
 第３章 ごみ減量に向けての現状と課題      

１ 名古屋市第５次一般廃棄物処理基本計画

本市のごみ処理が埋立・焼却の両面で限界に達し、「ごみ非常事態」を迎えるという状況のなか、

市民・事業者との協働による分別・リサイクルの取り組みを進め、大幅なごみ減量を達成するこ

とができました。その後も、ごみ処理量は大きなリバウンドもなく緩やかに減少し、「ごみ非常事

態」を脱し、名古屋に分別文化が根付いたと言われるまでになりました。 

 しかしながら、平成23年度に実施した容器包装以外のプラスチック製品の分別区分変更以降、

プラスチック製・紙製容器包装の資源分別率が低下し、ごみ処理量は平成 22 年度以降横ばいの

状況となるなど、さらなる取り組みの推進が必要となっています。 

こうした状況を踏まえ、平成 28 年 3 月に第 5 次一般廃棄物処理基本計画（計画期間：平成

28年度～平成40年度（令和10年度））を策定しました。 

（１）基本理念 

平成11年 2月の「ごみ非常事態宣言」以降の大幅なごみ減量を達成する原動力となった市民・

事業者の皆様との協働をベースに、市民・事業者・行政が共に学び、共に行動することで３R の

取り組みを推進します。 

環境にも配慮しながら安定的かつ効率的な施設整備に努め、持続可能な循環型都市「廃棄物な

どの発生抑制がすすみ、資源が無駄なく利活用され、環境への負荷が最小限に抑えられているま

ち」をめざします。

めざすまちの姿 

廃棄物などの発生抑制がすすみ、資源が無駄なく利活用され、 

環境への負荷が最小限に抑えられている 

ごみ非常事態宣言以降の大幅なごみ減量を支えた 

市民・事業者との協働による「分別文化」 

第５次一般廃棄物処理基本計画 

基本理念 

市民・事業者・行政が共に学び、共に行動し、 

持続可能な循環型都市をめざします。 

基本方針1  協働 

基本方針２  ２Ｒの推進 

基本方針３  分別・リサイクルの推進 

基本方針４  環境に配慮した施設整備 
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（２）基本方針 

  「なごやの環境」を持続可能な状態で次世代に引き継いでいくため、名古屋の財産で

ある市民・事業者との協働をベースに、ごみ減量の取り組みを進めます。 

  「もったいない」という意識の啓発に努め、消費者の選択という行動を通して２Ｒ（「発

生抑制（リデュース）」「再使用（リユース）」）の取り組みを進め、天然資源の使用削減を

めざします。 

  「ごみ非常事態宣言」以降の大幅なごみ減量を支えた「名古屋の分別文化」を今後も継

承し、さらなるごみ減量に挑戦します。 

   環境負荷を低減するため、焼却灰の資源化や発電効率の向上に取り組みつつ、老朽化

が進む工場について大規模改修や設備更新等により安定的な処理体制を確保し、計画的

な施設整備を行います。 

   また、愛岐処分場を計画的に長寿命化することや、新規処分場についての検討を行う

こと等により、長期的かつ安定的な埋立処分場の確保を図ります。 

（３）主な目標値 

①  協働          ～３Ｒの取り組みを支える持続可能な仕組みづくり～

②  ２Ｒの推進       ～「もったいない」の心でごみも資源も元から減らす～

③ 分別・リサイクルの推進 ～ごみも資源も分けて生かす～

④ 環境に配慮した施設整備 ～将来にわたり持続可能な処理・処分体制を確保する～

容器包装、古紙、生ごみの発生抑制を図り、 

９５万トン（令和１０年度潜在排出量）   令和１０年度 ９１万トン
総排出量 

家庭系では容器包装、衣類・布類、雑がみ、事業系では古紙、生ごみの資源化を進め、

３１万トン（平成26年度）        令和１０年度 ３９万トン
資源分別量 

発生抑制、分別徹底により、

６２万トン（平成26年度）        令和１０年度 ５２万トン※
ごみ処理量 

ごみ処理量の削減や焼却灰等の資源化により、

４.９万トン（平成26年度）        令和１０年度 １.５万トン※
埋立量 

※ 法整備により拡大生産者責任の徹底がなされない場合、ごみ処理量は 56万トン、埋立量は 2.0万トンとなる。 
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（４）品目別の主な取り組み内容

