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第１章 計画の概要 

１．計画の趣旨 

焼津市、藤枝市（以下「2 市」という。）及び志太広域事務組合（以下「組合」という。）

では、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 条第 1

項の規定に基づき、長期的、総合的視点に立って、２市の一般廃棄物を計画的に処理す

るための基本的な方針を示した一般廃棄物処理基本計画（以下「基本計画」という。）を

策定しています。 

基本計画の策定にあたっては、地球温暖化を始めとする環境問題に対応するため、環

境負荷ができる限り低減される『循環型社会』及び『低炭素社会』への転換を進めてい

く必要があります。 

また、併せて大地震や洪水などの大規模災害が頻発している現状を踏まえ、災害時に

おいても災害廃棄物を迅速かつ安全・安心に処理できるように準備をしていく必要があ

ります。 

このような状況に市民・事業者・行政が協働して対応するため、今後の社会経済情勢、

地域の開発計画等から一般廃棄物の発生量等を見込み、平成 43 年度を目標年次とした

新たな基本計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

２．計画見直しの背景 

１） ごみ処理基本計画の見直しの背景 

2市及び組合は、平成24年3月に策定した基本計画（以下「前計画」という。）に基

づき、廃棄物の更なる減量・資源化に取り組んだ結果、2市の平成27年度のごみ総排出

量は78,739tとなり、平成23年度の87,060tに対し5年間で8,321tのごみを削減する

ことができました。 

しかし、前計画策定以降、国において新たな循環型社会形成推進基本計画（平成 25

年 5 月）及び地球温暖化対策計画（平成 28 年 5 月）が策定され、また、２市におい

ても人口推計が見直されるなど、基本計画策定の前提となる諸条件が変化しており、

この諸条件の変化に対応するための取組や目標の設定が必要になるため、今回、基本

計画の見直しを行うこととしました。 

２） 生活排水処理基本計画の見直しの背景 

2市における生活排水処理に関しては、近年の経済状況の影響で下水道計画が予定ど

おり進まないこと、合併処理浄化槽の普及により汚泥量が増加していることなど、既存

し尿処理施設の処理能力を上回ることが危惧されていました。このため、新たなし尿処

理施設の整備や、更なる生活排水の適正な処理を目指すため、基本計画の見直しを行う

こととしました。 
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３．計画の位置づけ 

本計画は、廃棄物処理法第６条第１項及び同法施行規則第１条の３の規定に基づき、

一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定めます。 

本計画の位置づけは図 1-1 のとおりであり、ごみに関する部分と生活排水に関する部

分で構成されています。 

 

 
図 1-1 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 

 

  

焼津市・藤枝市 
・総合計画 
・環境基本計画 
 

 

焼津市・藤枝市・志太広域事務組合 

一般廃棄物処理基本計画 

 
 ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画 

容器包装リサイクル法に基づく

市町村分別収集計画 
一般廃棄物処理実施計画 

関係法令 

・循環型社会形成推進基本法 
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・資源有効利用促進法 
・各種リサイクル法 

静岡県の計画 

・静岡県分別収集促進計画 
・第 3 次静岡県循環型社会形成計画 

（第 7 次静岡県廃棄物処理計画） 
 

循環型社会形成推進地域計画 
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４．焼津市、藤枝市並びに志太広域事務組合の役割 

2 市では、快適で住みやすい地域づくりのための事業を共同で行うことを目的として、

昭和 47 年に志太広域事務組合を設立しました。 

ごみ処理における 2 市の役割は、ごみの発生抑制及び適正排出の推進に関する施策の

実施とごみの収集運搬を行うことです。また、組合の役割は、組合が設置した処理施設

や最終処分場を維持管理し、2 市のごみの中間処理、資源化及び最終処分を行うことで

す。 

生活排水処理における 2 市の役割は、適正な生活排水処理の推進及びし尿・浄化槽汚

泥の収集運搬です。組合の役割は、し尿・浄化槽汚泥の適正処理です。 

２市と組合の役割を図 1-2 に示します。 

 

 
※資源物の一部は市で処理を行っています。 

図 1-2 ２市と組合の役割 

  

・ごみの発生抑制のための施策 
・適正排出の推進に関する施策 
・適正な生活排水処理の推進 

排  出 

・排出されたごみの収集運搬 
・し尿・浄化槽汚泥の収集運搬 

収集運搬 

・ごみの適正処理※ 
・し尿の適正処理 
・ごみと生活排水処理施設の運営 

中間処理 

・資源化ルートの確保 
・最終処分場の管理 

資源化処理 

最終処分 

2 市の役割 

 

 

 

 

 

 

組合の役割 
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５．計画の期間 

本計画の期間は、平成 29 年度を初年度、平成 43 年度を目標年次とする 15 年間と

定めます。また、中間目標年次を平成 33 年度とし、本計画における数値目標を設定し

ます。 

なお、本計画は概ね 5 年ごとに内容の見直しをするほか、計画策定の前提となってい

る諸条件に大きな変動があった場合は計画の変更を行うこととします。 

 

図 1-3 計画の期間 

 

６．計画の推進体制 

１） 市民、事業者及び行政の連携 

市民、事業者及び行政は、協力してごみの発生抑制や資源化に積極的に取り組みます。 

 
２） 行政における推進体制の整備 

2市と組合は互いに連携を図りながら計画の立案、進行管理を行い、ごみの発生抑制

や資源化を推進します。 

 

図 1-4 計画の推進体制 

初年度 

平成 29 年度 

中間目標年次 

平成 33 年度 

目標年次 

平成 43 年度 

計画期間 

行 政 

 
焼津市 

志太広域事務組合 

藤枝市 

市 民 事業者 
協力 

施策 施策 
協力 協力 

市民・事業者・行政

の連携・協働 
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７．計画の進行管理 

本計画の進行管理においては、PDCA サイクルにより継続的に検証、見直し、評価を

行います。計画の評価については、本計画に示した各年度の目標と進捗状況を確認して

評価します。また、「市町村一般廃棄物処理システム比較分析」における評価についても

進捗状況を把握するひとつの指標と捉え、計画の進行状況を管理するものとします。 

計画の進捗状況については、概ね５年を評価時期として、評価、見直しに関する意見

を求め、評価結果を広く市民に公表すると共に、評価意見を踏まえ、見直し検討も含め

た計画の進行管理を行うこととします。 

本計画における PDCA サイクルを図 1-5 に示します。 

 
 

 

 

 

図 1-5 一般廃棄物処理基本計画における PDCA サイクル 

 
  

目標を定めた計画を
策定します。 

市民・事業者・行政の
パートナーシップによ
り、計画を推進します。 

取組内容について指
標等と比較し評価を行
い、その内容を公表し
ます。 
 

達成状況の評価や諸
条件の変動などを踏
まえた計画の見直しを
行います。 

評 価 

（Check） 

改 善 

（Action） 

計 画 

（Plan） 

実 行 

（Do） 
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第２章 ごみ処理基本計画 

 

第１節 ごみ処理に関する基礎的事項 
１．沿革 

主なごみの分別や減量・資源化施策の実施状況を表 2-1 に示します。 

 
表 2-1 主なごみ減量・資源化施策の実施状況 

年度 焼津市 旧大井川町 藤枝市 旧岡部町 

昭和 54 年度 

～ 

平成 6 年度 

びん・鉄・アルミ類の分別（S54～） 

生ごみたい肥化処理容器の購入補助（H4～） 

平成 7 年度   紙の分別（H7.7～）  

平成 8 年度 紙の分別（H8.12～）    

平成 9 年度 

ペットボトルの分別（H9.4～） 

透明・半透明袋の指定 

（H9.4～） 
 

透明・半透明袋の指定 

（H9.4～） 

給食センター生ごみ処

理機導入 

（H9.4～） 

 

平成 10 年度  
透明・半透明袋の指定 

紙の分別（H10.4～） 
 

透明・半透明袋の指定 

紙の分別（H10.4～） 

平成 11 年度     

平成 12 年度 
電気式生ごみ処理機の購入補助（H12.4～） 

白色トレイの分別（H12.11～） 

平成 13 年度 

家電リサイクル法による家電４品目の収集停止（H13.4～） 

 

杉チップによる 

生ごみ処理の推進 

（H13.4～） 

  

平成 14 年度 

蛍光灯の分別（H14.4～） 

拠点回収ステーション

の設置 

（H14.6～） 

   

建築廃材の搬入停止（H14.8～） 

木材チップによる生ご

み処理の推進 

（H15.2～） 

拠点回収ステーション

の設置 

（H14.12～） 

  

平成 15 年度 

木くず、剪定枝の分別（H15.4～） 

  

拠点回収ステーション

の設置 

（H15.8～） 

拠点回収ステーション

の設置 

（H15.5～） 

パソコンリサイクル法によるパソコンの収集停止（H15.10～） 

 
 

6 
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年度 焼津市 旧大井川町 藤枝市 旧岡部町 

平成 16 年度 

紙類、機密書類の搬入停止（H16.8～） 

容器包装プラスチックの分別 

（H17.1～、藤枝市のみ H16.11～） 

平成 17 年度 事業活動に伴って発生するプラスチックの搬入停止（H17.4～） 

平成 18 年度     

平成 19 年度 

搬入物検査の強化（H19.11～） 

事業系多量木くず剪定枝の搬入停止（H19.11～） 

産業廃棄物に該当する畳の搬入停止（H19.11～） 

平成 20 年度 

未解体木製家具の搬入停止（H20.10～） 

焼津市 
（旧大井川町 H20.11 合併） 

藤枝市 
（旧岡部町 H21.1 合併） 

給食センター生ごみ処理機導入 

（H21.2～） 
 

平成 21 年度 

事業系多量刈草の搬入停止（H21.6～） 

 
地域循環型生ごみ処理モデル事業（H21.8～） 

レジ袋無料配布中止（H22.2～） 

平成 22 年度 
地域生ごみ処理モデル事業（一部地域のみ） 

（H22.11～H27.10） 

家庭系生ごみ分別収集モデル事業 

（H22.6～H23.2） 

平成 23 年度  
家庭系生ごみの分別（一部地域のみ） 

（H23.4～） 

平成 24 年度 
 家庭系生ごみの分別地域追加（H24.6～） 

陶器ガラスくずの資源化（H25.2～） 

平成 25 年度 

プラスチック製品の分別（H25.4～） 

リユース古着等の分別（H25.4～） 

ダンボールコンポストによる生ごみ処理の推進

（H25.6～） 

燃やすごみ集積所での分別指導（H25.8～） 

家庭系生ごみの分別地域追加（H25.6～） 

市内各公民館にて古着の回収開始（H25.10～） 

平成 26 年度 
黒土による生ごみ処理の推進（H26.6～） 

小型家電の分別（H27.2～） 

家庭系生ごみの分別地域追加（H26.10～） 

平成 27 年度 
地域生ごみ処理モデル事業終了に伴う 

家庭内処理移行期間（H27.11～H28.1） 
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２．処理体制と課題 

１） ごみ処理の流れ 

燃やすごみは清掃工場で焼却処理し、発生した焼却灰の一部を資源化しています。残

りの焼却灰は民間処分業者に委託して埋立処分をしています。乾電池や蛍光灯などは、

リサイクルセンターで選別等の処理後、民間資源化業者により資源化しています。また、

紙類・古着類及び鉄くずなどは、直接民間ルートで資源化しています。 

ごみ処理の流れを図2-1に示します。 
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年度 焼津市 旧大井川町 藤枝市 旧岡部町 

平成 16 年度 

紙類、機密書類の搬入停止（H16.8～） 

容器包装プラスチックの分別 

（H17.1～、藤枝市のみ H16.11～） 

平成 17 年度 事業活動に伴って発生するプラスチックの搬入停止（H17.4～） 

平成 18 年度     

平成 19 年度 

搬入物検査の強化（H19.11～） 

事業系多量木くず剪定枝の搬入停止（H19.11～） 

産業廃棄物に該当する畳の搬入停止（H19.11～） 

平成 20 年度 

未解体木製家具の搬入停止（H20.10～） 

焼津市 
（旧大井川町 H20.11 合併） 

藤枝市 
（旧岡部町 H21.1 合併） 

給食センター生ごみ処理機導入 

（H21.2～） 
 

平成 21 年度 

事業系多量刈草の搬入停止（H21.6～） 

 
地域循環型生ごみ処理モデル事業（H21.8～） 

レジ袋無料配布中止（H22.2～） 

平成 22 年度 
地域生ごみ処理モデル事業（一部地域のみ） 

（H22.11～H27.10） 

家庭系生ごみ分別収集モデル事業 

（H22.6～H23.2） 

平成 23 年度  
家庭系生ごみの分別（一部地域のみ） 

（H23.4～） 

平成 24 年度 
 家庭系生ごみの分別地域追加（H24.6～） 

陶器ガラスくずの資源化（H25.2～） 

平成 25 年度 

プラスチック製品の分別（H25.4～） 
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市内各公民館にて古着の回収開始（H25.10～） 

平成 26 年度 
黒土による生ごみ処理の推進（H26.6～） 

小型家電の分別（H27.2～） 

家庭系生ごみの分別地域追加（H26.10～） 

平成 27 年度 
地域生ごみ処理モデル事業終了に伴う 

家庭内処理移行期間（H27.11～H28.1） 
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２） 収集運搬 

（１）家庭系ごみ 

2 市では家庭系ごみを分別して排出しています。2 市の共通区分は 20 区分、焼津

市のみの区分は 2 区分、藤枝市のみの区分は 1 区分です。 

なお、焼津市では、紙類及び古着を市民団体等により集団回収しています。 

2 市の分別区分と収集回数を表 2-2 及び表 2-3 に示します。 

 

表 2-2 分別区分 

分別区分 ごみの種類例 

燃やすごみ 生ごみ・再生できない紙類・ふとん・じゅうたん等 

容器包装プラスチック マークがついたもの 

ペットボトル マークがついたもの 

その他の色のびん 黒色・青色・緑色などのびん 

蛍光灯・電球 蛍光灯・電球（LED 電球除く） 

乾電池 乾電池 

陶器類・ガラス 陶器類・ガラス 

化粧品のびん 化粧品のびん 

無色びん 無色のびん 

茶色びん 茶色のびん 

木くず・剪定枝 木の枝・木片・板・藤製品・落ち葉 

スチール缶 飲料用のスチール缶、スプレー缶 

金属類 金属類・家電製品・自転車等 

アルミ類 飲料用のアルミ缶、スプレー缶 

新聞紙 新聞・折込チラシ 

雑誌・雑がみ 週刊誌・マンガ本・カタログ、空き箱・包装紙・ハガキ 

ダンボール ダンボール 

紙パック 牛乳パック・飲料用紙パック 

廃食用油 食用油 

古着類 古着等 

プラスチック製品（焼津市のみ） 
衣装ケース・ハンガー・コップ・フォーク・ストロー・食
器・洗面器・植木鉢・バケツ・文房具 ・プラスチック製の
おもちゃ等 

小型家電（焼津市のみ） 

家電製品のうち携帯電話・スマートフォン・ノートパソコ
ン・タブレットパソコン・デジタルカメラ・ビデオカメラ・
ゲーム機・デジタルオーディオプレーヤー・これら付属品
等 

生ごみ（藤枝市の一部地域のみ） 生ごみ 
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表 2-3 品目別収集回数 

 収集回数 

燃やすごみ 週 2 回 

生ごみ（一部地域のみ） 藤枝市：週 2 回 

木くず・剪定枝 
焼津市：週 2 回 

藤枝市：週 1 回 

紙類 
焼津市：月 1 回 

藤枝市：月 2 回 

容器包装プラスチック 週 1 回 

その他資源物 月 1 回 

 

家庭から排出されるごみは、ステーション方式で収集を行っていますが、資源物の

出しやすい環境づくりとして拠点回収も行っています。 

拠点回収の概要を表 2-4 に示します。 

 

