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※令和元年度の数値目標における実績値は、令和元年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  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 

・リーフレットを作成し、食品ロス削減の啓発を行った。 

・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

った。 

・小学校の施設見学や出前授業等において啓発を行った。 

・イベント時に啓発を行い、併せてフードドライブを４回実施した。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行った。 

 

 

 

・幅広い年齢層に向けて各種イベント等を通じてリーフレットを配布

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。 

・小学校の出前授業や出前講座等において啓発を行う。 

・イベント時に啓発を行い、併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。 

・ごみ・資源カレンダーに記事を掲載し、啓発を行う。 

 

②生ごみの水切りの促進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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等からの協力を得て、イベントでの啓発を行っ

た。 

・小学校の出前授業で啓発を行った。 

・店舗説明会や出前講座で啓発を行った。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行った。 

 

・廃棄物減量等推進員等からの協力を得て、イベントでの啓発を行う。 

・小学校の出前授業において啓発を行う。 

・出前講座で啓発を行う。 

・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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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： ２２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を行った。 

・廃棄物減量等推進員や美住リサイクルショップ運営委員の協力を得

て、イベントでミニ・キエーロやダンボールコンポストを紹介し啓発

を行った。 

・店頭説明会や出前講座で啓発を行った。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行った。 

・制度紹介のチラシを渡すなど、自治会に対して情報提供や呼びかけ

を行った。 

生ごみ減量化容器

の補助台数 

目標：１２０基 

・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

と野菜の会の協力を得て、イベント等においてミニ・キエ―ロやダン

ボールコンポストを紹介し啓発を行う。 

・店頭説明会や出前講座で啓発を行う。 

・ホームページや広報紙等で啓発を行う。 

・自治会を通じて、補助事業の情報提供、ミニ・キエーロの紹介や減

量化容器利用の呼びかけを行う。 

 

 

当該年度における新たな取り組み＝取り組み 

令和２年２月１９日 

廃棄物減量等推進審議会 資料１ 
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④集団資源回収の推進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：１４８団体 

現状：１４７団体 

・未登録の自治会、団体への参加依頼を行った。 

・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、リサイクルフェア、市民産業まつり等のイベント

で啓発を行った。 

集団資源回収 

参加団体数 

目標：１５０団体

  

・未登録の自治会、各種団体への参加依頼を行う。 

・新しくマンション開発や宅地開発をする業者にチラシを配布し、参

加協力を求める。 

・廃棄物減量等推進員の協力を得て、イベントで啓発等の取り組みを

進める。 

 

⑤レジ袋の削減 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：３２店舗 

現状：３１店舗 

 

・夢ハウスまつり、リサイクルフェア、市民産業まつり等のイベント

でマイバックの啓発を行った。 

・ホームページで、レジ袋削減協力店舗を紹介した。 

・未実施店舗への協力依頼を行った。 

レジ袋削減 

協力店舗数 

目標：３３店舗 

・レジ袋に関する調査を対象店舗の拡大を図りながら継続するととも

に、調査結果の検証を行う。 

・商工会等と連携してレジ袋削減について検討する。 

・ホームページや啓発紙を通じて、積極的な取り組みを行っている店

舗の紹介を行う。 

 

⑥リサイクルショップ活動の拡充 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：18,646人 

・美住リサイクルショップで実施する講習会参加者に、ニーズを把握

するため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。 

・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た。 

・「夢ハウスまつりフリーマーケット」を開催し、入館者数の拡大につ

なげた。 

リサイクルショッ

プ入館者数 

目標：25,000人 
・リサイクル講習でのアンケートを実施し、市民ニーズにあった講習

会を開催する。 

・年３回夢ハウスだよりを発行し、啓発を行う。 

・フリーマーケット開催時にアンケートを実施し、新規参加者を開拓

する。 

・サマーフェア、スプリングフェア、年末フェア、再生家具フェア等

のイベントを開催する。 
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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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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。 

・ホームページや啓発紙「ごみ見聞録」に積極的な取り組みを行って

いる事業者を紹介した。 

 
・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。 

・これら積極的な取り組みを行っている事業者について、広報紙や

ホームページで紹介する。 

・協力事業者の積極的な取り組みを未実施の事業者に紹介し、取り

組みに協力していただけるよう働きかける。 

 

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  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・秋津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。 

 ・登録事業所の実態把握を行う。 

・チラシを作成し、ルールの徹底を登録事業者に求める。 

・不適切な事業所の指導を行う。 

 

