
 資料編 1 

１．地区別のごみ量実績 

 

参考表1-1 ごみ収集量の実績（頴娃地域） 

 
 行政区域内人口：各年度3月末人口（住民基本台帳）   資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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参考表1-2 ごみ処理量の実績（頴娃地域） 

 
  資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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参考表1-3 ごみ収集量の実績（知覧地域） 

 

 行政区域内人口：各年度3月末人口（住民基本台帳）   資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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参考表1-4 ごみ処理量の実績（知覧地域） 

 

  資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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参考表1-5 ごみ収集量の実績（川辺地域） 

 

 行政区域内人口：各年度3月末人口（住民基本台帳）   資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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参考表1-6 ごみ処理量の実績（川辺地域） 

 
  資料：一般廃棄物処理事業実態調査等 
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２．中間処理施設の実績 

 

参考表2-1 可燃系ごみ処理施設の処理実績 

 
                             資料：一般廃棄物処理事業実態調査 

 

参考表2-2 不燃系・資源系ごみ処理施設の処理実績 

 
                             資料：一般廃棄物処理事業実態調査 

 

 

 

３．最終処分場の実績 

 

参考表3-1 最終処分場の埋立実績 

 
                                        資料：一般廃棄物処理事業実態調査 
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４．地区別のごみ処理経費 

 

参考表4-1 ごみ処理経費（頴娃地域） 

 
資料：一般廃棄物処理事業実態調査  

 

参考表4-2 ごみ処理経費（知覧，川辺地域） 

 
資料：一般廃棄物処理事業実態調査  
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５．一般廃棄物処理システムの評価（類似都市比較） 

標準的な評価項目の指標値について，本市の水準を明らかにするために類似都市

の平均値と比較する。類似都市の抽出は，総務省により提示されている類似団体別

市町村財政指数表の類型による類似団体を用いた。 

ここで，市町村（特別区を含む）の財政比較分析表における類似団体とは，行政

権能の相違を踏まえつつ，人口及び産業構造により全国の市町村を35の類型（平成

21年度決算の場合）に分類した結果，当該団体と同じ類型に属する団体とされてい

る。 

平成30年度決算における本市の類型は，Ⅰ－０グループに区分され，同類型に属

する都市は本市を含めて35市ある。このうち，計画収集人口が，30,000人～40,000

人と本市の計画収集人口により近い10市を抽出した。（参考表5-1） 

本市は，１人１日当たりのごみ総排出量が類似都市平均値よりやや少ない。一

方，廃棄物からの資源回収率が類似都市平均値より低く，最終処分率が類似都市平

均値より高い。 

 

参考表5-1 類似都市との比較 
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６．ごみ処理処分技術の動向 

(1) 収集・運搬技術 

 排出されたごみを効率的に収集運搬するための技術として主に以下のものがあ

る。 

①車両輸送方式  

可燃系・不燃系ごみの収集は，パッカー車と呼ばれる機械式収集車による車両

での収集が主流である。パッカー車は投入されたごみを機械力で車内の貯留部に

押し込む構造になっており，回転式・圧縮式等の方式がある。 

その他，資源系ごみ・粗大ごみ・廃棄物処理施設間の運搬等には多室型分別収

集車，ダンプカー，トラック，コンテナ車，クレーン付き車両など様々な車両が

使用されている。  

近年，地球温暖化対策として，積込排出機構の動力源が主として電力である電

動式塵芥収集車や，ハイブリット自動車，天然ガス自動車が導入されている事例

もある。また，ディーゼルエンジン車の燃料（軽油）の代替としてバイオディー

ゼル燃料（BDF）を収集車に使用している事例もある。 

 ②廃棄物運搬中継・中間処理施設 

廃棄物運搬中継・中間処理施設は，収集地域と処理施設の間で，収集・運搬効

率を高めるためにごみの圧縮，大型運搬車への積替え等，廃棄物の運搬中継及び

中間処理を行う施設である，積替え方式として，コンパクタ・コンテナ方式，貯

留排出機方式，梱包方式，ホッパ方式などがある。 

③管路輸送方式  

廃棄物を収集運搬する方法は，車両による方法が一般的であるが，空気の力を

利用して廃棄物をパイプラインで送る方式（管路輸送方式）がある。管路輸送方

式は，分別収集が困難等の理由により，近年の導入事例は少ない。  

 

 

(2) 焼却・溶融技術 

①焼却処理施設 

代表的ごみ焼却炉として，ストーカ式と流動

床式とがある。また，稼動時間により１日24時

間連続運転する連続運転式ごみ焼却炉と，24時

間連続運転しない間欠運転式ごみ焼却炉があ

る。間欠運転式の中には，１日16時間運転する

准連続炉と１日８時間運転するバッチ炉（機械

式または固定式）がある。 

a)ストーカ式焼却炉 

ストーカ式焼却炉は，耐熱鋳物でできた火

格子を重ねてごみを燃やす床（ストーカ）を

作り，この上で比較的時間（２時間程度）を

かけてごみを燃焼させる炉で，ごみ焼却炉と 参考図 6-1 ストーカ式焼却炉

1) 
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して今まで最も実績が多い（参考図6-1）。 

また，耐火物を内張りしたキルン（円筒

状）炉床を回転させながらごみを燃焼させ

る，キルン式焼却炉がある（参考図6-2）。回

転式の焼却炉は，産業廃棄物等不均質なごみ

質のものを焼却する場合に多く利用され，ス

トーカ炉と組み合わせて設置される場合が多

い。 

b)流動床式焼却炉 

流動床式ごみ焼却炉とは，炉の中に砂を入

れ，この砂層の下部にある多孔管から空気を

吹き込み砂を流動させ，バーナーで砂を高温

に加熱し，そこに破砕したごみを投入するこ

とにより，砂の中や上の燃焼室で瞬間に近い

短時間でごみを燃焼させる方式である（参考

図6-3）。 

 