表 2-4 拠点回収の概要 

 焼津市 藤枝市 

名 称 ミニステーション エコステーション 

箇所数 4 箇所 3 箇所 

回収品目 

紙類・びん類・スチール缶・アルミ
缶・ペットボトル・古着類・廃食用
油・化粧品のびん・食器（台所用品
に限る）・スプーン、フォーク類・
蛍光灯・電球・電池・プラスチック
製品（プラマークのないもの）小型
家電回収品目（携帯電話等 10 品目） 

紙類・びん類・スチール缶・アルミ
缶・ペットボトル・鉄くず（小さい
物）・廃食用油・乾電池・蛍光灯・
陶器ガラスくず・化粧品びん・古着
類（２箇所のみ） 

 

（２）収集運搬体制 

焼津市は、直営及び委託業者 2 社、許可業者 38 社により行っており、藤枝市で

は、直営及び委託業者 4 社、許可業者 46 社により行っています。 

 

表 2-5 収集運搬体制 

収集対象 焼津市 藤枝市 

家庭系ごみ 
直営 直営 

委託（2社） 委託（4社） 

事業系ごみ 許可（38社） 許可（46社） 
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＜課 題＞ 
◆ 収集運搬に関する課題 

 
 
 
 中間処理施設に関する課題 

 高柳清掃工場は稼動後 32 年、一色清掃工場は稼動後 42 年（基幹的整備後 27

年）、リサイクルセンターは稼働後 38 年が経過しています。老朽化が進んでいるた

め、新たなごみ処理施設の整備が急務となっています。 

現在の清掃工場では、処理過程で発生する熱エネルギーが利用されていないため、

新たなごみ処理施設の整備に際しては熱エネルギーの回収・発電を実施し、地球温

暖化等の環境問題に配慮する必要があります。 

３） 中間処理 

中間処理は組合が主体となり、２つの清掃工場とリサイクルセンターで行っています。

また一部の資源物については民間業者に中間処理を委託しています。組合の中間処理施

設の概要を表2-6に示します。 

 

表 2-6 中間処理施設の概要 

名 称 高柳清掃工場 一色清掃工場 リサイクルセンター 

所在地 
藤枝市高柳 

2338番地の1 

焼津市一色 

1545番地の19 

藤枝市岡部町 

内谷833番地の2 

処理能力 
255t/日（24h） 

（85ｔ×3基） 

120t/日（24h） 

（120ｔ×１基） 
20t/日（5h） 

処理方法 
焼却 

（ストーカ式焼却炉） 

焼却 

（ストーカ式焼却炉） 
選別・保管 

稼動開始 昭和59年４月 
平成元年9月 

（基幹的整備） 
昭和53年10月 

 
４） 最終処分 

組合で所有している最終処分場は、埋立計画量に達したため現在使用しておりません。 

焼却灰の一部は道路路盤材やセメント等に資源化しており、資源化しない焼却灰は、

民間の最終処分場に埋立てしています。 

  

収集運搬量は減少傾向にあり、ごみ収集量に応じた効率的な収集体制を構築していく

必要があります。 
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３．ごみ排出量の実績と課題 

１） ごみ総排出量 

家庭系ごみ排出量と事業系ごみ排出量を合わせたごみ総排出量は、２市ともに減少傾

向にあり、前計画の平成27年度目標値を達成しています。 

なお、平成27年度の市別内訳は、焼津市が全体の53.5％、藤枝市が46.5％となって

います。 

 

 
図 2-2 ごみ総排出量（2 市合計） 

 

 
図 2-3 焼津市のごみ総排出量 
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図 2-4 藤枝市のごみ総排出量 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  （高柳清掃工場） （一色清掃工場） 

（リサイクルセンター） 
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２） 排出源別ごみ排出量 

家庭系ごみ排出量は減少傾向ですが、事業系ごみ排出量はやや増加傾向にあります。 

市別では、焼津市の家庭系ごみ排出量は減少傾向であり、事業系ごみ排出量は平成26

年度に減少に転じたものの、5年間の傾向を見ると増加傾向にあります。藤枝市の家庭

系ごみ排出量は減少傾向で事業系ごみ排出量は平成25年度に増加しましたが、以後は減

少傾向にあります。 

前計画の平成27年度目標値と比較すると、2市ともに家庭系ごみ排出量は達成してい

ますが、事業系ごみ排出量は達成していません。 

 

 
図 2-5 排出源別ごみ排出量（2 市合計） 

 

 
図 2-6 焼津市の排出源別ごみ排出量 
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図 2-4 藤枝市のごみ総排出量 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  （高柳清掃工場） （一色清掃工場） 

（リサイクルセンター） 
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図 2-7 藤枝市の排出源別ごみ排出量 

 

 
３） 1 人 1 日当たりのごみ総排出量 

1人1日当たりのごみ総排出量は減少傾向にあり、2市ともに全国平均及び県平均と比

較して低くなっています。前計画目標値と比較すると2市ともに達成しています。 

また、1人1日当たりの総排出量を全国の10万人以上50万人未満の240自治体で比

較すると、少ない自治体から数えて2市ともに上位に位置しており、県内の10万人以上

の自治体で比較しても、ともに上位に位置しています。（平成26年度一般廃棄物処理実

態調査結果より計算） 

 

 
図 2-8 焼津市の 1 人 1 日当たりのごみ総排出量 
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図 2-9 藤枝市の 1 人 1 日当たりのごみ総排出量 

 
 

 

 
  

＜課 題＞ 

 ごみの発生に関する課題 

 分別の徹底やごみの発生抑制の推進により「ごみ総排出量」、「家庭系ごみ排出量」、

「燃やすごみ量」、「資源物量」は減少傾向にありますが、「事業系ごみ排出量」は増

加傾向にあります。 

循環型社会の更なる推進のためには、ごみにしない買い物・不用品にしない修理、

生ごみの水切りを促進するための取組など、ごみの発生抑制を更に進めていく必要

があります。 

また、事業者に対しては、排出削減及び適正排出について指導を行い、事業系ご

みの排出抑制を進めていく必要があります。 

（未開封のまま燃やすごみとして廃棄された食品） 

15 

 

 
図 2-7 藤枝市の排出源別ごみ排出量 

 

 
３） 1 人 1 日当たりのごみ総排出量 

1人1日当たりのごみ総排出量は減少傾向にあり、2市ともに全国平均及び県平均と比

較して低くなっています。前計画目標値と比較すると2市ともに達成しています。 

また、1人1日当たりの総排出量を全国の10万人以上50万人未満の240自治体で比

較すると、少ない自治体から数えて2市ともに上位に位置しており、県内の10万人以上

の自治体で比較しても、ともに上位に位置しています。（平成26年度一般廃棄物処理実

態調査結果より計算） 

 

 
図 2-8 焼津市の 1 人 1 日当たりのごみ総排出量 
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４．中間処理の実績と課題 

１） 燃やすごみ量 

燃やすごみ量は２市ともに年々減少傾向にあり、5年間で6.4％減少していますが、前

計画の平成27年度目標値を達成していません。 

２市合計の排出源別燃やすごみ量は、5年間で家庭系ごみが9.4％減少、事業系ごみが

4.3％増加しています。家庭系ごみ及び事業系ごみのいずれも前計画の平成27年度目標

値を達成していません。 

1人1日当たりの家庭系燃やすごみ量を前計画の平成27年度目標値と比較すると、焼

津市は順調に減少しており、藤枝市は達成しています。 

 

 

図 2-10 燃やすごみ量（2 市合計） 

 

 

図 2-11 排出源別燃やすごみ量（2 市合計） 
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図 2-12 1 人 1 日当たりの家庭系燃やすごみ量 

 
２） 資源物 

資源物量は減少傾向にあります。平成23年度の資源物量は約19,900t/年に対し、平

成27年度は約15,900t/年まで減少しています。 

 
図 2-13 資源物量（2 市合計） 

 
図 2-14 排出源別資源物量（2 市合計） 
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３） 資源化量 

資源物量の減少に伴い、資源化量も減少傾向にあり、平成23年度は約20,800t/年で

したが、平成27年度は約17,600t/年まで減少しています。 

資源化率は全国平均や静岡県平均と比較して高いものの、減少傾向にあります。平成

27年度の資源化率は2市で22.4％、焼津市が22.3％、藤枝市が22.5％となっています。 

 

 

図 2-15 資源化量（2 市合計） 

 

 
図 2-16 焼津市の資源化量 
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図 2-17 藤枝市の資源化量 

 

 
図 2-18 資源化率の推移 

 
 

  

（資源物回収の様子） 
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図 2-15 資源化量（2 市合計） 

 

 
図 2-16 焼津市の資源化量 
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４） ごみ組成分析 

（１）燃やすごみの組成分析 

家庭から排出された燃やすごみの分別状況を確認するため、毎年組成分析調査を実

施しています。家庭系燃やすごみの組成比率（重量比）は図2-19に示すとおりであり、

この5年間でちゅう芥類（生ごみ）が減少し、プラスチック類や紙類が増加傾向にあ

ります。燃やすごみに含まれている資源物などの混入率と推定混入量は表2-7に示す

とおりで、資源化可能な紙類や容器包装プラスチックの混入が増えています。 

 

 

 
図 2-19 燃やすごみの組成分析結果 
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表 2-7 燃やすごみへの混入率と推定混入量 

 
 

 

 
 
  

項目
燃やすごみ
への混入

H23 H24 H25 H26 H27

混入率 0.82% 0.89% 1.13% 1.51% 0.98%

混入量 426 452 556 730 465

混入率 1.01% 0.44% 0.71% 0.84% 0.66%

混入量 525 225 350 407 314

混入率 0.28% 0.32% 0.36% 0.32% 0.45%

混入量 148 165 177 154 214

混入率 5.96% 7.90% 8.21% 7.64% 8.89%

混入量 3,114 4,033 4,043 3,687 4,205

混入率 0.14% 0.10% 0.20% 0.20% 0.21%

混入量 75 52 98 97 101

混入率 4.96% 7.53% 6.81% 9.75% 8.52%

混入量 2,593 3,841 3,354 4,706 4,031

容器包装プラスチック
（白色トレイ含む）

新聞紙

雑誌

段ボール

ペットボトル

資源化可能な雑がみ及び紙
パック

（単位：t） 

（ごみ組成分析の様子） （燃やすごみに含まれていた資源化可能な紙類） 
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４） ごみ組成分析 
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ります。燃やすごみに含まれている資源物などの混入率と推定混入量は表2-7に示す

とおりで、資源化可能な紙類や容器包装プラスチックの混入が増えています。 

 

 

 
図 2-19 燃やすごみの組成分析結果 
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（２）容器包装プラスチックの組成 

2市の家庭から排出された容器包装プラスチックは、適正に分別されている割合が

増え、汚れや臭いの付着したものの割合が減少しており、適正な分別が進んでいます。 

容器包装プラスチックの組成分析調査結果の組成比率（重量比）を図2-20に示しま

す。 

 

 

図 2-20 容器包装プラスチック組成分析調査結果 
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＜課 題＞ 

 中間処理に関する課題 

 組成分析の結果、雑がみや容器包装プラスチックなど、資源物が依然として燃や

すごみに多く含まれているため、更なる分別の徹底が求められています。 
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５．最終処分の実績と課題 

平成 23 年度は約 7,000t の焼却灰や陶器・ガラスくずなどを埋立処分していました

が、平成 27 年度には約 4,600t にまで減少しています。焼却灰の資源化の推進と併せ

て、埋立処分としていた陶器・ガラスくずを平成 24 年度から資源化したため、最終処

分量は減少しました。 

 

 

図 2-21 最終処分量 

 

 
 
  

＜課 題＞ 

 最終処分に関する課題 

 全国的に最終処分場の確保が難しくなっている状況から、埋立処分に依存しない

処理システムの構築を目指し、処理の過程で発生する焼却灰等については、可能な

限り資源化を進めています。そのため、2 市から発生する最終処分量は、ごみの発

生抑制や分別の徹底により資源化が進み減少傾向にありますが、更なる削減の取組

が求められます。 

焼却灰等の資源化はコストなどの課題から、財政状況を踏まえた資源化量の検討

が必要となります。また、焼却灰の安定的な処理体制確保のため、埋立処分も含め

複数の処理方法及び処理委託先の確保などが必要となります。 
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（２）容器包装プラスチックの組成 
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容器包装プラスチックの組成分析調査結果の組成比率（重量比）を図2-20に示しま

す。 

 

 

図 2-20 容器包装プラスチック組成分析調査結果 
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６．処理経費の実績と課題 

2 市の家庭系燃やすごみの 1t 当たりの収集運搬費は約 15,000 円、1t 当たりの燃や

すごみの処理経費は約 15,000 円、家庭系資源物の処理経費は約 17,000 円となって

います。 

２市のごみ処理に係る経費を表 2-8 及び表 2-9 に示します。 

 

表 2-8 1t 当たりの収集運搬費（平成 26 年度） 

焼津市 藤枝市 

15,051 円/t 15,372 円/t 

※手数料、有価物売却等の収入は考慮しない。 

 

表 2-9 1t 当たりの処理経費（平成 26 年度） 

燃やすごみの処理経費 

15,202 円/t 

資源物の処理経費 

17,400 円/t 

※最終処分場の管理費等は考慮しない。 

※手数料、有価物売却等の収入は考慮しない。 

 

 

 
 

 

  

＜課 題＞ 
◆ 処理経費に関する課題 

 健全な財政運営を求められる中、ごみの処理経費を削減するため、ごみ減量への

取組が求められます。 

 

（燃やすごみの搬入） （燃やすごみの収集作業） 
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７．前計画の施策の達成状況と課題 

前計画の施策の達成状況を検証し一覧表に整理します。評価については、計画に沿っ

て進んでいる場合は◎、計画どおりではないが進めている場合は○、今後一層の努力を

要する場合は△としています。 

 
１） 焼津市の施策達成状況 

 
施策項目（前計画） 実績 評価 

１ リデュース（発生抑制）の促進   

 

(１)ごみにしない買
い物の推進 

今までの大量生産・大量消費のライ
フスタイルから、いい物を長く大切に
使うことや、物の製造・販売に掛かる
エネルギーを考えた無駄のない消費
行動、本来ならごみにしなくてもいい
「もったいない」の精神を基本とした
消費行動への転換を促進します。 

・消費生活展における PR 
・焼津市消費者連絡会との連携によ
りマイバッグ運動を推進 

○ 

(２)ごみを出さない
調理方法の普及 

家庭から発生するごみの中で、もっと
も多い生ごみを減らすために、調理
の過程における見直しを促します。 

・市内全域でのごみ減量説明会及び
消費生活展での「食べきり」「使いき
り」「水切り」の PR の実施 
・生ごみの水切り用啓発品の配布 
・生ごみ処理機器の補助制度のＰＲ 
・食べきりキャンペーン等県事業へ
の協力 

○ 

２ リユース（再使用）の促進   

 

(１)不用品交換の
場の創設 

自分にとって不要になった物でも他
人にとっては必要な物があります。
使える物は、可能な限り使い続ける
精神で、不用品が循環する仕組みを
作ります。 
 

・リユース古着等を分別するため、専
用の回収ボックスを設置 
・ミニステーションでのリユース古着
の回収 
・不用品活用バンクの推進 

○ 

 (２ )不用品にしな
いリペア（修理）の
促進 

壊れてしまって不要になってしまう物
も、修理して使えるようにする場の提
供を創設します。 
 

・活動団体の情報を収集 

△ 

３ リサイクル（再生利用）の推進   

 (１ )資源物の出し
やすい環境づくり 

分別徹底を図るため、資源物の出し
やすい環境づくりを行います。 

・冊子「家庭ごみ、資源物の分け方・
出し方」を全戸配布 
・分別品目の拡大 
・古紙等の集団回収団体の確保 
・古紙等回収常設倉庫設置補助の
実施 
・ごみの日情報アプリの運用 
・ミニステーションの管理・運営 
・雑がみ回収用紙袋の全戸配布 

