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第１章 基本的事項 

 

１ 目的 

 

本計画は、「みんなでつくる循環型のまち山口」の具現化をめざす「山口市一般廃棄物処理基本計画」の

目標を達成するため、ごみの排出量の抑制、分別・リサイクルの推進、環境負荷に配慮したごみの適正処理

の推進など、令和３年度において必要な施策を定めるものです。 

 

２ 計画期間 

 

「ごみ処理基本計画策定指針」（平成２８年９月 環境省）では、毎年度末までに、次年度に関する実施

計画を策定することが必要であるとされています。これを踏まえ、本市におきましても、年度ごとに国の動

向や社会情勢、施策の実施状況や評価等を反映し、単年度の実施計画を策定するものとします。 

 

本計画の期間  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

３ 計画区域 

  山口市全域 

 

４ 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

年度 可燃物 不燃物 
資源物 

(集団回収含) 
し尿 浄化槽汚泥 

元 

(実績) 

59,910 t 5,039 t 9,684 t 13,535 kl 42,993 kl 

3 

(計画) 

56,583 t 4,016 t 10,871 t 12,468 kl 42,497 kl 

4 

(見込) 

55,567 t 

 

3,920 t 

 

10,851 t 

 

11,935 kl 

 

42,264 kl 

 

5 

(見込) 

54,650 t 

 

3,825 t 

 

10,832 t 

 

11,429 kl 

 

42,034 kl 
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第２章 ごみ処理実施計画 

 

１ 目標達成のための施策の体系 
   一般廃棄物処理基本計画では、「みんなでつくる循環型のまち山口」の基本理念のもと、市民（地域）・事

業者・市（行政）のそれぞれが意識を共有し、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・リサイクルに取り組むこととしています。基本計画における目標達成のための施策体系は下記の

とおりです。 

 

 

②不法投棄対策の充実

（６）環境美化の推進

（５）災害ごみの適正な処理

②処理施設の効果的運用と適正な維持管理

③計画的な施設整備の推進

①効率的な廃棄物処理の推進

②適正な排出者負担

（３）処理施設の適正な管理・運営と
　　　計画的な整備推進

（４）効率的な廃棄物処理の推進と
　　　排出者負担の見直し

①排出・搬入ルールの周知

（２）収集・処分体制の充実

（２）廃棄物処理におけるリサイクル
　　　の推進

　３）　環境負荷低減に配慮したごみの適正処理の推進

①災害時の対応

①環境美化活動の支援

②事業系ごみの処理に係る見直し

①収集・処分体制の検討

②市民サービスの充実

①徹底したリサイクルと余熱利用

①徹底した資源化の推進

　１）　ごみ排出量の抑制　　（リデュース・リユース）

②事業系ごみの分別・リサイクル促進

（１）ごみ減量・資源化意識の高揚

（２）発生抑制・再使用の推進

（１）適正処理の推進

（１）排出時における分別・リサイクル
　　　の促進

②事業者の自主的取組の促進・支援

③行政の率先行動の推進

①家庭系ごみの分別・リサイクル促進

　２）　分別・リサイクルの推進　　（リサイクル）

①情報提供の充実

②啓発活動の推進

③環境教育・環境学習の充実

①市民の自主的取組の促進・支援
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２ 施策体系別の具体的な取組 

１）ごみ排出量の抑制  

（１）ごみ減量・資源化意識の高揚 

ごみ排出量の抑制を進めるためには、市民一人ひとりのごみ減量・資源化に対する意識の高揚を図る 

ことが必要なことから、ごみ減量・資源化について、ＩＣＴ技術やＡＩ等の活用による一層の情報発信 

情報提供の充実に努めるとともに、山口市リサイクルプラザにおける各種イベントや講座をはじめ様々 

な機会を活用した啓発事業を実施するなど、環境教育・環境学習の充実に取り組みます。 

                         【※事務事業の内容については巻末資料を参照】  

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

1)-(1)-① 情報提供の充実 

 〇市報・市ウェブサイト等の媒体を活用したごみ分別やリサイクル

に関する情報提供 

〇ごみ・資源収集カレンダーの作成、配布 

〇ごみ分別の手引きの作成・配布 

〇分別アプリやＬＩＮＥ等を活用した情報発信の充実 

〇ごみ情報ダイヤルによる相談 

〇ごみ処理量や処理費用などの公表 

〇ごみ収集日お知らせサービス53calの利用拡大 

〇環境分野のポータルサイトによる啓発 

・環境保全事務(ｵ) 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

 

 

1)-(1)-② 啓発活動の推進 

 〇山口エコパークまつりの実施 

〇リサイクルプラザ機関紙の発行 

〇各種イベントでの啓発活動の実施 

〇エコ出前講座【分別説明会等】の実施 

〇ごみ・資源物の排出方法適正化指導の実施 

〇食品ロス削減の推進 

 

・地球温暖化防止普及啓発事業(ｱ) 

・海洋プラスチックごみ対策推進 

事業(ｲ) 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

・リサイクルプラザ管理運営業務

(ﾀ) 

・再資源化推進事業(ﾁ) 

・事業系ごみ削減対策推進事業(ﾄ) 

・生ごみ処理対策推進事業(ﾅ) 

・搬入物適正化事業(ﾏ)   

・ごみ収集運搬業務(ﾐ)                                

1)-(1)-③ 環境教育・環境学習の充実 

 〇リサイクルプラザにおける各種講座の実施 

〇リサイクルプラザにおける夏休み親子リサイクル教室の実施 

〇体験型環境学習の充実 

〇市民団体と連携した人材育成とリサイクルプラザの運営 

〇市民を対象としたごみ処理・リサイクル施設の見学会の実施 

〇小学生向け環境副読本『あいらぶ山口』の作成・配布 

・地球温暖化防止普及啓発事業(ｱ) 

・小学校環境問題啓発事業(ｺ) 

・リサイクルプラザ管理運営業務

(ﾀ) 

・再資源化推進事業(ﾁ)         

・ごみ収集運搬業務(ﾐ) 
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〇小学生向け環境副読本『あいらぶ山口』改訂に向けた編集委員会

の開催（令和４年度改訂予定） 

〇リサイクルに関する小学生の夏休みの作品募集・展示 

〇小学生向けのエコ出前講座の実施 

 

（２） 発生抑制・再使用の推進 

市民・事業者の自主的取組によりごみの発生抑制と再使用の促進を図るため、様々な取組に関する情

報提供の充実や啓発を行うとともに、資源物回収に対する奨励金の交付などを実施し、その取組を支援

します。また、山口市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）により、エコなライフスタイル、ワーク

スタイルへの転換を図り、３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の自主的取組の促進、支援を図

ります。 

市においては、「第二次エコフレンドリーオフィスプラン（山口市地球温暖化対策実行計画（事務事

業編））」の運用により、市内の大規模事業者として、温室効果ガス排出量の削減をはじめ、ごみの減

量や資源化等に引き続き率先して取り組むとともに、成果等を公表し、市内の取組機運の醸成を図りま

す。 

また、国において令和元年５月に策定された「プラスチック資源循環戦略」の重点戦略として掲げら

れた可燃ごみ指定袋へのバイオマスプラスチック使用に率先して取り組み、石油由来のプラスチック資

源の使用抑制や温室効果ガス排出量の削減を推進します。 

 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

1)-(2)-① 市民の自主的取組の促進・支援 

 〇市民団体と連携した人材育成とリサイクルプラザの運営 

〇リサイクルプラザでのフリーマーケットの実施 

〇つくし推進事業による資源物集団回収への奨励金交付の実施 

〇マイバッグ活動等の普及啓発 

〇家庭用生ごみ処理機等の購入補助 

〇ダンボールコンポストの普及啓発 

〇分別品目の見直しによる資源化の推進 

〇生ごみの水切り習慣の推進 

〇食品ロス（食べきり、使いきり）削減の促進 

 

・地球温暖化防止普及啓発事業(ｱ) 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

・資源物分別事業(ｻ) 

