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１．調査の概要 

(１)目的 

東村山市のごみの処理や、減量・資源化の取り組みなどを定めている「一般廃棄物

処理基本計画」（以下「基本計画」という。）が、平成 27 年度、10 年間の計画期間の

５年目にあたることから、現在、中間見直しを進めております。 

基本計画の見直しの検討にあたって、市民の皆さんの意見をお聞きしながら進めてい

きたいと考えており、「ごみ・資源物の処理等に関する意見交換会」を開催しました。 

 

(２)日時および場所 

日時：平成 27年 6月 27日（土）13：00～16：30 

場所：東村山市秋水園リサイクルセンター 3階研修室 

 

(３)委員 

意見交換会委員は、公募市民９名（うち１名当日欠席）からなる。 ※敬称略 

No. 氏名 住所 

1 内村 幸子 秋津町 

2 肥沼 和幸 秋津町 

3 五野井 暎 秋津町 

4 縄谷 正道 本町 

5 原田 守雄 秋津町 

6 諸星 伊久男 秋津町 

7 箭竹 澪子 秋津町 

8 山口 紘子 秋津町 

 

(４)資源循環部職員 

No. 氏名 役職 

1 間野 雅之 資源循環部長 

2 原田 俊哉 資源循環部次長（管理課長兼務） 

3 内野 昌樹 ごみ減量推進課長 

4 武田 源太郎 施設課長 

5 関 泰三 管理課長補佐（庶務係長兼務） 

6 濱田 嘉治 施設課長補佐（資源再生係長兼務） 

7 渡邉 広 管理課 計画調査係長 

8 武井 百合子 ごみ減量推進課 減量指導係長 

9 岡 宏明 施設課 計画係長 

 

（５）ファシリ―テーター（進行役） 

佐久間 信一 株式会社 ダイナックス都市環境研究所 
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２．意見交換会の主な意見 

(１)基本方針１ 発生抑制・排出抑制、再使用の推進について 

①生ごみの水切りの促進など 

 

●生ごみの水切り 

委員意見 説明 

◯生ごみの集団回収に参加している。事前

に野菜はできるだけ濡らさないように、

ザルに入れ、風通しのいいところに置い

ている。冬は良いが夏は難しい。水分が

多いものは虫も湧き大変。バケツに入れ

ていると水分が出てくる。 

◯三角コーナーにビニール袋を入れ、穴を

あけて水切りをしている。野菜の皮は新

聞に包んで捨てている。三角コーナーに

溜めないようにしている。 

以前は集団回収に参加していたが、家族

人数も尐なく、中に入れるものにも制約

があるのでやめた。水切りなどの努力を

すると、５リットルのごみ袋で足りるよ

うになった。 

◯生ごみはアパートのベランダで４～５日

干して乾燥している。乾燥すると、３分

の１に減り、ごみ出しは２週間に１回で

足りるようになった。鳥対策のため金網

でフタをしているが、小バエの発生が問

題。 

◯生ごみの乾燥となると大仕事になってし

まう。取り組みは簡単でないと長続きし

ない。流しにネットを入れ、手で絞る程

度の水切りをしている。乾燥した方が減

量という点から見ればいいと思うが、ご

みに水分が多く含まれると、どのような

問題があるのか知りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

◯流しに三角コーナーを置いておくと、水

がかかってしまうため、調理台に置いて

いる。 

◯生ごみは可燃ごみで収集されている。生

ごみの量は、可燃ごみの 30％程度で、減

量を考えると、絞るか、雨除けが必要。

水分はかなりの重さになる。台所から出

る生ごみを絞るだけでも大変な差が出る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯水があるとごみ量が多くなるので、ごみ

減量といった時に、一番簡単なのは水を

切ることである。水分が多いと臭いが発

生し、収集作業中に水分が落ちるなど衛

生面での問題もある。（ファシリテータ

ー） 

◯市では生ごみの水切りをＰＲしている

が、乾燥まではお話をしていない。軽く

絞るだけでも、ごみの減量に繋がるとい

うことを、「ごみ見聞録」でも紹介してい

る。実際に体験して貰うために、昨年の

リサイクルフェアで、スポンジに水を含

ませて絞り、どれだけ減量しているか等

のＰＲをした。家庭で実践して頂けるよ

うＰＲを続けていきたい。（市） 
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のでは。 

◯水切りは普段やっていないが、必要だと

認識した。自分のようにやっていない人

にも、水を切ることでごみの減量になる

ことをＰＲする必要があると思う。 

 

