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田川市の田川市の田川市の田川市のごみ処理の現状ごみ処理の現状ごみ処理の現状ごみ処理の現状についてについてについてについて    

 

１. はじめに 

本市では、｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣（昭和 45 年法律第 137 号）の第 6

条第 1 項において義務付けられている「一般廃棄物処理基本計画」（以降、「基本計画」

といいます。）の策定を行っています。 

基本計画では、本市のごみの減量化や資源化に関する方向性を定めると同時に、新ご

み処理施設の整備を明確することを目的に策定しております。 

しかしながら、基本計画ではごみの減量化や資源化に関する施策の方向性は示してい

ますが、具体的な実施施策は明確化していません。 

そのため、本委員会において、具体的なごみの減量化や資源化に関する実施施策等に

ついて審議して頂くことを考えております。 

第 1 回目となる本委員会では、本市のごみ処理の現状や、ごみ減量化や資源化に関し

て実施している施策などについて、共通認識をして頂くことを考えております。 

 

２. 現在の分別収集区分について 

本市のごみ分別区分、収集頻度、排出方法等は、表-1 に示すとおりです。 

分別区分としては、4種（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、大型ごみ）6分別（可

燃ごみ、不燃ごみ、かん・びん、ペットボトル、その他プラスチック、大型ごみ）

となっています。 

 

表-1 ごみの収集頻度・排出方法・集積方法 

 

  

収集回数 排出方法 集積場所 収集形態

可燃ごみ 2回/週 指定袋（黄色）

不燃ごみ 1～2回/月 指定袋（青色）

かん・びん 3回/月 指定袋（赤色）

ペットボトル 2回/月 指定袋（緑色）

その他プラスチック 2回/月 指定袋（透明）

大型ごみ

随時

（予約制）

大型ごみシール 所定の場所

随時 -

田川地区清掃施設組合

の処理施設

個人または事業者

現況分別区分

資

源

ご

み

ステーション収集

直営収集

個人または事業者が施設へ

直接搬入する場合

資料-3 
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３. 本市で排出されたごみの流れについて 

本市のごみ処理の流れは、図-1 に示すとおりです。 

本市から排出される「可燃ごみ」は、田川市川崎町清掃センター（焼却施設）におい

て焼却処理しており、焼却残渣は田川市川崎町一般廃棄物最終処分場（最終処分場）に

て埋立処分を行っています。 

「不燃ごみ」、「かん・びん」及び「大型ごみ」は田川市川崎町清掃センター（粗大ご

み処理施設）又は、田川市川崎町清掃センター資源回収施設（資源化施設）にて、破砕・

選別等の処理を行い、資源化を進めています。また、各施設にて発生する可燃残渣は焼

却施設にて焼却処理、不燃系残渣は最終処分場にて埋立処分を行っています。 

「ペットボトル」及び「その他プラスチック」は、民間の資源化施設へ搬入後、選別

処理を行い容器包装リサイクル協会の指定法人ルートで資源化処理を行っています。選

別処理を行った際に発生する可燃残渣については、焼却施設にて焼却処理を行っていま

す。 

また、ごみの資源化施策の一環として、本市に登録している資源回収団体が「新聞紙・

雑誌・ダンボール」を回収し、直接資源化を行っています。 

 

 

図-1 ごみ処理・処分の流れ（平成25年10月現在） 

  

可燃ごみ

不燃ごみ

かん・びん

田川市川崎町

一般廃棄物最終処分場

（埋立処分）

大型ごみ

可燃残渣

ペットボトル

その他プラスチック

不燃残渣

可燃残渣

資源埋立

破砕残渣

破砕磁性物

有価物

焼却残渣

可燃残渣

指定法人ルート

集団回収

資源回収団体が直接資源化
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４. ごみ排出量の実績について 

