


2017 循環型社会への取組

○施策の展開

不用パソコン等のリサイクル
県庁の各所属で使用しているパソコンや、県庁ネ

ットワークのサーバ等の機器で不用となったもの

を回収し、そのうち再利用できるもの以外は産業廃

棄物として処理していましたが、リサイクル業者へ

の売払いが可能であることが分かったため、平成

19 年度から不用となったパソコンやサーバ等の機

器の売払いを行っています。

これにより、不用のパソコンや機器等を廃棄物と

して処理せずリサイクルすることで、廃棄物の排出

量を削減し、経済的効果も得ることができています。

※参考 平成 24年度売払い実績 121 台

平成 25年度売払い実績 0台

平成 26年度売払い実績 345 台

平成 27年度売払い実績 1,558 台

平成 28年度売払い実績 684 台

１ 概要

ごみ減量のために、一般廃棄物として焼却処分し

ていたのいち動物公園内の「動物糞、敷ワラ、合併

処理脱水汚泥等」を園内で強制発酵、堆肥化し、希

望者へ無料配付するとともに、園内でも使用してい

ます。平成28年度は次の業務を行いました。

引き続き、パンフレットの設置による啓発活動や

園内での作成した堆肥の無料配付を行うことによ

り、さらなる啓発活動事業の実施を検討しています。

２ 啓発活動

毎月第３土曜日を「エコでぇ～」とし、希望者

が自由に堆肥を持ち帰れるよう堆肥無料配布施設

を設置しました。

また、動物性廃棄物のリサイクルシステムをわか

りやすく図化した「地球にやさしく気持ちよく」の

ポスターをどうぶつ科学館に掲示し、環境問題に関

心をもってもらうようにしました。

「エコでぇ～」での配布実績:12回配布

600g袋を延べ

1,201袋配布

３ 希望者への無料配布

家庭菜園等で使用する肥料として、配付の申

込みのあった方に無料で配布しました。

配布実績:申込件数29件

10kg袋を延べ285袋配布

４ 園内カブトムシ飼育用等での再利用

使用実績:10kg袋を11袋使用

リサイクルポスター

園内の来園者用堆肥配布施設

動物性廃棄物リサイクル事業

（公園下水道課・のいち動物公園）

ＯＡ機器等のリサイクル （情報政策課）
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2017 循環型社会への取組

１ 現状と課題
高知県では、家畜排せつ物の適正処理及び有効活

用を目的として、平成 12 年に「高知県における家

畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」を策定

しました。

この基本計画に基づき、県や市町村、農業団体、

農業者が一体となって堆肥化施設等を整備してき

た結果、平成 19 年には家畜排せつ物法に基づく管

理基準は、ほぼ全ての対象農家において遵守できる

状況となっています。

これらの畜産農家から発生する家畜排せつ物量

は約 206，000t であり、たい肥生産量は約 71，000t

と推定されます。そのうち約 39,000t（約 55％）が

耕種農家や家庭菜園で利用されており、約 21，000t

（約 29％）が畜産農家の飼料畑で使用されていま

す。

このような中、規模拡大を図る畜産農家において

は家畜ふん堆肥の量が増加しているため、畜産経営

における飼料畑や水田での利用だけでなく、堆肥利

用と組み合わせた耕畜連携による地域内需給体制

づくりを進めることによって、地域内資源として幅

広く有効活用を図ることとしています。

堆肥の生産及び利用

２ 施策の展開

地域にある家畜ふん堆肥を耕種農家及び家庭菜

園などを営む方に利用していただくことを目的と

して、家畜ふん堆肥の利用に関する研修会の開催や

家畜ふん堆肥マップの配布および県のホームペー

ジに掲載し、地域内の資源循環システムの構築に努

めています。

今後も家畜ふん堆肥の利活用の推進に取り組ん

でいきます。

家畜排せつ物の有効活用 （畜産振興課）
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2017 循環型社会への取組

