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富士市長 鈴木 尚 殿

“フジスマートプラン 21”目標達成に向けて

平成 20 年６月 13 日 NPO 法人 富士市のごみを考える会

「富士市ごみ処理基本計画」“フジスマートプラン 21”は、スタート後８年を経過した現在、

各界の努力にもかかわらず、その進捗状況は不十分と言わざるを得ない。

そこで、当 NPO 法人富士市のごみを考える会は、過去からの経緯を踏まえ、目標達成

に向けての今後の対応策を提案することとした。

本提案のすべての施策が実施できたとしても目標値達成のためには充分とは言えない

が、個々の施策を実施していく中で、相乗効果が出て目標値達成に近づけることは充分

に期待できる。

なお、本提案における最重要課題は、「生ごみの資源化」と「燃やすごみの有料化」で

あると考えるが、これらの施策なくしては、目標値の達成は不可能である。

１． 目標値達成のために推進すべき施策とその意義

(1) 新たに推進する必要のある施策

① 「生ごみ」の分別回収・資源化

② プラスチック製容器包装類の分別回収・資源化

“フジスマートプラン 21”進捗においての最大の課題は、「資源化率」及び「焼却

量」の目標未達であるという点である。これは、市民が出したごみを行政がどう処理す

るかという点であり、富士市の場合は、「資源化せずに燃やしている」という状況にある

と言わざるを得ない。

資源化率：30％の目標を掲げているにも拘らず、排出されるごみの主要構成部分

である「プラスチック製容器包装類（構成比：5.6％）」及び「生ごみ（構成比：38％）」

に対する施策がほとんど皆無に等しい現状では、目標値達成は不可能に近い。

(2) 従来から推進しているもので、更に強化推進する施策

① 「生ごみ」の一絞り運動の推進

② マイバック運動展開による「レジ袋」の削減

③ 「ペットボトル」のステーション回収の推進

④ 「その他の紙」の分別排出の推進強化

本項で提示した施策は、いずれも、従来から実施されてきているが、市民の協力度

という点では、③項を除きまだまだ不十分と言わざるを得ない。

③項の「ペットボトルの分別回収」については、更なる分別の徹底を図る必要はあ

るとしても、現状の分別回収状況（回収率：48.5％－2006 年）を踏まえれば、回収率
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が全国平均（66.3％－2006 年）に達したとしても、目標値達成に対しては、それほど

