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廃棄 
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(資源化、焼却等) 

資源投入 

第３章 基本理念・基本方針 

１ 基本理念：『ゼロエミッションシティ広島の実現』 

本市が目指すゼロエミッションシティは、市民・事業者・行政の協働により、ごみ

の発生を極力抑制し、どうしても発生するごみは、経済的、技術的に可能な限り資源

として有効に循環利用し、最後に残ってしまった利用できないごみは適正に処分する

ことにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される美しく魅力あふ

れる都市です。 

本市では、本計画に掲げる施策を市民・事業者・行政が一体となって更に推進し、

ゼロエミッションシティ広島の実現に向け、挑戦を続けていきます。 

２ 基本方針 

ゼロエミッションシティ広島の実現に向けた基本方針として、次の五つを掲げ、各

施策を展開していきます。 

 

広報・普及啓発・環境学習の充実などにより、市民一人一人の環境意識を高めま

す。また、市民・事業者・行政の３者が相互に協力・連携しながら資源の循環シス

テムの構築やごみの減量・リサイクル（３Ｒの取組）に積極的に取り組むことによ

り、循環型社会の形成を更に推進します。 

減量目標の達成に向け、ごみの排出量、焼却量、埋立量を計画的に削減し、環境

負荷を更に低減します。 

 

図21 循環型社会（３Ｒの取組）のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑴ 市民・事業者・行政が一体となったごみの減量とリサイクルの推進 
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ごみ処理施設を適切に管理・運営するとともに、施設整備を計画的に進め、ごみ

処理過程において環境負荷の低減とコスト削減を実現しつつ、災害に強く安全で安

定したごみ処理体制を構築します。 

また、ごみ処理施設の集約化等による環境負荷・財政負担の低減や、災害対応の

観点から、ごみ処理に係る近隣自治体等との連携を推進します。 

 

 

ごみの分別区分・収集運搬体制を、少子高齢化などの社会情勢の変化、多様化す

る市民のニーズ、国の法制度等に適切に対応した形に再構築し、ごみの適正処理や

市民サービスの向上を図ります。 

また、収集運搬の効率化により、コストや温室効果ガスを削減します。 

 

 

ごみの減量・資源化やごみ処理事業の効率化などにより、ごみ処理費用の削減を

図ります。 

また、施設整備や施策の実施に当たっては、将来に過大な負担を残すことのない

よう、コスト意識を常に持ち続け、限られた財源の効果的な活用を図ります。 

 

 

市民が広島に愛着や誇りを持ち、来広者がまた来てみたい、住んでみたいと感じ

る「世界に誇れるまち」の実現を目指して、市民が主体となったボランティア清掃

などの定着や、来広者が美化推進区域※において快適に過ごせる環境づくり等を推

進します。 

※ ぽい捨てや落書きなどの美観を害する行為を防止することが特に必要であると認められる

地域  

⑵ 安定的なごみ処理体制の確保 

⑶ 分別区分・収集運搬体制の再構築 

⑷ コストの削減 

⑸ ごみのないきれいなまちづくりの推進 
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３ 市民・事業者・行政の役割 

本計画に掲げる各種施策は、市民・事業者・行政の各主体がそれぞれの役割を認識

し、３者の協働のもとに推進していく必要があります。 

⑴ 市民の役割 

○ 一人一人がごみの排出者としての自覚・責任を持ち、主体的にごみの減量、リ

サイクルに取り組む。 

○ 資源物の集団回収やボランティア清掃など、地域での活動に積極的に参加・協

力する。 

 

⑵ 事業者の役割 

○ 生産・流通・販売等の各段階で、製品やサービスがごみを生まないよう配慮す

る。 

○ 再生利用をしやすい製品の開発・製造を行うとともに、拡大生産者責任の考え

方に基づき、使用済製品の回収やリサイクル、適正処理に努める。 

○ 排出者責任に基づき、ごみを出さない事業活動やリサイクル、ごみの適正処理

を計画的に推進する。 

 

⑶ 行政（市）の役割 

○ 情報提供や環境学習・普及啓発の推進により、市民・事業者のごみ問題や環境

問題に対する関心と具体的な行動をより一層呼び起こす。 

○ 市民・事業者の自主的な取組をコーディネーターとして支援・促進する。 

○ 新たなリサイクル技術等の研究やモデル事業の実施などを行うことにより、

様々な分野・業種が連携した資源循環型の社会システムを構築する。 

○ 温室効果ガスの削減など、環境負荷の低減を念頭に、災害に強く、効率的で安

定したごみの収集運搬・処理体制を構築する。 

○ ごみの排出者として、率先してごみを出さない事業活動を推進する。 
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第４章 計画期間と減量目標 

１ 計画期間と目標年度 

前計画の計画期間は平成16年度から平成25年度までの10年間でしたが、ごみ排出量

が平成23年度から微増傾向に転じたため、ごみ量の推計等に当たって平成25年度のご

み量を見極める必要があったことや、前計画に掲げた目標が未達成の見込みであった

ことなどから、平成26年度については、前計画の目標及び施策を踏襲して取り組むこ

ととしました。 

このため、本計画の計画期間は、平成27年度から平成36年度までの10年間とします。 

また、計画期間を前期と後期の２期に分け、平成31年度を中間目標年度、平成36年

度を最終目標年度とします。 

なお、中間目標年度において、前期計画期間の状況を踏まえ、計画の改定を行うほ

か、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった場合や減量目標を早期に達成

した場合には、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

図22 計画期間と目標年度 

年度 H16～H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 

計
画
期
間
・
目
標
年
度 

  

前期計画期間 後期計画期間 

    

中
間
目
標
年
度 

    

最
終
目
標
年
度 

 

  

