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「おとましい」とは福井の方言で、「もったいない」の意味です。  



 

 

 

 

  

宮崎  
 「あたれー」  
 「あったらしー」  

石川  
 「あったらい」  
 「あったらもん」  

鹿児島  
 「あったらしか」  

北海道  
 「いたましー」  

秋田、山形  
 「いだまし」  

新潟  
 「あったらもん」  

茨城、千葉  
 「あったらもん」  

岐阜、愛知  
 「おとましー」  

浜松（静岡）  
 「もったない」  

青森  
 「いだわし」  

宮城  
 「いだますい」  鳥取  

 「ほしい」  

福岡  
 「もったいなか」  

愛媛  
 「おしい」  

大分  
 「おしなぎい」  

「おとましい」を全国各地の方言で言うと？ 
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はじめに 

 

本市では、平成 26 年２月、平成 26 年度を初年度とする 15 年間の長期計画とし

て「福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定しました。 

 

この基本計画では、従来の廃棄物の「適正処理」を優先する取組から、地球環境

に配慮した「発生抑制、資源としての活用」を優先する取組としました。また、こ

れまでの行政（市）によるリサイクルを中心とした取組から、市民・事業者が主体

となって、「２Ｒ（発生抑制【リデュース】、再使用【リユース】）」に取り組ん

だ後に、発生する廃棄物を行政が「再生利用【リサイクル】」する取組を目指すこ

ととしています。 

 

ところで、本計画では、15 年の計画期間を前期（平成 26 年度から 30 年度まで）、

中期（平成 31 年度から 35 年度まで）、後期（平成 36 年度から 40 年度まで）の３

期に分け、それぞれの期間ごとに取組を検討するとともに、基本目標などの数値に

ついても各期の進捗を踏まえて見直すこととしています。 

 

こうしたなか、前期期間については、それまで増加していた「市民１人１日あた

りの廃棄物（ごみ）排出量」が減少に転じ、平成 30 年度目標については、平成 29

年度に前倒しで達成したところです。 

また、前期期間に取組むべき課題の中には、すでに課題が解決されたものがある

一方で、近年の社会情勢の変化に伴う新たな課題も顕在化してきています。 

 

そこで、本計画は 15 年間の長期計画であること、天然資源の消費の抑制と環境

負荷のできる限りの低減が重要なテーマであることから、本計画の基本理念である

「「おとましい」を「行動」へ」を引き続き踏襲します。 

また、その実行に向けた基本目標については、今後５年間の新たな目標を定める

とともに、基本目標の達成に向けた具体的な施策・事業については、中期及び後期

期間に取り組む事項として見直します。 

こうした取組みを市民、事業者、行政が連携して進めることにより、地域環境の

保持を図るとともに、天然資源の消費の抑制を目指します。 
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第１節  計画の位置づけ 

 

この福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「本計画」という。）

は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）

第６条に基づき策定するものです。  
また、本計画は、国の環境基本計画や循環型社会形成推進基本計画、福井県廃

棄物処理計画、及び福井市総合計画や福井市環境基本計画と整合を図ることで、

本市のごみ処理の方向性を定める基本方針となるものです。  
 

図 1.1 資源物及び廃棄物（ごみ）処理基本計画の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１  個別リサイクル法（略称）：容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイ

クル法、食品リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法  
 
  

環境基本法  
（第五次環境基本計画）  

循環型社会形成推進基本法  
（第四次循環型社会形成推進基本計画）  

 

資源の有効

な利用の促

進に関する

法律  

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律  

 

福井市環境基本条例  

第七次福井市総合計画  

福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理基本計画 

［一般廃棄物(ごみ)処理基本計画］ 

一般廃棄物処理実施計画（毎年）  

個別リサイ

クル法※1 
 

福井市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例  
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第２節  改訂の背景等 

 

国では、平成 24 年４月に閣議決定した「第四次環境基本計画」を見直し、平成

30 年４月「第五次環境基本計画」を策定しました。現状の課題認識として、「我

が国が抱える環境・経済・社会の課題は相互に連関・複雑化」するなか、持続可

能な社会に向けた基本的方向性として、「環境・経済・社会の統合的向上を具体

化」や「地域資源を持続可能な形で活用」する「地域循環共生圏」の創造、「幅

広い関係者とのパートナーシップの充実・強化」により、持続可能な循環共生型

の社会「環境・生命文明社会」を目指すこととしています。 

 

また、平成 30 年６月には「第四次循環型社会形成推進基本計画」を策定しまし

た。不確実性の増す世界情勢や、人口減少・少子高齢化、地域の衰退や日本経済

の停滞を背景に、大規模災害の頻発や対策の遅れ、資源循環及び適正処理の担い

手の確保が必要となってきているといった課題を認識しています。その上で、持

続可能な社会作りと「環境的側面」「経済的側面」「社会的側面」の統合的な取

組を図るとともに、「多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化」、「ラ

イフサイクル全体での徹底的な資源循環」「万全な災害廃棄物処理体制の構築」

などに取組むこととしています。 

 

一方、本市では、平成 26 年２月に「福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理基本

計画」を策定し、『「おとましい」を「行動」へ』を基本理念として、それまで

の「廃棄物の「適正処理」」を第一としてきた考え方を「廃棄物の「発生抑制、

資源としての活用」」を第一とする考え方に変えることとしました。この計画策

定以降、基本目標として設定した「１人１日あたりのごみの排出量」は順調に減

少し、平成 30 年度の目標について、平成 29 年度時点で達成したところです。ま

た、本市の中間処理施設についても、「新ごみ処理施設整備基本構想」、「新ご

み処理施設整備基本計画」を策定し、新ごみ処理施設の整備に向けた取組を進め

ているところです。 

 

しかしながら、平成 30 年度で当該計画の前期期間が終了し、新たな基本目標を

定める必要があること、平成 38 年度に新ごみ処理施設の稼動開始が予定されてい

ることで、本市の新たなごみ処理の考え方について、新ごみ処理施設の稼動開始

までに議論する必要があること、資源物や廃棄物の発生量についても予測をする

必要があることから、現計画を見直し、「福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理

基本計画（中期版）」を策定します。 
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第３節  計画期間 

 

 本計画の期間は、平成 26 年度から平成 40 年度までの 15 年とします。 

 このうち、基本目標については、中期期間の平成 35 年度を目標年度とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：ハイムーン工房のホームページより 

        
  

 計画期間 ：平成 26 年度 平成 40 年度 

 （2014）      （2028） 
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第１節 廃棄物処理等の現状 

 

第１項 廃棄物（ごみ）の分別 

 

 本市では、昭和 62年２月、最終処分量の減量を図るため、「ごみ収集基本方針」を定

め、「燃えるごみ」、「燃えないごみ」及び「粗大ごみ」の３分別収集から、新たに資

源物（びん、缶）の分別収集を開始しました。以後、順次資源物の回収品目を追加し、

現在は表 2.1に定める分別区分とし、各回収方式により回収しています。 

 

表 2.1 分別区分及び回収方法 

回収方式 

分別区分 
ステーション収集 ※２ 集団回収 ※３ 拠点回収 ※４ 

資
源
物 

プラスチック製容器包装 ○（委託）  ○ 

缶 ○（直営及び委託）  ○ 

びん ○（委託）  ○ 

ペットボトル ○（委託）  ○ 

ダンボール・紙製容器 ○（委託）  ○ 

紙パック ○（委託） ○ ○ 

小型家電等   ○ 

乾電池 ○（委託）  ○ 

スプレー缶 ○（委託）  ○ 

蛍光灯 ○（委託）  ○ 

新聞紙、雑誌、雑がみ  ○ ○ 

廃
棄
物 

燃やせるごみ ○（直営及び委託）   

燃やせないごみ ※5 ○（委託）   

粗大ごみ 

（燃やせる、燃やせない） 
○（市、申込制）   

※２ ステーション収集とは、自治会や共同住宅管理者が設置する集積所（ステーション）から、市

の処理責務により収集する方式。なお、地区により収集日、収集物が異なる。 

※３ 集団回収とは、子ども会育成会、ＰＴＡ、自治会等自らが、地域や家庭から直接回収する方式。

なお、市が別に指定する資源物（新聞紙・雑誌・雑がみ・紙パック）については、奨励金を交

付。 

※４ 拠点回収とは、市民が資源物を収集曜日以外に排出できるよう設置した市の回収場所及び市が

設置を認めた２カ所の民間事業者集積場所（愛称「わけるば」）。 

※５ 福井・美山区域は、プラスチック製容器包装以外のプラスチックは燃やせないごみ。 
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第２項 排出量の推移 

 

平成 25年度以降の四区分別（燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物、集団資源回収

等）排出量は、図 2.1のとおりで、平成 25年度から毎年度減少しており、平成 25年度 

99,292トン、平成 29年度 91,995トンとなっています。 

 

区分別では、「燃やせるごみ」及び「燃やせないごみ」は、平成 25年度 88,107ト

ンから一貫して減少しており、平成 29年度は、82,423トンです。 

 

「資源物」及び「集団資源回収等」の排出量は、平成 25年度の 11,185トンと比較し

て減少し、平成 29年度 9,572トンです。 

 

また、排出量原単位（市民１人１日当たりのごみ排出量）は、平成 25年度の 953グラ

ムから 53グラム減少し、平成 29年度は 900グラムでした。 

 

図 2.1 四区分別廃棄物等の排出量の推移

 

76,649 73,213 72,321 71,991 71,437 
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家庭系廃棄物及び事業系廃棄物別の排出量は、図 2.2のとおりで、家庭系廃棄物は、

平成 25年度の 53,963トンと比較し 5.0％減少し、平成 29年度に 51,275トンとなりま

した。 

 

一方、事業系廃棄物は、平成 25年度の 34,144トンと比較し、8.8％減少し、平成 29

年度 31,148トンとなったものの、平成 26年度に大きく減少して以降は小幅な減少に

とどまっています。 

 

図 2.2 家庭系及び事業系廃棄物の排出量の推移

 
 

 また、資源物排出量については、図 2.3のとおりで、平成 25年度の 4,937トンと比較

し 8.2%減少し、平成 29年度 4,533トンとなっています。 

 資源化率 ※６は平成 25年度の 13.2％に対し、平成 29年度は 1.1ポイント減の 12.1％

となり、減少傾向にあります。 

 

 次に、集団資源回収等については、平成 25年度の 6,248トンと比較して 19％減少し、

平成 29年度 5,039トンと大きく減少しています。 

 

※６ 資源化率＝資源物総量÷総ごみ排出量 

  

53,963 52,551 52,188 51,474 51,275 

34,144 31,978 31,720 31,783 31,148 

0

10,000

20,000

30,000
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（トン）
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図 2.3 資源物排出量等の推移 

 
 

 

資源物の主な内訳は図 2.4のとおりです。平成 29年度は「プラスチック製容器包装」

が約 43％、「びん」が約 24％、「ダンボール・紙製容器・紙パック」が約 17％で、以

下、「缶」、「ペットボトル」、「その他資源化物」の順になっています。 

 

図 2.4 資源物の内訳（単位：トン） 
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第３項 家庭系廃棄物等の組成 

 

本市が平成 29年度に行った家庭系廃棄物の排出物調査※７結果は、図 2.5のとおりで、

燃やせるごみについては、食品廃棄物が 47.1％と最も多く、次に「リサイクル可能な古

紙」20.7％、「リサイクル不可能な古紙」17.9％で、この３種類で約 86％を占めていま

す。また、「資源物」である「プラスチック製容器包装」が 2.5％含まれていたことか

ら、「リサイクル可能な古紙」と合わせ、「燃やせるごみ」の中に「資源物」が２割強

含まれていました。 

 

