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平成２７年度 網走市一般廃棄物処理実施計画 

 

Ⅰ 一般廃棄物処理の基本事項 

 １ 処理区域 網走市内 

 ２ 計画期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 ３ 処理対象 ごみ、し尿、浄化槽汚泥 

 ４ 処理計画量 

 （１）ごみ                           （単位：トン） 

収集対象人口 家庭系 事業系 合 計 

３７，７００人 ９，０６８ ４，５４１ １３，６０９ 

※収集は委託で実施。 

 （２）し尿、浄化槽汚泥     （単位：ｋｌ） 

区 分 収集量 

し尿収集計画量 ６２３ 

浄化槽汚泥処理計画量 １，９９３ 

※収集は委託で実施。 

 

Ⅱ 一般廃棄物の処理 

 １ 一般廃棄物の排出抑制及び資源化等の促進 

排出抑制 （１）家庭系ごみ 

①分別ポスターを全戸配布し、広報紙による啓

発を図る。 

②生ごみ自家処理の推進、生ごみ分別検証事業

の実施（７～９月モデル地区２地区）。 

③集団回収の推進。 

④マイバッグ運動の推進。 

⑤自己搬入ごみについては、市内のごみである

ことを確認するため、住民確認を実施。 

（２）事業系ごみ 

①ガイドブックによる周知徹底を図る。 

②厨芥物の再資源化推進。 

③容器等は各家庭で資源物として排出できる

ものの利用を推進。 

 ④エコ事業所認定制度の推進。 

かん、びん、ペットボトル 

等の資源化 

分別の徹底とリサイクルの推進。 
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ごみ有料化 家庭から排出されるごみの減量化と資源物収集

量の増加、及び集団回収量の増加を図る。 

 一般ごみ １０リットル袋 １枚２０円 

      ２０リットル袋 １枚４０円 

      ３０リットル袋 １枚６０円 

      ４０リットル袋 １枚８０円 

     ※上記有料袋は１０枚１組で徴収 

      ごみ処理券  １枚１２０円 

 粗大ごみ １点につき３００円 

 自己搬入 家庭系２０ｋｇにつき ８０円 

      事業系２０ｋｇにつき１６０円 

 資源物  缶、びん、ペットボトル、紙類、 

蛍光管・電球類、発泡スチロール・

白色トレイ  ※無料 

剪定枝・草の回収 

※事業系に限る。 

自己搬入 

古着・古布の回収 拠点回収 

使用済小型家電製品の回収 拠点回収 

廃食用油の回収 戸別回収 毎週水曜日 週１回 

シュレッダー紙の回収 

※事業系に限る 

自己搬入 

リユース展の実施 ６月下旬、１０月上旬にリユース展を実施。粗大

ごみとして回収した器具や家具等を、利用を希望

する市民が再利用し、埋立するごみの量を減ら

す。 

 

 ２ 一般廃棄物の種類、排出場所及び収集方法 

 （１）家庭系 

一般ごみ 各地区週２回（※一部の郊外地区は週１回）及び自己搬入 

資源物 各地区週１回 ステーション（指定袋使用）及び自己搬入 

粗大ごみ 各地区週１回 戸別回収及び自己搬入 

廃食用油 各地区週１回 戸別回収及び自己搬入 

古着・古布 拠点回収及び自己搬入 

使用済小型家電 拠点回収及び自己搬入 
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 （２）事業系 

一般ごみ 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

厨芥物（生ごみ） 一般廃棄物再生利用業者か収集運搬許可業者に委託する、若し

くは自己搬入 

剪定枝・草 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

資源物のうち 

ペットボトル、発泡ス

チロール・白色トレイ、

ワンウェイびん、電

球・蛍光管・電池、シ

ュレッダー屑 

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

資源物のうち 

段ボール、新聞紙、雑

誌類、紙パック、缶・

リターナブルびん、金

属類 

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは資源物取扱

業者に依頼 

粗大ごみ 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

廃食用油 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

古着・古布 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

使用済小型家電 一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する、若しくは自己搬入 

 

