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基準年度とします。

ます。

１．計画策定の趣旨と理念

　「石狩市ごみ減量化計画」は

　本計画は、「石狩市環境基本計画」（平成13年10月策定）を踏まえ、ごみの減量とリサイクル

の推進を図るため、平成15年度を初年度とした５ヵ年計画として策定した第１期「ごみ減量化計

画」の実績を基に、次期計画として平成20年度から平成24年度の５年間を計画期間として策定し

たものです。なお、計画を作成するに当たり、有料化の影響が顕著に受けていない平成17年度を

地球環境への環境負荷の少ない資源循環型社会を目指すための不可欠な課題となっています。

　石狩市のごみ減量化の本格的な取り組みは、平成15年度から平成19年度までを計画年度とする

なお、本市を取り巻く環境や社会情勢の変化なども踏まえ、必要に応じて随時見直しを行い内容

の充実を図っていくこととともに、平成25年度以降についても継続して計画を策定するものとし

　また、第２期計画における実際の取り組みについては、積極的なごみ減量の推進方策を「行動

計画｣（第4章参照）として定めることとします。さらに、第２期ごみ減量化計画施策行動指針表

た、ごみについての部門計画で

す。

（年次計画）（第４章参照）に、事業内容を明らかにします。

３．計画の位置付け

石狩市の環境に定めた「石狩市

環境基本計画」の理念に基づい

1

１　計画改定の趣旨

第１章　計画改定の考え方

　近年、経済活動の拡大に伴い大量生産と大量消費へと転換し、大量の廃棄物が生み出されてき

ました。この廃棄物の大半を焼却によって処理してきました。廃棄物処理の歴史では、２０世紀

は焼却の世紀といえる時代であり、ごみの処理イコール焼却と理解されてきました。しかし、近

年地球環境は人類による経済活動の影響で悪化し、二酸化炭素による地球温暖化問題は、地球上

のすべての生あるものにとって深刻な問題となり、ごみの処理についても環境負荷の少ない処理

方法への転換等によるごみ処理の見直しが求められています。

　ごみの発生抑制に努め、焼却処理量のみならずリサイクル量をも含めた削減に取り組むことは

第１期ごみ減量化計画が最初のものでした。一連の減量化計画の推進により、家庭ごみ減量の目

標値である平成12年度に発生した一人一日当たりの排出量の１００グラム削減は達成できました

が、事業系ごみの減量目標値（３０パーセントの減量）は未達成となることが確実です。

　平成９年度以降、処理施設に搬入される事業系ごみが増え始めており、家庭家ごみに比べて発

熱量が高い事業系ごみが増加したことによって、施設面での消耗が激しくなるなどの影響がある

と考えられます。このように処理施設での適正なごみ処理という面でも燃えやすく高カロリーの

２．計画の目的・計画期間

紙類やプラスチック類、木屑類の減量が重要になっています。

　このような状況を踏まえ、新たな減量化計画を策定するにあたり、今後、分別・リサイクルに

加えて発生回避・排出抑制がより強く求められることから、市民・事業者・行政が、それぞれの

立場と役割を充分に自覚したなかで、取り組むべき数値目標や行動内容を定めたものです。



【北石狩衛生センター（外観）】 【北石狩衛生センター（ピット）】

北石狩衛生センター（内部）の写真

【リサイクルプラザ（外観）】 【リサイクルプラザ（展示スペース）】

　　平成18年10月　　家庭一般ごみ有料化（戸別収集開始）

　　平成14年10月　　家庭一般ごみ袋の半透明化の開始

　　平成15年 4月　　廃蛍光管等の分別収集開始

　　平成18年 4月　　家庭ごみ有料化実施説明会開始

　　平成18年 7月　　家庭粗大ごみ有料化（事前申込制による戸別収集開始）

　　平成18年 3月　　北石狩衛生施設組合解散（施設等は石狩市で引継ぎ）

　　平成17年10月　　石狩市、浜益村、厚田村合併

　　平成 5年12月　　新『北石狩衛生センター』建設

　　平成 6年12月　　最終処分場の建設

　　平成10年04月　　事業系一般ごみ有料化

　　平成12年 4月　　『リサイクルプラザ』資源物収集開始

2

２　清掃行政の現状と課題

第２章　清掃行政の現状と課題

 １．清掃事業の現状

　（１）ごみの収集・運搬事業のあゆみ

　　昭和45年 5月　　花川地区でごみの収集開始（ごみ処理券をごみ袋に貼る有償収集方式）　　

　　昭和46年 4月　　ごみの収集が無料になる

　　昭和48年 4月　　北石狩衛生施設組合設立

　　昭和48年 4月　　構成団体：現在の石狩市（旧厚田村、浜益村を含む）、当別町、新篠津村

　　昭和50年 4月　　旧厚田村聚富に『北石狩衛生センター』建設（ごみの共同処理）



（２）廃棄物の種類

         れた20種類

（３）ごみと資源物の収集・処理の状況

 ・資源物

 ・燃やせないごみ

 ・燃やせるごみ　・燃えないごみ　・粗大ごみ

処　理　先

 ・燃やせるごみ　・燃えないごみ　・粗大ごみ

 ・燃やせるごみ　・燃えないごみ　・粗大ごみ

 ・燃やせないごみ　

～平成12年 4月～
～平成15年 3月～

 リサイクルプラザ

 北石狩衛生センター
 ・燃やせないごみ　・廃蛍光管等　

5分類

6分類

 リサイクルプラザ

 ・燃やせるごみ　・燃えないごみ　・粗大ごみ

 ・資源物

　　　　　　　　　　　うにする。

3

２　清掃行政の現状と課題

　　集を委託するか、自ら処理場に運び込んでいます。

　　　廃棄物は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で、一般廃棄物と産業廃棄物に区分されていま

　　す。一般廃棄物は、し尿以外のものをごみとして、市民生活に伴って各家庭から排出される「家庭

　　系一般廃棄物」と、事業活動に伴って各事業所から排出される「事業系一般廃棄物」に区分されま

　　す。本計画では、家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物を併せて「ごみ」として、家庭系一般廃棄

