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第4章 ごみ処理基本計画 

 

第1節  ごみ処理の基本方針 

1． ごみ処理の基本方針 

本村は、平成24年3月に策定した猿払村一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(以下、「現計画」

という。)において、循環型社会の構築のための基本方針を決定し、ごみの減量化と適正処

理に向けた地域ぐるみの取組の展開や、省エネルギー･省資源化等の環境行動を推進してき

ました。今後もこの基本方針を継続し、処理を行っていきます。 

 

 

 

2． ごみ処理の施策 

ごみ処理の施策についても、現計画と同様に、平成13年1月に施行された循環型社会形成

推進基本法で定めるごみ処理の優先順位(①廃棄物等の発生を抑制するReduce(リデュース)、

②循環資源を再使用するReuse(リユース)、③排出されるごみに対して、資源回収、資源化

処理による再生利用、④焼却処理での熱回収、⑤減量化やリサイクルが困難なごみに対する

適正処分)を基本として定めます。 

 

(1) ごみ発生量の抑制を促す仕組づくり 

ごみの発生量をできる限り少なくすることを第一優先として取り組みます。 

これまでの「大量生産･大量消費･大量廃棄型社会」の中で当然のことのように行われて

きた「要らなくなったものを捨てる」という状況下にあっては、適正処理の確保がごみ処

理における中心的課題となっていました。 

しかし、持続可能な社会である循環型社会を構築し、環境負荷の低減と資源の有効活用

するためには、これまでのリサイクル重視の考え方ではなく、ごみの発生段階に着目した

ごみの発生抑制･減量化が最優先の課題となります。 

今後は、意識の啓発などにより、品目･製品のライフサイクルにおいて発生する環境負

荷が大きいものは、できるだけ生産･消費しないことなど、ごみの発生抑制(リデュース)

及び不要なものを断る(買わない･もらわない)(リフューズ)を促進する取組に努めます。 

 

  

基本方針 

限りある資源を大切にし、環境にやさしい ふるさとの創造 
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(2) 環境低負荷型の資源循環システムの構築 

ごみの発生抑制に努めたうえで、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)、修理しな

がらの使用(リペア)を推進して、資源化処理以外の中間処理量及び最終処分量の削減に努

めます。 

ただし、再使用、再生利用、修理などのごみの資源循環を進めるにあたっては、資源循

環を行う際に必要とするエネルギーや排出される二酸化炭素等の温室効果ガス量等にも配

慮し、環境低負荷型の資源循環システムの構築に努める必要があります。 

 

(3) 安全かつ適正な処理体制の確保 

“ごみ”として処理･処分せざるを得ないものについては、安全かつ適正に中間処理及

び最終処分を行います。 

また、ごみ処理施設の運転、点検、補修等の維持管理については、ライフサイクルコス

トに配慮し、計画的かつ適切な維持管理計画のもと運営していきます。 

 

3． 数値目標 

ごみの発生抑制や適正処理を推進する際の目標を明確にするため、達成すべき数値目標と

して、以下の3つの目標を設定します。 

 

         

 

目標を設定するにあたっては、本村のごみ処理の現状や課題を踏まえるとともに、国及び

北海道が掲げている目標(表 4-1参照)を参考にして設定します。 

なお、本計画は、計画目標年次である令和16年度を数値目標の達成年度として設定します。 

 

表 4-1 国･北海道の減量化等の目標(一般廃棄物) 

区分 

国 

(第四次循環型社会形成推

進基本計画、平成30年6月) 

北海道 

(北海道廃棄物処理計画(第

4次)、平成27年3月) 

目標年 令和7年度 令和元年度 

ごみ排出量 

の削減 

排出量 約3,800万トン 
1,800千トン以下 

(平成24年度比 約11%削減) 

1人1日当たりのごみ排出量 約850g/人･日 940g/人･日 

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量 約440g/人･日 590g/人･日 

事業系ごみ排出量 約1,100万トン  

リサイクル率 約28% 30%以上 

最終処分量の削減 約320万トン 
290千トン 

(平成24年度比 約28%削減) 

 

 

