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新しいごみ処理施設の「目指すべき方向性」についてのまとめ 

 

１． ごみ処理施設の整備に関連するキーワードの再抽出（国及び東京都の上位計画） 

第 8 回検討会において、20～30 年程度の稼働を想定する新しいごみ処理施設の「目指

すべき方向性」を検討するにあたり、2030年頃までの長期のビジョンを示す国及び都の

上位計画についてキーワードの抽出を行いました。また、その議論を踏まえ、改めてキーワ

ードを抽出し、その意味を整理した上で今後の目指すべき方向性の検討を行います。 

 

 

（１） 上位計画（国） 

国の上位計画「循環型社会形成推進基本計画」の中では、２０３０年に向けた持続可能な

社会の実現を見据え、循環型社会に至る中長期的な方向性を示した「第 2章循環型社会形

成に向けた取組の中長期的な方向性」をこれまでと同様に確認し、今後のごみ処理施設の目

指すべき方向性に関連するキーワードを再抽出します。これまでキーワードの抽出は、ごみ

処理施設のあり方、今後の施設整備に関わると考えられるものを抽出してきました。今回は

これまでの議論を踏まえ、さらに将来への循環型社会形成にむけた具体的なキーワードを再

抽出します。（表１） 

 

表１ 循環型社会形成推進基本計画から抽出されたキーワード 

循環型社会形成推進基本計画 平成 25 年５月 （P.15～P.19） 

第 2 章 循環型社会形成に向けた取組の中長期的な方向性 

キーワード 

第１節 自然界における循環と経済社会における循環が調和する社会 

我々の社会は、自然界から大量の資源を取り出し、様々なものを大

量に生産・消費し、その後、不要となったものを自然界へ大量に廃棄

することで成り立っている。しかし、この過程では地球上の有効な資

源を浪費し、健全な物質循環を阻害する側面も有し、自然界にも大き

な負荷を与えている。 

我が国が目指す循環型社会は、従来の大量生産・大量消費型の経

済社会から大きく転換し、自然界から取り出す資源と自然界に排出

する廃棄物の質と量を自然環境が許容できる範囲内に抑えた、持続

可能な活動が行われる社会である。 

（以下、自然界における循環の説明省略） 

 

 

 

 

 

 

循環型社会 

 

 

 

 

第２節 ３Ｒ型ライフスタイルと地域循環圏の構築 

20 世紀後半に形成された大量生産・大量消費型かつワンウェイ型

のライフスタイルから、循環を基調とした生活の豊かさと環境の保全

を両立させたライフスタイルに転換し、低炭素社会や自然共生社会と

も統合された持続可能な社会の形成を目指す。 

この社会では、「足るを知る」意識が浸透し、リデュースが進

み、リユース製品が定着するようになる。例えば、不必要な容器包

装はなくなり、詰替用製品や再生品、食品ロス削減のために量を調

３R 型ライフスタイル 

 

 

低炭素社会 

 

「足るを知る」意識 
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節できるメニューやフードバンク活動が普及し、家庭においても食