本計画［平成27～36年度］ 

前計画 

［平成16～25年度］ 

前計画の目標 

・施策を踏襲 

計画の改定 
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２ 新たな減量目標の設定 

⑴ 前計画の目標達成状況 

本市では、５種類分別収集開始（昭和51年度）以降において、１人１日当たりの

ごみ排出量が最少であった昭和60年度の水準を目標とし、ごみ減量に取り組んでき

ました。高い目標に向けて取り組んできた結果、目標達成までは至りませんでした

が、本市の１人１日当たりのごみ排出量は、平成17年度から政令指定都市の中で最

少の水準を維持（環境省 一般廃棄物処理実態調査結果）しており、一定の成果は

出ています。 

資源化率及び埋立処分率については、主に中工場での焼却灰溶融炉の廃止（平成

23年4月、影響：資源化率－2.4％、埋立処分率＋2.4％）により、目標未達成にな

っています。 

また、資源化率については、町内会等による資源物の集団回収など、民間での資

源化が促進されたこと等により、市が受け入れる資源ごみの量が減少（影響：資源

化率－1.2％）したことも、目標未達成の要因になっていると分析しています。 

 

表６ 前計画（後期計画期間）の目標達成状況 

区分 
基 準 目 標 実 績 

平成19年度 平成25年度 平成25年度 目標との差 

目標１（総排出量） 

１人１日当たりのごみ排

出量を過去最少に 

39.4万t 

(925g/人日) 

32.5万t 

(765g/人日) 

37.2万t 

（859g/人日) 

＋4.7万t 

(＋94g/人日) 

目標２（資源化率） 

資源化率は総排出量の

20％以上に 

16.3％ 

(資源化量6.4万t) 

24％ 

(7.7万t) 

12.5％ 

(4.6万t) 

－11.5％ 

(－3.1万t) 

目標３（埋立処分率） 

埋立処分率は総排出量の

10％未満に 

12.3％ 

(埋立処分量4.9万t) 

 9％ 

（3.0万t） 

15.0％ 

(5.6万t) 

＋ 6.0％ 

（＋2.6万t） 

 

⑵ 目標の見直し 

「１人１日当たりのごみ排出量」については、引き続き、ごみ減量の取組全体の

進捗を測る目標とし、ごみ排出量の将来推計等を踏まえた目標数値を設定します。 

「埋立処分率」については、最終処分場の容量を考慮すると、“率”ではなく“量”

によって埋立を管理する必要があるため、「埋立量」に変更します。 

また、安定的な焼却体制を維持する必要があることから、「焼却量」を新たな目

標として設定します。 

なお、「資源化率」については、目標数値の設定は行いませんが、今後、民間で

の資源化量の把握に努め、市による資源化量と合計した「資源化量（民間含む。）」

の算出を行います。 
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⑶ 新たな減量目標 

① 排出量（１人１日当たりのごみ排出量） 

環境負荷を更に低減し、安定的なごみ処理体制を維持すべく、排出量の目標を

以下のとおり設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

１人１日当たりのごみ排出量を、平成25年度実績の859g/人日から、平成31年度

までに33ｇ、平成36年度までに更に41g、合計で74g削減し、785g/人日以下にする

ことを目標とします。 

また、総排出量は平成25年度実績の371,937t/年から、平成36年度までに約1割、

約34,900t削減し、337,000t/年以下にすることを目標とします。 

この削減量は、平成25年度に本市において発生した、いわゆる食品ロス（手つ

かず食品、食べ残し）の量に相当します。 

食品ロスを完全になくすことは困難ですが、事業系可燃ごみに含まれる資源化

可能な紙類など、他の減量ターゲットも併せて削減することにより、総排出量の

約１割削減を目指します。 

 

図23 排出量の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最終目標年度（平成36年度）までに 

１人１日当たりのごみ排出量を785g/人日（74g削減）に 

総排出量を337,000t/年（約1割削減）に 
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目標どおり排出量を削減した場合、後述するように、３工場体制への移行後も

安定的なごみ焼却が実施でき、恵下埋立地（仮称）において計画どおりごみの埋

立が実施できるなど、安定的なごみ処理体制を維持することが可能になります。 

なお、「１人１日当たりの家庭ごみ排出量」については、平成25年度実績の496g/

人日から、平成31年度までに10g、平成36年度までに更に15g、合計で25g削減し、

471g/人日以下にする必要があります。 

家庭でごみになる可能性がある物について、重量の目安を表７に示しました。 

例えば、１人暮らしの人がじゃがいもを月に２個（約300g）、手つかず食品とし

て捨ててしまった場合、１人１日当たりの家庭ごみ排出量に換算すると、約10g

になります。 

一人一人がごみの減量に取り組み、こうしたごみをなくしていくことが大切で

す。 

 

表７ 家庭でごみになる可能性がある物の重量の目安（例） 

品目 単位 重量の目安 

ごはん 茶碗中盛1杯 約150g 

食パン 6枚切り1枚 約 60g 

じゃがいも 中玉1個 約150g 

レジ袋 1枚 約  7g 

食品トレイ 1枚 約  3g 

 

 

  

注：重量は、本市の調査による。 
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焼却能力 

焼却量 

３工場体制に移行 

② 焼却量 

災害発生や突発的要因による焼却施設停止などのリスクを考慮し、安定的な焼

却体制とするためには、焼却施設全体の稼働率を約85％以下（中工場の焼却炉１

炉が１年間停止した場合を想定）にしておく必要があります。 

安佐北工場が稼働停止し、３工場体制に移行する平成31年度以降も安定的な焼

却体制を維持するため、焼却量の目標を以下のとおり設定します。 
 

 

 

 

 

 