１ 一般廃棄物（ごみ・し尿）

（１）ごみ処理の状況

一般廃棄物※１は、市町村が定めた一般廃棄物処

理計画に基づいて処理されます。家庭や事業所から

出た一般廃棄物のうちの一部は自家処理されるも

のの、通常、市町村や一部事務組合などの収集車に

よって集められ、焼却などの中間処理を経て、最終

処分場に埋め立てられます。

平成 27年度のごみの総排出量は 255,716t で、前

年度に比べ 5,579t 減少しています。また、1 人 1

日当たりの排出量は、944ｇとなっています。

27 年度のごみ処理経費は 127 億円で、施設の建

設・改良費 37億円、処理に要する費用 82億円が支

出されており、県民 1人当たりの年間処理及び維持

管理費は 11,099 円となっています。

800

1,000

1,200

全国 1,033 994 976 976 964 958 947 939

高知県 969 948 940 937 944 943 958 944

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

県内の総額

（千円）

県民 1人当たり

（円）

割合

（％）

建設改良費 3,776,551 5,103 29.7

処理及び維持管理費 8,214,359 11,099 64.5

その他 740,429 1,000 5.8

計 12,731,339 17,202 100.0

全市町村で、ごみの分別収集など、資源化に積極

的に取り組んでおり、また、県民の環境意識の高ま

りによる成果も徐々に現われてきています。

リサイクルの状況

平成 27 年度のリサイクルによる処理量は

56,187t、リサイクル率（自家処理量を除く）は

21.9％となっています。

今後、さらに効率的な資源化、ごみの減量化に取

り組み、循環型社会の形成を推進していくことが必

要です。

（２）し尿処理の状況

平成27年度のし尿の総排出量は、年間358,344kl

で、し尿 158,157kl、浄化槽汚泥 200,187kl となっ

ています。

平成 27 年度のし尿処理状況は、し尿処理施設投

入 355,882kl（99.3%）、その他の処理（堆肥化施設

での処理、下水道投入等）1,301kl (0.4%)、自家処

理 1,161kl（0.3%）となっています。

水洗化人口は年々増加していますが、中山間地域

を多く有する本県にあっては、このうち 49.4％が

浄化槽人口であり、高い割合を占めています。処理

施設の老朽化が進んでいますが、施設の更新時には、

処理に伴い発生する汚泥の再生利用や資源の回収

等、循環型社会形成を目指した施設整備が進められ

ています。

し尿処理経費としては 36 億円で、施設の建設・

改良費 14 億円、処理に要する費用 21 億円が支出さ

分 類 処理量（t/年） 割合（％）

紙類 11,763 20.9

金属類 6,913 12.3

ガラス類 4,032 7.2

ペットボトル 741 1.3

プラスチック類 3,656 6.5

その他 29,082 51.8

計 56,187 100.0

ごみ処理の方法
処理量

（t/年）
割合（％）

直接焼却処理 209,094 81.5

焼却以外の中間処理 34,516 13.5

直接埋立 3,943 1.5

直接資源化 7,756 3.0

自家処理 308 0.1

集団回収による資源化 1,081 0.4

計 256,698 100.0

廃棄物適正処理の推進

（環境対策課・土木政策課・技術管理課）

－用語解説－

※１ 一般廃棄物

家庭から出るごみ、事務所から出る産業廃棄

物以外のごみ及びし尿などの廃棄物をいいま

す。

（その他）

収 集…ごみを収集車等に取り集め、積み込む目的

で移動すること

運 搬…収集し終わったごみを保管、積み替え、処

分などを行う場所に降ろす目的で移動する

こと

中間処理…廃棄物を安全化、安定化するために、焼却、

減量化のための脱水、破砕圧縮すること

最終処分…ごみの焼却処理によって生じた焼却灰など

を埋立地に埋立処分すること

（排出量：ｇ）
1 日 1 人当たりごみ排出量

45



2017 循環型社会への取組

れており、県民 1人当たりの年間処理及び維持管理

費は 2,866 円となっています。

（３）対策

安全にごみを処理するための高度な処理機能や

経済性を持った施設を個々の市町村単位で整備す

るのは容易なことではなく、総合的かつ効率的な処

理を行えるよう、ごみ処理の広域化を図り、大規模

施設への集約化を進めてきました。

可燃ごみ処理施設については、そのほとんどが複

数の市町村で構成する一部事務組合により運営さ

れており、平成 29 年３月現在、８施設で焼却処理

を行っています。

また、各市町村でごみの排出抑制や再資源化の促

進を図るなど、最終処分場の延命化を意識した取組

みが行われています。

