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第２部 ごみ処理基本計画（案） 

第１章 基本理念 

今日、環境問題は、私たち人類の生存基盤に関わる、極めて重要な課題となっています。 

大量生産・大量消費・大量廃棄による天然資源の枯渇、温室効果ガスの排出による地球温暖化

とそれに伴う気候変動、大規模な資源採取による自然環境破壊や生物多様性の危機などの問題は、

深刻化しており、これらの問題は地球環境の悪化という直接的な影響だけでなく、大規模豪雨災

害の頻発化などにみられるように、間接的な面においても私たちの生活を不安定なものにしてい

ます。 

 

新興国の経済成長等により世界的に資源消費量の増加が見込まれる中、平成 27 年９月に国連

サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」では、ターゲットの一つとして持続可能な

生産消費形態の確保が掲げられ、各主体による持続可能な資源活用にむけた取組が進められてい

ます。また、廃棄物処理を巡っては、プラスチックごみによる海洋汚染対策や食品ロス削減が世

界的な課題となっており、これらは一般廃棄物処理のみの問題にとどまらず、持続可能な資源活

用とともに、地球規模での環境問題と関連しています。 

 

  市はこれまで、循環型社会の形成にむけて、市民・事業者のご理解とご協力のもと、ごみ減量

及びリサイクルに積極的に取り組んできました。 

前計画では、温室効果ガスの削減による低炭素社会の実現や、安定的に廃棄物処理事業を継続

していくための費用対効果を重視した効率的な事業運営への配慮といった視点も加えた「低炭素

や効率性に配慮した循環型社会の実現」を基本理念として取組を推進し、その結果、総ごみ排出

量は着実に減少し、１人１日当たりのごみ排出量の少なさ及びリサイクル率の高さは、全国的に

見ても高い水準となっています。また、全てのごみ・資源物を戸別収集に移行することにより、

地域で誰もが暮らしやすい持続可能な社会に向けた取組も進めています。 

 

今後は、これまでの考え方を継承しながらも、限りある天然資源を将来にわたって持続可能な

方法により活用し、将来世代に責任をもって引き継いでいくという視点のもと、市民・事業者の

更なる意識高揚により、ごみとなるものの発生を徹底して抑制することを最重要なものとして取

り組み、その上で、排出されるごみ・資源物については、地域内での循環や省資源・省エネルギ

ー型の環境負荷が可能な限り低減される方法に配慮して適正に処理を進めていくことが求めら

れます。 

 

 このような考え方から、今後の市の廃棄物処理事業は「限りある資源の未来への継承」

と「環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の実現」を基本理念として進めることとし

ます。  

令和２年８月３１日 

令和２年度第３回廃棄物減量等推進審議会 資料① 
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第２章 基本方針 

基本理念の実現に向けて、次の５つを基本的な方針とします。 

 

１ 徹底した発生抑制・排出抑制の推進 

   限りある天然資源を有効に活用し、環境への負荷を出来る限り低減していくために、最も重

要なことは、ごみになってしまうものをもとから減らすことです。省資源・少排出・低環境負

荷の達成を目指す循環型社会の実現に向け、脱使い捨てといったライフスタイルや、「ごみに

なるものをもたない」「ごみにしない」ことを特に意識した考え方の普及により、更なるごみ減

量を推進します。また、環境負荷低減に配慮し、身近な地域内での再使用の取組も進めていき

ます。 

 

２ 環境負荷の低減に配慮したリサイクルの推進 

   持続可能な天然資源の活用に向け、今後もリサイクルの推進を徹底します。 

ただし、リサイクルにより廃棄物を再生資源として活用することは天然資源の使用抑制につ

ながりますが、一方でリサイクルの過程で大量のエネルギーや資源が消費されていることを理

解する必要があります。エネルギーや資源を大量に消費しながら非効率的なリサイクルを行っ

ても、環境負荷の低減を目指す真の循環型社会の実現につながらないことから、出来る限り環

境負荷の低減に配慮したリサイクルを推進する必要があります。 

 