 一方、「燃やせないごみ」については、「金属・ガラス・陶器類」が 42.0％と最も多

く、次に「プラスチック製品」14.7％、「プラスチック製容器包装（汚れあり）」8.6％、

以下、「びん」、「プラスチック製容器包装（汚れなし）」、「燃やせるごみ」の順で

した。また、「資源物」である「プラスチック製容器包装」、「びん」、「缶」、「ペ

ットボトル」が 27％含まれる一方、「燃やせるごみ」も 6.1％含まれていました。 

 

さらに、事業系指定袋ではなく家庭系指定袋で排出されたと思われる事業所ごみが見

受けられました。 

 

この調査結果をもとに、家庭系廃棄物（燃やせるごみ、燃やせないごみ）に占める資

源物の排出量を推計すると、「燃やせるごみ」（42,557 トン）に約 9,900 トン、「燃や

せないごみ」（8,718 トン）に約 2,400 トン含まれているものと思われます 。 

 

※７ ごみステーションに排出された「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」の中から、地域を

考慮し、各 100 袋を抜き出し、ごみの排出種類別に調査を実施。 

 

 図 2.5 家庭系廃棄物排出物調査（平成 29 年度）
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第２節 収集・運搬等の現状 

 

第１項 家庭系廃棄物等の収集・運搬 

 

 家庭系廃棄物等については、市が適切に処理を行う責務があることから、表 2.2の分

別区分ごとに収集・運搬を行っています。なお、「プラスチック製容器包装」以外のプ

ラスチック製品の分別区分は区域により異なり、福井・美山区域では「燃やせないごみ」、

越廼・清水区域では「燃やせるごみ」となっています。 

 

 表 2.2 家庭系廃棄物収集・運搬体制 

分別区分 
収集回数 ※８ 

収集運搬の形態 
福井・美山 越廼・清水 

資源物 

プラスチック製容器包装 週１回 委託 

缶 月２回 直営及び委託 

びん 月１回 委託 

ペットボトル 月１回 委託 

ダンボール・紙製容器、紙パ

ック 
月１回 委託 

乾電池 月１回 委託 

スプレー缶 月２回 委託 

蛍光灯 年６回 月１回 委託 

廃棄物 
燃やせるごみ 週２回 直営及び委託 

燃やせないごみ 月２回 委託 

※８ 地域、季節により一部例外あり。 

 

第２項 事業系廃棄物等の収集・運搬 

 

 事業系一般廃棄物については、廃棄物処理法第３条の規定により、排出者自らが適正

に処理しなければならないことから、本市内事業者は、次のいずれかの方法で処理する

必要があります。 

 ①事業者自らが、適正に処理する（自ら処理） 

 ②事業者自らが、市の処理施設や許可施設に持ち込む 

 ③事業者自らが、市の許可を受けた業者に収集運搬を委託する 

 ④少量排出事業者（月 250キログラム以下）は、ごみ集積所設置自治会等の同意のも

と、市が指定する事業系排出袋を使用し排出する 

 

なお、自ら処理が困難な事業者の廃棄物を適切に処理するため、適正な収集・運搬の

能力がある者に、事業系一般廃棄物の収集・運搬の許可を行っています。 
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第３項 集団回収及び拠点回収 

 

 資源物については、市が集積所から収集していますが、その他に、「新聞紙・雑誌・

雑がみ」及び「紙パック」については、集団資源回収を実施するとともに、全ての資源

物をいつでも気軽に排出可能である「わけるば」での拠点回収や、市有施設での古紙類

や小型家電の回収を実施しています。 
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第３節 中間処理の現状 

 

第１項 資源物 

 

家庭系廃棄物のうち、資源物として分別回収を行っている「ダンボール・紙製容器」

及び「紙パック」については、福井市古紙等リサイクル協同組合施設で、「プラスチッ

ク製容器包装」、「缶」、「ペットボトル」、「びん」及び「乾電池」については民間

処理施設で中間処理（選別及び保管）を行い、資源として再活用することで最終処分量

の減少に取組んでいます（表 2.3参照）。 

 

表 2.3 資源化施設の概要 

処理対象物 
ダンボール･紙製容器、紙パック プラスチック製容器包装、缶、ペットボ

トル、びん、乾電池 

対象区域 市全区域 

施設名 福井市古紙等リサイクル協同組合施設 民間施設 

所在地 市内４カ所 福井市二日市町 

開設年月  
平成 15年４月 

（びん及び乾電池は平成 26年４月から） 

 

なお、収集資源物を中間処理することにより除去された不純物の割合（以下「残渣率」

という。）は、図 2.6のとおりです。「プラスチック製容器包装」は、２～３％前後で

推移する一方、「缶」や「ペットボトル」は、９％前後での推移です。 

 

図 2.6 資源物の残渣率 
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また、事業所が排出する一般廃棄物のうち、その他資源物については、市焼却施設等

での処理を抑制し資源として循環させるため、民間事業者に対し個別に中間処理の許可

を行っています（表 2.4）。 

 

表 2.4 その他資源物の中間処理（許可事業者） 

中間処理を行う 

資源物の種類 
処理方法 能力（稼働時間） 

食品生ごみ 

（野菜・調理くず、給食残渣） 

加熱・発酵 8.0t/日 

木くず、草 破砕  240t/日 

60t/日(8h) 

せん定枝、草 破砕 剪定枝 0.98m3/時 

苅草 10m3/時 

木くず 破砕 104.2t/日(24h) 

プラスチック製容器包装 破砕 不燃物選別 50.1t/日 

プラ容器資源化 100.8t/日 

プラスチック製容器包装 破砕、固形燃料化 24t/日(24h) 

ペットボトル 圧縮 2.4t/日(8h) 

ペットボトル 圧縮 52.48t/日(8h) 

ペットボトル 圧縮 60.4t/日(8h) 

コンクリート、コンクリートブロック 破砕 560t/日(8h) 

コンクリートくず、アスファルトくず 破砕 1,040t/日(8h) 

 

第２項 可燃廃棄物 

 

 可燃廃棄物（燃やせるごみ）のうち、福井・美山区域の「燃やせるごみ」については

福井市クリーンセンター（以下「クリーンセンター」という。）で、越廼・清水区域の

「燃やせるごみ等」については、鯖江広域衛生施設組合鯖江クリーンセンター（以下「鯖

江クリーンセンター」という。）で焼却処理を行っています（表 2.5参照）。 

 

 また、クリーンセンターでは、焼却時に発生する熱を利用して、場内の電気を発電す

るとともに、空調や融雪、近隣の運動施設への余熱の供給等に有効に活用しています。 
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 表 2.5 可燃廃棄物焼却処理施設の概要 

処理対象物 燃やせるごみ（粗大ごみを含む） 
燃やせるごみ（粗大ごみを含む） 

及び不燃ごみに含まれる可燃残渣 

対象区域 福井・美山区域 越廼・清水区域 

設置者 福井市 鯖江広域衛生施設組合 

施設名 クリーンセンター 鯖江クリーンセンター 

所在地 福井市寮町 鯖江市西番町 

敷地面積 14,100㎡ 22,300㎡（不燃ごみ施設を含む） 

建物面積 5,124㎡ 3,304㎡ 

竣工年月 平成 3年 3月 昭和 61 年 4月 

公称能力 345ｔ／24ｈ （115ｔ×3 基） 120ｔ／16ｈ （60ｔ×2基） 

集塵装置 
バグフィルター 

乾式有害ガス除去装置 

バグフィルター 

乾式有害ガス除去装置 

処理方式 全連続燃焼式流動床炉 准連続燃焼式旋回流型流動床炉 

余
熱
利
用 

発電 
蒸気タービン発電機（1,600kW） 

小型発電機（100kW） 
― 

その他 
施設内冷暖房、融雪 

東山健康運動公園温水プール 
― 

 

 なお、各処理施設の処理実績は、表 2.6のとおりです。 

 

 表 2.6 焼却処理実績 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 

クリーンセンター 処理量(t) 70,604 71,478 68,582 69,551 68,582 

鯖江クリーンセンター 処理量 ※９(t) 2,766 2,662 2,569 2,581 2,483 

計 73,370 74,140 71,151 72,132 71,065 

※９ 福井市（越廼・清水区域）按分量 

 

 また、クリーンセンターに搬入される全ての可燃廃棄物のごみ質（成分）は表 2.7及

び図 2.7のとおりです。ごみの重量から、水分を取り除いたドライベースで、紙・セロ

ハンが概ね 45％程度を占めており、次いでビニール・プラスチック類が 14％前後となっ

ております。また、ごみ中の水分量は、概ね 48％となっています。  
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表 2.7 可燃廃棄物のごみ質（クリーンセンター） 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 

成分（ドラ

イベース） 

紙・セロハン 47.6％ 42.5％ 45.3％ 44.0％ 46.2％ 

木・竹・わら類 7.8％ 10.3％ 6.6％ 6.0％ 7.8％ 

繊維類 10.0％ 8.3％ 10.2％ 12.6％ 10.1％ 

厨芥類 7.4％ 9.5％ 7.8％ 7.4％ 8.0％ 

皮革・ゴム類 0.2％ 0.3％ 0.8％ 1.2％ 0.2％ 

可燃雑物 5mm 以上 7.8％ 8.5％ 9.1％ 8.7％ 8.3％ 

ビニール・プラスチック類 13.3％ 15.2％ 13.0％ 15.2％ 14.3％ 

ガラス・石類・陶磁器類 0.5％ 0.3％ 0.7％ 0.1％ 0.2％ 

金属類 0.8％ 0.6％ 1.2％ 0.6％ 0.5％ 

不燃雑物 5mm 以上 4.6％ 4.5％ 5.3％ 4.2％ 4.4％ 

理化学性

状 

見かけ比重 0.18  0.17 0.17  0.17  0.16  

水分 48.4％ 49.5％ 47.0％ 48.1％ 48.6％ 

灰分 5.5％ 6.0％ 6.5％ 4.9％ 5.2％ 

可燃分 46.1％ 44.5％ 46.5％ 47.0％ 46.2％ 

推定低位発熱量 7,468 J/kg 7,141 J/kg 7,578 J/kg 7,684 J/kg 7,564 J/kg 

熱灼減量 0.3％ 0.3％ 0.3％ 0.2％ 0.2％ 

 

 図 2.7 可燃廃棄物のごみ質（クリーンセンター、平成 29年度）

 

第３項 不燃廃棄物 

 

 不燃廃棄物（燃やせないごみ）のうち、福井・美山区域の「燃やせないごみ」につい

ては、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター（以下「広域圏清掃センター」
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という。）で、また越廼・清水区域の「燃やせないごみ」については、鯖江クリーンセ

ンターで破砕・選別処理をしています（表 2.8参照）。 

 

両施設とも、破砕後選別された金属類については、資源として回収し、プラスチック

類を含む可燃残渣物については、同施設の焼却施設で焼却を行っています。 

 

