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１ 三条市の環境政策の概要について
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１ 三条市の環境政策の概要

⑴ 目指す環境像

つなげよう未来へ
豊かな自然と環境を創造するまち

さんじょう

三条市が目指す環境像

・少子高齢化・人口減少社会への対応
・持続可能な社会の実現
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１ 三条市の環境政策の概要
⑵ 目指すまちの姿

低炭素なまち 循環型のまち

自然と共生するまち
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１ 三条市の環境政策の概要

⑶ 目指すまちの姿を実現するための基盤となる「人づくり」

主体的に考え行動する人づくり
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小水力発電

ものづくりの技術を活かした
再生可能エネルギーの利用推進

集積場

電力会社

豊かな自然を感じ
自慢に思える場の整備

木質バイオマス発電所 木質燃料化施設

風力発電

集約化された魅力的なまちづくり

公共交通の充実

木質バイオマス資源を
活用したエネルギーの創出

林業の振興
担い手の確保

里山の保全

雇用の創出

雇用の創出
環境啓発施設
「かんきょう庵」

環境啓発・環境教育の推進

堆肥化施設

堆肥化の推進

車と歩行者が共存する道路

堆肥

ペレットボイラーを使用
したハウス栽培農業

極をつなぐ公共交通

ペレット

ペレット

農地の保全

環境保全型農業

棚田風景

食品残渣

安全・安心な農作物

学校給食等

極：豊かな自然／農地・里山

極：まちなか

担い手の確保

極へ向かう公共交通

環境にやさしく住み続けられるまち
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１ 三条市の環境政策の概要
⑷ 第2次環境基本計画の施策体系（平成27年3月策定）

6



２ 三条市の環境に関する取組について
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２ 三条市の環境に関する取組
⑴ バイオマス資源の活用
① 堆肥化の推進

完熟堆肥化センター

緑のリサイクルセンター

汚泥再生処理センター

【三条市内の堆肥化施設】

・処理対象：生ごみ、給食残渣、もみ殻等
・運営方式：委託
・供用開始：平成23年10月
・処理能力：4.9ｔ/日

・処理対象：剪定枝等
・運営方式：委託
・供用開始:平成17年4月
・処理能力：4.5ｔ/日

・処理対象：し尿汚泥、浄化槽汚泥、農業集落排水汚泥
・運営方式：市直営
・供用開始：平成23年1月
・処理能力：し尿30kℓ/日、浄化槽汚泥100kℓ/日、農集汚泥6kℓ/日
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２ 三条市の環境に関する取組
⑴ バイオマス資源の活用
① 堆肥化の推進

【完熟堆肥化センター】

生ごみ、給食残渣

・給食残渣、家庭系・事業系生ごみを原料に、未利用バイオマ
スであるもみ殻等を副資材とした堆肥を製造
・生ごみの搬入量増加のため、平成26年4月から生ごみ処理
手数料を無料化（併せ産廃除く）

生ごみの加工処理 堆肥として販売

搬入量推移（単位：ｔ）

・処理手数料の無料化に伴い、搬入量は無料化前と比較し
て増加している

・良質な堆肥の生産及び利用の拡大という観点からも、堆
肥の原料として最適な給食残渣の搬入量の確保が課題
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袋売り：20ℓ入り400円
トラック売り：10kg当たり 110円

※100kg以上から販売



２ 三条市の環境に関する取組
⑴ バイオマス資源の活用
① 堆肥化の推進

【緑のリサイクルセンター】

剪定枝

・市内から発生する果樹、街路樹、庭木等の剪定枝等を受け
入れ、堆肥化を行う
・剪定枝等の搬入量増加のため、平成26年4月から処理手数
料を無料化（平成26年度中は幹の買い取りも実施）

剪定枝を破砕処理 堆肥は無料で配布
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搬入量推移
（単位：ｔ） ・処理手数料の無料化に伴い、搬入量は無料化前と比較し

て増加している

・堆肥としての利用促進とともに、堆肥以外の活用方法につ
いて検討を進めている
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２ 三条市の環境に関する取組
⑴ バイオマス資源の活用
① 堆肥化の推進

【汚泥再生処理センター】

し尿汚泥等

・し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水処理施設からの汚泥を受
け入れ、処理後の汚泥を堆肥化

堆肥として販売
袋売り：15㎏入り100円
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農業集落排水汚泥

浄化槽汚泥

し尿

搬入量推移（単位：kℓ）
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汚泥の処理



２ 三条市の環境に関する取組
⑴ バイオマス資源の活用
② 燃料化の推進

【公共施設へのペレットストーブ、ペレットボイラーの導入】

ペレットボイラー ペレットストーブ

・公共施設の改修や新設のタイミングで施設の規模や稼働時間等を総合的に検討し、ペレット
ストーブ、ペレットボイラーの導入を推進
・ペレットボイラーは４施設４基、ペレットストーブは19施設34台を導入済み
・年間約220t-CO2の二酸化炭素排出量の削減
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２ 三条市の環境に関する取組
⑴ バイオマス資源の活用
② 燃料化の推進

