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要旨
我孫子市のごみ資源化率は全国および千葉県の平均値と比べ高い水準を保ち続けている。
本稿では、同市における資源化の取り組み実態を調査・分析し、長年にわたって構築された
分別収集方式の工夫や、独自のリサイクルルートの確保などが、ごみのリサイクル率の向上
に大きく寄与していることを明らかにした。しかし、ごみ排出原単位は全国平均や千葉県平
均より小さいものの、千葉県内でも上位ではなく、今後、発生抑制によるごみ減量努力がさ
らに必要があると考えられる。その上で、ごみ排出原単位の減量に向けて、すでに大きな成
果を上げた自治体の例を参照しながら、地域の実情に合った発生抑制策として、ごみ有料化
の実施やマイバック持参プログラムなどの提言を行った。
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（3）ごみ有料化による減量
6. おわりに

1. はじめに
最終処分場の延命化と CO2 削減を図るため、国はリサイクル率向上とごみの減量政策を
進めてきた。近年、自治体の廃棄物担当の名称は廃棄物対策課や清掃課から、資源循環推進
課やごみ減量推進課などに変更するケースが多いことからも、その重要性がうかがえる。
我孫子市の資源化率は、この 7 年間、全国および千葉県の平均値より高い水準を保ち続け
ている。小論は、
我孫子市における資源化率向上の取り組みの特徴を明らかにするとともに、
ごみ排出原単位の減量に向けて、ごみ有料化の実施や発生抑制など今後の取り組みの課題に
ついて検討することを目的とする。

2. 高い資源化率の実現
我孫子市は人口約 13 万 5000 人、世帯数約 5 万 6000 世帯の中規模都市であり、千葉県北
西部に位置し、東京のベッドタウンとして発展してきた。
同市は最終処分場を持たないことから、他の自治体より早い時期から再資源化事業に取り
組んできた。ごみ資源化率は 2010 年度には約 40.1% に達し（図 1）
、全国平均値の 20.8%、
千葉県全体の平均値の 24.8% を大幅に上回り、千葉県内 54 市町村の中でトップである（表
1 参照）。しかも、長年にわたって高いリサイクル率を維持してきた。ごみの資源化につい
ては、大きな成果を収めているといってよく、我孫子市のリサイクルシステムはすでに市民
の間に根付いているといってもよいだろう。
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資源化率の比較（経年推移）

（出典）環境省「一般廃棄物処理実態調査結果（各年度）」、我孫子市『平成 23 年度版清掃事業概要』.
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表1

千葉県内自治体の再資源化率順位

（出典）環境省 「一般廃棄物処理実態調査結果（2010 年度）」より .

3.

資源物収集の取り組み
我孫子市の現在の一般廃棄物の収集・資源回収システムは、次のようになっている。

（1）分別しやすい仕組みになっている収集システム
家庭から出る一般廃棄物の収集区分は、①可燃ごみ、②不燃ごみ、③資源物、④粗大ごみ
の 4 種類に大別されている。そのうち、資源物は①古紙類、②古繊維類、③びん類、④缶類、
⑤金属類、⑥その他プラスチック製容器包装、⑦廃食用油、⑧有害再生物、⑨ペットボトル、
⑩剪定枝木、⑪生ごみの 11 種類（17 分別）になっている。
これらのうち、古紙類については、更に①新聞、②ダンボール、③雑誌・雑紙、④紙パッ
クの 4 分別としている。また、びん類は①無色びん、②茶色びん、③その他色びんの 3 分別
である（表 2 参照）
。
ごみの排出方法については、燃えるごみは指定袋ではなく、普通のレジ袋でも構わないシ
ステムになっている。また、資源ごみを排出するときの排出品目ごとに指定樹脂袋が用意さ
れているため、
市民は資源ごみを品目別の袋に入れるだけで、
容易に分別できる（表 2 参照）。
したがって、資源ごみの多くが安価または逆有償で処分されているケースが全国的に一般的
であるが、我孫子市では分別が徹底され、品質が良いということで、高めの値段で買い取ら
れている。一例として、2010 年度資源物売買実績では古繊維類が 628,120㎏で、約 377 万円
の売却収入をあげている。このように市民がきちんと分別することで税金が節約され、間接
的にその恩恵がまた市民に戻るシステムとなっている。