表 2.8 不燃ごみ処理施設の概要 

処理対象物 燃やせないごみ（粗大ごみを含む） 燃やせないごみ（粗大ごみを含む） 

対象区域 福井・美山区域 越廼・清水区域 

設置者 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 鯖江広域衛生施設組合 

施設名 広域圏清掃センター粗大ごみ処理施設 鯖江クリーンセンター粗大ごみ処理施設 

所在地 あわら市笹岡 鯖江市西番町 

敷地面積 20,200㎡（焼却施設を含む） 22,300㎡（焼却施設を含む） 

建物面積 14,243㎡（焼却施設を含む） 2,533㎡ 

竣工年月 平成 7年 9月 平成 5年 4月 

公称能力 90ｔ／5ｈ（１基） 50ｔ／5ｈ（１基） 

集塵装置 バグフィルター・サイクロン バグフィルター・サイクロン 

処理方式 破砕・選別 破砕・選別 

 

なお、各処理施設での処理実績は、表 2.9のとおりです。 

 

表 2.9 破砕処理実績  

年度 H25 H26 H27 H28 H29 

広域圏清掃センター 処理量(t) 11,041 10,758 10,956 10,687 10,390 

鯖江クリーンセンター 処理量 ※９(t) 414 360 429 394 410 

計 11,455 11,118 11,385 11,081 10,800 

 

第４項 処理困難物 

 

市や各組合施設で処理が困難な廃棄物（以下「処理困難物」という。）については、

原則、製造事業者、販売店での回収としていますが、併せて市内民間処理施設で中間処

理が行えるよう許可を行っています（表 2.10参照）。 

 

表 2.10 処理困難物の処理（許可事業者） 

主な処理困難物 処理方法 

ガラスくず、瓦くず、コンクリートくず等 破砕、埋立 
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第４節 資源物の再商品化及び廃棄物の最終処分の現状 

 

第１項 資源物の再商品化 

 

市民が分別排出した資源物は、各中間処理施設で選別等の中間処理が行われた後、新

たな資源として再商品化事業者に搬入されています（表 2.11参照）。 

 

表 2.11 分別区分別再商品化の流れ 

分別区分 再商品化事業者 リサイクル商品の例 

プラスチック製容器包装 公益社団法人日本容器包

装リサイクル協会 

プラスチック製パレット、擬木等 

びん カレット 青黒 再生路盤材等 

白茶 

民間事業者 

びん、再生路盤材等 

生きびん ※10 ビールびん・１升びん（再使用） 

ペットボトル 作業服、ポリエステル綿 

古紙類 ダンボール、再生紙、トイレットペーパー 

缶 福井市鉄源リサイクル協

同組合 

缶、鋳物、その他金属製品 

※10 ビールびんや１升びんなど、そのまま再使用可能なびん。  

 

第２項 廃棄物の最終処分 

 

各処理施設で焼却や破砕された後に残った廃棄物や、各処理施設の稼動により排出す

る灰等は、焼却灰及び不燃物残渣として、県外民間処分場、福井坂井地区広域市町村圏

事務組合最終処分場（以下「広域圏最終処分場」という。）及び鯖江広域衛生施設組合

夢の杜おた（以下「夢の杜おた」という。）に搬出しています（表 2.12参照）。 

 

表 2.12 搬出施設別最終処分施設の概要 

搬出施設名 クリーンセンター 広域圏清掃センター 鯖江クリーンセンター 

処分物 
燃やせるごみの残渣、生

成物 

燃やせないごみの残渣、生

成物 

燃やせるごみ、燃やせな

いごみの残渣、生成物 

最終処分場 県外民間処分場 
広域圏最終処分場 

（自区域内） 

夢の杜おた 

（自区域内） 

埋立面積 41,866㎡ 41,300㎡ 19,400㎡ 

埋立容積 850,000㎥ 231,000㎥ 116,800㎥ 

竣工年月 平成 21 年 12月 平成 11 年 3月 平成 7年 3月 

埋立開始 平成 22 年 2月 平成 11 年 4月 平成 14 年 4月 

浸出水処理

方式 

生物学的脱窒法、凝集沈

殿法、砂ろ過活性炭吸着

法 

カルシウム除去処理 

生物処理 

生物処理、砂ろ過、消毒 
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また、これらの搬出実績は図 2.8に示すとおりで、最近５年間は概ね 8,000～9,000ト

ン程度となっています。 

 

図 2.8 最終処分量の推移（福井市） 
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10,000

H25 H26 H27 H28 H29

夢の杜おた

広域圏最終処分場

県外民間処分場

8,657 8,733 8,213 8,523 8,181 合計最終処分量
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第５節 廃棄物等の処理経費 

 

第１項 処理経費の内訳 

 

 平成 29年度の清掃費決算額は、25億 8,641万円で、主な内訳は、 

  23億 9,094万円 廃棄物等の収集・運搬及び処理費用 

   1億 2,392万円 環境美化や事務経費、その他経費 

     7,155万円 処理施設の修繕工事費用や新ごみ処理施設整備に要する経費 

です。 

 

また、廃棄物等の収集・運搬及び処理に要した費用 ※11（ランニングコスト）を、処理

過程や主な分別区分ごとに示したものは、図 2.9のとおりです。 

 

図 2.9 廃棄物収集・運搬及び処理費用の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11 建設費及び大規模改修費などの費用は含まない。 

 

一方、家庭系廃棄物の収集・運搬、中間処理及び最終処分に係る中間処理量１キログ

ラムあたりの費用は表 2.13のとおりです。 

 

表 2.13 家庭系廃棄物の処理過程別経費 （単位：円/kg） 

  収集･運搬費 中間処理費 最終処分費

資源物 73.7 22.3

燃やせるごみ 12.4 9.3 3.4

燃やせないごみ 12.9 29.2 6.6
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第２項 ごみ処理手数料 

 

 ごみステーションに排出される家庭系廃棄物については、行政経費の中で収集・運搬

を行っていますが、クリーンセンター等に粗大ごみを持込む市民や、一時的に家庭系廃

棄物を多量に持込む市民には、処理経費の一部を負担いただいています。また、事業者

は自ら廃棄物を処理する責務があることから、本市等の施設への廃棄物の搬入に際して

は手数料を徴収しています。それらの手数料の内訳は表 2.14のとおりです。 

 

表 2.14 一般廃棄物処理手数料（福井市） 

種別 家庭系 

事業系 

備考 持込又は 

許可業者委託 

事業系 

指定袋排出 

平成 29年度 

徴収額 
32,125 千円 94,083 千円 32,441 千円 

事業系は事業者が自ら搬入するか

許可業者に委託する場合、及び事

業系指定袋によりごみステーショ

ンに排出する。 

 

なお、本市、県内各施設、金沢市及び富山市での持込み手数料は表 2.15のとおりです。 

 

表 2.15 県内中間処理施設（可燃系）持込み手数料（条例抜粋） 

 家庭系 事業系 備考 

福井市 21.6円/10kg※ 43.2円/10kg ※50kg以下は無料 

福井坂井地区 21.6円/10kg 43.2円/10kg あわら市、坂井市、永平寺町 

大野・勝山地区 40円/10kg※ 80円/10kg 大野市、勝山市※50㎏未満は無料 

鯖江広域 58円/10kg（税抜） 鯖江市、越前町 

南越清掃 60円/10kg 越前市、池田町、南越前町 

敦賀市 
100円/50kg（～350kg） 

200円/50kg（350kg～) 

200円/50kg 

 

埋立ごみ以外 

小浜市 50円/10㎏ ※ 100円/10㎏ 
若狭町上中地域の可燃物 

※50㎏未満は無料 

美浜町 20円/10kg 若狭町三方地域分も処理 

高浜町 可燃物  500円/500kg※ ※500kgまで。10kg毎に 10円 

おおい町 不燃物  196円/400kg※（税抜） ※400kgまで。100kg毎に 98円 

若狭町 
不燃物 

500円/500kg 

不燃物 

2,500円/500kg 

上中地域の不燃物 

金沢市 220円/20kg※ ※20kgまで。以降 110円/10kg毎 

富山市 
燃やせるごみ  180円/10kg(広域圏) 

燃やせないごみ 110円/10kg 

※事業系の燃やせないごみは受け

入れ不可 

    ※平成３１年２月現在 
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第３項 資源化による収入 

 

 中間処理（選別）された資源物については、新たな原料として表 2.11リサイクル事業

者に売却を行い、平成 29年度の収入は、40,660千円でした。なお、収入の内訳は表 2.16

のとおりです。 

 

表 2.16 資源物売却収入の内訳 

資源物の種類 収入額（千円） 

缶 23,906 

びん 568 

ペットボトル 8,335 

ダンボール等 7,851 
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第６節 前期期間の基本目標等の状況 

 

第１項 基本目標の達成状況 

 

 前期期間においては、基本目標について「市民１人１日あたりの廃棄物（ごみ）排出

量」を平成 30 年度「900 グラム」としました。「市民 1 人 1 日あたりの廃棄物（ごみ）

排出量」の前期期間（平成 26年度から平成 30年度まで）の数値については、表 2.17の

とおりです。 

 平成 26年度以降、排出量は減少しており、平成 29年度は、30年度の目標値である 900

グラムを達成しています。 

 

表 2.17 市民１人１日あたりの廃棄物（ごみ）排出量 

年度 
基準 実績（グラム） 目標値 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

市民１人１日あたりの廃棄

物（ごみ）排出量 
958 953 917 909 907 900 900 
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第２項 進捗管理指標の達成状況 

 

 前期期間においては、基本計画の確実な推進を図るため、進捗管理指標と平成 30年

度時点における達成水準を設定しました。また、前期における重点取組として、２Ｒ

の推進と資源物の分別排出の徹底に取り組むこととしました。進捗管理指標と平成 30

年度の達成水準について、前期期間（平成 26年度から平成 30年度まで）の数値につ

いては、表 2.18のとおりです。 

 前期期間における進捗管理指標の達成状況については、家庭系排出物調査における

資源物の混入率について、燃やせるごみ及び燃やせないごみのいずれも達成水準を達

成しており、分別に対する市民の意識が高まったことがうかがえます。 

 また、最終処分量については、量の増減はあるものの過去 5年間で漸減傾向にあり

ます。 

 一方、それ以外の指標については、いずれも達成困難な状況となっています。 

 

表 2.18 進捗管理指標及び達成水準 

管理指標 考え方 算出方法・項目 
基準 達成水準 実績 

H24 H30 H29 

①啓発説明会

の開催地区

数 

市による啓発

活動の普及状

況 

市が実施する啓発説明

会の開催地区数 12地区 48地区 15地区 

②燃やせるご

みの水分率 

家庭ごみ等の

水切り状況の

把握 

クリーンセンターでの

理化学性状調査におけ

る水分率の年平均 

48.2％ 45％ 48.6％ 

③家庭系排出

物調査にお

ける資源物

の混入率 

分別意識の把

握 

燃やせるごみへの資源

物混入率 
32.4％ 27％ 23.2％ 

燃やせないごみへの資

源物混入率 
42.0％ 35％ 27.0％ 

④資源物回収

拠点の数 

マテリアルリ

サイクル推進

状況 

民間：プラ容器拠点＋

わけるば 

公共：市有施設回収拠点 

民間：９カ所 

公共：１カ所 15カ所 

民間：５カ所 

公共：６カ所 

合計：10カ所 合計：11カ所 

⑤資源物の総

量と資源化

率 

マテリアルリ

サイクルの状

況 

資源物総量＝資源物量

＋中間処理後資源化量

＋集団資源回収量 

14,586トン 17,000トン 11,127トン 

⑥廃棄物処理

計画書作成

事業所数 

事業所の３Ｒ

取組状況の把

握 

毎年３月３１日におけ

る計画書作成事業所数 14事業所 30事業所 15事業所 

⑦最終処分量 リデュース等

取組み状況の

把握 

各施設最終処分量の合

計 8,933トン 8,000トン 8,181トン 
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第３項 具体的な取組の進捗状況 

