
 

平成２８年度 東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画(素案)    
 

1 

 

平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

※平成２７年度の実績数値・取り組み内容は、平成２７年１２月末までのものです。 
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【新規施策】                    

平成２７年度実績 平成２８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 

   

 

・【新規】啓発ポスターを作成する 

・【新規】啓発ポスターの掲示や削減の取り組み等、事業者への協力

依頼を行う 

・【新規】小学校の施設見学や出前授業等において、啓発活動を行う 

・【新規】ホームページやごみ見聞録において、意識啓発及び情報提

供を行う 

 

②生ごみの水切りの促進 

平成２７年度実績 平成２８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と協働して、水切りアイデアについての情報収

集を行い、また夢ハウスまつりや市民産業まつりなどのイベント等に

おいて啓発活動を行った 

・ホームページや、「ごみ見聞録」で情報提供を行った 

・美住リサイクルショップにて、水切りグッズの無料配布を実施した 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

③生ごみの自家処理の促進 

平成２７年度実績 平成２８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：２９基 

・夢ハウスまつりや市民産業まつり等のイベント、スーパー等での店

頭説明会等において啓発活動を行った 

・ホームページや「ごみ見聞録」等において情報提供を行った 

・東村山花と野菜の会による、生ごみ堆肥化相談コーナーを月１回実 

施した 

・平成２８年３月３１日を以って本補助制度規則が効力を失うため、

減量容器補助事業継続についての検証を行い、今後５年間事業を継続

していくこととした 

生ごみ減量化容器

の補助台数 

目標：１２０基 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】減量化容器を販売している店舗に、啓発ポスター等を掲示 

するよう協力を求める 

・【新規】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 
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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

④集団資源回収の推進 

平成２７年度実績 平成２８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：１４０団体 

現状：１４１団体 

・自治会などの未登録団体に対し、積極的に参加の呼びかけを行った 

・廃棄物減量等推進員の集団資源回収部会と協働して、イベントでの 

啓発活動を行った 

・回収品目拡大に向け、東多摩再資源化事業協同組合と検討を行って 

いる 

集団資源回収 

参加団体数 

目標：１４２団体

  

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・引き続き、回収品目拡大に向けた検討を行う 

 

 

⑤レジ袋の削減 

平成２７年度実績 平成２８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：２８店舗 

現状：２６店舗※ 

・「ごみ見聞録」および「夢ハウスだより」で、レジ袋削減協力店舗の

紹介をした 

・夢ハウスまつり等で、マイバック使用の啓発活動を行った 

・廃棄物減量等推進員と協働して、情報収集を行い、未実施店舗へ協

力依頼を行った 

レジ袋削減協力店

舗数 

目標：２９店舗 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】未実施店舗に対し、値引きやポイント付与、購入時の声か

けなど、レジ袋削減に向けた取り組みの協力依頼を行う 

※第４四半期で１店舗増加の見込み 

 

⑥リサイクルショップ活動の拡充 

平成２７年度実績 平成２８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 

リサイクルショッ

プ入館者数 

目標：23,000人 

現状：16,475人 

・リサイクルショップで開催される各種講習会でアンケートを実施し、 

講座内容等の見直しを行った 

・毎月１回、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」を発行し、市内公共施設で配布した 

・リサイクルフェア等のイベント時に、とんぼ市の紹介を行った 

・施設の空きスペースの有効活用について検討を行い、売り場スペー

スを拡大した 

・本の無料持ち帰りコーナーを新設した 

リサイクルショッ

プ入館者数 

目標：24,000人 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】再生家具等の販売件数増加に向けた新規イベントを計画し、

イベントを啓発紙やホームページ等で周知を図ることで、美住リサイ

クルショップ入館者数の拡大につなげる 

・【新規】古着や食器類の引き取りを継続するとともに、新たな品目

の引き取りについて検討をする 

 

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【施策名称変更】 

平成２７年度実績 平成２８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 

 ・「ごみ見聞録」および「夢ハウスだより」で、レジ袋削減協力店舗の

紹介をした 

・ホームページにて、レジ袋の削減や店頭回収の取り組みを行ってい

る店舗を紹介している 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 



 

平成２８年度 東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画(素案)    
 

3 

 

平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

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２７年度実績 平成２８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 

 ・平成２７年度は、栄町１、２丁目の少量排出事業所の事業所調査を

行った 

・情報収集結果をもとに７件の現地調査を行い、少量排出事業者が家

庭用ごみ袋で排出していることが判明した場合、事業系ごみ袋で排出

するよう指導した 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

⑨事業系ごみ(民間収集分)の排出指導  

平成２７年度実績 平成２８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：２０回 

・民間収集業者が秋水園に搬入するごみについて、受け入れ対象外の

ごみが含まれてないか、不定期で検査を実施した 

・検査及び指導により分別の徹底が浸透してきており、平成 27 年度

の検査時における指導件数は現段階で０件である 

検査回数 

目標：２０回 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】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、事業者に対し、リサイク

