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※平成２９年度実績の数値目標における実績値は、平成２９年１２月末時点のものです。 
基本方針 1 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み   

①食品ロス削減の取り組みの推進  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・事業者及び家庭向けのリーフレットを作成し、イベントや公共施設

で配布し啓発を行った。 

・事業者向けの啓発ポスターを作成し、商工会を通じて飲食店等に掲

示してもらうよう依頼した。 

・小学校の施設見学や出前授業等において啓発を行った。 

・市報に啓発記事を掲載した。 

・イベント時においてフードドライブを年３回実施した。 

 

 

 

・事業者及び家庭向けのリーフレットを作成し、食品ロス削減の啓発

を行う。 

・事業者向けの啓発ポスターを作成し、ポスター掲示の協力依頼を行

う。 

・小学校の施設見学や出前授業等において啓発を行う。 

・イベント時に啓発を行い、合わせてフードドライブを実施する。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行う。 

 

②生ごみの水切りの促進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・夢ハウスまつりや市民産業まつり等のイベント、学校での出前授業、

公共施設等での出前講座において啓発を行った。 

・ホームページで情報提供を行った。 

・「ごみ見聞録」に啓発記事を掲載した。 

・生ごみ水切り促進動画「ひがっしーと生ごみの水切りに挑戦！」を

作成・公表し啓発を行った。 

 
・廃棄物減量等推進員等からの協力を得て、イベントでの啓発活動な

ど取り組みを進める。 

・小学生の施設見学や出前授業において啓発を行う。 

・店舗説明会や出前講座等で啓発を行う。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行う。 

 

③生ごみの自家処理の促進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

生ごみ減量化容器

の補助台数 

目標：１２０基 

現状： １４基 

・夢ハウスまつりや市民産業まつり等のイベント、学校での出前授業、

公共施設等での出前講座において啓発を行った。 

・ホームページで情報提供を行った。 

・市報、「ごみ見聞録」に啓発記事を掲載した。 

・東村山花と野菜の会の協力により、美住リサイクルショップにおい

て、生ごみ堆肥化相談コーナーを月１回実施した。 

・自治会へ啓発チラシを配布し、減量化容器補助制度の周知及び自家

処理実施の呼びかけを行った。 

生ごみ減量化容器

の補助台数 

目標：１２０基 

・リサイクルフェアや市民産業まつり等のイベントにおいて、東村山

花と野菜の会と協働で啓発活動を行う。 

・廃棄物減量等推進員等からの協力を得て、イベントでの啓発活動な

ど取り組みを進める。 

・店頭説明会や出前講座等で啓発を行う。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行う。 

・より直接的な働きかけとして、自治会などに対して情報提供や呼び

かけを行っていく。 

 

 

当該年度における新たな取り組み＝取り組み 

平成３０年３月２３日 

廃棄物減量等推進審議会 資料② 
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④集団資源回収の推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

集団資源回収 

参加団体数 

目標：１４４団体 

現状：１４４団体 

・事業へ未登録の自治会の洗い出しを行い、参加依頼を行った。 

・新しくマンション開発や宅地開発をする事業者に、集団資源回収の

チラシを配布し参加の呼びかけを行った。 

・夢ハウスまつりや市民産業まつり等のイベントで啓発を行った。 

・収集品目拡大について検討を行ったが、経費面等の課題により追加

は難しいとの結論に至った。 

集団資源回収 

参加団体数 

目標：１４６団体

  

・未登録の自治会、各種団体に参加依頼を行う。 

・新しくマンション建設や宅地開発をする事業者に対して、協力を求

める。 

・廃棄物減量等推進員等の協力を得て、イベントでの啓発活動など取

り組みを進める。 

 

