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Ⅰ はじめに 

 

ごみの山を宝の山に変える方法 見つけました！！ 
 みなさんはご存知でしたか？豊川市は愛知県内でも市民一人当たりのごみ排出

量が他市との比較でワースト３位の多さであることを。ごみが多ければ処理にかか

る費用もそれだけ多くなります。 

エコプロジェクト「豊川ごみ減らし隊」はエコ、エコと毎日のように聞く時代に、

こんな豊川市のごみ処理の現状に大きな疑問を抱き、それを改善すべく集まった 

１２人の仲間です。豊川市のごみの現状をこの１年勉強し、理想を話し合い、他市

の事例を調べ、各自のアイデアを持ち寄ってごみ問題をいろいろな角度から見直す

会合を重ねてきました。 

皆さんもご存知のとおり、日々変わる社会情勢、市がやってくれる。誰かがやっ

てくれる。残念ながらそんな考えは通用しない時代になってきました。自分の足元

は自分でしっかり固めなければ。誰かに何かを頼れば足を掬われてしまう世の中で

す。つまり、私たちがごみを出せば、その出した分だけ莫大なつけや税金や個人負

担となって返ってくるのです。 

 私たち一人ひとりがごみを減らすために何ができるのかを考え、行動を起こせば

ごみ処理に市が費やす非生産的な労力や税金を減らすことができ、浮いた税金を福

祉や教育など、住み良い明るい豊川を作るために使うことができます。税金の無駄

遣いを無くすことにもなります。 

 ３０億円(※)の使い道は市民一人ひとり、生産者、販売者のごみ減らし活動にか

かっていると言ってもいいでしょう。 宝を生み出すのはわたしたちの行動です。 

 ここに、私たちエコプロジェクト「豊川ごみ減らし隊」は行政への政策提言を主

とし、排出者である市民や生産者、販売業者にも協力を呼びかける内容をまとめま

した。行政に望むばかりでなく、私たち市民一人ひとりに何ができるかも含め、検

討内容を報告します。 

 
 
 
 
 
 
 
 ※ 30 億円は平成 21 年度豊川市のごみ処理経費です。 

詳細は 4ページをご確認ください。 
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Ⅱ 豊川のごみの現状その１ 

 
愛知県内の市の人口一人当たりのごみ（資源も含む。）量です。 

合計 生活系ごみ 事業系ごみ

１位 A市 1,234 936 298

２位 B市 1,226 885 341

３位 豊川市 1,180 870 310
４位 C市 1,169 849 319

５位 D市 1,167 869 299

６位 E市 1,132 775 357

７位 F市 1,126 815 310

８位 G市 1,125 811 314

９位 H市 1,105 805 300

１０位 I市 1,099 813 286

１１位 J市 1,095 816 279

１２位 K市 1,072 740 332

１３位 L市 1,072 885 186

２９位 M市 935 795 141

３０位 N市 891 780 111

３１位 O市 864 720 143

３２位 P市 854 708 145

３３位 Q市 841 782 59

３４位 R市 825 728 96

３５位 S市 811 682 129

1,029 795 234

生活系ごみ　４位 事業系ごみ　７位

市民一人一日当たりごみ排出量

平均

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

(合併前の小坂井町を除く。）

平成２０年度
（g/人日) （g/人日) （g/人日)

 
           （平成 20年度一般廃棄物処理実態調査結果より編集） 
 
豊川市のごみの排出量は愛知県内では３番目に多いことがわかります。これほど

ごみが多いとは驚きです。 
このごみ量には生活ごみだけではなく、事業所から発生し、市の処理施設に持ち

込まれる廃棄物（※）も含まれています。 
 

※ 事業所からのごみには一般廃棄物と産業廃棄物とがあります。市は一般廃棄

物を取り扱っています。 
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＜なぜ、豊川はごみが多いのか？＞ 

 
行政側に聞きました。 

 
何らかの理由はあると思いますが、これが改善されればごみは少なくなるという

確かなものは見つけられていないようです。これは逆に言うとごみを減らすために

は幅広い取り組みが必要であるということになると思います。 
そして、わかっていることは、ごみの取り扱い量が多ければ収集や処分の費用や

環境負荷の増加を招くということです。市民にとって良いことは何もありません。 
 
お金のことだけでなく、ごみが増えることや埋立処分量が減らないことがどれだ

け環境負荷を増加させるのかもお示しすることも必要だとは思いますが、一言で環

境負荷といっても様々な種類がありますので、その良い共通指標が見つけられず、

うまく説明することができません。例えば収集量削減や焼却量削減は二酸化炭素換

算ができそうですが、最終処分場を作ることについて二酸化炭素換算は困難です。 
私たちはごみ処理にかかる経費についてふれて行きたいと思います。 

 
環境負荷は収集車走行や焼却に伴う化石燃料の消費、燃えないごみや 

焼却灰を埋め立てる処分場の建設、処理に必要な薬品や電気の使用な 

どの項目が挙げられます。ごみが増えればこれら全てにおいて負担が 

増加します。 

 
 
 
 

家庭ごみが基本的に無料だから？ 
他の無料の自治体と比べても 
量は多いです。 

分別が大まかだから？ 
資源もごみとしてカウントしますので 
発生量との関係は薄いと思います。 

ごみが出しやすいから？ もっと便利な自治体が多くあります。 

ごみ減量意識が低いから？ 
他市と比べて豊川市民がそれほど意識

が低いとは思えません。 

消費が活発だから？ 
明確には言えませんが、他市と比較し

て突出していることはないのでは。 
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Ⅲ 豊川のごみの現状その２ 経費について 