焼却量を、平成25年度実績の303,687t/年から、平成31年度までに約5,700t、平

成36年度までに更に約13,000t、合計で約18,700t削減し、285,000t/年以下にする

ことを目標とします。 

目標どおり焼却量を削減した場合、焼却施設の稼働率は、３工場体制に移行す

る平成31年度時点で86％となり、それ以降低下していくため、安定的な焼却体制

を維持することが可能になります。 

 

図24 焼却量の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最終目標年度（平成36年度）までに 

焼却量を285,000t/年（焼却施設稼働率約82％）に 

注：焼却能力は、全焼却施設をフル稼働（定期点検等に伴う休炉は除く。）させた場合の値で

ある。 
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③ 埋立量 

最終処分場の延命化を図るとともに、災害発生時のための予備容量を確保する

ため、埋立量を削減する必要があります。 

このため、平成32年度から受入開始予定の恵下埋立地（仮称）の埋立計画

（40,000t/年、約30年間）を踏まえ、埋立量の目標を以下のとおり設定します。 
 

 

 

 

 

 

埋立量を、平成25年度実績の55,859t/年から、平成31年度までに約6,900t、平

成36年度までに更に約9,000t、合計で約15,900t削減し、40,000t/年以下にするこ

とを目標とします。 

なお、埋立量は平成36年度以降も人口の減少等に伴い減少を続ける見込みであ

るため、目標どおり埋立量を削減した場合、恵下埋立地（仮称）は計画どおり、

災害発生時のための予備容量を確保した上で、約30年間の受け入れを行うことが

可能になります。 

 

図25 埋立量の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最終目標年度（平成36年度）までに 

埋立量を40,000t/年（約3割削減）に 
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３ 減量目標によるごみ排出量等の見通し 

目標達成に向け、施策を実施した場合のごみ排出量等の見通しを図26に示します。 

 

図26 ごみ排出量等の見通し 
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第５章 行動計画 

１ 施策展開 

⑴ 市民・事業者・行政が一体となったごみの減量とリサイクルの推進 

ア ごみの発生・排出抑制 

(ｱ) 家庭ごみ対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【家庭系生ごみの減量】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○新食品ロス削減運動 

・「食べきりの日」などのイベントを実施 

・食べきりレシピやアイディア、標語を募

集し、市のホームページ等に掲載 

      

○エコクッキングの推進 

・エコクッキング教室を開催し、調理くず

等の生ごみの排出を抑制 

・エコクッキングレシピの追加 

      

○家庭系生ごみリサイクル講習会の実施 

・みみずやＥＭ菌による生ごみの堆肥化等

について講習会を実施 

・講習会の内容のインターネット等による

配信を検討 

      

【容器包装プラスチックの減量】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○ばら売り・量り売り、簡易包装の促進 

・スーパーマーケット等に働きかけ、ばら

売り・量り売りを促進するとともに、過剰

包装を抑制 

      

○買い物袋持参運動の推進 

・毎月１日を「ごみ減らそうデー」として、

市民・事業者・市が協働して店頭キャンペ

ーンを実施するなどし、買い物袋の持参等

を呼びかける。 

      

○レジ袋の無料配布中止の拡大 

・レジ袋を無料配布している事業者に中止

を働きかけ、レジ袋を削減 

      

【販売店等による回収の促進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○スーパーマーケット等における店頭回収

の促進 

・店頭回収の品目追加や実施店舗の拡大等

を働きかけ、店頭回収を促進 

      

○新小型家電リサイクルの促進 

・市民への情報提供等により、民間事業者

の小型家電リサイクルの取組を促進 

      

○地域や小売店等での廃食用油の回収・リ

サイクルの推進 

・地域や小売店等に働きかけ、廃食用油の

効率的な回収・リサイクルを促進 

      

検討 

動画配信 

講習会実施 

教室開催 

イベント実施、募集・掲載 

働きかけ 

店頭キャンペーン等実施 

働きかけ 

働きかけ 

民間事業者の取組を促進 

働きかけ 

新レシピ検討 
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施策 実施スケジュール（予定） 

【市民の環境意識の向上】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○新スマートフォン等を活用したごみ分別等 

の情報発信の推進 

・スマートフォン等により、簡単にごみの

分別や啓発に関する情報が入手できる仕組

みを検討 

・ごみ分別等アプリの導入検討 

      

○教育部局と連携した環境教育の推進 

・教育委員会等と連携し、教育現場の意見

を取り入れた環境教育の取組を検討 

      

○出前環境講座の実施 

・地域、学校等において、体験学習なども

取り入れた出前環境講座を実施 

      

○新学生等と連携したごみ減量等活動の推進 

・大学や高校と連携した、学生ボランティ

アによるごみ減量等に係る活動の推進 

・学生調査隊によるブログ等での情報発信 

      

○市や民間のごみ処理施設等の見学の促進 

・市や民間のごみ処理施設の見学を促進し、

環境意識の向上を図る。 

      

【自主的取組への支援】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○町内会等による資源物の集団回収の促進 

・引取業者の紹介や契約の際の注意事項の

アドバイス等を行い、町内会等による資源

物の自主回収を促進 

・町内会等に実施状況のアンケート調査を

実施 

      

○地域環境指導員制度の実施 

・広島市地域環境指導員の任命を行い、活

動のための物品等を提供することにより、

地域における美化活動及びごみの減量・リ

サイクルの推進を図る。 

      

○啓発用品等の貸出・提供 

・地域や事業所等で行われている自主的な

環境学習の取組等について、啓発用パネル

や物品等を貸出・提供 

      

○自主的な活動に対する表彰制度の活用 

・国や県、市などの表彰制度を活用し、自

主的な活動に対する意欲の向上を図る。 

      

【市民・事業者・行政による協働体制】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会

を通じた働きかけ 

・市民団体、スーパーマーケット等の小売

業者、本市が一体となった「広島市ごみ減

量・リサイクル実行委員会」を通じ、買い

物袋持参（レジ袋無料配布中止）や食品ロ

スの削減、店頭回収の促進について、市民・

販売店等に働きかける。 

      