大きな貢献度（資源化率：0.2％、焼却量：2.1g）を有していない。

しかし、①項及び④項については、市民の協力度が更に上がれば、目標値達成に

対しては、大きな貢献度が期待できる。①項についての市民協力度は、データがない

ので現状、どの程度の市民が「生ごみの一絞り運動」を行っているか不明であるが、

④項の「その他の紙」の分別排出への市民協力度は、平成 18、19 年度の回収実績

より 7～8％程度と試算され、低迷していると言わざるを得ない。

本提案においては、「ペットボトルの分別回収」以外は、施策への市民協力度を

50％（半分の市民が施策に沿って分別排出してくれる）として貢献度を算出している

が、平成 18 年度より本格的に始まった「その他の紙の分別」についての現在までの

実績を踏まえれば、各施策の貢献度達成については、相当に高いハードルがあるも

のと言える。（しかし、その程度の高い設定をしないと目標値達成が不可能）

そのような点からも、各施策展開に際しては、(3)項の「施策推進を側面的に支援

し、より一層の達成効果を上げるための施策」が不可欠となる。

(3) 上記施策推進を側面的に支援し、より一層の目標達成効果を挙げるための施策

① 「燃やすごみ」の有料化

② フジスマートプラン 21 進捗フォローの徹底

③ 施策の周知徹底活動の推進

富士市における「ごみの有料化」の目的・狙いは、「住民の意識改革」を促し、「排

出抑制や再生利用の推進」への施策完遂を図ることであると考える。

そのため、料金体系は全国レベルでも高めの設定（40ℓ袋－80 円程度）を行って、

ごみ削減への「住民の意識改革」を強く促すと共に、先に育成した「ごみマイスター」

を最大限活用し、町内会組織と協働で、住民への「施策の周知徹底活動」を行い、

市民に改めて「ごみ問題」を考えて頂く機会を提供することが重要である。

また、一方で、市民に従来以上の厳しいごみの出し方を要求すると、不法投棄を

はじめとする“ルール破り”が出現することも予測されるので、一部の地域には、「戸別

収集」行うことも検討する必要があろう。

更に、逐一、進捗状況を把握し、的確な対応が取れるよう「フジスマートプラン 21

進捗フォロー体制」の復活も必要である。

「富士市ごみ処理基本計画」“フジスマートプラン 21”は、少なくとも、上記で提案した内

容又はそれに相当する施策を推進しない限り、目標値の達成は不可能であると言える。

目標達成年度の平成 26 年度までには、限られた時間しか残されていないが、トップが

目標を達成しようとする強い意欲を持って挑めば、決して時間切れという時期ではない。

なお、各施策の具体的推進方法については、今後、廃棄物減量化等推進審議会等

の場で、官民一体となり鋭意検討することとなろうが、我が会での議論の中で提起された

具体策（案）並びに推進上の課題・留意点等を今後の検討の“タタキ台”として提示して

おく。
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２． なぜ、これだけの施策の推進が必要か

(1) フジスマートプラン２１最終目標値と候補施策積上げによる達成度合い（まとめ）

今回提案した各施策のフジスマートプラン 21 の目標値に対する貢献度（寄与）は、

次の通りと試算される。

なお、４項に、その算出の背景、計算結果等を提示してある。

施策項目

目標値達成への貢献量

（H19 年度実績ベースで試算）

総排出量 資源化率 焼却量

１ 「生ごみ」の“一絞り運動”の推進 11.3g 0 11.3g

２ マイバッグ運動展開によるレジ袋の削減 2.0g 0 2.0g

３ 「ペットボトル」のステーション回収推進 0 0.2％ 2.1g

４ 「その他の紙」の分別排出の推進強化 0 4.4％ 44.0g

５ 「プラスチック製容器包装類」の資源化 0 0.3％ 3.3g

６ 「生ごみ」の資源化 0 10.0％ 99.7g

合計 13.3g 14.9％ 162.4g

７ 「生ごみ処理機」等補助（現行富士市施策） 8.4g 0 8.4g

H26 年度

最終目標値

H19 年度

実績値
差異

総排出量 920g 994g 74g

資源化率 30％ 15.7％ 14.3％

焼却量 640g 816g 176g

施策項目

重量（㌧）

（H19 年度実績ベースで試算）

対象量
施策協力率
（設定値）

削減量

１ 「生ごみ」の“一絞り運動”の推進 1,986 50％ 993

２ マイバッグ運動展開によるレジ袋の削減 350 50％ 175

３ 「ペットボトル」のステーション回収推進 1,037-503 66.3％ 185

４ 「その他の紙」の分別排出の推進強化 7,841 50％ 3,921

５ 「プラスチック製容器包装類」の資源化 ２,927 10％ 293

６ 「生ごみ」の資源化 17,772 50％ 8,886

※施策協力率＝100×（市民分別協力量／想定排出総量）

（削減量） （対象量）

なお、本提案における候補施策の目標値への貢献度試算は、施策の対象を家庭

系収集ごみに限定して行っている。しかし、これらの施策のかなりの部分は、事業系

持込ごみにも適用可能であるので、事業系持込ごみにまで適用拡大を図れば、更に

大きな効果が期待できる。
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(2) フジスマートプラン 21 の推進状況

エラー ! 編集中のフィールド コードからは、オブジェクトを作成できません。

フジスマートプラン２１
目標値と実績値との対比
（１人１日あたりの排出量［ｇ］）
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目標値超過分
（Ｈ19年度）