３ 普及啓発の充実 

循環型社会の実現に向けた取組を着実に実行し成果を上げていくためには、市民や事業者に

市の取組の実態を正しく認識していただくとともに、一層の理解と協力を得ていくことが欠か

せません。これまでも積極的に市の取組について啓発活動及び情報提供を行ってきましたが、

更なるごみ減量を推進していくため、ごみ排出ルールの遵守をはじめとして、誰もが自分の責

任としての意識をもつことができるような、より分かりやすく丁寧な普及啓発活動を実施しま

す。また、ごみ減量に関する知識を身につけ、自主的な行動のきっかけとなるような環境学習

の機会を提供していきます。 

 

４ 市民・市民団体・事業者との協働 

   市民・市民団体・事業者・市が、循環型社会の実現に向けたそれぞれの役割や責任を認識し

行動していくとともに、市は各主体との効果的な連携や協働が可能となるよう、働きかけや支

援を行っていきます。 

 

５ 安全・安心・安定的なごみ収集と処理の推進 

市民が安心して生活していけるよう、環境に配慮した安全かつ安定的なごみ収集と処理を継

続して行っていきます。厳しい財政状況が続く中で、安定的なごみ収集と処理を継続していく

ため、費用対効果を意識した事業展開を進めます。また、大規模な自然災害や、感染症の流行

による社会的な混乱時においても機能を維持していけるよう備えるとともに、高齢化や核家族

化といった社会状況の変化に対応した取組について検討していきます。 
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第３章 計画目標 

１ 現状の取組を継続した場合のごみ排出量の将来推計 
   

過去のごみ排出量の推移から、現状の取組を継続した場合に将来のごみ排出量がどのように変

化するかを予測（以下「現状予測」という。）します。 

推計結果は、図 2-1のとおりです。 

現状の取組を継続した場合、計画目標年度の令和 12 年度には、集団資源回収量を含む総ごみ

排出量が 34,676ｔ、集団資源回収量を含む１人１日当たりの総ごみ排出量は 663.9ｇに減少する

と推計しました。 

 

 

 

図 2-1 ごみ排出量の将来推計結果（現状予測） 
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２ 計画目標 
 

基本理念の達成に向けた取組を着実に実行し、その効果を評価するために数値目標を設定しま

す。本計画では、「市民１人１日当たりの総ごみ量」（集団資源回収分を含む）及び「埋立処分量」

に数値目標を設定し、計画目標とします。 

 

（１）１人１日当たりの総ごみ量 

 環境負荷の低減と処理経費の削減を図る観点から、集団資源回収分を含めた、全てのごみの

排出量を減量していきます。 

ごみ排出量の現状予測の結果を踏まえ、既存事業の見直しや新たな取組により、令和 12

年度には１人１日当たりの総ごみ量を 640.0ｇ以下にすることを目指します。 

 

表 2-1 計画目標（１人１日当たりの総ごみ量） 
 

 
基準年 

令和元年度 

目標値 

令和１２年度 
令和元年度比 

１人１日当たりの総ごみ量 

（集団資源回収分を含む） 
688.1ｇ/人日 640.0ｇ/人日以下 

48.1ｇ減 

 (約７％減) 

 

 

個別目標として、ごみ種類別の減量目標を設定し減量を目指します。 
 

表 2-2 家庭系ごみの種類別の目標 
 

項目 目標 令和元年度比 

家庭系 

ごみ 

１人１日当たりの 

家庭系燃やせるごみ量 

●令和元年度実績：349.5ｇ/人日 

●現状のまま推移した場合の１人１日当た

りの排出量 341.0ｇ/人日 

→目標値 328.7ｇ/人日以下 

20.8ｇ/人日減 

 (約 5.9％減) 

１人１日当たりの 

家庭系燃やせないごみ量 

●令和元年度実績：36.0ｇ/人日 

●現状のまま推移した場合の１人１日当た

りの排出量 35.3ｇ/人日 

→目標値 34.1ｇ/人日以下 

1.9ｇ/人日減 

 (約 5.3％減) 