【廃食用油のBDF化】

廃食用油の回収 精製してBDFへ 公用車の燃料として使用

【木質バイオマスの活用】

広葉樹の幹 針葉樹の幹

薪の原木として販売（5円/㎏） ペレットの原料として民間企業
に売却

緑のリサイクルセンターに持ち込まれた幹
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２ 三条市の環境に関する取組
⑵ 省エネルギー機器への更新

【街路灯のLED化】
・市内の街路灯約14,000灯をLED灯具に更新（リースによる導入）
・年間約430t-CO2の二酸化炭素排出量の削減

【公共施設照明のLED化】
・公共施設68箇所において約2,900灯の灯具をLED灯具に更新（リースによる導入）
・年間約290t-CO2排出量の削減
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蛍光灯 LED灯具

蛍光灯 LED灯具



２ 三条市の環境に関する取組
⑶ 公共交通の充実（三条市デマンド交通）

【三条市デマンド交通概要】
■運行方式 停留所～停留所間のフルデマンド方式（停留所614箇所）

■利用できる方 どなたでも利用可（事前登録不要）

■運行日・運行時間 月曜日～金曜日（土、日、祝日、1月1日～3日は運休）
午前８時～午後６時（下田エリアは午前７時～午後６時）

■利用方法 ①タクシー会社に利用の１時間前までに電話で予約
②予約の時間までに「乗る停留所」へ

■利用料金
１人で利用の場合 ２人以上で利用の場合

「名前、電話番号」
「利用したい日、時間」

「乗る停留所、降りる停
留所」「人数」を伝える

適用範囲 料金

～2km未満 500円

2km～3km未満 600円

3km以上～5km未満 700円

5km以上～7km未満 900円

7km以上～10km未満 1100円

10km以上～15km未満 1500円

15km以上～20km未満 1800円

20km以上～30km未満 2500円

30km以上 3000円

料金（一人あたり）

800円

400円

適用範囲

料
金
A

エリア内の移動
北エリア⇔市街地エリア
南エリア⇔市街地エリア

料
金
B

下田エリア⇔市街地エリア
下田エリア⇔北エリア
下田エリア⇔南エリア
北エリア⇔南エリア

距離関係なく
一律料金
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２ 三条市の環境に関する取組
⑶ 公共交通の充実（三条市デマンド交通の利便性向上）

【デマンド交通おでかけパス事業概要】
総合計画のパイロット事業モデル地区の「下田地域」と市街地

等の停留所を発着場所として、三条市デマンド交通ひめさゆり
の社会実験を行うもの。

【対 象】
下田地域在住の65歳以上の方

【実施内容】
⑴ 複数乗車時の利用料金の割引（100円～300円の割引）
⑵ おでかけパス提示による協賛店での各種サービス提供

【実施目的】
⑴ 高齢者の外出機会を容易にするための公共交通の充実
⑵ 複数乗車（乗合）の促進
⑶ 自家用車に過度に依存することなく移動できる環境整備

【事業効果】
⑴ 高齢者の外出機会の創出

（スマートウエルネス三条の推進）
⑵ 公共交通利用、乗合の促進によるCO2排出量削減
⑶ 遠隔地住民の負担軽減
⑷ 高齢者運転免許証自主返納への動機づけ
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２ 三条市の環境に関する取組
⑷ 市民、事業者への環境啓発の推進

【スポーツゴミ拾い大会】

・ゴミ拾いにスポーツの要素を加え、楽しみながら環境美化に貢献
・「工場の祭典」実施時期（１０月）に実施（H27年度参加者46チーム、175人）。
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２ 三条市の環境に関する取組
⑷ 市民、事業者への環境啓発の推進

【環境啓発施設における講座、イベント】

・環境啓発施設「かんきょう庵」の「もの
づくり工房」で廃棄物や再生品を利用
した講座の開催

・冷暖房に過度に依存することなく、五
感で季節を感じ、参加することで自然
と環境を意識してもらう「かんきょう庵
DE四季を感じNIGHT」を開催

浴衣をリメイクした布ぞうりづくり
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２ 三条市の環境に関する取組

⑸ 環境教育の推進

【エコクラス認定制度】

・小・中学校において環境に関する活動を一定期間行ったクラスを「エコクラス」として認定
・平成27年度実績 ６小学校（７クラス）、児童数153人
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２ 三条市の環境に関する取組

