
日時：令和２年８月24日（月）13：30～

会場：美祢市保健センター　１階健康増進室

令和２年度　第１回美祢市廃棄物減量等推進審議会

会議資料



始期：R2.3.1

終期：R4.2.28

Ｎｏ． 委員区分 所属団体等 委員役職等 委員氏名

1 美祢支部長 中嶋　　誠

2 美東支部副支部長 中村　伸一

3 秋芳支部長 向山　久高

4 美祢市連合婦人会 会長 杉山　秋子

5 美祢市食生活改善推進協議会 会長 礒部　淨子

6 美祢市消費者の会 理事 高橋　好子

7 美祢市商工会 事務局長 小野　義夫

8 山口大学大学院創成科学研究科 教授 今井　　剛

9 （有）美祢環境クリーン 代表取締役 大谷　龍夫

10 （有）野村商会 代表取締役 野村　宏之

11 （有）大熊工業 取締役会長 大呑　重夫

12 （株）秋芳ヘルス工業 係長 井上　耕治

13 美祢地域 小松　敏夫

14 美東地域 平山　千恵

15 秋芳地域 長澄　多喜子

Ｎｏ． 職員役職 職員氏名

1 部長 杉原　功一

2 支所長（部長） 志賀　雅彦

3 支所長（部長） 鮎川　弘子

4 課長 古屋　敦子

5 主幹 向井　保幸

6 課長補佐 永富　順也

３号委員
(市長が必要
と認める者)

公募委員

美祢市廃棄物減量等推進審議会委員名簿

任期　

１号委員
(各種団体等を
代表する者)

美祢市快適な環境づくり推進協議会

２号委員
(知識経験を
有する者)

市民福祉部　生活環境課

美祢市廃棄物減量等推進審議会事務局職員名簿

職員所属

市民福祉部

美東総合支所

秋芳総合支所



（２）　令和元年度　美祢市の廃棄物処理の実績について

　　①　廃棄物の処理量について（令和元年度実績）

　　　美祢市の施設毎の廃棄物処理量は、下記のとおりである。

　　②　廃棄物の収集運搬量について（令和元年度収集実績）

　　　一般廃棄物のうち家庭ごみの収集運搬については、６業者（美祢３業者、美東１業者、

　　秋芳２業者）に委託しており、その収集運搬量は、下記のとおりである。

○家庭ごみ収集運搬量

　　③　廃棄物の収集回数について（令和元年度収集実施回数）

　　　美祢市における廃棄物の収集回数は、下記のとおりである。

｛定期収集の収集回数の実績｝

年103回

※美祢・美東地域は収集日が祝日となった場合でも原則収集を行うが、秋芳地域は、収集日が

　祝日となった場合は収集を行わない。

※びんの各色→透明びん・茶色びん・その他びんの３種類に区別している。

｛申込粗大ごみの収集回数等の状況｝

※美東地域は、随時となっているが総合支所の職員が他業務の合間に従事しており、多くの

　量を受けることは不可能である。

※秋芳地域は、美祢地域と同じ年４回となっているが、美東地域と同じく総合支所の職員が

　他業務の合間に従事しており、多くの量を受けることは不可能である。

施設名 廃棄物搬入量 廃棄物の処理方法

美祢市衛生センター
処理水は河川放流、汚泥は脱水後
セメント工場で資源化

美祢市カルストクリーンセンター 6,413t 破砕・乾燥後セメント工場の固形燃料化

美祢市リサイクルセンター・
美祢市一般廃棄物最終処分場

593t
分別後、資源化（売却等）・外部
処理委託・最終処分（埋立）

美祢市美東一般廃棄物最終処分場 116t
分別後、資源化（売却等）・外部 処理委託

し 尿 ： 4,085kl

固形燃料化できるごみ
市指定袋に
入るもの

美祢市秋芳一般廃棄物保管施設地 180t

廃棄物の種類

合計美祢地域 美東地域 秋芳地域

収集運搬量 4,072t 773t 910t 5,755t

美祢地域

固形燃料化できないごみ

缶類

びん類

その他

月１回

プラスチック類 月１回

月１回

月１回

廃棄物の種類
秋芳地域

月１回

その他金属類

固形燃料化できないごみ 年４回 直営

固形燃料化できるごみ 年４回 直営

年４回 委託 随時 直営

年４回 委託

月１回

月１回

月１回

各色月１回ずつ

２月に１回

月１回

月１回 月１回

各色月１回ずつ

随時 直営

美祢地域 美東地域

収集地域及び実施方法

浄化槽汚泥： 11,835kl

収集地域及び収集回数

週２回

月２回

秋芳地域美東地域

週２回 105回 週３回 年146回



④廃棄物の処理経費等について（令和元年度実績）

ア　各施設毎の処理経費について

美祢市カルス
ト

クリーンセン
ター

美祢市一般廃
棄物最終処分
場・リサイクル
センター

美祢市美東一
般廃棄物最終

処分場

美祢市秋芳一
般廃棄物保管

施設地

美祢市衛生
センター

130,827,391円 47,112,427円 7,331,394円 10,025,510円 55,573,877円

6,413ｔ 593ｔ 116ｔ 180ｔ 15,920ｋｌ

20,400円 79,448円 63,202円 55,697円 3,491円

24,046人 14,814人 4,720人 4,512人 13,441人

5,441円 3,180円 1,553円 2,222円 4,135円

※処理経費に人件費は含まない。

イ　収集運搬経費について

ウ　収集運搬処理手数料について 43,009,200円

金額

32,972,600円

430,500円

289,000円

8,562,400円

495,700円

86,600円

172,400円秋芳不燃物保管施設地持込手数料

102,980,296円

手数料内訳

指定容器収集運搬処分手数料

粗大ごみ収集運搬処分手数料

特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料

カルストクリーンセンター持込手数料

リサイクルセンター持込手数料

美東最終処分場持込手数料

対象人口１人
当たり処理経費

施設名

処理経費

年間搬入（処理）量

１ｔ当たり処理経費

対象人口
（R1.10.1現在）



【参考】美祢市のごみ排出量の推移

年度
家庭系ごみ

（A）
事業系ごみ

（B）
ごみ排出量
（C=A+B）

人口
（D）

1人1日あたり
ごみ排出量
（C/D/365）

H27年度 7,736ｔ 503ｔ 8,239ｔ 26,205 人 861ｇ

H28年度 7,152ｔ 687ｔ 7,839ｔ 25,750 人 834ｇ

H29年度 7,095ｔ 617ｔ 7,712ｔ 25,252 人 837ｇ

H30年度 7,091ｔ 667ｔ 7,758ｔ 24,666 人 862ｇ

R1年度 6,923ｔ 658ｔ 7,581ｔ 24,046 人 864ｇ

※人口は、各年度10月1日現在

※R1年度は暫定値

8,239ｔ 7,839ｔ 7,712ｔ 7,758ｔ 7,581ｔ 
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