
福知山市一般廃棄物処理基本計画
（ごみ処理基本計画2021）

概要版

できることからはじめよう！

はじめに　本市のゴミ処理の現状 ～ゴミ処理量の推移～

1 ごみ処理量の推移と見込み
　福知山市では、家庭系一般廃棄物について、ス
テーション回収を実施し、焼却・破砕処理等の中
間処理による減容化の後、埋立処分を実施してい

ます。　　　　
　これらごみ処理の現状をまとめ、将来見込みに

ついて次のとおりお示しします。

　(1) ごみ処理実績及び見込み
　搬入される廃棄物量に大きな変動はなく、前基

本計画に定めた減量目標は達成することができま
せんでした。

　今後新たな施策を実施しなければ、ごみ排出量
は減少しないものと予測されます。

　

　(2) 資源化実績
　本市資源化率は平成 30 年度で 17.3％であり､

京都府の平均値である15.9％に比べると上回って
いる状況ですが､国の平均値である19.9％を下

回っており､更なる廃棄物の資源化が必要です。

　ごみの減量やリサイクルは誰もが関わる最も身近な環境問題であり､
解決にあたっては、市民・事業者の皆様と市（行政）が、連携・協働し、
取組みを進めていくことが大切です。

　本計画では「みんなで実現する環境の「環」づくり」を基本理念に、
概ね 10 年後の将来を見据えたごみの減量や資源化目標を定め､３
Ｒ（リデュース /排出抑制・リユース /再使用・リサイクル /資源化）
の取組みのうち、優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユース）の取組みを積極的に進めることといたしました。
　また、資源化の拡大を図り、どうしても廃棄しなければならないものだけを適正処理する循環システムの構
築を図ることとしています。

　皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

ごみの資源化量

ごみ排出量予測



福知山市一般廃棄物処理基本計画　第１章　計画策定の背景

１ ＳＤＧｓ時代のごみ問題
　SDGs は「Sustainable Development 
Goals」の略称であり、2015 年 9 月の国連サ
ミットで採択された 2016 年から 2030 年まで
の持続可能な開発のための国際目標です。
　SDGs は 17 のゴール・169 のターゲットか
ら構成され、発展途上国のみならず先進国自身
が取り組む普遍的なものです。
　このうち廃棄物に関連があるものとして環境
省は食品ロスとともにすべての廃棄物管理、廃
棄物の３Ｒ、海洋汚染の防止を挙げています。

　国は、これらの取り組みを踏まえ、大量生産・大量消費・大量廃棄を抑制し、天然資源の消費が抑制され、
環境への負荷ができる限り低減された循環型社会の形成を目指すこととしています。福知山市において
もこれらのターゲットに以前から取り組んできたところですが、廃棄物の処理については、リサイクル

の実施状況や不適正処理の問題、有料化など市民の皆様の関心が非常に高いものと認識しています。
　これらの廃棄物処理及びリサイクル（循環）を推進していくためには、より一層、市民の皆様とコミュ
ニケーションを図り、改めて課題の共有化を図りたいと考えています。

２ 計画期間と目標年度
　本計画における計画期間は令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とし、目標年度を令和 12 年度

とします。

　(3) 最終処分容量
　最終処分量に大きな変動はなく、現在実施して

いる埋立処分場延命化計画を実施しても新たな処
分場を整備しなければ、全ての埋立処分場の埋立
完了に近付きます。

　(4) 廃棄物処理に要する経費
　歳出については中間処理施設の整備事業が完了

したことにより減少していますが、建設改良費を
除く処理費及び維持管理費は概ね 12 億円で著し
い変化はありません。
　なお、ごみ処理経費に対する受益者負担金（指
定ごみ袋販売料手数料や事業系ごみ処理手数料
等）や再生資源物売払料などの独自歳入は概ね３
割となっています。

最終処分容量予測

ごみ処理に係る費用（歳入及び歳出）
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福知山市一般廃棄物処理基本計画　第２章　基本理念と基本方針