 
私たちのごみを処理するためにどれくらいのお金がかかっているか紹介します。 
まず、豊川市の平成２１年度のごみ処理経費を示します。 
 
●豊川市のごみ処理経費 
  年間合計費用            ３，０１９，１４９千円 
内訳 
収集費                 ４８５，９０４千円 

  中間処理費 資源             ４８，０１１千円 
        不燃             ９１，４５８千円 
        可燃          １，０８５，２６４千円 
        粗大             ７１，１９０千円 
        危険             １０，４０３千円 
  最終処分費               １４９，０３６千円 
  啓発活動費、ステーション維持費等     ２８，７００千円 
   借金返済（施設建設時の）        ８４０，７８９千円 
   その他経費（共通人件費など）      ２０８，３９４千円 

                       豊川市清掃事業課資料 

 

●豊川市の一般会計に占めるごみ処理費用の割合 

平成２１年度決算額（千円）

総額 57,639,424
　民生費 15,611,465
　総務費 11,554,711
　公債費 6,564,265
　土木費 7,009,083
　教育費 6,151,852
　衛生費 4,367,678
　消防費 2,436,423
　その他 3,943,947   
「広報とよかわ」より抜粋 
                 
総額約５７６億円のうち、ごみ処理にかかる経費は３０億円ほどですので、 

５．２％を占めます。 

豊川市民（18 万 2000 人）1 人当たり、だいたい 16,600 円の負担です。 

一人にすると月約 1,400円ですが、４人家族ですと月約 5,600円になります。 
この数字を下げることができれば、そのお金を教育や福祉などにもっと使えるこ

とになるわけです。 

 
3,019,149 千円が 

公債費（借金）と衛生費に

分かれて入っています。 
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施設建設時の借金など、ごみの量に関係なく必要となる経費はどうしようもあり

ませんが、ごみを減らせば処理に必要な電気代や燃料代は削減できます。人件費も

削減可能です。 
さらに、次の処理施設を建てるときにその能力を小さくできますので、その時の

建設費用や借金も少なくできます。このように、すぐに効果は現れませんが、長い

目で見ると「ごみの減量は大きな経済的効果がある。」といえます。 
 
＜ごみを減らすと節約できるお金どれくらい？＞ 

 

 ごみを１割減らしただけで、5千万円節約 

 
現在、ごみ処理には毎年３０億円ほどかかっています。内訳は収集と処理にかけ

ている費用が約２２億円、施設建設の借金が約８億円です。 
ごみを１割減らせば約３０億円の１割が減るかといえばそこまでは減らないよ

うです。借金は１５年間で返済します。完済まではまだ先です。計算は難しいです

が、ごみを１割減らせばそれに伴う収集費や処理量に応じて必要な薬品、電気、燃

料が減り、修繕の経費も下がると思われますので２２億円のうちの約２～３％、５

千万円くらいは減らせると思います。 
 
さらに、ごみを１割減らすことができれば将来の施設整備費が１割削減できます。

毎年の借金返済も１割削減できるということになります。例えば、焼却施設の建設

が５０億円かかるとすると、概算で１０％、５億円安くなります。 
 

＜お金の話からちょっと目線を変えて＞ 

ごみは千差万別、分別一つをとっても難しい判断が必要なものがたくさんありま

す。もっと分別がしやすい製品ならば分別協力も上がるのでは、という考えも浮か

んできます。実際に企業には廃棄のことを考えた商品作りが求められている時代に

なってきています。 
しかし、生産者側の工夫だけで全てがうまくいくものではありません。最後に対

応するのは排出者である市民や事業者です。私たちの考え方や行動がごみ減量の方

向へと動くことこそが最大のごみ減量対策といえるでしょう。 
県内にもごみの減量に成功した例はあります。そのほとんどが、ごみの増加と施

設の老朽化や能力不足で処理が追いつかない事態が発生した自治体です。 
非常事態を宣言して、市民や事業者に危機感を持たせ、各種の厳しい制限を掛け

ることでごみを減らした事例が多く見られます。結果的に住民がごみを減らさなけ

ればならないという意識改革につながったものと推測できます。 
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Ⅳ 豊川のごみの現状その３ 処理施設について 

 