ごみ排出量の 

削減目標 

リサイクル率の 

目標 

最終処分量の 

削減目標 
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(1) ごみ排出量の削減目標 

ごみ排出量の削減目標については、1人1日当たりごみ総排出量を目標値として設定しま

す。また、近年における本村のごみ量の推移を考慮し、令和元年度推計値(現状推移した

場合)と比べた目標とします。 

 

 

 

なお、資源ごみの分別及び集団回収は、今後も推進していきます。 

 

(2) リサイクル率の目標 

本村では、資源物の分別を推進しており、リサイクルセンターでは、資源物を選別、回

収する体制を整えています。また、生ごみについても分別回収を行い、南宗谷クリーンセ

ンター･汚泥再生処理施設でメタン発酵処理することにより資源循環の向上に努めていま

す。このような現状を考慮するとともに今後もより一層、積極的に資源回収に努めること

として、以下の目標を設定します。 

 

 

 

(3) 最終処分量の削減目標 

本村では、循環型社会の形成に向けて最終処分量を削減するため、以下の目標を設定し

ます。 

 

 

 

  

【ごみ排出量の削減目標】 

令和16年度(計画目標年度)までに、令和元年度推計値(1,209g/人･日)と比べて、1人1日

当たりごみ総排出量を4%削減(1,161g/人･日)します。 

【リサイクル率の目標】 

令和16年度(計画目標年度)までに、リサイクル率を29%以上とします(令和元年度推計値

(25.1%))。 

【最終処分量の削減目標】 

令和16年度(計画目標年度)までに、令和元年度推計値(207t/年)と比べて、最終処分量を

21%削減(177t/年)します。 
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第2節  将来ごみ量 

1． 将来のごみ処理フロー 

本村では、将来のごみ処理を現状のごみ処理体制を継続するものとし、以下のように計画

しています。 

 

 
図 4-1 将来のごみ処理フロー 

 

2． 将来ごみ量の推計 

実績に基づく現状のごみ処理システムとごみ排出量の削減目標等を反映し、将来ごみ排出

量を推計すると表 4-2のようになります。 

将来的なごみの減量化、資源化、最終処分の数値目標値を表 4-3に整理します。 

 

 

  

排 出 区 分

燃 や せ る ご み

粗 大 ご み

燃 や せな い ごみ

生 ご み

資 源 物

中 間 処 理

【南宗谷クリーンセンター】

廃棄物処理施設

焼 却

【猿払村リサイクルセンター】

【南宗谷クリーンセンター】

汚泥再生処理施設

メ タ ン 発 酵

選 別
・

圧 縮
・

保 管

資 源 化 ･ 最終 処分

【最終処分場】

猿払村一般廃棄物最終処分場

埋立処分

資 源 化 業 者

・

日 本 容 器 包 装

リ サ イ ク ル 協 会

資源物

堆肥
緑 農 地 還 元

焼却残渣

(直接埋立)

あき缶
あきびん
ペットボトル
紙パック
白色トレイ
新聞紙･雑誌
段ボール

拠点回収 (古衣料 )

集 団 資 源 回 収 資 源 回 収 業 者

再 生 利 用 業 者

(一部焼却処理)
手選別

鉄分回収
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表 4-2 将来ごみ排出量 

区分 単位 

実績値 推計値 

平成30年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度 

(最新実績) (中間目標年次) (中間目標年次) (計画目標年次) 