 

●焼却時の水分 

委員意見 説明 

◯ごみに含まれる水分は、焼却処分にも影

響があるのか。 

 

◯市の可燃ごみに含まれる生ごみは、乾燥

前の状態で 3 割程度含まれる。焼却炉の

焼却過程の中で、まず乾燥させる工程を

へて焼却をしている。（市） 

◯一般的な話になるが、日本のごみは水分

が多いのが特徴。昔は重油などの助燃剤

を使用して燃やしていた。今は生ごみの

割合が多くても、紙などが助燃剤代わり

になっている。乾燥のプロセスを経て燃

やす技術はうまくいっている。ごみの焼

却熱を発電に利用することを考えると、

水分が多いと蒸発させるのにエネルギー

を多く使ってしまい発電に回るエネルギ

ーが尐なくなる。そのためには、水分は

尐ない方が良い。（ファシリテーター） 

 

 

●食品ロスの削減 

委員意見 説明 

◯生ごみの中に食べ残しがある。各家庭で

は食べ残しが出ないよう工夫して調理さ

れていると思うが、物があふれている時

代に、食べ残しを減らすことが一番重要

だと思う。食べ残しの処理が一番困る。 

 

◯３切り（使い切り・食べ切り・水切り）

運動を実施している自治体がある。日本

は海外から食べ物を輸入しているので、

如何に食べ物を無駄にしないかというこ

とが重要。農水省、環境省は、食品ロス

を減らすための活動を行っている。（ファ

シリテーター） 

◯現在の基本計画では、基本方針の一つと

して、発生抑制・排出抑制、再使用の推

進をあげて各施策に取り組んでいる。国

も東京都も食品ロスにしっかり取り組も

うとする動きがあり、日本社会全体とし

てもそのような動きが広がってきてい

る。市でも検討していく必要があると思

っている。（市） 
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②生ごみの自家処理の促進 

委員意見 説明 

◯以前、ＥＭ菌を使用し自家処理してい

た。家の周りに埋めていたが、場所が無

くなり断念した。市の減量化容器補助制

度も知っているが、狭い庭では堆肥を使

い切れない。市には制度のＰＲを一生懸

命やっていただいていると思う。 

◯生ごみは庭に埋めるなどしているが、な

かなか堆肥にならない。堆肥化容器を使

って堆肥にできるのであれば、使えるの

ではないかと思う。基本計画には減量化

容器補助台数の目標があるが、平成 25 年

度の実績は 33 台と、目標に対して低い実

績である。これはＰＲによって広めてい

く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

◯現基本計画では、平成 23 年度から 10 年

間での生ごみ減量化容器補助台数の目標

を 1,200 台と設定している。これは、当

時の市内総世帯数をもとにその５％程度

の方に購入補助を広げていこうとの考え

方で設定したもの。その時点までに補助

してきた台数については差し引いて、

1,200台としている。 

減量化容器補助事業については、他自治

体の調査を行ったが、世帯あたりの補助

台数は本市と同程度ということがわかっ

ている。（市） 

 

 

③集団資源回収の推進 

委員意見 説明 

◯高齢の方で回収場所まで持って行くのが

大変な方もいて、戸別収集が始まってか

らは家の前に出す場合もあるが、それは

やむを得ないことだと感じている。 

◯自分の自治会は 200 世帯くらいで何十年

も参加している。販売店回収があるので

新聞の回収は尐し減量している印象もあ

るが、自治会の方は変わらずに協力して

くれている。回収場所は７～８箇所ある

が、やはり高齢者は持っていくのが大

変。自分の家の前に出せるようになった

のでそちらに出す方もいるのでは。 

 

（市の戸別収集開始により、今まで集団回

収に出されていたものが、市の収集に出

され、自治会などの補助金収入が減って

しまうのではないかという点について） 

◯どの収集に出しても、資源として回収さ

れリサイクルされるのであればよいと思

う。排出時に不安のある高齢者は、無理

に集団回収の場所まで持っていく必要は

ないのでは。 

◯どの収集に出してもいいということはな

い。集団資源回収は事業として実施する

以上、自治会にメリットがなければいけ

 

 

 

 