 

 前期期間においては、課題の解決に向け、７つの取組を推進することとしています。ま

た、方向性ごとに具体的な取組を、前期、中期、後期に分けて行うこととしています。前

期期間（平成 26年度から平成 30年度まで）の具体的な取組については、表 2.19のとおり

です。 

 

 前期期間における取組状況については、家庭系ごみ及び事業系ごみに係る意識啓発や周

知については、前期期間中、毎年度取り組みを行いました。また、資源物の分別排出でき

る機会の提供については、小型家電の回収拠点の整備を進めるとともに、雑がみ回収の強

化を図るための広報啓発を進めました。一方で、古布等の新たな分別回収については、回

収事業者との協議の結果、着実な資源化を進めることが困難であることから、分別回収の

実施には至っていません。 

 

 また、家庭系ごみ及び事業系ごみの処理手数料の見直しは、平成 26年度の消費税率引き

上げに伴う手数料改定を行うとともに、今後の手数料見直しに向けた他市町村の状況の把

握等の調査に取り組んでいます。 

 

 事業系可燃廃棄物の排出抑制については、福井市役所の機密書類のクリーンセンターへ

の搬入制限を行うとともに、紙ごみをクリーンセンターに持ち込んだ事業者に対して古紙

業者の紹介チラシを配布するなど、紙ごみのクリーンセンターへの搬入抑制を行っていま

す。 

 

 分別内容については、新ごみ処理施設の稼動にあわせ、汚れたプラスチック類について、

市内全域で燃やせるごみとして焼却処理するように改めることを決定しました。また、新

ごみ処理施設（焼却施設）については、平成 38年度の稼動開始に向け、環境影響評価手続

きを進めるとともに、「新ごみ処理施設整備基本計画」を策定中で、その整備に向け、着

実に取り組んでいます。さらに、最終処分場については、「新ごみ処理施設整備基本構想」

において、その施設整備に向けた基礎的な内容の整理を行いました。 

 

 具体的な取組については、取組ができたものとできなかったものが混在しています。中

期の期間に向け、新たな基本目標の達成に向けた必要な取組について再度検討し、具体的

な取り組みの見直しが必要です。 
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表 2.19 具体的な取組の進捗状況 

施 策 

取組期間 前期期間（H26～H30）の取組 

前期 中期 後期 

具体的な取組 

取組時期 

H26
～
H30 

H31
～
H35 

H36
～
H40 

H26 H27 H28 H29 H30 

①市民が２Ｒに取組むための意識啓発及び排出知識の周知 

 地球環境の現状

及び本市廃棄物

の現状の広報 

   ・市職員等による学習会の

開催 
○ ○ ○ ○ ○ 

・クリーンセンターにおい

て、施設見学を含めた学

習会の開催 

○ ○ ○ ○ ○ 

・環境美化地区推進員対象

の学習会や、環境美化地

区推進員及び市職員共同

での学習会を実施 

○ ○ ○ ○ ○ 

・市政広報で、廃棄物の現

状やごみの出し方等につ

いて啓発を実施 

○ ○ ○ ○ ○ 

・廃棄物減量等推進会議を

開催 
○ ○ ○ ○ ○ 

 市民・事業者へ

の啓発・働きか

けの実施 

   ・市民が簡単にできる減量

行動について、チラシ、

ホームページ等での周知 

○ ○ ○ ○ ○ 

・ふくいマル優エコ事業所

で実施している取組につ

いて、事例としてホーム

ページやチラシ等で周知 

○ ○ ○ ○ ○ 

 家庭系廃棄物手

数料の見直し 

   ・消費税率の改定に伴う持

込及び粗大ごみ処理手数

料の見直し 

○     

・指定ごみ袋有料化と家庭

系廃棄物手数料の見直し

に向けた調査の実施 

    ○ 

②資源物を分別排出できる機会の提供 

 回収拠点整備

計画の作成 

   ・新たな回収拠点の設置に

向けた事業者との協議 
○    ○ 

・新たな使用済小型家電の

回収拠点整備（５カ所増） 
 ○   ○ 

・新たな回収物として「使

用済カートリッジ」を追

加 

 ○    

・都市鉱山からつくるみん

なのメダルプロジェクト

への参加 

   ○  
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施 策 

取組期間 前期期間（H26～H30）の取組 

前期 中期 後期 

具体的な取組 

取組時期 

H26
～
H30 

H31
～
H35 

H36
～
H40 

H26 H27 H28 H29 H30 

 古紙類の分別

排出の推進 

   ・集団資源回収についてホ

ームページでの広報継続 
○ ○ ○ ○ ○ 

・雑がみ回収の強化に向け、

雑がみ回収袋及びチラシ

の配布 

   ○ ○ 

 新たな分別区

分の導入等の

検討 

   ・小型家電の継続回収 ○ ○ ○ ○ ○ 

・古布、古着の分別回収に

ついて事業者と検討 
○     

③事業者等が排出抑制に取組むための仕組みづくり 

 事業所の３

Ｒ意識の醸

成 

   ・一般廃棄物の多量排出事

業者より、３Ｒ推進計画

制度に基づく計画書及び

報告書の提出を求めた。 

○ ○ ○ ○ ○ 

・ふくいマル優エコ事業所

認定制度について、区分

をエコショップ・エコオ

フィスとして認定 

○ ○ ○ ○ ○ 

・ふくいマル優エコ事業所

認定事業所の取組をホー

ムページ等に掲載し周知 

○ ○ ○ ○ ○ 

・事業系ごみの家庭系指定

ごみ袋での排出防止のた

め、チラシ、ハンドブッ

ク等による周知 

○ ○ ○ ○ ○ 

 事業系廃棄

物手数料の

見直し 

   ・消費税率の改定に伴うご

み処理手数料の見直し 
○     

・事業系ごみ処理手数料の

見直しに向けた調査実施 
    ○ 

④許可事業者との連携による焼却廃棄物等の排出抑制 

 事業所排出情

報の市への提

供 

    

     

 許可事業者と

の連携による

排出事業所指

導 

   ・クリーンセンター、広域

圏清掃センターでの許可

収集車の展開検査実施 

○ ○ ○ ○ ○ 

・クリーンセンターへの市

有施設からの古紙搬入の

制限及び一般事業者に対

する古紙業者の紹介チラ

シ配布による啓発の実施 

○ ○ ○ ○ ○ 
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施 策 

取組期間 前期期間（H26～H30）の取組 

前期 中期 後期 

具体的な取組 

取組時期 

H26
～
H30 

H31
～
H35 

H36
～
H40 

H26 H27 H28 H29 H30 

 機密を含む古

紙等処理の仕

組みづくり 

   ・事業者のごみ排出状況の

調査、先進的取組内容を

記載したチラシによる啓

発の実施 

   ○ ○ 

・市有施設の機密文書につ

いて、古紙業者での溶解

処理（古紙への再生）の

実施 

○ ○ ○ ○ ○ 

 事業系廃棄物

手数料の見直

し（再掲） 

   ・消費税率の改定に伴うご

み処理手数料の見直し 
○     

・事業系ごみ処理手数料の

見直しに向けた調査実施 
    ○ 

⑤市民団体や民間事業者等が取組む資源化の支援 

 新たな資源化

に取組む市民

団体や事業者

等の支援制度

の検討 

   ・古紙等回収奨励金の継続

実施による、古紙回収実

施団体への支援 ○ ○ ○ ○ ○ 

 事業者の自主

回収の場設置

支援の検討 

   ・自主回収の場の現状につ

いて継続的な把握。 
○  ○  ○ 

・小型家電の回収協力店制

度実施 
 ○ ○ ○ ○ 

⑥分別品目及び処理体制の統一に向けた検討 

 現行分別区分、

内容の整理 

   ・新ごみ処理施設整備基本

構想の策定により、市内

で差異のあった燃やせな

いごみの分別内容の統一

（福井・美山区域の廃プ

ラスチック類の燃やせる

ごみへの移行） 

  ○   

・雑がみの集団資源回収

（雑誌）での回収の本格

実施と、チラシ、雑がみ

袋の配布等による啓発の

実施 

○ ○ ○ ○ ○ 
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施 策 

取組期間 前期期間（H26～H30）の取組 

前期 中期 後期 

具体的な取組 

取組時期 

H26
～
H30 

H31
～
H35 

H36
～
H40 

H26 H27 H28 H29 H30 

 本市処理体制

の検討 

   ・新ごみ処理施設整備基本

構想の策定により、新ご

み処理施設稼動開始にあ

わせた鯖江広域衛生施設

組合からの離脱 

  ○   

⑦現有施設の維持管理と新たな処理施設等の検討 

 現有施設の維

持管理 

   ・クリーンセンターの大規

模改修の完了 
○     

・継続的なクリーンセンタ

ーの稼動と維持管理 
○ ○ ○ ○ ○ 

・災害廃棄物処理計画の策

定に向けた基礎データの

収集及び計画の作成 

   ○ ○ 

 新たな焼却施

設の検討 

   ・新ごみ処理施設整備基本

構想、基本計画の策定 
  ○ ○ ○ 

 最終処分場設

置の検討 

   ・新ごみ処理施設整備基本

構想の策定 
  ○   
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第７節 本市廃棄物を取り巻く課題 

 

第１項 前期期間の課題への対応状況 

 

 本計画では、７つの方向性として定めた取組を進めることで、廃棄物を取り巻く課題を

解決することとしています。ここでは、それらの課題について、現在どのような状況とな

っているかを整理します。 

 

① 区域により異なる処理体制・分別品目の検討 

 より効率的な処理を行うために、分別品目や処理体制の統一を検討することが必

要 

 

区域により異なる処理体制・分別品目の検討については、平成 29年３月に策定した「新

ごみ処理施設整備基本構想」において、本市における長期的な視点に立ったごみの適正

処理を維持するため、基本的な考え方及び処理施設の整備方針を取りまとめました。そ

の中で、将来のごみ処理体制について検討を行い、鯖江広域衛生施設組合から撤退する

こと、燃やせるごみの処理については、福井市全域を処理対象とした新ごみ処理施設を

建設すること、燃やせないごみの処理については、福井坂井地区広域市町村圏事務組合

での処理を継続することを定めました。 

今後は、より市民にとって分かりやすい分別品目の整理と検討を行い、より効率的で、

市民・事業者がわかりやすい分別について検討を行う必要があります。 

 

② 家庭系廃棄物の分別徹底と減量化 

 市民への分別排出の徹底や集団資源回収への排出の啓発が必要 

 生ごみの水切りの啓発も必要 

 新たな収集体制の検討が必要 

 

家庭系廃棄物の分別徹底と減量化については、前期期間を通して、市民向けの説明会

や市政広報、回覧チラシの配布、ホームページやＳＮＳでの情報発信などを行うことで、

分別排出の徹底や集団資源回収の活用、水切りなどについて、広報啓発を進めてきまし

た。 

その結果、家庭系排出物調査における資源物の混入率については、平成 30年度の達成

水準を超える状況となっているなど、分別意識が高まっているものと推察されます。一

方、燃やせるごみの水分率や資源物の総量などは、達成水準に到達していません。 

そのため、中期期間においても、分別排出や集団資源回収の活用、生ごみの水切りな

ど、家庭系廃棄物に対する広報啓発については、強化が必要です。 

なお、小型家電リサイクル法の施行に伴い、本市では、拠点回収方式により小型家電

のリサイクルに取組んでいるところですが、小型家電を含む資源物や廃棄物の収集体制

については、新ごみ処理施設の整備も見据え、より効率的でよりリサイクルが促進され

るような収集体制の構築に向け、検討を行う必要があります。 
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③ 事業系一般廃棄物の減量化・資源化 