ルへの協力を求めていく 

 

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２７年度実績 平成２８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 

 ・廃棄物減量および再利用に関する計画書を提出させた。平成２７年

度は、その計画書に基づき、市内９学校の現地調査を行った結果、分

別および再資源化がされていることが確認できた 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

⑪店頭回収の拡大(店頭回収)  

平成２７年度実績 平成２８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：３０店舗 

現状：２９店舗※ 

・店頭回収未実施店舗に協力依頼を行い、実施店舗数を拡大した 

・店頭回収実施店舗をホームページや各種イベントで紹介している 

 

店頭回収 

実施店舗数 

目標：３２店舗 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

※第４四半期で１店舗増加の見込み 
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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

⑪店頭回収の拡大(自動販売機脇回収ボックス)  

平成２７年度実績 平成２８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：８０．０％ 

現状：８４．５％ 

(平成２７年６月

現在の実績) 

・廃棄物減量等推進員の協力のもと、回収ボックスの設置状況調査を

実施した 

・廃棄物減量等推進員などからの情報提供により、未設置箇所への設

置依頼を行った 

自動販売機脇回収

ボックス設置率 

目標：８５．０％ 

 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 
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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

(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２７年度実績 平成２８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：１５回 

・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、利用者の

ニーズを把握し、内容充実につなげた 

・とんぼサポーター２主催のフリーマーケットを秋水園で実施した 

市全体のフリーマ

ーケット開催回数 

目標：１２回 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】美住リサイクルショップでの実施に加え、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：４回 

◎上記のうち資源

循環部開催回数 

目標：４回 

 

 

①フリーマーケット、不用品交換の推進(不用品交換) 

平成２７年度実績 平成２８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：１８０件 

現状：１６８件 

・とんぼ市（不用品交換）の利用申請をする際に、可能な限り写真を

添付してもらうこととした 

・事業認知拡大に向けて、美住リサイクルショップ内に案内看板を設

置し、不用品交換成立件数増加につなげた 

・フリーマーケットなどの各種イベントでの情報提供を行った 

・毎月１回、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：１９０件 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】とんぼ市がどのような人により多く利用されるかを把握し、

対象に合わせた効果的な周知を図っていく 

 

 

②家具等の再使用の促進 

平成２７年度実績 平成２８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。平成２７年１２月末までで、再生家具類販売件

数９１６件、販売金額９７０，３００円の実績となっている 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 
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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

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２７年度実績 平成２８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 

 ・収集業者との連絡会議の中で、ごみ収集車の安全運転の徹底等につ

いて周知をした 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

②資源物の持ち去り防止対策の推進 【新規施策】 

平成２７年度実績 平成２８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 

 ・資源物の持ち去り防止強化のため、ＧＰＳ追跡調査を行い、搬入先

の古紙問屋に対して、受け入れしないよう依頼を行った ※ 

 

 

 

 

 ・【新規】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 

・【新規】市民や事業者に向けて、ホームページ等で取り組みについ

ての周知を図っていく 

・【新規】委託業者と協働してＧＰＳによる追跡調査を実施し、持ち

去り業者への指導を行うとともに、古紙問屋に対しては、持ち去り業

者の搬入物を受け入れないよう協力を求める 

※資源物持ち去り対策については、平成２７年度まで基本方針 5-(1)-③「市民・事業者との協働の推進」において、取り組みを行っていた 

 

③高齢者等みまもり収集の継続実施【新規施策】 

平成２７年度実績 平成２８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 

  

 

 

 

 

 ・【新規】関係所管と連携して、実施状況を把握する 

・【新規】委託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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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

 (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２７年度実績 平成２８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：１８５世帯 

現状：１３５世帯 

・市民産業まつり等のイベントや収集形態変更の市民説明会にて啓発

活動を行った 

・ホームページや「ごみ見聞録」等において情報提供を行った 

・参加者に対して、生ごみ堆肥化施設の見学会を実施した 

・事業内容の検討として、抗酸化バケツの臭気検証を行った 

生ごみ集団回収 

参加世帯数 

目標：２５０世帯 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・【新規】より直接的な働きかけとして、自治会や集合住宅に対して 

情報提供や呼びかけを行っていく 

 

②使用済小型家電の資源化の推進【新規施策】 

平成２７年度実績 平成２８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 

  

 

 

 

 

