

今後は、県内のほとんどが有料である粗大ごみの有料化を早急に検討し、実施し

ます。その後周辺市町村の動向も考慮しながら、完全有料化の実施について調査・

研究を進め、実施を検討していきます。 

また、現行のごみシールの無料配布枚数等についても、適宜見直しを行ない、減

量化の誘導を行ないます。 
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２．生ごみの減量化や資源化の推進 

（１）家庭での取組み 
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意識の向上につ

ながるため、今後も継続して生ごみ堆肥化容器の普及を促進します。また、簡単に

できるダンボール箱での堆肥化も併せて啓発、普及を進め、家庭でできた堆肥を利

用しない市民から、必要な市民へ循環する制度の構築も行ないます。 

（２）生ごみのリサイクル 

生ごみの分別を全市的に実施するにあたっての収集方法や分別に対する地域の徹

底状況等を把握するため、事業用生ごみ処理機を導入してモデル地域で生ごみの堆

肥化を進めます。 

モデル地域での実施状況、費用などを検証し、今後生ごみのリサイクル方法を検

討し、資源化の具体的な方向づけを行ないます。 

学校給食センター、保育園等の生ごみについては、残飯等も含め、排出時の分別

の徹底を図り、当面高山村の地力増進センターへの委託処理による再資源化を行い

ます。 

 

２．再利用の促進 

（１）仕組みづくり 
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

しをしていますが、子供服などまだ着れるのに“もったいない”との意見が市民か

ら多く寄せられています。 

常設的なリサイクルの場となる「エコカフェ」を、環境に関心のある市民の皆さ

んで運営していただき、ホームページやかわら版などを使ってリサイクル情報を提

供し、リサイクルを推進します。 

（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。 

 

第２節 ごみの再資源化の取組み 
１．分別の徹底 

（１）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す。市では、平成６年度から古紙類の分別収集を始め除

除に資源物の分別収集品目を拡大し、再資源化に取組んできました。 
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しかし、清掃センターでの内容物調査の結果を見ると、容器包装リサイクル法に

もとづくプラスチック類容器の分別など徹底されてない家庭が多く見られます。分

別の担い手は市民ですので、分別方法やリサイクルをよりわかりやすく説明した「ご

みガイドブック」の作成やホームページでの品目別の分別一覧などの情報提供を引

き続き行ないます。また、職員が各町の廃棄物減量等推進員さんとともに地域のご

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ります。 

（２）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

付などについて支援を継続していきます。 

 

２．資源化施策 

（１）資源物回収の拡充 
ごみの資源化を促進するためには、集団回収や各ごみステーションの分別排出量

を拡大していくことが重要です。しかし、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

てきています。そこで、市民と協働で運営を行なう「エコカフェ」に土・日に資源

物を排出できるステーションを設け、利便性の向上を図り、リサイクルの輪を広げ

ていきます。 

（２）容器包装リサイクル法の改正に基づく対応 

容器包装リサイクル法第８条第１項に基づき策定した「分別収集計画書（第４期）」

（平成 17 年度～21 年度分）に沿って、分別収集・再資源化を図ります。 

また、同法は平成 17 年度に見直し作業を行なっていますが、自治体が担っている

分別収集と保管の経費が事業者の再商品化のコスト負担に比べて高くなっており、

分別が進むほど市の財政負担が大きくなるという矛盾があります。今後とも拡大生

産者責任の観点から処理費用を製品価格に上乗せするとともに自主回収を義務づけ

るなど、法の見直しを引き続き国に要望してまいります。 

 

３．事業系ごみ対策 

（１）排出事業者の処理責任の徹底 

清掃センターへのごみ排出量は、家庭系ごみはシール制の導入により、大きく減

少してきているが、事業系ごみは家庭系に比べて減量幅が少ない。ごみの減量目標

を達成するためには、事業系ごみの減量化策を強化する必要があります。 

事業活動から排出されるごみ処理やリサイクルの責任は、排出者の責任として事

業者自身にあることを浸透させるように啓発・指導に努めます。また、会社、オフ

ィス等の事業者から排出される事業系のごみは、家庭ごみに比べて分別が悪いもの
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が目立つことから、直接許可業者によって清掃センターへ搬入されている事業系ご