②溶融処理施設 

溶融処理設備には，熱分解と溶融とを一つの

炉で行う直接溶融炉と，熱分解と溶融を別の炉

で行う熱分解ガス化溶融炉がある。また，焼却

された焼却灰を受け入れて溶融を行う灰溶融炉

がある。 

a)直接溶融炉 

直接溶融炉（コークスベッド式）は，高炉

の原理を応用した技術で，熱源としてコークスを用いる。シャフト炉の頂部よ

り，ごみ・コークスおよび石灰石を投入する。竪型炉内は上部より，乾燥・予

熱帯，熱分解帯，燃焼・溶融帯に区分される。ごみは乾燥・予熱帯で乾燥さ

れ，温度の上昇と共に熱分解が起こり，可燃性ガス（熱分解ガス）が発生し，

ガスは炉頂部から排出され，ガス燃焼室で２次燃焼する。熱分解後の残渣はコ

ークスと共に燃焼・溶融帯に下降し，下部羽口より供給される酸素により燃焼

し，溶融される。溶融物は炉底よりスラグとメタルとして回収される。 

b)熱分解ガス化溶融炉 

ここで熱分解とは，無酸素または低酸素雰囲気下の炉で，ごみを500℃程度に

加熱し，熱分解ガス（炭化水素，一酸化炭素等），タール（有機化合物），チャ

ー（熱分解残渣，炭）に分解する反応を言う。熱分解ガス化溶融炉はごみを上

記の熱分解処理し，発生した可燃性ガスでチャーを高温（約1,300-1,450℃）で

溶融する。ごみ発熱量がある程度あると，スラグ化するための外部熱源が不要

となる。また，余剰に発生した熱分解ガスは２次燃焼室で完全燃焼させ，廃熱

ボイラで熱回収を行い，高効率ごみ発電も可能となる。 

参考図 6-3 流動床式焼却炉 1) 
 

参考図 6-2 キルン式焼却炉 1) 
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c)灰溶融炉 

溶融処理において，焼却＋灰溶融の方式をとる場合，灰溶融のための別途熱

源が必要となるが，２段の処理により運転上のリスクを軽減することが可能と

なる。灰溶融炉として下記のような方式がある。 

＜電気溶融方式＞ 

電気溶融方式としてプラズマ方式，アーク方式，電気抵抗加熱方式，高周波

誘導方式，低周波誘導方式等がある。灰溶融の施設としては，電気溶融方式が

最も多く採用されている。 

＜表面溶融方式＞ 

燃料を用いて溶融する方式でフィルム溶融方式，旋回流溶融方式，回転式表

面溶融方式，ロータリーキルン溶融方式等がある。 

＜副資材溶融方式＞ 

副資材溶融方式として，コークスベッド式溶融方式，シャフト炉式溶融方式

等がある。 

 

③ごみ発電施設 

サーマルリサイクルの効率化のために，より発電効率の高いごみ発電の必要性

が高まっている。ごみ発電技術の進化により，発電効率は20％を超えるケースも

出てきており，ガスタービンリパワリング複合発電方式（スーパーごみ発電方

式）においては34％を超えるレベルに達している。運転実績等により技術確立度

の高いものとして次のごみ発電方式がある。 

＜ストーカ炉/別置型灰溶融炉発電方式＞ 

＜流動床炉/別置型灰溶融炉発電方式＞ 

＜流動床式熱分解ガス化溶融炉発電方式＞ 

＜キルン式間接加熱型熱分解ガス化溶融炉発電方式＞ 

＜シャフト型ガス化溶融炉発電方式＞ 

このほか，ＲＤＦを処理対象物とするＲＤＦ発電方式がある。 
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(3) リサイクル技術 

①粗大ごみ処理技術 

不燃系粗大ごみの処理は，衝撃方式による破砕選別が基本であり，破砕処理後

の選別により，鉄やアルミニウムを回収する。また，風力選別処理で軽量の可燃

ごみを選別することも可能である。 

 

②資源ごみのリサイクル技術 

ビン，缶のリサイクルのための選別技術は，ほぼ確立されている。省力化のた

めに課題であった自動色選別技術についても幾つかの技術が提案され，実設備と

して採用されている。 

 

③廃プラスチックの再利用 

廃プラスチックの再利用法として，マテリアルリサイクル，ケミカルリサイク

ル，サーマルリサイクルがある。 

a)マテリアルリサイクル 

使用済み製品や製造工程で発生する端材等の廃プラスチックを，再びプラス

チック製品として再利用するもので，他材質の混合の少ない単一の種類の廃プ

ラスチックが適している。技術面では，粉砕・分離・選別・成形・加工等に適

切な技術の応用が必要である。また，経済，流通面でも経済性に優れたリサイ

クル品を開発すると共に，リサイクル製品の市場開拓も重要である。マテリア

ルリサイクルの例としては，輸送用樹脂パレット，自動車関連部品（吸音材，

バンパー等），土木・建築資材，塩ビ配管・継ぎ手の管材としてのリサイクル等

が挙げられる。 

b)ケミカルリサイクル 

廃プラスチックを熱分解や化学分解により，ガス化，油化，原料(モノマー)

化等を行い再利用する。各種の技術開発が進められており，ケミカルリサイク

ルの例としては，鉄鉱石の還元剤としての利用，再生塩ビ樹脂，ペットボトル

のモノマー化リサイクル等が挙げられる。 

c)サーマルリサイクル 

廃プラスチックのサーマルリサイクル法として，セメント原燃料化やごみ発

電が挙げられる。セメント原燃料化は廃プラスチックを高カロリー原燃料とし

て利用し，製造コスト低下に役立てられる。また，ごみ発電は前述の焼却炉，

溶融炉で燃焼し，廃熱ボイラより発生した蒸気により発電を行う。 
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(4) 生ごみの資源化 

一般廃棄物の可燃ごみのうち，厨芥ごみ等の生ごみは一般廃棄物の中でリサイク

ルが遅れている品目である。生ごみのリサイクルは今後推進されるべき大きな課題

であるが，以下に生ごみの資源化の概要を記す。 

①バイオガス化によるエネルギー回収 

生ごみをメタン発酵して得られるバイオガス（メタンガス）をエネルギー源と

して活用する方法である。バイオガスは，有機性廃棄物を嫌気性消化（メタン発

酵）することにより得られるガスで，主にメタン（CH4：約60％）と二酸化炭素

（CO2：約40％）からなっている。利用法として下記がある。 

a)ボイラの燃料ガスとして利用 

ボイラの燃料として利用し，温水や蒸気を得て空調，給湯，発電等に用い

る。 

b)ガスタービンの燃料として利用 

ガスタービン駆動用燃料として発電機を回転させ，発電の目的に使用する。 

c)燃料電池の燃料として利用 

騒音・臭い等の問題が無く，優れた方法であるが，燃料電池のコストダウン

が課題である。 

メタン発酵法は発生したメタンガスの利用形態が多く，重要な利用法である

が，嫌気発酵の残渣及び消化液（液肥）が発生する。残渣は堆肥化，焼却等の処

理がなされる。液肥は肥料成分を含み，北海道等の広大な農地を有する場合，液

肥をそのまま肥料として散布するケースがあるが，多くは処理して放流するた

め，維持管理費が高く，今後，液肥の利用法に関する技術開発が望まれている。 

また，通常の可燃ごみから発酵可能物を機械選別した後にメタン発酵処理を行

い，その他を焼却処理する設備を組み合わせた処理施設も開発されている。 

 