⑨事業系ごみ(民間収集分)の排出指導  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：１６回 

※１ 

・民間収集運搬業者が秋水園に搬入するごみの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の抜き打ち検査を実施

し、受け入れ対象外のごみの混入を確認した場合は、排出事業者及び

民間収集運搬業者に対し指導を行う。 

・受け入れ対象の燃やせるごみであっても、食品廃棄物等の資源化が

可能なものが多く含まれる場合は、排出事業者に対しリサイクルへの

協力を求める。 

※１ 第４四半期に検査を４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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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実施し、分別・排出方法や保管方法について改

善するよう依頼した。 

 
・事業用大規模建築物の把握を適正かつ迅速に行う。 

・計画書の提出により、実態の把握を行うとともに、発生抑制・排出

抑制、再使用、再利用等の取り組みのさらなる推進を促す。 

・現地調査等を適宜実施し、計画の進捗状況を把握するほか、取り組

みの更なる推進及びその責務等について指導・監督をする。 
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⑪店頭回収の拡大(店頭回収)  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：３８店舗 

現状：２９店舗 

 

・ホームページや啓発紙「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。 

・夢ハウスまつり、リサイクルフェアで啓発を行い、店頭回収の利用

を働きかけた。 

店頭回収 

実施店舗数 

目標：４０店舗 

・ホームページ、啓発紙「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、店頭回収の利用を進める。 

  

⑪店頭回収の拡大(自動販売機脇回収ボックス)  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：８６．０％ 

現状：８８．６％ 

・自動販売機脇回収ボックスの設置状況の調査及び未設置個所につい

て設置依頼を行い、設置率増となった。 

 

自動販売機脇回収

ボックス設置率 

目標：８７．０％ 

 
・回収ボックスが設置されていない自動販売機の設置主に設置依頼を

行う。 

 

 

(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)  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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 ・フリーマーケット実施時に出店者にアンケートを行い内容改善の参

考とした。 

市全体のフリーマ

ーケット開催回数 

目標：１２回 ・フリーマーケットを通じて、参加者や来場者の不用品交換によるご

み減量の啓発意識の場となるよう検討し実施する。 

・フリーマーケット参加者や来場者へのアンケートの内容を検討し実

施する。 

◎上記のうち資源

循環部開催回数 

目標：４回 

現状：３回 

◎上記のうち資源

循環部開催回数 

目標：４回 
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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) 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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： ２９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。 

・「夢ハウスだより」に物品リストを掲載し、情報提供を行った。 

・ごみ分別アプリのお知らせ欄で、情報提供を行った。 

・夢ハウスまつり、リサイクルフェア、市民産業まつりで事業紹介看

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

お願いした。 

とんぼ市不用品 

交換成立件数 

目標：２００件 ・各種イベントにおいて、とんぼ市看板の設置及びチラシにて啓発を

行う。 

・とんぼ市リストを毎週水曜日に最新情報に更新作業を行い、HPへの

掲載、市役所、市民センター、いきいきプラザ２F への啓示を行い、

毎月最新版を図書館、公民館、児童館、スポーツセンター、ふるさと

歴史館に掲示を依頼する。 

・夢ハウスだよりで啓発を行う。 

 

②家具等の再使用の促進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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。 

・美住リサイクルショップでサマーフェア、年末フェア、スプリング

フェア、再生家具フェア等のイベントを開催した。 

・とんぼサポーター２による再生家具等の販売イベント（お宝ハンタ

ー）の開催を予定している。 

 

・引き続き再生家具等の引き抜きを強化し、美住リサイクルショップ

での販売を行う。 

・美住リサイクルショップで各種フェアや、とんぼサポーター２によ

る再生家具等の販売イベントを開催する。 
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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  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 

・定期的に開催する収集委託事業者との連絡会議において、収集運搬

に関する意見交換を行った。 

・ごみ収集車の安全運転が徹底されるよう、定期的に注意喚起を行っ

た。また、収集委託業者において安全運転の講習会を実施いただいた。 

 

・定期的な業務チェックや会議等の場を設ける。 

・安全運転講習会等への参加など、安全な収集運搬ができるよう指導

を継続する。 

・収集車両の買い替えの際は、クリーンエンジン車両の導入などを働

きかける。 

 

②資源物の持ち去り防止対策の推進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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。 

 

・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。 

・ホームページや「ごみ見聞録」等で、市民や事業者へ周知を図るこ

とで、取り組みへの理解や協力を求める。 

 

 

③高齢者等みまもり収集の継続実施 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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。 

・委託事業者の協力を得ながら、高齢者みまもり収集を継続して実施

する。 
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 (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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：４４５世帯 