  

講座実施 

アプリ等導入検討 

活動推進・情報発信 

検討 

見学の広報・実施 

任命、活動推進 

アドバイス・アンケート実施 

貸出・提供 

表彰 

情報発信 

働きかけ 

教育現場の意見聴取、取組の検討 
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(ｲ) 事業ごみ対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【事業者のコスト負担の適正化】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○事業ごみ有料指定袋制度の継続実施 

・平成17年度に導入した有料指定袋制度を

継続し、排出事業者責任の徹底を図り、事

業ごみの減量・リサイクルを推進する。 

      

○事業ごみ処分手数料の見直し 

・ごみ処理費用等を勘案し、固形状一般廃

棄物処分手数料等の適正な金額への改定に

ついて検討 

      

【事業系生ごみの減量、リサイクルの促進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○食品関連事業者の食品廃棄物（生ごみ）

の排出抑制やリサイクルの推進 

・食品リサイクル法の周知を図り、スーパ

ーマーケットや外食産業など食品関連事業

者の食品廃棄物の排出抑制やリサイクルを

推進 

      

○新食品ロスの循環利用システムの構築 

・手つかず食品等の食品ロスについて、リ

サイクル技術の研究やモデル事業の実施な

どを行い、飼料や堆肥等として活用される、

循環型の事業システムの構築を目指す。 

      

○新食べきり協力店制度による食品ロスの削 

減 

・生ごみの排出抑制に取り組んでいる飲食

店を募集し、市のホームページ等に掲載 

・ポスター等を作成し、協力店に掲示 

      

【民間事業者によるごみ処理、リサイクルの

推進】 
H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○事業系紙ごみの市焼却施設への搬入規制 

・平成16年度から実施している、資源化可

能な事業系紙ごみの市焼却施設への搬入規

制を強化し、民間でのリサイクルを推進 

      

○学校給食牛乳パックのリサイクルの促進 

・学校給食牛乳パックのリサイクルを促進

し、環境学習と連携した取組を実施 

      

○一般廃棄物と併せて市最終処分場で処理

している産業廃棄物（廃プラスチック）の

受入停止 

・事業者の排出者責任を徹底し、現在、市

の最終処分場で受け入れている産業廃棄物

の民間での処理・リサイクルを推進 

      

【事業ごみの減量、リサイクルに関する指導】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○大規模事業所訪問指導 

・大規模事業所を訪問し、事業ごみの減量、

リサイクルについて指導 

・対象を中規模事業所まで拡大することを

検討 

      

有料指定袋制度実施 

周知 

技術研究、モデル事業実施、システム構築 

随時見直しを検討 

募集・ポスター等作成 

協力店紹介 

搬入規制、違反者への指導 

リサイクル促進 

周知等 

受入停止 

訪問・指導 

対象拡大検討 
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施策 実施スケジュール（予定） 

【事業ごみの減量、リサイクルに関する指導】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○リサイクルガイドラインによる事業者の

分別、リサイクルの促進 

・大規模事業所訪問時などに、「事業系一般

廃棄物の減量・リサイクルガイドライン」

を配布・広報し、事業者のごみの分別、リ

サイクルを促進 

      

【優良事業者の取組の促進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○ごみ減量優良事業者表彰 

・ごみの減量、リサイクルについて、他の

模範となるような取組を行っている事業者

を表彰 

      

○国、県等の表彰制度の活用 

・国や県、市などの表彰制度を活用し、自

主的な活動に対する意欲の向上を図る。 

      

 

(ｳ) 国等への働きかけ 

施策 実施スケジュール（予定） 

【国や業界団体への働きかけ】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○資源有効利用促進法、家電リサイクル法

に基づくメーカー回収の促進 

・家電製品等について、法律に基づくリサ

イクルシステムによる回収を促進 

・家電リサイクル料金前払い方式の導入や

品目拡大などを国や業界団体へ働きかけ

る。 

      

○容器包装リサイクルの促進 

・自治体と事業者の役割分担の見直しや品

目拡大などを国や業界団体へ働きかける。 

      

○廃乾電池、廃蛍光灯等の販売店を通じた

回収システムの促進 

・拡大生産者責任による適正処理を推進す

るため、国や業界団体へ働きかける。 

      

○ごみを生まない製品開発等の促進 

・拡大生産者責任に基づき、ごみの減量、

リサイクルが可能な製品への切替えや、ご

みにならないような製品の開発の必要性、

本市と連携した取組について、製造業界等

へ働きかける。 

      

 

(ｴ) 広報による啓発の推進 

施策 実施スケジュール（予定） 

【市民、事業者への広報の拡充】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○ごみの減量、リサイクルの推進に関する

広報の拡充 

・市広報紙や広報番組等を活用し、ごみの

減量・リサイクルに関する情報を発信 

      

配布・広報 

表彰 

表彰 

働きかけ 

情報発信 

働きかけ 

働きかけ 

働きかけ 
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施策 実施スケジュール（予定） 

【市民、事業者への広報の拡充】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○市民、事業者等の自主的な活動の紹介 

・市民や事業者から、ごみ減量等に取り組

んでいる事例を募集し、市ホームページや

広報紙等に掲載して紹介 

      

 

イ 焼却量の削減 

(ｱ) 家庭ごみ対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【家庭系紙ごみの分別、リサイクルの徹底】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○家庭系紙ごみの出し方マニュアル等の作

成、啓発 

・可燃ごみに含まれる資源化可能な紙類を

削減するため、出し方マニュアル等を作成

し、分別徹底を図る。 

      