９９４－９８０

＝１４ｇ

1.沖縄県 うるま市（11.7万） ： 755g
2.長野県 佐久市（5.2万） ： 774g
3.東京都 小金井市（11.3万） ： 799g

9.掛川市（11.5万人）：853g

全国平均：1,115g

エラー! 編集中のフィールド コードからは、オブジェクトを作成できません。

フジスマートプラン２１
目標値と実績値との対比

（資源化率［％］）
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（Ｈ19年度）

２６．０－１５．７

＝１０．３％

1.東京都 調布市（21.8万） ：48.5％
2.東京都 小金井市（11.3万）：46.6％
3.岡山県 倉敷市（47.9万） ：46.5％

8.浜松市（82.4万人）：19.3％

全国平均：19.6％

※他自治体データは、平成 18 年度データ

エラー! 編集中のフィールド コードからは、オブジェクトを作成できません。
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フジスマートプラン２１
目標値と実績値との対比
（１人１日あたりの焼却量［ｇ］）
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＜特に、資源化率、焼却量で目標値大幅未達＞

(3) 今、燃やしているものは何がどのくらいか？

種 別 処理総量 スマートプラン対象
全国平均

（H18）注

重量（㌧） 構成比（%）

ごみ処理 94,577 88,821

焼却量 78,580 72,932 82.1 77.6

収集ごみ（家庭系） 52,271 52,271

持込ごみ（事業系） 20,661 20,661

汚泥 5,648

資源物量 13,983 13,983 15.7 19.6

埋め立て 1,906 1,906 2.1 2.5

罹災物 108

注：一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 18 年度実績）について

（平成 20 年６月３日 環境省 報道発表）

＜集めたごみを資源化せずに燃やしている傾向が強い＞
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(4) 「収集可燃ごみ（家庭系）」の中身は？