 自らの排出量を把握する取組を進め、特に多量に排出する事業者に対し、排出の

見直しの取組を求めます。また、先駆的にごみの減量化に取組んでいる事業所の

取組を広く周知するなどにより、より多くの事業所にごみの減量化に取組んでも

らうことが必要 

 書類等を適切に資源化するための仕組みづくりが必要 

 

事業系一般廃棄物の減量化・資源化については、事業所のごみの減量化・資源化を図

るため、概ね年間 100トン以上の一般廃棄物を排出する事業所に対して、福井市事業系

一般廃棄物の削減等に関する指導要綱に基づき、事業所の減量化・資源化の取組につい

て計画書の提出を求めるとともに、必要な指導や助言を行っています。また、事業系一

般廃棄物の削減やリサイクルに積極的に取り組む事業所を、「ふくい○優エコ事業所」と

して認定し、その活動を広く他の事業所に広報することで、ごみ削減の取組を推進して

います。 

しかしながら、多量排出事業所の廃棄物処理計画書の作成事業所数は、平成 30年度の

達成水準に到達しておらず、事業所のごみの減量化・資源化を図るため、更なる取組の

強化が必要です。 

 

④ ごみ処理手数料の見直しの検討 

 ごみ処理手数料の見直しの検討が必要 

 

ごみ処理手数料については、消費税率の改定に伴う見直しを実施しました。 

しかしながら、本格的な改訂は実施していません。ごみ処理の有料化を含めたごみ処

理手数料の見直しは、ごみの減量、リサイクルの促進、環境負荷の低減、費用負担の公

平化や市民意識の向上のためのツールとして有用です。 

そのため、見直しについては引き続き検討していく必要があります。 

 

⑤ 新たな廃棄物処理施設整備の検討 

 今後の新たな焼却施設についての具体的な検討が必要 

 今後、本市域内での最終処分について検討が必要 

 

新たな廃棄物処理施設整備の検討については、平成 29年３月に策定した「新ごみ処理

施設整備基本構想」において、本市における長期的な視点に立ったごみの適正処理を維

持するため、基本的な考え方及び処理施設の整備方針を取りまとめました。 

このうち、新たな焼却施設については、平成 29～30年度に、具体的な新ごみ処理施設

のあり方を定めた「新ごみ処理施設整備基本計画」の策定を行いました。今後、平成 38

年度の稼働開始に向け、設計や造成工事、施設建設工事に向けて着実に取組むこととし

ています。 
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一方、本市域内での最終処分については、前述の基本構想で、一般廃棄物の処理が市

町村の責務として、自らの区域内で処理することが原則となっていることや、近年多発

している大規模自然災害などの不測の事態を鑑みると本市が最終処分場を所有すること

は重要であるとしています。 

今後も引き続き最終処分場については検討を行う必要があります。 

 

第２項 中期・後期期間に向けた課題 

 

 前項では、課題についてこれまでの実施状況や現状を整理しました。そこで、中期・後

期期間に向け、本市廃棄物を取り巻く課題について、引き続き課題となるものや、新たに

課題として認識されるものについて、整理を行います。 

 

① 家庭系廃棄物の分別徹底と減量化 

家庭系廃棄物については、「リサイクル可能な古紙」や、「びん」、「プラスチック

製容器包装」の混入が見られることから、引き続き、市民への分別排出の徹底や集団資

源回収への排出の啓発が必要 です。また、「燃やせるごみ」には多くの食品廃棄物が含

まれているとともに、水分も減少しないことから、食品の３キリ（「使いキリ」、「食

べキリ」、「水キリ」）について、積極的に啓発を進めていく必要 があります。 

なお、平成 38年の稼働開始に向けて新ごみ処理施設の整備に取組んでいるところです

が、より効率的で３Ｒの推進が図られる分別方法と収集体制の在り方について検討が必

要 です。 

 

② 事業系一般廃棄物の減量化・資源化 

事業系一般廃棄物については、事業者が自らの責任により適正に処理する責務がある

ことから、今後は 自らの排出量を把握する取組を進め、特に多量に排出する事業者に対

し、排出の見直しの取組を求めます。また、先駆的にごみの減量化に取組んでいる事業

所の取組をふくい ○優エコ事業所として認定し、広く周知するなどにより、より多くの事

業所にごみの減量化に取組んでもらうことが必要 です。 

また、事業所が保有する個人情報の適切な管理のため、個人情報を含む書類等が燃や

せるごみとして排出されていることから、こうした 書類等を適切に資源化するための仕

組みづくりが必要 です。 

 

③ ごみ処理手数料の見直し 

本市の焼却施設は、平成３年に稼働を開始し、平成 11年度から平成 14年度にかけダ

イオキシンの排出抑制のための集塵装置を新設、また、平成 24年度からは３カ年計画で

焼却炉等の大規模改修を行うなど、適宜高度化・延命化の取組を行ってきたところです。 

一方、本市のごみ処理手数料は、県内他市に比べ低い手数料となっていることや、平

成８年以降改訂を行っていないことから、ごみ処理手数料の見直しの検討が必要 です。 
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④ 新たな廃棄物処理施設整備 

これまで、平成 28年 3月に新ごみ処理施設整備基本構想を策定し、平成 31年２月に

新ごみ処理施設整備基本計画を策定しました。今後、引き続き安全で安定したごみ処理

を継続して行うため、平成 38年の稼働開始に向け、新ごみ処理施設整備事業を着実に実

施する必要 があります。 

また、平成 28年３月策定の新ごみ処理施設整備基本構想で示したとおり、本市焼却施

設からの残渣等の最終処分については、災害対応力の向上のため、自区域内での廃棄物

処理の完結を図ることが望ましいことから、今後、本市域内での最終処分について検討

が必要 です。 

 

⑤ 災害廃棄物の処理 

近年、大規模な災害が多発し、それに伴い大量の災害廃棄物処理が被災自治体におけ

る大きな課題となっています。そのため、環境省は、平成 26年３月に災害廃棄物対策指

針を示し、他の自治体や民間事業者との連携体制、廃棄物の発生量や処理可能量、仮置

場の確保等を災害廃棄物処理計画として策定するよう自治体に求めています。そのため、

本市としても災害発生時に適切かつ迅速に処理するため、災害廃棄物処理計画の策定が

必要 です。 

 

⑥ 超高齢社会における廃棄物処理 

本市の高齢化率は、平成 30年４月１日現在で 28.31％となっていますが、今後、いわ

ゆる団塊の世代が 75歳を迎える平成 37年には 30%を超え、その後も上昇していくこと

が見込まれています。そのため、このような超高齢社会に対応した廃棄物の処理につい

て、成人用おむつの処理や自らごみステーションにごみを排出できない市民に対しての

支援などの新たな課題があります。これらの 超高齢社会での廃棄物処理に係る課題に対

して、新たな取組の検討が必要 です。 
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第１節  廃棄物処理の変遷 

 

第１項  これまでの流れ 

 

昭和 29 年に施行された「清掃法」では、「汚物を衛生的に処理し、生活環境

を清潔にすることにより、公衆衛生の向上を図る」ことを目的に、「ごみ、燃え

がら、汚でい、ふん尿等」の処理を行っていました。しかしながら、昭和 20 年

代後半からの経済の高度成長による、大気汚染や水質悪化といった公害の社会問

題化や、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化してきたことから、「廃棄

物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る」

ことを目的とする廃棄物処理法が、昭和 46 年に施行されたところです。  
 
この廃棄物処理法の成立により、産業廃棄物については、排出事業者責任によ

る処理体系が確立されましたが、一般廃棄物（主に家庭から排出されるごみ）に

ついては、市町村の責任の下、地域の実情に合わせて、迅速な収集と、焼却や埋

立てなどを行い、衛生環境を維持することとされました。  

 
その後も経済の発展や家庭消費物の利便化・高質化に伴う家庭からの廃棄物の

排出増加により、最終処分場の残余年数の著しい減少が見られたことから、昭和

50 年代後半より、缶やびんなどの分別排出に取組む自治体が増加するとともに、

新たな焼却技術による焼却灰の減容化に取組む自治体が現れました。  

一方、平成５年、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等を目

指す環境基本法の施行、また平成 12 年には、天然資源の消費の抑制と環境への

負荷のできる限りの低減を目指す循環型社会形成推進基本法（以下「循環基本法」

という。）が施行され、廃棄物処理の方向性が、排出物の「適正処理」から、

清掃法 

目的：汚物の衛生的処理  
・迅速な収集  
・収集物の焼却、埋立て  

廃棄物処理法 

目的：廃棄物の排出抑制と処理の適正化  
・産業廃棄物、一般廃棄物の区分  
・分別収集  
・適正な埋立て  

廃棄物処理法 

目的：廃棄物の排出抑制と処理の

適正化  
・産業廃棄物、一般廃棄物の区分  
・分別収集  
・適正な埋立て  

循環基本法 

目的：有用な資源として活用  
・２Ｒが進む社会経済システムの構築  
・有用金属の回収  
・震災廃棄物対策  
・循環資源のエネルギー源への活用  
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「資源として活用」へと変化するとともに、以後、こうした取組を推進するため

の関係法令が整備されてきたところです。  
 

 

第２項  今後の廃棄物処理の方向性 

 

「第２章 第１節 廃棄物処理等の現状」で記載してあるように、前期期間に

おいては、「燃やせるごみ」及び「燃やせないごみ」の排出量は減少していると

ころですが、さらなる「資源としての活用」をより一層進める必要があることか

ら、現在は行政が主体となって取組んでいる収集後の再生利用【リサイクル】の

取組に加え、今後は市民や事業者が自らごみとなるものの発生抑制【リデュース】

の取組や、不要になったものを必要としている人に譲りあうなどの再使用【リユ

ース】の取組を行うことにより廃棄物の発生を抑制し、ごみとして処分する量の

削減を図ります。  
 
さらに、本市においても平成 26 年度より、小型家電リサイクル法対象品目の

回収に取組んでいるところですが、我が国の資源の流れにおいては、今後、廃棄

物を新たな国内資源として捉えることが必要となっていることから、今後こうし

た回収の取組の拡大を図ります。  

 
※12 ごみを原料として再利用すること。具体的には、使用済み製品や生産工程から

出るごみなどを回収し、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さす。 

※13 ごみを燃やし、その際に発生する熱をエネルギーとして利用すること。   

不要物 

取組主体  
行政  

取組主体  

廃棄物の「発生抑制、資源として活用」 

減容化 
（破砕） 

サーマル 
リサイクル※13 

（焼却） 

マテリアル 
リサイクル※12 

（選別） 

燃やせるごみ 燃やせないごみ  資源物 

廃棄物 

リユース 新たな資源 リデュース 
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第２節  計画収集人口 

 

 本市では、市内全区域を計画収集区域とし、 

 「本市（行政区域内）人口＝計画収集人口」 とします。 

 