区分 家 庭 系 事 業 系 

☆名古屋ルール運動の展開 

・レジ袋有料化の推進 

・簡易包装商品の購入を促進する仕組みづくり 

☆消費者・事業者の自主的な行動の促進

★２R 推進のための社会経済システムの構築

・法整備による拡大生産者責任の徹底 

☆市民の分別徹底

・対象者を絞った集中的な広報・啓発 

・分別指導体制の強化 

★リサイクル推進のための社会経済システムの構築

・法整備による拡大生産者責任の徹底 

  （素材別リサイクルの追求）

☆事業者の自主的な行動の促進

★２R 推進のための社会経済システムの構築 

・法整備による拡大生産者責任の徹底 

☆事業者の分別徹底 

・事業系廃棄物の減量を促進する立ち入り調査の実施

・事業系ごみ排出実態の把握による啓発・指導 

・分別・リサイクルに係る中小事業者への重点 

的な啓発 

★リサイクル推進のための社会経済システムの構築

・法整備による拡大生産者責任の徹底 

  (事業所から排出される容器包装の資源化ルートの確立)

☆消費者の自主的な行動の促進

☆市民の分別徹底

・対象者を絞った集中的な広報・啓発

☆事業者の自主的な行動の促進

・事業系廃棄物の減量を促進する立ち入り調査の実施

・２Ｒに係る中小事業者への重点的な啓発 

☆事業者の分別徹底

・事業系廃棄物の減量を促進する立ち入り調査の実施

・事業系ごみ排出実態の把握による啓発・指導 

・分別・リサイクルに係る中小事業者への重点 

的な啓発 

分別・リサイクルの推進 

２Ｒの推進 

＜資源分別率 H26⇒R10（目標）＞ 

プラスチック製容器包装 47％→70％ 

紙製容器包装       34％→70％ 

びん・缶・ペットボトル   90％超を維持

分別・リサイクルの推進 

２Ｒの推進 

＜資源分別率 H26⇒R10（目標）＞ 

雑がみ            11％→40％ 

新聞・雑誌・段ボール   85％を維持

分別・リサイクルの推進 

２Ｒの推進 

＜資源分別率 H26⇒R10（目標）＞ 

びん・缶・ペットボトル   90％超を維持

分別・リサイクルの推進 

２Ｒの推進 

10％削減 10％削減 

＜資源分別率 H26⇒R10（目標）＞ 

資源化可能な紙類   70％→80％

10％削減  5％削減 

容

器

包

装

古

紙
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区分 家 庭 系 事 業 系 

☆消費者の自主的な行動の促進

・生ごみ発生抑制のための「3 ない運動」、「ギュ 

ッと水切り・ひとしぼり運動」の推進 

・生ごみ堆肥化の促進 

☆事業者の自主的な行動の促進

・飲食店等と連携した食品ロス削減のための仕 

組みづくり 

☆事業者の分別徹底 

・事業系廃棄物の減量を促進する立ち入り調査の実施

・事業系ごみ排出実態の把握による啓発・指導 

・分別・リサイクルに係る中小事業者への重点 

的な啓発 

衣類・布類 

☆市民の分別徹底 

・衣類・布類の資源化の促進 

小型家電・食用油 

☆限りある資源の有効活用 

・小型家電リサイクルの推進 

・食用油リサイクルの推進 

プラスチック類 

★リサイクル推進のための社会経済システムの構築

・法整備による拡大生産者責任の徹底 

（非容器包装プラスチックの資源化ルートの確立）

その他 

☆限りある資源の有効活用 

・資源化困難とされている品目の資源化に向けた検討

その他 

☆限りある資源の有効活用 

・資源化困難とされている品目の資源化に向けた検討

２Ｒの推進 

分別・リサイクルの推進 

２Ｒの推進 

＜資源分別率 H26⇒R10（目標）＞ 

生ごみ          34％→50％

5％削減 5％削減 

分別・リサイクルの推進 分別・リサイクルの推進 

＜資源分別率 H26⇒R10（目標）＞ 

衣類・布類        9％→40％

生

ご

み

そ

の

他

☆市民・事業者との協働による取り組み 