大分類 小分類
収集ごみ（家庭系）

注１ 「収集ごみ」＋「持込ごみ」
注２

第１回目 第２回目

生ごみ 42.3％ 33.9％ 厨芥類 39.9％

紙ごみ 古紙類 5.8％ 7.8％

容器類 2.4％ 3.0％

その他 9.4％ 2.4％

合 計 17.6％ 13.2％ 紙ごみ 28.5％
プラスチックごみ PET 0.6％ 1.3％

トレイ 0.1％ 0.2％

他の容器包装 4.4％ 6.5％

その他 4.8％ 4.8％

合 計 9.9％ 12.8％ ビニール、合 成

樹脂・皮革類

19.4％

その他の可燃 29.4％ 39.3％ 木、竹、ワラ類 9.2％

可燃ごみ小計 99.2％ 99.2％ 97.0％

違反ごみ 0.8％ 0.8％ 3.1％

※ 注１：廃棄物減量化等推進審議会第２部会展開調査結果

（H15/9、H16/2）

※ 注２：環境クリーンセンター定期組成調査（H14 ？）

＜その後の調査データがないのも問題か？＞



7/16

３． 具体的にどのように推進するか、課題・留意点としてどんなことが考えられるのか

(1) プラスチック製容器包装類の分別回収・資源化

富士市は、容器包装リサイクル法に基づく、プラスチック製容器包装類の分別回

収・資源化を平成 20 年 11 月からモデル地区を設定・開始し、平成 21 年４月より市

全域に拡大する計画を公表している。

資源化の方策として、次の二点が候補となると考えるが、施策推進に関しては、い

ずれも、次のような課題・留意点がある。

① RPF（廃プラスチック・古紙固形燃料）化の課題・留意点

 富士市には、RPF の加工工場もないし、燃焼させる施設もない。

 通常 RPF は、プラスチック 100％では発熱量が高すぎ対応できる施設が少な

いため、古紙を混ぜて発熱量を下げているものが多い。しかし、富士市は、古

紙はマテリアルリサイクル資源として回収しているので、サーマルリサイクルとなる

プラスチックへの古紙の混入は好ましくない。

 富士市内の製紙工場は、フィルム状のプラスチックならば引き取ってくれる所は

あろうが、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック類を回収してくれるところ

はないように思う。

② 容器包装リサイクル協会へ再商品化を委託する上での課題・留意点

 マテリアルリサイクルされるものは、わずか 23％に過ぎない。

プラスチック容器包装リサイクル処理推進協会の資料によれば、容器包装リ

サイクル協会に再商品化が委託されたプラスチック製容器包装（その他プラス

チック）類の資源化の状況は次のようであると HP 上で公表している。

（http://www.pprc.gr. jp/whats/2007102909135559.html）

これによれば、マテリアルリサイクルされるものは全体の 23％に過ぎず、ケミカ

ルリサイクルされるものは、全体の 44％、残りの 23％は処理残渣となり産業廃棄

物扱いとなる。
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 将来的には、サーマルリカバリー（熱回収）となり、どうせ燃やされる。

一方、容器包装リサイクル協会の将来方向としては、市町村による分別収

集の拡大により、今後の５年間でプラスチック製容器包装の分別収集量が再

商品化可能量を上回る可能性があることから、このような場合の緊急避難的・

補完的な対応として、プラスチック製容器包装を固形燃料等の原材料として利

用することを再商品化手法として認めることとしている。

 市民が厳しい分別基準に対応できるか。

容器包装リサイクル協会に再商品化を委託する場合の分別基準は、「容器

包装以外の物の付着又は混入を 10％以下とする」という厳しいものである。場

合によれば、現在の沼津市のように、この基準に達しないため、事前処理が必

要となることも考えられる。

※引用資料：「沼津・プラ容器包装問題」（平成 20 年６月９日 静岡新聞）

※引用資料：分別基準について（平成 18 年環境省令第 35 号）

http://www.jcpra.or. jp/gather/procedure/procedure02/pdf/h20/7_h20.pdf

 このような状況を踏まえれば、市が導入しようとしている「プラスチック製容器包

装類の分別回収」については、「識別マーク」が見つけやすく、「汚れの付きにく

い或いは汚れを洗い落としやすいもの」から、逐次導入している方式が望ましい

と考える。

 市は、導入計画に基づく回収量を、全市適用の時点で、2,000t/年程度を見

込んでいるとのことであるが、同様に容器包装リサイクル法対象のペットボトルは、

「識別マーク」によらなくても容易にそれとわかるにも拘らず、分別回収率（ここ

で言う施策協力率）は、全国レベルで 66.3％、富士市では 48.5％程度であるこ

とを考えれば、対象総量は2,927t/H19 年、H26年時点でも、対象総量の10％

－300t 程度が精一杯ではなかろうかと推定している。
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(2) 生ごみの資源化

① 資源化モデルと導入に向けての進め方

我が会が従来から提案している「生ごみ資源化富士市方式」を図に示す。

大幅な資源化率向上を目指すなら、
生ごみの資源化の推進を!!!

この生ごみ資源化方式図中、吹き出し部分以外の施策は、すでに、大なり小

なり実施されている。しかし、それだけに限っていたら、目標値達成は全く不可能

である。

このような状況に鑑み、我が会は「生ごみ資源化富士市方式」実現に向けて

の方策を次のように提案する。

 目標値達成に向けて、生ごみの大幅な資源化施策開始の宣言を行う。

 堆肥化施設及び堆肥化・バイオマス発電複合施設導入に向けて、官産学民

一体の検討プロジェクトを立ち上げる。

※参考資料：リサイクルエネルギー利用促進基礎調査 P10 （宮城県）

http: //www.pref.miyagi. jp/sigen/biomass/recycle-ene-tyousa-gaiyou.pdf

 生ごみの分別収集方式の検討に至急着手する。特に、生ごみの質の向上を

図るため、戸別収集をモデル事業として、検討・開始する。

※参考資料：生ごみを再利用し発電 京都市が実験へ

（京都新聞-2008/5/1）

http: //kyoto-np.jp/article.php?mid=P2008050100060&genre=A2&area=K00

 生ごみ処理機による資源化推進のため、休耕地を借り上げ市民農園化する等

して処理物（堆肥）の利用場所の確保を行う。
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② 富士市計画の生ごみ資源化計画の貢献度合いの試算