 計画収集人口については、福井市人口ビジョン・総合戦略（平成 27 年 12 月）

を基に、新ごみ処理施設整備基本構想（平成 29 年３月、以下「基本構想」とい

う。）で推計した将来人口を採用します。 

 基本構想では、平成 52 年度の人口を人口ビジョンに基づき 237,412 人とし、

平成 27 年度の人口 266,358 人と平成 52 年度の人口を直線補間し、年間 1,158

人減少するものとしています。なお、平成 31 年度以降の５年毎の推計人口は表

3.1 のとおりです。 

 

 表 3.1 ５年毎の推計人口 

 実績（各年度４月） 推計 

年度 21 年度 25 年度 30 年度 35 年度 40 年度 45 年度 

人口 269,806 267,509 263,847 257,094 251,304 245,514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ハイムーン工房のホームページより 
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第３節  総排出量の推計 

 

 ごみ総排出量については、次の推計とします。 

① 平成 25 年度から平成 29 年度の分別区分別排出量原単位（１人１日あ

たりの排出量）データを基に対数近似式を算出 ※ 14 

② ①の対数回帰式の R２（決定係数）が 0.8 未満の分別区分については、

さらに対数回帰式以外の５種類の近似曲線をそれぞれ検討し、より決

定係数が高く現実的な数値を示す近似曲線を選定（表 3.2 参照） 

③ ①及び②の近似曲線により、平成 30 年度から平成 45 年度の原単位を

算出 

④ 原単位に前項の人口予測値を掛け、ごみ排出量を予測 

 

※14 一部のごみについては平成 26～29 年度データを使用しています。 

 

 表 3.2 分別区分別近似曲線 

推計①の結果 分別区分及び種類 近似曲線の種類 

対 数 近 似 式 の R2

（決定係数）が 0.8

以上 

びん（白、茶、青緑）、缶（スチール）、ペッ

トボトル、プラスチック製容器包装、その他資

源物（蛍光灯）、ダンボール・紙製容器・紙パ

ック（ダンボール、紙製容器）、集団資源回収

等（新聞紙、雑誌）、家庭系廃棄物（燃やせる

ごみ）、事業系廃棄物（燃やせるごみ） 

対数近似 

対 数 近 似 式 の R2

（決定係数）が 0.8

未満 

びん（黒）、びん（生きびん）、事業系廃棄物

（燃やせないごみ） 
直線近似 

小型家電、その他資源物（スプレー缶）、ダン

ボール・紙製容器・紙パック（紙パック）、集

団資源回収等（その他）、家庭系廃棄物（燃や

せないごみ） 

指数近似 

缶（アルミ）、その他資源物（乾電池）、集団

資源回収等（紙パック） 
対数近似 

その他資源物（乾電池） 過去５年平均 

 

 なお、分別区分別の排出量予測値は、現在の傾向で今後推移したときの廃棄

物等の量を推計したもので、表 3.3 のとおりです。 
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  表 3.3 分別区分別排出量予測値 

  （トン/年）

H20度
(2008)

H24度
(2012)

H29度
(2017)

H35度
(2023)

H40度
(2028)

H45度
(2033)

プラスチック製容器
包装

693 1,797 1,968 1,978 1,963 1,956

缶 633 502 351 298 269 260

びん 1,368 1,303 1,073 976 916 898

ペットボトル 281 266 226 208 196 192

ダンボール・紙製
容器・紙パック

1,277 1,082 776 626 554 531

小型家電 - - 68 42 27 23

その他資源物 62 75 68 66 64 64

小計 4,314 5,025 4,530 4,194 3,989 3,924

7,776 7,562 5,039 4,934 4,948 5,003

燃やせるごみ
（粗大含む）

47,124 45,672 42,557 39,825 38,014 37,356

燃やせないごみ
（粗大含む）

9,928 9,072 8,718 8,166 7,608 7,398

小計 57,052 54,744 51,275 47,991 45,622 44,754

燃やせるごみ
（粗大含む）

31,673 31,652 28,880 27,421 26,800 26,604

燃やせないごみ
（粗大含む）

2,545 2,328 2,268 2,200 2,110 2,074

小計 34,218 33,980 31,148 29,621 28,910 28,678

103,361 101,311 91,992 86,740 83,469 82,359

969 958 900 870 856 851

行
政
回
収

家
庭
系
資
源
物

実績値 予測値

集団資源回収等

家庭系
廃棄物

事業系
廃棄物

1人1日あたりのごみ排出量

合計
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第４節  基本計画理念 

 

第１節第２項の方向性の取組を進めるため、市民や事業者が２Ｒ（発生抑制

【リデュース】、再使用【リユース】）に主体的に取り組めるよう、市は具体的

な排出抑制のための取組や、本市の廃棄物の現状を周知・広報するなどの支援に

取り組みます。 

また、２Ｒ（発生抑制、再使用）の取組の後、家庭や事業所が分別排出する廃

棄物については、「新たな資源（原料）」としてマテリアルリサイクル（材料リ

サイクル）することとし、マテリアルリサイクルが困難な廃棄物については、廃

棄物発電の燃料としてサーマルリサイクル（熱回収）に取り組むことで、廃棄物

を資源として最大限活用することとし、本基本計画の理念（テーマ）を次のとお

りとします。 

 

「おとましい」を「行動」へ 
 
 
※「おとましい」とは、福井弁で「もったいない」という意味。  
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第５節  基本目標及び進捗管理指標 

 

本計画の進捗状況を把握するため、基本目標及び進捗管理指標を設定します。 

また、本計画の期間を、前期（平成 26 年度から平成 30 年度）、中期（平成

31 年度から平成 35 年度）及び後期（平成 36 年度から平成 40 年度）に分け、期

毎に取組を検討することとし、数値については各期の進捗を踏まえ見直しを行

います。 

 

第１項  基本目標 

 

 ごみ処理については、ごみの発生量が大きく影響することから、本計画の基

本目標を、 

「市民１人１日あたりの廃棄物（ごみ）排出量」 

とします。 

また、平成 35 年度の目標数値は、前期期間に達成した市民１人 1 日あたりの

廃棄物（ごみ）排出量の削減率６％程度の削減を目処とします。  
 

 
 

第２項  進捗管理指標 

 

この基本計画の確実な推進を図るため、表 3.4 に示す進捗管理指標及び達成

水準を設定します。  
なお、中期における重点取組としては、家庭系廃棄物については、２Ｒの推

進に向けた啓発の強化を進めるとともに、事業系廃棄物については、リデュ

ースの推進に向けて事業者への排出物指導と、手数料の見直しに取り組むこ

ととします。  
 
  

９００グラム → ８５０グラム（5.6％減） 

（平成 30 年度目標）   （平成 35 年度目標）  

市民１人１日あたりの廃棄物（ごみ）排出量 
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表 3.4 進捗管理指標及び達成水準 

管理指標 考え方 算出方法・項目 
平成 29 年度 

現状値 

平成 35 年度 

達成水準 

①啓発説明会の開

催数 

市等による啓

発活動による

意識の変化の

把握 

市及び環境美化地区推

進員が実施する啓発説

明会の開催数 
19 回 40 回 

②市民１人１日あ

たりの家庭系廃

棄物（ごみ）排

出量 

家庭系ごみの

リデュースの

推進状況 

家庭系燃やせるごみ及

び燃やせないごみの量

÷人口÷年度日数 
531 グラム 500 グラム 

③家庭系排出物調

査における資源

物の混入率 

分別意識の把

握 

燃やせるごみへの資源

物混入率 
23.2％ 21％ 

燃やせないごみへの資

源物混入率 
27.0％ 25％ 

④資源物回収拠点

の数 

マテリアルリ

サイクル推進

状況 

自主回収の場地点数 71 カ所 

100 カ所 資源物回収協力店数 5 カ所 

市有施設回収拠点数 6 カ所 

⑤資源物の総量 マテリアルリ

サイクルの状

況 

資源物総量＝資源物量

＋中間処理後資源化量

＋集団資源回収量 

11,127 トン 13,000 トン 

⑥事業所への分

別・減量化個別

指導件数 

事業系ごみの

適正排出に向

けた市の啓発

活動の状況 

事業所への個別指導訪

問件数 
36 事業所 50 事業所 

⑦事業系廃棄物

（ごみ）排出量 

事業系ごみの

リデュースの

推進状況 

事業系燃やせるごみ及

び燃やせないごみの量

÷人口÷年度日数 

322 グラム 300 グラム 

⑧最終処分量 リデュース等

取組状況の把

握 

各施設最終処分量の合

計 8,181 トン 7,700 トン 
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 図 3.1 分別排出の徹底による燃やせるごみ、燃やせないごみの減量イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ハイムーン工房のホームページより 

  

資源物

燃やせるごみに混入し

ている資源物

その他の燃やせるごみ

燃やせないごみに混入

している資源物

その他の燃やせないご

み

現在 H40年度

資源物

分別の徹底により廃棄物か

ら移った資源物

燃やせるごみ

燃やせないごみ

ごみ総量の削減



- 50 - 

第６節  取組の方向性 

 

第２章第７節第２項における課題を解決し、前節第１項で示した目標値の達

成を図るため、次の７つの方向性による取組を推進します。  
 

①  市民が２Ｒに取組むための意識啓発及び排出知識の周知並びに排出抑制に

向けた手数料の見直しの検討 

 市民が自ら、発生抑制【リデュース】、再使用【リユース】に取組めるよ

う、分別排出や資源回収への排出、食品の３キリ（「使いキリ」「食べキリ」

「水キリ」）など市民が取り組むことができることについて積極的な情報発

信や、わかりやすい広報・啓発を図ります。 

 また、環境美化地区推進員と連携しごみ減量の周知を図ります。 

 さらに、家庭系一般廃棄物（ごみ）の手数料についてのあり方について検

討します。 

 
②  資源物を分別排出できる機会の提供 

 市民が分別した資源物を、収集曜日に関係なく排出できるよう、資源物回

収拠点の拡充を図ります。 

 

③  事業者等が排出抑制に取組むための手数料の見直しを含めた仕組みづくり

の検討 

 廃棄物を多量に排出する事業所が計画的に排出抑制に取組めるよう、排出

計画書作成の支援を行うとともに、先駆的にごみの減量化に取り組む事業所

が実際に行っている取り組みについて周知を図ることで、取り組みの水平展

開を図ります。また、ごみ処理手数料の見直しについて具体的に取り組みま

す。 

 
④  許可事業者との連携による焼却廃棄物等の排出抑制 

 事業所が、紙類等の資源物の排出抑制に取組めるよう、収集運搬許可事業

者と連携した排出指導体制づくりを図ります。 

 
⑤  市民団体や民間事業者等が取組む資源化の支援 

 廃棄物を新たな資源として活用に取組む市民団体や事業者を支援します。 

 
⑥  分別品目及び区分と広域処理体制の検討 

 新ごみ処理施設整備基本構想では、引き続き福井坂井地区広域市町村圏事

務組合での広域処理を継続することとしていますが、分別品目及び区分と今

後の広域処理体制のあり方について、関係団体との協議を含め検討を行いま

す。 
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⑦  現有施設の維持管理、新ごみ処理施設の整備及び最終処分場の検討 

 ごみ処理を安全に安定して行うため、現有施設の適切な維持管理を行う

とともに、新ごみ処理施設の整備に向けた取り組みを着実に進めます。ま

た本市域内での最終処分も含め、安全に安定した最終処分について、引き

続き検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ハイムーン工房のホームページより 
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第７節  具体的な取組 

 