１ 基本理念
　本計画の基本理念については、前計画に示された「市民、事業者、市民団体及び市（行政）が協働して、
３Ｒ活動を推進し、循環型社会を構築する」を継続するとともに、新しい視点として「持続可能（サスティ
ナブル）な活動」を取り入れ、市民、事業者、市（行政）が「環」を作り、協働して取り組んでいくものとし、
本計画における基本理念を次のとおり定めます。

２ 施策体系
　本市施策は、「ごみを出さない」ための取組みを基本とし、不用となったものについては再使用の機会
を創出するように促します。このうち、再使用が望めないものについては再生利用に取り組み、再使用
も再生利用もできなくなったものを適正処理するシステムの普及と円滑な実施を図ることで循環型社会
の実現を目指します。　　　 
　基本理念を実現させるための施策の展開（基本方針）は次のとおりです。

～市民・事業者・市（行政）が協働する持続可能な循環システムの構築～

わ

みんなで実現する環境の「環」づくり

❶ 2R（リデュース/排出抑制・リユース/再使用）の強化

(1) 家庭系ごみの２Ｒに向けた取組み
(2) 事業系ごみの２Ｒに向けた取組み
(3) 環境に配慮した生活習慣の普及に向けた取組み

❷ リサイクル/資源化の推進

(1) 分別の徹底や資源化拡大の取組み

❸ ごみの減量・資源化活動への支援

(1) 市民が取り組む資源化システムへの支援
(2) 事業者が取り組む資源化システムへの支援
(3) 環境に配慮したイベントの推進・環境学習の充実

❹ 環境に配慮したごみの適正処理の仕組みの整備

(1) 市民負担の公平化・適正化の取組み

(2) 処理困難物を適正に処理できる体制の整備
(3) 事業系ごみ、産業廃棄物の受入れ
(4) 施設の長寿命化、適正更新

❺ 不法投棄対策の強化



３ 基本理念の実現に向けた施策の展開（５つの基本方針と具体的施策）
　２Ｒ（廃棄物の排出を抑制する（Ｒeduce：リデュース）・廃棄物を再使用する（Ｒeuse：リユース））
を優先的に取り組み、再使用できないものに
ついて再生利用する（Ｒecycle：リサイクル）
という循環利用サイクルを構築します。
　併せて、循環利用できない廃棄物について、
適正に処理・処分することとし、次の５つの
観点から、施策の展開を進めます。
　ここでは、これまでの取組みに加えて本計
画期間から実施する施策を紹介します。

１ 食品廃棄物の減量に向けた取組み
(1) 食べ残しを減らすアイディア（リメイクレシピ等）などを募集し､市民にお知らせする仕組みを検討します。

(2) てまえどり（棚の手前に置かれた消費期限近い商品の購入）やフードシェアリングサービス等、店  
　  舗の行う食品ロス削減活動について紹介します。
(3) 生ごみたい肥化講習会を継続し、ＥＭ容器やコンポスト容器等を活用した自宅でできる生ごみのリ  
　  デュース・リサイクルの普及啓発に努めます。

１ 資源化拡大に向けた取組み
(1) 小型家電については資源化ルートを調査したうえでピックアップ回収を再開します。
(2) 廃プラスチック類の収集体制及び資源化ルートの調査、検討を行います。
(3) 新たな資源化ルート（供給先）を調査します。

２ 民間施設を利用した再生資源化（固形燃料化・熱利用）の取組み
(1) 民間廃棄物中間処理事業者の利用を促します。
(2) 民間事業者による木くず（草、剪定枝）の固形燃料化の推進を図ります。

(3) 民間委託を含め、食品廃棄物処理過程における熱利用等について調査、研究を行います。

２ 事業者への協力要請
(1) 事業者は環境にやさしい商品の販売に努めるとともに消費者である市民がこれらの商品を購入しや 
　  すいよう工夫し、併せて使用後のリサイクルへの呼びかけを行うよう協力を要請します。