⑸ 環境教育の推進

【環境出前教室】

・エコクラスの取組校に対して環境NPO法
人の講師を派遣し、体験型教室を実施

【環境啓発施設「かんきょう庵」の見学】

・環境啓発施設の見学の際に新聞エコ
バッグ作成などの体験講座を実施
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【小型家電の回収】

・貴金属やレアメタルなどの金属資源の
有効活用を図るため小型家電の回収を
実施（公共施設8施設、民間2施設）

２ 三条市の環境に関する取組
⑹ ごみの減量及び再利用・リサイクルの推進

【リサイクル家具の無料配布】

・粗大ごみとして排出された再利用可能な
家具等を抽選により市民へ配布

小型家電回収ボックス
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【整備施設概要（予定）】

⑴ 整備予定地：三条市桑切、中野原地内ほか

⑵ 施設種別：クローズドシステム最終処分場

⑶ 浸出水処理方式：無放流方式（循環型方式）

⑷ 施設規模等

ｱ 敷地面積 約50,000㎡

ｲ 埋立容量 約120,000㎥（約40,000㎥×３期分）

ｳ 埋立期間 45年間（15年間×3期分）

ｴ 埋立対象物 飛灰処理物、その他溶融不適物

⑸ 供用開始：平成32年度

２ 三条市の環境に関する取組

⑺ 新一般廃棄物最終処分場の整備

クローズドシステム最終処分場イメージ

22



３ 三条市の再生可能エネルギー
の取組について
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３ 三条市の再生可能エネルギーの取組
⑴ 木質バイオマス発電所の誘致

【木質バイオマス発電誘致に至る経緯】
・H20～ バイオマスタウン構想に基づき、間伐材等の木質燃料化（主にペレット）を推進

⇒木材価格の低迷、林業の担い手不足等により間伐が進まない
⇒ペレット燃料化の取組が更なる森林整備へつながるまでに至っていない

林業振興と森林整備を基軸とした新たな取組が必要！

・H26年度 木質バイオマス発電所に関する調査・研究
・H26.10 先進地視察（福島県、山形県）
・H26.11～ 木質バイオマス発電所誘致に向けた発電事業者との協議
・H27.10.15 発電所用地売買契約締結
・H27.11.27 「木質バイオマス発電事業の運営に関する協定書」締結
・H28.7～ 発電所建設
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３ 三条市の再生可能エネルギーの取組
⑴ 木質バイオマス発電所の誘致

【発電所の概要】
・名 称：SGETグリーン発電三条合同会社 三条保内発電所
・場 所：三条市保内工業団地（12,584㎡）
・種 類：汽力発電
・燃 料：木質バイオマス専焼（年間約６万トン）
・出 力：6,250kWh（発電規模）⇒年間約42,700MWh（一般家庭1万世帯分）
・稼働時期：平成29年９月（予定）

木質バイオマス発電所完成予想図 25



３ 三条市の再生可能エネルギーの取組
⑴ 木質バイオマス発電所の誘致

②林業の振興、林業従事者の収
入安定

①適切な間伐による里山保全 ③発電所、間伐作業等での
新規雇用創出

地域の活性化

地方創生へ！

【事業効果】

削
減

自然災害の防止

CO2
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３ 三条市の再生可能エネルギーの取組
⑵ ものづくりの技術を活かした再生可能エネルギーの利用促進

【小型水力発電装置開発の支援】

・民間企業における小型水力発電装置開発を支援
（次世代産業創造プロジェクト事業）

・平成27年9月リニューアルオープンした吉ヶ平山荘の電源装置として設置

小型水力発電装置 吉ヶ平山荘
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３ 三条市の再生可能エネルギーの取組
⑵ ものづくりの技術を活かした再生可能エネルギーの利用促進

【小型風力発電装置開発の支援】

・民間企業における小型風力発電装置開発を支援
（次世代産業創造プロジェクト事業）

・燕三条地場産業振興センター駐車場に設置

小型風力発電装置
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【公共施設への太陽光発電システム導入】

・三条東公民館に太陽光発電システムを設置し、二酸化炭素排出量の削減、省エネ
ルギー化を図った

３ 三条市の再生可能エネルギーの取組
⑶ 公共施設への太陽光発電システムの導入

太陽光パネル
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・現在、国ではCOP21を契機として低炭素社会の実現に向けた取組

が進められており、その中でもバイオマス、太陽光、風力などの再
生可能エネルギーの普及促進が課題として掲げられている。

・東日本大震災以降、「安全・安心」、「資源の有効活用」という視点
においても再生可能エネルギーへの期待が高まっている。

・環境保全に関する施策について引き続き取組を推進するとともに、
木質バイオマス発電所の整備を契機とし、再生可能エネルギーの
普及促進、持続可能な地域社会の構築について官民一体となって
取り組んでいく。

４ まとめ
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ご清聴ありがとうございました

31