・つくし推進事業(ｿ) 

・リサイクルプラザ管理運営業務

(ﾀ) 

・再資源化推進事業(ﾁ) 

・生ごみ処理対策推進事業(ﾅ) 

 

1)-(2)-② 事業者の自主的取組の促進・支援 

 〇事業系ごみの減量等に関する啓発パンフレットの作成・配布 

〇排出事業者を対象とした訪問指導の実施 

〇事業用大規模建築物に係る一般廃棄物減量及び適正処理計画書の

提出・指導の実施 

〇民間ルートによる資源化の促進と情報提供 

〇簡易包装、レジ袋削減に係る取組の啓発 

・地球温暖化防止普及啓発事業(ｱ) 

・エコフレンドリーオフィス推進事 

業(ｴ) 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

・民間協働型資源物ステーション設 

置モデル事業(ｾ) 



 

 - 5 - 

〇小売店に対する資源店頭回収実施の要請 

〇食品廃棄物削減の促進 

〇環境マネジメントシステム等の導入支援 

〇事業系ごみ減量・資源化優良事業者の表彰制度の導入（調査研究

継続） 

・事業系ごみ削減対策事業(ﾄ) 

・搬入物適正化事業(ﾏ) 

 

1)-(2)-③ 行政の率先行動の推進 

 〇「第二次エコフレンドリーオフィスプラン」に基づく環境に配慮

した事務事業の推進 

〇【新規】可燃ごみ指定収集袋へのバイオマスプラスチックの使用

（令和３年度内に開始予定） 

〇伐採草木の再資源化（調査研究継続） 

〇リサイクルプラザの活用による再生品の利用促進 

〇食品ロス削減の推進 

・エコフレンドリーオフィス推進 

 事業(ｴ) 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

・資源物分別事業(ｻ) 

・リサイクルプラザ管理運営業務

(ﾀ) 

・山口市可燃ごみ指定収集袋事業    

 費(ﾃ) 
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２）分別・リサイクルの推進 

（１）排出時における分別・リサイクルの促進 

     排出されるごみの分別・リサイクルが進むよう、分別ルールの周知、常設型の資源物ステーションの   

     受入体制の強化や、地域、民間事業者との連携による資源物ステーションの開設、国の認定事業者との 

連携協定による使用済小型家電製品の宅配便回収の促進など排出機会の拡大に取り組むとともに、市民 

事業者の取組に対する指導や支援を行います。 

また、山口市不燃物中間処理センターにおいて、不燃ごみ等の破砕・選別による資源回収を行うとと 

もに、新たに整備する金属・小型家電製品選別ストックヤードにおいて分別処理を開始し、希少な資源 

の有効利用・再資源化を促進します。 

                           【※事務事業の内容については巻末資料を参照】  

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

2)-(1)-① 家庭系ごみの分別・リサイクルの促進 

 〇分別収集事業 

〇資源物の持ち去り防止対策の実施 

〇有害ごみ【乾電池・蛍光管・スプレー缶・水銀体温計・水銀血

圧計・小型充電式電池・ボタン電池・電子たばこ等】の排出場

所の検証（随時） 

〇【新規】小型充電式電池・ボタン電池・電子たばこ等の分別収

集実施（令和２年１２月１５日開始） 

〇地域の収集場所に掲示する排出ルール看板の作成・配布 

〇資源物ステーション整備による排出機会の充実 

〇地域・民間事業者との連携による資源物ステーションの開設 

〇つくし推進事業による資源物集団回収への奨励金交付の実施 

〇金属・小型家電製品の分別収集・資源化処理の実施 

〇金属・小型家電製品選別ストックヤードの整備（令和３年度中

に整備。４年度から供用開始） 

〇使用済小型家電製品の分別収集の実施 

〇【新規】使用済小型家電製品の宅配便回収の促進 

（令和２年１２月１５日開始） 

〇古布の分別収集の実施 

〇不燃物中間処理センターにおける不燃ごみ・粗大ごみの破砕に

よる資源回収 

〇生ごみの水切り習慣の推進 

〇家庭用生ごみ処理機等の購入補助 

〇剪定枝・草等の資源化（調査研究継続） 

〇家庭から出る灰の資源化 

〇食品ロス（食べきり、使いきり）削減の促進 

 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

・資源物分別事業(ｻ) 

・資源物拠点回収施設設置事業(ｼ) 

・資源物拠点回収施設管理業務(ｽ) 

・民間協働型資源物ステーション設 

置モデル事業(ｾ) 

・つくし推進事業(ｿ) 

・リサイクルプラザ管理運営業務(ﾀ) 

・生ごみ処理対策推進事業(ﾅ) 

・中間処理センター管理業務(ﾇ) 
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2)-(1)-② 事業系ごみの分別・リサイクルの促進 

 〇事業系ごみの減量等に関する啓発パンフレットの作成・配布 

〇排出事業者を対象とした訪問指導の実施 

〇事業者研修会の実施 

〇事業系ごみ減量・資源化優良事業者の表彰制度の導入（調査研

究継続） 

〇リサイクル可能な古紙類の清掃工場への持ち込み制限の実施 

〇事業系不燃ごみの市施設への持込制限の継続【品目、年間搬入

量】 

〇事業系生ごみ処理機導入補助事業（調査研究継続） 

〇事業所から排出される剪定枝・草等の資源化（調査研究継続） 

〇事業系資源物の市施設への受入れ 

・資源物分別事業(ｻ) 

・一般廃棄物処理業等許可事務(ﾂ) 

・事業系ごみ削減対策事業(ﾄ) 

・搬入物適正化事業(ﾏ) 

 

 

（２） 廃棄物処理におけるリサイクルの推進 

市民・事業者のごみの分別排出によるリサイクルだけでなく、不燃ごみ・粗大ごみに含まれる金属

類の破砕・選別による資源回収や、ごみの焼却により発生する余熱等の有効活用を行います。 

 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

2)-(2)-① 徹底したリサイクルと余熱利用 

 〇不燃物中間処理センターにおける不燃ごみ・粗大ごみの破砕に

よる資源回収 

〇焼却余熱の有効利用【発電・給湯】 

清掃工場の余剰電力の市公共施設での利活用の検討 

〇焼却灰のセメント原料化 

・スマートエネルギー推進事業(ｳ) 

・資源物分別事業(ｻ) 

・清掃工場管理運営業務(ﾆ) 

・中間処理センター管理業務(ﾇ) 
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３）環境負荷低減に配慮したごみの適正処理の推進 

（１） 適正処理の推進 

確立されている資源化ルートの活用などにより、資源化可能なものについては徹底して資源化に取り

組むとともに、新たに整備する金属・小型家電製品選別ストックヤードにおいて分別処理を開始し、小

型家電リサイクル法の趣旨に沿った適正な再資源化に努めます。 

また、事業系ごみの資源化を進めるため、事業系ごみの分析・調査を実施するとともに、市の施設へ

の適正搬入の指導に取り組みます。 

なお、事業所から排出される家庭と同程度の資源化可能な金属類については、山口市不燃物中間処理

センターへの受け入れを行い、資源化を推進します。 

                            【※事務事業の内容については巻末資料を参照】  

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

3)-(1)-① 徹底した資源化の推進 

 〇法令や業界の取組により確立されている資源化ルートの活用 

〇金属・小型家電製品選別ストックヤードの整備（令和３年度

中に整備。４年度から供用開始） 

〇使用済小型家電製品の分別収集の実施 

〇剪定枝、草等の資源化（調査研究継続） 

・資源物分別事業(ｻ) 

 

3)-(1)-② 事業系ごみの処理に係る見直し 

 〇搬入ごみに係る分析・調査の実施 

〇事業系不燃ごみの市施設への持込制限の継続【品目・年間搬

入量】 

〇事業系資源物の市施設への受入れ 

・事業系ごみ削減対策事業(ﾄ) 

・搬入物適正化事業(ﾏ) 

 

