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１ 雪害対策と雪の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成に向けて、市と市民、事業者等が一体となって取組んでいきます 

 

 (1) 雪に強いまちづくりを推進します。 

  ○市民・事業者・行政が互いに協力して克雪活動を推進し、住みよい地域づくりをす

すめるため、「飯山市克雪地域づくり市民協議会※」の活動を充実していきます。 

  ○堆雪帯、歩道除雪、無散水融雪施設、流雪溝など雪対策を考慮した道路整備をすす

めていきます。 

  ○小型除雪車の効率的配備などにより、除雪困難路線の解消をすすめていきます。 

○克雪型住宅の普及、屋根雪の無雪化に対する支援などにより、安心して暮らせる環

境づくりをすすめていきます。 

  ○冬期間の日常的生活空間を確保するための雪処理対策として、流雪溝の整備をすす

めていきます。 

 

 (2) 雪を味方にした暮らしを工夫し、推進します。 

  ○雪室を復活させ、体験による啓発や実用としての活用を図っていきます。 

  ○「いいやま雪まつり」のほか、雪国サミットや雪国体験などのイベントを開催し、

雪国飯山をＰＲしていきます。 

  ○雪と親しみ、人が集える雪国ならではの公園づくりに取組みます。 

 

 (3) 雪エネルギーの研究や活用に取組みます。 

  ○雪が生活に活かされるよう、融雪水や雪エネルギーなど雪の活用を研究・実践して

いきます。 

 

 

○冬期間の道路交通確保率※･･･････････ 47.8%(H12)       55％以上 

○無散水融雪施設整備路線延長････････ 3.8km(H12)       10km 以上 

○流雪溝整備路線延長････････････････ 5.4km(H12)       20 ㎞ 

○雪エネルギー活用施設数････････････ ２施設(H12)       10 施設 

項  目 現状値 目標値(H23) 

“循環型の暮らしを実践するまち” 
 

「雪の有効活用をすすめるとともに、ライフスタイルを見直し、資源を大

切にする循環型社会をつくっていきます。」 

基本  目標 4 

雪害対策を強化するとともに、親雪・利雪の工夫を行い、雪を味方にした

暮らし方をすすめていきます。 

個別目標 

4-1 

〔環境指標〕 
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※冬期間の道路交通確保率… 国・県道及び市道の除排雪路線延長(歩道除雪及び春先除雪路線延長を除く。)を道

路延長で除した率をいう。 

※克雪地域づくり市民協議会… 市民と関係機関が協力して克雪活動を推進することにより、活力ある住みよい地

域づくりを進めることを目的として昭和 61 年に設立された協議会。冬のくらしを明るくする条例の啓蒙、除

雪計画への提言や地区克雪活動推進協議会との連絡調整、市民行動計画の立案・実践に関することなどの事業

を行う。 

・雪下ろしや除雪は周囲に配慮し、協力心や思いやりを持って行います。 

・道路除雪の妨げになる路上駐車は行いません。 

・堆雪スペースの確保や雪処理を前提とした、隣接地や道路除雪に支障のない住宅建設を

行います。 

・住宅建設に当たっては、克雪型住宅を考慮します。 

・行政との役割分担を認識し、地域の主体的・自主的な除雪活動に努めます。 

・ボランティアを募り、高齢者世帯等の雪下ろしや除雪を地域主体で取組みます。 

・きのこ栽培の冷房や食品貯蔵への雪利用の実用化に向けて、積極的に取組みます。 

市民・地域・事業者の主な取組み例 

■無散水融雪道路(向こう 

側)と普通の道路(手前) 

■雪利用による低温貯蔵庫への雪の投入 
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２ 資源・エネルギーの有効利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成に向けて、市と市民、事業者等が一体となって取組んでいきます 

 

 (1) 省資源・省エネルギーに対する意識の啓発を推進します。 

  ○自然への感受性を高め、風、木陰の涼など自然の力やエネルギーを活かした暮らし

方の工夫など、日常生活における省エネルギーへの取組みをすすめていきます。 

  ○環境家計簿※の普及とその結果の活用を図るとともに、あらゆる機会を通じて家庭

での省エネルギーに向けた普及啓発をすすめていきます。 

  ○エネルギーの大切さを学ぶ場や機会を設けていきます。 

 