みについては、事業系指定袋による搬入を義務づけ、排出事業者の記名を求め、分

別の徹底の向上を図ります。 

特に紙類の分別、再資源化推進のため、清掃センターでの指導・検査体制を強化

するとともに、焼却処理をされることが多い顧客情報等の機密文書、シュレッダー

処理された文書類の古紙業者との連携による再資源化への誘導を図ります。 

条例に定める大量排出者には、「減量化及び再利用に関する計画書」の提出を徹底

させ、排出量の抑制と再資源化率の改善を指導していきます。 

（３）処理手数料の適正化 

年間排出量が、可燃指定袋（大）で 124 袋以下（概ね 60kg／月以下）の事業者は、

ごみシールを購入し、地域のステーションに排出を認めていますが、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

を行います。 

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

いたします。 

（４）簡易型ＩＳＯ（須坂版）の導入推進 

市では、事業者のＩＳＯシリーズの取得について、補助制度（主管課：工業課）

を設け推進してきましたが、取得費用が高い、導入のメリットがない等の理由で中

小の事業者は導入するのが困難な現状です。 

今後、工業課や商工会議所などとも連携して、簡易型ＩＳＯ（須坂版）を作成す

るなどして、中小の事業者への普及を図り、減量化を推進します。 

（５）一事業所としての市の取り組み 

市は、一般廃棄物全般に係る減量や処理を推進する責務を有する一方で、一事業

所としての側面を有しています。市は、平成 14 年３月にＩＳＯ14001 の認証取得を

し、ごみの分別・減量化の推進、グリーン購入の取り組み、コピー枚数の削減など

を行なってきました。平成 16 年度からは、内部の自主監査制度により、引き続き資

源の有効利用、ごみの減量に取組んでおります。 

今後、他市との相互審査なども取り入れながら、市民や事業者の模範となるよう

“ゼロエミッション”に挑戦していきます。 

 

第３節 ごみの適正処分 

１．収集運搬計画等 
（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

いきます。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
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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きます。 

（２）適正排出指導 

ごみや資源物の適正排出については、「ごみ、資源物の分け方・出し方カレンダー」

や町別の説明会、ホームページ等で情報提供を行っていますが、排出ルールが守ら

れていないごみについては、現場で“警告シール”を貼付して収集しないほか、職

員や地域の役員等による指導体制を充実させ、地域や現場に密着したきめ細やかな

指導を実施します。また、徹底を欠くことの多いアパート等については、家主や管

理会社の指導や管理責任を徹底させるとともに、個別の説明会を開催し、啓発を図

ります。入退去の多いウィークリーのアパートについては、場合によっては事業者

の責務で収集運搬、処理を行なうよう要請していきます。 

 

２．中間処理計画 

（１）適正処理困難物 

消火器、タイヤ、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、市内の処理業者等の処理ルートを確保し、市民へ排出先の周

知を図るとともに集積所への排出や不法投棄を抑制します。 

（２）生ごみリサイクル施設の検討 

可燃ごみの減量を一層推進していくためには、家庭、小規模事業者から排出され

ている可燃ごみの約 25%の生ごみを再資源化していく必要があります。平成 14 年３

月作製の一般廃棄物処理基本計画では、生ごみ堆肥化計画を策定し、早急に堆肥化

を検討することとしてありました。その後、豊丘地区にある家畜糞尿を再生処理す

る堆肥化施設への搬入を検討、研究してきましたが、施設の現状では困難であり、

一般家庭の生ごみを搬入・処理するためには、施設の大幅な拡充、脱臭施設や生ご

みの水分を取除くための前処理施設の建設など多額の費用を要すること、できた堆

肥の須坂市内での需用が見込めないなど多くの課題があり、堆肥化も含めたリサイ

クル方法の抜本的な見直しが必要です。 

平成 17 年度、県の「一般廃棄物減量化・資源化推進市町村協同事業補助金」を活

用し、業務用生ごみ処理機を使った「堆肥化のモデル地区」を指定します。今後、

地区住民の分別の徹底度合い、ランニングコスト、堆肥の需用調査、周辺への悪臭

等、生ごみの分別収集の基礎データ収集や分別の問題点などの研究を行ないます。 

この検討データの検証を行うとともに、食品製造業者から排出される食品残渣も含

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（    ）の助成制度などの活用を図り、生ごみのリサイクル

方法を決定と施設の建設、分別収集を行ないます。 

（３）長野広域連合ごみ処理施設の建設 

長野広域連合では、平成 11 年度に「長野地域ごみ処理広域化基本計画」を策定し、
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広域でのごみ処理について検討を開始しました。その後、平成 15 年５月には、「長