本市におけるごみ排出量の推移は、表-2 及び図-2～7 に示すとおりです。 

近年の傾向として、総排出量が緩やかな減少傾向となっており、資源化の向上に繋が

る「かん・びん」、「ペットボトル」、「その他プラスチック」の分別区分と、「集団回収」

に関する回収量も減少傾向となっています。 

一方で、総排出量は減少傾向となっていますが、1 人 1 日当たり排出量（1 年間の排

出量を 365 日換算し、これを本市の人口で割ったもの）は、平成 21 年度以降横ばい傾

向となっています。 

資源化率については、8.0～9.9％の範囲を変動しながら推移しています。 

最終処分率については、平成 22 年以降緩やかな減少傾向となっています。 

 

表-2 ごみ排出量の実績の推移 

 

  

単位 H20 H21 H22 H23 H24

行政区域内人口 人 51,543 51,373 51,176 50,772 50,317

家庭系ごみ 可燃ごみ t/年 12,789 12,577 12,486 12,507 12,377

不燃ごみ t/年 361 377 386 386 382

かん・びん t/年 715 717 698 704 683

ペットボトル t/年 112 109 85 100 88

その他プラスチック t/年 228 214 181 173 151

大型ごみ t/年 189 181 168 157 177

直接搬入ごみ 可燃ごみ t/年 5,701 5,334 5,373 5,227 5,214

不燃ごみ t/年 293 423 418 359 373

かん・びん t/年 53 61 42 37 41

集団回収 t/年 1,105 948 1,015 1,042 983

t/年 21,546 20,941 20,852 20,692 20,469

g/人・日 1,145 1,117 1,116 1,114 1,115

- 9.4% 8.0% 9.7% 9.2% 9.9%

- 11.4% 16.3% 14.9% 14.8% 13.1%

資源化率

最終処分率

総排出量

1人1日当たり排出量
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図-2 総排出量の推移 

 

 

図-3 可燃ごみの推移 
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図-4 不燃ごみの推移 

 

 

図-5 かん・びんの推移 
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図-6 その他プラスチック及びペットボトルの推移 

 

 

図-7 大型ごみの推移 
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５. ごみ減量化及び資源化の向上に対する施策の実施状況について 

本市が実施しているごみ減量化及び資源化の向上に対する施策は、下記のとおりです。 

 

（１）有料化の取り組み 

ごみの有料化の取り組みは、ごみ排出量が増加傾向にあったことや、最終処分場

の残余容量が逼迫していたことから、平成 8 年 4 月より、ごみ処理手数料について

指定袋の導入と有料化を実施しています。なお、ごみ処理手数料については、平成

19 年 10 月より開始した「ペットボトル」及び「その他プラスチック」の分別区分

の追加に伴い「かん・びん」の指定袋に関する手数料の引き下げ及び大型ごみの一

部手数料の引き上げを行っています。 

指定袋及び大型ごみシールは指定された販売店で購入が可能であり、手数料は表

-3 に示すとおりとなります。 

 

表-3 指定袋等に関する手数料（平成25年11月現在） 

 

※1：指定袋に入らないもので、一片の長さが1m以内で、重さが10kg以内の大型ごみ 

※2：※1を超える大型ごみ（家具、寝具、電化製品、自転車など） 

 