 (2) 新エネルギーの研究と活用に取組みます。 

  ○自然エネルギー、未利用エネルギーの研究･活用を総合的に検討し、新エネルギー※

ビジョンとして取りまとめていきます。 

  ○太陽光や風力など自然エネルギーの活用に対し、支援を検討していきます。 

  ○モデル的に先導していくため、公共施設での自然エネルギーの活用を図っていきま

す。 

  ○各地域の住民が生活の中で知っている風向の情報を、「風の道調査」として市全体に

わたって取りまとめていきます。 

 

 

 
 

※環境家計簿… 家庭で使用した電気や燃料の量などを記録し、その量を二酸化炭素に換算して、自分の家庭から

の二酸化炭素排出量を確認できるようにしたもの。 

※新エネルギー… 石油、石炭等に代わる環境への負荷の少ない新しい形態のエネルギー。太陽光や風力等の「自

然エネルギー」、生ごみのメタン発酵等の廃棄物エネルギーである「リサイクル型エネルギー」、コージェネレ

ーションなど資源の有効活用を図ったり、低公害車等のように環境への負荷を抑えながら従来の機能を発揮す

るなどの「従来型エネルギーの新利用形態」の３つに大別される。 

〔コージェネレーション…一つのエネルギー源から熱と電気など二つ以上の有効なエネルギーを取り出すシ

ステム。石油や天然ガスなどの燃料を燃やして得た熱を、ピストンエンジンやガスタービンなどを用いて動

力や電力に変換し、その廃熱を冷暖房、給湯などの熱源として利用する方法などがある。〕 

 

 

○電力使用量････････････････････････ 173,283Mwh(H12)    現状を維持します 

○上水道使用量 ･････････････････････ 2,141km３(H12)     現状を維持します 

○上水道の有収率････････････････････ 78.3％( H 1 2 )      85％以上 

○環境家計簿取組み家庭数････････････ －          全世帯の 30％に普及 

○公共施設新エネルギー設備設置施設数･･ ３か所         10 か所以上 

○市民アンケート｢自然エネルギーの利用状況｣ 

  ････････････････････････････････ 12％(H12)       20％ 

○事業者アンケート｢自然エネルギーの利用状況｣ 

 ････････････････････････････････ ４％(H12)       15％ 

項  目 現状値 目標値(H23) 

省エネルギーに配慮した暮らしや、自然エネルギー、未利用エネルギーの

活用をすすめていきます。 

個別目標 

4-2 

〔環境指標〕 
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・薪を燃料として使っていたストーブや風呂釜や汲み置きの水の活用など、昔の暮らしを

見なおし、活かしていきます。 

・電気製品や照明のスイッチはこまめに消す、冷房温度は高めに、暖房温度は低めに設定

する、家電製品を購入するときは節電型のものを選ぶ等により、家庭内での節電に努め

ます。 

・天窓配置による太陽光の取入れ、ブラインドによる遮光での冷暖房の効率化、太陽熱給

湯設備の設置などにより、省エネルギー化に努めます。 

・環境家計簿等の活用により、自分の生活がどのくらい環境に影響を与えているかを理解

し、環境への負荷の低減に努めます。 

・自然の風通しを活かした住み方、生活の中に自然を取り込んだ家づくりなど、自然エネ

ルギーを活かす暮らし方をすすめます。 

・冷暖房は適正に設定する、オフィス機器を購入するときは節電型のものを選ぶ等により、

事業所内での節電に努めます。 

・太陽光発電や太陽熱給湯設備の設置、発電と廃熱利用を行うコージェネレーションシス

テムの導入などにより、事業所における省エネルギー化に努めます。 

市民・地域・事業者の主な取組み例 

■風力発電 

集熱器 

補助ボイラー 

蓄熱器 ポンプユニット 床暖房 

■太陽光利用例 
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３ 環境保全活動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成に向けて、市と市民、事業者等が一体となって取組んでいきます 