３ 環境に配慮した生活習慣の普及に向けた取組み
(1) 環境への配慮、社会への配慮、地域への配慮を合わせ持った消費や廃棄の考え方の定着を図り、大 

　  量消費・大量廃棄の生活を見直す契機となるよう啓発を行います。
(2) 市内で開催されるフリーマーケット情報を集約し、市のＨＰ等でお知らせします。

　本市で排出される家庭系ごみや事業系ごみは増加を続けています。
　このため、これまでからすべての市民が３Ｒに取り組まれていますが、全てのごみがリサイクルできるわけ
ではなく、多くのごみを焼却処分や埋立処分しています。このような現状から、先ずは「排出抑制」と「再使用」
に優先的に取り組みます。

　本市ではごみの分別収集後、環境パークにおいて中間処理（汚れたものを取り除いたり、破砕や圧縮梱包等

を行っています。）を行い、専門業者に売却することで資源化を行っています。
　この資源化を拡大するため、分別の徹底と新たな資源化手法の検討や再生資源物の供給先の確保先を含めた
資源化システムを調査・実施します。

必要なものを長期に使用し、ごみの排出をリデュース/抑制する。1

どうしても廃棄しなければならないものだけを適正処理する。4

繰り返し使えるものは、できるだけリユース/再使用する。2

再使用できないものは、リサイクル/資源化（再生利用）する。3

基本方針１　２Ｒ（リデュース/排出抑制・リユース/再使用）の強化

基本方針2　リサイクル/資源化の推進

施策の優先順位



１ 地域美化・環境保全活動の評価（表彰）
(1) 市民や市民団体の行う活動を評価（表彰）し､活動の活性化を図るための施策を検討します。

２ 誰もが分かるごみ分別情報の提供
(1) ごみ分別情報アプリを開発・整備します。
(2) 市ホームページをプラットフォームとしたごみ出し情報・資源化情報を提供します。
　  併せて、環境パークへの持込申請等の電子化を検討します。

３ ごみ出し困難世帯への支援
(1) 関係機関との連携による高齢者･障害者世帯等のごみ出し困難世帯への支援施策を検討します。

　本市ではこれまでから自治会や市民団体等が積極的に地域美化活動や環境保全活動に取り組まれています。
　この活動を支援し、また、活動の拡大を図るため、市民の誰もがごみの減量や資源化に取り組むことができ
るよう経済的な負担の軽減や情報の提供に努めます。

基本方針３　ごみの減量・資源化活動への支援

１ 市民負担の公平化・適正化の取組み
(1) 指定ごみ袋処理手数料、搬入手数料のあり方の検討
　  ① 家庭系ごみ、事業系ごみ処理手数料の区分や料金体系のあり方を検討します。
(2) 指定ごみ袋容量（種別）及び素材の検討

     　 　① 世帯構成の変化に伴う一度に排出する量に合わせた指定袋の作成を検討します。

２ 処理困難物を適正に処理できる体制の整備
(1) プラスチック類の適正処理手法の検討、実施

　  ① 国の要請に合わせて、本市で排出されるプラスチック類の分別収集、中間処理等の適正処理手法
　　　を検討・実施します。

(2) 捕獲鳥獣の処理
　  ① 捕獲した鳥獣については､福知山市・舞鶴市・綾部市の３市で運営する中丹地域有害鳥獣処理施設

　　　で焼却処分を基本とします。

４ 施設の長寿命化、適正更新
　  ① 環境パークについては､稼働開始後 15 年以上を経過し､施設の維持管理費用が増大することが見込ま
　　　れます｡このため、適正な機能保全を図りつつ､施設の更新や効率的な運営手法について検討します｡

　  ② 中丹有害鳥獣処理施設については､年々処理頭数が増加していますが､メンテナンスを適正に実施
　　　することにより､機能保全を図ります。

３ 事業系ごみ、産業廃棄物の受入れ
令和７年度から不燃系産業廃棄物の受入れを停止します。

　市内で排出されたごみの適正処理を持続するためには、将来を見越した体制の整備を図ることが必要です。
ここでは、国の方針に基づく新たな分別区分の検討やごみ出し困難者への支援を検討するとともに、ごみ処理
施設の整備指針をお示しします。