（２） 収集・処分体制の充実 

市民自らの排出が困難な粗大ごみの収集を引き続き実施するとともに、ごみの排出が困難な市民に対

する戸別収集を実証的に開始します。 

また、高齢者や単身世帯等のニーズ、ごみ排出量の抑制等の観点から、可燃ごみ指定収集袋の適正な

サイズ等について意向調査を行い検討を進めます。さらに、国の認定事業者との連携協定による使用済

小型家電製品の宅配便回収を促進し、市民サービスの充実を図ります。 

 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

3)-(2)-① 収集・処分体制の検討 

 〇ごみ・資源物の排出・処分方法の検討（審議会において意見

聴取） 

〇市内全域におけるごみ処理体制の見直し（審議会において意

見聴取） 

 

 

・一般廃棄物処理基本計画の策定・推 

進業務(ｸ) 
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3)-(2)-② 市民サービスの充実 

 〇家庭系粗大ごみの戸別収集実施【有料】 

〇【新規】ごみの排出が困難な世帯を対象とした戸別収集の実

証実施（可燃ごみ） 

〇【新規】可燃ごみ指定収集袋の適正なサイズ等の検討（意向

調査の実施） 

〇【新規】使用済小型家電製品の宅配便回収の促進（令和２年

１２月１５日開始） 

・資源物分別事業(ｻ) 

・山口市可燃ごみ指定収集袋事業(ﾃ) 

・ごみ収集運搬業務(ﾐ) 

 

（３）処理施設の適正な管理・運営と計画的な整備推進 

適正なごみの焼却や資源化などを行うため、ごみの排出・搬入ルールの周知に努めます。また、自治 

会ごみ集積所における不適正排出の問題が顕在化していることから、その対策を検討実施します。 

収集処理体制の見直しや効率化、処理施設の長寿命化計画に基づく延命化など、効率的で効果的な運 

営管理に取り組みます。 

 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

3)-(3)-① 排出・搬入ルールの周知 

 〇ごみ分別の手引きの作成、配布 

〇地域の収集場所に掲示する排出ルール看板の作成・配布 

〇ごみ・資源物の排出方法適正化指導の実施 

〇自治会ごみ集積所における不適正排出対策の検討・実施 

〇ごみ集積施設設置補助 

〇事業系ごみの減量等に関する啓発パンフレットの作成・配布 

〇事業系可燃ごみ搬入物検査の実施強化 

〇家庭系可燃ごみ搬入物検査の実施（調査研究継続） 

〇可燃ごみ組成分析調査の実施【家庭系・事業系】 

〇事業系ごみのルール違反に対するペナルティー制度の導入

（調査研究継続） 

〇阿知須清掃センターへの事業系可燃ごみの受入れ中止 

【パッカー車による搬入の受入れ中止】 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 

・事業系ごみ削減対策推進事業(ﾄ) 

・搬入物適正化事業(ﾏ) 

・ごみ収集運搬業務(ﾐ) 

・ごみ集積施設整備事業(ﾒ) 

・阿知須清掃センター管理業務(ﾓ) 

・阿東クリーンセンター管理業務(ﾔ) 

3)-(3)-② 処理施設の効果的運用と適正な維持管理 

 〇不燃物中間処理センターにおける不燃ごみ・粗大ごみの破砕

による資源回収 

〇事業系資源物の市施設への受入れ 

〇事業系資源物の排出機会の拡大（調査研究継続） 

〇リサイクルプラザにおける再生品販売 

〇処理施設における環境保全対策の徹底 

〇処理施設の管理状況などの公表 

・資源物分別事業(ｻ) 

・リサイクルプラザ管理運営業務(ﾀ) 

・清掃工場管理運営業務(ﾆ) 

・中間処理センター管理業務(ﾇ) 

・環境センター管理事業(ﾈ) 

・大浦最終処分場管理業務(ﾉ) 

・一般廃棄物最終処分場管理業務(ﾊ) 



 

 - 10 - 

〇一般廃棄物処理施設延命のための適切な維持管理 ・小郡最終処分場管理業務(ﾋ) 

・秋穂最終処分場管理業務(ﾌ) 

・阿知須最終処分場管理業務(ﾍ) 

・阿東最終処分場管理業務(ﾎ) 

・阿知須清掃センター管理業務(ﾓ) 

・阿東クリーンセンター管理業務(ﾔ) 

3)-(3)-③ 計画的な施設整備の推進 

 〇一般廃棄物処理施設の維持管理 

〇地域・民間事業者との連携による資源物ステーションの開設 

〇金属・小型家電製品選別ストックヤードの整備（令和３年度

中に整備。４年度から供用開始） 

〇小郡総合支所資源物ステーションの移設（令和３年度） 

〇徳地総合支所資源物ステーションの移設に向けた設計（令和

４年度） 

 

・資源物拠点回収施設設置事業(ｼ) 

・民間協働型資源物ステーション設置 

モデル事業(ｾ) 

・清掃工場管理運営業務(ﾆ) 

・中間処理センター管理業務(ﾇ) 

・環境センター管理事業(ﾈ) 

・大浦最終処分場管理業務(ﾉ) 

・一般廃棄物最終処分場管理業務(ﾊ) 

・小郡最終処分場管理業務(ﾋ) 

・秋穂最終処分場管理業務(ﾌ) 

・阿知須最終処分場管理業務(ﾍ) 

・阿東最終処分場管理業務(ﾎ) 

・阿知須清掃センター管理業務(ﾓ) 

・阿東クリーンセンター管理業務(ﾔ) 

 

（４） 効率的な廃棄物処理の推進と排出者負担の見直し 

廃棄物処理にかかる経費について、費用対効果の観点から調査・研究を行い、効率化を進めます。 

また、適正なごみ処理を行うための経費について精査し、財政収支を踏まえた適正な排出者負担の観 

点から手数料の見直しについて検討します。なお、排出者負担の設定に当たっては、その根拠を明確に 

するとともに、十分に説明責任を果たします。 

 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

3)-(4)-①効率的な廃棄物処理の推進 

 〇ごみの収集・処分に係る効率化の推進 

〇分別品目の見直しによる資源化の推進 

〇有害ごみ【乾電池・蛍光管・スプレー缶・水銀体温計・水銀

血圧計・小型充電式電池・電子たばこ・ボタン電池等】の排

出場所の検証（随時） 

〇阿知須清掃センターへの事業系可燃ごみの受入れ中止 

【パッカー車による搬入の受入れ中止】 

 

・一般廃棄物処理基本計画の策定・推 

進業務(ｸ) 

・資源物分別事業(ｻ) 

・じん芥収集車整備事業(ﾑ) 

・阿知須清掃センター管理業務(ﾓ) 
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3)-(4)-② 適正な排出者負担 

 〇廃棄物処理手数料【可燃・不燃・粗大】の見直し（審議会に

おいて審議） 

〇家庭系不燃ごみ指定収集袋等【有料化】の導入に関する調

査・研究（審議会において審議） 

〇事業系可燃ごみ指定収集袋の導入に関する調査・研究（審議

会において審議） 

・一般廃棄物処理基本計画の策定・推

進業務(ｸ) 

・山口市可燃ごみ指定収集袋事業費(ﾃ) 

 

 

（５） 災害ごみの適正な処理 

地震や台風・豪雨などの災害時に大量発生することが予想される災害廃棄物について、迅速かつ適 

切な処理を行うための体制整備に取り組みます。具体的には、災害廃棄物処理計画、災害廃棄物処理 

に係る初動マニュアルに基づいて、災害時を想定した具体的な対応策を検討し準備を行います。 

また、被害が甚大な場合には、被災状況に応じて、国、県、近隣市町及び民間事業者等の協力を要 

請するとともに、排出場所、収集日程、収集方法等について柔軟な対応を行うことにより、衛生的な 

生活環境の確保を図ります。 

 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

3)-(5)-① 災害時の対応 

 〇情報収集体制の確立 

〇災害廃棄物の処理体制の確立 

〇災害廃棄物の集積場所等の確保 

〇収集運搬許可業者等との協力体制の確保 

〇災害廃棄物の処理施設の相互援助協定 

・一般廃棄物処理基本計画の策定・推 

進業務(ｸ) 