○資源ごみ（紙類）の対象拡大検討 

・資源ごみ（紙類）について、収集方法や

費用等を考慮し、対象拡大を検討 

      

 

(ｲ) 事業ごみ対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【事業系生ごみの減量、リサイクルの促進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○食品関連事業者の食品廃棄物（生ごみ）

の排出抑制やリサイクルの推進（再掲） 

      

○新食品ロスの循環利用システムの構築 

（再掲） 

      

○新食べきり協力店制度による食品ロスの削 

減（再掲） 

 

      

【植木せん定枝リサイクルの推進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○植木せん定枝リサイクルの誘導策及び施

設のあり方の検討 

・玖谷埋立地敷地内の植木せん定枝リサイ

クルセンターで行っている、植木せん定枝

のリサイクル（堆肥化）について、誘導策

を検討し、可燃ごみの更なる減量を図る。 

・玖谷埋立地廃止後の平成32年度以降につ

いて、施設のあり方を検討 

      

【民間事業者によるごみ処理、リサイクルの

推進】 
H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○事業系紙ごみの市焼却施設への搬入規制

（再掲） 

      

○学校給食牛乳パックのリサイクルの促進

（再掲） 

      

啓発 

マニュアル等作成 

検討 

リサイクル実施 継続実施 

事例募集 

事例紹介 

周知 

技術研究、モデル事業実施、システム構築 

募集・ポスター等作成 

協力店紹介 

搬入規制、違反者への指導 

リサイクル促進 

リサイクル誘導策の検討・実施 

施設のあり方の検討 
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施策 実施スケジュール（予定） 

【事業ごみの減量、リサイクルに関する指導】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○大規模事業所訪問指導（再掲） 

 

      

○リサイクルガイドラインによる事業者の

分別、リサイクルの促進（再掲） 

      

 

ウ 埋立量の削減 

(ｱ) 家庭ごみ対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【家庭ごみの分別徹底】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○不燃ごみ等の分別徹底 

・出前環境講座や市ホームページ等により、

不燃ごみに含まれる資源物等の分別徹底を

呼びかける。 

      

【小型家電リサイクルの促進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○新小型家電リサイクルの促進（再掲） 

 

      

 

(ｲ) 事業ごみ対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【市焼却施設でのサーマルリサイクルの推

進】 
H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○事業系廃プラスチックの焼却化による熱

回収・高効率発電の実施 

・事業系廃プラスチック（不燃ごみ）を焼

却し、熱回収や高効率発電等によるサーマ

ルリサイクルを推進 

      

【民間事業者によるごみ処理、リサイクルの

推進】 
H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○一般廃棄物と併せて市最終処分場で処理

している産業廃棄物（廃プラスチック）の

受入停止（再掲） 

      

 

(ｳ) 焼却灰対策 

施策 実施スケジュール（予定） 

【焼却灰のリサイクルの推進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○焼却灰のセメント原料化の継続実施 

・安佐北工場の焼却灰にセメント原料化に

よるリサイクルを実施し、埋立量を削減 

・安佐北工場廃止後の平成31年度以降につ

いても、他工場の焼却灰のセメント原料化

を検討 

      

 

  

啓発 

事業系廃プラ焼却実施 

検討 

実施 

継続実施を検討 

継続実施 

配布・広報 

訪問・指導 

民間事業者の取組を促進 

周知等 

受入停止 
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エ その他の取組 

施策 実施スケジュール（予定） 

【調査・研究等】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○新たなリサイクル技術の調査・研究 

・生ごみや紙ごみ、せん定枝、草、焼却灰

等に関する新たなリサイクル技術や処理技

術についての情報を収集・研究 

      

○ごみ組成分析調査 

・ごみの組成分析調査を実施し、施策効果

を把握・検証 

      

○民間資源化量把握 

・町内会等への集団回収実施状況のアンケ

ート調査や、リサイクル事業者への聞き取

り調査等により、民間でリサイクルされる

ごみの量を把握・推計 

      

【グリーン購入の推進】 H27 H28 H29 H30 H31 H32～H36 

○グリーン購入の推進 

・市が率先して環境に配慮した製品・サー

ビスの購入（グリーン購入）を推進し、需

要を高めることにより、持続的発展が可能

な社会の構築を図る。 

      

 

【家庭ごみの有料化について】 

本市は、平成19年4月に、広島市廃棄物処理事業審議会に対し、家庭ごみの有料

化について諮問を行い、その後、平成20年12月に、「家庭ごみの有料化は、ゼロエ

ミッションシティの実現に向けた施策として有効である」という旨の答申を得てい

ます。 

本市としては、この答申を受け、家庭ごみの有料化について検討を行いましたが、

経済情勢が悪化していたことや、ごみ排出量の見込みなどを総合的に勘案し、まず

は、市民・事業者・行政が一体となった全市的な運動としてごみ減量を進めていく

ことが重要であると考え、家庭ごみの有料化の実施を見送ったという経緯がありま

す。 

家庭ごみの有料化については、まずは、資源の循環システムの構築やごみの減

量・リサイクルに更に取り組むなど、循環型社会形成の推進に向けた、たゆまぬ努

力を最大限行い、その上で、今後のごみの排出量の推移や社会経済状況等を踏まえ、

市民等の意見を十分聞きながら、慎重に検討する必要があります。 

  

情報収集・研究 

調査 

調査・推計 

推進 
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⑵ 安定的なごみ処理体制の確保 

ア 焼却施設の整備等 

＜主な施策の行程表＞ 

主な施策 実施スケジュール（予定） 

【焼却施設の整備等】 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H40 H50 

○南工場の大規模改修

工事 

 

            

○３工場体制への移行 

 

 

 

            

○新工場の整備 

 

 

            

 