⑤レジ袋の削減 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

レジ袋削減 

協力店舗数 

目標：３０店舗 

現状：２８店舗 

※１ 

・啓発ポスターの内容充実を図り、配布及び掲示依頼を行った。 

・ホームページで、レジ袋削減協力店舗の紹介をした。 

・夢ハウスまつりや市民産業まつり等のイベントで啓発を行った。 

・廃棄物減量等推進員の協力を得て情報収集を行った。 

・未実施店舗への協力依頼を行った結果、協力店舗数が増となった。 

レジ袋削減協力店

舗数 

目標：３１店舗 

・啓発ポスターの内容充実を図る。 

・作成したポスターについて、店舗への掲示依頼を行う。 

・イベントでの啓発を通じて、マイバッグの使用を促進する。 

・ホームページ等を通じ積極的な取り組みを行っている店舗を紹介す

る。 

・未実施店に対し、値引き、有料化、ポイント付与、購入時の声掛け

など、レジ袋削減に向けた取り組みの協力依頼を行う。 

※１ 第４四半期において、２８店舗から１店舗増の見込み。 

 

⑥リサイクルショップ活動の拡充 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

美住リサイクルシ

ョップ入館者数 

目標：25,000人 

現状：18,802人 

・美住リサイクルショップで開催する講習会参加者に、ニーズ把握の

ためのアンケートを実施した。 

・「夢ハウスだより」を発行し、美住リサイクルショップ活動の周知を

行った。 

・美住リサイクルショップの活動や不用品交換情報が掲載された「夢

ハウス予定表」を毎月発行し、市内公共施設で配布した。 

・サマーフェアや年末フェアなど、時期に合わせたイベントを実施し

た。 

リサイクルショッ

プ入館者数 

目標：25,000人 

・美住リサイクルショップで実施する講習会でのアンケートを実施

し、市民ニーズを把握する。 

・啓発紙を通して、美住リサイクルショップの周知を行う。 

・フリーマーケット参加者にアンケートを実施し、フリーマーケット

の内容充実につなげる。 

・美住リサイクルショップが設立２０周年を迎えるにあたり、多くの

方に来館してもらえるようなイベントを企画・実施する。 
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⑦ごみ減量・リサイクルを促進するための販売事業者の紹介 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・積極的な取り組みを行っている事業者の情報収集を行った。 

・「ごみ見聞録」に積極的な取り組みを行っている事業者の紹介記事を

掲載した。 

 
・積極的な取り組みを行っている事業者の情報収集を行う。 

・ホームページや「ごみ見聞録」等で積極的な取り組みを行っている

事業者を紹介していく。 

 

⑧事業系ごみ(行政収集分)における排出事業者責任の明確化  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・栄町の排出事業所調査を行った。 

・家庭系ごみ袋で排出を行っている事業者に対して、事業系ごみ袋で

排出するよう指導を行った。 

 ・事業所における排出状況について、現地調査を行う。 

・収集業者から情報提供を求める。 

・排出が不適切な事業所が判明した時は適宜指導を行う。 

 

⑨事業系ごみ(民間収集分)の排出指導  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

検査回数 

目標：２０回 

現状：１９回 

※２ 

・民間収集運搬業者が秋水園に搬入するごみに対し、抜き打ち検査を

実施した。 

・抜き打ち検査で受け入れ対象外のごみの混入を確認したものについ

て、民間収集運搬業者と排出事業者に対して指導を行った。 

検査回数 

目標：２０回 
・民間収集運搬業者が秋水園に搬入するごみに対し、抜き打ち検査を

実施する。 

・抜き打ち検査で受け入れ対象外のごみの混入を確認した場合は、民

間収集運搬業者と排出事業者に対して指導を行う。 

※２ 第４四半期に検査を３回実施予定のため達成の見込み。 

 

⑩事業系ごみ(事業用大規模建築物)の減量及び再利用等の指導・監督 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・事業者から廃棄物の減量及び再利用に関する計画書を提出させ、内