◎ 

 (２)適正なリサイク
ル推進 

市民・事業者が分別したごみの適正
なリサイクルを実施します。 

・新たな分別回収品目のリサイクル
ルートの確保 
・ごみ減量説明会の中に容器包装プ
ラスチック中間処理施設の見学コ
ースを導入し、情報を提供 
・ステーション啓発による資源分別
PR の実施 

◎ 
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６．処理経費の実績と課題 

2 市の家庭系燃やすごみの 1t 当たりの収集運搬費は約 15,000 円、1t 当たりの燃や

すごみの処理経費は約 15,000 円、家庭系資源物の処理経費は約 17,000 円となって

います。 

２市のごみ処理に係る経費を表 2-8 及び表 2-9 に示します。 

 

表 2-8 1t 当たりの収集運搬費（平成 26 年度） 

焼津市 藤枝市 

15,051 円/t 15,372 円/t 

※手数料、有価物売却等の収入は考慮しない。 

 

表 2-9 1t 当たりの処理経費（平成 26 年度） 

燃やすごみの処理経費 

15,202 円/t 

資源物の処理経費 

17,400 円/t 

※最終処分場の管理費等は考慮しない。 
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＜課 題＞ 
◆ 処理経費に関する課題 

 健全な財政運営を求められる中、ごみの処理経費を削減するため、ごみ減量への

取組が求められます。 

 

（燃やすごみの搬入） （燃やすごみの収集作業） 
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施策項目（前計画） 実績 評価 

 (３)新たなリサイク
ルの推進 

現在、埋立処分や焼却処分している
品目についても、新たな資源化処理
ルートの検討を行います。 

・「陶器・ガラスくず」の埋立処分が完
了したため、拠点回収の分別回収
品目に追加 
・新たに「プラスチック製品」及び「小
型家電」を分別回収品目に追加 

○ 

 (４ )生ごみの資源
化推進 

燃やすごみの中に最も多く含まれる
生ごみの資源化を促進します。 

・家庭用生ごみ処理機の購入補助
の実施 

 （単位：基） 

年度 

生ごみ 

処理容器 

（コンポスト） 

電気式 

処理機 

平成 23 47 35 

平成 24 78 36 

平成 25 41 31 

平成 26 51 30 

平成 27 48 30 

・地域生ごみ処理モデル事業の実施 
・ダンボールコンポストの販売 
・黒土を使った生ごみ処理容器のモ
ニターを募集 
・市立総合病院及び学校給食センタ
ーでの生ごみ処理機による資源化 

○ 

 (５ )雑がみの資源
化促進 

分別されないまま、燃やすごみに混
入しやすい雑がみの分別徹底を図り
ます。 

・雑がみイラスト入り紙袋を全戸配布 
・クリアファイル・のぼり旗の配布 
・自治会対抗による「雑がみ回収コン
テスト」の実施 
・ごみ減量説明会での雑がみの分別
を PR 

○ 

４ 社会的コスト負担のあり方の検討   

 (１ )家庭系ごみの
有料化検討 

全国約６割の自治体が導入している
家庭系ごみの有料化について、導入
の調査検討を行います。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 ○ 

 (２ )事業系ごみの
手数料の適正化 

清掃工場に持ち込まれる事業系ご
みの手数料について排出者責任の
観点から見直しを図ります。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 

 
○ 

 (３)不適正排出者
の指導 

不適切なごみの排出者に対しての指
導を徹底します。 

・ごみ収集時における警告シールに
よる指導の実施 
・ごみ減量説明会の中に組成分析を
行うコースを導入し、情報を提供 
・転入者に「家庭ごみ、資源物の分
け方・出し方」を配布 
・不適切な事業系排出者に対する指
導の実施 

○ 

５ 環境学習・広報啓発の推進   

 (１ )子どもへの環
境教育の実施 

これからの世代を担う子どもたちに
対し、３Ｒの重要性やごみ処理の大
切さなどを学習する場をつくります。 

・出前講座の実施 
・「ごみゼロ」を題材としたポスター及
び標語のコンクールを実施 
・夏休み親子社会見学で清掃工場
や容器包装プラ中間処理工場の見
学学習を実施 
・小学生対象のアース・キッズチャレ
ンジを開催し、ごみ減量などのエコ
生活体験事業を実施 
・消費生活展で地球温暖化の学習
用パネルを設置し情報を提供 

○ 
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施策項目（前計画） 実績 評価 

 (２)環境生涯学習
の実施 

環境に配慮したライフスタイルが身
につくよう、すべての世代が環境問
題を学習できる環境をつくり、生涯学
習を推進します。 

・公民館との連携による学習講座の
開催 
・夏休み親子生ごみ処理学習会の
開催 
・ごみ減量説明会の中に清掃工場を
見学するコースを導入し、情報を提
供 
・環境活動リーダー育成研修会（全
10 回カリキュラム）を開催 

○ 

 (３)積極的な啓発・
ＰＲの実施 

市民や事業者に対して、ごみ減量や
処理に関する情報を積極的に提供し
ます。 

・全自治会を対象にごみ減量説明会
を実施 
・市内事業所を対象として、事業系
廃棄物の適正処理を PR 

 

◎ 

 (４ )地域の環境ボ
ランティアリーダー
の育成 

ごみ減量や資源化の推進について
市民のリーダーとして地域を引っ張
るボランティアリーダーを育成し、団
体の活動支援を行います。 

・地域の環境リーダーとして、環境衛
生自治推進協会と連携を強化 

○ 

６ 事業系ごみの排出削減・指導の徹底   

 (１)適正排出への
指導 

産業廃棄物の混入防止など、清掃
工場に持ち込むごみの適正な指導
を行います。 

・不適切排出事業者に対する指導の
実施 ○ 

 (２)排出削減の指
導 

一般家庭同様に事業所に対しても
積極的にごみ減量を呼びかけます。 

・市内全事業所にごみの分別用啓発
チラシを配布 ○ 

７ 収集サービスの向上   

 (１ )収集サービス
の向上 

収集環境の改善や、高齢者等の排
出困難者への対応など、収集サービ
スの向上を図ります。 

・収集ルートの見直し 
・古紙等回収常設倉庫設置補助の
実施 

○ 

８ きれいなまちづくり   

 (１ ) 環境美化の
向上 

地域の住環境向上のため、環境美
化活動を推進します。 

・季節ごとの環境美化活動（河川清
掃など）の実施 
・ビーチクリーン大作戦の実施 
・環境美化功労者の表彰 

○ 

 （２）不法投棄の防
止 

不法投棄をされないよう、積極的な
啓発活動を行います。 

・不法投棄専属職員の配置 
・不法投棄監視パトロールの実施 

○ 

９ 災害時のごみ対策   

 (１ ) 災害廃棄物
への迅速な対応 

早期災害復旧と衛生環境の確保の
ため、迅速かつ適正な災害廃棄物
の処理体制の整備に努めます。 

・平成 28 年度中に災害廃棄物処理
計画を策定 ○ 

  

（市民による海岸清掃） （アース・キッズチャレンジ） 
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施策項目（前計画） 実績 評価 

 (３)新たなリサイク
ルの推進 

現在、埋立処分や焼却処分している
品目についても、新たな資源化処理
ルートの検討を行います。 

・「陶器・ガラスくず」の埋立処分が完
了したため、拠点回収の分別回収
品目に追加 
・新たに「プラスチック製品」及び「小
型家電」を分別回収品目に追加 

○ 

 (４ )生ごみの資源
化推進 

燃やすごみの中に最も多く含まれる
生ごみの資源化を促進します。 

・家庭用生ごみ処理機の購入補助
の実施 

 （単位：基） 

年度 

生ごみ 

処理容器 

（コンポスト） 

電気式 

処理機 

平成 23 47 35 

平成 24 78 36 

平成 25 41 31 

平成 26 51 30 

平成 27 48 30 

・地域生ごみ処理モデル事業の実施 
・ダンボールコンポストの販売 
・黒土を使った生ごみ処理容器のモ
ニターを募集 
・市立総合病院及び学校給食センタ
ーでの生ごみ処理機による資源化 

○ 

 (５ )雑がみの資源
化促進 

分別されないまま、燃やすごみに混
入しやすい雑がみの分別徹底を図り
ます。 

・雑がみイラスト入り紙袋を全戸配布 
・クリアファイル・のぼり旗の配布 
・自治会対抗による「雑がみ回収コン
テスト」の実施 
・ごみ減量説明会での雑がみの分別
を PR 

○ 

４ 社会的コスト負担のあり方の検討   

 (１ )家庭系ごみの
有料化検討 

全国約６割の自治体が導入している
家庭系ごみの有料化について、導入
の調査検討を行います。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 ○ 

 (２ )事業系ごみの
手数料の適正化 

清掃工場に持ち込まれる事業系ご
みの手数料について排出者責任の
観点から見直しを図ります。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 

 
○ 

 (３)不適正排出者
の指導 

不適切なごみの排出者に対しての指
導を徹底します。 

・ごみ収集時における警告シールに
よる指導の実施 
・ごみ減量説明会の中に組成分析を
行うコースを導入し、情報を提供 
・転入者に「家庭ごみ、資源物の分
け方・出し方」を配布 
・不適切な事業系排出者に対する指
導の実施 

○ 

５ 環境学習・広報啓発の推進   

 (１ )子どもへの環
境教育の実施 

これからの世代を担う子どもたちに
対し、３Ｒの重要性やごみ処理の大
切さなどを学習する場をつくります。 

・出前講座の実施 
・「ごみゼロ」を題材としたポスター及
び標語のコンクールを実施 
・夏休み親子社会見学で清掃工場
や容器包装プラ中間処理工場の見
学学習を実施 
・小学生対象のアース・キッズチャレ
ンジを開催し、ごみ減量などのエコ
生活体験事業を実施 
・消費生活展で地球温暖化の学習
用パネルを設置し情報を提供 

○ 
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２） 藤枝市の施策達成状況 

 
施策項目（前計画） 実績 評価 

１ リデュース（発生抑制）の促進   

 

(１)ごみにしない買
い物の推進 

今までの大量生産・大量消費のライ
フスタイルから、いい物を長く大切に
使うことや、物の製造・販売に掛かる
エネルギーを考えた無駄のない消費
行動、本来ならごみにしなくてもいい
「もったいない」の精神を基本とした
消費行動への転換を促進します。 

・マイバッグ・マイ箸・マイボトル・マイ
カップの呼びかけ（ホームページへ
の掲載、イベントでのパネル展示、
チラシ配布） 
・「レジ袋削減取組協定」の締結（累
計：8 事業所 13 店舗） 
・「エコファミリー認定事業」における
取組促進 
・環境マイレージ事業による取組促
進 
・ふじのくにフードバンク事業への協
力による食品ロスの軽減 
・ふじのくにエコショップの PR チラシ
を配架 

◎ 

(２)ごみを出さない
調理方法の普及 

家庭から発生するごみの中で、もっと
も多い生ごみを減らすために、調理
の過程における見直しを促します。 

・エコ・クッキング教室の開催（年間３
回程度、年間 30 名程度参加） 
・「地域まるごと！みんなで頑張るご
み減量運動事業」における生ごみ
水切りの奨励（年間 30 回程度開
催） 
・「エコファミリー認定事業」における
取組促進 
・食べきりキャンペーン等県事業へ
の協力 

◎ 

２ リユース（再使用）の促進   

 

(１)不用品交換の
場の創設 

自分にとって不要になった物でも他
人にとっては必要な物があります。
使える物は、可能な限り使い続ける
精神で、不用品が循環する仕組みを
作ります。 
 

・環境フェスタにおける不用品交換の
実施（市民団体の出展による） 
・古着及び古布の拠点回収を実施 

○ 

 (２ )不用品にしな
いリペア（修理）の
促進 

壊れてしまって不要になってしまう物
も、修理して使えるようにする場の提
供を創設します。 
 

・活動団体の情報を収集 

△ 

３ リサイクル（再生利用）の推進   

 (１ )資源物の出し
やすい環境づくり 

分別徹底を図るため、資源物の出し
やすい環境づくりを行います。 

・ごみ分別・収集計画表を全世帯に
配布、ホームページに掲載し周知 
・ごみ分別アプリの開発 
・「北部、南部、岡部エコステーショ
ン」の管理・運営 
・古着・古布の拠点回収事業の実施 
・「もったいない推進月間」における
集団回収の実施（小中学校） 

 

◎ 

 (２)適正なリサイク
ル推進 

市民・事業者が分別したごみの適正
なリサイクルを実施します。 

・志太広域事務組合の処理計画に
則り実施 
・民間資源化ルートにより、リサイク
ルを実施 
・農業用使用済プラスチックの適正
処理 

 

◎ 
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施策項目（前計画） 実績 評価 

 (３)新たなリサイク
ルの推進 

現在、埋立処分や焼却処分している
品目についても、新たな資源化処理
ルートの検討を行います。 

・生ごみ分別・資源化を一部地域で
実施 ○ 

(４ )生ごみの資源
化促進 

燃やすごみの中に最も多く含まれる
生ごみの資源化を促進します。 

・中部給食センターにおける残渣・残
飯の堆肥化 
・北部給食センターにおける残渣・残
飯の堆肥化の実証 
・家庭用生ごみ処理機購入費への
助成 

 （単位：基） 

年度 

生ごみ 

処理容器 

（コンポスト） 

電気式 

処理機 

平成 23 58 48 

平成 24 53 72 

平成 25 55 64 

平成 26 47 65 

平成 27 33 30 

・生ごみ分別・資源化を一部地域で
実施 

○ 

 (５ )雑がみの資源
化促進 

分別されないまま、燃やすごみに混
入しやすい雑がみの分別徹底を図り
ます 

・ごみ減量説明会やごみステーション
での指導、雑がみ分別袋の配布等
により啓発 

○ 

４ 社会的コスト負担のあり方の検討   

 (１ )家庭系ごみの
有料化検討 

全国約６割の自治体が導入している
家庭系ごみの有料化について、導入
の調査検討を行います。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 ○ 

 (２ )事業系ごみの
手数料の適正化 

清掃工場に持ち込まれる事業系ご
みの手数料について排出者責任の
観点から見直しを図ります。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 

 
○ 

 (３)不適正排出者
の指導 

不適切なごみの排出者に対しての指
導を徹底します。 

・地元役員等からの通報に基づき、
ごみステーションに残されたごみか
ら排出者を調査し、イエローカード
による通知や訪問等により指導 

◎ 

５ 環境学習・広報啓発の推進   

 (１ )子どもへの環
境教育の実施 

これからの世代を担う子どもたちに
対し、３Ｒの重要性やごみ処理の大
切さなどを学習する場をつくります。 

・小学 4年生全員に、ごみの減量・資
源化を啓発する副読本を配布 
・“もったいない”ポスターコンクール
の実施（小学 4 年生対象、優秀者
には表彰し、作品をごみ収集車に
貼付け） 
・親子ごみ処理体験教室・親子施設
見学会の開催 
・アース・キッズチャレンジ事業による
ごみ分別教室の実施（小学 5 年生
対象、年間 2 校で開催） 
・「次世代環境リーダー育成事業」と
して、高校生 6 名によるハワイ研修
を実施 

○ 

 (２)環境生涯学習
の実施 

環境に配慮したライフスタイルが身
につくよう、すべての世代が環境問
題を学習できる環境をつくり、生涯学
習を推進します。 

・町内会や事業所などで、ごみ減量・
資源化説明会を実施 
・職員出前講座の実施（「藤枝市もっ
たいない運動」「近年のごみ処理技
術」「ごみの減量とリサイクル」） 
・公民館講座の開催 
・環境マイレージ事業による資格取
得促進 

○ 
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２） 藤枝市の施策達成状況 

 
施策項目（前計画） 実績 評価 

１ リデュース（発生抑制）の促進   

 

(１)ごみにしない買
い物の推進 

今までの大量生産・大量消費のライ
フスタイルから、いい物を長く大切に
使うことや、物の製造・販売に掛かる
エネルギーを考えた無駄のない消費
行動、本来ならごみにしなくてもいい
「もったいない」の精神を基本とした
消費行動への転換を促進します。 