＜豊川市のごみ処理施設の状況は？＞ 

非常事態とまではいきませんが、実は焼却施設には不安があります。 
豊川市では平成４年と平成１５年にできた焼却炉の２つの施設で燃えるごみの

処理をしています。平成４年にできた施設はもうすぐ２０年になります。焼却施設

の平均的な寿命は２５年ほどです。すぐに使えなくなるわけではないですが、いず

れ、故障が頻繁になることが予想されます。一度停止して修繕し、再度立ち上げる

には相当の時間がかかりますので、燃やせるごみの量はどんどん減ることになりま

す。 
 
＜それなら建て替えの計画をすればよいのでは＞ 

焼却施設の建設は非常に高額な費用がかかります。自治体の財源だけでは賄いき

れません。国からの交付金や借金でお金を工面します。 
ところが、国の財政も厳しく、この交付金制度に条件が付くようになりました。

それは、単独の自治体で小さな焼却炉を作ることは原則認められず、広域化して大

きい焼却施設を作りなさいというものです。そこで、豊川市も蒲郡市や新城市、北

設楽の町村と、将来の焼却施設建設計画を一緒に進めることになり、その準備が始

まっています。 
実は、この計画には大きな問題があります。それは、広域化した大きな施設をい

つ造るかです。各自治体の施設は建設年がバラバラです。豊川市の施設が古いから

といって、５年後に広域で大きな焼却施設を建てようとすると、まだ、今の施設が

十分使える他の市町は「使える施設を早期に廃止なんて許されません。まだ、建設 
の借金も残っているのに」という声がすぐに返ってきそうです。関係する全ての自

治体が「この時期ならばいい」という時期を決めなければなりません。現状ではそ

れは確実に平成３２年度以降になると考えられます。 
 
 

 
ということは、それまでは、今の施設をうまく延命化して使い続ける必要があり

ます。焼却炉は使えば使うほど劣化します。この劣化を抑えるためにもごみは減らさ

なければなりません。 
ここでお金の話に戻りますが、施設建設の借金は１５年返済です。１５年以上現

在の施設を使えば、そこからは借金の負担はなくなります。古くなれば修繕に要す

る費用が高くはなりますが、建て直した場合の借金よりは負担は少なくて済みます。 
施設やごみ処理費用の話をどう感じますか。こんな現状を皆さんに伝えるために

如何にインパクトを持った訴えができるか、どれだけ意識を持ってもらえるか。

この課題に私たちは取り組んでいくかなければなりません。 

新たな焼却施設は簡単にできません。 
近隣自治体と広域で考えなければならないからです。 
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Ⅴ エコプロジェクト「豊川ごみ減らし隊」の考え 

 
豊川市では平成２２年３月、環境基本計画を策定しています。そこで、ごみ発生

量を１０年間で１０％以上削減する目標を設定しました。その数値目標を基に平成

２２年度に策定する一般廃棄物処理基本計画もその目標を達成する構成になって

います。この一般廃棄物処理基本計画では、ごみ減量、資源化率向上に向けて様々

な取り組みを計画し、実施していくものとしています。 
私たちエコプロジェクト「豊川ごみ減らし隊」はこのごみ減量化・資源化施策を

確実に実践し、目標以上の成果を達成できるよう、分野ごとの具体的な行動計画を

提案することを主眼に検討してきました。 
 
３Ｒ（スリーアール）という言葉は良く耳にされると思います。 
発生抑制（reduce）、再使用（reuse）、再生利用(recycle)の３Ｒです。豊川市で
は、これに無駄なものを断る（refuse）を加えて４Ｒとしてごみ減量を推進して行
くことにしています。 
この４つのＲの優先順位は 
① 断る（refuse）    ・・・ 無駄なものを買わない、もらわない 
② 発生抑制（reduce） ・・・ 食材を使い切る  詰め替え製品を利用するなど 
③ 再使用（reuse）   ・・・ 何度も使う 必要とする他の人に使ってもらう 
④ 再生利用（recycle） ・・・ 資源としてしっかり分別排出する 
となります。 
例えば、皆さんが生活の中で可燃ごみを排出すれば、収集費用、焼却費用、焼却

灰の最終処分費用が必要です。それが資源として回収できるものであれば、収集費

用は同じですが、高額な焼却処理の負担や最終処分（埋立）の経費は不要です。し

かし、資源も最終的に再利用できるまでには経費が必要です。最も優れたごみ対策

は収集や処理の環境負荷や費用が掛からない発生抑制（断るを含めた）です。 

 
 ごみ減量は意識改革からです。生活や事業活動の中で発生抑制を心がけ、発生した

ごみは極力資源化する。これが求められるスタイルといえます。無理強いではなく、自ら

進んでごみ減量に取り組む姿勢をより多くの皆さんに持っていただくことが重要です。 

 
今回の提言は 
１ 情報提供 

２ 発生抑制、再使用推進の取り組み 

３ リサイクル率向上の取り組み 

４ 経費削減、排出者の適正負担 

の４項目に分類しました。 
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市の行うべき事業だけでなく、私たち市民や事業所の皆さんが日常生活や事業

活動の中で是非取り入れていただきたい内容も含んでいます。 
 少しでも多くの内容を実践していただき、市全体で目標以上のごみ減量を達成

していきたいと思います。それが私たち市民全体の利益につながります。 
 
ゼロウェイスト政策・・・廃棄するごみゼロへの取り組み 

 私たちがこのプロジェクトチームで検討を進めるにあたり、ゼロウェイスト政

策という言葉をききました。言葉のとおり、廃棄するごみをゼロにすることを目

標に取り組むもので、現在把握しているところでは５つの自治体が手がけていま

す。どんな取り組みがなされているか、取り組みの事例を紹介します。 
 

取り組みの大きな柱 

  
徳島県の上勝町という人口２千人ほどの小さな町が平成１５年度にゼロウェ

イストを宣言したのが日本初の取り組みです。内容を簡単に紹介します。 
 上勝町にはごみの収集車が走っていません。ステーションは町内で 1ヶ所しか
なく、そこに町民はごみを持っていきます。受付は年末年始を除き、無休です。