１人１日当たりの 

家庭系粗大ごみ量 

●令和元年度実績：28.7ｇ/人日 

●現状のまま推移した場合の１人１日当た

りの排出量 30.1ｇ/人日 

→目標値 29.0ｇ/人日以下 

0.3ｇ/人日増 

 (約 1.0％増) 

１人１日当たりの 

家庭系資源ごみ量（集団資

源回収分を含む） 

●令和元年度実績：196.9ｇ/人日 

●現状のまま推移した場合の１人１日当た

りの排出量 182.9ｇ/人日 

→目標値 176.4ｇ/人日以下 

20.5ｇ/人日減 

 (約 10.4％減) 
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表 2-3 事業系ごみの種類別の目標 

項目 目標 令和元年度比 

事業系 

ごみ 

１日当たりの 

事業系ごみ（燃やせる

ごみ）搬入量 

●令和元年度実績：11.7ｔ/日 

●現状のまま推移した場合の１日当たりの搬

入量 10.7ｔ/日 

→目標値 10.3ｔ/日以下 

1.4ｔ/日減 

 (約 12.0％減) 

  

 

（２）埋立処分量 

平成 18年度に東京たま広域資源循環組合でエコセメント化事業が本格実施されたことによ

り、市から東京たま広域資源循環組合へ搬入する焼却灰は、すべてエコセメントとして再資源

化されています。また、平成 20年度から民間委託により燃やせないごみを溶融等で再資源化

していることから、それ以降、市ではごみの埋立処分を行っていません。 

市内に最終処分場を持たない本市が、出来る限り他の地域に迷惑をかけずごみ処理を継続

していくため、今後も埋立処分量ゼロを維持します。 

 

表 2-4 計画目標（埋立処分量） 
 

 
基準年 

令和元年度 

目標値 

令和１２年度 
令和元年度比 

埋立処分量 ０ｔ/年 ０ｔ/年 ０ｔ/年を維持 

 

 

 

３ 参考指標 
   

本計画では、計画目標を補足する観点から、参考指標を設定します。 

 

（１）総資源化率 

総資源化率は、市が収集及び処理を行うごみのうち資源化したものの割合を示す指標です。

この数値はリサイクルの推進により上昇しますが、一方で店頭回収等の事業者による自主回

収の拡大や、資源物排出量の減量によって低下してしまう性質があり、循環型社会の形成に向

けた取組の成果を必ずしも計るものではないことから、本計画では参考指標とすることとし

ました。 

 

（２）家庭系の１人１日当たりの燃やせるごみ及び燃やせないごみ量 

    この指標は、各家庭でのごみ減量の取組により減少します。また、燃やせるごみや燃やせな

いごみの分別が徹底され、更なるリサイクルが推進されることによっても減少することから、

計画目標を補足する参考指標とすることとしました。 
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４ 計画目標を達成した場合のごみ排出量の将来推計 
    

１人１日当たりの総ごみ量の計画目標を達成した場合（以下「目標予測」という。）、図 2-3

に示すように、市の将来人口予測に基づく総ごみ排出量（集団資源回収分を含む）は約 33,430 

t/年となり、令和元年度実績と比較して 4,665ｔの減量になるものと推計しました。 

 

 

 

図 2-2 １人１日当たりの総ごみ排出量（目標予測） 

 

 

 

図 2-3 総ごみ量排出量の将来推計結果（目標予測） 
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第４章 市・市民・事業者の行動指針 

１ 各主体の連携 
 
  基本理念を達成するためには、市・市民・事業者が循環型社会の実現に向けて求められるそれ

ぞれの役割を認識し、行動していくことが必要です。さらに、多様化する課題に対応し、持続可

能な取組としていくためには、個々に行動するだけでなく、各主体が相互に補完・連携・協働し

て取り組んでいくことが重要となります。 

  このような前提のもと、以下において、基本理念の実現に向けた市・市民・事業者それぞれの

役割を明らかにします。 

 