容確認を行った。 

・事業所の現地調査を行い、保管場所や排出方法等の確認、及び一部

不適切な排出についての指導を行った。 

 ・新設される事業用大規模建築物の把握については、開発審査会等の

関係機関との連携により迅速に把握を行う。 

・計画書を確実に提出させ、取り組み内容を確認するとともに、不適

切な処理等については適宜指導を行う。 

・計画の進捗状況について、必要に応じて現地調査を行う。 
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⑪店頭回収の拡大(店頭回収)  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

店頭回収 

実施店舗数 

目標：３４店舗 

現状：２９店舗 

※３ 

・ホームページ、「ごみ見聞録」で店頭回収実施店舗の紹介、及び店頭

回収利用の呼びかけを行った。 

・店頭回収未実施店舗へ協力依頼を行った結果、実施店舗数が増とな

った。 

・市民産業まつりで啓発を行い、店頭回収の利用を働きかけた。 

店頭回収 

実施店舗数 

目標：３６店舗 

・ホームページ、「ごみ見聞録」で実施店舗を紹介する。 

・未実施店舗へ協力を依頼する。 

・未実施店舗の情報提供を求めるなど、廃棄物減量等推進員の協力を

得ながら取り組みを進める。 

・イベントで啓発を行い、店頭回収の利用を働きかける。 

 ※３ 第４四半期において、１店舗増の見込み。 

 

⑪店頭回収の拡大(自動販売機脇回収ボックス)  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

自動販売機脇回収

ボックス設置率 

目標：８５．５％ 

現状：８６．１％ 

(平成２９年６月

調査時点の実績) 

・自動販売機脇回収ボックスの設置状況調査を実施し、結果を取りま

とめた（設置率８６．１％）。 

・調査結果をもとに自動販売機脇回収ボックスの設置を働きかけ、設

置箇所を拡大した。 

 

自動販売機脇回収

ボックス設置率 

目標：８６．０％ 

 

・廃棄物減量等推進員からの情報提供をもとに、回収ボックスが破損

している場合や、設置されていない自動販売機がある場合はオーナー

に依頼する。 

・既に設置されている回収ボックスが撤去されないように、設置者へ

協力を求めていく。 

 

(2) 再使用に関する取り組み 

①フリーマーケット、不用品交換の推進(フリーマーケット)  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

市全体のフリーマ

ーケット開催回数 

目標：１２回 

現状：１１回※４ 

・フリーマーケットの出店者に対してアンケートを実施した。 

・アンケート結果でフリーマーケットの実施回数を増やしてほしいと

の意見が多く寄せられたため、試験的に既存イベントと同時開催で小

規模のフリーマーケットを実施した。 

市全体のフリーマ

ーケット開催回数 

目標：１２回 ・フリーマーケット出店者へのアンケート結果を踏まえて、内容の充

実を図る。 

・美住リサイクルショップでの開催に加え、秋水園で開催するフリー

マーケットを継続して実施していく。 

◎上記のうち資源

循環部開催回数 

目標：４回 

現状：３回 ※５ 

◎上記のうち資源

循環部開催回数 

目標：４回 

 

※４ 第４四半期において２回開催予定のため達成の見込み。      ※５ 第４四半期において１回開催予定のため達成の見込み。 
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①フリーマーケット、不用品交換の推進(不用品交換) 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

とんぼ市不用品 

交換成立件数 

目標：２００件 

現状： ６０件 

・ホームページを毎週更新し、とんぼ市の最新情報の提供を行った。 

・夢ハウスまつりや市民産業まつりのイベント時に、事業紹介看板の

設置やチラシの配布を行い、利用の呼びかけを行った。 

・市公共施設に物品リストを掲示し、情報提供を行った。 

・毎月、とんぼ市や美住リサイクルショップの活動を掲載した「夢ハ

ウス予定表」を発行し、市内公共施設で配布した。 

とんぼ市不用品 

交換成立件数 

目標：２００件 

・市報、 ホームページ、ごみ分別アプリ等で情報提供を行う。 

・各種イベントで情報提供及び利用の呼びかけを行う。 

・市内公共施設にとんぼ市についての説明を記載した物品リストを掲

示し、利用の呼びかけを行う。 

・毎月、とんぼ市や美住リサイクルショップの活動を掲載したチラシ

を発行し、市内公共施設で配布する。 

・利用者が物品の確認をしやすいよう、とんぼ市物品提供者に対して、

可能な限り写真を提供して頂くようお願いする。 

・とんぼ市の情報提供について、効果的な周知方法についての検討を

行っていく。 

 