ごみは３４種類に分別されます。 
この分別により再利用がしやすくなり、リサイクル率を高めることができるよ

うです。平成１７年度のリサイクル率は７２％です。（豊川市は２８％） 
豊川市の規模では、可燃ごみや資源についてはステーションをなくして１箇所

に持ち込むシステムは、現実的でないと思います。豊川市では個人がそれぞれ持

ち込むよりは、まとめて収集したほうが環境負荷は下がるからです。 
しかし、このごみ減量に向かう姿勢は見習うべきものがあります。 
 

 
 

焼却、埋立からの脱却 環境負荷の高い処理はやめる。 

施設に頼らず、人の手で 
施設に金をかけるよりも人にお金をかける。雇用

確保にもつながる。 

消費者 
ごみを出さない工夫がされた商品や有

害物を含まない商品を選ぶ。 

生産者 
自身の製品がごみになる場合、その回

収費を負担する。仕組みも。 
三位一体で取り組む 

行 政 法律や制度を作る 
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Ⅵ 「豊川ごみ減らし隊」の提言 

 

提言にあたって 

ごみ減らし隊の議論の中では、ごみ減量、リサイクル率向上への取り組みにつ

いて、現在の豊川市の状況から、優先すべき事項、必ず実施し、又は継続してい

かなければいけないと考える事業を抽出し、まとめました。 
既に取り組み済みの事業もありますが、これまでの内容にとらわれず、より効

果を高めるための見直しも必要であると考え、提言内容に含めています。 
＊以下の提言は「ごみ減らし隊」としての提言であって、市の施策とは違います。 

「ごみ減らし隊」の提言を市が実現してくれるように働きかけるつもりです。 

 
 

提言１ 情報提供事業 

ごみを減らすために何をすればよいか  

知ること・知らせること 

ごみを多く出せば、自分にツケが回ってくるということをもっと多くの方

が知る必要があります。 
 便利なものはごみになる。後片付けの手間を省くために使い捨ての商品が

多く出回っています。１回の使い捨てから２回の使用にすればそれだけでご

みは半減します。 
 製品を作る企業側にはごみを減らす工夫をしているところも多く見られま

す。しかし、ごみ減量は排出者がしっかり意識し、行動しないと進みません。 
減量、資源化への意識を高めるきっかけとなる情報発信や具体的な行動例

の提示を行っていきます。 
 
 

情報として提供していくべき内容は大きく分けて２種類です。 
①減量、資源化を意識してもらうための情報 
 ・物を作る為にどのくらいのエネルギーを使っているのか 
 ・資源化は良いことだと分かっているが、自分が分別したものはどのよ

うに利用されているのか 
 ・ごみの処理にはどのくらい費用がかかっているのか  など 
②実践していただく取り組みの例示 
 ・無駄なものを買わない、もらわないための工夫 
 ・家庭ごみの中で比率の最も高い生ごみを減らす工夫 
 ・無駄な容器、包装を減らすための工夫        など 
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提案その１  

◆家庭でできるごみ減量冊子を全世帯に配布します。 

   ・ごみ減量の目的と効果 

・生ごみを減らそう 

・無駄なものを買わない、もらわない 

   ・詰め替え製品を利用しよう 

   ・自分の出すごみを再確認しよう 

・リサイクル活動に積極的に取り組もう 

・修理、リメイク店舗の紹介 

   ・リサイクル業者の紹介 

  
提案その２ 

   ◆家庭でごみ減量の意識を高める取り組みを継続して実施します。 

   ・家庭ごみ減量アイデアの募集事業 

   ・ごみ分別説明会の開催 

   ・施設見学会・・・自分の出したごみや 

資源がどうなるの？ 

   ・豊川のごみの量と処理経費の市民への周知 

 

  提案その３ 

   ◆親子そろってごみ学習事業に取り組みます。 

（ごみ減量と分別の生活習慣を子供のころから身に着けてもらえるよう、

家庭や学校などと協力します。） 

   ・学校の日などを利用し、親子参加のごみ減量、分別授業開催 

   ・夏休みに小学生を対象としたごみ学習会と分別チェック隊 

   ・ごみ啓発作品コンクール（ポスター、習字） 

   ・各学校の取り組み紹介とその成果の発表 

                        
               分別学習会 萩小学校にて 

              
 

 

 

清掃事業課

のひと 
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・情報提供のポイント 

  

現在、様々な環境情報が氾濫していますが、その環境情報が環境配慮行動 

 につながっていないとの指摘があります。そこで、環境配慮行動をしたいと 

 いう意図と実際の環境配慮行動の間のギャップを埋めるために、提供する情 

報の中身が大事になってきます。環境心理学の分野ではそのギャップを埋め 

るには、実行可能性、便益費用、社会規範の評価ができるかどうかが重要で 

あると指摘されています。 

  実行可能性とは具体的な行動方法を知り、自身が行動に移せるかどうかを 

判断することです。便益費用とは、行動をした場合どんな利益（金銭的利益 

だけでなく、精神的な満足感も含まれます）が得られるのか、あるいは行動 

に要する費用・手間はいくらかということです。また、社会規範は自身が属 

している共同体の他人の行動が自分の行動と一致しているかどうかというこ 

とです。 

  よって、どのような環境配慮行動があるのか、その行動をした場合の得ら 

れる利益とかかる費用、まわりの人々の行動の実態に関する情報を提供する 

ことが重要であると考えられます。 

 
 