★拡大生産者責任の徹底（設計段階からの発生抑制促進などの法整備）

つくる責任 つかう責任 

大量生産・大量消費・大量廃棄から脱却し、限り

ある地球資源を持続可能とするためには、つくる

側・つかう側の責任が重要です。 

パートナーシップで目標を達成しよう

市民・事業者を含めた社会全体の協働に

より循環型社会の実現を目指します。 
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（５）進捗状況 

第５次一般廃棄物処理基本計画の数値目標と現状での進捗状況は次のとおりです。 

（単位：万トン） 

基 準 年 度 現 状 目 標 値 
＜参考＞ 

総合計画2023 
目 標 値 

和暦 

西暦 
年度 

（20'） 

H26 

（'14）

R３ 

（'21）

R10 

（'28） 

R5 

（'23） 

R12 

（'30） 

総 排 出 量 ９３ 

57 

36 

８2 

52 

30

９１ 

56 

35 

88 

－ 

－ 

87 

－ 

－ 

家 庭 系 

事 業 系 

資源分別量 ３１ 

15 

15 

２4 

11 

13

３９ 

20 

19 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

家 庭 系 

事 業 系 

ごみ処理量 ６２ 

<67> 

42 

20 

5８ 

<63> 

41 

17

５２※2

<57> 

37 

15 

58

<－> 

－ 

－ 

56

<－> 

－ 

－ 

＜市外分を含む場合＞

家 庭 系 

事 業 系 

焼却・溶融量※1 ６１ 

<66> 

5７ 

<62>

５２※2

<57> 

－

<－> 

－

<－> ＜市外分を含む場合＞

埋 立 量 4.9 

<5.2> 

4.6 

0.4 

１.9 

<2.3> 

1.5 

0.4

1.5※2

<1.8> 

1.2 

0.3 

2.1 

<－> 

－ 

－ 

2.0 

<－> 

－ 

－ 

＜市外分を含む場合＞

焼 却 灰 等 

不 燃 物 

CO２排出量 ２１ ２４ １２※2 － － 

資源分別率  ３３% 

 27% 

 43% 

29% 

 22% 

 43%

４３% 

 35% 

 56% 

－

－ 

－ 

－

－ 

－ 

家 庭 系 

事 業 系 

 ごみと資源を合わせた総排出量は、目標を上回る水準で発生抑制が進んでいます。 

 ごみ処理量は、目標に対して遅れが生じており、資源分別率が低下している状況となって

います。 

※ 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 

※1 焼却・溶融量は、ごみ処理量からごみ処理過程資源化量（金属等）と不燃物埋立量を除いたものである。 

※2 法整備により拡大生産者責任の徹底がなされない場合、ごみ処理量は 56万トン、焼却・溶融量は 56万トン、埋立量は 2.0

万トン、CO２排出量は 17万トンとなる。 
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２ ごみと資源の分別状況と今後の課題
令和3年度のごみ・資源の分別状況と今後の課題は図に示すとおりです。

家庭系 ごみ 40.9 資源 11.3 

古 紙 

(新聞･雑誌･ 

段ﾎﾞｰﾙ･雑がみ) 

4.0 5.5 

繊維製品(衣類・布類) 2.2 0.3

びん･缶･ペットボトル 0.2 2.5 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 
容器包装 

2.7 2.3 

紙製容器包装 1.9 0.6 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 2.3 

草木類 5.3 

生ごみ 11.0 

その他 

(資源化困難な

紙等) 