行政区域内人口 人 2,715 2,639 2,577 2,515 

ごみ総排出量 t/年 1,209.63 1,149.35 1,107.18 1,065.74 

 
燃やせるごみ t/年 543.75 490.66 461.29 432.44 

 
燃やせないごみ t/年 109.33 105.81 95.80 86.33 

 
粗大ごみ t/年 99.59 88.04 83.51 79.38 

 
生ごみ t/年 176.64 182.07 177.79 173.51 

 
資源物 t/年 216.62 224.64 232.02 238.68 

 
拠点回収 t/年 0.50 0.49 0.48 0.47 

 
集団資源回収 t/年 63.20 57.65 56.29 54.94 

1人1日当たりごみ総排出量 g/人･日 1,220.65 1,193.22 1,177.09 1,160.97 

 
燃やせるごみ g/人･日 548.70 509.39 490.42 471.08 

 
燃やせないごみ g/人･日 110.33 109.84 101.84 94.05 

 
粗大ごみ g/人･日 100.50 91.41 88.79 86.47 

 
生ごみ g/人･日 178.25 189.01 189.01 189.01 

 
資源物 g/人･日 218.59 233.21 246.67 260.01 

 
拠点回収 g/人･日 0.51 0.51 0.51 0.51 

 
集団資源回収 g/人･日 63.77 59.85 59.85 59.85 

リサイクル率 ％ 23.2% 26.6% 28.0% 29.5% 

埋立ごみ量 t/年 264.00 207.21 191.59 176.82 

 
直接埋立ごみ t/年 213.00 159.51 146.74 134.75 

 
焼却残渣 t/年 51.00 47.69 44.85 42.07 

※四捨五入により合計と内訳が一致しない場合があります。 

 

表 4-3 数値目標に関する将来量 

区分 単位 

実績値 推計値 

平成30年度 令和6年度 令和11年度 令和16年度 

(最新実績) (中間目標年次) (中間目標年次) (計画目標年次) 

ごみ排出量 

の削減目標 

1人1日当たり 

ごみ総排出量 
g/人･日 1,220.65 1,193.22 1,177.09 1,160.97 

令和元年度比 ％ - -1.3% -2.7% -4.0% 

リサイクル 

率の目標 

総資源化量 g/人･日 280.32 305.30 310.29 314.65 

リサイクル率 ％ 23.2% 26.6% 28.0% 29.5% 

最終処分量 

の削減目標 

最終処分 

(埋立ごみ)量 
t/年 264.00 207.21 191.59 176.82 

令和元年度比 ％ - -8.0% -14.9% -21.5% 
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第3節  排出抑制計画 

1． 目標 

村民、事業者、行政が連携してごみの減量化に取り組み、令和16年度(計画目標年度)まで

に令和元年度推計値と比べて、1人1日当たりごみ総排出量を4%削減することを目標とします。

さらに、村民及び事業者への普及啓発や活動支援により、環境に対する理解と認識を深め、

ごみの排出抑制だけではなく、ごみの発生そのものを減らすライフスタイルの構築を目指し

ます。 

 

2． 排出抑制のための取組 

(1) ごみの発生抑制･排出抑制の啓発･指導 

村は、村民及び事業者との協働を基本に効果的なごみの発生抑制･排出抑制の啓発活動

を行います。 

 

 村民による発生抑制･排出抑制 

① 啓発事業の推進 

村は、以下の啓発事業を継続的に行い、村民による自発的努力を促します。 

a) 広報紙やホームページ等により、本村のごみ処理やリサイクルの状況、村民が

日常的に実行できるごみの排出抑制･発生抑制のための取組･工夫等の情報提供

活動を進め、町民に対してごみの発生抑制･減量化に対する意識の向上を図り

ます。 

b) 村民学習会などのごみ減量化に関するイベントを開催し、ごみの減量化、リサ

イクル推進、循環型社会や低炭素社会の実現に向けたライフスタイル等につい

て、村民の意識向上に努めます。 

c) 教育機関等と連携を図り、学習冊子の作成、ごみ処理施設見学会や体験学習等

により、ごみ処理に対する意識啓発に努めます。 

② 村民協働の推進 

村は、村民が主体的に実施するごみ減量活動、リサイクル活動の協力、支援を行い

ます。 

a) 集団回収や事業者による資源回収に関する情報提供を行います。 

b) 再利用を推進するため、フリーマーケットやバザー等の開催･周知の協力、支

援を行います。 

c) 必要に応じて、廃棄物減量等推進審議会を開催し、地域に根ざしたごみ減量･

リサイクル活動を推進していきます。 

 

  



 

ごみ-38 

 事業者による発生抑制･排出抑制 

① 情報提供の推進 

商工会や農協･漁協等の事業者団体を通じ、ごみの発生抑制･排出抑制やリサイクル

の推進について、情報提供、啓発に努めます。 

② 減量化指導の強化等 

多量排出事業所に対するごみ減量化･資源化計画書の作成･提出の要請など、ごみ減

量等の指導を行います。 

 