◯それまでの課題の解決やサービス向上、

排出責任を明確にするため、平成 26 年

10 月から全品目を戸別収集に変更した。

集団資源回収は資源化に加え、地域コミ

ュニティの活性化という視点もある。排

出場所は収集業者と調整して決めていた

だいており、ご理解いただきたいところ

である。（市） 
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ない。 

◯ごみにする訳ではないので、自治会で厳

しくしないで、緩やかに集団資源回収を

実施するべき。 

 

 

④レジ袋の削減 

委員意見 説明 

◯レジ袋を貰ったら使い回すようにしてい

るが、それでも溜まる。レジ袋をもらわ

なければ、現金で還元されるなど、取り

組みを市内で統一したらどうか。 

◯マイバックを持っている。もらったレジ

袋は破れるまで使用するようにしてい

る。 

◯基本計画におけるレジ袋削減協力店舗数

の目標は 33 店舗だが、市内にこれぐらい

しか店舗がないのかなという印象を受け

る。取り組みは、小さい店舗も含めて市

内全体で足並みをそろえて取り組んでい

く必要があると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

◯小規模商店ではお客に配慮し、レジ袋の

削減が難しい場合がある。大規模店舗は

本社の方針により取り組みが決まるた

め、比較的足並みはそろいやすい。（市） 

◯市職員が直接店に回ってお願いしている

ところだが、店舗の物理的状況もあり、

なかなか難しい。（市） 

 

 

⑤リサイクルショップ活動の拡充 

委員意見 

◯美住リサイクルショップには、必要性がないので行ったことがない。名前は知ってい

て、場所も知っている。 

◯必要性がなく、遠いので行ったことはない。 

◯係の人が事務的で愛想がない。スペースを広くして、品数を増やすとよい。また、お客

に品物を勧めるようになるといいのでは。とんぼ工房で修繕して販売する金額を決める

が、同じようなものでもメーカーによって金額が違う。売れ筋などわかっている係の人

が決めたら良いと思う。高くて売れないものは値下げするなど、システムを見直すべ

き。 

◯市の職員が金額設定に関わるべきではない。リサイクルは儲けではないので、安く買っ

てもらうようにするべき。 

◯場所が悪い。駐車場が尐なく、店内も狭い。フリーマーケットの時には場所が足りなく

なる。 
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⑥店頭回収の拡大（店頭回収） 

委員意見 説明 

◯店頭回収はよく利用する。ペットボトル

は利用していない。近くにあるスーパー

は白いトレーだけ回収しているので、遠

くのスーパーまで出しに行っている。そ

の店は色付きトレーの製品を売っている

のに、回収をしていない。 

◯白色トレー、牛乳パック、ペットボトル

などは買い物ついでに出している。便利

でよく利用している。 

◯この店頭回収の拡大という施策は、すご

く良い取り組みなので、市で尽力してい

ただき広めていただきたい。ペットボト

ルなどの処理を市が行う場合、多くの費

用がかかっていると思う。店舗側も、多

くのものが店頭回収で店に戻ってきた

ら、減量等について考えるのではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯日野市では、「容器包装お返し大作戦」と

いう取り組みを行っている。市の資源回

収が便利だと、店舗に返さなくなるた

め、ペットボトル収集を週 1 回から月 1

回に減らす取り組み。（ファシリテータ

ー） 

◯市では、「ごみカレンダー」に店頭回収の

協力店リストを載せている。ごみ見聞録

には回収品目についても記載している。

お店を増やすのは難しいことだが、品目

の増加など、今後も拡大するために努力

していきたい。（市） 

 

 

⑦店頭回収の拡大（自動販売機脇の回収ボックス） 

委員意見 

◯自宅前に自動販売機を設置しているが、通行人が回収ボックスに食べ終わった弁当容器

などを入れていくので、回収業者が困っている。 

 

 

 

⑧フリーマーケット、不用品交換の推進 

委員意見 説明 

◯不要になったものは、民間のリサイクル

ショップに持っていく。 

◯不要なものは、フリーマーケットに出店

する知人にあげる。 

◯不要なものは、地域のバザーに出す。 

◯不要なものは、捨てるのが原則。 

◯孫の学童クラブで行うバザーで服は飛ぶ

ように売れる。残ったものは古着屋へ持

って行く。 

◯所沢市では航空公園で大規模にお祭りな

どのイベントを兼ね、フリーマーケット

を行っていた。地域でやったほうが行く

のに楽だが、半面、大規模にやった方が

人も集まると思う。 

◯市内のみでの不要品交換では、要らない

人といる人の総数が尐ないため、マッチ

ングは難しくなってしまう。ある自治体

では、ネットオークションのやり方を市

民に教えている。（ファシリテーター） 
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◯売れ行きが悪く、最近は出店が尐なくな