 

２ 市が果たす役割 
 
〇あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を

推進します（発生抑制・再使用・再生利用）。 

〇自らも事業者として廃棄物を排出する当事者であることを自覚し、市民・事業者に取組を求め

るにあたり、自ら率先して発生抑制を最優先とした取組を進めます（発生抑制）。 

〇グリーン購入やグリーン契約等を通じて、循環型社会の形成に向けた行動を率先して実行し

ます（再生利用）。 

〇市民・事業者に必要な情報を、効果的な方法により提供します（啓発・情報提供）。 

〇適正かつ環境負荷の少ない方法による廃棄物処理を実施します（適正処理）。 

〇庁内での連携を強化し、効果的な事業推進を行います（庁内連携の強化）。 

   

 

３ 市民に期待される行動 
 
〇出来るだけごみを出さないライフスタイルの実践（発生抑制）。 

〇不要になったものは必要としている人に譲ったり、壊れたものは修理したりすることなどに

より、出来る限り長くものを使う（再使用）。 

〇資源がごみになってしまわないように、分別を徹底する（再資源化）。 

〇環境保全に配慮した商品を選ぶよう努める（再生利用）。 

 

 

４ 事業者に期待される行動 
 
〇事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理する（適正処理）。 

〇廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量する（発生抑制）。 

〇製造者、加工者、販売者として、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、適正な処

理が困難になることのないようにする（適正処理）。 

〇長く使用することができる製品の開発や製品の修理体制の確保に努める（発生抑制）。 

〇再生資源及び再生品を利用するように努める（再生利用）。 

 〇廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関して、市の施策に協力する（協働の推進）。 
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第５章 具体的な施策 

１ 施策の体系 

 

区分 施策方針

(1) ごみを出さないライフスタイルへの変革

(2) 家庭での食品ロスの削減

(3) 生ごみの減量

(4) 使い捨てプラスチックごみの削減

(5) 店頭回収の利用拡大

(6) 再使用の促進

(7) 使用済小型家電等の再資源化及び再使用

(8) 雑がみ等の古紙類の分別徹底による再資源化

(1) 排出事業者責任の徹底

(2) 事業者による食品ロスの削減

(3) 事業者による自主回収の拡大

(4) ごみ処理施設での搬入時検査及び指導

(5) 事業用大規模建築物への訪問指導

(6) ごみ減量・再資源化を促進するための事業者の紹介

(1) 行動の変革を促す啓発活動

(2) 環境学習の充実

(3) 学校での出前授業

(4) オンラインでの情報発信や啓発の充実

(5) 美住リサイクルショップ活動を通じた啓発活動

(6) 集合住宅の排出指導

(1) 集団資源回収事業の推進

(2) 廃棄物減量等推進員の活動推進

(3) 市民団体への活動支援と協働

(4) 市民･事業者との協働

(1) 適正な分別排出の徹底

(2) 安全で円滑な環境に配慮した収集運搬

(3) 資源物の持ち去り防止対策

(4) 高齢者等みまもり収集

(5) ごみ出しが困難な方への支援策の検討

(6) 大規模災害発生時の対応に向けた取組

(7) 不測の事態への対応

中間処理計画

(1) 環境に配慮した安定的なごみ処理

(2) 施設の適正な維持管理

(3) 新たなごみ焼却施設の整備

最終処分計画

(1) 焼却灰のエコセメント化による埋立ゼロの継続

(2) 燃やせないごみの再資源化による埋立ゼロの継続

具体的な取組

発
生
抑
制
・
排
出
抑
制
計
画

２　事業者によるごみの減量及び
　再生利用の推進

処
理
・
処
分
計
画

５　安全・安心・安定的なごみ収
　集及び処理の推進（処理・処分）

１　家庭ごみの減量及び再生利用
　の推進

４　市民・市民団体・事業者との
　協働

３　行動の変革を促す普及啓発と
　環境学習・環境教育の推進

収
集
運
搬
計
画

５　安全・安心・安定的なごみ収
　集及び処理の推進（収集運搬）
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２ 発生抑制・排出抑制計画 