・マイバッグ・マイ箸・マイボトル・マイ
カップの呼びかけ（ホームページへ
の掲載、イベントでのパネル展示、
チラシ配布） 
・「レジ袋削減取組協定」の締結（累
計：8 事業所 13 店舗） 
・「エコファミリー認定事業」における
取組促進 
・環境マイレージ事業による取組促
進 
・ふじのくにフードバンク事業への協
力による食品ロスの軽減 
・ふじのくにエコショップの PR チラシ
を配架 

◎ 

(２)ごみを出さない
調理方法の普及 

家庭から発生するごみの中で、もっと
も多い生ごみを減らすために、調理
の過程における見直しを促します。 

・エコ・クッキング教室の開催（年間３
回程度、年間 30 名程度参加） 
・「地域まるごと！みんなで頑張るご
み減量運動事業」における生ごみ
水切りの奨励（年間 30 回程度開
催） 
・「エコファミリー認定事業」における
取組促進 
・食べきりキャンペーン等県事業へ
の協力 

◎ 

２ リユース（再使用）の促進   

 

(１)不用品交換の
場の創設 

自分にとって不要になった物でも他
人にとっては必要な物があります。
使える物は、可能な限り使い続ける
精神で、不用品が循環する仕組みを
作ります。 
 

・環境フェスタにおける不用品交換の
実施（市民団体の出展による） 
・古着及び古布の拠点回収を実施 

○ 

 (２ )不用品にしな
いリペア（修理）の
促進 

壊れてしまって不要になってしまう物
も、修理して使えるようにする場の提
供を創設します。 
 

・活動団体の情報を収集 

△ 

３ リサイクル（再生利用）の推進   

 (１ )資源物の出し
やすい環境づくり 

分別徹底を図るため、資源物の出し
やすい環境づくりを行います。 

・ごみ分別・収集計画表を全世帯に
配布、ホームページに掲載し周知 
・ごみ分別アプリの開発 
・「北部、南部、岡部エコステーショ
ン」の管理・運営 
・古着・古布の拠点回収事業の実施 
・「もったいない推進月間」における
集団回収の実施（小中学校） 

 

◎ 

 (２)適正なリサイク
ル推進 

市民・事業者が分別したごみの適正
なリサイクルを実施します。 

・志太広域事務組合の処理計画に
則り実施 
・民間資源化ルートにより、リサイク
ルを実施 
・農業用使用済プラスチックの適正
処理 

 

◎ 
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施策項目（前計画） 実績 評価 

 (３)積極的な啓発・
ＰＲの実施 

市民や事業者に対して、ごみ減量や
処理に関する情報を積極的に提供し
ます。 

・小冊子「チャレンジ eco ライフ」の配
布による啓発 
・環境活動レポートの公表 
・もったいない推進月間事業（12 月） 
“もったいない”ポスターコンクール
入賞作品による環境保全 PR 開始
(1 年間) 
「”もったいない”市民のつどい」開
催 
ポスターコンクール優秀者・環境功
労者への表彰など 
まち美化統一もったいないアクショ
ン 
小中学校アクション宣言 
・環境フェスタ“もったいない”開催（5
月） 
・３R の重要性やごみ処理の大切さ
を啓発 

○ 

 (４ )地域の環境ボ
ランティアリーダー
の育成 

ごみ減量や資源化の推進について
市民のリーダーとして地域を引っ張
るボランティアリーダーを育成し、団
体の活動支援を行います。 

・環境衛生自治推進協会との連携 
・エコマイスター育成事業の開催 
・藤枝もったいない倶楽部事業の実
施（登録団体への情報通信、活動
への支援） 

○ 

６ 事業系ごみの排出削減・指導の徹底   

 (１)適正排出への
指導 

産業廃棄物の混入防止など、清掃
工場に持ち込むごみの適正な指導
を行います。 

・不適切排出事業者に対する指導の
実施 

 
○ 

(２)排出削減の指
導 

一般家庭同様に事業所に対しても
積極的にごみ減量を呼びかけます。 

・市内事業者へのダイレクトメールに
よる分別指導の依頼通知 
・中小企業のエコアクション 21 認証
取得への支援（勉強会開催、認証
登録・更新料への補助） 

◎ 

７ 収集サービスの向上   

 (１ )収集サービス
の向上 

収集環境の改善や、高齢者等の排
出困難者への対応など、収集サービ
スの向上を図ります。 

・町内会で管理しやすいごみステー
ションとなるための自由度の高い認
可及び新設・回収・購入を対象とす
る環境整備補助金の実施 
・高齢者世帯等への対応は検討中 

○ 

８ きれいなまちづくり   

 (１ ) 環境美化の
向上 

地域の住環境向上のため、環境美
化活動を推進します。 

・環境美化活動のリーダーとして活
動する環境美化推進員の各町内
会への配置 
・河川清掃・美化活動の推進（愛護
団体への補助、統一美化運動） 
・まち美化里親制度の推進 
・イベントにおけるごみ持ち帰り運
動、イベント後の一斉清掃の実施 

◎ 

 （２）不法投棄の防
止 

不法投棄をされないよう、積極的な
啓発活動を行います。 

・保健所、警察署、町内会、環自協
委員、環境美化推進員の連携によ
る、早期発見及び予防看板の設置 

◎ 

９ 災害時のごみ対策   

 (１ ) 災害廃棄物
への迅速な対応 

早期災害復旧と衛生環境の確保の
ため、迅速かつ適正な災害廃棄物
の処理体制の整備に努めます。 

・平成 28 年度中に災害廃棄物処理
計画を策定 ○ 
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＜課 題＞ 
◆ 超高齢化社会への対応に対する課題 

 
 
◆ 処理不適廃棄物に関する課題 

 
 
◆ 災害廃棄物に関する課題 

 
 
 
 
◆ 環境学習・広報啓発に関する課題 

 

３） 志太広域事務組合の施策達成状況 

 
施策項目（前計画） 実績 評価 

１ リサイクル（再生利用）の推進   

 (１)新たなリサイク
ルの推進 

現在、埋立処分や焼却処分している
品目についても、新たな資源化処理
ルートの検討を行います。 

・焼却灰のセメント原料及び石化、焼
成等の実施 
・陶器ガラスくずの資源化の実施 ○ 

２ 社会的コスト負担のあり方の検討   

 (１ )事業系ごみの
手数料の適正化 

清掃工場に持ち込まれる事業系ご
みの手数料について排出者責任の
観点から見直しを図ります。 

・2 市及び組合による「ごみ減量推進
会議」にて検討 

 
○ 

 (２)不適正排出者
の指導 

不適切なごみの排出者に対しての指
導を徹底します。 

・清掃工場に搬入する許可業者に対
して、搬入物検査を実施 ○ 

３ 安心安全な処理体制の確立   

 (１)処理体制の確
立 

適正な施設管理に務め、安定した処
理体制を維持するとともに、周辺環
境保全の確保を図ります。 
また、既存施設の老朽化対策と生活
環境向上のため、資源循環型を基
本とした環境にやさしい新たなごみ
処理施設を整備します。 

・既存施設について安定稼働に必要
な補修の実施 
・新たなごみ処理施設建設のため環
境アセスメント等の実施 ○ 

 

 

 

  
２市では高齢化が進んでいるため、超高齢化社会に備えごみステーションの適正配置や収集方

法の見直しなどを行う必要があります。 

分別の徹底が進んでいるものの、燃やすごみの中には収集や処理を進める上で支障を来たすもの

が混入しているため、継続的に分別ルールを周知していくことが必要です。 

 

大規模な災害により膨大な量の災害廃棄物が発生する可能性があります。これらを安全かつ迅

速に処理する必要がありますが、その際にも資源化を重視した選別処理を行う必要があります。 

災害廃棄物の処理は、被害が発生してからではなく、防災的観点から事前に可能な限り対策を

講ずることが重要です。 

 

小学生向けの副読本の配布やポスターコンクール及び施設見学会等を実施し、市民向けにごみ

減量説明会を開催するなど、子どもから大人まで各年齢層に応じた環境学習への取組が進んでい

る中、循環型社会の更なる推進に向けて、市民・事業者・市民団体・行政が協働して取り組むこ

とが求められます。 
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施策項目（前計画） 実績 評価 

 (３)積極的な啓発・
ＰＲの実施 

市民や事業者に対して、ごみ減量や
処理に関する情報を積極的に提供し
ます。 

・小冊子「チャレンジ eco ライフ」の配
布による啓発 
・環境活動レポートの公表 
・もったいない推進月間事業（12 月） 
“もったいない”ポスターコンクール
入賞作品による環境保全 PR 開始
(1 年間) 
「”もったいない”市民のつどい」開
催 
ポスターコンクール優秀者・環境功
労者への表彰など 
まち美化統一もったいないアクショ
ン 
小中学校アクション宣言 
・環境フェスタ“もったいない”開催（5
月） 
・３R の重要性やごみ処理の大切さ
を啓発 

○ 

 (４ )地域の環境ボ
ランティアリーダー
の育成 

ごみ減量や資源化の推進について
市民のリーダーとして地域を引っ張
るボランティアリーダーを育成し、団
体の活動支援を行います。 

・環境衛生自治推進協会との連携 
・エコマイスター育成事業の開催 
・藤枝もったいない倶楽部事業の実
施（登録団体への情報通信、活動
への支援） 

○ 

６ 事業系ごみの排出削減・指導の徹底   

 (１)適正排出への
指導 

産業廃棄物の混入防止など、清掃
工場に持ち込むごみの適正な指導
を行います。 

・不適切排出事業者に対する指導の
実施 

 
○ 

(２)排出削減の指
導 

一般家庭同様に事業所に対しても
積極的にごみ減量を呼びかけます。 

・市内事業者へのダイレクトメールに
よる分別指導の依頼通知 
・中小企業のエコアクション 21 認証
取得への支援（勉強会開催、認証
登録・更新料への補助） 

◎ 

７ 収集サービスの向上   

 (１ )収集サービス
の向上 

収集環境の改善や、高齢者等の排
出困難者への対応など、収集サービ
スの向上を図ります。 

・町内会で管理しやすいごみステー
ションとなるための自由度の高い認
可及び新設・回収・購入を対象とす
る環境整備補助金の実施 
・高齢者世帯等への対応は検討中 

○ 

８ きれいなまちづくり   

 (１ ) 環境美化の
向上 

地域の住環境向上のため、環境美
化活動を推進します。 

・環境美化活動のリーダーとして活
動する環境美化推進員の各町内
会への配置 
・河川清掃・美化活動の推進（愛護
団体への補助、統一美化運動） 
・まち美化里親制度の推進 
・イベントにおけるごみ持ち帰り運
動、イベント後の一斉清掃の実施 

◎ 

 （２）不法投棄の防
止 

不法投棄をされないよう、積極的な
啓発活動を行います。 

・保健所、警察署、町内会、環自協
委員、環境美化推進員の連携によ
る、早期発見及び予防看板の設置 

◎ 

９ 災害時のごみ対策   

 (１ ) 災害廃棄物
への迅速な対応 

早期災害復旧と衛生環境の確保の
ため、迅速かつ適正な災害廃棄物
の処理体制の整備に努めます。 

・平成 28 年度中に災害廃棄物処理
計画を策定 ○ 
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８．類似自治体との比較 

人口規模（人口 100,000 人以上 150,000 人未満）や産業構造（第２次産業人口第３次

産業人口比 95％以上、第３次産業人口比 65％未満の市）が類似している 18 自治体※1と

2 市を各項目でそれぞれ比較した結果を示します。 

結果については指数で表示し、平均値の 100 より低いほど良好な結果を示しています。 

２市ともに類似自治体の平均と比較して、全ての項目で良好な結果となっています。 

 
表 2-10 類似自治体との比較結果（指数） 

 

人口 

1 人 1 日当たり 

ごみ総排出量 

資源以外の廃棄物 

(RDF・セメント 

原料化等含む) 

廃棄物のうち 

最終処分される 

割合 

人口 1 人当たり 

年間処理経費 

最終処分減量 

に要する費用 

焼津市実績 86 97 72 72 81 

藤枝市実績 73 96 72 66 81 

類
似
自
治
体 

最大 127 110 185 143 150 

平均 100 100 100 100 100 

最小 81 87 10 62 66 

※類似自治体において公開していないデータは省いて算出した。 

資料：平成 26 年度一般廃棄物処理実態調査結果より算出 

 

表 2-11 類似自治体一覧（指数） 

 
資料：市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール 平成 26 年度実績版より算出  

人口(人)
人口一人一日当た

りごみ総排出量

資源以外の廃棄物

(RDF・セメント原料

化等含む)

廃棄物のうち最終

処分される割合

人口一人当たり年

間処理経費

最終処分減量に要

する費用

茨城県古河市 145,277 96 - - 86 75

栃木県佐野市 122,141 97 105 80 125 130

群馬県桐生市 118,889 127 110 158 114 102

新潟県三条市 101,947 126 101 66 85 66

石川県小松市 108,855 90 108 164 62 78

石川県白山市 112,659 103 106 128 109 74

岐阜県各務原市 144,669 105 87 10 118 112

静岡県富士宮市 135,087 100 105 37 84 76

愛知県瀬戸市 131,455 89 102 141 66 77

愛知県半田市 118,929 108 93 154 75 79

愛知県刈谷市 149,179 107 99 107 104 97

愛知県江南市 101,173 81 90 90 102 124

愛知県東海市 112,593 97 91 65 91 97

三重県桑名市 142,815 101 100 53 143 146

滋賀県彦根市 112,622 111 106 185 99 98

滋賀県長浜市 121,965 86 102 145 - -

滋賀県東近江市 115,720 81 102 51 95 118

山口県周南市 148,683 97 92 74 143 150

市町村名

※1：人口規模や産業構造の条件や類似自治体は環境省の市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール（平成 26 年

度実績版）が自動的に選定 
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図 2-22 焼津市と類似自治体との比較結果 

 
 

 
図 2-23 藤枝市と類似自治体との比較結果 

 
  

100 より大きい：平均より多い（資源回収率は少ない） 

100       ：平均 

100 より小さい：平均より少ない（資源回収率は多い） 

100 より大きい：平均より多い（資源回収率は少ない） 

100       ：平均 

100 より小さい：平均より少ない（資源回収率は多い） 
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８．類似自治体との比較 

人口規模（人口 100,000 人以上 150,000 人未満）や産業構造（第２次産業人口第３次

産業人口比 95％以上、第３次産業人口比 65％未満の市）が類似している 18 自治体※1と

2 市を各項目でそれぞれ比較した結果を示します。 

結果については指数で表示し、平均値の 100 より低いほど良好な結果を示しています。 

２市ともに類似自治体の平均と比較して、全ての項目で良好な結果となっています。 

 
表 2-10 類似自治体との比較結果（指数） 

 

人口 

1 人 1 日当たり 

ごみ総排出量 

資源以外の廃棄物 

(RDF・セメント 

原料化等含む) 

廃棄物のうち 

最終処分される 

割合 

人口 1 人当たり 

年間処理経費 

最終処分減量 

に要する費用 

焼津市実績 86 97 72 72 81 

藤枝市実績 73 96 72 66 81 

類
似
自
治
体 

最大 127 110 185 143 150 

平均 100 100 100 100 100 

最小 81 87 10 62 66 

※類似自治体において公開していないデータは省いて算出した。 

資料：平成 26 年度一般廃棄物処理実態調査結果より算出 

 

表 2-11 類似自治体一覧（指数） 

 
資料：市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール 平成 26 年度実績版より算出  

人口(人)
人口一人一日当た

りごみ総排出量

資源以外の廃棄物

(RDF・セメント原料

化等含む)