・環境学習のポイント 

 

  子供たちの発達段階に合わせて環境学習をすることが重要になります。小 

さい頃は環境保全に価値を見出すこと、中学・高校では学校で学んだ理科や 

社会が環境問題と関係することを学び、その過程で自分がどんなことができ 

るかを考えます。よって、小学生はまずゴミを出さないことが正しいという 

ことを学ぶ必要がありますが、それと同時にごみ問題に取り組むことが楽し 

いということを実感させることが大事です。 
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 提言２ 発生抑制、再使用推進の取り組み 

  ごみを出さないこと 
出さないことが最善のごみ対策であることを意識し、市民、事業者が生

活や事業活動の中で工夫し、実践していただくために以下の取り組みを実

施します。 
    
  提案その１ 

   ◆不用品交換所、粗大ごみ再生利用施設を設置し、リユース拠点として活

用します。 
・リユースの輪を広げ、まだ使えるものを安易に捨てない仕組み作り 

市民が不要となったもののなかには、まだ十分使える品物があります。

現在、豊川市において回収しているもののうち、そのまま使う可能性のあ

るものは唯一、衣料だけで海外向け再使用となっています。 
 
参考事例  埼玉県川口市 

・リサイクル品橋渡しコーナー    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

・リサイクル家具類販売コーナー 
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  提案その２ 

   ◆フリーマーケットの推進、開催支援をしていきます。 

   ・開催情報をお知らせするために、市の広報機能を活用 

   ・公園などの公共施設を利用する際の 

手続き相談の窓口創設 

   ・フリーマーケットを定期的に開催する 

団体と市との交流、情報交換の実施 

   ・新たな主催団体を掘り起こし 

 

       
 
提案その３ 

◆不用品交換情報誌「クルクル」を充実し、利用率をアップさせ、再使用

を推進します。 
現在、市が発行している不用品交換情報誌には月刊誌版とインターネット

版がありますが、共に利用状況はいまひとつです。 
インターネット「クルクル」を月刊誌「クルクル」とリンクさせ、利用率

のアップを目指します。 
個人情報の保護についてはしっかり対応し、皆さんに安心して利用して

いただけるような制度とします。 
     インターネットクルクルアドレスはこちら 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kurukuru/index.html 

 
提案その４ 

   ◆消費者と製品製造業者との対話の場を作ります。 

  様々な商品に対し、ユーザーがごみ発生抑制の観点からどういう意見を持

っているか、メーカー側は知りたいのではないかと思います。 
    逆に、余分なものと消費者側が思い込んでいるものも、メーカー側の説明

で必要性を理解できることもあると思います。その上でごみを減らせる妥協

点？を見出すこともできるのではないでしょうか。 
    そんな対話の場を作っていきます。 

 

勤労福祉会館における 

フリーマーケットの様子 
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 提言３ リサイクル率向上の取り組み 

リサイクルすること 

発生抑制に努力をしても必ず排出せざるを得ないごみは出ます。 
ごみを排出段階で適切に分別することで資源化率を上げて資源化できる

ものは、有効活用していきます。 
 
     

発生段階での適切な分別が重要です。 
資源化できるものを分別せずに排出すれば、資源化は大変な作業になりま

す。資源を可燃ごみで排出された場合は、今の市の処理形態では選別されず

に焼却処分されます。紙、ＰＥＴ、白色トレイは取り出すことができません。

施設を構えて選別しても可燃ごみの汚れがとれず、資源化は困難です。 
     
 
  提案その１ 

◆ステーション立ち番を強化し、排出時の指導を充実させます。 

・ステーションの立ち番の回数増加 

現在も取り組みを行っていますが、対応できるステーションはわずか

です。町内会に加入していない方には、なかなか市からの情報提供がで

きにくい状況です。排出現場での具体的な指導ができるので本事業は効

果が高いと思います。 
・監視カメラを増加 

監視のみで改善指導ができないのが欠点です。分かっていてもめんど

くさいから分別を守らない、時間を守らないという方には効果があると

思います。 
 
 

  提案その２ 

   ◆有価物回収（廃品回収）事業を推進します。 
・報奨金の単価を現在の４．５円から引き上げ 

・新たな活動団体の掘り起こしと、既存活動団体の活動拡大 

近年、このような学校や地域の取り組みが減少傾向です。地域の協働

ができる良い機会ではないかと思います。また、活動に協力するために、

家庭での分別もしっかり行ってもらえるようになります。 
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  提案その３ 

   ◆資源の回収場所を増して、資源排出を便利にします。 

・資源引き取り業者名と取り扱い資源の種類を市民、事業者にお知らせ 

市では月２回、市役所の東隣で資源の受 
     け取りを行っています。遠方の方は利用が 

少ない状況です。 
市内には、古紙や金属を扱う民間の資源 

     回収業者がたくさんあります。この業者さ 
んと協力して、業者のヤードに市民が持ち 
込むことができるようにすれば、排出先の 
選択肢が増えます。 
また、事業所の資源は市では扱いません 