べ残しの減少、エコ・クッキングなどの調理の工夫、生ごみの肥料

化や分別などの取組が進む。生活用品や衣類をはじめとしたあらゆ

る物が健全なリユース市場を通じて、次なる所有者に引き継がれて

ゆく。リユース商品は、人手と時代を経たことが新しい価値を生

み、リユースできない衣服なども仕立て直され、新たな役割を与え

られる。住まいは、長期にわたって使用可能な質の高い住宅が設計

され、世代を越えて活用される。また、建築物をリフォームするな

どして古い住宅や、空き家も大事に使用される。新しい商品の購

入・所有にこだわらないリースやレンタル、長期間使用していくた

めの修理や維持管理などへの需要も高まる。カーシェアリングやハ

ウスシェアなど、モノの「共有」が所有形態の一つとして定着し、

共有を通じた人と人とのつながりにも新たな価値観が見出される。

さらに、買い物や食事の宅配サービス時に通い箱（使い捨てでない

配送箱）の使用や食器・容器包装のリユースがしっかりと行われる

など、高齢化社会・単身世帯化に対応した３Ｒ活動が営まれる。 

地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域での循環

が困難なものについては循環の環を広域化させていくという考え方

に基づく「地域循環圏」が重層的に形成されるようになる。 

 農山漁村においては、未利用間伐材、家畜排せつ物、分別収集さ

れた生ごみなど、各地域のバイオマス系循環資源が飼肥料やエネル

ギー等に利用され、これらを利用して生産された農畜産水産物が地

域内で消費される地産地消の循環が形成されるとともに、自立・分

散型エネルギーによる地域づくりが進む。さらに、コミュニティビ

ジネスとして各地域の循環資源を活かした物品の製造やサービスの

提供がさかんになる。 

大都市では、徹底した資源回収や、再資源化できないものの焼却

処理・熱回収が効率的に行われる。また、下水汚泥や生ごみ等のバ

イオマス系循環資源はエネルギー等に有効利用される。 

 小型電子機器等の循環資源が広域的に収集・再資源化され、環境保

全を確保した上で、規模の経済とエコタウン等のリサイクル産業集積

地内での相互連携により効率的な資源循環が進む。 

 これらのことを通じ、２１世紀初頭に比べ、一人あたりの天然資源

消費量は大幅に減少する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有を通じた人と人の

つながりにも新たな価

値観 

（共有を通じた価値

観） 

 

高齢化社会・単身世帯

化に対応 

３Ｒ活動 

 

 

 

 

 

 

 

焼却処理・熱回収が効

率的に行われる 

（効率的な焼却処理・

熱回収） 

 

第３節 資源効率性の高い社会経済システムの構築 

化石燃料など枯渇性資源の使用量を最少化するとともに、循環資源

のリサイクル率を更に向上させ、排出者責任や拡大生産者責任に基づ

く取組が一般化する社会を目指す。 

（以下、製品の製造過程、事業者の３Ｒの取り組み等について省略） 

 

循環資源 

 

 

 

第４節 安全・安心の実現 安心・安全 
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有害物質を含む廃棄物を適正に処理する体制がしっかりと整備さ

れた社会を目指す。 

 この社会では、リサイクル製品等の安全・安心に関わる基準が設

定・順守され、適正なリサイクルが行われる（食品に係る容器包装

等のリサイクルにおいては、食品の安全性の確保が前提とされ

る。）。また、製品のライフサイクル全体を通じた化学物質管理が

進む。 

廃棄物の不法投棄・不適正処理や不法輸出は見られなくなり、モ

ラルの高い優良な廃棄物処理事業者が環境保全を前提とした効率的

な廃棄物処理を行う。３Ｒの取組進展により、最終処分量の一層の

削減が進むとともに、適切な規模の最終処分場がしっかりと確保さ

れる。廃棄物焼却施設などについては、熱や電気などのエネルギー

供給センターとしての役割も果たすようになる。 

大規模災害時においても、迅速に廃棄物の処理が行われるととも

に、人々の安全・安心に対する理解が進み、行政、事業者、市民の間

で適切に相互理解と情報共有が行われる。 

 

 

 

 

 

熱や電気などのエネル

ギー供給センターとし

ての役割 

（エネルギー供給セン

ター化） 

大規模災害時において

も、迅速に廃棄物の処

理が行われる 

（災害時の迅速な廃棄

物処理） 

相互理解と情報共有 

 

第５節 国際的取組 

アジア３Ｒ推進フォーラム等を通じた多国間の国際協力の推進や国

際機関等との連携、二国間の国際協力や静脈産業をはじめとする循環

産業の海外展開、適正な循環資源の輸出入管理などを通じて、我が国

が世界の環境負荷低減に貢献する社会を目指す。 

（以下、国家間の協力、国際的な資源循環の枠組み作りについて省略） 

 

 

 

 

 

環境負荷低減 

 

 

（２） 上位計画（東京都） 

東京都の上位計画「東京都資源循環・廃棄物処理計画」の中で、2030 年に向けての東

京の資源循環・廃棄物処理が目指す姿を示した「第 2 章 計画の基本的な考え方」を第８回

検討会の議論を踏まえ再度確認し、さらに将来のごみ処理施設の方向性にかかわるキーワー

ドを再抽出します。（表２） 

 

表２ 東京都資源循環・廃棄物処理計画から抽出されたキーワード 

「東京都資源循環・廃棄物処理計画 平成 28 年 3 月」（P13～16） 

第 2 章 計画の基本的な考え方 

１ 2030 年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿 

キーワード 

（１）持続可能な資源利用への転換 

―地球規模の環境負荷等の低減のために先進国の大都市としての責任を

果たすー 

世界が直面している資源制約・環境制約の下で、東京がその経済活

力を維持・発展させていくためには、天然資源消費量の削減を進める

 