②家具等の再使用の促進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・再生家具類の引き抜き強化を継続して実施し、美住リサイクルショ

ップで販売を行った。 

 
・再生可能な家具類の引き抜き強化を継続する。 

・再生家具の修理状況など、作業の実施状況の把握を継続する。 
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基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進 
(1) 合理的な収集に関する取り組み 

①円滑な収集・運搬の推進  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・収集委託事業者との連絡会議で、ごみ収集車の安全運転の徹底につ

いて周知をした。 

 ・定期的な業務チェックや会議等を設けることで、不具合を未然に防

いだり、課題を解決したりしていく。 

 

②資源物の持ち去り防止対策の推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・廃棄物減量等推進員や収集委託事業者の協力を得て、パトロールを

実施した。 

・ホームページで取り組みについての周知を行った。 

・収集委託事業者と協働してＧＰＳによる追跡調査を実施したが、持

ち去り行為は確認されなかった。 

 ・廃棄物減量等推進員や委託業者の協力を得ながら、パトロールを実

施する。 

・市民や事業者に向けて、ホームページで取り組みについての周知を

図っていく。 

・委託業者と協働してＧＰＳによる追跡調査を実施し、持ち去りを行

う者の搬入物の受け入れを拒否するよう、古紙問屋に協力を求める。 

 

③高齢者等みまもり収集の継続実施 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・収集委託事業者の協力を得ながら、高齢者等みまもり収集を継続し

て実施した。 

・関係所管と連携して、実施状況を把握した。収集委託事業者から通

報のあった案件のうち、死亡等の重篤な状況はなかった。 

 
・関係所管と連携して、実施状況を把握する。 

・収集委託事業者の協力を得ながら、高齢者等みまもり収集を継続し

て実施する。 

 

 

 (2) 資源化の推進に関する取り組み 

①生ごみの資源化の推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

生ごみ集団回収 

参加世帯数 

目標：３１５世帯 

現状：１３３世帯 

・ホームページ、市報、「ごみ見聞録」で事業の周知を行った。 

・西武線東村山駅の掲示板にポスターを貼り周知を行った。 

・夢ハウスまつり等のイベントや出前講座で周知を行った。 

・事業の費用対効果の整理方法の研究や、事業参加者への電話ヒアリ

ングによる情報収集等を行った。 

生ごみ集団回収 

参加世帯数 

目標：３８０世帯 
・ホームページ等で情報提供を行う。 

・平成２９年度に研究した内容を踏まえ、事業参加者等への状況確認

及び説明を行いながら、事業のあり方について検討を行っていく。 
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②使用済小型家電の資源化の推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・ホームページや「ごみ・資源収集カレンダー」で啓発を行った。 

・イベント時に啓発を行った。夢ハウスまつりでは啓発を行うととも

に、回収ボックスを設置してイベント回収を実施した。 

・萩山公民館、廻田公民館の２箇所に新たに回収ボックスを設置した

（現在合計７箇所）。 

 ・事業や回収ボックス設置場所について、ホームページや「ごみ見聞

録」、各種イベント等において周知を行い、回収への協力を求めてい

く。 

・リサイクルフェアでイベント回収を実施する。 

・新たに回収ボックスの設置箇所数を拡大する。 
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基本方針３ 安全で確実な処理体制の構築 

(1) 安全で確実な処理体制の構築に関する取り組み 

①施設の維持・整備の推進  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 

・定期点検補修工事、クレーン年次点検補修工事を実施した。 

 ・ごみ焼却施設、リサイクルセンター、し尿希釈投入施設の操業状況、

設備の使用状況に合わせ、計画的な点検・補修、消耗部品の交換等を

実施する。 

 