　　物を「家庭ごみ」、事業系一般廃棄物を「事業所ごみ」と表記します。

【図１　廃棄物の区分】

一般廃棄物

産業廃棄物

　　　※戸別収集方式＝地区毎に決められた時間までに、収集車の通る道路（公衆用道路）に面した自

　　　家庭系ごみは、６分類にわけて、戸別収集方式で収集しています。事業所ごみは、許可業者に収

廃  棄  物

ご　み

し　尿

家庭ごみ

事業所ごみ

年　　　　次

～平成 5年12月～

～平成 6年 1月～
～平成12年 3月～

【表１　ごみの分類と処理先の変遷】

分類数

3分類

4分類

　　　　　　　　　　　宅の敷地内に出す。風などで飛ばないよう工夫し、隣近所の迷惑にならないよ

　※産業廃棄物＝事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定めら

【家庭ごみ保管庫（例）】【家庭ごみ戸別収集の様子】

分　　　　類

 北石狩衛生センター

 北石狩衛生センター

 北石狩衛生センター

～平成15年 4月～



4

２　清掃行政の現状と課題

　　ごみは、厚田区聚富にある『北石狩衛生センター』へと運ばれ、下記のように処理されます。

　　資源物（びん・缶・ペットボトル）は、新港南にある『リサイクルプラザ』へと運ばれ、下記

　のように分類後、再商品化事業者に引き取られ、新たな製品に生まれ変わります。

　委託するか、自ら処理場に運び込んでいます。

　　家庭ごみは、６分類にわけて、戸別収集方式で収集しています。事業所ごみは、許可業者に

　収集を委託して収集しています。



（４）ごみの収集・処理量の状況

２　清掃行政の現状と課題

※ごみ処理量は平成12年度実績から3市村(H17.10.01 旧石狩市、旧浜益村、旧厚田村合併)合算

（単位：t）【グラフ１　石狩市のごみ処理量（家庭・事業所別）の推移】

　　増加し、平成12年度には２万２千トンを超えるまでになりました。しかし、平成13年度を「ご

　　　市内から排出される家庭ごみと事業所ごみの収集・処理量は、平成元年度から年々少しずつ

　　み減量化都市への挑戦元年」と位置付け、不法投棄対策や電動生ごみ処理機モニターなどのさ

　　まざまなごみ減量化事業を展開により、平成12年度実績に比べ平成17年度は約１千９百トン弱

　　の減量となりました(グラフ１参照)。

　　　また、家庭ごみ有料化実施年である平成18年度については、平成12年度と比較すると約２千

　　５百トンの減量となりました。

5

【グラフ２　家庭ごみの内訳】 （単位：t）

　　　家庭ごみの量を検証すると、平成12年度から減少傾向にあり、平成17年度は平成12年度と比

　　較すると約１千９百トンの減量となりました（グラフ２参照）。

※粗大ごみ有料化（平成18年7月1日）　※一般ごみ有料化（平成18年10月1日）
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普通乗用車（重量１ｔ程度）

約20,200台分

6

２　清掃行政の現状と課題

【グラフ３　家庭系ごみ排出量（市民１人当たり１日）】 （単位：g）

【表２　家庭ごみ排出量（市民１人当たり１年）】

Ｈ18年度

　　　市民一人当たりの家庭ごみ排出量は、平成17年度で一日当り７２１グラムとなっており

　　（グラフ３参照）、一年間では２６３キログラムとなっています（表２参照）。

Ｈ12年度

297kg 283kg

Ｈ17年度Ｈ16年度Ｈ15年度Ｈ14年度

254kg

61,199人 61,161人 61,328人

260kg 263kg

60,811人 61,090人 61,109人

1人当たり/1年

人　口 60,638人

273kg 265kg

Ｈ13年度

（いずれも17年度実績）

市民一人一日に出すごみの量

　　　平成17年度実績　市民一人一年当たりのごみ排出量　２６３キログラム

　　　　・お米（１０キログラム入り）にすると、２６袋分に相当します。

   １年当たり  １日当たり

  ２ｔ積ごみ収集車

  27台分
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（５)ごみ収集運搬・処理費用の現状

２　清掃行政の現状と課題

　　　ごみ１０キログラムあたりの処理費用は、平成17年度で約３３８円（グラフ４参照）で家庭

　　ごみの処理費用を10kgで換算すると約4２８円（グラフ５参照）、市民一人当たりの年間処理

　　費用は約１１,２６４円（グラフ６参照）となりました。

グラフ４　　　　　ごみ処理費用（家庭ごみ＋事業所ごみ）（１０kg当たり）

7

グラフ５　　　　　家庭ごみ処理費用（１０kg当たり）
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２　清掃行政の現状と課題

グラフ６　家庭ごみ一人当たり年間処理費用
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（６）ごみ・資源物収集処理手数料の現状

（７）ごみ・資源物処理施設の現状

平成18年７月より、10kg当たり90円の手数料に改定しております。

 竣工：Ｈ12年３月

名　称

リサイクルプラント
（選別圧縮減容施設）

 埋立開始：Ｈ7年4月
 埋立終了：Ｈ24年度（予定）

 北石狩衛生センター
(最終処分場)

 7.5t／5h  新港南1丁目22番地63

処　理　能　力 備　考

処　理　能　力

 180t／24h
 （90t／24h×2基 ）

 厚田区聚富618番地

 194,000㎥（埋立容積）

 40t／5h

【表５　ごみ処理施設の状況】
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２　清掃行政の現状と課題

備　考名　称

 竣工：Ｈ5年12月

所　在　地

【表６　資源物処理施設の状況】

所　在　地

北石狩衛生センター
 （焼却施設）

 北石狩衛生センター
(破砕施設)

【表３　ごみ収集処理手数料】

手数料の種類 取　扱　区　分 金　額

事業系一般廃棄物
処理手数料

家庭廃棄物
収集処理手数料

家庭廃棄物
処理手数料

金　額

事業系資源物
処理手数料

参　考

【指定ごみ袋】
 10ℓ/20円 20ℓ/40円
 30ℓ/60円 40ℓ/80円
 ※H18年10月1日～

【ごみ処理券】
 200円券 500円券
 900円券 1,300円券
 ※H18年7月1日～

 ※H18年7月1日～

参　考

 ※H18年7月1日～

(1)規則で定めるごみ袋１枚
 につき、１リットルにつき
 ２円として規則で定める額

(2)規則で定めるごみ袋で排
 出できないもの、１キログ
 ラムにつき２０円として、
 １，３００円以内で品目別
 に規則で定める額

【表４　資源物処理手数料】

 １０キログラムにつき
 ８０円

 １０キログラムにつき
 １２０円

市民が家庭廃棄物を市の処理施

設に搬入し、市が処分するとき

手数料の種類

 １０キログラムにつき
 ９０円

 ※H18年7月1日～

 