現状：１３４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。 

・生ごみ集団回収事業参加者へのアンケートを実施し、アンケート結

果を踏まえ事業の方向性を検討した。 

生ごみ集団回収 

参加世帯数 

目標：５００世帯 
・ホームページ等で情報提供を行う。 

・令和元年度の検証結果と参加者意見を踏まえ、参加者へ事業の今後

について報告し、事業の円滑な移行を進める。 

 

②使用済小型家電の資源化の推進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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、啓発紙「ごみ見聞録」、「ごみ・資源収集カレンダー」

で情報提供、啓発を行った。 

・夢ハウスまつり、リサイクルフェアで、回収ボックスを設置してイ

ベント回収を実施した。 

・新たに使用済インクカートリッジの拠点回収を開始した。 

 

・事業や回収ボックス設置場所について、ホームページや啓発紙「ご

み見聞録」、各イベント等において周知を行い、回収への協力を求め

る。 

・夢ハウスまつりやフリーマーケット、リサイクルフェアでイベント

回収を実施する。 
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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  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・ごみ焼却施設、リサイクルセンター、し尿希釈投入施設の点検・補

修、消耗部品の交換等を実施した。 

 ・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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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、基準を大幅に下回る水

準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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・今後のごみ処理施設の整備における市の考え方を整理し、市民説明

会やイベント時のパネル展示、パブリックコメント実施により、市民

意見を幅広く聴取して、「東村山市ごみ処理施設整備基本方針」を策定

した。 

 ・新たなごみ焼却施設の基本仕様や施設配置などの骨格を定める「（仮

称）東村山市ごみ焼却施設整備計画」の策定に向けて、検討会等を設

置し、基本方針に基づいて具体的な施設の内容について検討を行うと

ともに、施設整備用地である秋水園周辺住民をはじめ、幅広く市民の

意見を伺う機会を設けながら取り組みを進める。 

 

④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 ・大規模災害対応について、随時、国・東京都等から情報収集を行っ

た。 

・台風１９号で被災した自治体に職員を派遣し、仮置き場での災害廃

棄物の受け入れ業務に従事した。 

・仮置き場に搬入される災害廃棄物の分別について、令和 2 年 3 月に

出す「ごみ見聞録」で啓発する予定。 

・風水害発生に伴う被害等のイメージ形成を図ることを目的とした図

上訓練を資源循環部内で実施した。 

 

・国、東京都の動向や他自治体の災害時の対応について、研修会等へ

の参加により、随意、情報収集を行う。 

・災害廃棄物処基本計画に基づき、災害廃棄物処理マニュアル策定に

向けた取り組みを進める。 

・風水害発生に伴う被害等のイメージ形成に基づき、実行手順確認等

のために、収集運搬事業者と連携して、図上訓練を実施する。 
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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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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、フェイスブックを積極的に活用し、随時、最新情報

を提供した。 

・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。 

・資源循環部公式ツイッターの運用を開始し、情報提供及び啓発を行

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、更なる内容の充

実を図る。 

・「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 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：４９回 

現状：４７回 
・夢ハウスまつり、リサイクルフェア、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。 

出前講座開催回数 

目標：５０回 ・各種イベントに参加し、情報提供や啓発を行う。 

・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。 

 

③集合住宅の排出指導強化    

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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：１１回 
・廃棄物減量等推進員及び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

出指導を実施する。 

・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 

令和元年度取り組み状況 平令和２年度計画 

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：２１校 

現状：１６校 

・出前授業実施に向けた働きかけを行った。 

・学校の多忙な要望に答え、教材や授業内容の充実を図った。 

・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：２２校 

・出前授業の実施に向けて教育委員会（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する。 
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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  

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

数値目標 主な取り組み内容 数値目標 主な取り組み内容 

 
・古紙古着の分別方法やリサイクルプロセス等についての研修を行っ

た。 

・二ツ塚最終処分場の視察研修を実施した。 

・リサイクルフェア、市民産業まつりへの参加を呼びかけ、推進員と

協働で啓発を行った。 

・推進員の活動内容について、令和２年３月発行予定の啓発紙「ごみ

見聞録」に掲載予定。 

 

・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、情報提供を行う。 

・推進員の活動内容を、啓発紙「ごみ見聞録」で市民に対し周知する。 

 

②市民組織への支援と協働及び連携の推進 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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。 

・実行委員会を中心として協働・連携を図りながら取り組みを進め、

リサイクルフェアを実施した。 

・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 

 

令和元年度取り組み状況 令和２年度計画 

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る。 

・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る。 