っている。奉仕や寄付の意味合いを追加

する必要があるのでは。 

◯フリーマーケットは掘り出し物を見つけ

るのが楽しい。最近のフリーマーケット

は業者がやっているものがある。 
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(２)基本方針２ 合理的な収集と資源化の推進について 

①収集形態の変更検討（ごみの出し方の変更について） 

委員意見 説明 

◯戸別収集になって便利になった。 

 

◯戸別収集になって良くなったことが報告

されていない。 

 

 

 

 

○戸別収集になって大変良い成果がでてい

るのだから、もっとＰＲしなければいけ

ない。 

 

 

◯びん、かんのコンテナの廃止によって排

出時の騒音がなくなり、また歩行者や車

の通行の妨げがなくなった。コンテナへ

の不法投棄もなくなった。また、重い新

聞を集積所まで運ばなくて楽になったと

の声を聞く。（市） 

○現在進めている基本計画の見直しの中

で、これまでの取り組みの評価として取

り上げさせていただきたい。（市） 

 

 

②円滑な収集・運搬の推進 

委員意見 説明 

◯決まった時間に収集して欲しい。びん、

缶、可燃、不燃と種類によって違う。 

 

 

 

◯びん・かんのコンテナがなくなり、レジ

袋に入れて出しているが、そのレジ袋は

どうなるのか？ 

 

 

◯戸別収集になってから、回収箇所が増え

たためか、収集車の速度が早いよう思

う。安全運転で行って欲しい。 

◯収集コースは同じだが、その日のごみ量

や天気、交通状況によって収集時間は変

わる。市としては、皆さんに朝の８時ま

でに出して欲しいとお願いしている。

（市） 

◯レジ袋はリサイクルセンターで選別した

後、容器包装プラスチックと同じように

資源化ルートにまわしている。なお、排

出時は、レジ袋に限らず中身の確認でき

る袋で出して頂ければよいとお願いして

いる。（市） 

 

 

 

③生ごみの資源化の推進 

●生ごみ集団回収 

委員意見 説明 

◯場所がなくコンポスト容器は置けない。

以前は植木鉢に入れる肥料をつくるため

に生ごみから堆肥をつくっていたが、今

は行っていない。ＥＭ菌も使用していた

ことがある。今は集団回収用のバケツを

利用していて、ここ 20 年間生ごみを可燃

として出したことはない。 

◯現段階で行っているのは平成 24 年度実績

で 266 世帯と尐ない、これは市全体の

何％になるのか。秋津町だけでも 7,200

世帯ある。このためにお金をかけるのは

◯平成 26 年度からの事業再開にあたり、参

加しやすくなるよう参加要件を以前の５

世帯から３世帯へ変更した。（市） 
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勿体無いのではないか。 

◯お金の問題以上に、市の取り組みに協力

したいと思い事業に参加している。 

 

 

 

 

 

 

◯生ごみについては、昔の計画から始まっ

ている、燃やさない、埋め立てないとい

う思想から生ごみの資源化を促進すると

いう理念が出てきた。まだ、266 世帯で

あり、促進を考えていく事自体が無駄。 

◯自分は市が生ごみの減量をしていきたい

ということで取り組みに協力している。

１週間バケツに保存して出しているが、

指定収集袋に入れて出す方がよっぽど

楽。重量の多い生ごみが減って資源とな

ればと、尐しでも協力したいと思い参加

している。指定収集袋を買う以上の努力

を日々している。これから市がどのよう

にしていくかということを応援しようと

思って取り組んでいる。 

 

◯生ごみについては、まず生ごみの水切り

を行い、減量化容器補助により自家処理

を促進し、そして堆肥の使い道がない方

には、生ごみ集団回収事業に参加してい

ただき、生ごみの資源化を行っている。

現状では参加世帯数が減ってきているの

でＰＲを工夫して、参加世帯を増やして

いきたいと考えている。（市） 

◯ＰＲを尐し工夫し、自治会への送付文書

にチラシを同封し、協力して頂けるよう

にＰＲしていきたい。（市） 

 

 

 