○ 焼却施設の適切な管理・運営 

焼却施設について、設備の適切な維持管理・補修を行うとともに、効率的な

運営や最新技術の導入検討等により、ダイオキシン類や温室効果ガスの削減な

ど、環境負荷の低減に努めます。 

○ 南工場の大規模改修工事 

稼働開始から25年が経過した南工場については、大規模改修工事（平成25年

度～平成28年度）を実施し、平成40年代半ばを目途に稼働を継続します。 

焼却施設の新規整備には多額の費用を要することから、今後も、焼却施設が

更新時期を迎えた際には、可能な限り設備更新などによる延命化を図っていき

ます。 

○ ３工場体制への移行 

現在は４箇所の焼却施設が稼働していますが、このうち、平成2年に稼働開始

し、老朽化が進行している安佐北工場については、ごみの焼却処理にかかるコ

スト削減のため、平成30年度末に稼働を停止します。 

焼却量を削減することにより、３工場体制移行後も安定的な焼却体制を維持

します。 

○ 新工場の整備 

南工場の基幹設備が再度更新時期を迎える平成40年代半ばからの稼働を目指

し、新たな焼却施設を整備する必要があります。 

今後、焼却量の推移等を見極め、施設の規模や整備場所などを検討します。 

  

H25～ 

大規模改修工事 更新時期 継続稼働 

４工場体制 
安佐北工場稼働停止 

３工場体制（中工場、南工場、安佐南工場） 

稼働開始 施設規模・整備場所の検討、工事等 
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イ 最終処分場の整備等 

＜主な施策の行程表＞ 

主な施策 実施スケジュール（予定） 

【最終処分場の整備等】 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H40 H50 

○玖谷埋立地の運営 

 

 

 

            

○恵下埋立地（仮称）

の整備・運営 

 

            

 

最終処分場は、安定したごみ処理体制を確立するために不可欠な施設ですが、

用地の確保が難しく、整備には計画段階から埋立を開始するまで長期間を要しま

す。 

このため、現在受け入れ中の玖谷埋立地（平成31年度末に埋立終了予定）の運

営に万全を期すとともに、平成32年度からの新規最終処分場として、恵下埋立地

（仮称）の整備を計画的に進めます。 

また、埋立量を削減することにより、恵下埋立地（仮称）において、計画どお

り、約30年間の受け入れを行うとともに、災害発生時のための予備容量を確保し

ます。 

なお、玖谷埋立地の跡地については、地元の意向を踏まえた上で、様々な可能

性を模索し、より有効な利用方法を検討します。  

埋立 
埋立終了 

跡地利用検討 

整備 埋立開始 埋立（約30年間） 



第５章 行動計画 

 

42 

ウ その他施設の整備等 

＜主な施策の行程表＞ 

主な施策 実施スケジュール（予定） 

【その他施設の整備等】 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H40 H50 

○安佐南工場大型ごみ

破砕処理施設の更新 

 

            

○植木せん定枝リサイ

クルセンターのあり方

の検討 

 

 

 

 

 

 

            

 

平成4年に稼働開始し、老朽化が進行している安佐南工場大型ごみ破砕処理施設

について、基幹設備の更新又は施設の建替えを検討します。 

また、平成11年稼働開始の植木せん定枝リサイクルセンター（玖谷埋立地敷地

内）について、焼却量削減や資源循環の観点から、植木せん定枝リサイクルへの

誘導策を検討するとともに、地元の意向を踏まえ、玖谷埋立地廃止後の施設のあ

り方を検討します。 

さらに、廃止したごみ処理施設について、解体撤去及び跡地の有効利用を検討

します。 

  

基幹設備更新又は建替えの検討 

せん定枝資源化 

玖谷埋立地埋立終了 

リサイクル誘導策の検討・実施 

継続稼働 

施設のあり方の検討 
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エ 大規模災害に備えたごみ処理体制の構築 

＜主な施策の行程表＞ 

主な施策 実施スケジュール（予定） 

【分別区分等の見直し】 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H40 H50 

○8.20豪雨災害に伴い

発生した災害廃棄物の

処理 

            

○災害に対応したごみ

処理体制の構築 

            

○中国ブロックにおけ

る連携等の検討 

            

 

○ 8.20豪雨災害に伴い発生した災害廃棄物の処理 

平成26年8月19日から8月20日の局地的豪雨災害（以下「8.20豪雨災害」とい

う。）に伴う土砂災害によって発生した災害廃棄物について、平成27年度内を目

途に適正処理を行います。 

○ 災害に対応したごみ処理体制の構築 

8.20豪雨災害に伴い発生した災害廃棄物の処理の経験等を踏まえ、大規模災

害時においても迅速かつ適切に対応できるごみ処理体制の構築を進めます。 

○ 中国ブロックにおける連携等の検討 

「災害廃棄物対策中国ブロック協議会」において、中国ブロック（鳥取県、

島根県、岡山県、広島県及び山口県）における災害廃棄物対策について情報共

有を行うとともに、大規模災害時の廃棄物対策に関する連携等について検討し

ます。 

○ その他の取組 

災害廃棄物の収集運搬・処理に当たっては、民間業者との連携等を検討し、

効率的に実施します。 

なお、災害時の民間業者との協定については、現在、広島市廃棄物処理事業

協同組合と災害一般廃棄物の収集運搬に関する協定を締結しています。 

また、本市のごみ処理施設について、災害廃棄物の処理を考慮した処理能力

を確保しておくことなどにより、災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を行います。 

 

オ ごみの広域処理体制の構築 

ごみ処理施設の集約化等による環境負荷・財政負担の低減や、災害対応の観点

から、ごみの広域処理体制の構築を推進し、近隣の自治体からごみ処理の要請が

あった場合、本市のごみ処理能力の範囲内においてごみの受け入れ及び適正処理

を検討します。  

処理 

体制の見直し 

協議会開催(スケジュールは未定)・検討 
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⑶ 分別区分・収集運搬体制の再構築 