 

 

（６） 環境美化の推進 

      市民・事業者との協働による「ふしの川水系クリーンキャンペーン」など、一斉清掃への支援も行

います。また、ごみの不法投棄により、自然環境の悪化や市民の生活環境に悪影響を及ぼすことがな

いよう、地域住民との連携強化や通報体制づくりなどに取り組むとともに情報提供の充実を図ります。 

 具体的な取組 取組を進めるための事務事業 

3)-(6)-① 環境美化活動の支援 

 〇地区清掃活動への支援 

〇ふしの川水系クリーンキャンペーンの実施 

〇海岸、河川清掃活動の支援 

・海洋プラスチックごみ対策推進 

事業(ｲ) 

・環境衛生処理事業(ｷ) 

 

3)-(6)-② 不法投棄対策の充実 

 〇市報・市ウェブサイト等の媒体を活用したごみ分別やリサ

イクルに関する情報提供 

〇環境美化協力員や地域との連携強化 

・衛生対策事業(ｶ) 

・ごみ減量化・資源化啓発事業(ｹ) 
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〇廃棄物の適正な処理（不法投棄、野外焼却の禁止）の啓発 

〇市ごみ情報ダイヤルによる相談 
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３ 収集運搬計画 

家庭系ごみについては、粗大ごみの戸別収集を継続して実施します。 

事業系ごみの収集運搬については、排出者責任の観点から、排出者自らあるいは一般廃棄物収集運搬許可

業者が実施します。 

（１） 収集運搬の概要 

種類 

収

集 

運

搬 

主

体 

収集場所 主な搬入先 処分方法 

家
庭
系
ご
み 

可燃ごみ 

排
出
者
又
は
市
（
直
営
・
委
託
） 

ごみステーション 清掃工場 焼却・資源化 

不燃ごみ ごみステーション 
不燃物中間処理 

センター 

資源化・焼却 

・埋立 

金属・小型家電製品 ごみステーション 
不燃物中間処理 

センター 
資源化 

使用済小型家電・パーソナルコン

ピュータ 
拠点 

リサイクル 

プラザ 
資源化 

資
源
物 

缶、びん、ペットボトル、

プラスチック製容器包装、

紙製容器包装、紙パック 

ごみステーション 
リサイクル 

プラザ 
資源化 

新聞、雑がみ、ダンボール ごみステーション 資源回収業者 資源化 

古布 
周布町資源物ステー

ション 
資源回収業者 資源化 

粗大ごみ 戸別 
不燃物中間処理 

センター 

資源化・焼却 

・埋立 

有
害
ご
み 

蛍光管、乾電池、水銀体温

計 
拠点 

リサイクル 

プラザ 
資源化 

スプレー缶 拠点 
不燃物中間処理 

センター 
資源化 

水銀血圧計 資源循環推進課 
リサイクル 

プラザ 
資源化 

小型充電式電池・モバイル

バッテリー・ボタン電池・

電子たばこ・加熱式たばこ 

拠点 
リサイクル 

プラザ 
資源化 

一時多量ごみ 
排
出
者
又
は
許
可
業
者 

排出者又は許可業

者による収集運搬 

清掃工場または不

燃物中間処理セン

ター 

資源化・焼却 

・埋立 

排出困難者から発生したごみ 

清掃工場または不

燃物中間処理セン

ター 

資源化・焼却 

・埋立 

市で収集・処分を行うことができ

ないもの 
許可業者 資源化等 

※収集回数は、毎年度のごみ・資源収集カレンダー作成に併せて定めます。 

※許可業者とは、本市が許可した一般廃棄物処理業者（収集運搬業・処分業）をいいます。 



 

 - 14 - 

種類 

収集 

運搬 

主体 

収集場所 主な搬入先 処分方法 

事
業
系
ご
み 

可燃ごみ 

排
出
者
又
は
許
可
業
者 

排
出
者
又
は
許
可
業
者
に
よ
る
収
集
運
搬 

清掃工場 焼却・資源化 

不燃ごみ 
不燃物中間処理セ

ンター 

資源化・焼却 

・埋立 

金属類 
不燃物中間処理セ

ンター 
資源化 

資
源
物 

缶、びん、ペットボトル、プ

ラスチック製容器包装、紙製

容器包装、紙パック、新聞、

雑がみ、ダンボール 

資源回収業者また

はリサイクルプラ

ザ 

資源化 

市で収集・処分を行うことができ

ないもの 
許可業者 資源化等 

※許可業者とは、本市が許可した一般廃棄物処理業者（収集運搬業・処分業）をいいます。 

 

 

事業系ごみの市施設への受入れについては、次の項目について取組みを進めます。 

○可燃ごみ 

資源化可能な紙類のリサイクルの徹底 

   建設業及びリフォーム業等により発生した建設廃材の混入防止 

食品関連事業者への食品リサイクル実施率目標に向けたリサイクルの推進 

食料品製造業において発生した不要物の搬入規制の検討 

○不燃ごみ 

年間搬入量の受入れ制限の見直し 

有価物として売却可能な金属類の受入れの継続 

コンクリートくずや建設廃材等の混入防止 

○資源物 

缶、びん、プラスチック製容器包装及びペットボトル等資源物の受入れの継続 

○その他 

資源化可能な廃食用油の受入れの継続 

有害ごみ（乾電池・蛍光管等）の受入れ制限 
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事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物と産業廃棄物 