 行政による発生抑制･排出抑制 

① マイバッグ･ノーレジ袋運動の導入 

レジ袋の無料配布を行っている店舗に対して、レジ袋削減協定締結の働きかけを行

うなど、レジ袋の削減を目指します。 

また、マイバッグの持参及びレジ袋の辞退などによる、村民への協力を啓発します。 

② 行政によるグリーン購入※7等の促進 

庁舎内で使用する事務用品等は、再生品、長期使用に耐えられる商品、資源として

再生可能な商品の使用に努めます。 

③ 環境に配慮した行動･取組の実践 

行政自らが率先してごみの発生抑制･排出抑制に努め、環境に配慮した行動･取組を

実践します。公共事業においても、再生品や環境負荷の少ない製品の使用に努めます。 

 

第4節  資源化計画 

1． 目標 

分別排出の徹底を行い、資源化を促進するとともに資源化可能なものを有効利用できるよ

うな方策を検討し、令和16年度(計画目標年度)までにリサイクル率を29%以上とします。 

 

2． 資源化促進のための取組 

(1) 村民による資源化の推進 

村民による資源化を促進するため、次の取組を推進します。 

 

  

                                                                                       
※7 グリーン購入：製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷がで

きるだけ少ないものを選んで購入すること。 
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 分別排出の徹底 

本村が定める分別区分のとおりに排出されるよう、分別排出徹底の指導を強化します。

特に、「燃やせるごみ」に含まれている生ごみ、新聞紙･雑誌、段ボール、「燃やせないご

み」に含まれている缶･びんについては正しい区分で排出されるよう、分別排出徹底の指

導を強化します。 

 

 資源回収への積極参加 

村民に対して、古着の拠点回収や小学校による集団回収の普及･啓発を行います。 

 

(2) 事業者による資源化の推進 

事業者の資源化を促進するため、次の施策を実施します。 

 

 ごみの排出指導の強化 

本村が定める分別区分のとおりに排出されるよう、分別排出徹底の指導を強化します。 

 

 事業者によるリサイクルの推進 

事業所から発生する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や各種リサ

イクル法に則って、事業者による適正処理、資源化を基本としています。 

今後も事業者による適正処理、資源化を推進するとともに本村から事業者に対して、リ

サイクル等に関する情報提供を行います。 

 

(3) 行政による資源化の推進 

本村は、循環型社会の実現に向け、資源物のさらなる適切な分別･収集システムを構築

し、資源化を促進します。 

 

 資源回収の継続実施 

今後も継続して古着の拠点回収、小学校による集団回収を推進し、資源回収に努めます。 

 

 小型家電拠点回収の検討 

新たな資源回収方法として、小型家電の拠点回収を検討します。 
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第5節  収集運搬計画 

1． 目標 

今後のごみ処理計画を踏まえ、収集量の動向に基づいた車両台数や人員の見直しを行うな

ど、効率的で環境に配慮した収集運搬体制を確立することを目標とします。 

また、衛生的で快適な生活環境を保持するため、ごみの排出モラルの向上に努めます。 

 

2． 分別収集方法 

(1) 収集区域 

計画収集区域は、本村全域とします。 

 

(2) ごみの分別区分と収集方法 

ごみの分別区分、収集方法は、現状と変更なく、表 4-4を基本とします。 

 

表 4-4 将来のごみの分別区分と収集方法 
分別区分 排出方法 収集方法 収集頻度 

燃やせるごみ 指定専用袋 

ごみステーション 

方式 

週1･2回 

燃やせないごみ 指定専用袋 月3回･週1回 

粗大ごみ － 月1回 

資源ごみ 

生ごみ 指定専用袋 週2回 

あき缶 指定専用袋 

週1回 
あきびん 指定専用袋 

ペットボトル 指定専用袋 

紙パック 指定専用袋 

白色トレイ 指定専用袋 

週1回 新聞紙･雑誌 指定専用袋 

段ボール 指定専用袋 

※収集回数は収集地区により異なります。 

 

