
家庭系ごみ
マイナス２５％中津市 環境政策課・清掃管理課
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説明会の流れ

１．有料化制度導入の背景

２．ごみ袋有料化制度について

３．有料化後のごみの出し方について

４．ごみを減らすには…

５．Q&A

６．質疑応答
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１．有料化制度導入の背景

（１）中津市のごみの課題

【①循環型社会形成の推進、脱炭素社会の実現】

• 家庭ごみの排出量は
平成28年以降横ばい

• 令和元年度の「一人1
日あたりの家庭ごみ排
出量」は全国や大分県
の平均よりも約60ｇ上
回っている

「循環型社会」を形成し、「脱炭素社会」の実現に向けた取組みをすすめるために、

さらなるごみの減量・資源化が必要です！ 3



１．有料化制度導入の背景

（１）中津市のごみの課題

【②中津市クリーンプラザ（焼却施設）の負担軽減】

• 平成11年稼働開始（現在23年目）
※工場の平均稼働年数は20～25年

• 毎日収集車約43台分、85トンのごみが
運び込まれている

• 稼働年数の延長を図るため、現在大規
模な改修を行っている
R2～R4年度事業費：約20億円
（令和15年度までの長寿命化）

長く使い続けるために、ごみを減らして

施設の負担を軽減しましょう！
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１．有料化制度導入の背景

（１）中津市のごみの課題

【③中津市埋立処分場の埋立容量の確保】

◇埋立処分場延命化の取組

• 平成３年：埋立開始

• 平成21年：焼却飛灰のセメント原料化開始

（年間約6千万円）

• 平成22年：第1処分場の嵩上実施

（高さ：2ｍ 嵩上容量：29,690㎥、総事業費：

約1億3千万円）

• 令和元年：不燃物残渣、リサイクル残渣の半量

をセメント原料化開始（年間約2千万円）

埋立処分場の延命化のための、嵩上げ工事や埋立物の資源化を行ったことで、

令和2年度時点の残容量は30,133㎥、令和39年度まで使用できる計画となっています。
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第一処分場

第二処分場



１．有料化制度導入の背景

（２）ごみ減量の目標

R1実績 R7目標

事業ごみ
－２９％（８８ｇ）

家庭系ごみ
－２５％（１４３ｇ）

事業ごみ

２１８g

家庭系ごみ
４３５g

家庭ごみ（資源）

１２０g
家庭ごみ（資源）

１９４g

（燃やすごみ）
（燃えないごみ）
（粗大ごみ）

家庭系ごみ

５７８ｇ

事業ごみ

３０６g

（燃やすごみ）
（燃えないごみ）
（粗大ごみ）

• 国（環境省）が「第四次循環型社会形成

推進基本計画」で定めた目標値を受け、

中津市では、令和7年度の「一人1日あた

りごみ排出量」を８４７g、「一人1日あたり

家庭系ごみ排出量」を４３５gを目標とす

る。

• 目標を達成するためには、令和元年度比

で、家庭系ごみ２５％（１４３g)の減量が必

要。

※家庭系ごみ…家庭から出るごみの

うち、資源ごみを除いたごみ

１，００４ｇ

８４７ｇ
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１．有料化制度導入の背景

（３）目標達成のための取組み

資源プラ（容器包装プラスチック）の分別収集

生ごみキエーロの普及促進

家庭ごみに係るごみ袋有料化制度の導入

令和３年２月に受けた中津市廃棄物減量等推進審議会の答申に

基づき、以下の施策に一体的に取り組んでいます。

令和３年７月
分別収集開始

令和３年７月
助成販売開始

令和４年９月
開始

ごみ・リサイクルミニ集会の拡充などその他の施策
随時取組み

事業ごみの減量・資源化施策の推進
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２．ごみ袋有料化制度について

◆ごみ袋有料化制度とは、指定ごみ袋を購入することで、ごみ排出量に

応じてごみ処理経費の一部を市民の皆様に負担していただく制度です。

◆費用負担が発生することで、ごみの発生抑制や分別の徹底などごみに

対する意識が高まり、『減量と資源化の推進』が期待されます。
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ごみの量