 

 (1) 環境美化活動を促進します。 

  ○環境美化一斉行動（ゴミゼロ運動の日） 

を全市的に展開していく体制を整備し 

ていくとともに、環境教育の場として 

活用するなど、環境美化意識の醸成を 

図っていきます。 

  ○環境美化実施団体への支援を行うとと 

もに、多くの市民が気軽に活動に参加 

できる仕組みをつくっていきます。 

  ○美化活動をすすめるに当たっては、ア 

ダプト・プログラムの方法を取り入れ 

ていきます。 

  ○地区の環境衛生委員や環境衛生推進員 

の活動を充実し、定期的な活動報告や 

実態調査などにより実効性を高める仕 

組みを整えていきます。 

 

(2) 環境保全意識の啓発と指導を推進します。 

 ○住宅地における空地等の適正な管理の指導や環境に影響を及ぼす物品の屋外貯蔵に

対する指導や撤去をすすめていきます。 

  ○自動販売機の設置に当たっては、届出制の導入を検討するなど適正管理に対する指

導を行っていきます。 

  ○ごみ処理に対する意識改革や美化活動、廃棄物の投棄などに対し、意識の変革をす

すめていきます。 

 

 

○環境美化一斉行動参加者数････････････ 74 人         150 人以上 

○地域の環境美化活動実施率････････････ 46％         60％以上 

○不法投棄通報件数････････････････････ 21件(H12)       ゼロを目指します 

○不法投棄ごみ回収量･･････････････････ ９t(H12)       ゼロを目指します 

○ＩＳＯ１４００１※取得事業所数･･･････ ２事業所(H12)     ５事業所以上 

○市民アンケート 

「まちのきれいさに対する満足度」････ 48％(H12)       65％ 

「地域美化活動への参加状況」････････ 49％(H12)       60％ 

○事業者アンケート｢事業所周辺の清掃活動実施状況｣ 

  ･･････････････････････････････････ 57％(H12)       70％ 

項  目 現状値 目標値(H23) 

■環境美化一斉行動 

環境美化活動をすすめ、環境モラルの向上と環境への監視を強めていきます。 
個別目標 

4-3 

〔環境指標〕 
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  ○市が率先して環境保全行動に取組むとともに、企業の環境管理マネジメントシステ

ム取得の支援をすすめていきます。 

(3) 不法投棄防止対策を推進します。 

  ○環境保全推進員、不法投棄監視員※等による定期的なパトロール体制の確立など、

常時監視体制を充実していきます。 

  ○放置自転車、放置自動車などに対する規制を含めた対策を検討していきます。 

  ○不法投棄の監視に当たっては、新聞配達員や郵便局員のなどの協力を得るなど、よ

り効果を高めるような協力体制を検討していきます。 

 

 (4) 地球環境にやさしい活動に取組みます。 

  ○日常生活や事業活動において、常に地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨などの地

球環境問題を意識して消費、生産を行い、行動できるよう、あらゆる機会を捉えて

啓発活動を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ISO14001…  国際貿易の発展のために世界共通の規格・基準を設定する国際機関である ISO(International 

Organization For Standardization：国際標準機構)が発行する環境マネジメントシステム(環境に影響を与え

る(可能性のある)活動について、継続的に活動を管理し、改善を図る仕組み)に関する規格 

※不法投棄監視員… 市内の担当区域内をパトロールすることにより、不法投棄に関する情報の通報、不法投棄の

未然防止等の活動を行うため、市が委嘱する者 

 