（2）ごみ減量資源化事業のあゆみ
我孫子市はごみの最終処分場を持たないため、歴史的にみても他の自治体に先駆けて生活
ごみ減量と資源化事業に取り組んできた。1975 年に浅間前新田の埋め立て地を閉鎖したこ
ともあって、資源物の空き缶・金属・びん・ガラス類、ダンボールなどの分別回収を開始し
た。さらに、ごみの減量と資源化を図るため、1981 年に「我孫子式集団回収事業」を開始
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した。1997 年からは容器包装リサイクル法に対応するため、
集団資源回収から市（委託業者）
による回収方法に変更した。
資源回収の開始当初から、自治会などの資源回収登録団体は、集積所の設置と管理、適正
な分別の実施および回収用具の管理を役割分担している。この方法は、市民代表委員を含む
廃棄物基本問題調査会で 2 年にわたり議論され、
約 400 回にも及ぶ市民との協議と議論の末、
誕生したものである。
資源の分別や、回収用具の管理は、自治会では当番制により、集合住宅では管理人が行う
場合がほとんどで、この当番制は資源回収の発展に大きく寄与してきた。80 年代に我孫子
市のごみ分別が新聞に取り上げられたため、多くの自治体関係者が我孫子市のクリーンセン
ターを視察に訪れた。
資源回収品目は 1981 年の 5 種 7 分別（5 種：古紙類、古繊維類、びん類、金属類、缶類。
７分別：新聞、ダンボール、雑誌、古繊維、びん類、金属類、缶類）から、その後順次拡充
が図られ、2011 年 4 月には現在の 11 種 17 分別になった。
資源回収方法については、資源回収登録団体が、当日朝、資源回収用具を集積場に設置し、
市民は午前８時 30 分までに集積所の所定の位置に排出する。回収用具は、全品目が回収さ
れた後に資源回収登録団体が撤収し、保管する。
表2

資源の排出方法

（出典）我孫子市『平成 23 年度版清掃事業概要』p.29.
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ごみ処理は、我孫子市クリーンセンター 1 か所で行っている。中間処理施設は、焼却処理
施設、破砕処理施設、資源価値向上施設（電磁式吊下げ磁選機）
、その他プラスチック及びペッ
トボトル中間処理施設、生ごみ処理施設、ふれあい工房等がある。その中で、焼却処理施設注 1）
については日処理能力 90 トンの 1 号炉と 105 トンの 2 号炉がある。

4. 高いリサイクル率を保つ取り組み
（1）高リサイクル率の実現に中間処理後再生利用量が大きく寄与
リサイクル率は、週一回あるいは隔週に回収される「直接資源化量」と「中間処理後再生
利用量」の合計でごみ処理総量を割って算出される注 2）。したがって、我孫子市の高いリサ
イクル率は、この二つ要素から分析することができる。
2010 年度に我孫子市の直接資源化量はごみ処理量の 15.1％を占め、千葉県内では率の順
位は第 4 位になる（表 3 参照）
。
表3

千葉県市町村の直接資源化率（2010 年度）

（出典）環境省 「一般廃棄物処理実態調査結果（2010 年度）」による .