富士市には現在「生ごみの資源化」に向けての施策が三点あるが、これらの

施策のフジスマートプラン 21 目標値への貢献度を試算してみると次のように概算

できる。

件 名 対象（年間） 備 考

廃食用油の

バイオディーゼル燃料化
？

生ごみ処理機購入費補助
富士市の全世帯数：

8 万 8 千世帯

88,500／550＝160 年

家庭用生ごみ処理機 150 世帯

大型生ごみ処理機 2×100 世帯

地域生ごみ処理モデル事業 2×100 世帯

合 計 550 世帯＋α

現在の施策のみで対処しようとすると、われらの提案の半数の世帯対象までに

は、80（160／2）年の長きにわたることとなり、到底これだけの施策では間に合わ

ないこととなる。
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(3) ごみの有料化

① 燃やすごみ有料化の法的根拠

 平成 18 年 2 月作成「富士市循環型社会形成推進地域計画」Ｐ６、

３、施策の内容 (１)発生抑制、再使用促進 ア 有料化 の中で､

「平成 21 年度を目途に市域全体で有料化を実施する」となっている。

 平成 19 年 6 月に、環境省より、「一般廃棄物処理有料化の手引き」が公表さ

れ､この中で国全体の施策の方針として､一般廃棄物処理の有料化を推進す

べきことが明示されている。

② 目的

 一般廃棄物の排出抑制及び再生利用を促進させるため

 排出量に応じた負担の公平化のため

 住民意識改革のため

 マイバッグ運動などの排出抑制施策や資源化施策の効果を高めるため

 焼却量が減ることで､二酸化炭素の排出を削減し､地球温暖化防止を図るため

③ 期待できる効果

 排出量を抑制することで､焼却施設や最終処分場などの処理施設の規模を最

小限に止めることができる。

 現状の処理サービスは､排出量にかかわらず税金で処理しているため､排出量

の少ない協力住民にとっては、不公平感がある。排出量と負担額が連動するこ

とで､協力住民の不満が解消される。

 自治体の住人に対する一般廃棄物処理費用などに関する説明の必要性が増

大するため､住民が処理費用を意識し､ごみ排出にかかる問題意識が高まる。

 平成 21 年度予定の指定ごみ袋制導入時に、同時に有料化することで、移行

がスムーズになり､混乱が最小限となる。

④ 方法

 燃やすごみの収納袋を富士市指定の有料ごみ袋とする。

 料金は､40 ㍑／1 枚 80 円、30 ㍑／1 枚 60 円、20 ㍑／1 枚 40 円、

10 ㍑／1 枚 10 円とする。

40 ㍑袋が 40 円～60 円の低い価格設定の市町村では､リバウンド（ごみ量が

一度は減るが、しばらくして慣れくると増えて元に戻ってしまう）が見られる。

帯広は、１㍑当り３円のごみ収集料金の計算から､40 ㍑ 120 円にしているが、

市民からの不満は聞かれないとのことである。

※引用文献：環境省編「一般廃棄物処理有料化の手引き」 P18

http://www.env.go.jp/recycle/waste/tool_gwd3r/ps/

 指定ごみ袋は、量販店・コンビニ・市役所売店等で販売する。

 資源ごみは、いままで通り、無料とする。

 国民年金世帯､生活保護世帯､乳幼児のいる家庭、その他止むを得ぬ事情で

紙おむつを使う世帯は、申請により無料券を配布する。
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 地域清掃・ボランティア清掃用ごみ袋は､申請により､無料配布する。