・人の土地にごみを放置するなど、自分の所がきれいになれば良いという意識や、自分の

土地だから何でも置いておいても良いという意識の変革を行います。 

・地域の環境美化活動への参加、ごみの持ち帰り、集団回収への協力など、身近な環境保

全活動から取組んでいきます。 

・空缶、紙くず、たばこのポイ捨てを無くし、清潔なまちづくりに貢献します。 

・まつりやイベントにおいては、ごみの持ち帰りを行います。 

・地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯林の減少等、地球環境問題の現状や原因、

日常生活との関わりなどについて関心を持ち、地球環境負荷の低減のために何ができる

かを考え、取組みます。 

・地域で定期的な美化活動を行い、常にきれいにしてごみを捨てにくくするなど、不法投

棄やポイ捨て防止に対する市民の取組みをすすめていきます。 

・産業廃棄物ばかりでなく家庭ごみの不法投棄も増加傾向にあることなどから、不法投棄

に対する監視に取り組んでいきます。 

・企業自らの美化活動をすすめるとともに、地域の取組みに積極的に参加できるようにし

ていきます。 

・ISO 環境マネジメントシステムの認証取得に積極的に取組んでいきます。 

・原料調達から製造、販売、消費、廃棄、再生の全サイクルにわたる製品の環境負荷を総

合評価するライフサイクルアセスメント(LCA)を導入し、CO２の排出削減等に取組みま

す。 

市民・地域・事業者の主な取組み例 



第５章 望ましい環境像実現のための施策の展開 

103 

４ 循環型社会を意識したライフスタイルの形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成に向けて、市と市民、事業者等が一体となって取組んでいきます 

 

 (1) ごみの排出抑制を推進します。 

  ○家庭にごみになるものを持ち込まないことや包装ごみの減量化を図るため、買い物

の際には買い物袋を持参するマイ・バッグ運動※をすすめていきます。 

  ○商品を購入する際、廃棄後の処理を考慮に入れてリサイクルできる商品を選択する

等の「グリーンコンシューマー※」意識の確立を図っていきます。 

  ○リターナブル容器※、詰替え商品、再生資源を原材料として使用した製品等の販売

や製造を優先的に行うとともに、再利用できるもの、資源となるものの引取りを積

極的にすすめていきます。 

  ○ごみの減量や分別排出・リサイクル活動に積極的に取組む商店、事務所等の事業所

をエコショップ・エコオフィス※として認定・公表することにより、環境問題に対

する意識を高めていきます。 

  ○事業系一般廃棄物※を多量に排出する事業所に対し、減量計画の策定、提出を義務

付け、排出抑制や排出された廃棄物の循環的利用を計画的に推進するよう指導して

いきます。 

  ○簡易包装の基準を策定し、市民・事業者の理解・協力のもとに過剰包装を抑制して

いきます。 

 

 (2) ごみ問題に関する教育、啓発活動を推進します。 

  ○ごみ排出量の増大、ごみ処理に伴う環境への負荷等の原因者は市民であり、事業者

であることから、｢排出者責任※｣と「拡大生産者責任※」という考え方をそれぞれの

責務として浸透させ、その実践を図っていきます。 

  ○ごみ問題、環境問題についての情報提供やごみ処理施設の開放、見学等あらゆる機

会を通じて、ものを大切にすること、リサイクルを推進することの必要性への認識

を高めていきます。 

 

 

○ごみの処理量････････････････････5,745t(H12)    処理予測量に対し 20％の削減 

○資源物回収量････････････････････  836t(H12)   12 年度実績に対し 100％の増加 

○ごみのリサイクル率･･････････････ 21.5％(H12)     34％ 

○廃油回収量･･････････････････････ 4.2�(H12)      10 �以上 

○環境家計簿取組み状況････････････            全世帯の 30％に普及 

○市民アンケート｢包装ごみ減量の実施状況｣ 

  ･･････････････････････････････ 31％(H12)      60％ 

○事業者アンケート｢環境にやさしい製品･技術開発への取組み状況｣ 

  ･･････････････････････････････ 12％(H12)      35％ 

項  目 現状値 目標値(H23) 

ごみを出さない生活スタイル、ごみをつくらない生産スタイルに変えてい

きます。 

個別目標 

4-4 

〔環境指標〕 
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  ○小・中学生がごみ処理の方法、分別の仕方、資源の重要性等の学習を行うために必