施策方針１ 家庭ごみの減量及び再生利用の推進                     

（１）ごみを出さないライフスタイルへの変革 

   持続可能な循環型社会づくりのため、市民一人ひとりが地球環境への負荷を減らす意識を

持ち、ごみになるものは買わない、もらわないライフスタイルへ変革していくための、きっ

かけとなるような働きかけを行います。 

過剰包装やダイレクトメール（紙媒体）を断る、計画的に購入する、余分なものや使い捨

てのものは買わない等の行動を支援するための情報発信により、自主的な行動を促進し、市

民全体に取組を広げていきます。 

 

（２）家庭での食品ロスの削減 

本来食べられるのに捨てられてしまう食品ロスの約半分は家庭から発生しています。買い

物、調理、保存等の暮らしの中で「もったいない」の意識を再認識し、食品ロスを発生させ

るこれまでの習慣の変革を促し、食品ロスの削減啓発に取り組みます。 

食品ロス削減に関する情報収集を行うとともに、リーフレットの配布、出前授業における

環境学習、ごみ・資源収集カレンダーや市ホームページ、各種ＳＮＳ等の媒体を通じた情報

発信、フードドライブ活動の推進等により、更なる食品ロスの削減に取り組みます。 

 

（３）生ごみの減量 

燃やせるごみの約４割を占める生ごみについて、更なる減量に向けた取組を推進します。 

家庭で実践できる生ごみ自家処理の普及に向け、生ごみ減量化容器購入費補助制度による

支援を継続して実施します。啓発にあたっては、堆肥化したものの活用や効果の周知によ

り、生ごみ自家処理の必要性を訴えながら、これまでの堆肥化容器に加え、市民の生活様態

に合った取り組みやすい方法の提案により、自家処理の促進を図ります。 

また、家庭での水切りについての必要性に関する啓発や実施方法の情報提供を行います。 

 

（４）使い捨てプラスチックごみの削減 

   レジ袋・ペットボトル・食品容器等の使い捨ての容器包装プラスチックやストロー・スプ

ーン・フォーク等の使い捨てのプラスチック製品の使用を出来る限り控え、無駄に使われて

しまう資源を減らしていく取組を推進します。 

また、マイバッグ・マイボトル・マイはし等の使用を促進し、イベント時におけるプラス

チックごみの削減にも取り組みます。 

 

（５）店頭回収の利用拡大 

拡大生産者責任の考え方のもと、ペットボトル・紙パック・食品トレイ等の店頭回収を行

っている店舗の情報を広く市民に提供し、利用拡大の働きかけを行っていきます。 
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（６）再使用の促進 

発生抑制を最優先としたごみ減量を進めた上で、まだ使えるものの再使用を促進します。 

市民の不用品交換の場としてのフリーマーケットの普及、「とんぼ市」をはじめとした不用

品交換情報の提供等を継続するほか、再使用のさらなる普及に向けた取組の調査・研究を行

っていきます。 

秋水園に搬入される粗大ごみ等の中には、まだ使用できるものが多く含まれることから、

引き続き、ごみとして処理する前段階での引き抜きを強化し、修繕を行った上で、再生家具

等として販売します。 

また、古着は、雨天時の排出による水分の付着で再使用できなくなることがないよう周知

するなど、効果的な再使用を推進します。 

 

（７）使用済小型家電等の再資源化及び再使用 

市公共施設における拠点回収を継続して実施し、有用金属等の再資源化及び再使用を推進

します。 

 

（８）雑がみ等の古紙類の分別徹底による再資源化 

燃やせるごみの中には、雑がみを中心に資源化可能な紙類が多く含まれることから、分別

の徹底の働きかけや分別方法に関する分かりやすい情報提供を行います。また、市が発送す

る封筒等への印字による周知など、様々な方法による啓発の可能性を検討していきます。 
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施策方針２ 事業者によるごみ減量及び再生利用の推進                  