また、リサイクル率への寄与がより大きいのは中間処理後再生利用量である。中間処理後
再生利用量とは焼却施設、粗大ごみ処理施設、ごみ堆肥化施設（ごみ飼料化施設、メタン施
設）、その他の資源化等の施設で中間処理を行った後の再生利用量を指す。我孫子市には堆
肥とメタン施設がないので、これら施設以外の施
設で中間処理した量を指している。

写真 1

剪定枝木のチップ化

2010 年度に、我孫子市の中間処理後再生利用量
は、焼却施設で 4,579 トン、粗大ごみ処理施設（破
砕処理施設）で 721 トン、
ごみ堆肥化施設 289 トン、
その他の資源化 5,178 トンとなっている注 3）。我孫
子市の中間処理後再生利用率は千葉県で柏市につ
いで二番目になる（表 4 参照）
。柏市は再資源化率

─ 315 ─

（出所）筆者撮影（2012.3.12）

千葉県で 11 位に対し、中間処理後再生利用率は第 1 位である。
中間処理後その他の資源化量 5,178 トンの内訳は、その他プラスチック及びペットボトル
中間処理施設によりそれぞれ 1,562 トンと 363 トン、
資源価値向上施設
（電磁式吊下げ磁選機）
での空き缶 463 トン、金属類 608 トン、剪定枝木 1,541 トンである（写真 1 参照）
。剪定枝
木については、クリーンセンターでチップ化やパウダーをし、再利用しており、その他ふれ
あい工房やクリーンフェスタの実施も大きく寄与している。
表4

千葉県市町村の中間処理後再生利用率

（出典）環境省 「2010 年度一般廃棄物処理実態調査結果」による .
写真2

パレット製造プロセス

（2）適切なリサイクルルートの確保
我孫子市おける回収資源の売り払い収
入は 2010 年度に合計約 8,340 万円注 4）で、
前年度の 4,913 万円より 3,427 万円（70％）
増加した。
また、市は収集された資源ごみを資源
化する際、一般入札を行い、リサイクル
業者に委託している。ここでは、具体例
を 3 つ取り上げる。
①焼却灰のリサイクル
市は搬入された可燃ごみを焼却し、焼
却灰は人工砂やエコセメントなどの建設
資材の一部としてリサイクルしている。
この取り組みは 2001 年度から始まって
いて、2010 年度に 4,579 トンの焼却灰が
エコセメントに再利用されている。
（出所）筆者撮影（2012.2.2.）.
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②プラスチックのリサイクル
市のその他プラスチックのリサイクルについては、入札により、リ・パレット株式会社注 5）
に売却している。各家庭から収集されたその他プラスチックは圧縮・梱包などの中間処理を
経てから、リ・パレット社でパレットに加工されて、再び市場へサイクルしている（写真 2
参照）。また、
ペットボトルは、
指定法人の指定を受けた再商品化事業者に有価で買い取られ、
その事業者が異物除去、洗浄などを行い、フレーク化して、製造メーカーへ出荷する。製造
メーカーで、再びペットボトルや卵パック、文房具などの原料に生まれ変わる。
③古繊維類のリサイクル
委託業者により回収された古繊維類は、取引先の一つキムラセンイ株式会社注 6）の工場に
運ばれ、選別されてから古着市場へ出荷され、リユースされている。あるいは海外へリユー
スしている。この工場では毎日約 20 トンの古繊維が回収され、選別後約 1 トンは日本で、
残りはマレーシアなど東南アジア市場でリユースされている（写真 3 参照）
。
写真 3

キムラセンイ（株）リサイクルプロセス

（出所）筆者撮影（2011.9.27）.
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我孫子市では回収した古繊維をリユース・リサイクルする会社に回している。これによっ
て、焼却処理量が減り、リサイクル率がアップすることにつながると考えられる。
一方、近年古繊維の回収量が減りつづけている。その理由としては景気の低迷と市民環境
意識の向上によって、物を大切に長く使う傾向があるため、再生資源としてのごみの排出が
少なくなったと考えられる。

（3）ごみ処理費のベンチマーキング分析
自治体の間で比較、分析することによって、改善すべき点を明らかにして、自治体のごみ
収集から処理までの効率化を図る方法としてベンチマーキングという手法がある注 7）。改善
余地があるところがわかるので、それによって、改善の施策を実施する。
千葉県のすべて 54 市区町村の生活ごみ処理費と処理量の関係を見たとき、図 4 に示すよ
うに、生活ごみ処理量が多ければ処理費用も上がっていく正の相関がある。同市の処理費用
は、他の都市におけるごみ処理量にほぼ見合う額であることが分かる。また、我孫子市はそ
の傾向線上にあり、資源化に力を入れてきたにもかかわらず、資源化費用を他の自治体並み
に抑えていることがうかがえる。
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（出典）環境省「一般廃棄物処理実態調査結果（2010 年度）」による .