要な副読本の作成・活用や施設見学等を行っていきます。 

  ○地域での各種会合の際、ごみ処理や環境問題についての学習会・説明会、出前講座

を行い、市民の理解を深めていきます。 

  ○ごみの減量を推進していく上でコミュニティの果たす役割は重要であるため、ごみ

の排出抑制、再使用、リサイクル等に関し、地域において指導できる立場の「ごみ

減量アドバイザー（仮称）」制度を設け、指導者の育成を図っていきます。 

 

 (3) ごみに関する情報の提供等を推進します。 

  ○ごみの排出・処理状況、資源物のリサイクル状況、処理経費、減量化への取組み状

況などについて、市報、市のホームページ、ＣＡＴＶ等を通じ広く市民に公表し、

ごみ問題に対する意識を高めていきます。 

  ○グリーン購入※を促進するため、市が率先して調達に取組むことにより、市民及び

事業者への取組みを広げ、普及させていきます。 

  ○エコマーク※商品、グリーンマーク※商品などのリサイクル製品や取扱販売店に関す

る情報を提供していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ■主な環境ラベル 

・ものを大切にしていた時代の取組みに学び、忙しさや便利さばかりを優先させているラ

イフスタイルの見直しを行います。 

・エコマーク、グリーンマーク商品、再生資源を使った商品、詰め替え商品、再生利用で

きる商品など環境にやさしい商品を選択します。 

・買物袋の持参、使い捨て商品や過剰包装商品の買い控えなどにより、ごみをつくらない

よう努めます。 

・買物袋持参者への優遇措置や「マイバック持参の日」を設けるなど、事業所からも包装

ごみの減量化に取組みます。 

・環境問題に積極的に取組んでいるメーカーの商品を使用したり、事業所を積極的に利用

します。 

・環境にやさしい製品の開発・製造・販売に取組みます。 

・事業所でのコピーや印刷物には、再生紙を積極的に利用したり、再生資源を使用したも

の、詰め替え可能なもの、再生利用可能なもの等の環境にやさしい商品の購入に努めま

す。 

市民・地域・事業者の主な取組み例 
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※マイ・バッグ運動… ごみの減量化やリサイクルのための実践行動として、消費者は買物時に買物袋を持参して

レジ袋を辞退したり、レジ袋を繰り返し使用し、事業者は買物袋の持参等について消費者に呼びかけ、行政は

その普及啓発に努めるなどの運動をいう。 

※グリーンコンシューマー… 環境に良い商品を購入する意識の高い消費者、環境に良い企業活動を監視する消費

者をいう。 

※リターナブル容器… ビールびん、一升びん、牛乳びん等販売店で引取ることにより繰り返し何回も商品として

使える容器をいう。 

※エコショップ･エコオフィス…  環境に配慮した商品やサービスを提供したり、ごみの減量・リサイクルに取組

む環境にやさしい事業所をいう。 

※事業系一般廃棄物… 事業活動に伴って生じる一般廃棄物をいう。 

※グリーン購入… 商品やサービスを購入する際に、価格、機能、品質等だけでなく、環境の視点を重視し、環境

に与える影響のできるだけ少ないものを選んで優先的に購入することをいう。 

※エコマーク… 環境への負荷が少ないなど、環境保全に役立つと認められている商品につけるマークで、(財)日

本環境協会が認定を行っている。 

※グリーンマーク… 古紙を再生利用した紙製品の積極的利用により、リサイクルの拡大を図るためのシンボルマ

ーク。(財)古紙再生促進センターが認定を行っている。 

※排出者責任… 廃棄物等を排出する者が、その適正な処理やリサイクルに関する責務を負うべきであるとの考え

方であり、廃棄物・リサイクル対策の基本的な原則の一つ。廃棄物を排出する者は排出する際に分別すること、

事業者は廃棄物のリサイクルや処理を行う自ら行うこと等が挙げられる。 

※拡大生産者責任… 生産者が、自ら生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサ

イクルや処分について一定の責任を負うという考え方であり、廃棄物等の発生抑制や循環資源の循環的な利用

及び適正処分に資するように、①製品の設計を工夫する、②製品の材質又は成分の表示を行うこと、③一定の

製品についてそれが廃棄された後、生産者が引取りやリサイクルを実施すること等が挙げられる。 

 
 