（１）排出事業者責任の徹底 

全ての事業者には、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理し

なければならないという排出事業者責任が課せられています。排出事業者への啓発及び指導

を継続して実施し、事業者による適正な処理を促進します。 

市が収集を行う少量排出事業者が排出する廃棄物については、家庭系ごみとしてではな

く、事業系ごみとして適切に排出されるように指導を継続して実施します。 

 

（２）事業者による食品ロスの削減 

食品ロスの約半分は事業活動により発生しています。事業活動により発生する食品ロス削

減のためには、事業者による取組のみならず、そこで消費する消費者への事業者による啓発

を促していく必要があります。 

市内の飲食店や食品小売店等を対象として、食べきりの促進や食品ロス削減を意識した購

買活動を促す啓発資材を提供し、消費者と事業者の双方による食品ロス削減の取り組みを支

援していきます。 

また、その他の先進的な食品ロス削減の取り組みについても、継続して調査・研究を行っ

ていきます。 

 

（３）事業者による自主回収の拡大 

拡大生産者責任の考え方のもと、店舗でのペットボトル・紙パック・食品トレイ等の店頭

回収の実施や回収品目拡大の要請を継続して行っていきます。 

自動販売機についても、回収ボックスの設置の働きかけを継続して実施します。 

 

（４）ごみ処理施設での搬入時検査及び指導 

一般廃棄物収集運搬業許可業者による市処理施設への搬入時に、搬入ごみの展開検査を実

施し、不適正排出の抑止を図ります。検査時に不適正な搬入物を確認した場合、搬入を行っ

た一般廃棄物収集運搬業許可業者への指導を徹底するとともに、排出事業者に対しては適正

な分別排出を行うよう、指導を行います。 

 

（５）事業用大規模建築物への訪問指導 

事業用大規模建築物の所有者により提出される廃棄物の減量及び再利用に関する計画書を

もとに、訪問による現状確認を行い、更なるごみ減量及び再資源化に向けた、きめ細やかな

指導を実施します。 

 

（６）ごみ減量・再資源化を促進するための事業者の紹介 

製造・販売等を行う事業者が、各段階において積極的にごみ減量・再資源化に取り組んで

いる事例の情報収集を行い、広く公表することで、ごみ減量・再資源化に向けた取組の全市

的な拡大を図ります。  
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施策方針３ 行動の変革を促す普及啓発と環境学習・環境教育の推進           

（１）行動の変革を促す啓発活動 

一人でも多くの市民・事業者が、ごみ減量に関心を持ち、行動するきっかけとなるような

啓発活動を推進します。市民１人１日当たりのごみ排出量、処理コスト、ごみ・資源物の排

出が環境に与える影響等について情報提供し、ごみ減量の動機付けとなるような啓発を行っ

ていきます。 

市報・ごみ見聞録・ごみ資源収集カレンダー・市ホームページ・ごみ分別アプリ・資源循

環部公式ツイッター・市フェイスブック・啓発動画・秋水園事業概要等の既存ツールを活用

し、分かりやすい内容となるよう、随時見直しを図っていきます。 

また、一人でも多くの市民・事業者に情報が届き、ごみ減量の動機付けとなるような、新

たな啓発方法についての研究を継続して行っていきます。 

 

（２）環境学習の充実 

自治会や店舗、公共施設等での出前講座を、市民への直接的な啓発の場として積極的に実

施していきます。 

また、家庭でのごみ減量や分別排出の重要性を理解していただく場として、施設見学会を

継続して実施します。 

さらに、３Ｒにかかるイベントの企画・実施やその他各種イベントへの参加の機会を見つ

けて積極的に参加し、普及啓発を行っていきます。 

 

（３）学校での出前授業 

学校での出前授業の実施により、次世代を担う子供たちに、ごみ減量やリサイクルへの関

心を持ってもらうとともに、子供たちの意識の高まりが家庭での行動変革に繋がっていくよ

う実施内容の充実を図っていきます。 

 