環境負荷等の低減 
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必要がある。また、資源の大量消費に伴い、国内他地域や海外で生じ

る環境負荷や社会にもたらされる負の影響を低減させるため、先進国

の大都市としての責任を果たしていく必要がある。 

2015 年９月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標

（SDGs）」では、目標 12 として、「持続可能な生産消費形態を確保

する」が掲げられた。都は、2030 年に向けて、次のような「持続可

能な生産消費形態を確保する」姿を目指して取り組んでいく。 

・ 資源ロス削減と循環的利用の推進により、資源効率が高まり、資源

の利用が使い捨て型から循環型に転換している。また、そのための

制度が構築されている。 

・ ストックの価値が重視され、ものを長く大切にする社会が実現して

いる。 

・ 低炭素・自然共生・循環型の製品やサービスが積極的に選択され、

製造・供給されるようになっている。これにより、ライフサイクル

全体を通じて負の影響が低減されている。 

・ 特に、再生資源を積極的に利用していく責任が認識され、都市の中

に蓄積された資源の循環的利用が大きく前進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストックの価値が重視

され、ものを長く大切

にする社会 

（ものを長く大切にす

る社会） 

再生資源を積極的に利

用していく責任が認識 

（再生資源の積極的な

利用への責任） 

（２）良好な都市環境の次世代への継承 

―最適化された資源循環・廃棄物処理を目指す― 

将来にわたって東京の都市環境を良好な状態で維持していくために

は、生活環境の保全及び公衆衛生の確保に不可欠な資源循環・廃棄物

処理が将来にわたって、適切に行われていく必要がある。そのため、

次のような循環的利用・廃棄物処理のシステムを目指していく。 

・ 適正かつ確実な廃棄物処理を継続させるために必要不可欠なインフ

ラである最終処分場をできる限り長期間使用している。 

・ 廃棄物の分別、保管、収集、運搬、処分等が適正に行われ、地域の

生活・自然環境に重大な影響を及ぼす不適正処理が排除されてい

る。 

・ 環境負荷と社会的費用を考慮した最適な循環的利用・廃棄物処理シ

ステムが確立されている。 

・ 超高齢化社会にあっても人々が参加しやすい適切な廃棄物処理サー

ビスが提供されている。 

・ 災害発生後、復旧復興に資する迅速かつ適正な災害廃棄物処理が行

われる 

 

資源循環 

 

地域の生活・自然環境

に重大な影響を及ぼす

不適正処理が排除 

（地域の生活・自然環

境への配慮） 

 

環境負荷と社会的費用

を考慮 

（環境負荷考慮 

社会的費用の考慮） 

超高齢化社会にあっても

人々が参加しやすい適切

な廃棄物処理サービス 

（高齢化社会へ対応し

たサービス） 

適正な災害廃棄物処理

が行われる 

（適正な災害廃棄物処理）  
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抽出されたキーワードの整理 

（１） キーワード一覧 

長期ビジョンについて国都の計画を確認し再抽出されたキーワードを整理すると、循環型

社会形成推進基本計画では「足るを知る意識」「共有を通じた価値観」「高齢化社会・単身世

帯化に対応」となり、東京都資源循環・廃棄物処理計画では「ものを長く大切にする社会」

「再生資源の積極的な利用への責任」「高齢化社会へ対応したサービス」になり、第８回検

討会での議論を踏まえたキーワードとして赤字で示しています。（表３） 

黒字部分は第 7回、第 8回検討会で整理した、平成 28 年度中間報告書から抽出し確認し

た４つの配慮事項、「東村山市第 4 次総合計画後期基本計画」「東村山市環境基本計画」東村

山市一般廃棄物処理基本計画」といった東村山市の上位計画、及び、「循環型社会形成推進基

本計画」「東京都資源循環・廃棄物処理計画」といった国及び都の上位計画のから確認したキ

ーワードです。（表３） 

 