②生ごみのコンポスト化 

生ごみを堆肥化する方法である。コンポスト化により，不安定有機物を分解

し，C/N比の改善，細菌・害虫・雑草種子の不活性化，減量，及び汚物感の解消が

なされ，農地に施用可能な堆肥となる。コンポスト化は一般的には好気性細菌を

主とする微生物の働きにより行われ，好気的条件を作るため，通気，定期的切り

返し等が行われる。コンポスト化にあたっては，分別，収集，堆肥製造，頒布等

が適切に行われるよう，十分な計画・検討が必要である。 
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(5) 最終処分場技術 

①オープン型最終処分場 

わが国の一般廃棄物最終処分場は，下部浸出水集排水管を通して空気が供給さ

れ，埋立物の安定化を好気的条件で行う，いわゆる準好気性埋立構造が一般的に

採用されている。 

環境リスクを低減するために，近年，遮水工技術・浸出水処理技術・漏水検知

等モニタリング技術等の大幅な進展が見られる。 

 

②クローズド型最終処分場 

一般廃棄物最終処分場に天蓋を設けた，クローズド型最終処分場の採用が増え

てきている。 

クローズド型最終処分場は，埋立廃棄物にある程度の制限があること，天蓋の

部分の費用が加算されること等の課題があるが，住民の景観に関する容認を得ら

れやすいこと，廃棄物の飛散等の環境リスクが小さいこと，散水量を人為的に設

定し安定化の制御がしやすいこと，浸出水を再利用し無放流設計も可能なこと等

の長所も有している。人家の近くに設置される場合，降水量が非常に多い地域，

積雪の多い地域等では検討に値する方式である。 

 

③最終処分場再生技術 

新しい最終処分場の用地選定，確保が困難な場合では，既存最終処分場の再生

（リニューアル）等による延命化手法が検討されており，実施例も出てきてい

る。延命化対策として，既設処分場の単純な嵩上げ等の方法もあるが，埋立物を

掘り起こし，選別・処理を行うことにより，リサイクルできる資源物は最大限リ

サイクルされる方法が行われている。また，リサイクルできない残渣は選別，破

砕，焼却・溶融による減容化，転圧等により，埋立処分容量を大幅に削減し，処

分場を最大限効率的に利用する方法が行われている（参考図6-4）。 

覆土嵩上
利用

土砂類

不燃物 溶融施設

可燃物 焼却施設

資源物

焼却灰
資源利用 溶融スラグ

利用

処分場
掘り起し

処分場
延命化選別

 

参考図6-4  最終処分場の再生・延命化 

資料:1)ごみ処理施設整備の計画・設計要領，(社)全国都市清掃会議(1999) 
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７．ごみ量の推計 

(1) 推計手順 

ごみ量の推計は，収集ごみ（可燃ごみ，不燃ごみ，資源ごみ）の過去10年間の１

人１日当たりの排出量の実績値，及び直接搬入ごみ（可燃ごみ，不燃・粗大ごみ，

資源ごみ）の過去10年間の１日当たりの排出量の実績値を基に，資源化・減量化施

策などが現状のまま将来まで推移した場合についての予測を行った。 

推計方法は，最小二乗法による関数式（５式：直線式・二次関数曲線・指数曲

線・べき乗曲線・ロジスティック曲線）によって行い，それぞれの区分で，過小あ

るいは過大な結果となるものを除き，過去に採用した関数式を予測値とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図7-1 算定手順 

 

 なお，参考図7-1における算出式は以下のとおりである。 

 

 ＜収集ごみ＞ 

・排出原単位（１人１日当たり換算値）(g/人･日) 

  ＝収集ごみ実績値(t/年)÷365(日)÷人口(人)×106 

  

・将来排出量（全量換算）(t/年) 

  ＝将来排出原単位(g/人･日)×人口(人)×365日÷106 

収集ごみ（可燃ごみ，不燃ごみ，資源ごみ），直接搬入ごみ（可燃ごみ，不

燃・粗大ごみ，資源ごみ）の実績値（平成 22～令和元年度） 

年間排出ごみ量 

収集ごみ（可燃ごみ，不燃ごみ，資源ごみ），直接搬入ごみ（可燃ごみ，不

燃・粗大ごみ，資源ごみ）の排出原単位（平成 22～令和元年度） 

人口実績値 

（平成 22～令和元年度） 

合計 

収集ごみ（可燃ごみ，不燃ごみ，資源ごみ），直接搬入ごみ（可燃ごみ，不

燃・粗大ごみ，資源ごみ）の将来排出原単位 

(１人)１日当たり換算 

将来推計 

収集ごみ（可燃ごみ，不燃ごみ，資源ごみ），直接搬入ごみ（可燃ごみ，不

燃・粗大ごみ，資源ごみ）の将来排出量 

将来推計 

将来人口推計値 

全量換算 
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＜直接搬入ごみ＞ 

・排出原単位（１日当たり換算値）(t/日) 

  ＝直接搬入ごみ実績値(t/年)÷365(日) 

 ・将来排出量（全量換算）(t/年) 

  ＝将来排出原単位(t/日)×365日 

 