（４）オンラインでの情報発信や啓発の充実 

   感染症の感染拡大時など、イベントや出前講座といった直接的・対面的な啓発活動の実施

が困難な状況下においても継続して情報提供や啓発活動を実施していけるよう、オンライン

での情報発信や啓発を強化します。また、情報環境の整備に伴う新たな啓発についても検討

を行っていきます。 

 

（５）美住リサイクルショップ活動を通じた啓発活動 

美住リサイクルショップについては、入館者数の増加に向けた取組を継続してきました

が、再生家具の販売やイベント・講習会の開催等の様々な事業を展開する中で、３Ｒにかか

る啓発拠点としての役割を果たしていけるよう、美住リサイクルショップ運営委員と連携し

て取り組んでいきます。 
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（６）集合住宅の排出指導 

分別方法や排出日が守られない集合住宅がみられることから、管理者、入居者への情報提

供や指導により、分別や排出状況の改善を促していきます。 

また、指導により改善しても、入居者の入れ替わりによって、排出状況が再び悪化してし

まう例が見られることから、転入窓口所管との連携により、市内への転入者に対する情報提

供及び啓発を強化し、効果的な周知を図っていきます。 
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施策方針４ 市民・市民団体・事業者との協働                    

（１）集団資源回収事業の推進 

分別意識の向上及び地域コミュニティの活性化を図るため、引き続き、未参加団体への働

きかけにより参加団体数の増加に向けた取組を推進します。 

 

（２）廃棄物減量等推進員の活動推進 

廃棄物減量等推進員に、市のごみ減量に向けた取組への理解を深めてもらうために研修会

等を引き続き実施していきます。廃棄物減量等推進員との協働による啓発活動の他、廃棄物

減量等推進員を通じた自治会等との連携により、地域での啓発活動を効果的に実施していき

ます。 

 

（３）市民団体への活動支援と協働 

市内では、さまざまな市民団体によりごみ減量・再資源化に向けた活動が行われている中

で、市民団体による活動がより活発となるように情報提供や活動支援をさらに進めます。 

 

（４）市民・事業者との協働 

さらなるごみ減量を推進し、循環型社会を形成していくためには、市民・事業者・市の三

者がそれぞれの役割のもとに行動し、継続的にそれぞれが協働して取り組んでいくことが重

要となります。 

市民及び製造・販売等に関係する様々な事業者とのさらなる協働の取組を推進し、各施策

の効果的な展開を図っていきます。 
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３ 収集運搬計画 

施策方針５ 安全・安心・安定的な収集及び処理の推進                   

（１）適正な分別排出の徹底 

収集車両や処理委託事業者を含めた処理施設における火災事故が発生し、円滑な収集及び

処理に支障をきたす事例が発生していることから、原因とみられるリチウムイオン電池やカ

セットボンベ等が混入することがないよう、分別徹底の呼びかけを継続して行っていきま

す。 

 

（２）安全で円滑な環境に配慮した収集運搬 

収集委託事業者との情報共有及び安全運転への指導徹底等により、引き続き、安全で円滑

な収集運搬を実施していきます。あわせて、環境負荷低減に配慮した運転等への協力を求め

ていきます。 

 

（３）資源物の持ち去り防止対策 

収集委託事業者や廃棄物減量等推進員の協力によるパトロールを継続的に実施し、適正な

資源物の回収を図ります。 

 

（４）高齢者等みまもり収集 

   だれもが今後も住みなれた地域で安心して生活ができるよう、収集委託事業者の協力を得

て、高齢者等みまもり収集を継続して実施します。 

 

（５）ごみ出しが困難な方への支援策の検討 

人口減少・超高齢化社会の到来を迎え、高齢者や障害のある方等に配慮した取組がますま

す重要となっていくことから、今後予想されるごみ分別や排出に関する課題に対応していく

ための支援策の検討を進めていきます。 

 

（６）大規模災害発生時の対応に向けた取組 

   近年頻発化する豪雨災害等の大規模自然災害の発生に備え、「東村山市災害廃棄物処理計

画」に基づき、災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するための取組を推進します。 

 