 売却益は､環境保護・ごみ減量施策のための使用目的限定財源とする。

 市民の合意と不法投棄・違反ごみ対策のため､頻繁に説明会を開く。

 平成 21 年開始の指定ごみ袋制導入時に、同時に燃やすごみを有料にする方

が効果的であり、混乱は避けられる。指定ごみ袋を購入する側から見れば､有

料でも無料でも同じことである。

 富士市内の店舗排出のレジ袋は、市内一斉に有料(１枚 10 円)とする。

いままで、ごみ袋として活用できていたレジ袋もただ単に、ごみになるだけで､燃

やすごみの有料化と同時に行うことでレジ袋削減効果も大いに期待できる。

 商店街、繁華街、中心市街地は、戸別収集を行う。

 戸別収集の財源は､有料化での収入を当てる。

 戸別収集を行うことで、集積場所への不法投棄・違反ごみを避けることができ、

家庭ごみの排出者責任を明確にすることが出来る。

＜参考にした例＞

① 旭川市（旭川市役所環境部リサイクル推進課聞き取り調査）

 北海道旭川市(人口 36 万人)では、2008 年 8 月の指定ごみ袋制の導入時に、

燃やすごみと埋め立てごみを有料化した。

 その結果、前年同時期との比較で､燃やせるごみ 24％減、燃やせないごみ

42.4％減、事業系も含めた一般廃棄物総排出量 18％減を達成した。

 有料化収入を 8 億円見込み､そのうち 2 億円が経費､残り 6 億円を一般財源

に繰り入れることとした。

 指定ごみ袋制導入時に、一気に有料ごみ袋としたため､逆に混乱がなくスムー

ズに移行できた。

 協力家庭は､公平感からか、さらに協力的になり､推進員として活躍してくれて

いる。

 前年から引き続き 400 回以上の説明会を行った結果､不適正排出ごみ・違反

ごみ・不法投棄ごみは､むしろ減った。

 近文リサイクルプラザ(焼却炉)は、平成 8 年 3 月 31 日稼動の焼却処理能力

280ｔ/日のストーカー炉。これで、36 万都市旭川に加え、2.5 万都市富良野分

の焼却処理に対応している。

（24.5 万都市富士市、現行焼却炉：300t/日 更新予定焼却炉：270t/日）

 旭山動物園や旭川空港には、ペットボトルのキャップまでも分別させる徹底した

ごみ分別ボックスが設置されている。それが、逆に環境に配慮した街のイメージ

に繋がり､観光資源になっている。

 知床の玄関口女満別空港でも､ごみ分別ボックスの前に掃除のおばさんが立

っていてごみ分別指導をしている。「さすが世界遺産！」の感を、すべての旅行

客がそこで持つことになる。
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② 掛川市（環境資源ギャラリー視察及び消費連での聞き取り調査）

 市民 1 人当りのごみ総排出量：853g（富士市 1,006g）（H18 年度）

 市民 1 人当りの焼却ごみ量：632ｇ（富士市 814g）（H18 年度）

 資源化率：19.4％（集団回収分含むと 28.5％）（富士市 15.8％）（H18 年度）

 レジ袋有料化に向けての三者協働の取り組み

 三者＝掛川市消費者協会、行政、掛川スーパー協会

 平成 19 年 4 月、三者による「レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定」を

締結。

 平成 19 年 6 月 1 日より､市内スーパー9 店舗で、レジ袋有料化スタート

 平成 20 年 3 月、市内 15 社 18 店舗全スーパーでレジ袋有料化開始、マイ

バッグ持参率は常に 90％を越えている。現在の持参率 93％。店舗間で、マ

イバッグ持参率競争をしている模様。

 このマイバッグ運動により､掛川市のレジ袋使用量は､2007 年６月～2008 年 2

月までの 9 ヶ月間で､約 488 万枚（49ｔ）を削減、ごみの排出量も昨年同時期よ

り 10％以上削減できた。

 ごみ減量大作戦を周知させるため､315 回の説明会を開いた。ごみ減量の取り

組みが活発に行われるキーは､“行政の本気さ”を伝えることと、“行政の木目細

やかな取り組み”にかかっていると思われる。
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４． 目標達成に対し、候補施策でどの程度の成果が期待できるのか（試算値）