 ３ 市が収集、運搬及び処分しないごみ 

 （１）処理が困難なもの 

   バッテリー、消火器、農薬・化学薬品及びこれらの容器、プロパンガスボンベ、農

機具、畳、スプリング入りソファ・マット、ピアノ、塗料・廃油（鉱物油）及びこ

れらの容器 

 

 （２）産業廃棄物 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第４項に規定する産業廃棄物 

 

 （３）家電リサイクル製品 

   特定家庭用機器再商品化法第２条第４項に規定する製品 

   テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン 
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 ４ 処理体系・主体 

 （１）家庭系 

種類 
収集運搬 中間処理 最終処分 

主体 処理主体 方法 処理主体 方法 

一般ごみ 市（委託） 市（委託） 破砕・磁選 市（委託） 埋立 

生ごみ（一部） 市（委託） 市（委託） 選別 市（委託） 資源化 

缶 市（委託） 市（委託） 圧縮梱包 民間 資源化 

びん 市（委託） 市（委託） 選別 民間 資源化 

ペットボトル 市（委託） 市（委託） 圧縮梱包 民間 資源化 

発泡ｽﾁﾛｰﾙ 

白色トレイ 

市（委託） 市（委託） 溶融インゴッ

ト 

民間 資源化 

紙パック 市（委託） 市（委託） 選別 民間 資源化 

段ボール 市（委託） 市（委託） 選別 民間 資源化 

新聞 市（委託） 市（委託） 選別 民間 資源化 

雑誌 市（委託） 市（委託） 選別 民間 資源化 

廃食用油 市（委託） － － 民間 資源化 

古着・古布 市（委託） 民間 選別 民間 資源化 

使用済小型家電 市（委託） 民間 選別 民間 資源化 

 （２）事業系 

種類 
収集運搬 中間処理 最終処分 

主体 処理主体 方法 処理主体 方法 

一般ごみ 民間 市（委託） 破砕・磁選 市（委託） 埋立 

厨芥物（生ごみ） 民間 民間 選別 民間 資源化 

剪定枝、草 民間 民間 破砕、選別 民間 資源化 

缶 民間 民間 圧縮梱包 民間 資源化 

びん 民間 民間 選別 民間 資源化 

ペットボトル 民間 市（委託） 圧縮梱包 民間 資源化 

発泡ｽﾁﾛｰﾙ 

白色トレイ 

民間 市（委託） 溶融インゴッ

ト 

民間 資源化 

紙パック 民間 民間 選別 民間 資源化 

段ボール 民間 民間 選別 民間 資源化 

新聞 民間 民間 選別 民間 資源化 

雑誌 民間 民間 選別 民間 資源化 

シュレッダー

屑 

民間 民間 圧縮梱包 民間 資源化 
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廃食用油 民間 － － 民間 資源化 

古着・古布 民間 民間 選別 民間 資源化 

使用済小型家電 民間 民間 選別 民間 資源化 

 

（３）し尿・浄化槽汚泥 

種類 
収集運搬 中間処理 最終処分 

主体 処理主体 方法 処理主体 方法 

し尿・浄化槽汚泥 市（委託） 市（委託） 破砕 市（委託） 下水道処理 

 

５ ごみ処理施設の概要 

 （１）破砕処理施設の概要 

施設名称 廃棄物処理施設 

事業主体 市 

所 在 地 網走市字八坂１３２番地 

処理形式 破砕、磁選別、圧縮成形 

処理能力 ６０ｔ／５時間 

 