11.2 

事業系 ごみ 17.2 資源 12.9 

紙 類 

(新聞･雑誌･ 

段ﾎﾞｰﾙ･ 

雑がみ等) 

※資源化困難な

紙類を含む 

7.0 9.1 

びん･缶･ﾍﾟｯﾄボトル 0.2 0.8 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 4.6 

生ごみ 3.3 2.3 

その他 2.2 0.4 

（単位：万トン） 

今後の課題 <R3⇒R10(目標)> 

●古紙 

・対象者を絞った集中的な広報・啓発 

発生抑制 10%削減 

資源分別率 
雑がみ          9% ⇒ 40% 
新聞・雑誌・段ボール  80% ⇒ 85%

●容器包装 
・レジ袋有料化等の取り組み 
・簡易包装商品の購入を促進する仕組みづくり 
・法整備による拡大生産者責任の徹底 
・対象者を絞った集中的な広報・啓発 
・分別指導体制の強化 

●衣類・布類 
・衣類・布類の資源化の促進 

資源分別率    11%   ⇒   40%

発生抑制 10%削減 

資源分別率 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装  46% ⇒ 70% 
紙製容器包装     26% ⇒ 70% 
びん・缶・ペットボトル  91% ⇒ 90%超を維持 

●生ごみ 
・食品ロス削減の取り組み 
・生ごみ堆肥化の促進 
・生ごみの水切りの推進 

発生抑制  5%削減 

資源分別率 資源化可能な紙類 77% ⇒ 80%

資源分別率   41%   ⇒   50%

●生ごみ 

・
・
・事業系ごみ排出実態の把握による啓発・指導 
・

●容器包装 

・法整備による拡大生産者責任の徹底 
・
・事業系ごみ排出実態の把握による啓発・指導 
・

資源分別率  81％ ⇒ 90％ 

●古紙 

・
・事業系ごみ排出実態の把握による啓発・指導 
・

今後の課題 <R3⇒R10(目標)> 

発生抑制 10%削減 

発生抑制  5%削減 

発生抑制  5%削減 
0.3 

図 17 ごみと資源の分別状況と今後の課題 

図 17 ＜家庭系＞①ごみの内訳は、「家庭系ごみ細組成調査」により推計 

②資源の内訳は、市収集分と家庭系自主回収量の合計 

③紙製容器包装には紙パックを含む。 

④四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 

＜事業系＞①ごみの内訳は、「事業系ごみ細組成調査」により推計 

②資源の内訳は、事業用大規模建築物（延べ面積 3,000 ㎡以上）の減量計画書の集計をもとに推計 

③四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 
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 レジ袋の削減の取り組みを、他の容器包装削減や食品ロス削減の取り組みに発展させてい

くために、市民や事業者に対して、その必要性をより一層理解してもらうことが課題です。 

「もったいない＝必要なものを必要なだけつくる、買う」という意識の啓発に努め、

消費者の選択という行動を通して２Ｒの取り組みを進めていく必要があります。 

 家庭系では、プラスチック製容器包装、紙製容器包装は資源分別率が低下しているほか、

資源化が進んでいない雑がみ、衣類・布類の資源分別率の向上が課題です。 

 特に、学生や外国人等、市政の情報が伝わりにくい市民や、転出入が激しい共同住宅の居

住者等に分別ルールの定着を図る必要があります。 

 事業系では、資源化可能な紙類が、依然としてごみに多く含まれており、シュレッダー古

紙などの資源化を進めることが課題となっています。 

２Ｒの推進

分別・リサイクルの推進

収集車やごみ処理施設の       に繋がる恐れのある物の排出方法 

モバイルバッテリーなどの小型充電式電池や、スプレー

缶などの発火性危険物を資源や不燃ごみに出すと、収集

車や選別工場・破砕工場の火災の原因となります。 

（写真提供：独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE））

押しつぶされると火災と

なる恐れがあります！ 

中身を完全に使い切って、資源袋か透明・ 

中身の見える半透明の袋に入れてください。 

可燃ごみの日に出してください。 

(可燃ごみとは別にしてください) 