5.

ごみ排出原単位減量化の取り組み課題

（1）取り組み課題としての排出原単位の減量
我孫子市におけるごみ総排出量は 43,111 トン（2010 年度）である。環境省の「平成 22 年
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度一般廃棄物処理事業実態調査」によると、資源を含めたごみ排出原単位は、876g/ 人・日
であり、全国平均（976g/ 人・日）や千葉県平均（977g/ 人・日）より約 10％少なくなって
いる。
我孫子市は近年人口が増えているにもかかわらず、排出された生活ごみ量が着実に減少傾
向に進んでいる（表 5 参照）
。2010 年度に我孫子市の総人口は 13 万 4791 人で、2004 年度の
13 万 1882 人より 2.2％増した。これに対して、1 人 1 日当たりごみ排出量は 2010 年度に
876 ｇで、2004 年度の 1,026g より 15％減少し、全国平均の 976g を下回っている。
表5

我孫子市の家庭系ごみ排出量の推移

注）カッコ内は前年度比の減少率 .
（出典）『我孫子市における一般廃棄物基本計画』平成 23 年 3 月と我孫子市『平成 23 年度版清掃
事業概要』.

近年不景気と市民環境意識の向上の背景に、我孫子市ではごみの排出量が年々減少傾向で
ある。図 2 に示すようにごみ排出の原単位が全国平均、千葉県平均をともに下回っている。
2010 年には、全国ごみ排出原単位の平均 1.8％減少に対し、我孫子市は 3.4％に達している。
しかし、ごみ排出原単位については、全国平均や千葉県平均より小さいものの、千葉県内
市町村の順位では 20 位（2010 年度）にとどまり、さらなる可燃ごみ減量化施策を推進する
必要性がある。ごみ減量策を推進するには、ごみ組成分析が必須である。
2004 年度から 2010 年度における可燃ごみの組成は、表 6 のとおりである。2004 年度か
らの 7 年間の平均的な組成分布は、紙・布類約 38%、ビニール・ゴム類 21%、厨芥類 20%
などとなっている
（図 3 参照）
。これらの品目にはリサイクル可能なものが多く含まれている。
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（出典） 全国について環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等について」、千葉県について『千

葉県統計年鑑』平成 16 年～ 22 年、我孫子市について同市『平成 23 年度版清掃事
業概要』による .
表6

可燃ごみの組成

（出典）
『我孫子市における一般廃棄物基本計画』平成 23 年 3 月 .