基本方針４　環境に配慮したごみの適正処理の仕組みの整備

　不法投棄の防止には早期発見・早期対応が必要不可欠であり、巡回パトロールと不法投棄されたごみの回収

を行うことにより、不法投棄防止と環境美化を促進します。また、中身の見えるごみ袋の継続使用を実施する
とともに、搬入される事業系ごみについて適宜、展開検査を実施します。

基本方針5　不法投棄対策の強化



　(1) 家庭系ごみの排出（発生）目標
　中間年度（令和７年度）には、家庭から排出さ
れる 1 人 1 日当たりの排出量を 516.7g（13.2ｇ
の削減（元年度比 2.5％削減））まで削減し､最終
年度（令和 12 年度）には 503.5g（26.4g の削
減（元年度比５％削減））まで削減することを目
指します。

　(4) 最終処分の目標
　ごみの減量や中間処理により､最終処分量を中間年度（令和７年度）には､4,600ｔ/年以下（最終処分率19.0％
以下）､最終年度（令和 12年度）には 4,300ｔ/年以下（最終処分率 18.5％以下）となることを目指します。

４ ごみの排出（発生）抑制目標
基本方針に掲げる施策を実施することにより、排出（発生）抑制目標を次のとおり設定します。

　(2) その他､ごみの排出（発生）抑制による処理目標
　事業系ごみについては、中間年度（令和 7年度） 
には、基準年度比 5.0％以上､最終年度（令和 12
年度）には基準年度比 10.0％以上の削減を目指
します｡
　なお､産業廃棄物については､中間年度（令和 7
年度）には、基準年度比 25.0％以上、最終年度（令
和 12 年度）には､基準年度比 30.0％以上の削減
を目指します。

　(3) 資源化目標
　草・剪定枝の固形燃料化に努め、中間年度（令
和７年度）には、27.0 ％以上、最終年度（令和
12 年度）には、28.0 ％以上の資源化率となる
ことを目指します。
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福知山市一般廃棄物処理基本計画　第３章　福知山市の概要とごみ処理体制

収集日 排出方法 集積場所

週２回の
指定曜日

週１回の
指定曜日

紙パック
（牛乳パック類）

月６回の
指定曜日

新聞・雑誌

ダンボール

空き缶

空きビン

ペットボトル

蛍光管 紙ケースに入れるか、
新聞などに包む

乾電池等
ライター

随時（週３回
の指定曜日）

特に指定なし
（そのまま） 玄関先

事業系
ごみ 週１回 指定袋 ステーション

分別区分

家
庭
系
ご
み

捕獲鳥獣

燃やすごみ

燃やさないごみ

粗大ごみ・一時多量ごみ
動物の死体（愛玩動物）

容器包装
プラスチック類

資
源
ご
み

ステーション

月２回の
指定曜日

再生資源物

月２回の
指定曜日

有害ごみ 月２回の
指定曜日

週２回の
指定曜日

指定袋

中身の見える袋
（もしくは縛る）

中身の見える袋

中身の見える袋

収集
持ち込み

収集
持ち込み

収集
持ち込み

収集
持ち込み

燃やさないごみ
【2,230ｔ】

燃やすごみ
【9,471ｔ】

粗大ごみ
【1,127ｔ】

資源ごみ
【2,207ｔ】

焼却残渣
【1,160ｔ】

資 源 化

排
出
ご
み（

家
庭
系） 処理残渣

【2,999ｔ】

収集運搬 中間処理 最終処分

焼却施設
【9,778ｔ】

リサイクルプラザ
【3,840ｔ】

破砕選別ライン

資源化ライン

最終処分場

木材処理施設
【307t】

粗大ごみ処理施設
【820ｔ】

破砕物

直接資源化
【598ｔ】

再生資源化
【1,609ｔ】

１ ごみ処理体制

　(1) 収集・運搬
　家庭系ごみについては、右図のとおり、市が委
託した事業者により収集・運搬し、環境パークで
処理します。
　捕獲鳥獣を除く事業系ごみについては、排出者
が自ら処理するか又は環境パークに搬入してくだ
さい。市の許可事業者に運搬を委託し環境パーク
に搬入することも可能です。