表３ キーワードについて整理した一覧表 

キーワード 抽出元 

中間報告書の配慮事項からの抽出 

安心して住めるまちづくり 配慮事項 

地域貢献 配慮事項 

経済性 配慮事項 

災害に強い 配慮事項 

国、都、東村山市上位計画からの抽出  

安心 [国]循環型社会形成推進基本計画、 

[市]総合計画 

安全 [国]循環型社会形成推進基本計画、 

[市]総合計画 

循環型社会 [国]循環型社会形成推進基本計画、 

[都]資源循環・廃棄物処理計画、 

[市]総合計画 

３R 型ライフスタイル・３R 活動 [国]循環型社会形成推進基本計画 

低炭素社会 [国]循環型社会形成推進基本計画、 

[市]一般廃棄物処理基本計画 

効率的な焼却処理・熱回収 [国]循環型社会形成推進基本計画 

循環資源 [国]循環型社会形成推進基本計画、 

[都]資源循環・廃棄物処理計画 

エネルギー供給センター化 [国]循環型社会形成推進基本計画 

災害時の迅速な廃棄物処理 [国]循環型社会形成推進基本計画 

相互理解と情報共有 [国]循環型社会形成推進基本計画 

環境負荷低減 [国]循環型社会形成推進基本計画、 

[都]資源循環・廃棄物処理計画 
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地域の生活・自然環境への配慮 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