表 6 から我孫子市の可燃ごみには、紙・布類が 38％と最も割合が高くなっている。紙類
に含まれる雑紙や雑誌、布類は市ではリサイクル回収品目であるため、これは、まだかなり
リサイクル可能な紙・布類が可燃ごみに混ぜて捨てられ、きちんと分別されていないことが
わかる。同様に、21％を占めるビニール・ゴム類のビニールも、16％を占める木・竹・わら
類の木、竹もリサイクルできる品目である。このような問題に対して、現在多く自治体が取
り入れているごみ有料化を実施することが一つの有効な政策であると考えられる。厨芥類は
全可燃ごみの 2 割を占めており、この問題に対し生ごみの資源化を通して減量実現が期待で
きる。
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（2）生ごみの資源化による減量
各家庭や食堂などからの生ごみについて、いわゆる生物系資源の基本的技術には現在、飼
料化、堆肥化、バイオガス化などの方法がある。その実施する順位はまず、人間を含め生き
物に施すものに転化することである（バイオによる乾燥―菌体飼料、加温減圧による乾燥な
ど）。次に、生ごみは生物系資源であるため、時間とともに劣化（腐敗）する。したがって、
家畜の飼料などに利用できないものは農作物用に堆肥化する。また、生ごみのバイオガス化
は有効なリサイクルの一つで、液状あるいは懸濁液状になった生物系資源の処理法である。
市では、焼却ごみの削減と生ごみの資源化を図るため、2009 年 1 月から一部の地区にお
いて、生ごみの回収・資源化事業を行っている。現在は、青山台自治会、若松第一・第二自
治会などの 1300 世帯に協力して、生ごみのリサイクルを行っている。
これまで多くの生ごみは焼却処分していたが、有益な菌と混ぜ合わせることで、約 95％
は水と二酸化炭素などの気体に分解される。なお、5％の残渣は有効な堆肥になるので、生
ごみを焼却してしまうことは経済的にも損失である。しかも、焼却処理の際に、ダイオキシ
ン類の発生抑制を抑えるため、コンピューターにより高温を維持しながら焼却するシステム
を採用しているが、焼却している生ごみの水分は、焼却炉への過重負担となり、施設の処理
能力の低下になり、老朽化を加速させる要因の一つにもなっている。それによって、多めの
オイルの投入などの措置をとり、焼却処理のコストが上がってしまう。このように、生ごみ
に含まれる水分は処理コストや焼却炉に大きな負担となっている。
回収した生ごみはクリーンセンター場内で処理し、出来た堆肥は協力している自治会のメ
ンバーや、小・中学校の花壇などで活用できる。すなわち、生ごみの資源化は焼却コストの
削減や焼却施設の延命、及び資源の有効利用、
“一石三鳥”の役割をしている。
また、市では、生ごみの堆肥化推進ための補助金制度も設けている。生ごみ処理容器およ
び生ごみ減量化機器を購入する者に対して表 7 のとおり補助金を交付している。
生ごみの排出方式については、東京都の一部自治体は燃えるごみと生ごみを混合排出し、
その後、機械で両方を分別している。しかし、それは機械の運転コスト分のほか、夏には生
ごみはすぐ腐敗するため、その対策も必要である。したがって、ごみ排出時から市民の協力
により分別したほうがコスト面も衛生面も効率的な選択と考えられる。ただ、それを実施す
るため市民に十分な説明、理解と協力が必要である。
しかし、現在、我孫子市では生ごみの資源化に協力している世帯は全世帯の約 2.4％しか
ないのが現状である。一方、市内の全 5 万 5 千世帯に対し、クリーンセンター場内には約
3000 世帯分の処理能力しかないので、今後更なる生ごみ資源化の実現のため、処理施設の
建設と自治体市民の理解と協力が必要である。
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表7

補助金の額及び基準

注） 「生ごみ処理容器」とは、自然界の微生物を利用して生ごみ等を発酵分解し、ごみの容量
を減少させ、堆肥化することを目的として製造された物をさす。
「生ごみ減量化機器」とは、
生ごみから水分を機械的に除去し、かつ、生ごみを減量化又は堆肥化することが可能な
機器をさす。
（出所） 我孫子市 HP による .