前節で示した取組の方向性に従い、次の取組を中期、後期に分けて行っていき

ます。  
 

①  市民が２Ｒに取組むための意識啓発及び排出知識の周知並びに排出抑制に向けた手

数料の見直しの検討 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

地球環境の現状及び本市廃棄物の現状の広報   
 市職員、NPO 等による学習会の開催  継続実施   
 施設学習会の開催  継続実施   
 環境美化地区推進員との連携による分別排出等の啓

発  
継続実施   

 市政広報等による廃棄物の現状や２Ｒの取組事例等

の提供  
継続実施   

 廃棄物減量等推進会議の開催  継続実施   
市民・事業者への啓発・働きかけの実施   
 市民が簡単に出来る減量行動の周知（食品の３キリ

（「使いキリ」「食べキリ」「水キリ」）、草の土

きり、木・枝等の乾燥後排出、買い物袋持参、簡易

包装商品の選択、壊れたものの部品交換や修理によ

る再活用など）  

継続実施   

 容器包装簡素化、レジ袋無料配布の中止等の小売店

事業者への働きかけ  
継続実施   

 部品交換や修理体制の整備等の事業者への働きかけ  実施   
 リユース（リサイクル）ショップマップ等の作成  

広報   

 市民、事業所が取組んでいるエコ活動の広報  
継続実施   

 市民、事業者への適正排出の広報  継続実施   
家庭系廃棄物手数料の見直し   
 指定（ごみ）袋有料化の検討 調査・検討  

 持込手数料及び粗大廃棄物の手数料の改定 調査・検討  

※ 実線（   ）は、実施期間。 

  破線（   ）は、実施について検討するものや、実施した項目について改め

て取組を行う期間。 
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②  資源物を分別排出できる機会の提供 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

新たな資源物回収拠点の検討   
 新たな回収拠点及び回収対象物の検討・実施  検討 設置   

 市有施設回収拠点の設置の検討・実施  検討 設置   
古紙類の分別排出の推進   
 集団資源回収実施の広報  広報   
 店頭回収（古紙業者や小売店等が実施）の場の広報  広報   

新たな分別区分の導入等の検討   
 アルミ付紙パック等、生ごみ、枝・葉・草、紙おむ

つ、食用油  
検討  試行   

 

③  事業者等が排出抑制に取組むための手数料の見直しを含めた仕組みづくりの検討 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

事業所の３Ｒ意識の醸成   

 多量排出事業所３Ｒ推進計画制度の推進 継続実施 見直し 

 ふくい ○優 E Aエコ事業所認定制度の推進 継続実施 見直し 

 事業所の３Ｒに取組む先進事例の広報 実施   

 資源化を行っている処理事業者の広報（周知） 実施   

 家庭系ごみ袋での搬出防止啓発の実施 啓発・指導   

 産業廃棄物混入防止啓発の実施 啓発・指導  

事業系廃棄物手数料の見直し   

 事業系廃棄物処理手数料及び事業者用指定袋手数料

の見直し 
検討 改訂  
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④  許可事業者との連携による焼却廃棄物等の排出抑制 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

事業所排出情報の市への提供   
 許可事業者から市に（多量）排出事業者の廃棄物排

出状況の報告  
報告   

許可事業者との連携による排出事業所指導   
 搬入物の監視強化  実施   
 クリーンセンター古紙類搬入の制限  実施   

事業系廃棄物手数料の見直し（再掲）   
 事業系廃棄物処理手数料及び事業者用指定袋手数料

の見直し  
検討 改訂  

 

⑤  市民団体や民間事業者等が取組む資源化の支援 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

新たな資源化に取組む市民団体の支援   

 古紙等集団資源回収の実施 継続実施  

事業者による資源物店頭回収・自主回収の場の設置促進   

 自主回収の場の現状把握 調査  

 新たな自主回収の場の設置促進、働きかけ 働きかけ   

 

⑥  分別品目及び区分と広域処理体制の検討 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

広域処理体制の検討   

 広域処理体制に係る本市の考え方の整理 整理  

 広域処理施設の整備又は更新の検討への参画 参画  

 自区域内不燃性廃棄物処理の検討 検討  

現行分別区分、内容の整理   

 燃やせないごみ    検討    実施 

 その他の資源物    検討    実施 
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⑦  現有施設の維持管理、新ごみ処理施設の整備及び最終処分場の検討 

施策・実施項目 
中期 

(H31～H35) 

後期 

(H36～H40) 

現有施設の維持管理   

 現焼却施設の維持管理  維持管理   

 災害廃棄物処理計画の策定  策定  適宜見直し  

新ごみ処理施設の整備   
 新ごみ処理施設基本設計の実施  実施   

 新ごみ処理施設の建設     建設   
 新ごみ処理施設等の運営、維持管理  
  （焼却施設の運営・維持管理、避難拠点施設の運

営）  
    運営  

最終処分場設置の検討   
 最終処分場構想の作成    作成   
 最終処分場設置基本計画の作成      作成  

 最終処分場の建設      建設  
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第８節  今後の処理体制 

 

第１項  収集・運搬及びその他の回収 

 

①  家庭系廃棄物等 

 平成 29 年 3 月に策定した新ごみ処理施設整備基本構想では、鯖江広域衛

生施設組合から撤退し、燃やせるごみの処理については、福井市全域を処理

対象とした新ごみ処理施設において処理すること、燃やせないごみの処理に

ついては、福井坂井地区広域市町村圏事務組合での処理を継続することを決

定したところです。 

 

 また、現在、福井・美山区域と越廼・清水区域で廃プラスチック類の取扱

いが異なっていることから、これを本市全域で統一し、現在分別収集してい

るプラスチック製容器包装やペットボトル等のリサイクル可能なプラスチッ

ク類は引き続き再生利用を進めるとともに、上記以外の汚れたプラスチック

類については、燃やせるごみとして、新ごみ処理施設において処理すること

を決定しました。 

 
 そのため、家庭系廃棄物等の収集・運搬体制については、当面、現状の直

営、委託体制を維持します が、上記のごみ処理体制の変更にあわせた分別

区分、収集回数、収集区域等について、今後検討を行います。（表 3.5 参

照）。  
 
表 3.5 家庭系資源物及び廃棄物の収集体制 ※ 1 5 

分別区分  
収集回数  

収集運搬の形態  
福井・美山  越廼・清水  

資源物  

プラスチック製容器包装  週１回  委託  
缶  月２回  直営及び委託  
びん  月１回  委託  
ペットボトル  月１回  委託  
ダンボール・紙製容器、

紙パック  
月１回  委託  

乾電池  月１回  委託  
スプレー缶  月２回  委託  
蛍光灯  年６回  月１回  委託  

廃棄物  
燃やせるごみ  週２回  直営及び委託  
燃やせないごみ  月２回  委託  
粗大ごみ（可燃・不燃）  ―  直営及び許可  

 ※15 地域、季節により一部例外あり。 
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②  事業系廃棄物 

 事業系廃棄物の収集・運搬体制については、廃棄物量の大幅な増加が見込

まれないことから、現在の許可事業者数による体制とします 。しかしなが

ら、今後、事業所における減量化の取組により排出量が減少傾向となったと

きには、改めて必要車両数について検討を行います。  
 また、小規模排出事業者の不適切な排出が見受けられることから、排出指

導の強化に取り組みます。  
 

第２項  中間処理 

 

①  資源物 

 資源物（プラスチック製容器包装、缶、ペットボトル、ダンボール・紙製

容器及び紙パック）の中間処理については、委託（民間施設）による処理体

制を維持します。なお、今後新たに資源物としての分別を追加する場合は、

原則として、委託（民間）を主体とする処理体制の構築に取り組みます（表

3.6 参照）。 

 

表 3.6 資源物中間処理体制 

区域  処理施設  処理対象物  

福井市全域  民間施設  
プラスチック製容器包装、缶、びん、ペ

ットボトル、ダンボール・紙製容器、紙

パック  

 

②  焼却処理（燃やせるごみ） 

 焼却処理については、現在の２施設での処理を継続します 。ただし、新

ごみ処理施設の稼働開始にあわせ、新ごみ処理施設での処理に変更します。

（表 3.7 参照）。  
 
表 3.7 焼却処理体制 

区域  処理施設  処理対象物  
福井・美山  クリーンセンター  燃やせるごみ  

燃やせる粗大ごみ  越廼・清水  鯖江クリーンセンター  

 
③  破砕処理（燃やせないごみ） 

 破砕処理については、現在の２施設での処理を継続します 。ただし、新

ごみ処理施設の稼働開始にあわせ、福井坂井地区広域市町村圏事務組合での

処理に変更することを基本とします。（表 3.8 参照）。  
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表 3.8 破砕処理体制 

区域  処理施設  処理対象物  
福井・美山  広域圏清掃センター  燃やせないごみ  

燃やせない粗大ごみ  越廼・清水  鯖江クリーンセンター  

 
 

④  その他 

 ガラスくずやコンクリートくず、瓦くず等の処理困難物については、現在

の民間許可施設での処理を継続するとともに、全国の市町村等で構成される

公益社団法人全国都市清掃会議などと連携し、製造者や販売事業者などに独

自回収の協力を求めていきます。  
 また、処理体制が確立していない、金庫、ピアノ、廃油等の廃棄物につい

ては、他市等の状況を見ながら処理体制を構築するとともに、製造者や販売

事業者などに回収協力を求めていきます。  
 

第３項  再商品化及び最終処分 

 

①  再商品化 

 資源物の再商品化については、原則として現在の処理体制を継続します 。

（表 3.9 参照）。なお、独自処理の継続の困難が予測される場合には、変更

について検討を行います。  
 
 容器包装リサイクル法対象物以外の資源物については、原則として、現状

の処理体制を維持します。  
 
表 3.9 再商品化の体制 

再商品化品目  再商品化の体制  

容器包装  

プラスチック製容器包装  公益財団法人日本容器包装リサイ

クル協会へ引き渡し  
びん  

カレット（その他）  
カレット（白・茶）  
生きびん  

民間業者へ売却  
缶・ペットボトル・紙製容器  

その他の

資源物  

ダンボール・紙パック  

乾電池、蛍光灯  
各一部事務組合が民間業者に委託

処理  

 
②  最終処分 
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 焼却灰（固化灰）および不燃物残渣の処分については、現在の施設での処

分を継続します （表 3.10 参照）。ただし、現在、クリーンセンターが県外

施設に搬送している焼却灰等については、自区域内処理に向けた検討を行い

ます。  
 

表 3.10 最終処分体制 

区域  中間処理施設  処分対象物  処分施設  

福井・美山  
福井市クリーンセンター  

焼却残渣  
不燃物残渣  

県外民間処分場  
広域圏清掃センター  広域圏最終処分場  

越廼・清水  鯖江クリーンセンター  夢の杜おた            
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《おとましい！コラム》 

 

一人ひとりがごみを減らすためには 

 

 現在、ごみの処理（収集・焼却・破砕・リサイクル・最終処分等）に必要

な費用は約 2６億円で、一人あたり年間約１万円の費用がかかっています。 

 ごみの処理費用を減らすためには、一人ひとりが少しずつごみを減らすこ

とが最も効果があります。 

 家庭では、ごみを減らすため、次のようなことに取組みましょう。 

 