税での一律負担分

少ない 多い ごみの量

税での一律負担分

少ない 多い

手数料負担分負担が
小さい

負担が
大きい



２．ごみ袋有料化制度について

◆現在
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ごみの種類 ごみの出し方

燃やすごみ

無色透明袋
（45ℓ以下）

燃えないごみ

びん・缶

ペットボトル

資源プラ

有害ごみ

古紙・古布・雑がみ 無色透明袋等

ごみの種類 ごみの出し方

燃やすごみ
有料化 指定ごみ袋

燃えないごみ

びん・缶

無料
（変更なし）

無色透明袋
（45ℓ以下）

ペットボトル

資源プラ

有害ごみ

古紙・古布・雑がみ 無色透明袋等

◆令和４年９月～

ごみ袋有料化の対象は 「燃やすごみ」 と 「燃えないごみ」の２種類

・令和４年９月から「燃やすごみ」と「燃えないごみ」は指定のごみ袋に

入れて出すことになります。



２．ごみ袋有料化制度について

（１）指定ごみ袋の種類と金額

袋の種類 容量 1組（10枚入）の手数料額

燃やすごみ
（ピンク色）

10ℓ 100円

20ℓ 200円

30ℓ 300円

40ℓ 400円

燃えないごみ
（黄色）

10ℓ 100円

20ℓ 200円

40ℓ 400円

※消費税込の金額です
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中津市指定ごみ袋

燃やすごみ

中津市指定ごみ袋

燃えないごみ



２．ごみ袋有料化制度について

（２）指定ごみ袋の販売について

• 令和４年８月１日から販売します。

• スーパー、コンビニ、ドラッグストア、郵便局など、市ホームページ

やチラシに記載のお店で購入してください。（７月公表予定）

• 指定袋は１０枚１組で販売します。

市内の約１５０店舗で販売を予定しています。

取扱店は随時募集中です！
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３．有料化後のごみの出し方について

◆燃やすごみの出し方【指定ごみ袋】
燃やすごみ用の指定ごみ袋（ピンク）に入れて
燃やすごみの日に集積所へ出してください。
※30㎝を超えるものは小さく切ってください。

<無料で収集するもの>

紙おむつ
ストーマ用装具
腹膜透析液の空袋

草、落ち葉

ボランティア
清掃ごみ

それぞれの品目ごとに45ℓ以下の無
色透明袋に入れ、燃やすごみの日
に集積所へ出してください。
※品目以外のごみを一緒に入れな
いでください。

「中津市きれまち隊」に登録をして、
専用のごみ袋に入れて集積所へ出し
てください。※多量の場合はクリーン
プラザへ直接持ち込み

中津市きれまち隊 ごみ袋

燃やすごみ
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中津市指定ごみ袋

燃やすごみ



３．有料化後のごみの出し方について

◆燃えないごみの出し方【指定ごみ袋】

燃えないごみ用の指定ごみ袋（黄色）に入れて
燃えないごみの日に集積所へ出してください。

刃物類（包丁・はさみ・カミソリなど）、割れた陶器・ガラス類

紙で包んで「包丁」「ガラス」など品名を書いて、指定ごみ袋に入
れて出してください。

燃えないごみの注意点

鉄アレイなどの金属塊、鋼鉄類、モーターが搭載されているもの

工場の機械が故障してしまうため、中津市クリーンプラザに直接
持ち込んでください。

13

中津市指定ごみ袋

燃えないごみ



３．有料化後のごみの出し方について

◆資源ごみ、有害ごみの出し方 ※変更はありません

資源プラ
中身を空にして、きれいに洗って乾かして45ℓ以下の無色透明袋に入
れてください。袋は二重にして出さないでください。
※汚れの落ちにくいものや洗いにくいものは「燃やすごみ」へ

びん・缶
きれいに洗って45ℓ以下の無色透明袋に入れてください。
※金属のキャップは「燃えないごみ」へ、プラスチック製のキャップは
「資源プラ」へ出してください。

ペットボトル
きれいに洗って、キャップとラベルを外してつぶしてください。45ℓ以下
の透明袋に入れて出してください。キャップ下のリングやはがれない
シールは外さずに出していただけます。
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３．有料化後のごみの出し方について

◆資源ごみ、有害ごみの出し方 ※変更はありません

古紙・古布・雑がみ

【新聞・雑誌類・段ボール】
種類ごとに分けて、ひもで十字にしばって出してください。テープやクリップ
は外してください。
【雑がみ・牛乳パック】
種類ごとに45ℓ以下の無色透明袋に入れて出してください。感熱紙、カー
ボン紙、紙コップ、紙皿は「燃やすごみ」へ
【古布】
45ℓ以下の無色透明袋に入れて出してください。汚れのひどいもの、綿や
スポンジが入ったものはリサイクルできません。

有害ごみ
品目ごとに袋を分けて目立つように出してください。無色透明の袋であれ
ば小さな袋でもよいです。ガス缶・スプレー缶、ライターなどは必ず中身を
使い切ってください。
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３．有料化後のごみの出し方について

◆中津市クリーンプラザ搬入料金の改定

家庭ごみ袋有料化に伴い、家庭ごみのクリーンプラザへの

搬入料金の見直しを行います。

現 状 ： １０ｋｇあたり６６円（１０ｋｇ以下は無料）

※１０円未満の端数は切捨て

見直し後 ： １０ｋｇあたり６６円

（9月1日～） ※１０円未満の端数は切捨て

10kg以下無料を
廃止
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※事業ごみの搬入料金も10ｋｇあたり150円に改定します。



４．ごみを減らすには…

燃やすごみの分別スタート！

①雑がみを分別しましょう

②資源プラを分別しましょう

③生ごみの堆肥化や水切りをしましょう

ごみダイエット成功！

ティッシュの箱やトイレットペーパーの芯など
もリサイクルできます！

４0ℓ

10ℓ～20ℓに減量できます！

資源プラを分別することで容積を約半分に
減量することができます！

生ごみの堆肥化や水切りをする
ことで、ごみが軽くなり、ごみ出
しの負担が軽減できます！
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４．ごみを減らすには…