　(2) 中間処理
　ごみの中間処理については、現在の収集区分を
維持しながら適正なごみ処理を行います。
　なお、令和４年度より事業系ごみの内、草及び
剪定枝については民間処理施設による固形燃料化
を本格的に行います。

　(3) 最終処分
　中間処理残渣や事業所から排出される燃やさな
いごみ等を埋立処分しており、今後も埋立量の削
減に取り組みながら適切な最終処分を行います。

　(4) 資源化
　現在実施している資源ごみや不燃系ごみの資源

化を継続するとともに、焼却処理している草・剪
定枝の固形燃料化や埋立処分している廃プラス

チック類の再生利用に努め、資源化量の拡大を図
ります。

　(5) 有害鳥獣（捕獲鳥獣）処理
　捕獲した鳥獣については、福知山市・舞鶴市・
綾部市の３市で運営する中丹地域有害鳥獣処理施
設での焼却処分を基本としますが、埋設処分や民

間施設でのジビエ利活用を行う場合もあります。

収集運搬計画

ごみ処理概要図（家庭系）

有害鳥獣処理頭数予測



２ ごみ処理施設の整備

　(1) 焼却処理施設
　現在の施設は令和13年までの使用予定としていますが､適正な維持管理を行うことで延命化を図ります｡

　また、早期に既存施設の大規模改修（延命化）と更新に係るＶＦＭを比較検討することとし、令和７
年度（中間見直し年度）までに､施設の整備・運営方針を定めることとします。
　施設更新にあたっては､用地選定､適正処理手法､運営方法の検討や環境アセスメント調査など多くの検
討すべき課題があり、市民の理解と協働が必要であることから、幅広く計画的な検討を行うこととします。

３　その他ごみの処理に関し必要な事項

　(1) 広域処理について
　廃棄物処理法では、市町村は、その区域内の一般廃棄物の処理責任を負うこととなっていますが、今後
もこの責任を果たしつつ、処理・処分の広域化・効率化を検討し、コスト削減を図れるように研究します。

　(2) リサイクルプラザ
　リサイクルプラザは、焼却施設とは別の施設ではありますが、ごみ処理のフロー上相互に補完してい
る機能もある施設です。このため、焼却施設の整備と併せて検討を行うこととします。

　(3) 最終処分場
　最終処分場については、既に第Ⅰ期・第Ⅱ期処分場の嵩上工事の実施により埋立残余量を拡大し､概ね
今後 10年間の搬入量を処理できる見込みです。
　また､第Ⅳ期処分場を令和 10年度に整備完了し、令和 25年度までの使用予定としています。

　(4) 有害鳥獣処理施設
　福知山市・舞鶴市・綾部市の３市で運営する中丹地域有害鳥獣処理施設については､平成 27 年度より
稼働していますが、年々処理頭数が増加しています。
　このため、メンテナンスと施設改修を適正に実施することにより、施設の機能保全を図ります。

　(2) 災害廃棄物対策
　定期的に災害廃棄物処理計画を見直し、連絡体制の確立、災害時の連絡体制の確立、収集運搬に関す

る連携体制の確立、収集委託業者との協力協定の締結、各市町村間の相互協定の締結等により災害時に
おける適切な収集・運搬、処理・処分体制の確立に努めます。

　また、災害時のごみ処理に関して市民の協力が必要な内容について、広報紙等により周知徹底を図つ
とともに、平常時から、市職員の教育・訓練を行います。

ごみの減量やリサイクルは誰もが関わる最も身近な環境問題
であり、解決にあたっては、市民・事業者の皆様と市（行政）が、
連携・協働し、取組を進めていくことが大切です。
皆様の御理解と御協力をお願いします。

福知山市市民総務部生活環境課

福知山市字牧 285番地

福知山市産業政策部農林業振興課

福知山市字内記 13番地の 1

担当課