     ので、事業者さんは直接、資源回収業者さ 
んを利用していただくことになります。 

      
・資源物店頭回収事業の協力店の拡大 

      食品スーパーや家電店などでは、店頭で缶や食品トレイ、充電式電池、

インクカートリッジなどの回収ボックスを設置し、来店者が買い物つい

でに入れていける事業を実施している店舗が多くあります。私たちにと

っては便利であり、また、豊川市でリサイクルできないものを回収でき

るため、お店の負担はあるでしょうが、とても良い仕組みだと思います。

市内の多くの店舗に取り組んでいただくよう働きかけるとともに、広く

みなさんに具体的な回収品目と取扱店舗をお知らせします。 
      その方法については、市のホームページ、町内会や商工会へのお知ら

せ、分別説明会や施設見学会における案内が考えられますが、口コミに

よる情報の拡大が最も効果が高いと思います。近所付き合いも大事だと

思います。 

      
      

 

 

小形充電式電池リサイクルボックス インクカートリッジ回収箱 
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  提案その４ 
   ◆家庭や事業所での生ごみの堆肥化を推進します。 

   ・家庭や事業者の生ごみ処理機の利用推進 

      家庭ごみの４割を占めている生ごみは、ごみ減量対策として真っ先に

取り組むべき品目です。 
      しかし、市全体で生ごみを分別回収し、処理のために堆肥化センター

やメタン発酵施設を作ったりするのは大きな負担が想像できます。それ

ぞれの排出段階でごみにしない努力は最も効率がよいと思います。 
      その代表的な取り組みとして家庭 
     や事業者の生ごみ処理機の利用を推 

進します。機械に頼らない「ダンボ 
ールコンポスト」の紹介なども行い 
ます。できた堆肥が１００％利用で 
きない方のために、余剰堆肥を受け 
取る制度も必要です。 

 
 
提案その５ 

   ◆新たな資源回収品目を設定します。 

 
     分別協力率を上げることは重要です。本提言もその趣旨に基づいて市民

の意識改革を中心に施策を展開する内容としています。しかし、元々一定

の協力率はありますので、仮に分別が１００％となってもリサイクル率が

劇的に向上することはありません。より一層のリサイクルを進めるために

は新たな資源品目の取扱を始める必要があります。 
資源化品目の候補として検討するには、量があることや価値が高いこと

が目安となります。携帯電話や充電式電池など、製造業者が中心になって

進めているリサイクルは資源化価値の高いものに限定されています。これ

らは量が少ないので自治体が直接関与するとコスト高になります。自治体

としては量の多いものに着目することになります。 
全国的に取組実績があり、豊川市で取り組んでいない品目として 
① プラスチック類 ・・・ 素材リサイクル、燃料化等 
② 剪定枝、刈草  ・・・ チップ化、堆肥化 

    が挙げられます。 
回収、選別、加工にかかるコストが発生します。そのやり方については

費用対効果も慎重に検討し、事業を進めていかなければなりません。 
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提案その６ 

   ◆家庭から出る廃食用油回収事業を推進します。 
     

廃食用油（植物性油のみ）は、精製により軽油の代替燃料として利用でき

ます。この代替燃料は環境にも優しいバイオディーゼル燃料として注目を集

めており、豊川市でも埋立処分場の重機などに利用しています。 
現在のステーション回収では、廃食用油は可燃ごみの品目になっています

が、一部の町内会や事業所の協力により拠点回収を行っており、徐々に回収

量も増加しています。回収量をさらに増加するために、全ての町内会での取

組を推奨し、廃食用油の回収量を増やしていきます。 
また、回収するだけでなく、精製されたバイオディーゼル燃料の利用先の

拡大にも取り組む必要があります。 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

廃食用油（植物性油）は、 
精製し軽油の代替燃料 
になります。 
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提言４ 経費削減と排出者の適正負担（ごみ処理費の財源確保） 

ごみ処理費用を考えます 

ごみ処理の課題として必ず触れなければならない部分です。 
過去においては安全性、確実性を優先してきた時もありましたが、自治体

財政の危機が叫ばれる中、やはり経済性も重視しなければならない状況です。 
    
 

直接的な費用削減対策は、大きく分けて３つです。 
第１は、ごみを減らして、処理費用を減らすこと。 
第２は、出されたごみを、低コストで処理を行うこと。 
第３は、収集や処理の効率化を図り、無駄を無くすことです。 

 
ごみを削減する取り組みは、提言１，２，３で示したとおりです。 
コストのかからない処理というのは、具体的には焼却から資源化へという

ことになります。豊川市では最もコストのかかる処理が焼却処理だからです。 
しかし、単純に資源化を進めれば良いかといえばそうでもありません。 
焼却処理以外の収集、選別、最終処分にかかるコストも馬鹿になりません。

資源化品目を限界まで増やして焼却や埋立を減らすのは悪いことではあり

ませんが、分別項目を増やすことは、それだけ収集や資源化のための作業も

増加することになります。わずかな量の資源を回収し、それにより発生する

環境負荷が大きくなっては資源化の意義が薄れます。品目ごとに本当に有効

な資源となっているかしっかり検証し、費用対効果を見極め、効率的な資源

化品目の選定をしなければなりません。 
豊川市の収集や処理の効率化は、改善の余地があります。豊川市では、合

併前に各市町でそれぞれ行っていた不燃ごみや一部の資源の処理体制が、そ

のままになっているからです。全体経費を削減するために対応すべき大きな

課題です。 
また、民間企業が持っている処理機能を利用し、市が直接施設を建設しな

いことにより経費を節減する方法もあります。一例として紙や金属類などを

運搬しやすくするための加工については既存の資源業者の施設、設備が使え、

市が全てを行うよりは効率的であるといえます。 
他にも、排出者の適正な費用負担や資源売却益をごみ処理経費の一部に当

てることで自治体の負担を削減するという考え方もあります。 
いわゆるごみ有料化です。これは、排出者のごみ減量意識につながり、費

用面で得られる効果とあわせ、直接的なごみ削減効果も大きくなることもあ

り、全国的に取り組みが進んでいます。 
豊川市では平成２１年４月からレジ袋の有料化が市内の協力店において
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始まりました。レジ袋辞退率は２０％以下から約９０％まで増加しました。