（3）ごみ有料化による減量
循環型社会形成推進基本法に基づき、各自治体は循環型社会づくりに関して、3R におい
て発生抑制を最優先順位に位置付けている。
家庭ごみ有料化はその有力な手段と考えられる。
家庭ごみ従量制有料化注 8）は現在もっともよく用いられるごみ減量化の経済的手法の一つ
である。従量制には､ 単純従量制､ 超過従量制､ 二段階従量制の３種類があり､ 一般には､
その市町村が規格を指定したごみ袋（指定袋）を使用する｡ 単純従量制は､ 指定袋を購入し、
それにごみを入れて､ ステーションに出しておく方式である｡ 超過従量制では､ 一定枚数の
指定袋が無料で配布されるが､ それを超過すると､ かなり高額の指定袋を購入しなければな
らない｡ 二段階従量制は､ 一定枚数までは指定袋が低額で配布されるが､ それを超過すると、
高額の指定袋を購入しなければならない制度である｡
ごみの従量制有料化の実施により、ごみ減量に努力をする人としない人の公平性を確保で
きるという認識も高まってきている。もっとも多く採用されているのが単純従量制であり、
全国でみると、ごみ有料化全体の約 9 割を占めている。
現在、全国約 6 割の自治体が従量制家庭ごみ有料化を実施しており、千葉県においても、
54 の市町村のうち、約 3 割の 18 市町村が有料化実施している。これによって、大きなごみ
減量効果を上げている自治体も多い。一例を上げると、東京都多摩市では、2008 年家庭ごみ
有料化を導入して以降、2010 年までの 3 年間で約 17％の家庭ごみ減量を達成できている注 9）。
我孫子市はこれまで、
家庭ごみを有料化せずにリサイクル推進に大きな成果を上げてきた。
この先、ごみと資源を合わせた家庭ごみ排出原単位を減量するためには、資源化の推進だけ
でなく、ごみの発生抑制が必要となる。発生抑制を促す有力な手段として家庭ごみ有料化が
注目されている。有料化を実施すれば、さらなるごみの減量が期待できよう。
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家庭ごみ有料化を実施すると、ごみ減量効果だけではなく、市民の環境意識も高まり、経
済インセンティブで生活ごみの分別が強化され、リサイクル率がアップすることも期待でき
る。
我孫子市の場合、この可燃ごみと不燃ごみだけの単純従量制の有料化を実施するだけで、
ごみ半減が夢ではないと考える。その理由は表 6 のごみ質分析結果から、リサイクル回収品
目の紙・布類の 38％にも占め、プラス 21％を占めるビニール・ゴム類のビニールと 16％を
占める木・竹・わら類の木、合わせて半分以上が現在リサイクルできる計算になるからであ
る。我孫子市の分別システムはシンプルで優れているが、ごみ質の分析結果からすべての住
民がきちんと分別しているとは言えないのが現状である。
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有料化に対応した市民の発生抑制行動

（出典）多摩市「市民アンケート調査結果」2011 年 10 月。

可燃ごみ・不燃ごみ有料化を実施することで、人々の生活にも大きな影響と変化をもたら
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されると考えられる。例えば、買い物する時、以前はごみ処理のことを全く考えたことがな
かった人でも、なるべくごみ出さない物を買うようにするであろう。デパートで買い物をす
る時、商品を何重にも包装してくれるが、有料化実施後には、過剰包装を拒否する人が出て
くるであろう。しかし、
こういった発生抑制行動について、
家庭ごみ有料化実施後の統計デー
タには反映しにくいため、多摩市で実施されたアンケートを手がかりしたい。
多摩市では 2011 年 6 月に、
有料化実施による市民の発生抑制行動を調査する市民アンケー
ト（有効回答数 1053 人）を実施した。その結果の一部は図 3 に示す通りである。1 位の順
位付けが最も多い発生抑制行動は、
「マイバッグの持参」である、次いで「食料品等の適量
購入」、「ごみを増やさない製品の選択」などであった。家庭ごみ有料化の実施と同時に、市
民の発生抑制行動への取り組み意識も高くなることが示された。
我孫子市では、ごみの発生抑制のため、家庭でできるごみの減量としてマイバッグの持参
を呼びかけている。ごみ有料化を実施することでマイバッグの持参率がさらに高くなると考
えられる。このほか、市では「ごみ減量・リサイクル推進事業認定制度」注 10）も実施してい
る。現在認定されている事業所は 2012 年 7 月 31 日時点で 113 か所にのぼっている。その中、
ビッグ・エー（Big-A）のレジ袋削減取り組みが注目される。レジ袋無料で配布している店
舗が多い中、ビッグ・エーはレジ袋が 1 枚 10 円にも高い値段である。そのレジ袋の代わりに、
商品に使い終わった段ボールを無料で使える仕組みである（写真 4 参照）
。地元ではビッグ・
エーに行くお客はマイバッグ、あるいは段ボールを利用するのがほとんどである。
「日本ポリオレフィンフィルム工業組合」のデータによると、国民 1 人当たり年間レジ袋
使用枚数平均 260 枚、レジ袋の重さの平均は 7.6 ｇ / 枚である。それに基づくと、我孫子市
は年間レジ袋の使用量は約 267 トン（13 万 5000 人 *260 枚 *7.6 ｇ）であり、ごみ総排出量
の 0.6％を占めている。
写真 4