環境負荷考慮 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

社会的費用の考慮 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

適正な災害廃棄物処理 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

資源化 [市]総合計画、環境基本計画 

学習機会 [市]総合計画 

情報提供 [市]総合計画、一般廃棄物処理基本計画 

市民との協働 [市]総合計画 

市民組織への支援 [市]総合計画 

安定的なごみ処理 [市]総合計画 

適正なごみ処理 [市]総合計画 

周辺環境配慮 [市]総合計画 

安定したごみ処理 [市]総合計画、一般廃棄物処理基本計画 

生活環境配慮 [市]総合計画 

循環型の地域社会 [市]環境基本計画 

循環型都市  [市]一般廃棄物処理基本計画 

財政的に効率的な事業 [市]一般廃棄物処理基本計画 

効率性 [市]一般廃棄物処理基本計画 

発生抑制・排出抑制・再利用 [市]一般廃棄物処理基本計画 

合理的な収集と資源化 [市]一般廃棄物処理基本計画 

温室効果ガスの低減 [市]一般廃棄物処理基本計画 

安全な処理体制 [市]一般廃棄物処理基本計画 

確実な処理体制 [市]一般廃棄物処理基本計画 

環境学習 [市]一般廃棄物処理基本計画 

市民・事業者との協働 [市]一般廃棄物処理基本計画 

足るを知る意識 [国]循環型社会形成推進基本計画 

共有を通じた価値観 [国]循環型社会形成推進基本計画 

高齢化社会・単身世帯化に対応 [国]循環型社会形成推進基本計画 

ものを長く大切にする社会 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

再生資源の積極的な利用への責任 [都]資源循環・廃棄物処理計画 

高齢化社会へ対応したサービス [都]資源循環・廃棄物処理計画 

市民意見（市民アンケート及び来場者意見聴取結果）からの抽出 

安全なごみ処理 市民意見 

安定的なごみ処理 市民意見 

ごみ資源化 市民意見 

エネルギー有効利用 市民意見 

環境負荷低減 市民意見 
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（２） キーワードの整理 

第 7 回、第 8回検討会で行ったキーワードのグルーピングでは、広義的な意味を持つと考

えられるグループと、類似した意味をもつと考えられる５グループに分類することができま

した。第 9回検討会では新たに追加されたキーワードを整理します。（図１） 

新たに追加されたキーワードは、２０３０年の社会像や長期的な視点を示している国の循

環型社会形成推進基本計画及び都の資源循環・廃棄物処理計画から抽出したもので、２０３

０年の将来において浸透していると考えられる価値観や市民意識、懸念される社会像への対

応が示されております。 

新たなキーワードは、足るを知る意識、共有を通じた価値観、高齢化社会・単身世帯化に

対応、ものを長く大切にする社会、再生資源の積極的な利用への責任、高齢化社会へ対応し

たサービスです。 

「足るを知る意識」、「共有を通じた価値観」、「ものを長く大切にする社会」、「再生資源の

積極的な利用への責任」のキーワードは、2030年の循環型社会の形成に向けたリデュース

及びリユース（２Ｒ）に関わる市民意識について示すキーワードです。 

これらは「ものの使い方や所有に関する意識転換」としてまとめることができると考えられ

ます。 

「高齢化社会・単身世帯化に対応」、「高齢化社会へ対応したサービス」のキーワードは、

良好な都市環境の次世代への継承として２０３０年に向けた東京都が目指す姿のうち、高齢

化を含む今後の社会状況の変化に対するごみ処理の対応について示すキーワードです。 

これらは「将来の社会動向を見据えた対応」としてまとめることができると考えられます。 

「合理的な収集と資源化」については経済性から始まるグループに整理しておりましたが、

資源化についてのキーワードであるため、循環型社会、資源化を含むグループに再整理しま

す。 

さらに「安全」というキーワードについては、第８回検討会の議論において、施設自体の

安全性と周辺への環境影響における安全性の２つの視点があると整理されました。それを踏

まえ、それぞれ「安全な施設及び維持管理運転」と「周辺環境における安全」と具体的にキ

ーワードとしてそれぞれ再整理します。 
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（３）議論の整理 

 第７回及び第８回検討会において今後目指すべき方向性として掲げるものとして、今後のご

み処理施設においては、市で発生するごみを安全・安定的・確実に処理することは大前提であ

り、より良い施設とする考えを掲げることが重要であるという意見がありました。 

そこでは、循環型社会のトップランナーになるということや、市民が新しい施設に誇りを持

てるようになる事、今後ますます重要となる循環型社会形成という考えをより推進できるよう

な施設することが重要ではないかという意見でした。 

 その議論を踏まえ、新たなキーワードとして「循環型社会をリードする拠点」「市民が誇りを

持てる拠点」というキーワードを新しく整理します。 

「循環型社会をリードする拠点」というキーワードは今後さらに当たり前の考え方となる循

環型社会という考えの拠点となり推進していくことが考えられます。 

「市民が誇りを持てる拠点」というキーワードは、新しいごみ処理施設においてごみを安全・

安定・確実に処理するということは、最低限行った上でより良い施設とし、市民が誇りを持て

るような施設という考えから、広義にわたると考えられます。 

以上を踏まえ、図１にて整理します。 
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図１ 類似したキーワードのグルーピング  

安定的なごみ処理 

安定したごみ処理 

適正なごみ処理 

安全な処理体制 

確実な処理体制 

安全な施設及び維持管理運転 

安全なごみ処理 

災害に強い 

災害時の迅速な廃棄物処理 

循環型社会 

３R 型ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ・３R 活動 

循環資源 

循環型社会をリードする拠点 

資源化・ごみ資源化 

発生抑制・排出抑制・再利用 

合理的な収集と資源化 

 

低炭素社会 

効率的な焼却処理・熱回収 

エネルギー供給センター化 

地域の生活・自然環境への配慮 

周辺環境配慮 

生活環境配慮 

温室効果ガスの低減 

エネルギー有効利用 

経済性 

財政的に効率的な事業 

効率性 

社会的費用の考慮 

経済的効率性 

 

 

 

安心 

安心して住めるまちづくり 

将来の社会動向を見据えた対応 

市民が誇りの持てる拠点 

地域貢献 

相互理解と情報共有 

学習機会 

情報提供 

市民・事業者との協働 

市民組織への支援 

環境学習 
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２． 抽出されたキーワードの分析・目指すべき方向性のまとめ 

（１） 目指すべき方向性の項目の設定 

類似したものでグルーピングをしてみると、大きく５つのグループがあると想定されます。

５つのグループを目指すべき方向性の項目とします。 

また、キーワードの中の「安心」、「安心して住めるまちづくり」、及び、「社会動向への対

応」は他のキーワードと比較して広義に解釈できます。よって、「目指すべき方向性のコンセ

プト」として、項目全体の内容を包含するものとして位置づけ、検討を行います。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 「目指すべき方向性」の項目検討  

 

 

循環型社会 

３R 型ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ・３R 活動 

循環資源 

循環型社会をリードする拠点 

資源化・ごみ資源化 

発生抑制・排出抑制・再利用 

合理的な収集と資源化 

 

 
 

 

 

 

安心 

安心して住めるまちづくり 

将来の社会動向を見据えた対応 

市民が誇りの持てる拠点 

 