廃棄物のうち最終

処分される割合

人口一人当たり年

間処理経費

最終処分減量に要

する費用

茨城県古河市 145,277 96 - - 86 75

栃木県佐野市 122,141 97 105 80 125 130

群馬県桐生市 118,889 127 110 158 114 102

新潟県三条市 101,947 126 101 66 85 66

石川県小松市 108,855 90 108 164 62 78

石川県白山市 112,659 103 106 128 109 74

岐阜県各務原市 144,669 105 87 10 118 112

静岡県富士宮市 135,087 100 105 37 84 76

愛知県瀬戸市 131,455 89 102 141 66 77

愛知県半田市 118,929 108 93 154 75 79

愛知県刈谷市 149,179 107 99 107 104 97

愛知県江南市 101,173 81 90 90 102 124

愛知県東海市 112,593 97 91 65 91 97

三重県桑名市 142,815 101 100 53 143 146

滋賀県彦根市 112,622 111 106 185 99 98

滋賀県長浜市 121,965 86 102 145 - -

滋賀県東近江市 115,720 81 102 51 95 118

山口県周南市 148,683 97 92 74 143 150

市町村名

※1：人口規模や産業構造の条件や類似自治体は環境省の市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール（平成 26 年

度実績版）が自動的に選定 
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第２節 基本方針 
私たちが目指す循環型社会を実現するためには、今後もごみの発生を抑え、更なる資源

化を推進していく必要があります。そのためには、廃棄物をめぐる社会状況の変化、市民

の意識やライフスタイルの変化に伴うごみの多様化を踏まえた中で、市民・事業者・行政

が協働して、ごみの発生から処分までの各段階における施策の取組が求められます。 

そこで、基本方針を以下のように定め、2 市及び組合が連携しながら、各方針に沿った

施策を推進します。 

 

 

 

 
 

市民・事業者一人ひとりが環境意識を持ち、第一に、ごみにしない、ごみを出

さない『発生抑制（リデュース）』、次に不要となったものをできる限り繰り返し

使う『再使用（リユース）』、その上で不要となったものは資源として分別し『再

生利用（リサイクル）』する行動を実践します。 

また、燃やすごみの処理においては、可能な限り熱回収を行うなど循環利用に

取り組み、エネルギーの有効活用を推進します。処理の過程で発生する焼却灰等

の資源化を進め、最終処分場に依存しない処理システムの構築を目指します。 

・市民・事業者・行政の協働による３R 行動の促進 

・エネルギーの有効活用 等 

 

基本方針Ⅰ：3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

 

 
 

ごみの収集運搬、中間処理、最終処分にあたっては、発生する環境負荷をでき

る限り軽減するとともに、ごみ処理に関する市民サービスの充実や環境美化を推

進します。 

また、災害時などにおける迅速な公共衛生に向けたごみ処理体制の整備に努め

ます。 

・適正な分別の促進 

・環境負荷の少ないごみ処理の実施 
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循環型社会を実現するためには、市民・事業者・行政の３者がごみや環境問題

に対して正しく認識し、それぞれが環境に配慮した生活や事業活動を営むととも

に、３者が協働してごみの減量、資源の有効活用、適正処理を進める必要があり

ます。 
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（小学生の高柳清掃工場見学） 

（エコアクション２１取得セミナー） （環境リーダー育成研修会） 
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第２節 基本方針 
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第３節 計画目標 
１．目標 

１） 家庭系燃やすごみ排出量 

排出抑制の目標として、中間目標年次の平成33年度における1人1日当たりの家庭系

燃やすごみ排出量を以下のように設定します。なお、中間目標年次の平成33年度から最

終目標年次の平成43年度までは、更なる削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  合計：31g/人・日 

1人1日当たりの家庭系燃やすごみ排出量（焼津市） 

・雑がみ分別 13g/人・日 
・容器包装ﾌﾟﾗ分別 8g/人・日 

・生ごみ 5g/人・日 
・水切り 5g/人・日 

平成 27 年度 
484g/人・日 

（25,186t/年） 
 

平成 33 年度 
453g/人・日 

（23,054t/年） 
 

弁当の容器の重さ：約

10g 

平成 27 年度より 31g 減量 

（▲2,132ｔ） 

 
重点対策： 

・燃やすごみに含まれる 

雑がみ・容器包装プラ 

の分別 
 

参 考 

ティッシュの空箱の

重さ：約 30g 

トイレットペーパー

の芯の重さ：約 6g 

お菓子の袋の 

重さ：約 3g 
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  合計：14g/人・日 

1人1日当たりの家庭系燃やすごみ排出量（藤枝市） 

・雑がみ分別 3g/人・日 
・容器包装ﾌﾟﾗ分別 2g/人・日 

・生ごみ 5g/人・日 
・水切り 4g/人・日 

平成 27 年度 
413g/人・日 

（22,136t/年） 
 

平成 33 年度 
399g/人・日 

（20,913t/年） 
 

ペットボトルのキャップ 

1 杯の水の重さ：約 5g 

平成 27 年度より 14g 減量 

（▲1,223ｔ） 

 
重点対策： 

・生ごみの資源化 

・生ごみの水切り 

 

参 考 

せんべい 1 枚の

重さ：約 13g 

サクランボ 1 個

の重さ：約 5g 

シイタケ 1 個の

重さ：約 20g 
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２） 最終処分量 

中間目標年次の平成33年度における最終処分量を以下のように設定します。なお、中

間目標年次から最終目標年次の平成43年度までは、更なる削減に努めていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

最終処分量（2 市合計） 

平成 33 年度 

1,794t 

平成 27 年度 

4,622t 

2,828t の削減 

（焼却灰の搬出車両） 
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２．人口の予測 

人口予測は、焼津市では「焼津未来創生総合戦略」（平成 27 年 10 月）の予測人口を、

藤枝市では「ふじえだ健康都市創生総合戦略」（平成 27 年 10 月）の予測人口を採用し

ました。 

両市の合計人口は、平成 33 年度に 283,031 人、平成 43 年度に 272,341 人を見

込んでいます。 

 

 
図 2-24 人口の予測結果 

 
  

（焼津未来創生総合戦略） （ふじえだ健康都市創生総合戦略） 
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３．現状推移と計画目標の比較 

現状推移した場合のごみ排出量と、計画目標のごみ排出量を表2-12により推計しまし

た。 

中間目標年次の平成33年度における現状推移した場合のごみ排出量と計画目標のご

み排出量の比較を表２-13に示します。 

また、現状推移した場合のごみ排出量と計画目標のごみ排出量の推移の比較を図2-25

～図2-27に示します。 

 

表 2-12 現状推移と計画目標の設定内容 

 現状推移 計画目標 

家庭系ごみ 

平成２７年度の 1 人 1 日当たりの排出量を

維持するものとします。 

水切り、食べ残しの削減等により、焼津市

は燃やすごみを３１g/人・日、藤枝市は１４

g/人・日削減します。 

（燃やすごみの組成分析値を勘案し算出） 

事業系ごみ 

燃やすごみは増加傾向が継続するものと

し、資源物は平成２７年度の排出量を維持

するものとします。 

燃やすごみの増加傾向を、適正な排出の

指導等により抑制します。 

 
表 2-13 平成 33 年度における現状推移した場合と計画目標のごみ排出量の比較 

 現状推移 計画目標 差 

ごみ総排出量 
焼津市 41,639ｔ/年 39,915ｔ/年 1,724ｔ/年 

藤枝市 36,389ｔ/年 35,472ｔ/年 917ｔ/年 

燃やすごみ量 
焼津市 33,319ｔ/年 31,595ｔ/年 1,724ｔ/年 

藤枝市 29,130ｔ/年 28,213ｔ/年 917ｔ/年 

家庭系燃やすごみ量 
焼津市 24,632ｔ/年 23,054ｔ/年 1,578ｔ/年 

藤枝市 21,647ｔ/年 20,913ｔ/年 734ｔ/年 

1 人 1 日当たりの家庭系 

燃やすごみ量 

焼津市 484ｇ/人・日 453ｇ/人・日 31ｇ/人・日 

藤枝市 413ｇ/人・日 399ｇ/人・日 14ｇ/人・日 

 



42 

 

図 2-25 ごみ総排出量の現状推移した場合と計画目標の比較（2 市合計） 

 

図 2-26 燃やすごみ量の現状推移した場合と計画目標の比較（2 市合計） 

 

図 2-27 家庭系燃やすごみ量の現状推移した場合と計画目標の比較（2 市合計） 
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４．現状推移した場合のごみ排出量の推計 

家庭系ごみ、事業系ごみそれぞれについて予測を行った結果、現状の傾向が継続した

場合のごみ総排出量は、焼津市では平成 33 年度に 41,639t、平成 43 年度には

40,935t と見込まれます。また、藤枝市では平成 33 年度に 36,389t、平成 43 年度

には 35,970t と見込まれます。 

2 市の家庭系ごみ排出量は平成 33 年度に 61,239t、平成 43 年度には 59,084t と

減少傾向となり、事業系ごみ排出量は平成 33 年度に 16,789t、平成 43 年度には

17,821t と増加傾向となります。 

2 市の燃やすごみ排出量は平成 33 年度に 62,449ｔ、平成 43 年度には 61,853ｔ

と減少傾向となります。 

 

図 2-28 ごみ総排出量の現状推移（2 市合計） 

 

 
図 2-29 排出源別ごみ排出量の現状推移（2 市合計） 
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図 2-30 燃やすごみ排出量の現状推移（2 市合計） 

 

 

図 2-31 家庭系燃やすごみ排出量の現状推移（2 市合計） 
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５．計画目標におけるごみ排出量の推計 

現状推移した場合のごみ排出量に対し、計画目標のごみ総排出量は、焼津市では平成

33 年度に 39,915t、平成 43 年度には 38,337t と見込まれます。また、藤枝市では

平成 33 年度に 35,472t、平成 43 年度には 34,023t と見込まれます。 

2 市の家庭系ごみ排出量は平成 33 年度に 58,927t、平成 43 年度には 55,857t と

減少傾向となり、事業系ごみ排出量は平成 33 年度に 16,460t、平成 43 年度には

16,503t とほぼ横ばい傾向となります。 

2 市の燃やすごみ排出量は平成 33 年度に 59,808ｔ、平成 43 年度には 57,308ｔ

となり、現状推移した場合と比べ大きく減少します。 

 

 
図 2-32 ごみ総排出量の計画目標（2 市合計） 

 

 
図 2-33 排出源別ごみ排出量の計画目標（2 市合計） 
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2 市の家庭系ごみ排出量は平成 33 年度に 58,927t、平成 43 年度には 55,857t と

減少傾向となり、事業系ごみ排出量は平成 33 年度に 16,460t、平成 43 年度には

16,503t とほぼ横ばい傾向となります。 

2 市の燃やすごみ排出量は平成 33 年度に 59,808ｔ、平成 43 年度には 57,308ｔ

となり、現状推移した場合と比べ大きく減少します。 

 

 
図 2-32 ごみ総排出量の計画目標（2 市合計） 

 

 
図 2-33 排出源別ごみ排出量の計画目標（2 市合計） 
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図 2-34 燃やすごみ排出量の計画目標（2 市合計） 

 

 
図 2-35 家庭系燃やすごみ排出量の計画目標（2 市合計） 
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第４節 ごみ処理行動計画 
１．基本方針に基づいた主な施策 

基本方針に基づいた施策を図 2-36 に示します。 

 
図 2-36 施策体系 

 

基本方針 基本方針に基づく主な施策 

（１）家庭系の不適正排出者への指導 

Ⅰ：３Ｒ（リデュース、リユ

ース、リサイクル）の

推進 

（２）事業系の不適正排出者への指導 

（３）適正な分別排出しやすい環境づくり 

（６）安全安心な処理体制の確立 

（１）リデュース（発生抑制）の推進 

（２）リユース（再使用）の推進 

（３）リサイクル（再生利用）の推進 

（４）エネルギー有効活用の推進 

（８）災害時などにおけるごみ処理体制の整備 

（４）社会的コスト負担のあり方の検討 

（５）収集サービスの向上 

（７）環境美化の推進 

Ⅱ：安全安心で環境に

やさしいごみ処理の

推進 

Ⅲ：循環型社会づくりに

向けた協働の推進 

（１）環境学習の推進 

（２）環境ボランティアリーダーの育成 

（３）積極的な啓発・ＰＲの実施 

（４）環境に配慮した生活や事業活動の促進 



47 

第４節 ごみ処理行動計画 
１．基本方針に基づいた主な施策 

基本方針に基づいた施策を図 2-36 に示します。 

 
図 2-36 施策体系 

 

基本方針 基本方針に基づく主な施策 

（１）家庭系の不適正排出者への指導 

Ⅰ：３Ｒ（リデュース、リユ

ース、リサイクル）の

推進 

（２）事業系の不適正排出者への指導 

（３）適正な分別排出しやすい環境づくり 

（６）安全安心な処理体制の確立 

（１）リデュース（発生抑制）の推進 

（２）リユース（再使用）の推進 

（３）リサイクル（再生利用）の推進 

（４）エネルギー有効活用の推進 

（８）災害時などにおけるごみ処理体制の整備 

（４）社会的コスト負担のあり方の検討 

（５）収集サービスの向上 

（７）環境美化の推進 

Ⅱ：安全安心で環境に

やさしいごみ処理の

推進 

Ⅲ：循環型社会づくりに

向けた協働の推進 

（１）環境学習の推進 

（２）環境ボランティアリーダーの育成 

（３）積極的な啓発・ＰＲの実施 

（４）環境に配慮した生活や事業活動の促進 

48 

 
 
 
 
 
（１）リデュース（発生抑制）の推進 

 

ごみにしない買い物の

促進 

今までの大量生産・大量消費のライフスタイルから、物を長く大

切に使うことや、物の製造・販売に掛かるエネルギーを考えた無

駄のない消費行動、本来ならごみにしなくてもいい「もったいな

い」の精神を基本とした消費行動への転換を促進します。 

・長く使える物品の購入の促進 

・詰め替え製品の購入の促進 

・グリーン購入の促進 

・マイバック、マイはし、マイカップ利用の促進 

・簡易包装の促進 

・エコショップ活用の促進 

・食品ロス解消の促進 

 

ごみを出さない調理方

法の普及 

生ごみを減らすために、調理の過程における見直しを促します。 

・エコ・クッキングの実施 

・食材を無駄にしない買い物の促進 

・食べ残しが出ないメニューの提供 

・食べきり運動の推進 

・生ごみの水切りの促進 

 

（２）リユース（再使用）の推進 

 

不用品交換の推進 

自分にとって不要になった物でも他人にとっては必要な物があ

ります。使える物は、可能な限り使い続ける精神で、不用品が循

環する仕組みを作ります。 

・リユースイベント（フリーマーケット、衣類や実用品の交換、

フードバンク活動など）に関する情報発信の支援 

・リサイクルショップ活用の促進 

・リユース古着及び古着・古布拠点回収の推進 

 
不用品にしないリペア

（修理）の促進 

壊れた物を長く使えるように修理し、不用品が発生しない消費行

動を促進します。 

・まちの修理工房の情報提供 

 

 

 

 

基本方針Ⅰ：3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

・住民・事業者・行政の協働による３R 行動の促進 

・エネルギー有効活用の推進 

基本方針Ⅰ：3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進 

・市民・事業者・行政の協働による３R 行動の推進 

・エネルギーの有効活用 等 
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（３）リサイクル（再生利用）の推進 

 

雑がみ及び容器包装プ

ラスチック分別の徹底 

分別収集が徹底されていない雑がみ及び容器包装プラスチック

について、市民の分別を促す環境づくりを行います。 

・雑がみを出しやすい環境づくり 

・容器包装プラスチックの組成分析の継続 

 

生ごみの資源化推進 

生ごみの資源化を推進します。 

・家庭用生ごみ処理機器購入者への助成 

・生ごみの分別収集資源化事業の推進 

・食品リサイクル法の普及啓発 

・事業用生ごみ処理機補助の検討 

 小型家電リサイクルの

推進 

使用済み小型電子機器等に含まれるアルミ、貴金属、レアメタル

のリサイクルを推進するための検証を行います。 

 