環境に対する意識の高まりもその背景にあると思いますが、削減できるもの

にはお金は使いたくないという消費者意識がはっきり出ている結果である

と思います。この結果を見ても、ごみの有料化が始まれば排出量削減ができ

ることは間違いないと思います。 
一方、資源の売却益を増やすには、素材の純度をあげることと、品質の確

保への取り組みが考えられます。選別精度の向上と適切な保管です。反面、

それにかかる経費も発生するので、これにも費用対効果の検証が必要です。  

今回のごみ減らし隊の議論の中では経済評価を詳細に行うまでには至りま

せんでしたが、今後の検討を促すために以下の内容を提言します。 
 

  提案その１ 

◆ごみ有料化については、その是非を市民全体で議論します。 

  ごみを減らす努力をすれば努力をしない人よりも得をするという制度

は自然な形です。しかし、ごみを出す側の本音を言えば金銭負担は避け

たいところです。 
  先述の資源化品目の増加等で家庭での排出削減の努力ができる仕組み

にした後、出されるごみに対して一定の負担を求める体制にすることも

必要であると思います。また、隣の市が有料化していないとそちらにご

みを持ち出されるという事態も心配です。現状のままでの有料化は市が

儲かるだけになりますので、有料化に伴う行政サービスの向上も必要で

す。ステーション収集から各戸収集への移行なども一例です。 
  市としては有料化を進めたい意向もあるとは思いますが、どのような

制度ならば市民から理解され、協力が得られるのかをしっかり検証して

もらう必要があります。 
有料化の議論はごみへの関心を高めることにつながります。多くの市

民に問題を投げかけ、意見をもらうべきであると思います。 
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提案その２ 

   ◆資源売却益を増やします。 

・収集した資源を選別し、適切な保管が出来るストックヤードの整備推進 

せっかく集めた資源でも、選別の精度や保存状態が悪ければ価値が

下がります。また、運搬コストを考えるとある程度の量を保管し、ま

とめて搬出できれば有利になります。 
・清掃工場から出るスラグの需要促進 

スラグは、砂の代替として土木資材に使えるものですが、需要が十

分な状況ではありません。公共工事で安定的に使用できるよう研究を

進めます。 
 
  提案その３ 

 ◆収集の効率を高めます。 
・対象人口を平均化して収集体制の効率化（収集曜日の再編） 

       可燃ごみの収集地区は市内で大きく２つに分かれていますが、対象

人口に大きな差が出ています。月、木地区は約８万３千人、火、金地

区は約９万９千人です。人口の多いほうに収集体制を合わせる必要が

ありますので、無駄が出ていることになります。 
・不燃ごみの収集回数削減 

不燃ごみは月２回収集していますが、市民の分別協力もあり、その

量はごみ全体の中に占める割合が非常に少なくなっています。平成２

１年度の豊川市の収集量は可燃ごみの３７,２５０ｔに対し、不燃ご
みは１，５２２ｔです。他市の事例では収集回数を月１回としている

ところも多くあります。回数を減らせば、経費を節減できます。      

その分を新しい資源回収品目に当てることも可能になると思います。 
       排出する市民は不便になりますので、持ち込みの利便性を高める必

要もあります。 
 

 隊員の独り言 

       今、家庭ごみを減らすこと、適切な分別をすることが目に見えて自分 

たちに得になるという状況ではない。電気や水道の使用量のように節約 

すれば明らかに負担が減れば出す側の意識も変わる。となると、有料化 

はごみ減量の有効な手段であるといえる。 

       ただ、有料化しないと意識改革やごみ減量ができないのかというと、 

そうではない。 

       ごみ処理が、自身を含めた市民全体のお金を使っているという感覚を 

もってもらうことが一番重要。今の制度でもごみが減れば豊川市全体が 

得になることをもっとＰＲしなければ！！ 
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Ⅶ ごみ減らし隊の言いたいこと 