 （２）リサイクルセンターの概要 

施設名称 リサイクルセンター 

事業主体 市 

所 在 地 網走市字八坂１３２番地 

処理形式 缶類：磁選、アルミ選別、圧縮梱包 

ペットボトル：圧縮梱包 

発泡スチロール・白色トレイ：溶融 

びん類：選別 

紙類：選別 

処理能力 缶類：１．４ｔ／１時間 

ペットボトル：０．２ｔ／１時間 

発泡スチロール・白色トレイ：０．８ｔ／１時間 

びん類：１ｔ／１時間 

紙類：０．４ｔ／１時間 
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（３）廃棄物最終処分場の概要 

施設名称 廃棄物最終処分場 

事業主体 市 

所在地 網走市字八坂１３５番地 

埋立面積 ２６，５００㎡ 

埋立容量 ２２８，０００㎥ 

埋立構造 準好気性埋立構造 

遮水構造 高密度ポリエチレンシート二重構造（漏水検知システム採用） 

浸出水処理方法 物理化学処理（凝集沈殿＋砂ろ過）をした後、下水道投入 

 

（４）し尿処理施設の概要 

施設名称 二見ヶ岡クリーンセンター 

事業主体 市 

所 在 地 網走市字二見ヶ岡２９０番地２ 

処理能力 ２０ｋｌ／日 

処理方式 除砂、希釈後、下水道投入 

 

 ６ 次期ごみ処理施設の計画 

 （１）新たな分別の検討 

   家庭から排出される一般ごみの内重量比で約４０％を占めている「生ごみ」と容積

比で約４０％を占めている「プラスチック類」の内、「容器包装プラスチック」を再資

源化する方向で検討を進めている。 

 

 （２）破砕・リサイクル施設 

   容器包装プラスチックの再資源化を含めた、破砕・リサイクル施設は平成２９年供

用開始を予定。 

 

 （３）生ごみ堆肥化施設 

   平成２９年供用開始を予定。 

 

 （４）最終処分場 

   平成３０年供用開始を予定。 
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７ その他の計画 

（１）不法投棄対策 

本市では廃棄物指導パトロールによる巡回監視や不法投棄防止看板・監視カメラの

設置及び北海道オホーツク総合振興局や警察等の関係機関との連携を図りながら、不

法投棄未然防止や早期発見、早期対応に努めている。 

今後も、近隣の自治体や関係機関との相互の連携を密にし、情報の共有化を図り、

不法投棄防止対策の強化を図る。 

また、不法投棄しづらい環境をつくるため、町内会や団体等と連携して地域美化を

進める。 

 

（２）感染性医療廃棄物対策 

感染性医療廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により『特別管

理一般廃棄物』に指定され、基準や指導内容及び管理が強化されている。 こうしたご

みは、医療機関自ら専門廃棄物業者に処分を委託しており、今後も適正な処分を指導

する。 

  



- 8 - 

 

 

７ 参考 

（１）家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託業者 

業務の名称 委託業者の名称 委託業者の所在 

一般廃棄物収集運搬及び指

導パトロール業務 

網走市廃棄物処理（協） 呼人１７４番地 

資源物収集運搬 シティ環境（株） 潮見１７７番地３２ 

し尿収集運搬 （有）道環 呼人１７４番地 

 

（２）廃棄物処理施設管理運営業務委託業者 

業務の名称 委託業者の名称 委託業者の所在 

廃棄物処理施設 シティ環境（株） 潮見１７７番地３２ 

リサイクルセンター シティ環境（株） 潮見１７７番地３２ 

最終処分場 シティ環境（株） 潮見１７７番地３２ 

二見ヶ岡クリーンセンター クリタス・そうけん特

定業務委託共同企業体 

札幌市白石区平和通４丁目

北２番３３号 

 

（３）一般廃棄物処理業許可業者（※限定なし） 

許可業者の名称 許可業者の所在 

（株）網走衛生センター 呼人１７４番地 

（有）環境衛生社 潮見２５４番地４ 

シティ環境（株） 潮見１７７番地３２ 

（株）高田メンテナンス 呼人４１８番地 

（有）道環 呼人１７４番地 

 

（４）一般廃棄物再生利用業指定業者 

許可業者の名称 許可業者の所在 再生利用の内容 

（有）道環 呼人１７４番地 事業所から排出される生ごみ、

厨芥物を堆肥化。 

 