(2) 推計結果 

 ごみ量の推計結果を参考表7-1～参考表7-6に示す。 

 ①収集ごみ（可燃ごみ）     ：参考表7-1 

収集ごみ（可燃ごみ）の予測式は，５式とも増加傾向である。このため，５式

のうち最も相関の高いロジスティック曲線を採用した。 

 ②収集ごみ（不燃ごみ）     ：参考表7-2 

収集ごみ（不燃ごみ）の予測式は，２次関数式を除き，４式とも増加傾向であ

る。このため，４式のうち最も相関の高いべき乗曲線を採用した。 

③収集ごみ（資源ごみ）     ：参考表7-3 

収集ごみ（資源ごみ）の予測式は，５式とも減少傾向である。このため，５式

のうち最も相関の高い指数曲線を採用した。 

 ④直接搬入ごみ（可燃ごみ）   ：参考表7-4 

直接搬入ごみ（可燃ごみ）の予測式は，２次関数曲線を除き，４式とも減少傾

向である。このため，４式のうち最も相関の高い指数曲線を採用した。 

 ⑤直接搬入ごみ（不燃・粗大ごみ）：参考表7-5 

直接搬入ごみ（不燃・粗大ごみ）の予測式は，過大または過小な結果となる２

次関数曲線及びロジスティック曲線を除き，３式とも減少傾向である。このた

め，３式のうち最も相関の高いべき乗曲線を採用した。 

 ⑥直接搬入ごみ（資源ごみ）   ：参考表7-6 

直接搬入ごみ（資源ごみ）の予測式は，過大な結果となる２次関数曲線を除

き，４式とも減少傾向である。このため，４式のうち最も相関の高い指数曲線を

採用した。 
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参考表7-1 収集ごみ（可燃ごみ）の排出原単位の将来推計結果 
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参考表7-2 収集ごみ（不燃ごみ）の排出原単位の将来推計結果 
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参考表7-3 収集ごみ（資源ごみ）の排出原単位の将来推計結果 
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参考表7-4 直接搬入ごみ（可燃ごみ）の排出原単位の将来推計結果 
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参考表7-5 直接搬入ごみ（不燃・粗大ごみ）の排出原単位の将来推計結果 
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参考表7-6 直接搬入ごみ（資源ごみ）の排出原単位の将来推計結果 
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(3) 推計結果のまとめ 

 ごみ量の将来推計結果（現状維持）を参考表7-7に示す。 

 

参考表7-7 ごみ量の将来推計結果（現状維持） 
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８．ごみ処理・処分量の推計 

 資源化・減量化施策などが現状のまま将来まで推移した場合のごみ処理・処分

量，資源化量を参考表8-1～参考表8-2に示す。 

 ごみ処理・処分量の推計は，ごみ量の推計結果及び過去の実績をもとに算出し

た。なお，令和元年度実績値が0の項目は，推計値も0とした。本市のごみ処理・処

分量の算出方法を以下に示す。 

 

 ごみ処理・処分量推計値＝焼却処理量推計値＋直接資源化量推計値＋焼却以外の

中間処理量推計値＋最終処分量推計値 

 ここで， 

   焼却処理量推計値：可燃ごみ量推計値＋中間処理後焼却量推計値 

   中間処理後焼却量推計値：（ごみ排出量推計値－可燃ごみ量推計値）×中間処

理後焼却率 

中間処理後焼却率：【平成29～令和元年度平均値】中間処理後焼却量÷（ごみ

排出量－可燃ごみ量） 

   直接資源化量推計値：資源ごみ量推計値×直接資源化率 

直接資源化率：【平成29～令和元年度平均値】資源種別直接資源化量÷資源ご

み量 

  焼却以外の中間処理量推計値：（ごみ排出量推計値－可燃ごみ量推計値）－直

接資源化量推計値 

最終処分量推計値：焼却残渣埋立量推計値＋中間処理後埋立量推計値 

   中間処理施設資源化量推計値：（ごみ排出量推計値－可燃ごみ量推計値）×中

間処理施設資源化率 

中間処理施設資源化率：【平成29～令和元年度平均値】資源種別中間処理施設

資源化量÷（ごみ排出量推計値－可燃ごみ量推計

値） 

   焼却残渣埋立量推計値：焼却処理量推計値×焼却残渣埋立率 

焼却残渣埋立率：【平成29～令和元年度平均値】焼却残渣埋立量÷焼却処理量 

   中間処理後埋立量推計値：焼却以外の中間処理量推計値－中間処理施設資源

化量推計値－中間処理後焼却量推計値 

 

同様に，本市の資源化量の算出方法を以下に示す。 

 

 資源化量＝直接資源化量＋焼却施設資源化量＋中間処理施設資源化量 
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参考表8-1 ごみ処理・処分量の推計（予測） 

 

 
 

参考表8-2 資源化量の推計（予測） 

 

※リサイクル率(％)＝資源化量合計÷ごみ総排出量×100 
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９．各種施策によるごみ処理・処分量の推計 

 ここでは，現状のまま推移した場合の推計に対し，各種施策を行った場合のごみ

処理・処分量の推計を行う。 

 

(1) 住民・事業者・行政の協働取組によるごみ排出量の削減 

 ごみの発生抑制に関する各種施策の組み合わせによって，令和６年度時点で１人

１日当たりのごみ排出量を840g/人･日にすることを目標とする。 

中間目標として，令和２年度時点で842g/人･日にすることとする。 

 

①施策内容 

 住民・事業者・行政が一体となって，ごみの発生抑制に関する取り組みを行

い，ごみ排出量の削減を図る。 

 

 ②算定方法 

 施策後のごみ量推計結果は，現状のまま推移した場合のごみ量の将来推計結果

（参考表7-7）と同等とする。また，施策後のごみ処理・処分量，資源化量の推計

結果は，それぞれ参考表8-1，参考表8-2と同等とする。 

 

 

(2) 分別の徹底等による資源化率の向上 

分別排出の徹底やストックヤードの整備などにより，リサイクル率を令和６年度

時点で20.4％まで向上することを目指す。 

中間目標として，令和２年度時点で11％にすることとする。 

 

①施策内容 

a)収集可燃ごみの削減・資源化 

 分別の徹底やその他各種施策等により，令和６年度までに平成23年度から算

して収集可燃ごみ排出量（(1)における予測値）の20％を新たに資源ごみとして

分別し，紙類やプラスチック類等として資源回収することを目標とする。 

 

b)収集不燃ごみの削減・資源化 

 分別の徹底やその他各種施策等により，令和６年度までに平成23年度から起

算して収集不燃ごみ排出量（(1)における予測値）の28％を新たに中間処理施設

等にて金属類やガラス類として資源回収することを目標とする。 
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 ②算定方法 

 (1)の場合の収集可燃ごみ推計値及び収集不燃ごみ推計値より，それぞれ参考表

9-1に示す削減率を乗じたものを削減し，資源ごみに加算する。資源ごみに加算す

るごみの割合は以下を想定する。 

収集可燃ごみ：紙類(直接資源化)50％，プラスチック(直接資源化)45％，ペ

ットボトル(直接資源化)5％ 

収集不燃ごみ：金属類(直接資源化)20％，ガラス類(直接資源化)18％，金属

類(中間処理施設資源化)60％，ガラス類(中間処理施設資源

化)2％ 

 