 
   ごみ有料化の話は印象が強く、どうしてもこの部分が話の中心になってしま

うことは仕方の無いものだとは思います。私たちごみ減らし隊も、有料化につ

いて諸手を挙げて賛成という立場ではありません。 
   市の財政が厳しいことは分かりますが、排出者側にとっても経済情勢が厳し

いのは一緒です。負担増は無いほうが良いに決まっています。 
   だったら、排出者はもっとごみを減らす努力をして市が処理経費を抑えられ

る状況にし、市はもっと効率の良い処理、資源化を目指して経費を節減する。 
 各人がごみを出すことに責任を持って行動したいですね。 

   有料化をする必要が無くなるほどごみを減らし、経費を節減すれば実施の理

由も薄れます。そんな豊川市になれば良いと思います。 
 
   ちなみに、現在、家庭からステーションに出される可燃ごみは年間約３６，

０００ｔです。ごみ袋にして約８００万枚分くらいでしょうか。 
   もし、ごみ袋を４５リットル１枚５０円と設定すると、４億円の収入ができ

ます。市民がこれだけ負担するということになり、一人当たり年間約２，２２

０円になります。 
   実際には袋製造原価や販売コストも必要ですので、実際の市の収入は３億円

くらいになるでしょうか。ちょうど今のごみ処理費用の１割です。これ以上の

ごみ処理コストダウンがあれば有料化もしにくくなります。コストダウン部分

は他の事業に配分することができます。 
   また、何度も言っていますがお金のことはもちろん大事ですが、ごみを処理

することの環境負荷を減らすことも大事なことです。ごみを減らすことは環境

貢献であることも忘れないでください。 
   
 

たくさんの提言をしてきましたが、 

人は気がついたときにしか行動でき 

ません。そしてできることしかやれ 

ません。 

皆さんができること、やれること 

  を一つずつ増やしていくことで子供 

たちにより良い豊川市を残しましょう。 
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Ⅷ これからのごみ減らし隊の活動 

 
  せっかく提言したいろいろな政策ですから、特に、市の主導でできるものにつ

いてはしっかり実行して欲しいと思います。 
  ごみ減らし隊では市で取り組む個別の事業について、その実施のために今後も

意見を出し合い、少しでも効果が上がるよう、具体的な内容について検討してい

きたいと思います。そして、事業実施に協力していきます。 
  最初の取り組みとしてごみ減量小冊子の作成を手がける予定です。中身につ

いては市民目線でより分かりやすく、取り組みやすいものにするために、微力

ですが知恵を出していきたいと考えています。 

  言いっぱなしでは無責任なので、私たちが提言した事業も含め、市のごみ減量

への取り組みについてその効果を検証し、さらなる改善のために再度、提言して

いきたいと思います。 
  
   
お知らせ 

    豊川ごみ減らし隊では、マスコットキャラクターのデザインを考えています。 

    このキャラクターで豊川市のごみ減量に関する PRを行ってもらおうと思います。 

    その道に秀でた方、是非ともご協力ください。なお、報酬はありません。 

                 
 

平成２３年３月 エコプロジェクト「豊川ごみ減らし隊」 
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・エコプロジェクト豊川ごみ減らし隊 隊員 

 

隊長 後藤尚弘 豊橋技術科学大 環境・生命工学系准教授 

副隊長 佐野宮治 豊川市役所経済環境部次長 

隊員 松尾みな 豊川リサイクル運動市民の会 

 田中みや子 愛知県地域環境保全委員 

 山口るみ 豊川商工会議所会員 (有)まるや本店 

 濵野健太郎 豊橋技術科学大 エコロジー工学課程 

 久世康之 豊川市役所清掃事業課長 

 宮本浩宣 豊川市役所環境課長 

森下保 豊川市役所清掃事業課長補佐 
 

木和田恵 豊川市役所環境課長補佐 

 高橋純司 豊川市役所企画政策課主査 

 小玉ひろみ 豊川市役所清掃事業課主任 

事務局 
宇野泰仁 

安藤清 

豊川市役所清掃事業課係長 

豊川市役所清掃事業課係長 

 
 
Special thanks 
 
挿絵作成  さとうえみこ さん 
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・平成２２年度活動実績 

第１回打ち合わせ  ６月３日 豊川市中央図書館集会室 

豊川市のごみの状況と処理の現状 

これまでの市の資源化、ごみ減量化の取組み 

市の抱える課題と市の基本方針 

質疑応答 

 

第２回打ち合わせ  ７月 1日 豊川市中央図書館集会室 

既存のごみ処理基本計画に対する意見交換 

事業所ごみの処理実態 

発生抑制に関する他自治体事例の紹介 

自由意見交換及び施設見学の計画 

 

施設見学及び打ち合わせ ８月５日  

深田不燃ごみ最終処分場（資源選別施設、不燃ごみ選別施設） 

処理センター（PET ボトル選別、危険ごみ分別） 

粗大ごみ受付センター（白色トレイ固形化施設） 

清掃工場 

見学後意見交換 

 

第３回打ち合わせ  ９月２日 豊川市役所本３３会議室 

隊員からの提案確認 

各施策に関する意見交換と評価 

ごみ分別と減量化パンフレット掲載内容の検討 

来年度に取り組む事業の提案内容検討 

 

第４回打ち合わせ  １０月１４日 豊川市役所本３３会議室 

推奨事業の意見集計結果と意見交換 

来年度着手事業の選定 

提言書（活動報告書）の構成について 

有料化アンケートの協力について 

 

第５回打ち合わせ  １２月２日 豊川市役所本３４会議室 

一般廃棄物処理基本計画の概要説明 

提言書の内容検討（取り組み事業の選択） 

アンケート結果概要について 

来年度着手したい事業の報告 
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第６回打ち合わせ  １月１３日 豊川市役所北５１会議室 

提言内容に対する意見取りまとめ 

成果報告資料について 

 

第７回打ち合わせ  ２月２４日 豊川市シルバー人材センター会議室 

提言書最終打ち合わせ 

   市への報告及び市民への公開について 

   次年度以降の活動予定について 

 

  市長への報告    ３月２３日 
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