市が家庭廃棄物（し尿及び浄化

 槽汚泥を除く。以下同じ。）を

収集、運搬及び処分するとき

 事業者が資源物を市長が指定す

　なお、家庭ごみ処理手数料の有料化導入については、粗大ごみを平成18年７月より、一般

家庭ごみについては平成18年10月より実施し、両者とも10kg当たり80円の手数料となって

おります。また、事業系資源物処理手数料については、平成12年４月より有料化を導入し、

　事業所ごみ処理の有料化導入については、平成10年度より実施し平成18年７月より、10㎏

当たり120円に改定したところです。

る施設に搬入し、市がこれを処

　　分するとき

 事業所から排出される一般廃棄

物を市の処理施設に搬入し、市

　　が処分するとき

取　扱　区　分



（１）減量化事業のあゆみ

（２）集団資源回収の現状

　　平成04年度　集団資源回収開始≪グラフ７参照≫

　　　　　参考：奨励金の額　平成04年度～平成08年度　3円／kg

　　　　　参考：奨励金の額　平成09年度～平成18年度　5円／kg

　　　　　　　　空缶特別回収開始≪～Ｈ11年度終了≫

【グラフ７　集団資源回収量の推移

　　平成08年度　生ごみ処理容器購入助成事業実施≪石狩市補助事業 347個　～Ｈ11年度終了≫

　　平成12年度　資源物（びん・缶・ペットボトル）収集開始≪グラフ８参照≫

（単位：t）

　　平成15年度　廃蛍光管等リサイクル開始

　　　平成４年度から各種団体（町内会、こども会、ＰＴＡなど）が集団で資源回収を行い、その

　　回収量に応じ奨励金を交付しています。古紙類の回収量が伸びており、平成17年度回収実績は

　　平成13年度　電動生ごみ処理機モニター事業実施≪モニター10名　～Ｈ15年度終了≫

　　平成03年00　地域イベントごみ減量大賞事業実施≪～Ｈ16年度終了≫

　　平成03年00　古着・古布リサイクル開始

　　平成03年00　ごみ・リサイクル情報紙「かいけつ ごみ太くん」発刊

　　平成14年度　生ごみ処理容器（ゴミケシ君）モニター事業実施≪モニター100名≫

２　清掃行政の現状と課題

 ２．減量化事業の現状

　　平成03年度　生ごみ処理容器購入助成事業実施≪衛生団体連合会補助事業 4,052個　～Ｈ7年

　　　　　　　　度終了》　　　

　　平成03年00　生ごみ処理機等購入助成制度創設

10

　　くものと予想されます（グラフ７及び表７参照）。

　　平成17年度　ミックスペーパー再資源化モデル事業実施

　　平成03年00　紙パック拠点回収事業開始

　　平成03年00　みどりのリサイクルモデル事業開始

　　平成16年度　事業系古紙リサイクル推進事業実施

　　　　　参考：奨励金の額　平成19年度～平成08年度　3円／kg

　　２，５９５トン、平成18年度回収実績については３，０４９トンとなり、今後も増加傾向が続

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18



（３）資源物収集の状況

（４）リサイクルプラザの状況

　リサイクルプラザ来館者数 4,134 人

　リサイクル講座・教室
　　・廃食用油を利用した石けん作り講座
　　・廃材を利用した木工品作り教室）
　　・ペットボトルを利用すた風車・ロケット作り教室
　　・牛乳パックを利用した紙すきハガキ作り教室　など

　出前講座 1 回

　リサイクルフェスタ（Ｈ18.6.18 開催） 1 回

32 回

  冬季フリーマーケット（Ｈ18.11.19開催） 1 回

　　量とリサイクルについて考える機会と場を提供しています（表８参照）。

【表８　リサイクルプラザの開催行事一覧及び来館者数（平成18年度）】

リ　サ　イ　ク　ル　プ　ラ　ザ　の　開　催　行　事 開催回数

　　　『リサイクルプラザ』では、常時プラントの施設見学や市内小中学校への出前講座などを受

　　け付けています。また、廃食用油を利用した石けん作り教室や、廃材を利用した木工品作り教

　　室などの各種講座・教室を開設するとともに、リサイクルフェスタを開催し、市民にごみの減

82団体 98団体

奨励金額 11,094千円 11,211千円 11,361千円 12,096千円 11,456千円 12,966千円 15,235千円

Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度Ｈ14年度

登録団体数 87団体 90団体 81団体

11

２　清掃行政の現状と課題

　　した。平成17年度の回収量は１，０２８トン、平成18年度の回収量は１，１５０トンとなり、

77団体 82団体

【表７　集団資源回収登録団体数及び奨励金額】

Ｈ12年度 Ｈ13年度

　　　本市の資源物収集は、平成３年度の『空缶特別回収』に始まり、平成12年４月『リサイクル

【グラフ８　資源物収集量の推移】 （単位：t）

　　プラザ』の完成に伴い、新たにびん・ペットボトルが対象品目となり飛躍的に収集量が伸びま

　　（グラフ８参照）

　　今後も増加傾向が続くものと予想されます。
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（５）その他再資源化物収集の状況

12

計

（単位：t）

みどりのリサイクルモ
デル事業

ミックスペーパーモデ
ル事業

生ごみ処理機等購入助
成制度による再資源化
量

廃乾電池

廃蛍光管

古着・古布

紙パック

－ － －

－ － －

－ － －

7.1 13.7

5.6 3.9 6.2 5.0

7.0

－

7.3

－ － －

－ － －

48.9

　　り、平成17年度の回収量は２００．８トン、平成18年度においては家庭ごみ有料化が主たる要

　　因と考えますが、みどりのリサイクル（剪定枝葉）、古着・古布などの回収実績が飛躍的に増

－

4.3 6.0 6.9 8.5

－

7.1

　　　本市のその他再資源化物収集は、各リサイクルの開始年度移行は概ね増加傾向をしめしてお

6.8 19.5

－ 0.3 0.4

119.0－ 78.6 425.5

２　清掃行政の現状と課題

【表９　その他再資源化物収集量の推移】

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

545.1

31.1 49.3 70.4

　　大し５４５．１トンとなり、平成17年度比較で約２．７倍となりました。（表９参照）

4.3 6.0 6.9 107.0

9.0 12.1 10.6

100.0 200.8



（６）いしかり・ごみへらし隊の活動

　については、買い物時における様々な減量方法や、エコクッキング、生ごみの堆肥化手法等

　