項目① 

項目② 

項目③ 

項目④ 項目⑤ 

安定的なごみ処理 

安定したごみ処理 

適正なごみ処理 

安全な処理体制 

確実な処理体制 

安全な施設及び維持管理運転 

安全なごみ処理 

災害に強い 

災害時の迅速な廃棄物処理 

適正な災害廃棄物処理 

経済性 

財政的に効率的な事業 

効率性 

社会的費用考慮 

経済的効率性 

低炭素社会 

効率的な焼却処理・熱回収 

エネルギー供給センター化 

周辺環境における安全 

環境負荷低減・環境負荷考慮 

地域の生活・自然環境への配慮 

周辺環境配慮 

生活環境配慮 

温室効果ガスの低減 

エネルギー有効利用 

目指すべき方向性のコンセプト 

地域貢献 

相互理解と情報共有 

学習機会 

情報提供 

市民・事業者との協働 

市民組織への支援 

環境学習 
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（２） 目指すべき方向性の検討とまとめ 

 第８回検討会にて、本検討会で議論している今後の目指すべき方向性の検討における検討

範囲について、３Ｒを優先に行いそれでも排出されるごみを適正処理するごみ処理施設のあ

り方について検討をまとめるか、ライフスタイルやごみ処理そのものの考え方などの一体的

な考え方まで議論し検討をまとめるかについて議論がなされました。 

そこでは、廃掃法の基本的な考え方や本検討会が設置された趣旨、リフューズ・リユース

まで組み込んだ議論となると検討会として収拾がつかなくなるという懸念、市の責務を全う

するために具体的に次のごみ処理施設をどうするかという点について議論を深める必要性、

国都の計画のように広い抽象的な概念をそのまま実際の施設整備に反映することの困難性に

ついて意見がありました。 

また、長期的に利用するごみ処理施設においては、今後ますます定着させる必要性のある

循環型社会に対する意識や、迷惑施設というごみ処理施設に対する認識の転換など、ごみ処

理施設として、ごみを確実に安全に処理するという第一次的目的は当然達成させた上でさら

によくするためにどうするかという視点について検討を行い、市民が誇れる施設となるよう

に理念を掲げることが必要ではないかとの意見もありました。 

検討会ではその議論を踏まえ、今後の目指すべき方向性においては、より大きな概念を整

理するとともに、それを実現するための設備と仕様に結びつくように各項目を作り検討する

という方向で議論がされました。 

それを踏まえ、図４ではグルーピングされた各項目の内容を分析し、「目指すべき方向性の

コンセプト（案）」及び「目指すべき方向性（案）」の内容をまとめます。 

 

①グルーピングしたキーワードの整理とキーワード分析 

 今後の目指すべき方向性の項目とした各グループにおいて、考え方の共有を図るために、

今後のごみ処理施設の整備を念頭に考え、各項目がどのような意味を包含しているか分析

し検討します。この整理と分析を踏まえ、目指すべき方向性のコンセプト及び目指すべき

方向性を検討することとなります。 

 

②まとめの検討 

 ①の分析を踏まえ、目指すべき方向性のコンセプト（案）及び目指すべき方向性（案）

をまとめ、検討します。 
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抽出キーワード キーワード分析  目指すべき方向性のコンセプト（案） 

安心 

安心して住めるまちづくり 

市民が誇りの持てる拠点 

  ごみを適正かつ安全に処理し安心を得るとともに、市民が誇れる「ごみ

処理施設」をつくる 

・ 「安心」「安心して住めるまちづくり」「市民が誇りの持てる拠点」は、目指すべき方向性の項目とした①～⑤の内容に
関連すると考えられます。よって、新しいごみ処理施設では各項目を反映したごみ処理施設を設置・運営をすることによ
り、「安心」「安心して住めるまちづくり」を実現し、さらにより良い施設となる事で市民が誇りを持てる施設ができる
と考えられます。 

 ごみの安全・安定処理を確実に行い、循環型社会、地域貢献、低炭素

社会、経済性に配慮しながら、市民の安心を得つつ、より良い誇れる

施設とする。 

将来の社会動向を見据えた対応 

・ 「社会動向への対応」は、高齢化社会や単身世帯化などといった人口構成や世帯構成といった今後の社会動向におけるご
み処理の課題について着目し、次のごみ処理施設の整備・運営の際に、それら動向に即した施設とすることを意味してい
ます。 

 
 社会動向や市の状況に即した施設とする。 

 
 

  