 
        

                                      
  ・欲しいものから必要なものへ …   ・シャンプーや洗剤は詰め替え商品を選ぼう。 ・トレイ､牛乳パックは店頭回収へ 

  ・必要な量だけ買いましょう。     ・紙コップ、紙皿などはごみのもと。 

  地場産、旬のものを選ぶ 

                 再生品を選ぶ               ・ハウスものや遠方から運ぶものは多  
                          ・トイレットペーパー、ティッシュペーパー     くのエネルギーを消費しています。生 

  ・はだか売りのものを選ぼう。      などは再生紙 100%のものを選ぼう。       産段階で環境汚染やエネルギー使 

  ・レジ袋はなるべく断ろう。                                      用の少ないものを選ぼう。 

 

                 
 

                          ・一度購入したものは、修理しながら大    ・ラップ類は、ポリエチレン系のものを 

  ・ビールびんのように何回も使え     切に使いましょう。                 選ぼう。 

るリターナブル容器入りのもの              環境への取組みをしている  

を選ぼう。                     店や企業を選ぶ 

リサイクル出来るものを選
びリサイクルに参加 

包装のないもの、少ない
ものを選ぶ 

５ 
８ 

容器はリターナブルのも
のを選ぶ 

10 

環境負荷の少ないものを
選ぶ ９ 

７

３ 

２ 

グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ ー １ ０ 原 則 

修理しながら大事に使う 

使い捨ての容器や商品は避
ける 

４ 

６ 

必要なものだけ買う １ 

■容器包装材識別表示マーク 
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５ リサイクル（３Ｒ※）の推進と適正処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標達成に向けて、市と市民、事業者等が一体となって取組んでいきます 

 

 (1) ごみの減量化のための取組みを推進します。 

  ○ごみの減量目標値を定め、市民・事業者・行政が一体となって目標達成に向けて取

り組んでいきます。 

  ○分別収集の促進やごみ排出量の抑制を図るため、減量化目標の推移を勘案しながら、

ごみ収集の有料化導入に向けた検討を行っていきます。 

  ○ものの大切さの認識、使い捨て生活の見直し等 

を目的としたフリーマーケットの開催や空店舗 

を活用したエコステーション、リサイクルショ 

ップ等の開設に対し、支援を行っていきます。 

  ○家庭で不用になった耐久消費財等の再使用を推 

進するため、市報で行っている「不用品情報コ 

ーナー」の周知・利用を拡充していきます。 

  ○ごみや資源の分別方法、出し方等に関する分か 

りやすいパンフレットなどを作成・配布し、分 

別意識の向上を図っていきます。 

 

 (2) 資源物の回収と再生利用を推進します。 

  ○リサイクルできるものは、ごみから出来るだけ 

分別して回収し、資源として活用していくため、 

分別収集品目の拡大と充実した回収体制の整備 

をすすめていきます。 

  ○生ごみ堆肥化の上手な方法の情報提供や堆肥化容器、処理機等の購入に対する支援

をすすめ、生ごみの自家処理をすすめていきます。 

  ○資源物の集団回収を促進するための助成金の交付や参加団体、実施回数が増加して

 

 

○ごみの処理量･･････････････････ 5,745t(H12)    処理予測量に対し 20％の削減 

○資源物回収量･･････････････････  836t(H12)    12 年度実績に対し 100％の増加 

○集団回収量････････････････････  305t(H12)      350ｔ 

○ごみのリサイクル率････････････ 21.5％(H12)      34％ 

○生ごみ処理器補助基数･･････････1,314基(H3～12)     全世帯の 40％に普及 

○ごみステーション整備補助基数･･ 122基(H6～12)     300 基以上 

○粗大ごみ回収量････････････････   77t(H12)      70ｔ 

○農業用廃プラスチック回収量････  11.8t(H12)      80t 以上 

○事業者アンケート｢廃棄物の減量化への取組み状況｣ 

  ････････････････････････････  58％(H12)      75％ 

項  目 現状値 目標値(H23) 