参考表 9-1 収集可燃ごみ及び収集不燃ごみの削減率 
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参考表9-2 年間ごみ量の将来推計結果（分別の徹底） 
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参考表9-3 ごみ処理・処分量の推計（分別の徹底） 

 

 

参考表9-4 資源化量の推計（分別の徹底） 

 

※リサイクル率(％)＝資源化量合計÷ごみ総排出量×100 
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(3) 中間処理施設整備による最終処分量の削減 

分別排出の徹底や直接最終処分の見直しなどにより，最終処分量の削減を図り，

令和６度時点で1,300t/年にすることを目標とする。 

中間目標として，令和２年度時点で1,400t/年にすることとする。 

 

 ①施策内容 

(1)及び(2)の施策に加え，中間処理施設整備を行い，さらなる最終処分量の削

減を図る。 

既設中間処理施設の老朽化した設備の更新による処理機能・処理能力の回復・

改善や，新たな中間処理施設整備による剪定枝・草木の資源化等を検討する。こ

れにより，埋立物のうち，直接埋立物と中間処理後残渣物から資源物を回収す

る。 

 

 ②算定方法 

 平成23年度から起算し，平成27年度以降，令和６年度までに中間処理後最終処

分量の55％を削減し，資源化量に加算する。 

 

参考表9-5 中間処理後埋立の削減率 
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参考表9-6 年間ごみ量の将来推計結果（中間処理施設整備） 
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参考表9-7 ごみ処理・処分量の推計（中間処理施設整備） 

 

 

参考表9-8 資源化量の推計（中間処理施設整備） 

 
※リサイクル率(％)＝資源化量合計÷ごみ総排出量×100 
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10．地域別の生活排水処理実績 

参考表10-1 生活排水処理実績（頴娃地域） 

 
 

参考表10-2 生活排水処理実績（知覧地域） 
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参考表10-3 生活排水処理実績（川辺地域） 

 
 

 

11．し尿処理施設の実績 

参考表11-1 し尿処理施設の実績

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査 
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12．地区別の生活排水処理経費 

 

参考表12-1 生活排水処理経費（頴娃地域） 

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査  

 

 

参考表12-2 生活排水処理経費（知覧，川辺地域） 

 

資料：一般廃棄物処理事業実態調査  
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13．生活排水処理技術の動向 

(1) し尿・浄化槽汚泥収集運搬技術 

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬方法は，バキューム車による方法が一般的である。

近年，公共下水道や合併処理浄化槽などの整備により，し尿収集量が減少傾向にあ

る一方，浄化槽汚泥の比率が上がってきており，収集量全体の50％を超えるケース

も多い。このため，浄化槽汚泥の収集車両として浄化槽汚泥濃縮車を導入し，収集

効率化が図られているケースもある。 

 

(2) し尿処理施設（汚泥再生処理センター） 

衛生処理を目的とした従来のし尿処理施設に替わり，資源化設備を備えた汚泥再

生処理センターの整備が進んできている。汚泥処理センターは，し尿，浄化槽汚泥

及び生ゴミなどの有機性廃棄物を併せて処理すると共に，資源を回収する施設であ

り，水処理設備，資源化設備などから構成されている。 

資源化設備としては，汚泥の堆肥化・炭化・助燃剤化等のほかに，メタンガス化

によるエネルギー・電力回収，排水からのリン回収が実用化されている。このほ

か，汚泥や焼却灰をセメント原料等に利用する方法もある。 

水処理設備としては，標準脱窒素処理方式，高負荷脱窒素処理方式，膜分離高負

荷脱窒素処理方式，浄化槽汚泥の混入比率の高い（浄化槽汚泥対応型）脱窒素処理

方式の４方式が近年では一般的である。また，下水処理場の規模が大きく余裕があ

る場合は，し尿処理設備の一部の機能を省略し，下水道放流を行うケースも増加し

てきている。 

 

(3) 合併処理浄化槽 

浄化槽の技術の方向性としては，生物処理機能を向上させることによる設備のコ

ンパクト化と水質の高度処理化がある。 

水質規制の厳しい地域においては，窒素・リン・浮遊物質など，BOD以外の項目の

水質要求に対応する水質の高度処理化がある。さらに，両方の要素（省スペース，

水質高度化）に対応する浄化槽として，膜分離型浄化槽が実用化されている。 

また，余剰汚泥の減量化も一つのテーマであり，膜分離活性汚泥法等の長い汚泥

日齢（SRT）での運転による汚泥の自己酸化を進める方法，嫌気性処理の効率化等に

よる汚泥の可溶化を図る方法などがある。その他，現在研究中の技術として，マグ

ネシウム添加新活性汚泥法，余剰汚泥のオゾン処理法，好気性高熱細菌法，酵素や

生物製剤を使用して汚泥の減量化を行う方法等の研究が進められている。 
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14．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及び計画処理量の推計手順 

生活排水処理形態別人口の推計手順は，行政区域内人口を設定した後，関連計画

のあるものは関連計画を参考に設定し，関連計画のないものは目標値の設定や推計

式により設定を行うこととした。 

行政区域内人口は，ごみ処理基本計画で設定した値を用いた。 

将来予測は，過去10年間の実績値を用いることを基本としたが，公共下水道及び

農業集落排水施設については，過去の大規模な整備等に伴う変動の影響を受けない

よう，過去５年間の実績値を用いて推計した。 

 

 

参考図14-1 計画処理量の設定手順 
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(2) 生活排水処理形態別人口の推計方法 

生活排水処理形態別人口の将来推計は，推計式・関連計画・目標値の設定によっ

て行った（参考表14-1）。また，全体調整のため，合併処理浄化槽人口・みなし浄化

槽人口・し尿処理人口は，行政区域内人口から公共下水道人口・集落排水施設人口

を減じた人口を推計結果の割合で按分することにより算出した。 

 

参考表14-1 処理形態別推計方法 

処理形態 推計方法 

行政区域内人口 ごみ処理基本計画推計値 

公共下水道人口 推計式 

集落排水施設人口 推計式 

合併処理浄化槽人口 推計式・全体調整 

みなし浄化槽人口 推計式・全体調整 

し尿処理人口 推計式・全体調整 

 

推計式による場合は，最小二乗法により以下の５つの関数モデルを用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 行政区域内人口・計画処理区域内人口 