(1) 生ごみの“一絞り運動”をやったらどうなる？

 ごみ総排出量（t） Ａ：88,821

 人口（人） Ｂ：243,565

 年間日数 Ｃ：366

 焼却ごみ量（t） Ｄ：72,932

 可燃収集ごみ量（t） Ｅ：52,271

 可燃収集ごみ中の生ごみ構成比（％） Ｆ：38

 一絞りにより除去される水分量（％） Ｒ：10

 可燃収集ごみ中の生ごみ量（Ｇ）＝Ｅ×Ｆ＝19,863ｔ

 総排出量への貢献度＝106×Ｇ×Ｒ／（Ｂ×Ｃ）＝22.28g／人日

 焼却量への貢献度＝106×Ｇ×Ｒ／（Ｂ×Ｃ）＝22.28g／人日

 生ごみ資源化に伴う目標指標への貢献度は、施策協力率（市民協力排出量

／想定排出総量）が 50％としても、１人１日当りの総排出量及び焼却量で

11.3g となり、大きな数値となる。なお、資源化率への貢献度はない。

(2) マイバック運動展開によるレジ袋の廃止

富士市での使用量（廃棄量）＝350ｔ（｢フジスマートねっと｣第８号より）

 レジ袋を完全に廃止した場合

 総排出量への貢献度＝106×（350／243,565／366）＝3.9（g/人日）

 焼却量の減少程度＝106×（350／243,565／366）＝3.9（g/人日）

 マイバッグ持参運動によるごみの総排出量及び焼却量の削減量は、１人１日

当り 3.9g 程度であるが、施策協力率が 50％としても、１人１日当り 2.0g 程度は

ある。さらに、市民の意識改革は促し、ごみの排出抑制への間接的な貢献が

期待できる。

なお、資源化率への貢献度はない。

(3) ペットボトルのステーション回収による効果

 日本におけるペットボトルの全販売量 （Ａ）：543,840ｔ（2006 暦年）

 日本人口 （Ｂ）：127,747 千人（平成 19 年４月１日現在）

 富士市人口 （Ｃ）：243,453 人（平成 19 年４月１日現在）

 富士市での販売量＝Ａ×（Ｃ／Ｂ）＝1,037ｔ

 富士市の回収再商品化量＝503ｔ（実績値）

 富士市における回収率＝48.5％（全国平均：66.3％）（2006 暦年）

 燃えるごみとしての焼却量＝1,037－503＝534ｔ

但し、スーパー、自販機管理業者等が独自のルートで回収しているものがあ

るが、実績値不明につき無視。
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 ペットボトルを全量分別回収した場合