品目 事業系一般廃棄物 産業廃棄物 

紙くず 

産業廃棄物以外の紙くず（新

聞・雑がみ・ダンボール・シュ

レッダーダスト等） 

ただし、資源化可能な紙類はリ

サイクルを行うこと 

建設業（工作物の新築、改築、解体による）、

紙製造業、新聞業（印刷発行）、出版業、製本

業、印刷物加工業により発生したもの、ポリ塩

化ビフェニルを含むもの 

木くず 
産業廃棄物以外の木くず（木製

家具・剪定枝・落ち葉等） 

建設業（工作物の新築、改築、解体による）、

木材・木製品製造業、パルプ製造業、木材卸売

業、リース業により発生したもの、パレット、

ポリ塩化ビフェニルを含むもの 

繊維くず 
産業廃棄物以外の繊維くず（天

然繊維・畳等） 

建設業（工作物の新築、改築、解体による）、

繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除

く）により発生したもの、ポリ塩化ビフェニル

を含むもの 

動植物性残渣 

（生ごみ等） 

産業廃棄物以外の動植物性残渣

（厨芥ごみ・残飯・茶葉・天然

皮革等） 

ただし、食品関連事業者は、食

品リサイクル実施率目標に向け

リサイクルを行うこと 

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業にお

いて原料として使用した動植物に係る固形状の

不要物 

動物系固形不要物 
産業廃棄物以外の動物系固形不

要物 

と畜場、食鳥処理場において発生した動物に係

る固形状の不要物 

動物のふん尿 

動物の死体 

産業廃棄物以外の動物のふん

尿・死体 
畜産農業において発生したもの 

廃プラスチック類  

ＰＰバンド・トレイ・プラスチック製容器包

装・ペットボトル・スタイロ畳・点滴パック・

断熱材・合成繊維・合成樹脂・合成ゴム・廃タ

イヤ等 

金属くず  空き缶・一斗缶・スチール製品・金属製品等 

ガラス・陶磁器くず  空きびん・コップ・陶器・鏡・ガラス等 

コンクリートくず  コンクリートの破片等に類する不要物 

その他  

ゴムくず、鉱さい、燃え殻、汚泥、廃油、廃

酸、廃アルカリ、ばいじん、ＯＡ機器、小型家

電製品、照明器具、乾電池、蛍光管等 
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（２）持込施設 

種類 搬入施設 

可燃ごみ 
山口市清掃工場 

山口市阿知須清掃センター 

不燃ごみ 

山口市不燃物中間処理センター 

山口市鍛治畑不燃物埋立処分場 

山口市青江一般廃棄物最終処分場 

山口市阿知須清掃センター 

山口市阿東クリーンセンター 

金属・小型家電製品 

山口市不燃物中間処理センター 

山口市鍛治畑不燃物埋立処分場 

山口市青江一般廃棄物最終処分場 

山口市阿知須清掃センター 

山口市阿東クリーンセンター 

使用済小型家電 

山口市リサイクルプラザ 

山口市各総合支所 

山口市各地域交流センター 

粗大ごみ 

山口市不燃物中間処理センター 

山口市鍛治畑不燃物埋立処分場（不燃性粗大のみ） 

山口市青江一般廃棄物最終処分場 

山口市阿知須清掃センター 

山口市阿東クリーンセンター 

資源物 

山口市リサイクルプラザ 

山口市阿知須清掃センター 

山口市小郡資源物ストックヤード（鍛治畑不燃物埋立処分場内） 

山口市青江ストックヤード（青江一般廃棄物最終処分場内） 

山口市阿東クリーンセンター 

山口市各地域資源物ステーション 

有害ごみ 

山口市リサイクルプラザ 

山口市阿知須清掃センター 

山口市小郡資源物ストックヤード（鍛治畑不燃物埋立処分場内） 

山口市青江ストックヤード（青江一般廃棄物最終処分場内） 

山口市阿東クリーンセンター 

山口市各地域資源物ステーション 

山口市各地域交流センター及び各分館その他市の指定場所 
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（３）収集及び処分しないごみ 

区分 品目例 排出方法 

有害性のあるもの 
バッテリー、農薬、在宅医療に伴い排出され

る注射針、有害ガスを発生するもの等 
販売店等に引き取ってもらい、当該店

が適正に処分すること 

注射針等の感染性の恐れのあるもの

は、医療機関等に持ち込み、感染性廃

棄物として処理すること 

その他については、産業廃棄物として

処理すること 

危険性のあるもの プロパンガスボンベ等 

引火性のあるもの 火薬類、ガソリン、灯油、廃油等 

著しく悪臭を発生する

もの 
汚物類 

便槽、浄化槽又は下水道に投入するこ

と 

特別管理一般廃棄物 
医療機関等から排出される血液等が付着した

包帯、ガーゼ等感染性のあるもの 
排出者において、適正に処分すること 

特定家庭用機器廃棄物 
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯

機・衣類乾燥機 

家電リサイクル制度により、適正に処

分すること 

処理が著しく困難であ

り、処理施設の機能に

支障を生じるもの 

可燃ごみ（可燃性粗大ごみを除く）のうち、

破砕機使用の場合、直径 5cm×長さ 2ｍを超

過するもの、また破砕機を使用しない場合、

直径5cm×長さ50cmを超過するもの 本市受入基準を満たすよう、加工して

持ち込むか、民間処理業者により、適

正に処分すること 

不燃ごみ（不燃性粗大ごみ及び金属・小型家

電製品を除く）のうち、縦 1.4ｍ×横 1.8ｍ

×高さ0.9ｍを超過する工作物及び製品 

ピアノや金庫等の著しく重いものや大きいも

の、タイヤ等 

販売店等に引き取ってもらい、当該店

が適正に処分すること 

オートバイ、原動機付自転車等 
二輪車リサイクル制度により、適正に

処分すること 

消火器 
廃消火器リサイクル制度により、適正

に処分すること 

その他（塗料・エンジン・合わせガラス・Ｆ

ＲＰ・フロンガスを含むもの・排水処理施設

の活性炭等） 

民間処理業者等により、適正に処分す

ること 
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４ 中間処理計画 

資源物は、山口市リサイクルプラザ、山口市小郡資源物ストックヤード及び山口市阿東クリーンセン 

ターで選別・圧縮・梱包を行います。可燃ごみは、山口市清掃工場で焼却します。 

また、不燃ごみや粗大ごみは、山口市不燃物中間処理センターで破砕選別を行い、金属類を資源化す 

ることにより、最終処分量を縮減します。 

 

 名称 所在地 処理能力 
運営 

主体 

資 

源 

化 

施 

設 

山口市 

リサイクルプラザ 
山口市大内御堀10489番地8 

缶 

ペット 

その他プラ 

1.1t/h 

0.3t/h 

2.5t/h 

市 

山口市 

小郡資源物ストックヤード 
山口市小郡上郷1175番地 ペット 0.3t/h 市 

山口市 

阿東クリーンセンター 
山口市阿東生雲東分11119番地 缶 0.48t/h 市 

焼 

却 

施 

設 

山口市清掃工場 山口市大内御堀496番地 可燃  220ｔ/24h 市 

破 

砕 

選 

別 

山口市不燃物中間 

処理センター 
山口市宮野下11782番地1 

不燃  

可燃粗大  

不燃粗大  

40t/5h 

5t/5h 

5t/5h 

市 

 

 

 



 

 - 19 - 

５ 最終処分計画 

直接埋立や中間処理後の不燃物は、次の各最終処分場の埋立条件や処理方式に基づき処分します。なお、

山口市神田一般廃棄物最終処分場は、平成２７年３月３１日に埋立終了しました。 

（単位：ｍ３） 

名称 所在地 
埋立 

対象物 

浸出水 

処理設備 
埋立容量 残余容量 

山口市鍛治畑不燃物 

埋立処分場 

山口市小郡上郷 

10596番地55 

不燃ごみ 

地区清掃土砂 

返却異物 

有 66,000 36,983 

山口市青江一般廃棄物 

最終処分場 

山口市秋穂東 

3465番地 

安定品目 

地区清掃土砂 
無 225,505 39,056 

山口市岡山最終処分場 
山口市阿知須 

10649番地43 
地区清掃土砂 有 4,614 338 

山口市阿東一般廃棄物 

最終処分場 

山口市阿東蔵目喜 

10867番地 

不燃ごみ 

返却異物 
有 26,000 10,087 

山口市大浦一般廃棄物 

最終処分場 

山口市江崎 

1279番地2 
破砕残渣 有 28,000 22,744 

※残余容量は、令和2年3月末現在 
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６ 一般廃棄物処理業許可に関する計画 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第５項第２号及び同条第１０項第

２号の規定により、一般廃棄物処理業許可に関する計画を次のとおり定めます。 

 

（１） 一般廃棄物収集運搬許可 

事業系ごみの収集運搬は、現行の収集運搬許可業者による能力で十分に対応することができると判断

されます。 

従って、平成２７年１０月１日から次の許可内容以外の新規許可については、現在の収集運搬業許可 

業者が適正な収集運搬を実施できる能力を有している限りにおいて、新規許可は行っていません。 

① 国又は地方公共団体等の委託を受けて行う道路、河川、施設等の清掃並びに維持管理に伴うもの

及び建設業に関連して委託を受けるものに限る。 

② 一般廃棄物のうち、木くず、草及び動植物性残渣に限る。 

③ 現在の収集運搬許可業者の能力で運搬が困難な品目に限る。 

 

（２） 一般廃棄物処分業許可 

市及び処分業許可業者が、市内で発生する廃棄物を適正に処分できる能力を有している限りにおいて、

平成２７年１０月１日から原則新規の許可は行っていません。ただし、新たに資源化の推進に寄与する

もの及び市が指定する処理困難物等で既存の処分業許可業者において当該廃棄物の処分ができない品目

については、品目を限定し、新規に許可します。 

 

（３） 許可更新等 

適正に収集運搬業務及び処分業務が行えること及び条例等で定められた義務を怠っていないことを許

可更新の条件とします。また、許可更新及び許可の変更届出時において、収集運搬車両の増車等につい

ては、原則認めないこととします。 
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第３章 生活排水処理実施計画 

 

１ 生活排水処理計画 

 公共下水道事業、農業･漁業集落排水事業の整備の推進及び合併処理浄化槽設置整備事業の促進により、雑

排水未処理世帯の水洗化に努めます。 

  