行政区域内人口は，ごみ処理基本計画で設定した値を用いた。 

 

 

①直線式･････････････････････Ｙ＝ａＸ＋ｂ 

（直線式は，過去のデータの伸び率でそのまま推移した形をとり，着実に成長している場合にあて

はまる。） 

②べき乗曲線･････････････････Ｙ＝ａＸ
ｂ
 

（べき乗曲線は，伸び率が徐々に増加する形をとり，人口推計には比較的あてはまりがよい。） 

③指数曲線･･･････････････････Ｙ＝ａｂＸ 

（指数曲線は，伸び率が徐々に増加する形をとり，急激に成長する場合にあてはまる。） 

④ロジスティック曲線･････････Ｙ＝ｋ/（１＋ａｅ
－ｂＸ

） 

（ロジスティック曲線は，目標値を設定し，その値に向かってＳ字を描きながら収束する形をと

り，複合的に変化していく場合にあてはまる。） 

⑤二次関数曲線･･･････････････Ｙ＝ａ1Ｘ＋ａ2Ｘ
2＋ｂ 

（二次関数曲線は，データの伸び率に変化がある場合にあてはまる。一般的に，人口推計にあては

まりは良くないが，廃棄物推計によく用いられる。） 

   ＊但し，Ｘは年度，Ｙは人口及び原単位，ａ，ｂ，ｋは係数を表す。 
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(4) 処理形態別人口推計結果 

 ①公共下水道人口 

本市内の公共下水道事業計画は，知覧中央処理区の１処理区となっている。 

公共下水道人口は，施設整備が完了しており，今後も過去の実績の傾向が推移

していくものと想定し，予測は推計式によるものとした。このうち，それぞれの

区分で，過小あるいは過大な結果となるものを除き，過去に採用した関数式を予

測値とした（参考表14-2，参考表14-3)。 

 

参考表14-2 公共下水道処理人口【採用値】 

 

単位：人 

 
年度 

公共下水道人口 

【採用値】 

実 

 

績 

 

値 

H27 3,727 

H28 3,747 

H29 3,773 

H30 3,789 

Ｒ1 3,788 

 

予    

 

測  

 

値 

Ｒ2 3,658 

Ｒ3 3,658 

Ｒ4 3,658 

Ｒ5 3,658 

Ｒ6 3,658 
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参考表14-3 公共下水道人口の推計 
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 ②集落排水施設人口 

本市内の集落排水施設は，農業集落排水施設（川辺東部地区，垂水地区）の２

処理区となっている。 

集落排水施設人口は，施設整備が完了しており，今後も過去の実績の傾向が推

移していくものと想定し，予測は推計式によるものとした。このうち，このう

ち，それぞれの区分で，過小あるいは過大な結果となるものを除き，過去に採用

した関数式を予測値とした（参考表14-4，参考表14-5)。 

 

参考表14-4 集落排水施設人口【採用値】 

 

単位：人 

 
年度 

集落排水施設人口 

【採用値】 

実 

 

績 

 

値 

H27 1,012 

H28 989 

H29 942 

H30 959 

Ｒ1 948 

 

 

予 

 

測 

 

値 

Ｒ2 1,066 

Ｒ3 1,062 

Ｒ4 1,059 

Ｒ5 1,056 

Ｒ6 1,052 
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参考表14-5 集落排水施設人口の推計 
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③合併処理浄化槽人口 

合併処理浄化槽人口は，今後も過去の実績の傾向が推移していくものと想定

し，予測は推計式によるものとした。このうち，過小または過大となる曲線を除

いた結果，「直線曲線」を採用した（補正前：参考表14-6，参考表14-7)。 

 

参考表14-6 合併処理浄化槽人口【採用値】 

単位：人 

 

 
年度 

合併処理浄化槽人口 

【採用値】 

 

実 

 

績 

 

値 

H27 14,145 

H28 14,426 

H29 14,606 

H30 14,769 

R1 14,904 

 

予 

 

測 

 

値 

R2 16,521 

R3 17,057 

R4 17,592 

R5 18,121 

R6 18,663 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 資料編 45 

参考表14-7 合併処理浄化槽人口の推計 
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④みなし浄化槽人口 

単独浄化槽人口は，今後も過去の実績の傾向が推移していくものと想定し，予

測は推計式によるものとした。このうち，過小または過大となる曲線を除いた結

果，「ロジスティク」を採用した（補正前：参考表14-8，参考表14-9)。 

 

参考表14-8 みなし浄化槽人口【採用値】 

 

単位：人 

 
年度 

単独浄化槽人口 

【採用値】 

実    

                  

績    

 

値 

H27 10,033 

H28 9,563 

H29 9,168 

H30 8,794 

R1 8,402 

     

予 

 

測 

 

値 

R2 7,512 

R3 6,987 

R4 6,481 

R5 5,996 

R6 5,534 
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参考表14-9 みなし浄化槽人口の推計 
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⑤し尿処理人口 

し尿処理人口は，今後も過去の実績の傾向が推移していくものと想定し，予測

は推計式によるものとした。このうち，過小または過大となる曲線を除いた結果，

「指数曲線」を採用した（補正前：参考表14-10，参考表14-11)。 

 

参考表14-10 し尿処理人口【採用値】 

単位：人 

 
年度 

し尿処理人口 

【採用値】 

 

実 

 

績 

 

値 

H27 8,004 

H28 7,508 

H29 7,154 

H30 6,754 

R1 6,410 

 

予 

 

測 

 

値 

R2 5,906 

R3 5,646 

R4 5,405 

R5 5,181 

R6 4,972 
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参考表14-11 し尿処理人口の推計 
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⑥自家処理人口 

自家処理人口は，今後も過去の実績の傾向が推移していくものと想定し，０人

で推移するものとした（参考表14-12）。 

 

参考表14-12 自家処理人口【採用値】 

単位：人 

 
年度 

自家処理人口 

【採用値】 

 

実 

 

績 

 

値 

H27 0 

H28 0 

H29 0 

H30 0 

R1 0 

 

予 

 

測 

 

値 

R2 0 

R3 0 

R4 0 

R5 0 

R6 0 
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(5) 合併処理浄化槽，みなし浄化槽及びし尿処理の将来人口の決定 