（２）生ごみ処理容器等購入補助金 

ごみ減量化施策の一環として、平成 4 年 4 月より生ごみ処理容器、平成 15 年 8

月より生ごみ処理機の購入費用の一部を助成する取り組みを実施しています。 

本取り組みについては、平成 23 年 4 月に交付要綱の改訂が行われ、平成 23 年 6

月 1 日より過去に補助金の交付を受けた方でも、「5 年を経過し故障等で使用でき

なくなり、新たに購入した場合」においても補助金の再申請が可能となりました。

購入補助に関する金額は、表-4 に示すとおりです。 

種類 大きさ 料金

可燃ごみ 指定袋（黄色） 大：49L 400円/10枚

中：30L 300円/10枚

小：18L 200円/10枚

不燃ごみ 指定袋（青色） 大：30L 300円/10枚

小：18L 200円/10枚

かん・びん 指定袋（赤色） 大：30L 150円/10枚

小：18L 100円/10枚

ペットボトル 指定袋（緑色） 49L 150円/10枚

その他プラスチック 指定袋（透明） 49L 150円/10枚

大型ごみ 大型ごみシール シール 100円/枚※1

300円/枚※2

現況分別区分

資

源

回

収

品

目
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表-4 購入補助に関する金額 

項目 補助金の額 補助金の上限額 補助対象基数 

生 ご み  

処 理 容 器 

購入金額（消費税及び

地方消費税相当額を含

む｡）の 2分の 1 

1 基当たり 3,000 円以内

(100 円未満の端数切捨て) 

1 世帯当たり 2基まで 

生 ご み  

処 理 機 

購入金額（消費税及び

地方消費税相当額を含

む｡）の 2分の 1 

1 基当たり 20,000 円以内 

(100 円未満の端数切捨て) 

1 世帯当たり 1基まで 

 

（３）資源回収団体奨励金 

ごみの資源化施策の一環として、平成 6 年 4 月より本市に登録している資源回収

団体が「新聞紙・雑誌・ダンボール」の回収を行った際に、回収量に応じた奨励金

を交付する取り組みを実施しています。本取り組みについては、平成 15年 7 月に交

付要綱の改訂が行われ、平成 15 年 8 月より奨励金の単価を 1kg 当たり 5 円から 7

円に引き上げました。資源回収奨励品目に関する交付金額は、表-5に示すとおりで

す。 

表-5 資源回収奨励品目の交付金額 

項目 補助金の額 

新 聞 紙 1kg 当たり 7 円 

雑 誌 1kg 当たり 7 円 

ダ ン ボ ー ル 1kg 当たり 7 円 

 

（４）収集用ごみ箱の補助金 

公衆衛生の観点から、平成 8 年 4 月より本市の各地区のごみ集積所に、収集用ご

み箱を設置する場合、購入費の半分を助成する取り組みを実施しています。収集用

ごみ箱の購入に関する補助金額は、表-6 に示すとおりです。 

 

表-6 収集用ごみ箱の補助金額 

項目 金 額 助成額 利用者負担額 ごみ箱 

大 35,000 円 17,500 円 17,500 円 

 

中 33,000 円 16,500 円 16,500 円 

小 31,000 円 15,500 円 15,500 円 
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（５）使用済小型電子機器等回収事業 

希少な金属（レアメタル）を部品に使用している小型電子機器等の回収を、平成

23 年 6 月よりモデル的に実施し、資源物の回収に取り組んでいます。 

本事業については、環境省及び経済産業省の「使用済小型家電の回収モデル事業」

等の一環として、平成 24年度まで福岡県と連携して実施してきました。小型家電リ

サイクル法が施行された平成 25 年 4 月以降は、本市単独の事業として積極的に取り

組んでいます。 

 

（６）家庭用の使用済みインクカートリッジの回収 

家庭用の使用済みインクカートリッジについては、ブラザー工業株式会社、キャ

ノン株式会社、デル株式会社、セイコーエプソン株式会社、日本ヒューレット・パ

ッカード株式会社、レックスマークインターナショナル株式会社の 6 社と日本郵政

グループが共同で「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」を行っています。 

本市においても、後藤寺郵便局及び伊田郵便局内に回収箱を設置し、こうしたご

み減量化及び資源化に貢献するプロジェクトに積極的に取り組んでいます。 

 

（７）ペットボトルキャップの回収 

平成 25 年 7 月より福岡県及び市内小中学校と共同で、ペットボトルキャップの回

収及び再資源化に取り組んでいます。この取り組みは、ペットボトルの回収量に応

じて、再資源化を行う事業者から二酸化炭素削減証明書の発行や、ペットボトルキ

ャップを使用したプランター等が配布されるなど、ごみ減量化が目に見える形で評

価される取り組みであることから、環境教育の一環として実施しています。 

 