 資源化率への貢献度＝100×（534／88,821）×100＝0.60％

 焼却量の減少程度＝106×（534／243,565／366）＝6.0（g/人日）

 ペットボトルの回収率が世間並み（66.3％）に上昇した場合

 回収アップ分（焼却量減少分）＝（1,037×0.663）－503＝184.5ｔ

 資源化率への貢献度＝100×（185／88,821）×100＝0.21％

 焼却量の減少程度＝106×（185／243,565／366）＝ 2.1（g/人日）

 平成 19 年度の回収実績は 503ｔであるが、事業系の独自回収ルートの回収量

を考慮しても、ようやく世間並み程度と言えるかもしれない。

(4) 可燃ごみから古紙類の分別強化

 ごみ総排出量（t） Ａ：88,821

 人口（人） Ｂ：243,565

 年間日数 Ｃ：366

 可燃収集ごみ量（t） Ｅ：52,271

 可燃収集ごみ中の雑紙構成比（％） Ｆ：15

 可燃収集ごみ中の雑紙量（Ｇ）＝Ｅ×Ｆ＝7,841ｔ

 全量回収での資源化率への貢献度＝100×Ｇ／Ａ＝8.8％

 焼却量への貢献度＝106×Ｇ／（Ｂ×Ｃ）＝87.9g／人日

 雑紙資源化にともなう目標指標への貢献度は 8.8％あり、施策協力率が 50％

としても、資源化率で 4.4％、１人１日当りの焼却量で 44.0g の減少となり、大き

な数値となる。なお、総排出量への貢献度はない。

 平成 19 年度の年間「その他の紙」回収実績は 562.1t（平成 18 年度：607.2ｔ）、

施策協力率は 7％程度である。

(5) 可燃ごみからプラスチック製容器包装類の分別・資源化

 ごみ総排出量（t） Ａ：88,821

 人口（人） Ｂ：243,565

 年間日数 Ｃ：366

 可燃収集ごみ量（t） Ｅ：52,271

 可燃収集ごみ中のプラスチック製容器包装ごみ類構成比（％）Ｆ：5.6

 可燃収集ごみ中のプラスチック製容器包装ごみ類量（Ｇ）＝Ｅ×Ｆ＝2,927ｔ

 全量回収での資源化率への貢献度＝100×Ｇ／Ａ＝3.3％

 焼却量への貢献度＝106×Ｇ／（Ｂ×Ｃ）＝32.8ｇ／人日

 プラスチック製容器包装ごみの分別・資源化にともなう目標指標への貢献度は

3.3％あるが、分別の困難さを考えれば、施策協力率を 10％程度と見込むのが

妥当と考える。そうなると、資源化率で 0.3％、１人１日当りの焼却量で 3.3g の

減少となる。なお、総排出量への貢献度はない。
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(6) 可燃ごみから生ごみの分別・資源化（我が会提案分）

 ごみ総排出量（t） Ａ：88,821

 人口（人） Ｂ：243,565

 年間日数 Ｃ：366

 可燃収集ごみ量（t） Ｅ：52,271

 可燃収集ごみ中の生ごみの構成比（％） Ｆ：38－4（一絞り運動分）＝34

 可燃収集ごみ中の生ごみ量（Ｇ）＝Ｅ×Ｆ＝17,772ｔ

 全量回収での資源化率への貢献度＝100×Ｇ／Ａ＝20.0％

 焼却量への貢献度＝106×Ｇ／（Ｂ×Ｃ）＝199.3g／人日

 生ごみ類の資源化にともなう目標指標への貢献度は 20.0％あり、施策協力率

が 50％としても、資源化率で 10.0％、１人１日当りの焼却量で 99.7g の減少と

なり、大きな数値となる。なお、総排出量への貢献度はない。

(7) 可燃ごみから生ごみの分別・資源化（現行富士市の施策分）

 ごみ総排出量（t） Ａ：88,821

 人口（人） Ｂ：243,565

 年間日数 Ｃ：366

 世帯数 Ｄ：88,546

 対象世帯数（単年度） Ｋ：550

 可燃収集ごみ量（t） Ｅ：52,271

 可燃収集ごみ中の生ごみの構成比（％） Ｆ：38－4（一絞り運動分）＝34

 可燃収集ごみ中の生ごみ量（Ｇ）＝Ｅ×Ｆ＝17,772ｔ

 適用対象生ごみ量（Ｈ）＝Ｇ×Ｋ／Ｄ＝110t

 総排出量への貢献度＝106×Ｈ／（Ｂ×Ｃ）＝1.2g／人日（単年度）

 焼却量への貢献度＝106×Ｈ／（Ｂ×Ｃ）＝1.2g／人日（単年度）

 現状の富士市の生ごみ類の資源化施策にともなう目標指標への貢献度は、総

排出量、焼却量とも、単年度当り、1.2g の減少であり、フジスマートプラン 21 達

成年度の平成 26 年度までの７年分を積算しても、8.4g 程度でしかない。

なお、資源化率への貢献度はない。