　　平成15年度からの「第１期ごみ減量化計画」におけるごみの発生回避並びに排出抑制対策

　一方向の提供にとどまっています。

　　また、平成18年度は、家庭ごみの有料化を導入した結果、平成18年10月より平成19年３月

　まで６ヶ月間の減量化率は、平成17年度対比でマイナス約31％となり、減量計画の最終年度

　頂くため、積極的なアプローチが必要となります。

　　一方、事業系ごみについては、事業所訪問によるごみの適正処理指導やリサイクル情報の

　　に発足し、『考えながら実際に行動していく』をモットーに、様々な取り組みを進めています。

　　（表10参照）

　

【表10　いしかり・ごみへらし隊の活動実績】

平成13年度

こ　れ　ま　で　の　主　な　活　動　実　績

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

２　清掃行政の現状と課題

平成18年度

　●生ごみの水切り啓発
　●ごみ減量についてのアンケート実施
　●第1回『ごみへらしの集い』開催
　●平成14年度版『家庭ごみ分別カレンダー』作成

　●第1回『Kid's隊員見学会』開催
　●生ごみの水切り啓発
　●『地球にやさしい暮らしを』事業所用啓発ステッカー作成
　●『レジ袋はいりません！』ステッカー作成
　●第1回『ごみ減量ワークショップ』開催～みんなの意見盛り込もう！ごみ減量化計画
～
　●平成15年度版『家庭ごみ分別カレンダー』作成

　●『家庭ごみ分別辞典』作成
　●第2回『Kid's隊員見学会』開催
　●第2回『ごみへらしの集い』開催～みんなので減らそう一人一日100ｇ～
　●平成16年度版『家庭ごみ分別カレンダー』作成

　●第3回『Kid's隊員見学会』開催
　●第2回『ごみ減量ワークショップ』開催～ごみ減量　新たな視点で考えよう～
　●平成17年度版『家庭ごみ分別カレンダー』作成

　●第4回『Kid's隊員見学会』開催
　●第3回『ごみへらしの集い』開催～古紙リサイクル、戸別収集・有料化を考えよう～
　●平成18年度版『家庭ごみ分別リーフレット』作成

　●市民まつりPR
　●第4回『ごみへらしの集い』開催
　　～ごみ有料戸別収集の現状とミックスペーパーの将来を考えよう～

　　　いしかり・ごみへらし隊は、石狩市におけるごみの減量とリサイクルの推進に関する課題及

　　び検討すべき事項について、市民・事業者・行政（市）が協働せて取り組むため平成13年９月

 ３．これまでの取り組みと課題

　である平成19年度においても同様の減量化率となると想定されます。

（１）ごみの発生回避・排出抑制の推進について

　提供などを実施し減量化に努めましたが、未だ微増傾向を脱せない状況となっており、当初

　域とはせず、市民・事業者自らが、「ごみを持ち込まない｣｢ごみを出さない」行動を取って

　　ごみ減量化を推進するには、市民への情報提供は行政からの一方的な流れではなく、市民

　を出前講座や広報誌、ごみ情報誌「かいけつ・ごみ太くん」、市ホームページの掲載などの

　計画の平成12年度比較マイナス30％の目標は未達成のまま計画期間が終了する見込みです。

13

　　これらの状況を踏まえて、今後は、「ごみ」のみならず「リサイクルごみ」であっても聖

　・事業者・行政との協働関係が不可欠であり、双方向の関係を築く必要があります。



　められます。
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　どを総合的に判断し、見直しを含めた検証を実施する必要があります。