適正なリサイクルの推

進 

住民・事業者が分別したごみの適正なリサイクルを実施します。 

・適正なリサイクル処理ルートの確保 

・分別したごみの処理方法の情報提供 

・民間事業者との協働によるリサイクルの拡大 

 
最終処分における資源

化の推進 

最終処分場に依存しない処理システムの構築を目指します。 

・陶器ガラスくず等の資源化の継続 

・焼却灰の資源化の推進 

 

（４）エネルギー有効活用の推進 

 燃やすごみの処理にお

けるエネルギー有効活

用の推進 

燃やすごみの処理過程で発生する熱エネルギーを有効利用し、地

球温暖化抑止に貢献します。 

・（仮称）クリーンセンターにおけるエネルギー回収の実施 

 
  

（古着の拠点回収） （エコ・クッキング教室） 
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（３）リサイクル（再生利用）の推進 

 

雑がみ及び容器包装プ

ラスチック分別の徹底 

分別収集が徹底されていない雑がみ及び容器包装プラスチック

について、市民の分別を促す環境づくりを行います。 

・雑がみを出しやすい環境づくり 

・容器包装プラスチックの組成分析の継続 

 

生ごみの資源化推進 

生ごみの資源化を推進します。 

・家庭用生ごみ処理機器購入者への助成 

・生ごみの分別収集資源化事業の推進 

・食品リサイクル法の普及啓発 

・事業用生ごみ処理機補助の検討 

 小型家電リサイクルの

推進 

使用済み小型電子機器等に含まれるアルミ、貴金属、レアメタル

のリサイクルを推進するための検証を行います。 

 

適正なリサイクルの推

進 

住民・事業者が分別したごみの適正なリサイクルを実施します。 

・適正なリサイクル処理ルートの確保 

・分別したごみの処理方法の情報提供 

・民間事業者との協働によるリサイクルの拡大 

 
最終処分における資源

化の推進 

最終処分場に依存しない処理システムの構築を目指します。 

・陶器ガラスくず等の資源化の継続 

・焼却灰の資源化の推進 

 

（４）エネルギー有効活用の推進 

 燃やすごみの処理にお

けるエネルギー有効活

用の推進 

燃やすごみの処理過程で発生する熱エネルギーを有効利用し、地

球温暖化抑止に貢献します。 

・（仮称）クリーンセンターにおけるエネルギー回収の実施 

 
  

（古着の拠点回収） （エコ・クッキング教室） 
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（１）家庭系の不適正排出者への指導 

 イエローカードによる

周知 

不適正に排出されたごみ袋に対し、イエローカードを貼り付け、

未回収とすることで排出者に適正な分別を促します。 

 
ごみステーションの巡

回指導 

市民が燃やすごみをステーションに排出する時にパンフレット

等を配布するなど、適正なごみ分別を呼びかけます。また、不適

正な排出があった場合はその場で指導を行います。 

 
燃やすごみの組成分析

の実施 

燃やすごみの分別状況の把握及び今後のごみ減量施策の検討の

基礎資料となる家庭系燃やすごみの組成分析を今後も継続して

実施します。 

 

（２）事業系の不適正排出者への指導 

 

搬入物検査の実施 

清掃工場に持ち込まれる事業系ごみの搬入物検査を実施します。

また、検査機械を導入して、検査回数を増やす等、検査体制の見

直しを行います。 

 
適正排出及び排出削減

の指導 

不適正排出を行った事業者に対して直接適正排出の指導を行い

ます。また、多量排出事業者に対しての廃棄物減量等処理計画の

提出を求めます。 

 

（３）適正な分別排出をしやすい環境づくり 

 

資源物の出しやすい環

境づくり 

分別の徹底を図るため、資源物の出しやすい環境づくりを行いま

す。 

・わかりやすいごみの分別ハンドブックの作成 

・ごみアプリ等を活用したごみ分別や排出方法の情報発信 

・拠点回収の充実 

・自治会や子ども会及び民間事業者が実施する回収の情報発信 

 転入者、アパート家主へ

の分別徹底の協力体制

の構築 

転入手続きの際に、ごみ分別パンフレットを配布するほか、アパ

ート管理会社等との連携により適正なごみ分別を呼びかけます。 

 事業系ごみ減量説明会

の開催 

企業や各種団体、組織などに対してごみ減量及び分別の説明会を

開催します。 

 

基本方針Ⅱ：安全安心で環境にやさしいごみ処理の推進 

・適正な分別の徹底 

・環境負荷の少ないごみ処理の実施 

・ごみ処理に関する住民サービスの充実 

・環境美化の推進 

・災害時などにおけるごみ処理体制の整備 等 
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（４）社会的コスト負担のあり方の検討 

 
家庭系ごみの有料化 

家庭系ごみの有料化について、他自治体の事例等を調査・研究し

ながら検討を行います。 

 

事業系ごみの手数料の

見直し 

処理施設へ直接持ち込まれる事業系一般廃棄物と家庭系一般廃

棄物は同額の処理手数料を徴収しています。事業者の排出者責任

の徹底を図るために、ごみ処理や資源化コストを考慮した適正な

処理手数料の検討を行います。 

 

（５）収集サービスの向上 

 

収集サービスの向上 

収集環境の改善や、排出困難者への対応など、収集サービスの向

上を図ります。 

・ごみ収集量に応じた収集回数や収集ルートの見直し 

・低公害車の導入推進 

・高齢者などの排出困難者への対応の検討 

 

（６）安全安心な処理体制の確立 

 

安全安心な処理体制の

確立 

適正な施設管理に務め、安定した処理体制を維持するとともに、

周辺環境保全の確保を図ります。 

また、既存施設の老朽化対策と生活環境向上のため、資源循環型

を基本とした環境にやさしい新たなごみ処理施設を整備します。 

・施設の適正な維持管理 

・(仮称)クリーンセンターの整備 

・積極的な情報開示 

 

（７）環境美化の推進 

 

環境美化の向上 

地域の住環境向上のため、環境美化活動を推進します。 

・河川清掃、ビーチクリーンの推進 

・清掃活動の呼びかけや活動の支援 

・アダプトプログラムの実施 

 

不法投棄の防止 

不法投棄をされないよう、積極的な啓発活動を行います。 

・ごみの持ち帰り及びポイ捨て禁止の徹底 

・空き地の適正管理の啓発 

・不法投棄パトロールの強化 

・不法投棄監視協定の締結 

・警察との連携強化 
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・不法投棄監視協定の締結 

・警察との連携強化 
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（８）災害時などにおけるごみ処理体制の整備 

 

災害廃棄物への迅速な

対応 

早期災害復旧と衛生環境の確保のため、迅速かつ適正な災害廃棄

物の処理体制を整備します。 

・各市の災害廃棄物の廃棄物仮置場は、災害の状況を踏まえ、公

共用地等を指定 

・災害廃棄物処理計画、関連マニュアルの策定 

・災害廃棄物の分別区分、搬入方法、仮置場の設置などの調査検

討 

・周辺市町及び関係事業者団体との連絡協力体制の確立 

・災害廃棄物処理計画に基づく災害対応訓練の実施 

 
 

 

 

 

 

 

 

（１）環境学習の推進 

 

子どもへの環境学習の

実施 

これからの世代を担う子どもたちに対し、３Ｒの重要性やごみ処

理の大切さなどを学習する場をつくります。 

・ごみの減量・資源化を啓発する「ごみ減量副読本」の作成 

・ポスター及び標語コンクールの開催 

・清掃工場見学会の実施 

・親子ごみ処理体験学習会の開催 

・環境出前講座の開催 

 

環境生涯学習の実施 

幅広い年齢層で環境問題を学習できるよう努めます。また、各種

団体及び事業者に対し講座を開催します。 

・公民館活動と連携した環境学習講座の開催 

・ごみ減量説明会、環境出前講座の開催 

 

学習の場の提供 

（仮称）クリーンセンターは、身近なごみ問題や自然環境につい

て幅広く学べる環境学習の場として、また、それらの課題に対し

て、住民や環境団体、行政が連携・協働し、活動する拠点として、

住民に開かれた地域共生型の施設を目指します。 

 

 

 

  

基本方針Ⅲ：循環型社会づくりに向けた協働の推進 

・環境学習の推進 

・環境ボランティアリーダーの育成 

・積極的な啓発・ＰＲの実施 

・環境に配慮した生活や事業活動の促進 等 



53 

（２）環境ボランティアリーダーの育成 

 

地域の環境ボランティアリ

ーダーの育成 

ごみ減量や資源化の推進について住民のリーダーとして地

域を引っ張るボランティアリーダーを育成し、団体の活動支

援を行います。 

・環境衛生自治推進協会との連携強化 

・環境リーダー育成研修会の開催及び活動の場の提供 

・各種団体による活動の支援 

 

（３）積極的な啓発・ＰＲの実施 

 

積極的な啓発・ＰＲの実施 

住民や事業者に対して、ごみ減量や処理に関する情報を積極

的に提供します。 

・ごみ減量情報のホームページ、広報誌等での積極的な提供 

・もったいないアクションデー、推進月間の設定 

・環境フェスタや消費生活展の開催 

・環境団体のネットワーク化の推進 

 

（４）環境に配慮した生活や事業活動の推進 

 

環境に配慮した生活への転

換の促進 

「もったいない」の精神を基本とした消費行動への転換を促

進し、３R を定着させます。 

・環境にやさしい生活の促進 

・エコファミリー制度や環境マイレージ制度の促進 

・エコショップの利用促進 

・３R を進める活動への参加の呼びかけ 

・リユース商品及びリサイクル商品の購入の促進 

 

環境に配慮した事業活動の

促進 

循環型社会の形成を進めるための事業活動を促進します。 

・環境マネジメントシステム（エコアクション２１及び

ISO14001 等）の取組への支援 

・リユース商品及びリサイクル商品に関する情報発信 

・エコショップへの登録及び環境マイレージ制度への協力 

 
 
 
 
  

（”もったいない”ポスターコンクール） 

 

（やいづエコ市民塾） 
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（”もったいない”ポスターコンクール） 

 

（やいづエコ市民塾） 

54 

２．ごみ処理施設の整備に関する事項 

１） 新たな施設整備の必要性 

現在稼働中のごみ処理施設は、高柳清掃工場、一色清掃工場及びリサイクルセンター

の3施設あります。高柳清掃工場は稼動後32年、一色清掃工場は稼動後42年（基幹的

整備後27年）、リサイクルセンターが稼動後38年経過しています。いずれのごみ処理

施設とも整備後長期間が経過しており、老朽化への対応と併せ、資源循環型を基本とし

た環境にやさしい新たなごみ処理施設「（仮称）クリーンセンター」整備が急務となっ

ています。 

 
２） 施設整備の基本方針 

（仮称）クリーンセンターは「高柳清掃工場」、「一色清掃工場」及び「リサイク

ルセンター」3施設の機能を集約した施設とし、環境保全と安全性を第一に、併せて

資源化の推進、最終処分量の削減、ごみ処理コストの低減、熱エネルギーの有効利用

を図り、地域住民に信頼される「安全で安心な処理施設」を目指します。 

（１）環境負荷の低減＜環境負荷低減＞ 

 （仮称）クリーンセンターの整備に当たっては、最新技術を導入し、国･県等で定

める環境基準を遵守することは当然のこと、可能な限り環境負荷の低減を図るもの

とします。 

 処理方式の検討に当たっては、安定的な稼動を第一に、ダイオキシン類をはじめと

した有害化学物質等の排出を最大限抑制できる方式とします。 

（２）最終処分場に依存しない処理システムの整備＜資源循環＞ 

 全国的に最終処分場の確保が難しくなっている状況に鑑み、最終処分場に依存しな

い処理システムの構築を目指し、処理の過程で発生する焼却灰等については、可能

な限り資源化を図ります。 

（３）民間資源化ルートの活用＜民間活力推進＞ 

 これまでも資源化が可能な物については、民間の資源化ルートを活用しています。 

今後も資源物などの適正な処理と効率的なリサイクルを推進するため、積極的に民

間処理施設の活用を進め、公共施設としての処理を出来る限り軽減します。 

（４）ごみ処理コストの低減＜コスト低減＞ 

 （仮称）クリーンセンターは、効率的機能を集約した拠点施設とし、建設費及び維

持管理費全般について、ごみ処理コストの低減を図ります。 

（５）ごみのもつエネルギーの有効利用＜地球温暖化抑止＞ 

 ごみ焼却に伴って発生する熱エネルギーを有効に活用し、地球温暖化抑止に貢献で

きる施設整備を図ります。 

（６）地域共生型施設の整備＜地域共生＞ 

 周辺環境の保全に配慮し、環境学習や環境活動など、さまざまな環境情報を発信す

る拠点として、住民に開かれた地域共生型の施設とするとともに、災害時には、ご

み処理施設が持つ機能を活用した地域に貢献できる施設整備を図ります。 
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３） （仮称）クリーンセンターの整備概要 

（仮称）クリーンセンターの整備概要は以下のとおりです。なお、必要に応じ見直し

を行います。 

(ア) 施設規模 

【燃やすごみ処理施設】 

処理対象量（日平均処理量） 165.2t/日 

 1 家庭系（収集）燃やすごみ処理量 121.8 t/日 

 2 事業系（直接搬入）燃やすごみ処理量 43.4 t/日 

施設規模   処理対象量÷稼働率 =165.2 t/日÷73.6％≒ 230t/日※ 

 稼働率   実稼働率×調整稼働率 =76.7％×96.0％ 73.6％ 

 実稼働率  環境省通知で定める実稼働率 =280日/年÷365日 76.7％ 

 調整稼働率 環境省通知で定める調整稼働率(故障等の対応) 96.0％ 

※施設規模は、施設の稼働年度（平成 32 年度を予定）を含めた 7 年間で最も処理量が大きな年度（平成

32 年度）を基準に設定した。 

 

【資源物処理施設】 

取り扱い量（日平均取り扱い量） 5.0t/日 

 １ 蛍光灯 =32t/年÷365日 0.1t/日 

 ２ 陶器ガラスくず =604t/年÷365日 1.7t/日 

 ３ その他の色のびん =298t/年÷365日 0.8t/日 

 ４ 乾電池 =79t/年÷365日 0.2t/日 

 ５ 一般持込 =619t/年÷365日 1.7t/日 

※施設規模は、施設の稼働年度（平成 32 年度を予定）を含めた 7 年間で最も処理量が大きな年度（平成

32 年度）を基準に設定した。 

 

(イ) 燃やすごみ処理施設の炉数 

 2 炉 

(ウ) 燃やすごみ処理施設の処理方式 

 ストーカ式焼却炉 

(エ) 資源物処理施設の処理方式 

 ストックヤードによる貯留 

 
４） 環境保全計画 

可能な限り環境負荷の低減を図るため、法令基準値よりも厳しい自主規制値を設け、

有害化学物質等の発生を最大限抑制し、万全の環境保全対策を講じます。  
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５） 熱エネルギーの利用 

処理過程で発生する熱エネルギーについては、場内の処理プロセスでの利用や、発電

を行うなど、積極的にエネルギーを回収し有効利用を図ります。発電を行った電力につ

いては、施設内での機器稼働などで自己消費を行うとともに、自己消費以外の余剰電力

については電力会社に売電を行います。 

 
６） 災害対策 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災や平成23年に発生した東日本大震災、さらに平

成28年に発生した熊本地震などの巨大地震による災害は、被害が広い範囲に及び、ライ

フラインや交通の途絶などの社会に与える影響が大きく、多量の廃棄物を発生させ、通

常の廃棄物処理が困難となりました。 

このような過去の震災の教訓を踏まえ、災害廃棄物処理体制の強化及び災害時の安全

対策の整備を図り、災害に強い施設の整備に努めます。 

 
  

（高柳清掃工場の適正な管理） 
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第3章　生活排水処理基本計画



57 57 

第３章 生活排水処理基本計画 

 