 抽出キーワード キーワード分析  目指すべき方向性（案） 

項目① 

安定的なごみ処理 

安定したごみ処理 

適正なごみ処理 

安全なごみ処理 

安全な処理体制 

確実な処理体制 

安全な施設及び維持管理運転 

  「常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設をつくる」 

・ ごみ処理・処理体制を含んだこれらのキーワードは、ごみ処理及びその運用体制が、常時安定的かつ安全であることを意
味しています。 

 
 常時安定的なごみ処理を安全に継続できる信頼性の高い施設とす

る。 

災害に強い 

災害時の迅速な廃棄物処理 

適正な災害廃棄物処理 

・ 災害時に関するこれらのキーワードは、災害時のごみ処理施設のあり方を指す言葉であり、災害に対して強い建物で、災

害時にもごみ処理機能を継続できることを意味しています。 

 
 災害時にも、ごみ処理機能を継続できる、災害に強い施設とする。 

項目② 

 
循環型社会 

３R 型ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ・３R 活動 

循環資源 

循環型社会をリードする拠点 

  「循環型社会形成に資する施設をつくる」 

・ 循環型社会とは、[1]廃棄物等の発生抑制、[2]循環資源の循環的な利用及び[3]適正な処分が確保されることによって、
天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会です。国都及び市町村、事業者、国民はそれぞれの
立場において循環型社会の形成に向け取り組む必要があります。３Ｒや循環資源、循環型社会をリードする拠点を含むこ
れらのキーワードは、ごみ処理施設の検討においては、ごみ処理にかかわる循環資源を有効利用できる施設となり、今後
市の拠点として循環型社会を推進することを意味しています。 

 循環型社会をリードする拠点とし、循環資源の有効利用に寄与する

施設とする。 

資源化・ごみ資源化 

発生抑制・排出抑制・再利用 

合理的な収集と資源化 

・ 合理的な資源化、発生抑制・排出抑制・再利用といった３Ｒを含むこれらのキーワードは、排出されるごみを処理するご
み処理施設の処理過程において、発生する素材・エネルギーを循環資源として、合理的に再利用できる施設となることを
意味しています。 

 ごみ処理過程で発生する素材やエネルギーを合理的に資源化、再利

用できる施設とする。 

項目③ 

   「地域社会に貢献できる施設をつくる」 

情報提供 

学習機会 

環境学習 

相互理解と情報共有 

・ 環境学習を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設が環境学習やごみ処理について情報発信しながら市民と情報共有し
相互理解し、将来の循環型社会形成にむけた市民意識をさらに深められる施設となることを意味しています。 

 情報発信・情報共有を行い、将来の循環型社会形成に向け、市民意

識の向上に資する施設とする。 

市民組織への支援 ・ 市民組織への支援のキーワードは、施設に市民が集い、市民組織活動の支援等を行える施設となることを意味しています。  地域住民が集い、賑わいのある施設とする。 

地域貢献 

市民・事業者との協働 

・ 地域貢献、市民との協働を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設の検討及び整備等において、地域住民や地元企業に
貢献できる施設となることを意味しています。 

  地域社会に貢献できる施設とする。 

項目④ 

周辺環境配慮 

生活環境配慮 

環境負荷低減・環境負荷考慮 

周辺環境における安全 

  「低炭素社会に資する施設をつくる」 

・ 環境配慮を含むこれらのキーワードは、ごみ処理施設が周辺環境の安全に配慮し環境負荷を低減できる施設となることを

意味しています。 
  周辺への環境負荷を低減できる施設とする。 

低炭素社会 

温室効果ガスの低減 

効率的な焼却処理・熱回収 

エネルギー有効利用 

エネルギー供給センター化 

・ 低炭素社会は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を削減するなど、環境に配慮した社会システムを指します。低炭素

社会・温室効果ガス低減・エネルギー有効利用を含むこれらのキーワードは、ごみ処理の過程で省エネルギーに努め低炭

素社会に資する施設となることを意味しています。 

  ごみ処理に関わるエネルギーを有効利用できる施設とする。 

項目⑤ 

経済性、効率性 

経済的効率性 
財政的に効率的な事業 

社会的費用考慮 

  「経済性に優れた施設をつくる」 

・ 経済性や効率性を含むこれらのキーワードは、経済性に配慮した適切な規模の施設となることを意味しています。  経済性を配慮した適切な規模の施設とする。 

・ 経済性や効率性を含むこれらのキーワードは、維持管理・運営といった、ごみ処理施設を整備し運営する一連の内容に関

して、経済性・効率性に考慮した施設となることを意味しています。 
 経済性・効率性に考慮した維持管理・運営を実現できる施設とする。 

図４ 目指すべき方向性のまとめ（案） 