ア 分別区分等の見直し 

＜主な施策の行程表＞ 

主な施策 実施スケジュール（予定） 

【分別区分等の見直し】 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H40 H50 

○家庭系「その他プラ」

の「可燃ごみ」への統

合 

            

○家庭系「可燃ごみ」

の排出袋に透明又は半

透明のポリ袋を追加 

            

○事業系不燃ごみ焼却

化に伴う事業ごみ有料

指定袋の統合 

 

            

 

各種リサイクル法など、国の法制定・改正の動向を注視し、本市の地域特性を

踏まえた上で、必要に応じ、分別区分の見直しを検討します。 

また、全市的な焼却施設の処理能力を見極めた上で、次の検討を行います。 

○ 現在、家庭ごみの「その他プラ」と「可燃ごみ」は別々に分別収集していま

すが、分別する手間の軽減や収集運搬の効率化の観点から、その他プラの可燃

ごみへの統合を検討します。 

○ 排出時の利便性への配慮や分別徹底の観点から、家庭系可燃ごみについて、

現状の「じょうぶな紙袋」に加えて「中身の見える透明又は半透明のポリ袋」

も排出袋として認める検討を行います。 

○ 事業系廃プラスチック（不燃ごみ）の焼却化によるサーマルリサイクルの実

施に伴い、事業系不燃ごみ指定袋の可燃ごみ指定袋への統合を検討します。 

 

イ 収集運搬体制の再構築 

町内会・自治会への加入促進など、地域コミュニティ再生の取組とも連携しな

がら、ごみ置き場のステーション化を推進し、収集運搬の効率化を進めます。 

一方で、高齢化や核家族化の進行によって、ごみを集積所まで運ぶことが困難

な市民が増えてきていることから、福祉部門と連携して、ごみの排出支援など、

社会情勢の変化に対応したごみ排出・収集方法を検討します。 

また、道路交通上の支障となっているごみボックスについては、自主的な撤去

や移動を促すための支援制度の創設を検討します。 

現在、家庭ごみの収集運搬業務は、市職員による直営収集と民間業者への委託

収集により行っていますが、今後は、災害発生時における収集体制の確保など、

直営収集が果たす役割を整理した上で、収集運搬業務の民間委託化の拡大などに

より効率化を進めます。 

収集運搬の効率化により、収集運搬コスト及び収集車から排出される温室効果

ガスの削減を図ります。 

検討・周知 

分別区分統合 

検討・周知 

排出袋追加 

検討・周知 

指定袋統合 

事業系不燃ごみ焼却化 

サーマルリサイクル実施 
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⑷ コストの削減 

ごみ処理には、収集運搬、中間処理、最終処分のそれぞれの段階で、多額の費用

を要しています。 

こうした状況の中、市民・事業者・行政の協働によってごみの減量、リサイクル

に取り組み、ごみ処理費を削減していくのはもちろんのことですが、特に本市の役

割として、ごみ処理事業の効率化等によるコスト削減が求められます。 

このため、次の施策により、一層のコスト削減を図っていきます。 

 

項目 主な施策 

ごみ処理コスト全体の削

減 

○ごみの減量、リサイクルによるごみ処理量全体の削減 

収集運搬コストの削減 ○家庭ごみ分別区分（その他プラ、可燃ごみ）の統合による収集運

搬の効率化 

○ごみ置き場のステーション化による収集運搬の効率化 

焼却コストの削減 ○老朽化した安佐北工場の稼働停止（３工場体制への移行）による

焼却コストの削減 

○サーマルリサイクルの推進（事業系廃プラスチック焼却化）によ

る売電収入の増加 

施設整備費の削減 ○老朽化施設の設備更新による延命化 

○埋立量の削減による最終処分場の延命化 

施設整備費・解体費の本

市負担削減 

○ごみ処理施設等の整備や廃止施設の解体にかかる費用について、

可能な限り国の補助金等を活用 

事業者のコスト負担の適

正化 

○事業ごみ有料指定袋制度の継続実施 

○事業ごみ処分手数料の見直し 
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⑸ ごみのないきれいなまちづくりの推進 

本市では、ごみのない清潔で快適な生活環境を実現するため、平成2年度から、

市民、事業者の協力を得ながら、「ぽい捨て未然防止事業」と「清掃活動の推進」

を柱とする「きれいなひろしま・まちづくり推進事業」を展開してきました。 

今後は、平成24年度に策定した「ごみのないまちづくりアクションプラン」の理

念に基づいて、これまでの推進事業をリニューアルし、各施策を総合的に推進して

いきます。 

 

項目 主な施策 

ぽい捨て未然防止対策等

の推進 

○各種団体によるぽい捨て防止の啓発の推進 

○ぽい捨て防止指導員による美化推進区域内の巡回パトロール 

○美化推進区域内の灰皿、ごみ箱の集約 

清掃美化活動の推進 ○クリーンアップチームひろしまによる主要交差点等の巡回清掃 

○美化推進区域内での巡回清掃、啓発、来広者への道案内等 

○散乱ごみ追放キャンペーンの実施（ごみゼロ・クリーンウォーク、

平和記念公園一斉清掃、各区清掃ウォークの実施） 

不法投棄防止対策の推進 ○市街地周辺の不法投棄ごみの撤去 

○不法投棄防止パトロールの強化 

○不法投棄防止キャンペーンの充実 

○広島市不法投棄防止連絡協議会の運営 

表彰・意識啓発 ○広島市環境美化功労者表彰の実施 

○小・中学生の環境学習等の充実 
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Plan(計画) 

Do(実施) 

Check(点検) 

Action(見直し) 