（８）生ごみのリサイクル 

平成23年度よりNPO法人大地といのちの会（佐世保市）及び市内小学校と共同で、

生ごみのリサイクルに取り組んでいます。この取り組みは、家庭等で出た生ごみを

協力いただいた小学校の畑で堆肥化を行い、ごみの減量化と同時に野菜を育てると

いう取り組みで、環境教育の一環として実施しています。 

 

（９）資源の持ち去り対策 

ごみ集積所に出された資源ごみの抜き去り行為が横行したことを受け、平成 18

年 6 月に再生資源の持ち去り行為を禁止する条例の改正を行い、持ち去り行為は違

法行為（窃盗罪）とすることにより、適正な資源ごみの回収に取り組んでいます。 
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（10）環境美化に対する取り組み 

環境美化に対する取り組みの一環として、平成 19 年 12 月に「田川市人に優しく

うつくしいまちづくり条例」を制定しました。 

本条例においては、「人に優しくうつくしいまちづくりは、すべての市民が他人

を思いやり、互いに譲り合う精神を持って、自主的かつ積極的に取り組まなければ

ならない」、「人に優しくうつくしいまちづくりは、すべての市民がふるさと「た

がわ」を愛するものの一人として、誇りを持って推進しなければならない」という

2 つの基本理念に基づいて市民等が安全で快適な環境の中で生活を営めるよう、清

潔で人に優しくうつくしいまちづくりを目指しています。 

 

（11）市民への周知 

広報たがわやホームページを通して、分別の徹底、不法投棄の禁止、助成制度の

紹介などの周知を行っています。 

 

（12）福岡県との連携に関する情報提供 

本市のホームページ上に、福岡県との連携に関する情報提供を行い、ごみ減量化・

資源化、ごみの適正処理についての周知徹底を図っています。 

 

【廃棄物関連の情報提供項目】 

 ごみゼロふくおか行動指針、エコ事業所応援事業、「3R の達人」派遣事業、福岡

県リサイクル認定制度、PCB の適正処理、産業廃棄物管理票の交付状況の報告・・・

等 

 

（13）マイバッグ運動・レジ袋対策 

福岡県のマイバッグキャンペーン等と連携して、マイバッグ持参の促進やレジ袋

の削減に努めています。 
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６. 課題事項について 

（１）ごみの減量化及び資源化について 

本市の総ごみ排出量（家庭系ごみ＋直接搬入ごみ＋集団回収量）は、緩やかな減

少傾向となっていますが、1 人 1 日当たりのごみ排出量については横ばいで推移し

ています。 

そのため、更なるごみの減量化を進めていく上では、1 人 1 日当たりのごみ排出

量を削減する必要があります。本市では既にごみ処理手数料の有料化を実施してい

ることから、現実的な施策でごみの減量化を図っていく必要があります。 

また、資源化の向上については、かん・びん、ペットボトル、その他プラスチッ

ク、小型家電製品、集団回収による古紙類の資源化や、不燃ごみを破砕処理した際

に発生する鉄・アルミなどの再資源化を行っていますが、資源化率は 10％程度であ

るため、更なる資源化への取り組みが必要となっています。 

 

（２）収集運搬について 

事業者は原則として田川地区清掃施設組合の処理施設へ直接搬入することとして

います。しかし、小売店舗などの小規模ごみ排出事業者については、一部ステーシ

ョンに排出されている実態もあることから、こうした問題を解消する方法を検討す

る必要があります。 

 

（３）基本計画の進捗状況の把握について 

本市では新ごみ処理施設の整備に向けて、一般廃棄物処理基本計画を策定し、ご

みの減量化及び資源化の方向性を定めていますが、この計画で定めた目標の進捗状

況の把握は重要なポイントとなります。 

 

以上 