２ 産業廃棄物（ごみ）
（１）発生の状況

平成20年度の本県における産業廃棄物※2 の推計

総排出量は、約1,485千トンで、平成27年に県内排

出事業者を対象に実施したアンケート調査（県内約

４万事業者から8,525事業者を抽出）結果に基づく

平成26年度の産業廃棄物の推計総排出量は、約

1,358千トンとなっており、約127千トン減少してい

ます。

また、ほぼ全量が再資源化されている「動物の

ふん尿」を除いた排出量は、約1,144千トンで、こ

のうち約746千トン（65.2%）が再生利用されていま

す。

県内総額

（千円）

県民 1人当たり

（円）

割合

（％）

建設・改良費 1,411,800 1,908 38.5

処理及び維持管理費 2,121,183 2,866 57.9

その他 132,271 178 3.6

計 3,665,254 4,952 100.0

（２）産業廃棄物処理業者の状況

産業廃棄物を業として処理（収集運搬・処分）

するには、廃棄物処理法により都道府県知事又は中

核市の市長（高知市が該当）の許可が必要です。

※「特管」：特別管理産業廃棄物

「中間」：中間処理施設

「最終」：最終処分場

（３）対策

産業廃棄物の適正処理を図るため、平成23年10

月に管理型産業廃棄物最終処分場を整備するとと

もに、産業廃棄物管理票（マニフェスト）や優良産

業廃棄物処理業者認定制度の普及に取り組んでい

ます。

３ 自動車リサイクル法
平成17年１月から、使用済自動車の再資源化等に

関する法律が施行されました。この法律により、使

用済自動車は引取業者に引き渡され、フロン類回収

業者、解体業者、破砕業者によって廃棄物の適正処

理及び資源の有効利用が図られています。

※「引取」「フロン類回収」は登録

「解体」「破砕（破砕前処理工程のみ）」は許可

産業廃棄物処理業者数(平成29.４.１)

収集運搬業 処分業 施設

普通 特管 普通 特管 中間 最終

県 1,110 110 95 ３ 95 ８

市 60 ９ 31 １ 32 ２

自動車リサイクル法登録等事業者数(平成29.４.１)

引取 フロン類回収 解体 破砕

県 230 52 30 14

市 88 24 10 ７

－用語解説－

※２ 産業廃棄物

事業者の事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、燃え殻

（焼却残渣等）、汚泥、廃油、廃プラスチック（タイヤ

等）、紙くず、木くずなど20種類の廃棄物をいいます。
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2017 循環型社会への取組

４ 建設リサイクル法（土木政策課・技術管理課）

平成 14 年５月から、建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律（建設リサイクル法）が施行さ

れました。この法律により、特定の建設資材※3 に

ついての分別解体及び再資源化を促進するための

措置が講じられるとともに、解体工事業者の登録制

度を実施することにより、建設工事における資源の

有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理が図ら

れています。

平成 29 年４月１日現在の解体工事業の登録業者

数は 96 です。（ただし、建設業法に基づく土木工事

業、建築工事業、解体工事業※4 の許可業者は、解

体工事業登録は不要です。）

５ 不法投棄防止

不法投棄を行った者が判明した場合には、その者

に廃棄物を撤去させ、悪質な場合は告発するなど厳

しい対応をとっています。

しかしながら、投棄者を特定できないケースもあ

り、不法投棄された廃棄物が撤去されずにそのまま

放置され、環境に著しい悪影響を及ぼす場合があり

ます。

そのため、安芸・中央東・中央西・須崎・幡多の

各福祉保健所に警察OBを廃棄物監視員として配置

し、日常的な監視・指導を行う一方、福祉保健所・

土木事務所・市町村・警察署などで構成する産業廃

棄物等の連絡協議会を設置し、一致協力して不法投

棄問題に当たっています。

廃棄物の不法投棄現場の一例

－用語解説－

※３ 特定の建設資材

・コンクリート

・コンクリート及び鉄から成る建設資材（プレ

キャスト鉄筋コンクリート板など）

・木材

・アスファルト・コンクリート

※４ 解体工事業

平成28年６月１日施行の建設リサイクル法改正により、

「とび・土工工事業」が「解体工事業」に改正されました。

ただし、法施行前に「とび・土工工事業」許可を受けて解

体工事を営んでいる者については、平成 28 年６月１日か

ら３年間は解体工事業の登録は不要です。
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１ エコサイクルセンター
高知県には、燃えがらや鉱さいなどの再生利用が