２ 計画の進行管理 

⑴ 計画の進行管理における基本的な考え方 

計画を着実に推進するためには、施策の実施状況や目標の達成状況を定期的に把

握・評価し、改善していくことが重要です。 

このため、ＰＤＣＡサイクルに基づき、計画の適切な進行管理を行っていきます。 

 

図27 計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 毎年度の進行管理 

施策の実施状況及び目標の達成状況を毎年度把握し、進行管理を行うとともに、

目標を確実に達成できるよう、必要に応じて施策の見直しを行います。 

また、計画の進捗状況等を市ホームページや広島市廃棄物処理事業審議会等にお

いて公表・報告し、市民・事業者と協働して計画を推進していきます。 

 

⑶ 中間目標年度における計画の改定 

中間目標年度（平成31年度）において、計画全体の評価及び改定を行います。 

具体的には、施策の実施状況や効果等を評価し、ごみ排出量等の推移や社会情勢

の変化などを踏まえた上で、新たな施策の導入についても検討し、計画を改定しま

す。 

また、計画の改定に当たっては、広く市民・事業者等の意見を伺い、計画に反映

します。

・計画の策定・改定 

・目標設定 

・施策の方向性決定 等 

・施策の実施 等 ・施策の改善・見直し 

・新たな施策の検討 

・目標の見直し    等 

５年ごとに 

計画全体を見直し 

毎年度適宜見直し 

廃
棄
物
処
理
事
業
審
議
会 

市
民
・
事
業
者
等 

・目標達成状況の把握・評価 

・施策の実施状況の把握 

・施策の実施状況や評価の公表 

・市民・事業者等の意見の聴取 等 

公表 

意見 

報告 

意見・提言 
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巻末資料 

資料１ 広島市廃棄物処理事業審議会（本計画の内容の審議体制） 

⑴ 掌握事務 

市長の諮問に応じ、広島市の廃棄物処理事業の推進に関する重要な事項を審議す

る。 

 

⑵ 根拠法令 

・ 広島市附属機関設置条例（昭和28年条例第35号） 

・ 広島市廃棄物処理事業審議会規則（昭和51年規則第75号） 

 

⑶ 委員名簿（任期：平成26年7月1日から平成28年6月30日まで） 

（平成26年11月現在、五十音順、敬称略） 

 氏  名 所属・役職等 

会長 今岡 務 広島工業大学 環境学部 教授 

副会長 川本 季子 公益社団法人広島消費者協会 副会長 

委員 粟屋 仁美 比治山大学 短期大学部 准教授 

〃 井手 修 広島市商工会連絡協議会 副会長 

〃 伊藤 圭子 広島大学大学院 教育学研究科 教授 

〃 小田 豊一 特定非営利活動法人広島市公衆衛生推進協議会 会長 

〃 迫原 修治 広島大学大学院 工学研究院 教授 

〃 佐々木 緑 広島修道大学 人間環境学部 教授 

〃 下村 純一 広島市商店街連合会 会長 

〃 寒川 起佳 広島商工会議所 環境・エネルギー委員会 委員長 

〃 田畑 隆行 
広島県スーパーマーケット協会理事企業 

株式会社万惣マネージャー 

〃 月村 佳子 広島市地域女性団体連絡協議会 会長 

〃 天玉 朝子 環境カウンセラー 
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資料２ 年表（本市のごみ処理行政のあゆみ） 
 

年 月 主なできごと 

S50(1975) 7 「ごみ非常事態宣言」発表 

S51(1976) 6 5種類分別収集開始 

 7 広島市廃棄物処理事業審議会設置 

S55(1980) 4 政令指定都市移行 

S58(1983) 3 安佐南工場稼働開始 

 4 「ごみ非常事態宣言」解除 

S60(1985) 3 佐伯郡五日市町を広島市に編入 

S63(1988) 6 南工場稼働開始 

H 2(1990) 4 玖谷埋立地への搬入開始 

 4 安佐北工場稼働開始 

 4 北部資源選別センター稼働開始 

 8 安芸不燃減容センター稼働開始 

H 3(1991) 9 台風19号災害 

H 4(1992) 4 安佐南工場大型ごみ破砕処理施設稼働開始 

H 8(1996) 1 ひろしまシェイプ・アップ・プラン'95策定 

H 9(1997) 1 西部リサイクルプラザの選別ライン稼働開始 

 10 「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」策定 

H11(1999) 4 植木せん定枝リサイクルセンター稼働開始 

 6 6.29豪雨災害 

H13(2001) 3 芸予地震 

 4 大型ごみ有料収集開始 

 4 6種類分別収集開始（ペットボトル全市収集開始） 

 4 玖谷埋立地において事業ごみの搬入規制開始 

H16(2004) 3 安芸不燃減容センター稼働停止 

 4 新中工場稼働開始 

 4 
8種類分別収集の開始 

（容器包装プラスチックのリサイクル、その他プラの焼却） 

 4 焼却施設において事業系紙ごみの搬入規制開始 

 7 
「ゼロエミッションシティ広島を目指す減量プログラム～110万人のごみ

ゼロ宣言」策定 

H17(2005) 4 佐伯郡湯来町を広島市に編入し、山県郡西部衛生組合に加入 

 6 「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」策定 

 10 事業ごみ有料指定袋制度導入 

H19(2007) 3 山県郡西部衛生組合から脱退 

 3 似島埋立地での埋立終了 

H20(2008) 3 安佐南工場稼働停止 

H21(2009) 3 「ゼロエミッションシティ広島を目指す第２次減量プログラム」策定 

 6 「広島市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」改定 

H23(2011) 4 中工場の灰溶融設備稼働停止 

H25(2013) 4 新安佐南工場稼働開始 

 4 新北部資源選別センター稼働開始 

H26(2014) 8 8.20豪雨災害 
 