（４）ごみ処理施設における適正処理の推進について

　　北石狩衛生センタ－においては、現在までごみの焼却処理によるダイオキシン問題等、環

　盤は未だ脆弱であり、今後より効果的な協働を推進するために、市民団体などの活動の安定

　を実践し、市民の減量意識の向上に大きな影響を与え、ひいてはごみ減量化に寄与したもの

　のある基盤整備を図る必要があると考えます。

　と考えております。

（３）ごみ減量推進体制について

　が見られます。

　　今後は、出前講座、環境教育、リサイクル情報の提供などを充実し、分別意識の向上を図

　・缶、紙パック、廃乾電池、廃蛍光管、廃食用油(ＢＤＦ化)の回収の実施などを行い一定程

　度の成果が得られているが、対象品目以外の排出も多く、分別が未だ徹底されていない状況

（２）ごみリサイクルの推進について

　性、市との関係、団体同士の横のつながりなど、ごみ減量化意識の共有を図るための実行性

　　昨今の行財政を取り巻く環境を考えると、市民、事業者等との協働の重要性は今後一層高

　まるものと考えます。

　発足当初から役割と責任を認識したなかで、様々な減量化への提言のみならず率先した行動

　　平成13年９月に発足した市民協働の団体である「いしかり・ごみへらし隊」については、

　境面を最大限に配慮し適正処理を進めてきました。

　慮されることから、今後においては、ごみの減量などと連動した慎重な施設の運転管理が求

　　また、家庭ごみ有料化など様々な事業展開により減量化が図られ最終処分場の延命化、施

　設負荷の軽減が図られるなどのメリットが生じましたが、一方ではごみ質の大きな変化が考

　に調査検討を実施し、合わせて、現在実施しているリサイクル事業についても費用対効果な

　　現在、リサイクルについては、紙類等の分別品目の拡充、剪定枝葉、ペットボトル・びん

　る必要があります。

　　しかし、このように一部活発に活動している団体もありますが、全市的には協働の推進基

　　また、新規のリサイクル事業については、市民が努力しても自家処理が難しい品目を対象



　　ために、次の４Ｒを「第２期ごみ減量化計画」の基本方針とします。

　　●ごみの発生回避　　　　　　　　リフューズ（Ｒｅｆｕｓｅ）

　　　資源循環型社会（都市）の実現に向けて、リ・スタイル（４Ｒ）に根ざした暮らしを目指す

３　ごみ減量化計画の目標

第３章　第２期ごみ減量化計画の目標

 １．基本目標

　　　本市は、日本海に面し、水と緑に深い関わりを持つ都市環境は、市民の貴重な財産です。

　　●ごみの排出抑制　　　　　　　　リデュース（Ｒｅｄｕｃｅ）

　　　ごみ問題の根本的かつ最良の解決方法は、ごみの発生を回避することです。ごみになるもの

　　など、不要なものを断ることが大切です。（例：レジ袋を断る）

　　など、ごみの排出を抑制する考え方を定着させることが大切です。（例：詰替え商品購入）

　　　ごみを発生させない。ごみになるようなもの、無駄なもの買わない、もらわない、使わない

　　類、食品廃棄物等の資源化の促進を図ることも必要です。（例：集団資源回収への協力）

　　●製品部品の再利用　　　　　　リユース　（Ｒｅｕｓｅ）

　　　繰り返し使える商品の購入やフリーマーケットの活用など、有効利用を進めることは、ごみ

　　の減量化に向けた大切な取り組みであると言えます。（例：リターナブルびんの利用）

　　●原材料や熱などへの再資源化　　リサイクル（Ｒｅｃｙｃｌｅ）

　　するなどごみの分別精度を高める必要があります。また、事業系ごみとして排出されている紙

15

　基本方針

　　　発生抑制、再使用を行なってもまだ排出される廃棄物については、資源をきちんと分別排出

　　ごみの発生抑制に努め、焼却処理の削減に取り組むことを基本とした社会、すなわち「資源

　　循環型社会（都市）の実現」をごみ減量化計画の基本目標とします。

 ２．ごみ減量の基本方針

　　　私達は自然豊かな環境を保全し、次代に引き継ぐことが責務です。

　　　平成13年10月に策定された石狩市環境基本計画の理念に基づき、持続可能な社会を目指し、



　　施策に取り組まなければ市民の減量化意識は年次毎に希薄となり、グラフ９のようにごみが再

 （２）事業所ごみ量の推移

　　　第１期のごみ減量化計画における数値目標が未達成なばかりか、基準年度である平成12年度

　　より概ね増加傾向を示しており、今後、積極的なごみ減量施策に取り組まなければ、グラフ10

３　ごみ減量化計画の目標

 ３．ごみ量の推移予測

 （１）家庭ごみ量の推移

　　　家庭ごみの平成17年度以降、平成24年度までのごみ処理量を予想すると、継続したごみ減量
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　　度増加傾向を示すこととなります。

（単位：トン）【グラフ９　家庭ごみ量の増加予測】

【グラフ10　事業所ごみ量の増加予測】 （単位：トン）

　　のように増加傾向に歯止めが掛からなくなります。
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①家庭ごみの減量目標

　平成17年度実績 平成24年度目標

３００ｇ減量の内訳

　　ごみ排出量の減・・・・・・・・・・　２６６ｇ　

　　リサイクルごみの排出量の減・・・・　　３４ｇ

目標達成には、４Ｒの市民への浸透と協力が不可欠です。

この目標を達成するためには、生卵６個分の減量を実施しなければなりません。

市民一人が一年間に出すごみ及びリサイクルを含めた排出量は、各種の施策の推進により、

平成17年度実績の263kgから平成24年度には110kg減量の153kgになります。

②事業所ごみの減量目標

平成17年度ごみ量の20％減を目標とします。

　平成17年度実績 平成24年度目標

することを目標とします。

    ます。

石狩市が処理するごみ量（リサイクル量も含む）を、ごみの発生回避、排出抑制を促進し、

かつ、しっかりとした分別排出によるリサイクルなどにより、

平成２４年度までに、

421ｇ/人・日

822ｔ減量(20％減)

３　ごみ減量化計画の目標

 ４．達成すべき数値目標

 （１）ごみ減量目標

　　　基本方針に掲げている４Ｒを実現するため、施策を積極的に推進し、焼却処理や埋立処分及

　　びリサイクル量を含めたごみ処理総量全体の減量に取り組むこととし、次の数値目標を設定し

　◆家庭ごみは、平成17年度の市民一人が一日に出すごみの量に比べ

　◆事業所ごみは、平成17年度ごみ量に比べ

４２％減量
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　　　なお、計画の基準年は、有料化の影響を直接的に受けていない平成17年度とします。

２０％減量 することを目標とします。

4,108ｔ 3,286ｔ

　市民一人が一日に出すごみの量を平成17年度の42％減を目標とします。

300ｇ減量(42％減)

721ｇ/人・日



(１)市民の役割

　

　　　環境に配慮した製品を適正評価⇒選択⇒リサイクルの輪の拡大に努める。

（２）事業者の役割

　　

（３）市の役割

　　　　　　

　　

　  入など循環型社会の実現に向けた行動に取り組みます。

　  正処理はもとより、ごみの再資源化の推進を行ないます。
    　「ごみ処理を行なう者」としては、循環型社会の実現を促進するため、ごみの分別収集、適

  　とを理解し、それぞれの立場から取り組みを進めます。

　  すとともに、市民や事業者と連携し、必要な措置を講じて市民・事業者の自主的な取り組みを

    　また、「事業者」としては、率先してごみの減量・資源化を推進するとともに、グリーン購

　  促進させます。

　    ごみの減量化行動を推進するため、市民と事業者間のコーディネーターとしての役割を果た

３　ごみ減量化計画の目標

 ５．市民・事業者・市の役割
　　　計画の数値目標達成を図るためには、市民、事業者及び市がそれぞれの役割を認識し、積極
　　的に行動を起こすとともに、連携と協力を図り「資源循環型社会の実現」に向け努めることが

    　市民は、ごみ発生の回避や排出の抑制を第１に考え、２に再利用、最後の手段として再資源

　　・販売、修理体制の整備、リサイクル方法等の必要な情報の提供、デポジット制を実施するな
　　  「製造・加工・販売者」の立場では、容器包装の簡素化、耐久性に優れた商品の製造・加工

  　化に取り組み、分別の徹底など適正な排出に努めることが必要です。

　　　事業者は、「製造・加工・販売者」、「消費者」、「ごみの排出者」の三つの立場があるこ
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　　重要です。

　　　市は、「市民と事業者とのパイプ役」、「ごみ処理を行なう者」、「事業者」として、自ら
　　あらゆる施策を通じてごみの減量化・資源化に取り組みます。

　　ど、その業種に応じた役割を積極的に果たすよう努める。
　　  「消費者」の立場では、ごみの出にくい商品や環境に配慮した商品の購入を心がける。
　　  また、「ごみの排出者」の立場では、自ら発生回避、排出抑制、再使用、再資源化に取り組
　　み、適正処理を進めるとともにリサイクルに積極的に取り組む。