（１）汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率 

（単位：人） 

項目 元年度（実績） 3年度（計画） 4年度（見込） 5年度（見込） 

行政区域内人口 190,368 187,816 186,939 186,062 

汚水衛生処理人口 175,642 174,239 173,890 173,535 

汚水衛生処理率 92.3% 92.8% 93.0% 93.3% 

 

 

（２）し尿及び生活雑排水処理施設 

① 公共下水道処理施設 

名称 所在地 処理開始 計画処理能力 

山口浄化センター 山口市黒川８番地 昭和 56 年 12 月 50,000ｍ3/日 

小郡浄化センター※ 
山口市小郡令和二丁目 2 番

1 号 
昭和 57 年 4 月 13,000ｍ3/日 

秋穂浄化センター 山口市秋穂西 2650 番地 平成 17 年 4 月 
2,000ｍ3/日 

(漁業集落排水を含む) 

川西浄化センター 山口市深溝 1247 番地 平成 20 年 6 月 
2,850ｍ3/日 

(農業集落排水を含む) 

阿知須浄化センター 山口市阿知須 509 番地 9 平成 7 年 3 月 5,300ｍ3/日 

※小郡浄化センターは高級処理の処理開始年（中級処理開始は昭和 42年 8月） 
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② 農業・漁業集落排水処理施設 

名称 所在地 処理開始 処理能力 

仁保下郷地区排水処理場 山口市仁保下郷1907番地 平成 8年 4月 468ｍ3/日 

名田島地区排水処理場 山口市名田島 2953番地 5 平成 10年 11月 746ｍ3/日 

仁保上・中郷地区排水処理場 山口市仁保下郷3039番地 1､2 平成 12年 10月 816ｍ3/日 

二島東・宮之旦地区排水処理場 山口市秋穂二島7952番地１ 平成 16年 10月 168ｍ3/日 

秋穂西地区排水処理場 山口市秋穂東 6864番地 1 平成 4年 4月 416ｍ3/日 

大海地区排水処理場 山口市秋穂東 2463番地 2 平成 7年 9月 324ｍ3/日 

島地浄化センター 山口市徳地島地1478番地 1 平成 6年 5月 373ｍ3/日 

 

（３） 合併処理浄化槽整備 

合併処理浄化槽設置整備推進事業における設置補助基数の見込みは、以下のとおりです。 

（単位：基） 

区分 元年度（実績） 3年度（計画） 4年度（見込） 5年度（見込） 

５人槽 

７人槽 

10人槽 

89  

43  

    3  

102  

49  

4  

105 

50  

5  

108  

51  

     6 

合計 135  155  160  165  
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２ し尿及び浄化槽汚泥処理計画 

 

（１） 収集運搬計画 

     し尿及び浄化槽汚泥については、許可業者による収集運搬を行うこととし、市の施設(徳地地域 

は防府市に委託)で全量を衛生的に処分します。 

 

一般廃棄物の種類 収集方法 収集回数 収集方法 主な搬入先 

し尿 定期 月１回 
戸別収集 

(別紙の許可業者) 

山口市 

環境センター 

浄化槽汚泥 清掃時 年１回以上 
戸別収集 

(別紙の許可業者) 

山口市 

環境センター 

 

（２）中間処理計画 

収集したし尿及び浄化槽汚泥は、山口市環境センターでし渣（ごみ等）や油脂を取り除く前処理 

を行います。 

浄化槽汚泥は、油脂分離設備で汚泥とろ液に分離し、汚泥はセメント原料化により全量を再資源 

化します。 

ろ液は、し尿と混合・希釈し、下水道終末処理場の山口浄化センターへ圧送し、下水道の汚水と 

あわせて共同処理を行っています。 

 

施設名 所在地 処理開始 処理方式 処理能力 

山口市 

環境センター 

山口市小郡 

上郷12200番地 

昭和56年10月 

平成28年4月から 

共同処理開始 

共同処理 

(前処理＋下水施設圧送) 
525㎥/日 

※徳地地域のし尿及び浄化槽汚泥については、防府市の施設で処分 
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別紙１ し尿及び浄化槽汚泥に係る収集運搬許可業者 

許可業者 所在地 収集区分 許可区域 

有限会社 

阿知須公益社 

山口市阿知須9005

番地4 

し尿 

浄化槽汚泥 
旧阿知須町区域内 

有限会社 

小郡衛生秋穂社 

山口市秋穂東6897

番地 

し尿 
秋穂二島地区、旧小郡町及び旧秋穂町

区域内 

浄化槽汚泥 
旧山口市、旧小郡町及び旧秋穂町区域

内 

有限会社 

小郡環境メンテナンス 

山口市阿知須1465

番地 
浄化槽汚泥 旧小郡町区域内 

株式会社 

吉南環境テクニカル 

サービス 

山口市佐山3691番

地1 

し尿 
佐山地区、旧小郡町及び旧秋穂町区域

内 

浄化槽汚泥 
旧山口市、旧小郡町及び旧秋穂町区域

内 

株式会社 

小郡衛生公社 

山口市小郡下郷869

番地2 

し尿 陶地区、旧小郡町区域内 

浄化槽汚泥 旧山口市、旧小郡町区域内 

株式会社 

富士企業 

山口市惣太夫町9番

24号 

し尿 

県道宮野大歳線を境に北側の大殿・白

石・湯田・吉敷・大歳地区、宮野・仁

保・名田島・鋳銭司地区、9・10・11

区を除く小鯖地区、宮島町を除く大内

地区及び旧阿東町区域の篠生・地福地

区内 

浄化槽汚泥 旧山口市及び旧阿東町区域内 

株式会社 

ホーエー 

防府市大字新田374

番地 

し尿 

浄化槽汚泥 
旧徳地町区域内 

防府環境設備 

株式会社 

防府市大字新田375

番地 

し尿 

浄化槽汚泥 
旧徳地町区域内 

株式会社 

山口公衆衛生協会 

山口市富田原町1番

35号 

し尿 

県道宮野大歳線を境に南側の大殿・白

石・湯田・吉敷・大歳地区、平川・嘉

川地区、小鯖地区の9・10・11区、大

内地区の宮島町、旧秋穂町区域及び旧

阿東町区域の生雲・徳佐・嘉年地区内 

浄化槽汚泥 
旧山口市、旧秋穂町及び旧阿東町区域

内 

※旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿知須町及び旧徳地町の区域は平成17年9月30日における市又は町の 

 区域とし、旧阿東町の区域は平成22年1月15日における町の区域とする。 
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別紙２ 浄化槽清掃業許可業者 

許可業者 所在地 区分 許可区域 

有限会社 

阿知須公益社 
山口市阿知須9005番地4 浄化槽清掃 旧阿知須町区域内 

有限会社 

小郡衛生秋穂社 
山口市秋穂東6897番地 浄化槽清掃 

旧山口市、旧小郡町及び

旧秋穂町区域内 

有限会社 

小郡環境メンテナンス 
山口市阿知須1465番地 浄化槽清掃 旧小郡町区域内 

株式会社 

吉南環境テクニカル 

サービス 

山口市佐山3691番地1 浄化槽清掃 
旧山口市、旧小郡町及び

旧秋穂町区域内 

株式会社 

小郡衛生公社 
山口市小郡下郷869番地2 浄化槽清掃 

旧山口市、旧小郡町区域

内 

株式会社 

富士企業 
山口市惣太夫町9番24号 浄化槽清掃 

旧山口市及び旧阿東町区

域内 

株式会社 

ホーエー 
防府市大字新田374番地 浄化槽清掃 旧徳地町区域内 

防府環境設備 

株式会社 
防府市大字新田375番地 浄化槽清掃 旧徳地町区域内 

株式会社 

山口公衆衛生協会 
山口市富田原町1番35号 浄化槽清掃 

旧山口市、旧秋穂町及び

旧阿東町区域内 

※旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿知須町及び旧徳地町の区域は平成17年9月30日における市又は町の 