◆雑がみの分別について

「雑がみ」ってどんなもの？

⇒家庭から出るほとんどの紙がリサイクルできます！

紙箱、包装紙、
ティッシュの箱

◆注意事項◆
• ティッシュ箱や窓付き封筒などのビニールは外して燃やすごみに出してください。
• 感熱紙（レシート）、複写式のカーボン紙、圧着式のはがき、紙コップ、紙皿は
燃やすごみに出してください。

封筒、はがき、
名刺

シュレッダー
くず

プリント類、
ふせん

紙芯（ラップ・
トイレットペーパー
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４．ごみを減らすには…

◆資源プラの分別について

販売時点で商品、食品が包まれていたプラスチック製の

容器・包装 （プラスチック製品そのものはNG!）

透明の容器に
もついている！

このマークが
付いている
ものが対象

◎ポイント◎
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４．ごみを減らすには…

① 中身を使い切る

② 汚れているものは水で洗って乾かす

③ 45ℓ以下の透明袋に入れて出す

選別作業の妨げになるので、袋は二重にしない

剥がしにくい紙ラベルや値札はそのままでOK

汚れが落ちないものは燃やすごみへ

◆資源プラの出し方
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４．ごみを減らすには…

① 食品トレイの回収ボックスを利用する

◆資源プラを保管するコツ
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② 卵パックなどかさばる容器はハサミで切る

市役所本庁や各支所、公民館、スーパーなどに設置しています！

必ずきれいに洗って乾かしたものを入れましょう。

細かく切らなくても、容器の形に合わ

せて数か所ハサミを入れるだけで平た

くすることができます。角が立ちあがっ

ている部分を切るのがコツです。



４．ごみを減らすには…

◆資源プラを保管するコツ
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③ 高さのある容器は重ねて、小さな物はまとめて詰め込む

④ お湯で溶かして小さくまとめる

バラバラに入れていたものを重ねたり、大きな容

器に小さな袋やラベルなどを詰め込んだりする

だけで、サイズがコンパクトになります。

固くて切れない容器は、料理で使っ

たお湯の残りなどをかけて、たたむと

小さくなります。たたむときはトングな

どを使ってやけどに注意しましょう。



４．ごみを減らすには…

◆生ごみの堆肥化について

コンポスト化容器や生ごみ処理器「なかつ

キエーロ」など、各家庭にあった方法で生

ごみを堆肥化しましょう。

中津市では、コンポスト化容器の購入補助

や、「なかつキエーロ」の助成販売を行って

います。

◆生ごみの「３きり」について

家庭から生ごみの中には、食品ロスと言われる「手付かずの食品」 や「食べ残

し」が多く含まれています。また、生ごみの約80％は水分です。３きり（使いきり、

食べきり、水きり）を意識して生ごみを減らしましょう。
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５．Ｑ＆Ａ
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 指定ごみ袋以外で集積所に出されたごみはどうなりますか？

⇒原則として収集しません。有料化実施後は、ごみの出し方早朝指導

をこれまで以上に実施し、ごみがきちんと分別して出されるように取り

組みます。また、自治委員の皆さんにはボランティア清掃用のごみ袋

を配布いたします。

 クリーンプラザへ直接搬入する場合は指定ごみ袋に入れなければ

いけませんか？

⇒クリーンプラザへの直接搬入については、重量に応じた手数料を計

量後にお支払いして頂くため、有料袋には入れなくて良いです。



５．Ｑ＆Ａ
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 これまで使っていた透明袋がたくさん余っています

⇒ごみ袋有料化の対象は「燃やすごみ」と「燃えないごみ」のみです。

「資源プラ」や「びん・缶」、「ペットボトル」、「雑がみ」、「古布」、「有害ご

み」などは有料化実施後も45ℓ以下の透明袋で出すことができます。

 ごみ袋有料化制度と搬入料金改定による手数料の使途は？

⇒ごみ袋有料化の目的が、ごみの減量と資源化であることから、ごみ

袋有料化制度運用費用のほか、ごみの減量・資源化の推進事業に活

用します。また、ごみ袋有料化の効果などを含めて公表し、市民の皆

様にお知らせします。



５．Ｑ＆Ａ
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 有料化の説明会に来られない方への周知や説明は、どのように行

いますか？

⇒ごみの分別冊子、市報なかつ、チラシを全戸配布し、周知していき

ます。また、説明動画を作成し、市ホームページで公開する他、希望

する団体には提供いたします。その他、事業所や自治会などのグルー

プを対象としたミニ集会の実施や、指定袋の販売店でものぼりやポス

ター、店頭POPなどで告知を予定しています。

 集合住宅に住んでいる人への周知・説明はどのように行いますか？

⇒集合住宅の所有者や管理会社向けの啓発を行い、敷地内の集積所

への案内の掲示など協力を求めていきます。有料化実施後も適正な

ごみ出しへの働きかけを行います。



ご清聴ありがとうございました。

さらなるごみの減量・資源化に
ご協力をお願いいたします。