■いいやまエコステーションの空き缶･
ペットボトル回収機 

不用品の再使用（リユース）や再生利用（リサイクル）をすすめていきます。 
個別目標 

4-5 

〔環境指標〕 
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いくような回収・流通体制づくりをすすめていきます。 

  ○街路樹、せん定枝、刈り草などをチップ材や堆肥として活用していくため、砕木機

の導入による破砕方法を取り入れて行っていきます。 

  ○廃食用油をディーゼル・エンジン燃料に転換するバイオ･ディーゼル･フューエル※

の導入を検討していきます。 

 

 (3) ごみ処理施設の計画的な整備を推進します。 

  ○処理施設の適正な運営管理を徹底していくとともに、処分方法、リサイクル方法に

ついて検討をすすめ、環境への負荷を低減していきます。 

  ○容器包装リサイクル法に基づく分別収集に対応できる施設やリサイクルプラザ※の

整備を図っていきます。 

  ○中間処理施設、最終処分場の整備、分別収集方法の統一化など、北信広域連合管内

市町村と連携し、ごみ処理の広域化に向けた調査・研究をすすめていきます。 

 

 (4) 廃棄物の適正処理に関する指導・啓発を推進します。 

  ○粗大ごみや農業用廃プラスチックの回収体制を拡充していきます。 

○不法投棄防止や野外焼却禁止の周知徹底、指導等を強化していきます。 

 ○適正処理が困難なものの処理方法の周知や製造・販売業者 

が回収ルートを確保していくよう指導していきます。 

 ○産業廃棄物の適正処理に係る事業者との情報交換や施設周 

辺の生活環境に影響が与えないよう指導していきます。 

 ○建設廃棄物のリサイクルや食品残渣のリサイクルなど、産 

業廃棄物の再生利用をすすめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※３Ｒ… 循環型社会形成推進基本法の中で位置付けられた廃棄物の循環的利用の政策をいう。廃棄物に対しては、

①製造段階からの発生抑制(Reduce:リデュース)、②発生した場合は再使用(Reuse:リユース)、③再生利用

(Recycle:リサイクル)を行い、発生した場合は適正処分するという優先順位に従って行うこととしている。 

※バイオ・ディーゼル・フューエル… レストランや食品工場、家庭から排出される廃食用油をディーゼル・エン

ジン燃料に転換したもの。軽油に比べ硫黄や炭素が少ないことから、地球環境の保全や温暖化の防止に寄与す

ると考えられている。 

※リサイクルプラザ… 粗大ごみ、不燃物等を処理して、鉄、アルミ等の金属、ガラス等を回収し、資源化すると

ともに、不用品の補修・再生や再生品の展示を合わせて行う施設をいう。 

・一人１日 50ｇ以上のごみの減量に向けて取組みます。 

・資源物は決められた分別方法に従って市の回収に出す、集団回収に協力する、不用品交

換会に参加する等、行政や地域団体などが行うリサイクルに積極的に協力します。 

・料理の食べ残しや調理くずを少なくする、生ごみ処理器で堆肥にするなどの工夫により、

生ごみの排出量を減らします。 

・環境衛生推進員を中心に、ごみ・資源物の分別、適正排出等のための立会い、指導を行

い、ごみ処理に対する住民の意識啓発に努めます。 

・リサイクルを進めるため、古紙等資源物の集団回収を積極的に行います。 

・事業所から発生する空き缶、ガラスびん、紙類等は分別して資源回収に出す、社内不用

品交換会を実施するなど、リサイクルに努めます。 

・事業所における廃棄物の管理体制と管理規定を整備し、廃棄物の計画的かつ適正な処理

を行います。 

・産業廃棄物の処理責任は排出事業者にもあることを自覚し、マニフェスト（産業廃棄物

管理票）の使用徹底により、契約どおりに適正処理されたことを確認します。 

市民・地域・事業者の主な取組み例 