  区域とし、旧阿東町の区域は平成22年1月15日における町の区域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※事務事業の内容については巻末資料を参照】 
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１．「ごみ処理実施計画」に関連する主要な事務事業 

    一般廃棄物処理基本計画に掲げる目標を達成するための具体的な事務事業については下記のとおりです。 

事務事業名 内 容 事 務 事 業 が 

貢献する施策 

ア 地球温暖化防止普及啓発事業 山口市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基

づき、国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」の周知

啓発を通じて、市域における温暖化対策に資する取

組を促進します。 

山口市地球温暖化対策地域協議会（温暖化とめる

っちゃネットワークやまぐち）と連携するなど、地

球温暖化対策に向けた積極的な実践活動の推進を図

ります。 

子どもから大人まで幅広い年齢層を対象とした、

環境に関する講座等を開催します。 

1)-(1)-② 

1)-(1)-③ 

1)-(2)-① 

1)-(2)-② 

イ 海洋プラスチックごみ対策推進

事業 

プラスチックごみの削減につながる新たなライフ

スタイルへの転換のきっかけとなるよう、市民や事

業者等を対象としたキャンペーンを実施します。 

イベント等の開催にあたり発生する使い捨てプラ

スチックを削減するため、市や企業、地域等が開催

する各種イベント等の環境配慮型への転換を支援し

ます。 

1)-(1)-② 

3)-(6)-① 

ウ スマートエネルギー推進事業 自立・分散型エネルギーシステムの普及促進に向

け、まずは清掃工場で発電した余剰電力を市公共施

設へ送電して利用するなど、再生可能エネルギーで

ある廃棄物エネルギーの更なる有効活用方法につい

て具体的な検討を行い、本市にふさわしい取組を進

めていきます。 

2)-(2)-① 

エ エコフレンドリーオフィス推進

事業 

「第二次エコフレンドリーオフィスプラン（山口

市地球温暖化対策実行計画（事務事業編））」を着

実に実行していくことで、市役所の事務事業から発

生する温室効果ガス排出量の削減に取り組みます。 

市公共施設への緑のカーテンの設置促進や、エコ

ドライブ実践アピールなど、市役所の率先垂範によ

り、市民や事業者の取組機運の醸成につなげます。 

中小事業者の環境マネジメントシステム構築支援

として、環境省のガイドラインに基づく認証・登録

制度であるＥＡ２１（エコアクション２１）の認証

取得支援を行います。 

1)-(2)-② 

1)-(2)-③ 

参考資料 
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オ 環境保全事務 環境に関するポータルサイト「やまぐちエコポー

タル」、公式ＳＮＳを活用した情報発信を行いま

す。 

1)-(1)-① 

カ 衛生対策事業 不法投棄防止については、市報に啓発記事を掲載

するとともに、環境美化協力員による不法投棄等パ

トロールを実施します。 

浄化槽の適正管理に関して、啓発を行うととも

に、浄化槽法定検査受検に関する指導等を実施しま

す。 

3)-(6)-② 

キ 環境衛生処理事業 クリーンキャンペーンの実施、地区清掃により発

生した廃棄物及び不法投棄物の回収・処分を行いま

す。 

3)-(6)-① 

 

ク 一般廃棄物処理基本計画の策

定・推進業務 

平成３０年３月に策定した本市一般廃棄物処理基

本計画の中間見直しを進めます。山口市の一般廃棄

物処理における課題を洗い出し、今後の発生見込み

量と減量目標の見直しを行うとともに、分別排出の

徹底と適正処理を進めることによりごみの減量化を

図ります。   

3)-(2)-① 

3)-(4)-① 

3)-(4)-② 

3)-(5)-① 

 

ケ ごみ減量化・資源化啓発事業 ごみの減量化や資源化についての情報提供、啓発

を行います。具体的には、ごみ資源収集カレンダー

の全戸配布のほか、ごみ分別アプリ、ＬＩＮＥ等に

よる情報提供、ごみ情報ダイヤルの問い合わせへの

対応等を行います。 

1)-(1)-① 

1)-(1)-② 

1)-(2)-① 

1)-(2)-② 

1)-(2)-③ 

2)-(1)-① 

3)-(3)-① 

3)-(6)-② 

コ 小学校環境問題啓発事業 山口市のごみの減量や処理方法についてわかりや

すく解説した環境副読本『あいらぶ山口』を作成

し、市内小学４年生に教材として配布します。 

1)-(1)-③ 

サ 資源物分別事業 分別収集された資源物や拠点回収品目等を業者に

売払い又は委託処理をします。 

令和３年度は金属・小型家電製品の選別のための

ストックヤードを整備します。 

 

1)-(2)-① 

1)-(2)-③ 

2)-(1)-① 

2)-(1)-② 

2)-(2)-① 

3)-(1)-① 

3)-(2)-② 

3)-(3)-② 

3)-(4)-① 
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シ 資源物拠点回収施設設置事業 年末清掃の時期に、吉敷、平川の２箇所におい

て、臨時資源物ステーションを設置します。 

また資源物ステーションの移設工事として、令和

３年度は小郡資源物ステーションの移設工事を行い

ます。 

2)-(1)-① 

3)-(3)-③ 

ス 資源物拠点回収施設管理業務 資源物ステーション等の維持管理を行います。 2)-(1)-① 

セ 民間協働型資源物ステーション

設置モデル事業 

市民の利便性の向上及び資源回収量の拡大を図る

ため、スーパーマーケット等の駐車場等の利用しや

すい場所に資源物の回収拠点を設置し、管理運営を

行う事業者に対し、補助金を交付します。 

1)-(2)-② 

2)-(1)-① 

3)-(3)-③ 

ソ つくし推進事業 営利を目的としない各種団体が行う自主的な資源

回収に対し、回収量に応じた奨励金を交付します。 

1)-(2)-① 

2)-(1)-① 

タ リサイクルプラザ管理運営業務 リサイクルプラザの維持管理を行います。啓発部

門では、リサイクルに関する学習活動等の推進、自

転車・家具の再生販売、風呂を提供します。資源化

部門として資源物の受入、中間処理を行うほか、施

設の更新を行います。 

1)-(1)-② 

1)-(1)-③ 

1)-(2)-① 

1)-(2)-③ 

2)-(1)-① 

3)-(3)-② 

チ 再資源化推進事業 リサイクルプラザの啓発事業としてやまぐちエコ

倶楽部に委託して、ごみの減量、リサイクルの促

進、環境問題等に関する情報提供、体験講座、フリ

ーマーケット）等を行います。 

またエコパークまつりを開催します。 

1)-(1)-② 

1)-(1)-③ 

1)-(2)-① 

ツ 一般廃棄物処理業等許可事務 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条及び浄

化槽法第３５条に基づき、業の許可を求める事業者

からの申請を審査し、許可を行います。 

2)-(1)-② 

テ 山口市可燃ごみ指定収集袋事業 市民から家庭系可燃ごみ収集処理手数料を徴収す

るため、手数料と引き換えに渡す可燃ごみ指定収集

袋の製造・保管・配送を行います。また、取扱い店

舗に手数料の収納委託をします。 

1)-(2)-③ 

3)-(2)-② 

3)-(4)-② 

ト 事業系ごみ削減対策推進事業 事業系ごみの減量、削減のために、各事業者に対

して啓発・指導等を行います。また事業用大規模建

築物関係者に対して、廃棄物の減量、適正処理のた

めの計画の提出を促し、必要に応じて指導を行いま

す。 

1)-(1)-② 

1)-(2)-② 

2)-(1)-② 

3)-(1)-② 

3)-(3)-① 

ナ 生ごみ処理対策推進事業 市民が家庭から出る生ごみを処理するため、生ご

み処理機等を購入した場合、購入金額の２分の１の

補助金を交付します。 

1)-(1)-② 

1)-(2)-① 

2)-(1)-① 
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ニ 清掃工場管理運営業務 運転管理基準に基づいた適正な焼却処理が行われ