②焼却灰のエコセメント化の継続 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・東京たま広域資源循環組合の焼却残渣受入基準を遵守し、エコセメ

ント化施設へ搬入した。 

・焼却残さの放射性物質濃度の測定を実施し、基準内であることを確

認した。 

・測定結果をホームページに掲載するとともに、東京たま広域資源循

環組合へ報告した。 

 

・ごみ焼却施設の適切な運転管理により、東京たま広域資源循環組合

の焼却残さ受入基準を遵守する。 

・焼却残さ放射性物質濃度測定を実施し、放射性物質濃度の推移を監

視するとともに、東京たま広域資源循環組合へ結果を報告する。 

 

③ごみ処理施設更新の検討 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・市民及び学識経験者等で構成するごみ処理施設のあり方検討会にお

いて、平成２８年度から２年間にわたる議論の総まとめとして、年度

内の最終報告書作成に向けた取り組みが行われている。 

・ホームページや「ごみ見聞録」で、ごみ処理施設のあり方検討会の

実施状況を周知した。 

 
・平成２９年度に作成されるごみ処理施設のあり方検討会の最終報告

書の内容を受け、基本方針素案の検討を行う。 

・基本方針素案の内容を市民説明会等で幅広く周知するなど、ご意見

を伺う機会を設け、基本方針策定に向け取り組んでいく。 

 

④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・国や東京都の動向等について、各種研修会に参加し情報収集を行っ

た。 

・周辺自治体における災害廃棄物処理計画の策定状況、及び既に策定

を行った自治体での取り組みや計画内容等についての情報収集を行っ

た。 

 ・国及び東京都の動向や、他自治体の災害時の対応について、研修会

への参加等により、随時、情報収集を行う。 

・災害発生時に大量に発生する廃棄物を適正に処理し、衛生環境の確

保を迅速に図ること等を目的として、災害廃棄物処理計画策定の取り

組みを行っていく。 
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基本方針４ 情報提供や環境学習の充実 

(1) 情報提供や環境学習の充実に関する取り組み 

①啓発活動の推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・ホームページを積極的に活用し、最新情報を随時更新した。 

・廃棄物減量等推進員、美住リサイクルショップ運営委員、東村山花

と野菜の会等からの協力を得ながら、各種啓発の取り組みを進めた。 

・内容の見直しを図りながら、「ごみ見聞録」「夢ハウスだより」「ごみ

資源収集カレンダー」「ごみ分別アプリ」での情報提供及び啓発を行っ

た。 

・秋水園紹介動画「ごみのゆくえ」を作成・公表し啓発を行った。 

 
・各種啓発紙の年間スケジュールや掲載記事を事前に調整し、取材や

資料の収集等を効率的に進め、内容の充実を図る。 

・ホームページを積極的に活用し、最新情報を随時提供する。 

・廃棄物減量等推進員等の協力を得ながら、啓発の取り組みを進める。 

・「ごみ・資源収集カレンダー」の掲載内容について、いただいた意見

を参考にしながら、更なる内容の充実を図っていく。 

・「ごみ分別アプリ」を適宜更新し、情報提供を行う。 

 

②講座・学習・イベントの推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

出前講座開催回数 

目標：４７回 

現状：３９回 

※５ 

・夢ハウスまつりや市民産業まつり等の各種イベントに参加し、情報

提供や啓発を行った。 

・スーパーマーケットでの店頭説明会や自治会や公共施設等での出前

講座を実施し啓発を行った。 

・美住リサイクルショップ運営委員会による市民ごみ講座「食べ物を

捨てるなんてもったいない」を実施し啓発を行った。 

出前講座開催回数 

目標：４８回 
・市民産業まつりをはじめとした各種イベントに参加し、情報提供や

啓発活動を行う。 

・店頭回収協力店を中心に協力を求め、店頭での出張相談会を開催す

る。また、前年度に実施していない店舗に対しても開催に向けて協力

を依頼する。 

・自治会等での出前講座、及び公共施設等における出張相談会を開催

する。 

・美住リサイクルショップ運営委員会による市民ごみ講座を実施す

る。 

※５ 第４四半期で８回実施予定のため達成の見込み。 

 