第１節 生活排水処理の現況と課題 
１．生活排水処理の概要 

２市における生活排水（し尿及び生活雑排水）の処理形態は、図 3-1 に示すとおり、

公共下水道、合併処理浄化槽、コミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設、単独

処理浄化槽及びし尿汲み取り方式で行っています。 

汲み取りし尿と浄化槽汚泥は、し尿処理施設（大井川環境管理センター及び藤枝環境

管理センター）で適正に処理しています。 

公共下水道整備区域では、し尿と生活雑排水を公共下水道処理施設で処理しています。 

 
図 3-1 生活排水の処理体系 

※「生活排水」とは、し尿と日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂などからの排水をいい（水質汚濁
防止法による定義）、「生活雑排水」とは、生活排水のうちし尿を除くものをいいます。 

※「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共用に供される水域をいいます。 
※浄化槽法では、平成 13 年 4 月 1 日以降、単独処理浄化槽の新設は原則禁止となり、合併処理浄化槽を「浄

化槽」と定義し、既設の単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」としていますが、「浄化槽」という表現は誤解
を生じやすいため、本計画では、従来どおり、「単独処理浄化槽」、「合併処理浄化槽」と記載します。 

・単独処理浄化槽：し尿のみを処理する。 
・合併処理浄化槽：し尿と生活雑排水を併せて処理する。 

公共下水道 

公共用水域 

合併処理浄化槽 
コミュニティ・プラント 
農業集落排水処理施設 

 

単独処理 
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し尿 

未処理 

公共下水道処理施設 
焼津市汐入下水処理場 
藤枝市浄化センター 

汚泥 

公共下水道世帯 
合併処理浄化槽世帯 

コミュニティ・プラント世帯 
農業集落排水処理世帯 
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58 

２．収集運搬体制、生活排水処理施設等の処理体制 

１） 収集運搬体制 

焼津市では、し尿の収集運搬は直営、浄化槽汚泥は直営及び許可業者4社で行ってい

ます。藤枝市では、し尿は委託業者1社及び許可業者2社、浄化槽汚泥は許可業者5社で

行っています。 

 

表 3-1 収集運搬体制 

項目 焼津市 藤枝市 

し 尿 直営 
委託（1社） 

許可（2社） 

浄化槽汚泥 
直営 

許可（4社） 

許可（5社） 

ただし1社は事業系のみ 

 

 
 

２） 生活排水処理施設等の処理体制 

生活排水処理施設別の処理主体を表3-2に示します。生活排水処理の主体は今後も当

面はこの形態を継続していくものとし、必要に応じて見直しを行います。 

 

表 3-2 生活排水処理施設別の処理体制 

施設の種類 対象となる生活排水の種類 設置者 

公共下水道 し尿及び生活雑排水 焼津市、藤枝市 

コミュニティ・プラント し尿及び生活雑排水 焼津市、藤枝市 

合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人等 

農業集落排水処理施設 し尿及び生活雑排水 藤枝市 

し尿汲み取り便槽 し尿 個人等 

単独処理浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 志太広域事務組合 

  

＜課 題＞ 

 収集運搬の課題 

 公共下水道や合併処理浄化槽の普及に伴い、し尿の排出量は年々減少し、浄化槽

汚泥は年々増加するものと予測されるため、収集量等に見合った収集運搬体制の見

直しが必要です。 
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農業集落排水処理施設 し尿及び生活雑排水 藤枝市 

し尿汲み取り便槽 し尿 個人等 

単独処理浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 志太広域事務組合 

  

＜課 題＞ 

 収集運搬の課題 

 公共下水道や合併処理浄化槽の普及に伴い、し尿の排出量は年々減少し、浄化槽

汚泥は年々増加するものと予測されるため、収集量等に見合った収集運搬体制の見

直しが必要です。 
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３．生活排水処理施設の整備状況 

１） し尿処理施設 

し尿及び浄化槽汚泥は、組合のし尿処理施設で適正に処理しています。 

 

表 3-3 し尿処理施設の概要 

名 称 大井川環境管理センター 藤枝環境管理センター 

所在地 焼津市飯淵2035番地 藤枝市善左衛門20番地 

処理能力 90kL/日 160kL/日 

処理方法 
膜分離高負荷脱窒素処理方式 

＋高度処理 

膜分離高負荷脱窒素処理方式 

＋高度処理 

稼動開始 
平成11年4月 

（初動 昭和55年） 

平成7年4月 

（初動 昭和54年） 

 
２） 中継施設 

2市では中継施設が3施設あります。施設の概要を表3-4に示します。 

 

表 3-4 中継施設の概要 

管理市 焼津市 藤枝市 

名 称 焼津市し尿中継地 藤枝中継センター 岡部中継センター 

所在地 焼津市新屋438番地の１ 藤枝市谷稲葉2番地の1 
藤枝市岡部町桂島 

607番地の2 

貯留能力 
し尿   ： 50kL 

浄化槽汚泥：117kL 

し尿   ： 65kL 

浄化槽汚泥：195kL 

予備   ： 90kL 

し尿   ： 50kL 

浄化槽汚泥：100kL 

予備   ： 50kL 

稼動開始 昭和43年 昭和54年 
平成9年 

（初動 昭和54年） 

管理体制 直営 委託 委託 

   

３） 市管理汚水処理施設及び農業集落排水処理施設 

計画区域内における地域し尿処理施設等として、市が管理する汚水処理施設が８施設、

農業集落排水処理施設が4施設があります。施設概要を表3-5から表3-7に示します。 

 
表 3-5 市管理汚水処理施設の概要（焼津市） 

名 称 
すみれ台住宅団地下水処理場 

(コミュニティ・プラント) 

坂本住宅団地下水処理場 

(コミュニティ・プラント) 

つつじ平住宅団地 

下水処理場 

所在地 
焼津市すみれ台2丁目 

16番2号 
焼津市坂本473番地の4 焼津市上泉612番地の1 

稼動開始 昭和45年4月 昭和46年4月 昭和48年11月 

処理方式 長時間曝気処理方式 長時間曝気処理方式 長時間曝気処理方式 

計画人口 3,400人 350人 2,800人 
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表 3-6 市管理汚水処理施設の概要(藤枝市) 

名 称 
田園団地汚水処理施設 

(コミュニティ・プラント) 

三輪向原団地 

汚水処理施設 

オレンジタウン三輪団地 

汚水処理施設 

所在地 
藤枝市岡部町岡部 

1580番地の16 

藤枝市岡部町三輪 

1476番地の62 

藤枝市岡部町三輪 

1372番地の8 

稼動開始 平成7年4月 昭和53年 昭和55年 

処理方式 接触曝気処理方式 長時間曝気処理方式 長時間曝気処理方式 

計画人口 167人 305人 710人 

名 称 
三輪清水団地 

汚水処理施設 

岡部台団地 

汚水処理施設 

所在地 
藤枝市岡部町三輪 

1395番地の42 

藤枝市岡部町岡部 

1570番地の68 

稼動開始 昭和59年 昭和61年 

処理方式 
接触曝気処理方式 

＋3次処理 
接触曝気処理方式 

計画人口 375人 1,000人 

 
表 3-7 農業集落排水処理施設の概要（藤枝市） 

名 称 
農業集落排水処理施設 

蔵田処理場 

農業集落排水処理施設 

市之瀬処理場 

所在地 藤枝市瀬戸ノ谷9604番地の３ 藤枝市瀬戸ノ谷6846番地の34 

稼動開始 平成8年8月 平成14年8月 

処理方式 沈殿分離接触曝気方式 沈殿分離接触曝気方式 

計画人口 220人（51戸） 400人（90戸） 

名 称 
農業集落排水処理施設 

葉梨西北地区処理場 

農業集落排水処理施設 

村良地区 

所在地 藤枝市西方47番地の4 藤枝市岡部町村良442番地の1 

稼動開始 平成21年8月 平成3年10月 

処理方式 連続流入間欠曝気方式 
流量調整槽前置型嫌気ろ床槽 

併用接触曝気方式 

計画人口 1,700人(389戸) 840人(190戸) 

※焼津市には農業集落排水処理施設はありません。 

 

 
 

＜課 題＞ 

 生活排水処理施設等の課題 

 大井川環境管理センターは稼働から 17 年、藤枝環境管理センターは稼働から 21

年経過しており、中継施設においては稼働から 50 年近く経過している施設もあり

ます。市管理汚水処理施設においても老朽化が進んでいる施設があり、対策が必要

です。両環境管理センターは処理能力の上限で運転することもあるため、新たな施

設の整備をする必要があります。 
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稼動開始 平成8年8月 平成14年8月 

処理方式 沈殿分離接触曝気方式 沈殿分離接触曝気方式 

計画人口 220人（51戸） 400人（90戸） 

名 称 
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葉梨西北地区処理場 

農業集落排水処理施設 

村良地区 

所在地 藤枝市西方47番地の4 藤枝市岡部町村良442番地の1 

稼動開始 平成21年8月 平成3年10月 

処理方式 連続流入間欠曝気方式 
流量調整槽前置型嫌気ろ床槽 

併用接触曝気方式 

計画人口 1,700人(389戸) 840人(190戸) 

※焼津市には農業集落排水処理施設はありません。 

 

 
 

＜課 題＞ 

 生活排水処理施設等の課題 

 大井川環境管理センターは稼働から 17 年、藤枝環境管理センターは稼働から 21

年経過しており、中継施設においては稼働から 50 年近く経過している施設もあり

ます。市管理汚水処理施設においても老朽化が進んでいる施設があり、対策が必要

です。両環境管理センターは処理能力の上限で運転することもあるため、新たな施

設の整備をする必要があります。 
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４．生活排水処理の実績 

１） 生活排水処理形態別人口の実績 

生活排水処理形態別人口を図3-2から図3-4及び表3-8に示します。 

前計画の平成27年度目標値と実績を比較すると、公共下水道水洗化人口は目標値より

上回っており、公共下水道の整備が進んでいます。また、合併処理浄化槽人口も合併処

理浄化槽の普及が進み、目標値より上回っています。単独処理浄化槽人口、し尿汲み取

り人口は目標値を下回っていることから、公共下水道に接続あるいは合併処理浄化槽な

どへの転換が進んでいます。コミュニティ・プラント人口は目標値を上回っていますが、

農業集落排水処理人口は下回っています。 

生活排水処理率（生活雑排水も含めて衛生的に処理している人口の率）は、平成23

年度には59.0％でしたが、平成27年度現在では65.6％となり、生活排水の適正な処理

が進んでいます。 

 

 
図 3-2 生活排水処理形態別人口（2 市合計） 

 

 
 

＜課 題＞ 

 生活排水処理率の向上に関する課題 

 生活排水処理は、公共下水道や合併処理浄化槽の普及が進み、生活排水処理率が

平成 27 年度には 65.6％に達しています。しかし、残りの 30％以上の単独処理浄

化槽世帯やし尿汲み取り世帯からの台所や風呂などの生活雑排水は、未処理で公共

用水域に放流されているため、公共下水道への接続及び合併処理浄化槽などへの転

換が必要です。 



62 

 
図 3-3 焼津市の生活排水処理形態別人口 

 

 
図 3-4 藤枝市の生活排水処理形態別人口 
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図 3-3 焼津市の生活排水処理形態別人口 

 

 
図 3-4 藤枝市の生活排水処理形態別人口 
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表 3-8 生活排水処理形態別人口の推移 

 

 
  

H23 H24 H25 H26 H27

2市合計 人 291,803 291,311 290,595 289,896 288,766

汚水処理人口 人 172,029 176,971 182,619 186,701 189,418

（生活排水処理率） ％ 59.0% 60.7% 62.8% 64.4% 65.6%

公共下水道 人 81,626 82,335 83,825 84,778 85,023

合併処理浄化槽 人 87,323 91,280 95,365 98,466 100,938

コミュニティ・プラント 人 1,470 1,612 1,699 1,656 1,691

農業集落排水施設 人 1,610 1,744 1,730 1,801 1,766

生活雑排水未処理人口 人 119,774 114,340 107,976 103,195 99,348

％ 41.0% 39.3% 37.2% 35.6% 34.4%

単独処理浄化槽 人 108,101 103,240 97,472 93,857 90,704

し尿汲み取り 人 11,673 11,100 10,504 9,338 8,644

焼津市　人口（9月末） 人 146,486 145,304 144,204 143,190 142,198

汚水処理人口 人 87,754 90,209 92,044 93,446 94,884

（生活排水処理率） ％ 59.9% 62.1% 63.8% 65.3% 66.7%

公共下水道 人 28,460 28,494 28,199 28,206 27,975

合併処理浄化槽 人 57,946 60,220 62,261 63,696 65,330

コミュニティ・プラント 人 1,348 1,495 1,584 1,544 1,579

農業集落排水施設 人 0 0 0 0 0

生活雑排水未処理人口 人 58,732 55,095 52,160 49,744 47,314

％ 40.1% 37.9% 36.2% 34.7% 33.3%

単独処理浄化槽 人 52,276 48,829 46,001 44,285 42,207

し尿汲み取り 人 6,456 6,266 6,159 5,459 5,107

藤枝市　人口（9月末） 人 145,317 146,007 146,391 146,706 146,568

汚水処理人口 人 84,275 86,762 90,575 93,255 94,534

（生活排水処理率） ％ 58.0% 59.4% 61.9% 63.6% 64.5%

公共下水道 人 53,166 53,841 55,626 56,572 57,048

合併処理浄化槽 人 29,377 31,060 33,104 34,770 35,608

コミュニティ・プラント 人 122 117 115 112 112

農業集落排水施設 人 1,610 1,744 1,730 1,801 1,766

生活雑排水未処理人口 人 61,042 59,245 55,816 53,451 52,034

％ 42.0% 40.6% 38.1% 36.4% 35.5%

単独処理浄化槽 人 55,825 54,411 51,471 49,572 48,497

し尿汲み取り 人 5,217 4,834 4,345 3,879 3,537

実績
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２） し尿・浄化槽汚泥量の実績 

平成27年度のし尿及び浄化槽汚泥の処理量は96,428kLであり、その内訳は、し尿

4,872kL（5.1％）、浄化槽汚泥が91,557kL（94.9％）となっています。 

※年間量は、小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。 

 

図 3-5 し尿及び浄化槽汚泥量（2 市合計） 

 

 

図 3-6 焼津市のし尿及び浄化槽汚泥量 
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図 3-6 焼津市のし尿及び浄化槽汚泥量 
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図 3-7 藤枝市のし尿及び浄化槽汚泥量 

 
 
 
 

  

（大井川環境管理センター） （藤枝環境管理センター） 
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表 3-9 し尿及び浄化槽汚泥量の推移 

 
 

 

 

H23 H24 H25 H26 H27

２市収集量合計 kL/年 94,811 94,081 97,229 97,465 96,428

kL/日 259 258 266 267 263

し尿 kL/年 6,926 6,069 5,757 5,227 4,872

浄化槽汚泥量 kL/年 87,885 88,012 91,471 92,238 91,557

合併処理浄化槽汚泥 kL/年 46,435 48,051 51,718 53,399 53,780

単独処理浄化槽汚泥 kL/年 40,674 38,679 38,635 37,839 36,788

コミュニティ・プラント汚泥 kL/年 629 659 696 676 670

農業集落排水処理汚泥 kL/年 147 623 423 324 319

排出量原単位

し尿 L/人日 1.62 1.50 1.50 1.53 1.54

合併処理浄化槽汚泥 L/人日 1.45 1.44 1.49 1.49 1.46

単独処理浄化槽汚泥 L/人日 1.03 1.03 1.09 1.10 1.11

コミュニティ・プラント汚泥 L/人日 1.17 1.12 1.12 1.12 1.08

農業集落排水処理汚泥 L/人日 0.25 0.98 0.67 0.49 0.49

焼津市収集量 kL/年 47,881 48,797 50,840 50,676 49,842

kL/日 131 134 139 139 136

し尿 kL/年 3,383 3,283 3,227 2,861 2,677

浄化槽汚泥量 kL/年 44,498 45,514 47,613 47,815 47,165

合併処理浄化槽汚泥 kL/年 27,548 28,902 30,858 31,624 31,704

単独処理浄化槽汚泥 kL/年 16,359 15,991 16,096 15,552 14,829

コミュニティ・プラント汚泥 kL/年 591 621 658 638 632

藤枝市収集量 kL/年 46,931 45,284 46,389 46,789 46,586

kL/日 128 124 127 128 127

し尿 kL/年 3,543 2,786 2,530 2,367 2,195

浄化槽汚泥量 kL/年 43,387 42,498 43,859 44,423 44,391

合併処理浄化槽汚泥 kL/年 18,888 19,149 20,860 21,775 22,076

単独処理浄化槽汚泥 kL/年 24,314 22,688 22,538 22,286 21,959

コミュニティ・プラント汚泥 kL/年 38 38 38 38 38

農業集落排水処理汚泥 kL/年 147 623 423 324 319

実績

＜課 題＞ 

 災害発生時における処理の課題 

 
 