野広域連合ごみ処理施設建設及び管理運営計画策定委員会」が設置され、12 月に、

建設場所について、焼却施設１施設目は長野市内に、２施設目は更埴ブロック（千

曲市・坂城町）、最終処分場は須高ブロック（須坂市・高山村）内に建設することが

適当であると報告されました。 

これを受けて、須坂市・高山村両市村では、「須高地区最終処分場適地選定委員会」

を平成 17 年１月に設置し、建設適地の選定を行なってきましたが、平成 18 年１月

には、両市村長に最終提言が提出され、須坂市米子地区内の２箇所の候補地が最終

候補地として報告されました。 

今後、この報告を受けて、地元住民や関係する住民、地権者の理解が得られるよ

うに努め、環境に配慮した安全、安心な施設建設に向けて長野広域連合と協同して

取組みます。 

 
 

３．災害時のごみ処理 

阪神・淡路大震災、中越地震などの地震災害、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

ています。 
市民や事業者が混乱せずに、市が指定する災害ごみの排出方法に従い分別排出を

行ない、また生活環境に支障が生じないよう効率的に収集するため、「須坂市地域防

災計画」に基づき、ごみの種類別に硯原埋立地に一般廃棄物の一時仮置き場を設置

するとともに、市内の廃棄物中間処理業者の協力得て、迅速な処理を行なうととも

に、処理能力が不足する場合は、近隣市町村への応援要請を行ないます。 
災害直後に優先して処理を行なうもの、災害時に発生する廃棄物の予測量など災

害時の具体的なごみ処理の実施計画を策定し、収集・運搬・処理体制を整えます。 
 
第４節 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の充実 

駅前周辺など中心市街地を対象に、ごみのポイ捨て禁止のキャンペーンを実施し、

市内全域のまち美化キャンペーンについて検討します。特に美観が損われている高

速道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

やのぼり旗の設置、定期的な清掃活動など、個別の防止策を行ないます。 

（２）須坂市を清潔で美しくする条例の啓発等 

 49

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」を施行しました。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す。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っていき

ます。 

また、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ますが、さらに活動の輪が広がるよう、無料の指定ごみ

袋の配布やごみシールの配布など支援を行なっていきます。 

 

２．不法投棄対策 

（１）監視・指導体制の強化 
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や県の不

法投棄監視パトロール員、区衛生部役員等と連携し、監視・指導体制の強化を図り

ます。また、警察や県の担当課、関係団体（漁業協同組合、森林組合等）との連携

や夜間パトロール体制の整備を進め、不法投棄の通報に対して、迅速に対応できる

仕組みづくり進めます。 

（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、市によるポトロールや不法投

棄物の回収、不法投棄禁止たて看板や多発箇所のフェンス設置などを引き続き行な

います。 

 

第５節 環境に対する情報提供など 

１．環境学習の仕組みづくり 

（４）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す。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勤

めます。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ります。

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「ごみの出し方パンフレット」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ないます。 

（５）学習拠点づくり 

“エコカフェ”を環境に関する情報の発信拠点として整備し、市民が積極的に環

境学習に取組み、市内外の環境に関する現状や課題を学び、環境にやさしい生活を

実践していく学習の場とします。 
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２．学校教育における環境教育の充実 

（１）教育用副読本の作成 

現在、小学校４年生で総合学習の中で「ごみ、環境の問題」を学んでいる小学校

が多いが、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、副読本を作成、市内の学校に配布するとともに、職員が子どもたちの