 ここで，以上まで推計した合併処理浄化槽，みなし浄化槽及びし尿処理の将来人

口の補正を行う。 

   計画区域内人口－集合処理人口の計＝残りの人口 

であることから， 

   残りの人口＝合併処理浄化槽人口＋みなし浄化槽人口＋非水洗化人口 

となるように補正を行う（参考表14-13）。 

 

 

参考表14-13 合併処理浄化槽，みなし浄化槽及びし尿処理人口の設定（補正後） 
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(6) 生活排水処理形態別人口の推計（総括） 

 (1)～(5)により求められた生活排水処理形態別人口の推計値を参考表14-14及び参考

図14-2に示す。 

 

参考表14-14 生活排水処理形態別人口の推計 

 

 

 

 

参考図14-2 生活排水処理形態別人口の推計 
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15．生活排水処理量の推計 

(1) し尿処理量 

 し尿処理量の推計は，し尿収集人口にし尿排出原単位を乗じて求めた。し尿排出

原単位は，今後も過去の実績の傾向が推移していくものと想定し，予測は推計式に

よるものとした。このうち，過小または過大となる曲線を除いた結果，「指数曲線」

を採用した（参考表15-1，参考表15-2)。 

 

参考表15-1 し尿排出原単位【採用値】 

単位：L/人･日 

 
年度 

し尿排出原単位 

【採用値】 

 

実 

 

績 

 

値 

H27 2.24 

H28 2.39 

H29 2.51 

H30 2.66 

R1 2.79 

 

予 

 

測 

 

値 

R2 2.75 

R3 2.85 

R4 2.94 

R5 3.04 

R6 3.14 
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参考表15-2 し尿排出原単位の推計 
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(2) 浄化槽汚泥量 

 浄化槽汚泥量は，合併処理浄化槽人口・集落排水施設人口・単独浄化槽人口に浄

化槽汚泥排出原単位を乗じて求めた。浄化槽汚泥排出原単位は，今後も過去の実績

の傾向が推移していくものと想定し，予測は推計式によるものとした。浄化槽汚泥

の収集については，平成17年頃より汚泥濃縮車が一部導入されており，以降実績値

が減少している年度があった。この影響を考慮し，最も減少傾向の少ない予測の

「べき乗曲線」を採用した（参考表15-3，参考表15-4)。 

 

参考表15-3 浄化槽汚泥排出原単位【採用値】 

（単位：L/人･日） 

 
年度 

浄化槽汚泥排出原単位 

【採用値】 

 

実 

 

績 

 

値 

H27 1.98 

H28 2.01 

H29 2.03 

H30 2.04 

R1 2.06 

 

予 

 

測 

 

値 

R2 1.71 

R3 1.70 

R4 1.69 

R5 1.68 

R6 1.67 
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参考表15-4 浄化槽汚泥排出原単位の推計 
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(3) 生活排水処理量の推計（総括） 

 (1)～(2)により求められた生活排水処理量の推計値を参考表15-5及び参考図15-1に示

す。 

参考表15-5 生活排水処理量の推計 

 
※収集人口の浄化槽汚泥は，合併処理浄化槽＋農業集落排水施設＋単独浄化槽 

 

参考図15-1 生活排水処理量の推計 
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16．関係法令・計画等 

(1) 国の廃棄物処理行政の動向 

国の廃棄物処理に関する施策，方針については，「廃棄物の減量その他その適正な

処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（平成28年

１月環境省）に示されており，広域的取組，経済的インセンティブを活用した一般

廃棄物の排出抑制，再使用・再生利用の推進等，適正かつ有効的な循環利用と処分

システムの構築が求められている。 

 一般廃棄物の減量化の目標量に関しては，現状（平成24年度）に対し，令和２年

度において，排出量を約12％削減し，再生利用量を約21％から約27％に増加させる

とともに，最終処分量を約14％削減することとしている（参考表16-1）。 

 
参考表16-1 一般廃棄物の減量化の目標量（国） 

単位:100万t/年 

 平成24年度 

(現状) 

令和２年度 

(目標年度) 

排出量 45 40 

再生利用量 9.3 10.8（27％） 

中間処理による減量 31 25.2（63％） 

最終処分量 4.7 4（10％） 

注1：小数点以下の数字を四捨五入しているため，合計が合わない場合がある。 

注2：括弧内は，各年度の排出量を100とした時の割合である。 

 

(2) 県の廃棄物処理行政の動向 

鹿児島県は，廃棄物処理法第５条の５に基づく計画として「鹿児島県廃棄物処理

計画（平成28年３月）」を策定し，県内における循環型社会の形成を推進していくた

めの基本的な方向性を示している。 

「鹿児島県廃棄物処理計画」では基本的な考え方として，「排出抑制，減量化，リ

サイクルの推進」「適正処理及び施設整備の推進」「一般廃棄物処理施設に関する普

及啓発及び情報公開の推進」を示している。また，一般廃棄物の減量化の目標値と

して，一般廃棄物（ごみ）の排出量，１人１日当たりの排出量，リサイクル率，最

終処分量が設定されている（参考表16-2）。 

 
参考表16-2 一般廃棄物の減量化の目標値（鹿児島県） 

 平成27年度 

(基準年) 

令和２年度 

(予測値) (目標値) 

排出量（千t/年） 551 523 516(-6.4％) 

１人１日当たり排出量（g/人･日） 915 903 890(-2.7％) 

リサイクル率（％） 17.3 18.6 22.1(+4.8％) 

最終処分量（千t/年） 70 60 60(-14.3％) 

注1：括弧内は，基準年（平成27年度）に対する増減割合 

注2：リサイクル率＝資源化量÷集団回収を含むごみ総排出量 
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(3) 県の生活排水処理行政の動向 

鹿児島県は，県内における生活排水処理施設整備完了時の将来像についてとりま

とめ，長期かつ広域的な構想として，効率的かつ適正な生活排水処理施設の整備を

進めていくうえでの指針となる「かごしま生活排水処理構想2019（平成31年３月）」

を策定している。なお，構想では整備完了時の将来像のみ示されており，目標年次

については設定されていない。 

 

(4) 関係法令等 

 近年，我が国における社会経済活動が拡大し，国民生活が物質的に豊かになる一

方で，廃棄物の排出量の高水準での推移，最終処分場の残余容量のひっ迫，廃棄物

の焼却施設からのダイオキシン類の発生，不法投棄の増大等，廃棄物をめぐる様々

な問題が指摘されてきた。これらの問題に対応するため，近年，数次にわたる廃棄

物処理法の改正及びリサイクルの推進に係る諸法の制定等の対応が図られている。 

 