 ・【新規】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 

・【新規】回収ボックスの設置箇所数を拡大する 

・【新規】リサイクルフェア等でのイベント回収実施について、検討

を行う 

 

  



 

平成２８年度 東村山市一般廃棄物処理基本計画 実行計画(素案)    
 

8 

 

平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

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２７年度実績 平成２８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  ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

②焼却灰のエコセメント化の継続 

平成２７年度実績 平成２８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

ント工場へ搬入した 

・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。測定結果は当市の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 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

③ごみ処理施設更新の検討 

平成２７年度実績 平成２８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 

 ・ごみ処理施設に関する研修会への参加等による情報収集を行った 

・平成２８年度実施予定である、ごみ処理施設あり方検討会に向けた

準備を行った 

 ・【新規】既設ごみ焼却施設の機能診断を実施し、設備等の精密機能

検査と今後の施設維持補修計画を作成する 

・【新規】市民や学識経験者を含めたごみ処理施設の検討組織を立ち

上げ、ごみ処理の実施主体を含め、将来にわたって安定したごみ処理

を行っていくために必要な検討を行う 

 

④災害発生時の対応に向けた取り組みの推進【新規施策】 

平成２７年度実績 平成２８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 

   ・【新規】国や東京都の動向や他自治体の災害時の対応について、随

時、情報収集をおこなう 

・【新規】災害時のごみ処理体制を構築するため、関係団体や関係所

管との調整を行う 

・【新規】災害時のがれき発生量の算出等、調査や研究を行い、災害

時に発生する廃棄物の処理マニュアルを策定する 
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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

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２７年度実績 平成２８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 

 ・平成２６年度に一本化した「ごみ・資源収集カレンダー」について、 

市民から寄せられた意見をもとに、更なる内容充実を図った 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

②講座・学習・イベントの推進 

平成２７年度実績 平成２８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：４５回 

現状：１２回※ 

・夢ハウスまつりやリサイクルフェア等の各種イベントに参加し、啓

発活動を行った 

・スーパーや自治会等で出前講座を実施した 

 

出前講座開催回数 

目標：４６回 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

※第４四半期で３３回以上実施する見込み 

 

③集合住宅の排出指導強化    

平成２７年度実績 平成２８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 

排出指導の実施回

数  

目標：１５回 

現状：８回 

・排出指導強化部会や収集業者等と連携し、分別が適切でない集合住

宅の情報収集を行った 

・管理会社の協力を得て、分別が適切でない集合住宅において、分別

説明会を実施した 

・分別説明会を実施しても分別が改善されない集合住宅には、排出指

導を行った 

排出指導の実施回

数 

目標：１５回 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

④学校への出前授業等の実施 

平成２７年度実績 平成２８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：１４校 

現状：１４校 

・ホームページで、出前授業の内容や資料について情報提供を行った。 

・学校と協力して、授業の教材や内容の充実を図った。 

・「秋水園のしおり」を作成し、施設見学が実施できない小学校につい

ては、出前授業で説明を行った 

出前授業実施校数

(市内小中学校) 

目標：１６校 

・引き続き、従前の取り組みを推進する 
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平成２８年３月１８日 

廃棄物減量等推進審議会 資料③  

 

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２７年度実績 平成２８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・広報・研修・生ごみ減量・レジ袋削減・店頭回収・

排出指導強化の各部会と協働で、各施策を進めた 

・日の出町にある二ツ塚最終処分場の視察研修を実施した 

・夢ハウスまつりや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活動を行った 

・廃棄物減量等推進員の改選準備の際に、自治会長から推進員活動に

ついての理解を得たうえで推薦をしてもらえるよう、「推進員のあらま

し」を配布した 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

②市民組織への支援と協働及び連携の推進 

平成２７年度実績 平成２８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、情報の共有化をはかるととも

に、イベントを協働で行った 

・各団体が主体となってリサイクルフェアが開催できるよう、参加団

体からリサイクルフェア実行委員長を選出し準備を進めた 

・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、啓発活動を行った 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

 

 

 

③市民・事業者との協働の推進 

※資源物持ち去り対策については、平成２８年度から基本方針 2-(1)-②「資源物の持ち去り防止対策の推進」において、新たな施策として位置づけ取り組みを推進していく 

 

 

 

平成２７年度実績 平成２８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 

・廃棄物減量等推進員や収集業者、市民団体と連携し各施策を進めた 

・資源物の持ち去り防止強化のため、ＧＰＳ追跡調査を行い、搬入先

の古紙問屋に対して、受け入れしないよう依頼を行った ※ 

 ・引き続き、従前の取り組みを推進する 

・引き続き、円滑な収集がされるよう、収集業者と調整を行っていく 