　　　市民は、「ごみの排出者」であることを自覚し自らごみ減量に向けた積極的な役割を果たす
　　ことが大切です。



１－３　集団資源回収の支援

事業所ごみの減量化推進

繰り返し使おう！

再利用:リユース
（Ｒｅｕｓｅ）

再度、資源に戻そう！

再資源化:リサイクル
（Ｒｅｃｙｃｌｅ）

石
狩
市
環
境
基
本
計
画
の
理
念
に
基
づ
く

資
源
循
環
型
社
会
の
実
現

ごみになる物は
断ろう！

回避:リフューズ
（Ｒｅｆｕｓｅ）

買う量・使う量を
減らそう！

抑制:リデュース
（Ｒｅｄｕｃｅ）

リ･スタイルの実現
（Ｒｅ-Ｓｔｙｌｅ）

３
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１

２
共通事項（市民・事業者）

１－７　家庭ごみ処理手数料見直しの調査検討（資源物）

１－８　事業系ごみの自己処理の指導

１－10　多量排出事業所への減量指導
１－11　雑紙類のごみ減量化支援

１－17　事業所におけるごみ減量・リサイクル推進のための条例改正

１－14　エコショップ制度の普及拡大
１－15　生ごみリサイクルの指導

１－18　事業系廃棄物処理手数料見直しの調査検討

◎第２期石狩市ごみ減量化計画体系図

基本目標 基　本　方　針 施策の柱数値目標 重　点　施　策

ごみの発生回避と排出抑制
のしくみづくり

家庭ごみの減量化推進

１－２　生ごみ自家処理の普及促進

１－６　効果的なリサイクルシステムの確立

重点施策１

１－４　不用品交換情報登録制度の創設
１－５　その他活動の支援
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進 共通事項（市民・事業者）

２－３　普及啓発冊子やポスターなどの効果的活用

市民・事業者との協働の考え方の
共有化推進

市民活動の支援並びに環境教育の推進

３－３　市民・事業者との協働関係の醸成

１－９　ごみ減量・リサイクルモデル事業所の指定

１－１　エコライフの普及

２－１　エコマーク、グリーンマークなどの再生品の普及促進

２－５　イベント開催によるＰＲ

１－16　小売店による店頭回収の拡充

１－12　オフィス町内会制度（事業者の集団資源回収)の推進

２－２　環境学習、生涯学習の充実

１－19　制度創設、見直しに向けた国などへの働きかけ

１－13　ごみにならない商品開発の推進

３－２　行政内における推進体制の強化
３－１　人・組織の育成・ネットワーク化

重点施策３

重点施策２

共通事項（市民・事業者）

２－４　インターネットなど新たなメディアの活用



　　促進を図るため必要な情報の提供や支援を行ないます。

　　・エコロジークッキングに心がける」、「出た生ごみは水切りを徹底する」、「堆肥化の促

　　進」などを積極的にＰＲ・啓発します。

　　　また、市では、平成15年度（2003年度）から、生ごみ処理機の助成を行ない、家庭でのご

　　み減量化を図っているが、今後、居住環境に応じた最も有効な方策を探り、生ごみ堆肥化の

１－２　生ごみ自家処理の普及促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　家庭系ごみに占める生ごみは重量的に最も多く占めており減量効果は極めて大きいと考え

　　　生ごみを減量するためには、まず、市民一人ひとりが「生ごみをつくらない・出さない」

　　努力が大切であり、「買い物をするときは買い過ぎない」、「調理するときは作り過ぎない

　　られます。

　入する。

　　使えるがいらなくなったものは、不用品交換情報などを活用して無駄にごみにしない。

　　集団資源回収や拠点回収に積極的に協力する。

    購入した材料は使いきり、物は大切に長持ちさせるように使う。

　　　なお、紙類のリサイクルについては、現行の町内会・団体等による集団資源回収の回収対

　　象品目の増大を図るための支援を行ないます。

１－１　エコライフの普及　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　次のような行動があたりまえとして無理なく実践され、常にごみをつくらない意識が働いて

　いるエコライフのPRや啓発を行ないます。

　　商品購入の際には、買い物袋などを持参することによりレジ袋を自粛したり、過剰包装を

　断る。

　　再生原料を用いた資源循環型商品、詰め替え用洗剤や簡易な包装の省資源型商品を選んで購

    紙コップ・皿・割り箸などの使い捨て商品はできるだけ使わない。

　　テムの再構築に努めます。

　　　また、容器包装リサイクル法についての対応は、現在、ペットボトル・びん・缶の戸別収

　　集方式による収集を実施していますが、より効率的な事業展開を図るため市民周知の徹底が

　　不可欠です。

　　には、市民一人ひとりがごみをつくらないライフスタイルへ変えていかなければなりません。

　　　家庭ごみ総重量の８０％以上を占める「燃やせるごみ」をターゲットに実効性のある減量

　　・リサイクル活動の普及・支援を行います。

　　　さらに、資源として回収したものについては、安定的に資源リサイクルするように、シス

４　積極的な減量施策の推進（行動計画）

第４章　積極的な減量施策の推進（行動計画）

　　家庭ごみの減量化推進

　　　家庭から排出されるごみ及びリサイクルごみを合わせたごみ処理総量の減量化を図るため

１．重点施策１：ごみの発生回避と排出抑制のしくみづくり

　　奨励します。

　　　庭や畑を持たない家庭に対する堆肥の受け皿として、農家・公園・植樹帯などの還元ルー

１－３　集団資源回収の支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　資源リサイクル、ごみ減量の１つの柱として、現在、町内会・団体等を中心に市の登録団

　　トを確保します。

　　体として集団資源回収を実施していますが、今後一層の回収量の増大を目指すために、古紙

　　回収事業者を対象とした回収品目調査並びに資源回収の空白地区を無くすために各種団体に
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　　　マンションなど集合住宅においては、自主的に大型処理機による堆肥化を実施することを



　　　ごみの減量化及び不用となった品物をごみとして排出しないために、「不用品交換情報登

　　録制度」の創設を行い、再利用を推進する機会を市民に提供します。

　事業所ごみの減量化推進

　　ごみ処理量の増加をストップするために、多量に発生する紙ごみの減量化・再資源化など、

　　　現在実施している各種リサイクル事業のメリット及びデメリットを充分に検証し、必要で

　　あれば事業の再構築を行います。今後、国におけるリサイクルの推進に向けた制度創設や法

１－６　効果的なリサイクルシステムの確立　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　改正による新たな制度の導入にあたっては、効果的な取り組みができる手法を検討します。

１－７　家庭ごみ処理手数料見直しの調査検討（資源ごみ）　　　　　　　　　　　　　　　

　事業活動に伴って生じるごみの一層の発生・排出抑制・再資源化を促進するための指導や支援

　を行います。

１－８　事業所ごみの自己処理の指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　呼びかけて登録団体の拡大を図る。また、資源回収業者に対する助成制度の創設を検討。