 ○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） 

不法投棄や硫酸ピッチの不適正な保管などの産業廃棄物の不適正処理が後を絶

たないことから，平成16年には，産業廃棄物の不適正処理事案の解決を図るため

の国の役割の強化，廃棄物処理施設を巡る問題の解決を図るための事故時の応急

措置等，不法投棄の撲滅を図るための罰則の強化等を内容とする改正が行われ

た。 

平成22年には，排出事業者による適正な処理を確保するための対策の強化，廃

棄物処理施設の維持管理対策の強化，廃棄物処理業の優良化の推進，排出抑制の

徹底，適正な循環的利用の確保，焼却時の熱利用の促進等を内容とする改正が行

われた。 

 

 ○資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）（平成３年法律第

48号） 

平成13年４月１日から本法に基づき，事業系パソコン（ブラウン管式・液晶式

表示装置を含む。）については製造事業者と輸入販売事業者に対して自主回収と再

資源化が義務付けられている。同様に，小形二次電池（密閉形ニッケル・カドミ

ウム蓄電池，密閉形ニッケル・水素蓄電池，リチウム二次電池，小形シール鉛蓄

電池）については電池の製造事業者と輸入販売事業者や，電池使用機器の製造事

業者と輸入販売事業者に対して，自主回収と再資源化が義務付けられている。 

また，家庭系パソコン（ブラウン管式・液晶式表示装置を含む。）についても，

平成15年10月から製造事業者と輸入販売事業者に対して自主回収と再資源化が義

務付けられた。 

 

 ○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイ

クル法）（平成７年法律第112号） 

家庭から排出されるごみの重量の約２～３割，容積で約６割を占めるとされる
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容器包装廃棄物について，リサイクルの促進等により，廃棄物の減量化を図ると

ともに，資源の有効利用を図るため，平成９年から本格施行されている。平成18

年には，排出抑制に向けた取組の強化，分別回収等の進展による再商品化費用の

低減に伴い事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設，義務を果たさない事

業者への罰則の強化，容器包装廃棄物の再商品化のために事業者への円滑な引渡

しを行うこと等の内容とする改正が行われた。 

また，平成20年４月より，ペットボトルとして分別収集，再商品化されるもの

として，しょうゆ加工品，みりん風調味料，食酢，調味酢，ドレッシングタイプ

調味料を充てんするためのペットボトル容器が追加されている。 

 

○特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）（平成10年法律第97号） 

平成13年４月に完全施行された本法は，家庭用エアコン・ブラウン管式テレ

ビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機の家電４品目について，小売業者による引取りと製

造業者など（製造業者，輸入業者）による再商品化など（リサイクル）が義務付

けられ，消費者（排出者）には，家電４品目を廃棄する際，収集運搬料金とリサ

イクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めている。なお，平

成21年４月から，液晶式・プラズマ式テレビと衣類乾燥機が追加された。 

また，製造業者などは引き取った廃家電製品の再商品化など（リサイクル）を

行う場合，定められているリサイクル率（50～60％）を達成しなければならない

とともに，家庭用エアコンと冷蔵庫においては，含まれるフロンを回収しなけれ

ばならない。そのほか，消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業

者などに適切に引き渡されることを確保するために管理票（マニフェスト）制度

が設けられており，これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費

者からも確認することができるシステムとなっている。 

 

○国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）（平成12

年法律第100号） 

平成13年４月に完全施行された本法は，国などの公的機関が率先して環境物品

など（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進するとともに，環境

物品などに関する適切な情報提供を促進することにより，需要の転換を図り，持

続的発展が可能な社会の構築を目指している。また，国などの各機関の取組に関

することのほか，地方公共団体，事業者，国民の責務などについても定めてい

る。 

 

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（平成12年

法律第104号） 

平成14年５月に完全施行された本法は，特定建設資材（コンクリート（プレキ

ャスト板などを含む。），アスファルト・コンクリート，木材）を用いた建築物な

どに係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事などであっ

て，一定規模以上の建設工事（対象建設工事）について，その受注者などに対
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し，分別解体や再資源化などを行うことを義務付けている。 

 

 ○循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号） 

平成13年１月に完全施行された本法は，循環型社会の形成についての基本原

則，関係主体の責務を定めるとともに，循環型社会形成推進基本計画の策定，そ

の他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定している。 

 

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）（平成12年

法律第116号） 

食品リサイクル法は，スーパー・レストランなどでの食品の売れ残りや食べ残

しにより，又は食品の製造過程により大量に発生している食品廃棄物について，

発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに，食品関連

事業者（製造，流通，外食など）による飼料や肥料などの原材料としての再生利

用などを促進することを目的として，平成13年５月より施行された。 

平成19年には，食品廃棄物等の発生量が一定規模以上の食品関連事業者が毎年

度主務大臣に定期報告を義務づける等の内容とする改正が行われた。 

 

○使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）（平成14年法律

第87号） 

使用済自動車（廃車）から出る有用資源をリサイクルして，環境問題への対応

を図るために，平成14年７月に自動車リサイクル法が制定された。この法律に基

づき，現状のリサイクルの障害となっている部分について，自動車メーカーがリ

サイクルの責任を果たすこととなった。具体的には，エアコンの冷媒として使わ

れており，大気放出されると地球環境を破壊する「フロン類」，爆発性があって処

理の難しい「エアバッグ類」，使用済自動車から有用資源を回収した後に残る大量

の「シュレッダーダスト」の３つについて自動車メーカーがリサイクルすること

になった。このようなリサイクルに必要となる費用については，自動車保有者が

負担することとなり，平成17年１月より本格施行された。 

 

○浄化槽法（昭和58年法律第43号） 

みなし浄化槽（旧単独処理浄化槽）は，汚濁負荷の大きい雑排水を未処理で放

流するだけでなく，し尿による汚濁負荷も大きく，くみ取り便所を用いてし尿処

理施設で処理される場合よりも逆に汚濁負荷を増大させるものであるため，公共

用水域の保全に対して大きな弊害となっている。このため，生活排水対策への社

会的意識の高まりに対応して，みなし浄化槽の新設禁止のために平成12年６月に

浄化槽法を改正し，平成13年４月より施行している。また，平成17年５月には，

「浄化槽からの放流水に係る水質基準の創設」，「浄化槽設置後の水質検査の検査

時期の適正化」等に関する改正がなされ，平成18年２月より施行している。 

 