できなかった産業廃棄物の埋立処分ができる管理

型最終処分場がなかったことから、それらの産業廃

棄物は県外に搬出して処理せざるを得ない状況が

続いていました。

このため、平成６年４月に高知県、市町村及び産

業団体の出捐により設立された財団法人エコサイ

クル高知（平成25年４月１日 公益財団法人へ移行）

が、平成19年度から日高村において産業廃棄物処理

施設である管理型最終処分場と医療廃棄物処理施

設を併設した「エコサイクルセンター」（総面積７

ha）の施設整備を進め、平成23年10月から操業を開

始しています。

開業後は、廃棄物の埋立てが計画を大幅に上回る

ペースで進行しており、このペースで埋立てが進む

と計画よりも約10年早い平成33年度末頃には埋立

てが終了する状況となったことから、平成28年度に

高知県における今後の管理型産業廃棄物最終処分

のあり方について、有識者等による委員会で検証を

行い、当該委員会から提出された報告書を踏まえて、

県において基本構想を策定しました。

（１）管理型最終処分場

管理型最終処分場は、埋立面積1.2ha、埋立容量

111,550ｍ3で雨水の浸入を防ぐ屋根を設置し、廃棄

物から発生する浸出水は処理後も処分場外へ放流

しない周辺環境に配慮した施設内容となっており、

国のモデル的整備事業として認定されています。

※参考 平成27年度受入実績 12,212トン

平成28年度受入実績 12,235トン

（２）医療廃棄物処理施設

平成３年10月、高知県、高知市及び高知県医師会

の出捐により財団法人高知県医療廃棄物処理セン

ターを設立し、医療廃棄物を処理する焼却施設を整

備し、平成４年７月から操業を開始しました。

その後、ダイオキシン類の排出基準値を遵守する

ことが困難となったため、平成12年11月から施設の

稼働を一時、停止していましたが、平成15年９月か

らマイクロ波滅菌処理方式を導入し、操業を再開し

ています。

また、平成23年１月には財団法人エコサイクル高

知と合併し、同年10月からはエコサイクルセンター

内に処理施設を移設して操業を継続し、県内の医療

廃棄物の適正処理を行っています。
※参考 平成27年度受入実績 6,069ｷﾛﾘｯﾄﾙ

平成28年度受入実績 6,414ｷﾛﾘｯﾄﾙ

２ 魚腸骨資源化施設

平成９年３月に高知県、高知市ほか関係17市町村

及び関係団体の出捐により設立した財団法人高知

県魚さい加工公社（平成25年４月１日 公益財団法

人へ移行）が、日高村本郷で、魚あら（魚腸骨）を

魚粉や魚油等に加工し、家畜等の飼料などとして販

売してきました。

平成17年４月からは高知市神田に設置した新施

設で本格操業を開始し、魚あらの再生利用を行って

います。

公共関与による廃棄物処理施設整備

（環境対策課）
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１「清潔で美しい高知県をつくる条例」の概要
私たちのふるさと高知は、温暖な気候や緑あふれ

る山々、数多くの清流、黒潮流れる太平洋など豊か

な自然環境に恵まれています。そして、その豊かな

自然環境と美しい景観は、次の世代へ引き継ぐべき

貴重な財産であり、本県を訪れる数多くの観光客を

魅了するとともに、県民生活を支える農林漁業をは

じめとした産業の基盤にもなっています。

しかしながら、私たちの周りを見渡してみると、

空き地や河川、海岸、道路、公園、そして観光地に

至るまで、様々な場所にごみが投げ捨てられ、生活

環境を悪化させるとともに、美観を損ねているケー

スが見受けられます。

このため、私たち一人ひとりが、ふるさとの清潔

で美しい県土がかけがえのない財産であることを

深く認識し、身近な日常生活の中で美化活動の取組

を実践することが必要です。また、県民、事業者及

び土地所有者や市町村、県等が協働して、美観や清

潔さを保持するとともに、周辺の生活環境を損なわ

ないよう配慮し、清潔で美しい県土づくりを推し進

めていくことが極めて重要となっています。

すべての県民が一体となって、県民総参加による

美化活動や快適な生活環境の実現のための取組を

展開することにより、清潔で美しい県土をつくり、

次の世代へ引き継いでいくよう、平成19年12月にこ

の条例が制定されました。

清潔で美しい県土づくりは、快適で清々しい県民

生活の確保のほか、教育や治安、また、人としての

基本であるモラルへの好影響、そして、産業や観光

業の活性化につながっていくことが期待されます。

２ これまでの取組と課題
県では、条例制定後、県内各地の地域の人々やボ

ランティアによる美化活動への支援、企業や団体と

の協働による美化活動や美化意識の啓発（21企業・

団体と「清潔で美しい高知県をつくるパートナーズ

協定」を締結 平成29年３月現在）などを進めてき

ました。

また、毎年２月を「県民一斉美化活動月間」と定

め、この期間には重点的に美化の取組を行うことと

し、また美観の保持や県民意識の醸成を目指した取

組を行っています。平成28年度の月間の取組には、

県内９市町村で、延べ2,419人が参加しました。

各地域での取組は広がりをみせていますが、一方

では、不法投棄やごみのポイ捨てが無くならない状

況もあり、県民総参加の取組としていくことが必要

です。

美化活動啓発ポスター(平成29.２)

美化活動の様子(高知市)

３ 今後の取組

・市町村や企業、地域、学校などのボランティア

美化活動の支援を進めます。

・啓発や活動を多様化するなど工夫をし、美化活

動への理解を深めるとともに、参加者の拡大を

図ります。

環境美化の推進 （環境対策課）
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