１ 

2 

スプレー缶 
使い捨てライター 
加熱式たばこ 
電子たばこ 
      …など 

小型充電式電池・モバイルバッテリーなど 
（ニカド電池・ニッケル水素電池・ 
リチウムイオン電池） 

アルカリ・マンガン乾電池 

「スリーアローマーク」 
が目印です 

ボタン電池 リチウム電池 

2 

１ 

３ 

透明・中身の見える半透明の袋に入れて

ください。（指定袋は使用できません） 

プラスチック製容器包装の日に 

出してください。 

(プラスチック製容器包装とは 

別にしてください) 

プラス（＋）極とマイナス（－）極に

セロハンテープなどを貼って、電気が

流れないようにしてください。 

（令和４年７月より開始） 

別々で！ 

※自動車用バッテリーなど鉛蓄電池は対象外 
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コラム① ３Ｒの意義

従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、温室効果ガスの排出による地球温暖化

問題、天然資源の枯渇の懸念、埋立処分場の逼迫など、様々な問題に密接に関係しています。 

 そうした問題を解決するためには、「廃棄物などの発生抑制がすすみ、資源が無駄なく利活

用され、環境への負荷が最小限に抑えられている」循環型社会を目指す必要があります。 

「①リデュース（ごみも資源も元から減らす）」、「②リユース（繰り返し使う）」、「③リサ

イクル（ごみも資源も分けて生かす）」という３Ｒの実践は、持続可能な循環型社会をつくる

うえで、大変重要な取り組みです。 

コラム② 拡大生産者責任(EPR=Extended Producer Responsibility)とは

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構、先進国を中心に 3８カ国が加盟）が提唱した概念で、 

「製品に対する生産者の物理的および経済的責任が製品ライフサイクルの使用後 

の段階まで拡大される環境政策上の手法」と定義されています。 

具体的には 

(1) 地方自治体から生産者に責任を転嫁する。 

(2) 生産者が製品設計において環境に対する配慮を取り込む。 

つまり、収集・処分やリサイクルに係る費用を製品の生産者に負担させることにより、 

① 処理にかかる社会的費用を低減させる 

② 生産者に対して、廃棄されにくい、又はリユースやリサイクルがしやすい 

製品を開発・生産するインセンティブとさせる 

結果的に設計段階から環境に配慮した製品への移行を促進する 

という考え方であり、循環型社会形成推進基本法にも理念が盛り込まれています。 

※OECD「拡大生産者責任ガイダンス・マニュアル」より作成 

埋立処分場の延命に！ 

埋立処分場が少しでも 

長く使えるようになります。 

天然資源の節約に！ 

限りある天然資源の 

節約になります。 

地球温暖化防止に！ 

CO2発生量の 

  抑制につながります。 
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コラム③ 容器包装リサイクル法

 １ 容器包装リサイクル法の概要

容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみのうち、容積で６割、重量で2割を占め

る容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るために制

定されました。 

消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことをそれぞれの役

割分担として定めています。

2 容器包装リサイクル法の問題点   

問題点１ 分かりやすい「素材別リサイクル」へ！ 

 ○法による「容器・包装」の定義が市民感覚に合わない 

 ○指定収集袋は容器包装と同様に資源化されるべき 

問題点２ 事業所から排出された容器包装も、法ルートによるリサイクルを！ 

 ○事業所から排出された容器包装は、対象外 

問題点３ 設計段階からリサイクルされやすい製品の開発を！ 

 ○大半の容器包装が、分別・リサイクルに配慮していない 

問題点４ 環境コストの内部化を！ 

 ○「自治体負担による大量リサイクル」からの脱却 

⇒令和 4年 4月施行の「プラスチック資源循環促進法」において、プラスチック類について

は素材別リサイクルや設計段階での環境配慮を促進する内容が示されるなど、一部見直

しが図られましたが、拡大生産者責任の徹底など課題は残っています。 

（事業者及び消費者の責務）

第四条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使

用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとと

もに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器

包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

（地方公共団体の責務）

第六条 市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。
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