3． 収集運搬の施策 

(1) 効率的で環境に配慮した収集運搬体制の確立 

安定した収集運搬業務に配慮しながら、収集運搬体制の効率化を図ります。 

 

 収集運搬業務の効率化 

収集運搬業務の経済性、効率性の向上を図るため、村民の意見や要望等を考慮しつつ、

収集頻度等の見直しを適宜行います。 

 

(2) 収集車両による環境負荷の低減 

収集車両による周辺環境への負荷を低減するため、効率的な収集ルートによる収集運搬

の実施、収集車両の適切な維持管理を行います。また、収集車両の買い替え時などには、

低公害型車両の導入を検討します。 
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(3) 排出モラルの向上 

排出モラルの向上を図るため、分別排出違反に対する指導の強化を図ります。 

 

1) 村内への転入者に対し、転入手続きの際にごみ･資源物の分別を示したごみ収集カ

レンダーを配布します。 

2) 共同住宅の所有者及び管理者に対して、ごみ出しの指導を徹底します。 

3) 分別排出違反が改善されない場合には、警告シールの活用や個別に直接指導を行い

ます。 

4) ごみ･資源物の分別を示したごみ収集カレンダーの作成･配布、個別指導や各種懇談

会等での説明により、排出者意識の向上に向けた啓発活動を行います。 

5) 村民に対して、ごみステーションの自主的な管理活動を啓発します。 

 

(4) 高齢化社会への対応 

分別ルールの遵守やごみ出しが困難な高齢者や障害者等に対する支援体制ついて、関係

機関と情報を交換して検討していきます。 

 

第6節  中間処理計画 

1． 目標 

中間処理においては、環境への負荷を極力低減し、循環型ごみ処理システムの構築を目指

します。また、日々排出されるごみを安定･適正かつ安全に処理できる体制を確保します。 

 

2． 中間処理方法 

本村における今後の中間処理は、現状と変更なく、以下の処理を基本とし、「粗大ごみ」

の全地域における南宗谷クリーンセンター･廃棄物処理施設での焼却処理の実施について、

協議･検討を重ねていきます。 

 

 

 

【中間処理方法】 

燃やせるごみ ：南宗谷クリーンセンター(廃棄物処理施設)にて焼却処理 

粗大ごみ ：南地区と北地区の一部について、南宗谷クリーンセンター(廃棄物

処理施設)にて焼却処理(他の地域については鉄分の手選別回収後

埋立処分) 

生ごみ ：南宗谷クリーンセンター(汚泥再生処理施設)にて処理 

資源物 ：猿払村リサイクルセンターにて選別･圧縮･保管 
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3． 中間処理の施策 

(1) 維持管理の効率化の検討 

ごみ処理、資源化等に関して、村民から多様な要望を受ける一方、これまで以上にごみ

処理の経費節減が必要となっています。ごみ処理施設における維持管理費の削減や施設運

営の効率化について、最適な方法を検討します。 

 

(2) 新たなごみ処理技術への対応 

ごみ処理、処分に関して、環境への負荷を極力低減する処理や再生利用等の技術開発が

進められています。ごみ処理、資源化等に係る技術開発について、情報の収集と調査･研

究を継続して行います。 

 

第7節  最終処分計画 

1． 目標 

ごみの発生･排出段階及び中間処理段階において、最終処分量の減量化･減容化に努め、令

和16年度(計画目標年度)までに、令和元年度推計値と比べて、最終処分量を21%削減するこ

とを目標とし、安全かつ衛生的な最終処分体制の整備を図ります。 

 

2． 最終処分方法 

猿払村一般廃棄物最終処分場では、現状と変更なく、「燃やせないごみ」及び「粗大ごみ」、

南宗谷クリーンセンター(廃棄物処理施設)からの「焼却残渣」を埋立処分していきます。な

お、「第6節 中間処理計画」に記載の通り、南地区と北地区の一部において、南宗谷クリー

ンセンター(廃棄物処理施設)にて焼却処理している「粗大ごみ」は、本村全地域における焼

却処理の実施について、協議･検討を重ねていきます。 

 