ビッグ・エー無料段ボール箱

（出所）筆者撮影（2012.9.18）
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したがって、従量制有料化の実施によって、市民のライフスタイルは様々な工夫をして、
ごみの排出を減らす環境に優しいものに変わっていく。
可燃ごみ有料化と生ごみの資源化の実施によって、大きなごみ減量効果が期待できる。そ
れによって、リサイクル率向上効果や収集コストの低減効果、焼却処理量の低減効果、埋め
立て処分量の削減効果などが見込まれる。

6. おわりに
我孫子市は、これまで長年にわたり効率的な収集システムと独自なグリーン資源化ルート
を確保することによって、資源化率の向上とごみ減量に大きく寄与してきた。一方、ごみ排
出原単位については、全国平均や千葉県平均より小さいが、千葉県内市町村での順位は高く
ないことから、
さらなる可燃ごみ減量化施策を推進する必要性がある。ごみ減量のためには、
可燃ごみの組成の約 2 割を占める生ごみの資源化による減量、地域特性に合う市民を巻き込
んでの可燃ごみと不燃ごみの有料化の実施が有力な対策と考えられる。生ごみの資源化推進
と家庭ごみ有料化に向けた合意形成に取り組むことが、今後の検討課題となる。

注記
（1） 1 号炉と 2 号炉の処理方式は全連続燃焼式ストーカー炉（可動）である。
使用開始年度１号は 1973 年、2 号は 1992 年。運転管理体制は委託方式である。
（2） 我孫子市では集団回収が行われていないことから、リサイクル率＝直接資源化量 + 中間処理
後再生利用量 / ごみ処理量で算定。
（3） 環境省「一般廃棄物処理実態調査結果（2010 年度）」県別より。
（4） 『平成 23 年度版

我孫子市清掃事業概要』p.35.

（5） リ・パレット株式会社

http://www.re-pallet.co.jp/

（6） キムラセンイ株式会社

http://kimura-seni.co.jp/business/

埼玉県加須市南小浜 370-1、資本金：1000 万円、代表：木村英之
（7） ベンチマーキングとは、もともと土木測量で使われていた基準点を意味する「ベンチマーク」
という言葉から生まれたもの。
（8） 家庭ごみ有料化とは、住民がごみ処理費用の一部をごみの排出量に応じて手数料として負担
することである。山谷修作『ごみ有料化』丸善株式会社、2007 年、p. ⅲ .
（9） 山谷修作「多摩市における有料化とインセンティブプログラムを併用したごみ減量の取り組
み」『経済論集』第 37 巻 1 号（2011 年 12 月）東洋大学経済研究会、p.201.
（10） ごみの減量やリサイクルを推進している店舗などを市が認定し、広報などで広く市民の皆さ
んにお知らせし、消費者の利用を促進することにより資源循環型社会の実現を目指すもので
ある。
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Achievements and challenges of waste reduction and
recycling in Abiko City
OZAWA, Asumi
The recycling rate of waste in Abiko City has continued to keep a high level value
compared with the national average and the average value of the local governments in
Chiba prefecture, respectively. In this paper, the author has investigated and analyzed
the systems for separate collection and the development efforts for securement of
recycling routes of its own which have contributed greatly to improve the recycling rate
of waste. Although the high recycling rate of the city should be admirable, the waste
generation per capita of the city does not get high score among Chiba municipalities.
Therefore, further effort to reduce the waste is required in the Abiko City.
In order to achieve higher waste reduction rate, the author advocates the development
of the incentive programs, such as the pay-as-you-throw system（PAYT）and bring-mybag campaign.
Keyword:

Recycling rate、Waste generation per capita、Waste reduction、Pay-As-YouThrow（PAYT）
、Abiko City
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