環境学習の場へ出向き、指導を行います。 

（２）体験型学習の支援 

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

を引き続き実施していただくよう要請します。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します。 

子どもエコクラブの結成を促すとともに、指導者の育成を支援します。 

 
第６節 循環型社会を構築するための市民・事業者の役割 

１．市民のはたす役割 

（１）ごみをできるだけ出さない暮らしを心がけます 
買い物をするときから、必要でないものの衝動買いを慎むとともに使わなくなっ

た物でも他に使い道はないかを考え、できるだけ再使用する生活スタイルに転換し

ます。また、包装が簡易な物、繰り返し長く使える物を選択し、生ごみをたくさん

出さない調理を心がけたり、生ごみの堆肥化を実践するなどして生ごみの発生抑制

に努め、せきるだけごみを出さない暮らしを心がけます。 

（２）資源物収集や集団資源回収などの分別回収に努めます 

新聞・雑誌などの古紙や缶・びんなどの容器包装類の分別をきちんと行い、資源

物の収集や集団資源回収、また、店頭回収などを活用して資源として再生利用でき

るように努めます。 

（３）環境に配慮した商品を率先して購入します 

再生原材料を使用した物やリサイクルしやすい製品など、環境への負荷の少ない

製品の優先的な購入を進めます。 

（４）リサイクルバザーなどを活用し、再使用を推進します 

家庭で眠っている製品や贈答品の中での不用品、サイズが合わない子どもの衣類

などは、バザーやリサイクルショップなどを積極的に活用して、再使用に努めます。 

（５）環境問題やごみ問題に関心を持ちます 

環境問題やごみ問題制は、自分自身の問題であるとの認識をし、市や事業者とと

もに責任と役割を自覚し、日常生活のあらゆる場面において「ごみの排出抑制（リ

デュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）」の３Ｒを意識し行動しま

す。 

（６）循環型社会形成のための地域活動や市の施策に参加・協力します 

買い物袋（マイバッグ）持参運動やまちの環境美化運動など市が行なう施策及び
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資源回収などの地域活動に協力し、積極的に参加します。 

 

２．事業者のはたす役割 

（１）発生源における排出抑制を進めます 
製品製造過程における資源の有効利用と不良品率の低下を図ることにより、ごみ

の発生を抑制します。 

（２）使い捨て容器の使用抑制や過剰包装を自粛します 

リターナブル容器の使用や包装の簡素化を実施するとともに、対面販売による量

り売りを積極的に行い、使い捨て容器や包装ごみを抑制します。 

（３）再生資源を積極的に利用します 

事業活動に使用する原材料には、できるだけ再生資源を利用し、循環型社会の形

成を図ります。 

（４）リサイクルしやすい製品、耐久性の高い製品を製造、販売します 

長く使用可能な耐久性の高い製品、リサイクルしやすい製品の開発、設計及び販

売に努め、補修やメンテナンスサービスの拡充を図ります。 

（５）自己責任、減量化・資源化を推進します 

事業所から発生する廃棄物は、自らの責任において適正処分に努めるとともに、

最終処分まで適正に行なったかを排出者の責任において確認します。また、廃棄物

の減量化・資源化を推進するため、分別の徹底を図ります。 

（６）生ごみの資源化を推進します 

食品リサイクル法に基づき、事業所から発生する生ごみの資源化を推進し、資源

の有効利用とごみの減量を図ります。 

（７）ごみ問題に関心を持ち、地域活動や市の施策に参加・協力します 

ごみ問題は、事業者がはたすべき社会的責任であることを認識し、市が行う施策

に協力するとともに、社員の環境への関心を高め、空き缶等散乱ごみの収集など地

域の活動に積極的に参加します。 



　

有害ごみ

その他（乾電池、水銀体温計、ライター等）

生ごみ 厨芥類

缶類（飲料缶、菓子缶、ミルク缶等

不燃ごみ 金属類・ガラス類

プラスチック類容器

ペットボトル

廃食用油

家庭用庭木せん定枝

蛍光管

可燃ごみ

資源物

草類、紙おむつ

紙類（新聞、段ボール、雑誌・雑紙、牛乳パック）

びん類（無色・茶色・その他の色）

陶磁器類

日常品（革・ゴム製品、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品）

　ごみの排出をできるだけ抑制し、再資源化を推進するため、平成22年度までに下記

の分別体制を目標とします。

第７節　今後の分別収集の種類及び区分

紙・布類

　
家具類、スキー板など

ご　み

家電リサイクル法対象以外の小型電気製品

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
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第８節 計画推進のための組織体制 
第３章にかかげた市の基本理念「“ゼロエミッションへ挑戦するまち”づくりを通じ

て資源循環型社会を構築し、真に人間的で、豊な市民生活を実現する。」ためには、

４つの基本方針に基づく施策を総合的かつ効率的に実施していかねばなりません。 

本計画に掲げる目標を達成するため、市民・事業者・市が、お互いの責任と役割を

理解し合い、信頼関係を築き協力して取り組んでこそ、市がめざす基本理念の実現が

可能となります。そのために次の組織と一体となって取り組んでいきます。 

 

１．須坂市環境審議会 

計画の推進にあたっては、他方面にわたる専門的知識や判断が必要であり、現在

の施策の見直しを行なっていかなければなりません。計画の見直しや新規施策の実

施については、諮問を受けて、答申を行ないます。 

２．須坂市環境衛生推進協議会 

市内各区を単位とする環境衛生組織をもって構成し、衛生思想の普及徹底、研究

会・講習会の開催、優良団体及び個人功労者の表彰、環境浄化の推進指導など市と

協力して市民の環境衛生の向上に努めます。 

３．須坂市廃棄物減量等推進員 

集積所へ排出される廃棄物の分別の指導、資源化及び再利用に係る区民等への広

報、不法投棄の監視、地域の美化活動のリーダーとして活動します。 
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