3． 最終処分の施策 

(1) 最終処分量の削減に向けた取組 

循環型社会の形成、施設の有効利用、財政負担の軽減等の観点から、最終処分場の延命

化が望まれます。そのため、中間処理による最終処分量の削減に加え、ごみの発生･排出

時のごみの減量化や資源物の適正分別排出等による最終処分量の削減が重要となります。 

したがって、前節までに示した各種施策の実行及び推進により、最終処分量の削減を図

り、最終処分場の延命化に努めます。 

 

(2) 最終処分場の適正管理 

ごみの埋立に際しては、周辺環境に十分配慮し、最終処分場の適正な維持管理を行いま

す。 
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(3) 環境配慮と適切な情報公開 

最終処分場における維持管理において、継続して地下水等のモニタリングを実施し、施

設の安全性を確認するとともに、測定結果は適切に情報公開を行います。 

 

(4) 次期最終処分場の整備計画 

粗大ごみの一部焼却処理や鉄分回収の減量効果により、現最終処分場が予定よりも1～2

年ほど更に延命化する可能性があります。このため、令和2年度に残余容量の再調査を行

い、現最終処分場の埋立完了年度を改めて検証し、次期最終処分場の整備スケジュールを

計画します。 

 

第8節  関連施策 

1． 不法投棄対策の推進 

不法投棄は、良好な地域環境を阻害するばかりではなく、廃棄物の適正な処理に対する信

頼を損なうことにつながりかねないことから、厳しく対応する必要があります。 

不法投棄の防止のため、ごみの適正排出･適正処理のポスターやチラシ･広報誌･ホームペ

ージ等による村民及び事業者への普及･啓発を継続して行います。また、村民、事業者、警

察機関、近隣自治体や道などと情報交換を行いながら、連携して監視を行い、不法投棄の未

然防止に努めます。 

 

2． 災害廃棄物への対応 

地震等の災害時に発生するごみ･し尿等の廃棄物については、本村が策定した「猿払村地

域防災計画」に定める「廃棄物処理等計画」に基づき、猿払村防災会議に組織する住民班を

中心に災害廃棄物の収集･処理を実施します。 

 

3． 適正処理困難物の対応 

本村で処理を行わない処理困難物については、販売店または処理業者による引き取り処理

を徹底します。 

また、医療の高度化や高齢者の増加により、家庭での在宅治療が普及し、特別管理一般廃

棄物に該当しない在宅医療廃棄物(注射針、カテーテル、ガーゼ等)の増加が予想されます。

本村では、在宅医療廃棄物は村で処理できないものとしており、その処理をかかりつけの病

院や用具の提供を受けた病院等への引き取っていただくものとしています。 

今後も、在宅医療廃棄物は本村の処理対象外とし、かかりつけの病院や用具の提供を受け

た病院等への引き取っていただくよう指導していきます。 
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第9節  計画の推進(進行管理) 

本計画を着実に推進し、実効性のあるものとするため、各種施策の進捗と目標の達成状況を

定期的に確認し、実情に合わなくなった施策などは適宜見直し、改善を図っていく必要があり

ます。その方法として、PDCAサイクル※8による計画の進行管理を実践し、施策の進捗や目標の

達成状況を把握し、評価、計画の改善等を行っていきます。 

本計画は、概ね5年ごとに見直していく予定です。本計画の進行管理は、廃棄物減量等推進

審議会等の機関を中心として進行管理体制を確立し、本計画の見直しと併せて、進捗･達成状

況の把握、評価、計画の改善等を行うことを基本とします。ただし、目標の達成状況等につい

ては、必要に応じて適宜確認、評価を行うこととします。 

また、計画の進捗･達成状況等については、本村の広報やホームページなどで公表します。 

 

 
図 4-2 PDCAサイクルによる計画の進行管理 

 

 

                                                                                       
※8 PDCAサイクル：Plan(計画の策定)、Do(計画の実行)、Check(計画の確認･評価)、ction(計画の改善)の4段

階を繰り返すことによって、計画を継続的に改善していく手法。 