 ○台所から出るごみを減らしましょう。 

  ・料理の食材は使い切りましょう。 

    ⇒買い物前に、家にある食材を調べて、買い物メモを作りましょう。 

  ・料理は食べ切りましょう。 

    ⇒料理は食べ切ることが出来る量だけつくりましょう。 

  ・生ごみの水気を切りましょう。 

     ⇒水切りネットを使い、さらに水気を一絞りで 1 回 10

グラム減量。 

 
  手付かずの食品をそのまま捨てるとこれだけの重さがごみに！  

うどん 1 玉  250 グラム ソーセージ 1 本  80 グラム 

かぶの葉 1 束  300 グラム キャベツの葉 1 枚  10 グラム 

にんじん 1 本  80 グラム じゃがいもの皮 30 グラム 

 

 ○ 生活のごみを減らしましょう。 
  ・買い物の際はマイバッグをもち、レジ袋や紙袋は断りましょう。 

    ⇒レジ袋 1 枚 10 グラム、紙製手提袋大型 1 枚 50 グラム 

  ・紙皿や割り箸、紙コップを使わないようにしましょう。 

    ⇒紙皿 1 枚  10 グラム、割箸 1 膳 5 グラム 

     紙コップ 1 個 5 グラム 

  ・詰替商品を積極的に使いましょう。 

    ⇒シャンプーボトル 1 本 90 グラム、詰替シャンプー容器 1 個

20 グラムで 70 グラムの減量 

   ・飲み物は、ペットボトルを買うのではなく、水筒を持ち歩きましょう。 

     ⇒ペットボトル（500 ミリリットル）1 本 35 グラム 
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第１節  災害廃棄物処理計画の策定 

 

第１項  災害廃棄物処理計画策定の背景 

 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災をはじめとして、近年多くの巨大地震や

水害等が発生していますが、それに伴い発生する膨大な量の廃棄物（以下「災害

廃棄物」という。）の処理については、その都度大きな課題となっています。  
 
このような状況において、環境省では、災害廃棄物の処理が滞ることによる復

旧・復興の遅れを防ぐ必要性から、地方環境事務所ごとに地域ブロック協議会を

設置しています。また、地方公共団体レベルでの災害廃棄物処理体制を構築する

ため、都道府県及び市町村ごとに「災害廃棄物処理計画」の策定を促しています。  
 
本市では、福井市地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）に基づき、

災害に強い安全・安心なまちづくりを進めています。この地域防災計画の一節に

「災害廃棄物処理応急対策計画」を定め、災害時における廃棄物処理の具体的な

対応方法を整理しています。  
 
しかしながら、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理及び再資源化の推進を図ると

ともに、市民の生活環境を保全し、速やかに復旧・復興を推進するため、より具

体的で実効性のある計画として、福井市災害廃棄物処理計画を策定する必要があ

ります。  
 

第２項  計画の位置づけ 

 

福井市災害廃棄物処理計画は、環境省の「災害廃棄物対策指針（改定版）（平

成 30 年３月）」を踏まえ、福井県が策定する災害廃棄物処理計画と整合を図ると

ともに、「福井市地域防災計画」及び「福井市資源物及び廃棄物（ごみ）処理基

本計画」を補完する計画として位置づけます（図 4.1 参照）。  
 

第３項  今後の方向性 

 

災害廃棄物は、一時的に多量に排出されるという特徴があるため、災害時の廃

棄物処理は広域的に連携を図りながら処理を行う必要があります。そのため、市

町村の災害廃棄物処理計画は、都道府県の災害廃棄物処理計画と相互の整合を図

る必要があります。  
 
そのため、今後策定が予定されている福井県の災害廃棄物処理計画の策定作業

と並行し、県の担当部局と連絡を密にとりながら、内容の整合を図り、本市の災

害廃棄物処理計画を策定していきます。   
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 図 4.1 災害廃棄物処理計画の位置づけ  
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第２節  廃棄物処理施設 

 

第１項  中間処理施設 

 

現在、福井・美山区域の燃やせるごみを処理しているクリーンセンターは、施

設の耐用を平成 37 年までとしています。そのため本市では、平成 29 年３月に「新

ごみ処理施設整備基本構想」を、平成 31 年２月に「新ごみ処理施設整備基本計画」

をそれぞれ策定したところです。 

 

この基本構想及び基本計画では、現在、福井・美山区域で燃やせないごみとし

て処理をしている汚れた廃プラスチックについて、平成 38 年以降、燃やせるごみ

として焼却処理することとしました。また、本市の全ての燃やせるごみの処理は、

新規に整備する「新ごみ処理施設」において行うこととしました。 

なお、ごみ処理は一日も欠かすことができないことから、燃やせるごみの適正

処理を維持するため、「新ごみ処理施設」の整備完了までの間は、現クリーンセ

ンターの維持管理を十分に行います。 

 

ところで、福井・美山区域の燃やせないごみは広域圏清掃センターで処理して

いますが、広域圏清掃センターは平成７年９月の稼働開始から 23 年が経過してお

り、今後施設の再整備や大規模改修の検討が必要な時期となっています。 

 

今後、本市としては、燃やせないごみの中間処理体制について、福井坂井地区

広域市町村圏事務組合の施設整備や改修などの方向性を、構成市町と協議すると

ともに、併せて本市の燃やせないごみの処理のあり方について検討を行います。 

 

第２項  最終処分施設 

 

クリーンセンターの残渣等の最終処分については、現在、県外民間処分場で適

切に処理を行っています。また、広域圏最終処分場については、当面これまでど

おり埋立てを行うことが出来る見込みです。 

 

平成 29 年３月に策定した新ごみ処理施設整備基本構想では、最終処分場のあ

り方について、不測の事態への備えを確実にするとともに、一般廃棄物は自区域

内処理が原則であることを踏まえて、今後も最終処分の体制のあり方について、

検討を進めて行くこととしています。 

 

最終処分場設置における一般的な仕様及びスケジュールは、次のとおりです。 
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①  一般的な仕様 

(ア) 埋立て容量  15～20 年分の容量 

(イ) 処理方式   管理型最終処分場 

(ウ) 施設運営方法 ＰＦＩ方式又は直営 

②  一般的なスケジュール 

(ア) 候補地区計画地の選定 

(イ) 施設の計画・設計 

(ウ) 環境影響調査の実施 

(エ) 用地取得 

(オ) 施設建設 

(カ) 受入れ（埋立て） 

なお、用地取得後のスケジュールは表 4.1 のとおりです。 

 

  表 4.1 用地取得後から受入れまでのスケジュール 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 

計画地の選定         

施設の計画・設計         

環境影響調査         

用地取得        

施設建設         

受入れ         
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第３節  超高齢社会への対応 

 

第１項  超高齢社会における廃棄物行政の本市の現状と課題 

 

本市の高齢化率は、平成 29 年４月１日現在 27.9％となっています（図 4.2 参

照）。また、福井市人口ビジョン・総合戦略を基に試算すると、平成 37 年の高齢

化率は 30％を超え、その後も上昇していくことが見込まれます。 

 

ところで、国立研究開発法人国立環境研究所資源循環・廃棄物研究センターで

は、このような超高齢社会における廃棄物処理についての研究を進めてきており、

平成 29 年には「高齢者ごみ出し支援ガイドブック」を作成しました。 

 

このガイドブックでは、超高齢社会における廃棄物分野への影響として、在宅

医療廃棄物、介護用おむつの処理、遺品整理、ごみ屋敷への対応、ごみ出しに困

難を抱える高齢者への支援といった課題を挙げています（図 4.3 参照）。 

 

また、平成 30 年度から環境省において、高齢化社会に対応した廃棄物処理体制

の構築に向けた検討を行っています。この検討においては、新たなごみ出し支援

制度の創設にあたりどのような観点で制度をつくるか、持続可能な制度として運

用するためにどのようなノウハウが必要なのか複数年かけて検討していくことと

しています。 

 

本市においても、超高齢社会における廃棄物処理については、避けることので

きない課題であると認識しており、今後、課題の解決に向けた取組が必要です。 

 

第２項  今後の方向性 

 

現在、環境省において、高齢化社会に対応した廃棄物処理体制の構築に向けた

検討を行っていることもあり、その検討結果を踏まえた本市としての取組につい

て、関係部局とも連携しながら進めていきます。 
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  図 4.2  本市の高齢化の推移（H14～H29） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：福井市(2018)：福井市第８次老人保健福祉計画・第７期介護保険事

業計画・高齢者居住安定確保計画 

 

  図 4.3  高齢者のごみ出しを巡る課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：国立環境研究所(2017)：高齢者ごみ出し支援ガイドブック  
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第４節  廃棄物処理手数料 

 

第１項  廃棄物手数料に係る本市の現状と課題 

 

本市の廃棄物処理手数料については、平成８年度の条例改正に伴って実施した

手数料の改定以降、消費税率の引き上げに伴う改定を除き見直しを行っていない

ため、全国的に見ても低廉な料金となっています（表 4.2 参照）。 

 

一方、本市では、資源物の再資源化や廃棄物の処理に対して多額の経費をかけ

ているものの、そのほとんどは税金でまかなわれています。水道や下水道であれ

ば、使用量に応じた料金が発生するため、使用量を節約するといった経済的な動

機を持つことができますが、ごみの排出の際には、ごみの発生量に応じた料金が

低く、ごみの発生を抑制させようとする経済的動機が生まれにくい状況となって

います。 

 

平成 30年４月現在、全国 814市区（791市及び東京 23区）のうち、469市区（57.6％）

では、ごみの減量化を目的として家庭ごみの有料化を実施しています。 

 

そのため本市でも、ごみのさらなる減量化を図ることを目的として、事業系一

般廃棄物処理手数料の改定を実施するとともに、家庭系一般廃棄物の有料化等を

検討します。 

 

第２項  今後の方向性 

 

今後、有料化を実施している類似都市の取組状況について調査を行います。そ

の際、処理手数料の負担水準や有料化に向けたスケジュール、有料化に伴う新た

な施策などについても調査を行います。 

これらの調査結果を基に、廃棄物手数料の改定内容について検討を行います。 
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  表 4.2 県内中間処理施設（可燃系）持込み手数料（条例抜粋）（再掲） 

 家庭系 事業系 備考 

福井市 21.6 円/10kg※ 43.2 円/10kg ※50kg 以下は無料 

福井坂井地区 21.6 円/10kg 43.2 円/10kg あわら市、坂井市、永平寺町 

大野・勝山地区 40 円/10kg※  80 円/10kg 大野市、勝山市※50 ㎏未満は無料 

鯖江広域 58 円/10kg（税抜） 鯖江市、越前町 

南越清掃 60 円/10kg 越前市、池田町、南越前町 

敦賀市 
100 円/50kg（～350kg） 

200 円/50kg（350kg～) 

200 円/50kg 

 

埋立ごみ以外 

小浜市 50 円/10 ㎏ ※ 100 円/10 ㎏ 
若狭町上中地域の可燃物 

※50 ㎏未満は無料 

美浜町 20 円/10kg 若狭町三方地域分も処理 

高浜町 可燃物  500 円/500kg※ ※500kg まで。10kg 毎に 10 円 

おおい町 不燃物  196 円/400kg※（税抜） ※400kg まで。100kg 毎に 98 円 

若狭町 
不燃物 

500 円/500kg 

不燃物 

2,500 円/500kg 

上中地域の不燃物 

金沢市 220 円/20kg※ ※20kg まで。以降 110 円/10kg 毎 

富山市 
燃やせるごみ 180 円/10kg(広域圏) 

燃やせないごみ 110 円/10kg 

※事業系の燃やせないごみは受け

入れ不可 

    ※平成３１年２月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ハイムーン工房のホームページより 
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