るように運転管理業務をモニタリングするととも

に、施設が正常な能力を発揮できるよう整備を実施

します。   

2)-(2)-① 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

 

ヌ 中間処理センター管理業務 不燃物中間処理センターに搬入される不燃ごみを

破砕・選別して、資源物(鉄・アルミ)を回収しま

す。 

資源物回収に支障が生じないよう、施設・設備の

点検及び必要な整備補修を実施するとともに、施

設・設備の長寿命化に向けた整備・更新を計画的に

進めていきます。 

2)-(1)-① 

2)-(2)-① 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

 

ネ 環境センター管理事業 し尿・浄化槽汚泥を油脂分離装置等で前処理した

後、近接する下水処理施設(山口浄化センター)への

圧送により、下水との共同処理を行います。 

し尿・浄化槽汚泥処理に支障が生じないよう、施

設・設備の点検及び必要な整備補修を実施するとと

もに、施設・設備の長寿命化に向けた整備・更新を

計画的に進めていきます。 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

ノ 大浦最終処分場管理業務 大浦一般廃棄物最終処分場の維持管理として、定

期的な残余容量測定、浸出水処理施設等の点検及び

必要に応じた修繕、周辺環境のモニタリング等を継

続して実施します。 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

ハ 一般廃棄物最終処分場管理業務 神田一般廃棄物最終処分場等の維持管理として、

浸出水処理施設等の点検、必要に応じた修繕、周辺

環境のモニタリング等を継続して実施します。 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

ヒ 小郡最終処分場管理業務 鍛治畑不燃物埋立処分場の維持管理として、廃棄

物の搬入管理及び定期的な残余容量測定、浸出水処

理施設等の点検及び必要に応じた修繕、周辺環境の

モニタリングを継続して実施します。 

 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

フ 秋穂最終処分場管理業務 青江一般廃棄物最終処分場の維持管理として、廃

棄物の搬入管理、定期的な残余容量測定、施設の点

検及び必要に応じた修繕、周辺環境のモニタリング

等を継続して実施します。 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

ヘ 阿知須最終処分場管理業務 岡山最終処分最場の維持管理として、廃棄物の搬

入管理、施設の点検及び必要に応じた修繕、周辺環

境のモニタリング等を継続して実施するとともに、

閉鎖に向けた準備を進めていきます。 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 
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ホ 阿東最終処分場管理業務 阿東一般廃棄物最終処分場の維持管理として、廃

棄物の搬入管理及び定期的な残余容量測定、浸出水

処理施設等の点検及び必要に応じた修繕、周辺環境

のモニタリングを継続して実施します。 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

マ 搬入物適正化事業 山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１４

条第１項の規定に基づき、市の処理施設で廃棄物を

処理しようとする事業者に対し、事業系一般廃棄物

搬入許可証を交付し、排出者責任を明確化します。 

また、清掃工場に搬入される廃棄物への資源化・焼

却不適物の混入をなくすとともに、廃棄物の適正処

理に向けた事業者啓発を目的として、搬入物検査機

を使用した搬入物検査及び検査員による分別指導を

継続して実施します。   

1)-(1)-② 

1)-(2)-② 

2)-(1)-② 

3)-(1)-② 

3)-(3)-① 

ミ ごみ収集運搬業務 収集運搬業務を安全で円滑に行うことを前提とし

てごみ・資源物についてより効率的な収集運搬を行

います。また、収集運搬に必要不可欠なじん芥収集

車が、車両運行に関する各種法令を遵守しながら常

に万全の状態を維持できるよう管理します。 

1)-(1)-② 

1)-(1)-③ 

3)-(2)-② 

3)-(3)-① 

 

ム じん芥収集車整備事業 年次更新計画により、じん芥収集車を購入しま

す。 

3)-(4)-① 

メ ごみ集積施設整備事業 一般家庭から排出される、一般廃棄物の集積場所

の美化及び収集業務の効率化を図るため、ごみ集積

施設を整備する自治会に対して補助金を交付しま

す。 

3)-(3)-① 

モ 阿知須清掃センター管理業務 阿知須清掃センターの維持管理として、市民が排

出する可燃ごみ、不燃ごみ、資源物の搬入受付を行

います。また、資源物の処理及び運搬、可燃ごみ及

び不燃ごみを処理するため、市の処理施設へ運搬を

行います。   

 

3)-(3)-① 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 

3)-(4)-① 

ヤ 阿東クリーンセンター管理業務 阿東クリーンセンターの維持管理として、市民が

排出する可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみの搬入受付

を行います。また、資源物、可燃物、不燃物の処理

及び運搬を行います。 

3)-(3)-① 

3)-(3)-② 

3)-(3)-③ 
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２．「生活排水処理実施計画」に関連する主要な事務事業 

    一般廃棄物処理基本計画に掲げる目標を達成するための具体的な事務事業については下記のとおりです。 

事務事業名 内 容 

ア 公共下水道事業 

 

将来にわたって安定した下水道サービスを提供するため

「山口市公共下水道事業経営戦略」に基づき、引き続き未普

及地域の解消、老朽化した施設の改築や耐震化などの取り組

みを進めます。 

イ 農業集落排水事業 

 

「山口市集落排水事業経営戦略」に基づき、安定した汚水

処理を持続するため、施設の適切な維持管理を行います。 

ウ 漁業集落排水事業 

 

「山口市集落排水事業経営戦略」に基づき、安定した汚水

処理を持続するため、施設の適切な維持管理を行います。 

エ 合併処理浄化槽設置助成事業 

 

 

公共下水道事業計画区域外において、専用住宅に合併処理

浄化槽を設置する個人に対して設置費用の一部を助成しま

す。 

オ テクノパーク排水施設維持管理業務 

 

管路施設の適切な維持管理を継続的に実施し、機能確保を

図ります。 

カ テクノパーク処理場維持管理業務 

 

 

テクノパークにおける企業排水は、放流先河川（由良川）

への環境負荷を低減するため、礫間処理施設で二次処理を行

い放流しています。 

礫間処理施設の機能に支障が生じないよう、点検及び必要

な修繕を行うとともに、放流水質のモニタリングを継続して

実施します。 

キ 山口物流産業団地排水施設維持管理業務 

 

管路施設の適切な維持管理を継続的に実施し、機能確保を

図ります。 

ク 山口物流産業団地処理場維持管理業務 

 

 

山口物流産業団地における企業排水は、放流先河川（矢石

川）への環境負荷を低減するため、礫間処理施設で二次処理

を行い放流しています。 

礫間処理施設の機能に支障が生じないよう、点検及び必要

な修繕を行うとともに、放流水質のモニタリングを継続して

実施します。 

ケ 佐山ハビテーション排水処理施設管渠維

持管理業務 

管路施設の適切な維持管理を継続的に実施し、機能確保を

図ります。 

コ 佐山ハビテーション排水処理施設処理場

維持管理業務 

佐山ハビテーションにおける生活排水は、集中浄化槽で処

理した後に土路石川へ放流しています。 

集中浄化槽の機能に支障が生じないよう、点検及び必要な

修繕を行うとともに、放流水質のモニタリングを継続して実

施します。 
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サ 環境センター管理事業 

 

 

し尿・浄化槽汚泥を油脂分離装置等で前処理した後、近接

する下水処理施設(山口浄化センター)への圧送により、下水

との共同処理を行います。 

し尿・浄化槽汚泥処理に支障が生じないよう、施設・設備

の点検及び必要な整備補修を実施するとともに、施設・設備

の長寿命化に向けた整備・更新を計画的に進めていきます。 

シ 衛生対策事業 

 

浄化槽の適正管理に関して、啓発を行うとともに、浄化槽

法定検査受検に関する指導等を実施します。 

ス 環境保全活動推進事業 多様な主体の参加による自然共生社会実現に向けた環境保

全活動を推進することを目的に、実際に市民が自然とふれあ

う機会をつくり、必要な情報提供を行います。体験型環境学

習としては、水辺の教室や野鳥の教室などを開催します。 

 