１－４　不用品交換情報登録制度の創設 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　住居を併設している事業所では、事業ごみと家庭ごみと区別がつきにくく、混合している

　　場合も考えられますが、事業系ごみは自己処理が原則であることから、排出方法について指

　　導を強化していく必要があります。今後、ごみ処理の実態把握に努め、商工会議所、各種同

　　業者組合などを通じ自己処理の原則を要請するとともに、リーフレットなどの配布による周

　　知を図り、啓発を行ないます。

　　

１－９　ごみ減量・リサイクル事業所の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ごみの発生回避・排出抑制やリサイクル活動を積極的に推進している市内の事業所を「ご

　　み減量リサイクルモデル事業所」として指定し、その取り組みを広く紹介します。

　　　また、市役所は「ごみ減量リサイクルモデル事業所」として、より一層、ごみの発生回避

　　や排出抑制、リサイクル活動を徹底し先導的に実施し、市民や事業者に積極的にPRします。

１－10　多量排出事業所への減量指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　「燃やせるごみ」として排出される紙類ごみの減量化を促進するために、紙類使用抑制の

　　具体的方法やリサイクルの方法について情報提供します。
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　　　ごみを多量に排出している事業所「多量排出事業所」に対し、具体的な減量化の実践方法

　　などの情報の提供や減量化計画の提出を求め、事業者とともに排出抑制を図ります。

１－11　雑紙類のごみ減量化支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１－５　その他の活動支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　地域の団体が実施するごみ減量化やリサイクルに関する活動を支援する。

　　　フリーマーケットなどの会場提供（市役所駐車場など）、広報誌などによる情報提供を行

　　　います。

　　　有料化以降、資源ごみについては、ごみの中に含まれている利活用可能な資源をより多く

　　再資源化するために一般ごみとは料金格差（無料）を付けてきましたが、今後は、資源ごみ

　　においても発生回避・排出抑制を狙いとして有料化の導入を調査検討します。

　　



　　ついて事前に検証し、回収・再生しやすい製品や容器などの開発・製造を行います。

　　　また、不用となった際に分解可能な素材・製品の開発・製造や再生資源材料の優先的利用

　　を行うよう、国・北海道を通じて働きかけます。

１－14　エコショップ制度の普及・拡大 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　一部の量販店・小売店においては、簡易包装の推進、買い物袋持参奨励、エコマーク商品

　　の販売、紙パック・トレイなどの拠点回収が行われているが、全体的には少ない状況です。

　　します。

１－12　オフィス町内会制度（事業者による集団資源回収）の推進 　　　　　　　　　　　　　　

　　　商店街、同業者組合などを対象に「オフィス町内会」の組織づくりを行います。

１－17　事業所ごみの減量化・リサイクル推進のための条例などの改正 　　　　　　　　　　　　

１－15　生ごみリサイクルの指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　市では、平成13年度の事業所統計で見ると、事業所総数のうち約３４％が卸売・小売・飲食

　　店で占めています。この様に生ごみを排出する事業所に対し、生ごみ処理機等によるリサイク

１－13　ごみにならない商品の開発の推進 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　製造事業者は、製品の生産・流通・消費・再生・廃棄までの過程における環境への影響に

　　　今後は、多くの小売店においてごみの減量化・リサイクルの取り組みが行われるよう商工

　　会議所などを通じ協力を要請し、エコショップ制度の積極的なＰＲを行います。

　　　　容器包装リサイクル法により、自治体と製造業者などが処理費用を負担するしくみとな

　　　っているが、拡大生産者責任の原則により、自治体が負担している収集・運搬・選別・保
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　　その拡充に向け協力を要請し、協力店舗については、市民に店頭回収協力店として広く紹介

　　ルの実施を要請します。

１－18　事業系廃棄物処理手数料見直しの調査検討

　　　　製品が廃棄物となった段階において生産者がその処理やリサイクルに責任を持つしくみ

　　　の確立に向けた取り組みを進めます。

　　■容器包装リサイクル法の整備と見直し

　　　廃棄物やリサイクルに関わる様々な制度の創設や見直しなどについては、近隣の市町村を

　　はじめ全道市長会などと連携をとりながら、国などのほか、産業界に働きかけます。

　　■拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考え方の普及

　　に見直しを検討します。また、手数料の見直しにより発生の回避、排出抑制により減量化が効

１－19　制度創設、見直しに向けた国などへの働きかけ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　共通事項

１－16　小売店による店頭回収の拡充　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　市内店舗において実施されている「紙パック」、「トレイ類」などの店頭回収については、

　　　事業所ごみの減量化・リサイクルをより一層推進するために、現行の条例などを見直し、

　　多量排出事業所に対し「ごみ減量化計画書」の提出の義務化などの検討を行います。

　　果が期待できるものです。

　　　札幌市は定期的に手数料の見直しを実施していますが、当市においても手数料の見直しを

　　怠ると札幌市との手数料額に格差が生じ、事業所ごみの流入の恐れがあることから、定期的



　　が伴う推進システムづくりを行い、積極的に市民参加を求めます。

　　■適正処理困難物における事業者回収ルート整備の働きかけ
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　　　管などの費用を事業者負担とすることを強く働きかけます。

　市民・事業者の協力のもと、様々な機会や方法でＰＲ・啓発を行い、ごみ減量の原点を見直し

２．重点施策２：市民活動の支援並びに環境教育の推進

　　　事業者による回収が図られるように、国などのほか、製造事業者に対し働きかけます。

２－５　イベント開催によるＰＲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　イクル、省資源・省エネルギーを実践できるようにします。

２－３　普及啓発冊子やポスターなどの効果的活用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　多くの市民の関心を得るために、ごみ減量化・リサイクルに関する冊子やポスター・チラ

　　シの内容の充実を図り、全戸配布や啓発効果の高い場所の掲示などを促進します。

２－４　インターネットなど新たなメディアの活用 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ごみ減量・リサイクルに関する情報を充実するとともに、インターネット、ファクシミリ