③集合住宅の排出指導強化    

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

排出指導実施回数  

目標：１５回 

現状：１４回 
・収集委託事業者等と連携し、排出状況が適切でない集合住宅の情報

収集を行い、管理会社等に対して排出指導を行った。 

排出指導実施回数 

目標：１５回 
・廃棄物減量等推進員及び収集委託事業者からの情報収集を行い、排

出指導を実施していく。 

・巡回パトロールを実施し、排出状況が適切でない集合住宅を確認し

た際は、管理会社やオーナーに連絡し排出指導を行う。 
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④学校への出前授業等の実施 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

出前授業実施校数

(市内小中学校) 

目標：１８校 

現状：１７校 

・出前授業実施に向けた働きかけを行った。 

・使用済小型家電回収事業の内容を取り入れる等、教材や授業内容の

充実を図った。 

・まとまった時間が確保できない小学校では、短時間のミニ出前授業

を実施した。 

・出前授業実施が難しい学校においては資料を提供し、先生から直接

授業の中で説明をしてもらった。 

・ホームページで、出前授業の内容について情報提供を行った。 

出前授業実施校数

(市内小中学校) 

目標：２０校 ・出前授業の実施に向けて教育委員会、校長会、副校長会の他、各学

校に対して働きかける。 

・学校の多様な要望に応えられるよう、教材や授業内容の充実を図る。 

・出前授業や施設見学の様子を、ホームページ等を通じて紹介してい

く。 
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基本方針５ 市民・事業者との協働 
(1) 市民・事業者との協働に関する取り組み 

①廃棄物減量等推進員の活動推進  

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・推進員が地域でのごみ分別や減量などの啓発活動を行っていくにあ

たって、必要な知識を習得できるように情報提供や研修会を実施した。 

・東村山市内の民間ごみ処理施設、日の出町の二ツ塚処分場の視察研

修を実施した。 

・推進員の活動内容についての記事を「ごみ見聞録」に掲載し周知し

た。 

・市民産業まつり等のイベントへの参加を呼びかけ、推進員と協働で

啓発を行った。 

 

・推進員が地域での啓発活動を行っていくにあたっての必要な知識を

習得できるよう、情報提供や研修会を行う。 

・推進員の活動内容を、「ごみ見聞録」で市民に対し周知していく。 

 

②市民組織への支援と協働及び連携の推進 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・各団体の運営委員会や会議に参加し、情報の共有化を図るとともに、

イベントを協働で実施した。 

・リサイクルフェア実施に向け、実行委員会を中心に、協働・連携を

図りながら開催に向けた取り組みを進めた（残念ながら平成２９年度

リサイクルフェアは雨天中止となった）。 

・夢ハウスまつりや市民産業まつり等の各種イベントに、各団体と連

携して参加し啓発を行った。 

 

・各団体の運営委員会や会議に参加し情報共有を図るとともに、自立

した活動を進められるよう支援する。 

・実行委員会を中心として企画運営を進め、協働・連携を図りながら

リサイクルフェアを実施する。 

・その他のイベントも同様に、各団体と協働・連携して進める。 

 

③市民・事業者との協働の推進 

 

 

平成２９年度実績 平成３０年度目標 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・市報、啓発紙、ホームページを通じて、秋水園の事業計画や施策な

どについて情報提供を行った。 

・市民、事業者への丁寧な説明を心掛け、理解と協力を求めながら各

施策を進めた。 

 
・秋水園の事業や計画の進捗状況について、ホームページ等を通じて

情報提供を行うことで市民理解を求めていく。 

・施策を実施するにあたり担当者が丁寧な説明を心掛け、市民や事業

者の理解と協力を求めていく。 