（７）不測の事態への対応 

令和元年に発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、収集運搬及び処

理の各段階における感染防止対策を徹底し、市民や排出事業者に対して感染防止に配慮した

排出への理解を得る等により対策を進めています。 

今後このような不測の事態が発生した際においても、滞ることなく安定的に収集運搬及び

処理を実施していくため、必要な対応を行っていきます。 
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４ 処理・処分計画 

施策方針５ 安全・安心・安定的な収集及び処理の推進                   

中間処理計画 

（１）環境に配慮した安定的なごみ処理 

   環境に配慮した、適正かつ安定的なごみ処理及び再資源化を継続して実施します。排ガス等

の環境に関する基準値については、確実に関係法令を遵守し、測定結果の公表を行います。 

諸外国におけるごみや資源を巡る動向について十分把握し、国内情勢や近隣自治体等の状況

も確認しながら、安定した処理を継続していけるよう適切に対応していきます。 

 

（２）施設の適正な維持管理 

安全で確実な廃棄物処理を継続するため、ごみ焼却施設、リサイクルセンター、し尿希釈投

入施設の適正な維持補修、整備を実施します。 

 

（３）新たなごみ焼却施設の整備 

令和元年度に策定した「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」に基づき、市民参加による丁

寧な検討を進め、周辺環境に配慮した循環型社会の形成に寄与する施設として、新たなごみ焼

却施設の整備を進めます。 

 

 「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」の概要 

 

  
新しい可燃ごみ処理施設のコンセプト 
 
① 社会動向等の状況に対応し、常にごみを安全かつ安定的に処理できる施設 

② 循環型社会を推進し、資源の有効利用に寄与する施設 

③ 周辺環境に配慮し、低炭素社会に資する施設 

④ 施設整備及び維持管理・運営にあたり経済性に配慮した施設 

 

施設整備の基本方針 
 
① 実施主体 

   可燃ごみの処理は、東村山市単独で行います。 

② 施設整備用地 

   新しい可燃ごみ処理施設の整備用地は、秋水園用地内とします。 

③ 処理方式及び施設の機能 

 新しい可燃ごみ処理施設は、焼却方式のストーカ式とし、焼却により発生する余熱を発

電等に有効に活用できる施設とします。 

④ 防災への取組 

 災害時にもごみ処理機能を保てる自立型施設の建設を進めます。 

⑤ 環境への取組 

 地域と調和した、未来をつくる、地球にやさしい施設とします。 

⑥ 施設の処理能力 

 施設の処理能力は、暫定的に約 100～110ｔ/日とします。 

⑦ 施設整備スケジュール 

 計画段階、施設整備段階ごとに合わせた市民参加の手法を取り入れた丁寧な計画づくり

を行い、令和 10年度中の施設稼働を目標とします。 
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最終処分計画 
 

（１）焼却灰のエコセメント化による埋立ゼロの継続 

東京都日の出町住民のご理解とご協力のもとに整備された二ツ塚廃棄物広域処分場内にお

いて、平成 18 年度から東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設が稼働し、本市の燃

やせるごみの焼却後に残る焼却灰についても、平成 18 年度から同施設において資源化され、

埋立処分量ゼロが実現しています。 

焼却灰については、引き続き、エコセメント化事業により資源化し有効活用を図る方針とし

ますが、事業継続に向けては、施設への搬入基準を遵守することはもちろんのこと、焼却灰の

減量を図り、可能な限り環境負荷及び処理コストを低減することにより、将来にわたって持続

可能な取組としていきます。 

 

（２）燃やせないごみの再資源化による埋立ゼロの継続 

   秋水園に搬入された燃やせないごみについても、引き続き、民間の再資源化施設に処理委託

し再資源化を図ることで、埋立処分ゼロを継続します。燃やせないごみの減量を行うほか、可

能な限り環境負荷及び処理コストの低減につながる方法により処分を行い、将来にわたって持

続可能な取組としていきます。 

 

 