　　などを通じて、市民・事業者が常時、ごみの減量化に取り組むことが可能な情報提供の体制

　　整備を行います。

　　　地域でごみ減量を促進するには、地域に根ざした減量化・リサイクル活動を積極的に進め

　　るリーダーが不可欠です。このためには地域においてリーダーとなりうる人材や団体の育成

　　　ＰＲ・啓発は繰り返し行なうことが大切であり、ごみ問題を含めた環境に関するイベント

　　を定期的に開催し、減量・リサイクルの意識の向上を図ります。

　市民・事業者・市はそれぞれの役割・責務を認識し、一体となって各重要項目の実現を図り、

３．重点施策３：市民・事業者との協働の考え方の共有化推進

　　共通事項

　　が必要であり、自治組織、目的団体、事業所組合等を網羅した組織の設立とともに、実行性

ごみの減量化・リサイクルを推進します。

３－１　人・組織の育成・ネットワーク化 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　を行なう。また、出前講座等の積極的な実施も最も効果的な対応となるが、日常的な生活の

　　中で環境家計簿をつけることによって暮らしと環境の関わりを常に理解するとともに、リサ

２－２　環境学習・生涯学習の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　感性豊かな子どもの学習や遊びを通じごみ問題を肌で感じ、体験的に学習できる場づくり

　　共通事項

「ごみのない美しいまち“いしかり”」を目指します。

　　　　ベッドマットレスやバッテリーなど自治体における適正処理が困難な廃棄物について、

２－１　エコマーク、グリーンマークなどの再生品の普及促進　　　　　　　　　　

　　　市が調達する物品については、「石狩市グリーン購入推進方針」に基づき環境負荷を可能

　　な限り低減した物を購入するとともに、市民・事業者に対しては再生品情報を積極的に提供

　　し、意識改革を図りその利用を促進します。



　　型の地域社会を醸成します。

　　避、排出抑制が求められる今日、市民がごみ排出者としての責任や主体性がより重要となる

　　ことから、それらにつながる各種情報を伝達し意識の高揚を図り、市民自らが行動する循環

　　横の関係を強化し連携を強める方策を講じます。

３－３市民との協働関係の醸成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ごみ問題は「行政からのルールやお願いに協力する。」と、市民の大多数が受動的姿勢で

　　あります。全体の考えが協働に対して薄いと考えます。分別・リサイクルに加えて発生の回

３－２　行政内における推進体制の強化 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　ごみの減量化やリサイクルを積極的に推進するための環境教育や障がい者や高齢者などの

　　意識啓発を含め、多くの行政分野にも及ぶ総合的な施策を進るために、市役所内部における
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運用

ご
み
の
発
生
回
避
と
排
出
抑
制
の
し
く
み
づ
く
り

事
業
所

１－1３
回収・再生しやすい製品等の製造並びに
販売の働きかけごみにならない商品

の開発の推進

１－1４

エコショップ制度の積極的なＰＲエコショップ制度の
普及拡大

１－1１

減量化手法の情報提供及び指導

１－1５

生ごみ処理機の導入要請生ごみリサイクルの
指導

組織化 運用

25

創設 運用

調査検討

制度創設

雑紙類のごみ減量
化支援

１－1２

組織化と資源回収事業の実施オフィス町内会制度
（事業者による集団
資源回収）の推進

先駆的にごみ減量に取り組んでいる事業
所のモデル指定並びにＰＲごみ減量・リサイク

ル事業所の指定

１－５

地域における団体活動への支援
その他の活動支援

現リサイクル事業の再構築並びに新たな
リサイクル事業の導入の検討

１－１０

「多量排出事業所」における減量化計画
の提出、市からの情報提供及び訪問指導多量排出事業所へ

の減量指導

１－７
資源ごみにおいても発生回避、排出抑制
を図り減量化を促進するために資源ごみ
処理手数料有料化導入を検討

家庭ごみ処理手数
料見直しの調査検
討（資源ごみ）

１－８

事業系ごみ適正処理の指導・啓発事業系ごみの自己
処理の指導

１－９

石狩市第２期ごみ減量化計画施策行動指針表（年次計画）

重
点
施
策

年度

20 21 22 23 24
項目

エコライフの啓蒙啓発ＰＲ

事業内容

１－１

不用になった物の再利用を推進する機会
の提供

生ごみ自家処理の
普及促進

生ごみ堆肥化情報の提供及び支援

１－３

１－２

集団資源回収の
支援

回収対象品目の増大、空白地域の解消
並びに回収事業者への助成制度の創設
検討

一
般
家
庭

１－４

不用品交換情報登
録制度の創設

１－６

効果的なリサイクル
システムの確立

エコライフの普及



運用

市民への情報の伝達手段や市民参加の
あり方を検討し、協働の理念の浸透を図
る。

市民との協働関係
の醸成

２－３

内容等の充実と啓発効果の工夫普及啓発冊子やポ
スターなどの効果的

活用

２－４

新たな情報媒体を活用した情報提供
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組織化

組織化 運用

調査 検討

３－３

３－１

共
通
事
項

市
民
活
動
の
支
援
並
び
に
環
境
教
育
の
推
進

市内各団体を構成員とした減量化推進団
体の組織化及び推進システムの確立

地域リーダーの育成市
民
・
事
業
者
と
の
協
働
の

考
え
方
の
共
有
化
推
進

共
通
事
項

３－２
ごみ減量・リサイクルの推進を図るための
市内部における横断的な連携強化行政内における推

進体制の強化

人・組織の育成・
ネットワーク化

インターネットなど新
たなメディアの活用

２－５
減量・リサイクル意識の向上を目的とした
定期的なイベントの開催イベント開催による

ＰＲ

２－１

エコマーク・グリーン
マークなどの再生品
の普及促進

２－２
体験学習の要素を取り入れた出前講座等
の積極的展開

環境学習・生涯教育
の充実

市が率先したグリーン購入の実施促進

市民・事業者への情報提供

多量排出事業所に対するごみ減量化計
画書の提出を義務化するなどを検討

事業所ごみ減量・リ
サイクル推進のため
の条例などの改正

１－18
他市町村からのごみの流入防止及びご
みの発生回避、排出抑制を目的として、
定期的な手数料額見直しの導入検討

事業系廃棄物処理
手数料の見直し検

討

１－1６
「紙パック」「トレイ」などの店頭回収協力
店舗の拡充に向けた要請小売店による店頭

回収の拡充

22 23 24

事
業
所

ご
み
の
発
生
回
避
と
排
出
抑
制
の
し
く
み
づ
く
り

１－17

重
点
施
策

項目 事業内容
年度

20 21

共
通
事
項

１－19
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考え方の普及

制度創設、見直しに
向けた国などへの
働きかけ

容器包装リサイクル法の整備と見直し

適正処理困難物における事業者回収
ルート整備の働きかけ