 その他の課題 

 
 

 

大規模な災害が発生した場合、避難所に設置される仮設トイレからの収集等が必

要となり、迅速な対応が求められます。 

 

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、保守点検、清掃、法定検査の適切な実施

が必要です。 
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表 3-9 し尿及び浄化槽汚泥量の推移 
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し尿 kL/年 3,543 2,786 2,530 2,367 2,195

浄化槽汚泥量 kL/年 43,387 42,498 43,859 44,423 44,391

合併処理浄化槽汚泥 kL/年 18,888 19,149 20,860 21,775 22,076

単独処理浄化槽汚泥 kL/年 24,314 22,688 22,538 22,286 21,959

コミュニティ・プラント汚泥 kL/年 38 38 38 38 38

農業集落排水処理汚泥 kL/年 147 623 423 324 319

実績

＜課 題＞ 

 災害発生時における処理の課題 

 
 
 その他の課題 

 
 

 

大規模な災害が発生した場合、避難所に設置される仮設トイレからの収集等が必

要となり、迅速な対応が求められます。 

 

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、保守点検、清掃、法定検査の適切な実施

が必要です。 
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第２節 し尿及び浄化槽汚泥排出量の推計 
１．生活排水処理形態別人口の推計 

１） 生活排水処理形態別人口の推計方法 

公共下水道人口は２市の公共下水道事業計画の人口とし、合併処理浄化槽人口、コミ

ュニティ・プラント人口、農業集落排水処理人口、し尿汲み取り人口は予測式で推計し

ました。 

 
２） 生活排水処理形態別人口の推計結果 

２市の生活排水処理形態別人口をそれぞれ推計した結果を図3-8から図3-10に示し

ます。 

公共下水道人口は各市の公共下水道事業計画等を目標に増加し、合併処理浄化槽人口

も徐々に増加する見込みです。 

コミュニティ・プラント人口及び農業集落排水処理人口は平成27年度を維持する見込

みです。単独処理浄化槽人口及びし尿汲み取り人口は公共下水道の整備や合併処理浄化

槽への移行とともに減少する見込みです。 

 

 
図 3-8 生活排水処理形態別人口の推計結果（2 市合計） 
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図 3-9 焼津市の生活排水処理形態別人口の推計結果 

 

 
図 3-10 藤枝市の生活排水処理形態別人口の推計結果 
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図 3-9 焼津市の生活排水処理形態別人口の推計結果 

 

 
図 3-10 藤枝市の生活排水処理形態別人口の推計結果 
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２．し尿及び浄化槽汚泥量の推計 

し尿及び浄化槽汚泥量の推計結果を図 3-11 から図 3-13 に示します。 

し尿汲み取り量は、汲み取り人口の減少とともに減少する見込みです。 

合併処理浄化槽汚泥量は、処理人口の増加により、汚泥量も増加するものと考えられ

ます。 

単独処理浄化槽汚泥量は、処理人口の減少とともに減少する見込みです。 

 

 

図 3-11 し尿及び浄化槽汚泥量の推計結果（2 市合計） 

 
 

（汚泥の搬入状況） 
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図 3-12 焼津市のし尿及び浄化槽汚泥量の推計結果 

 

 

図 3-13 藤枝市のし尿及び浄化槽汚泥量の推計結果 
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図 3-12 焼津市のし尿及び浄化槽汚泥量の推計結果 

 

 

図 3-13 藤枝市のし尿及び浄化槽汚泥量の推計結果 
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第３節 生活排水処理行動計画 
１．基本方針 

これまで 2 市では、生活排水を公共下水道や合併処理浄化槽などにより処理するなど、

適正な施策を進めてきました。 

2 市において更なる生活排水の適正処理を行うため、下記のように生活排水処理の基

本方針を定め、市民や事業者と行政が一体となって自然環境の保全に努めます。 

 

 
 

  

 
 

Ⅰ：生活排水の適正な処理 

公共用水域の水質保全を図るため、合併処理浄化槽への移行並びに公共下水

道などの計画的な整備を推進するとともに、将来の生活排水処理量に応じた

新たなし尿処理施設の整備計画について取り組みます。 

Ⅱ：公共下水道への接続の啓発・指導 

公共下水道への未接続世帯には、公共下水道に接続するよう啓発、指導しま

す。  

Ⅲ：合併処理浄化槽への転換の啓発・指導 

公共下水道事業計画区域外の単独処理浄化槽やし尿汲み取り世帯に対して、

合併処理浄化槽などへの転換を啓発、指導します。 

基本方針 
 

（下水道処理施設） 
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２．生活排水処理の目標 

処理目標を、人口に対する生活排水処理人口の割合（生活排水処理率）で示します。

生活排水処理人口は、し尿及び生活雑排水を適正に処理している人口で、下水道水洗化

人口に合併処理浄化槽人口、コミュニティ・プラント人口及び農業集落排水処理人口を

加算した人口になります。 

今後の公共下水道の整備、接続の促進、合併処理浄化槽への転換促進により、生活排

水処理率を平成 27年度現在 65.6％から中間目標年次の平成 33年度に以下のように向

上させ、最終目標年次の平成 43 年度までに更なる処理率の向上に努めます。 

 

生活排水処理率（2 市全体） 

平成 27 年度 

65.6％ 

焼津市：66.7％ 

藤枝市：64.5％ 

  

平成 33 年度 

75％ 

焼津市：75.1％ 

藤枝市：76.6％ 

  

  約 10 ﾎﾟｲﾝﾄ向上 

※イラストの出典：「浄化槽のひみつ」【環境省】
(http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/himitsu/index.html)  
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３．基本方針に即した主な施策 

基本方針に基づいた施策を図 3-14 に示します。 

 

 
図 3-14 施策体系 

 

 

基本方針に基づく主な施策内容は以下のとおりです。 

 
 
 
 
 
 

１）合併処理浄化槽の整備促進 

 公共下水道、農業集落排水及びコミュニティ・プラント処理区域以外の区域を対象

に合併処理浄化槽の整備促進を図ります。 

公共水域の水質汚濁の大きな要因として生活雑排水の未処理放流があげられます。

特に、単独処理浄化槽の基数は、２市の世帯数の約 1/3 に及んでいます。この単独処

理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を進めることにより水環境の改善を図ります。 

２）公共下水道への接続の啓発・指導 

 下水道に未接続の世帯に対して公共下水道への接続を促進します。 

基本方針 基本方針に基づく主な施策 

Ⅰ：生活排水の適正な

処理 

 

Ⅱ：公共下水道への接

続の啓発・指導 

 

Ⅲ：合併処理浄化槽へ

の転換の啓発・指導 

(１）生活排水処理施設整備の推進 

(２）環境教育・啓発活動の推進 

(３）し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進 

(４）循環型社会への対応 

（１）生活排水処理施設整備の推進 

・合併処理浄化槽の整備促進 

・公共下水道への接続の啓発・指導 

・新し尿処理施設整備計画への取組 
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３）新し尿処理施設整備計画への取組 

 大井川環境管理センター及び藤枝環境管理センターにおける処理能力不足の解消、

地元の設置期限と施設老朽化に対応するため、新たな施設の整備に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 

１）環境保全意識の向上 

 調理くず・廃食用油の処理、洗剤使用の適正化など、生活排水の環境負荷について、

家庭や地域における環境教育・啓発を行い、公共用水域の保全意識の向上を図ります。 

２）啓発活動の推進 

 水環境に対する意識の向上を図るため、水の大切さや生活雑排水が河川や海へ与え

る影響などについて、広報・啓発用のチラシ配布、市や組合のホームページなどによ

って、生活排水対策の必要性や公共下水道及び合併処理浄化槽の利用促進について継

続的に情報を発信することに取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）収集体制の整備 

 今後も増加することが推測される浄化槽汚泥や、減少していく汲み取りし尿につい

ては、委託業者や許可業者と連携しながら効率的で効果的な収集体制の整備を図りま

す。 

２）適正な処理計画の実施 

 ２市及び組合が連携して定期的に会議を開催する事などにより生活排水処理に関す

る情報を一元的に管理し、計画的なし尿・浄化槽汚泥の処理を実施します。 

３）し尿処理施設の適正管理 

 大井川環境管理センター及び藤枝環境管理センターについては、関係法令を遵守し

適正な維持管理を行うとともに、周辺環境に配慮し、安全安心な運転を行います。 

４）コミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設などの適正管理 

 現在のコミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設、中継基地については、関

係法令を遵守し適正な維持管理を行います。 

（２）環境教育・啓発活動の推進 

・環境保全意識の向上 

・啓発活動の推進 

（３）し尿・浄化槽汚泥の適正処理の推進 

・収集体制の整備 

・適正な処理計画の実施 

・し尿処理施設の適正管理 

・コミュニティ・プラント、農業集落排水処理施設などの適正管理 

・浄化槽維持管理の適正化の促進 
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５）浄化槽維持管理の適正化の促進 

 県や法定検査機関及び浄化槽協会などの関係機関と連携を図り、浄化槽の設置、保

守点検、清掃及び法定検査など、維持管理の適正化を促進します。 

また、浄化槽管理者講習会や巡回指導などを、関係機関と協働して実施します。 

 
 
 
 
１）資源化の推進 

 新たな施設を計画する際は、リンの回収を調査検討し、循環型社会の構築にふさわ

しい施設となるように整備を進めます。 

 

４．生活排水処理に関する計画 

１） 合併処理浄化槽整備計画 

合併処理浄化槽整備に関して表3-10のように整備促進を図ります。 

 
表 3-10 合併処理浄化槽の整備計画 

人槽区分 焼津市 藤枝市 

5 人槽 1,500 基（4,500 人分） 1,050 基（2,625 人分） 

6～7 人槽 750 基（3,500 人分） 900 基（3,150 人分） 

8～10 人槽 150 基（ 900 人分） 250 基（1,125 人分） 

合 計 2,400 基（8,900 人分） 2,200 基（6,900 人分） 

※設置整備事項の整備計画（平成 26 年度～平成 30 年度） 

 
２） 公共下水道事業計画 

公共下水道整備に関して表3-11及び表3-12のような事業計画が認可されています。 

 
表 3-11 焼津市の公共下水道事業計画 

目標年次 平成 29 年度 平成 31 年度 

計画処理面積（ha） 554.94 554.94 

処理区域内人口（人） 32,385 32,123 

※資料：焼津市下水道課 

表 3-12 藤枝市の公共下水道事業計画 

  目標年次 平成 33 年度 

計画処理面積（ha） 1,227 

処理区域内人口（人） 59,310 

※資料：藤枝市下水道課 

（４）循環型社会への対応 

・資源化の推進 
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５．し尿処理施設の整備に関する事項 

１） 新たな施設整備の必要性 

組合は、し尿処理施設である大井川環境管理センターと藤枝環境管理センターを

管理しています。大井川環境管理センターは平成 11 年度稼働（稼働後 17 年経過）、

藤枝環境管理センターは平成 7 年度稼働（稼動後 21 年経過）であり、設備・装置

の老朽化への対応を図る必要があります。また、浄化槽の普及によるし尿処理量の

減少、浄化槽汚泥処理量の増加が顕著であり、将来的に処理量が各施設の処理能力

を超過することが予想されます。このことから、組合は、し尿等の適正処理の安定

的な維持と、循環型社会形成の更なる推進を目指すため、新環境管理センターを整

備することとしました。 

 
２） 施設整備の基本方針 

新環境管理センターの施設整備に関する基本方針は以下のとおりです。 

（１）環境に配慮した施設 

 施設の建設及び稼働に伴う環境への負荷を低減するとともに、施設周辺の生活

環境の保全や周辺環境との調和に配慮した施設とします。 

（２）安心・安全な施設 

 周辺住民が安心して生活できる安全な施設とします。 

（３）安定稼働の優れた施設 

 処理システムの技術的な安定性・信頼性を確保するとともに、維持管理が容易

で耐久性に優れた施設とします。 

（４）循環型社会に配慮した施設 

 地域の特性を考慮した効果的な資源物の有効利用が図れる施設とします。 

（５）経済性に優れた施設 

 建設費及び維持管理費全般について、コストの低減を図ります。 

（６）災害に強い施設 

 地震等の自然災害に対し、万全な安全対策を講じた施設とします。 
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的な維持と、循環型社会形成の更なる推進を目指すため、新環境管理センターを整

備することとしました。 

 
２） 施設整備の基本方針 

新環境管理センターの施設整備に関する基本方針は以下のとおりです。 

（１）環境に配慮した施設 

 施設の建設及び稼働に伴う環境への負荷を低減するとともに、施設周辺の生活

環境の保全や周辺環境との調和に配慮した施設とします。 

（２）安心・安全な施設 

 周辺住民が安心して生活できる安全な施設とします。 

（３）安定稼働の優れた施設 

 処理システムの技術的な安定性・信頼性を確保するとともに、維持管理が容易

で耐久性に優れた施設とします。 

（４）循環型社会に配慮した施設 

 地域の特性を考慮した効果的な資源物の有効利用が図れる施設とします。 

（５）経済性に優れた施設 

 建設費及び維持管理費全般について、コストの低減を図ります。 

（６）災害に強い施設 

 地震等の自然災害に対し、万全な安全対策を講じた施設とします。 
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３） 新施設の整備概要 

新施設の整備概要は以下のとおりです。 

 
(ア)施設規模 

 新環境管理センターの施設規模についてはし尿及び浄化槽汚泥の推計結果に基づき、

施設の老朽化、処理能力不足等に対応するため、新たに２市にし尿処理施設を整備し

ます。 

新大井川環境管理センター 

179.7kL/日（平成 33 年度の処理量※）×1.15（変動係数） 

⇒210kL/日 

新藤枝環境管理センター 

137.5kL/日（平成 33 年度の処理量※）×1.15（変動係数） 

⇒160kL/日 

※施設規模は、施設の稼働年度（平成33年度を予定）を含めた7年間で最も処理量が大きな年度（平

成33年度）を基準に設定した。 

(イ)処理方式 

 水処理方式については、【膜分離高負荷脱窒素処理方式】または【浄化槽汚泥混入

比率の高い脱窒素処理方式】とします。資源化方式については【リン回収】としま

す。 

 
 

４） 環境保全計画 

可能な限り環境負荷の低減を図るため、法令基準値よりも厳しい自主規制値を設け悪

臭等の発生を最大限抑制し、万全の環境保全対策を講じます。 

 

６．災害発生時における生活排水処理 

災害発生時においては、災害時における公衆衛生確保に向け、被災状況の把握や被害

箇所の修理を迅速に行い、状況に応じて仮設トイレの設置、し尿等を収集運搬する機材

や人員を確保します。なお、仮設トイレからのし尿等の収集については、迅速な対応に

努めます。 

また、県内全市町・一部事務組合が締結した「一般廃棄物処理に関する災害時の相互

援助に関する協定書（平成 13 年 3 月 30 日調印）」では、処理に必要な物資援助や職員

の派遣について定められていることから、この協定に基づき被災地の生活環境の保全と

市民生活の相互支援に努めます。 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般廃棄物処理基本計画 
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