●生ごみの活用について 

委員意見 説明 

◯一般家庭から出る生ごみは塩分があるの

で、農家では使わないと聞くが、野菜く

ずで塩分が出るのか？民間施設への搬入

で堆肥の原料化とあるが、大丈夫なの

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯堆肥の使い方のＰＲも必要だと思う。 

◯堆肥への加工の段階で塩分は抜けるの

か。そもそも回収バケツに入れるとき

に、塩分に気をつけるべきではないか。 

◯家庭の生ごみは肥料にならないと聞いて

いる。分解できない養分が多く含まれる

と。他の、街路樹や、事業系の農産物は

◯以前、有機農産物普及利用協会が家庭か

ら出た生ごみで堆肥を作って、レタスの

産地の長野県川上村で塩害の実験を行っ

たが、特に塩分は問題無かった。ビニー

ルハウスでは塩分がストックされるとい

う話も聞くが、通常、露地栽培は雨で洗

い流されるため問題ない。ビニールハウ

スだけで使用するのであれば支障がある

のかもしれない。（ファシリテーター） 

◯自治体が家庭からの生ごみを集めて堆肥

化しているところは、栃木県の野木町、

山形県の長井市では、市の施設で堆肥化

して、地域の農地に分けている。プロの

農家は、市で作った未熟な堆肥を再発酵

などして上手に使っている。（ファシリテ

ーター） 

◯集団回収で集まった生ごみは塩分が強い

ので、堆肥の原料であって完全な堆肥で

はない。イベントで使い方を説明してい

るが、堆肥として使用するためには発酵

が必要。（ファシリテーター） 



10 

 

肥料になる。ある業者の話では家庭の生

ごみを使ったら農産物の枝が別れたり、

枯れたり、規格外のものが出てしまうと

聞いている。 

 

◯事業の参加者には、入れてよいもの・い

けないものを説明しているが、実際に回

収してみると入れてはいけないものが入

っていることがある。もっと協力して頂

けるように努めていきたい。（市） 

◯生ごみを減らすことはどの自治体も大き

なテーマになっている。東村山市は昔か

らいろんな取り組みにチャレンジしてい

る。都市部で生ごみを処理しようとする

と発酵プロセスや、できた後の受け皿な

ど、いろいろな問題がある。そういう中

でまだ試行錯誤している段階。引き続

き、できた成分の調査分析や他の仕組み

を研究したり、集団回収の集め方なども

検討する必要がある。まずは食品ロスを

出さないように心がける事が大事。（ファ

シリテーター） 
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(３)基本方針３ 安全で確実な処理体制の構築について 

①焼却灰のエコセメント化の継続 

委員意見 説明 

◯エコセメントの製品は値段が高いと聞

く。高いため使用されず、製品が余るの

ではないか。 

◯公共工事に積極的に使うべき。 

 

 

 

◯公共工事で使用していきたいが、強制は

できない。例としては、現在建設中の秋

水園管理棟外構の L 型側溝に使用してい

る。（市） 

 

 

②ごみ処理施設の延命化工事の実施など 

委員意見 説明 

◯焼却施設の延命化工事も終わり、順調の

ようなので、特に問題ないのではない

か。 

◯昔の秋水園は汚かった。近くの人でも来

たことがない。私自身は毎年秋水園を見

て回っている。もっと緑化し、皆が憩え

るような施設になればいい。 

◯次世代にごみ減量を繋げるという意味

で、小学生の施設見学は続けて欲しい。

ごみ減量のＰＲにもなる。 

◯ごみを扱っている施設であっても、きれ

いな方がいい。緑化を進めて欲しい。武

蔵野市は、そこがごみ処理施設かどうか

わからないほど整備されており、緑化が

進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

◯現在は、管理棟工事などがあり安全確保

のため、積極的には施設見学のお誘いは

していないが、通常は全市の小学校に声

をかけている。対象は小学４年生。（市） 

 

 

③ごみ処理施設更新の検討 

委員意見 説明 

◯今後のごみ処理をどうするか、さまざま

な選択肢があると思うが、今までどおり

継続していくのか、どこかへ移動するの

か。ごみが減ってきていることも踏まえ

てどう考えているのか。ごみ焼却施設は

10 年間の延命化工事を行ったとのことだ

が、残り時間が足りないのでは。 

◯焼却炉を作り直すには時間が足りない。

小金井市のように施設がなくなって他へ

お願いすることになりかねない。 

◯反対運動など必ず起こる。地域の同意が

ないと作れない。それを考えると時間が

ない。早く準備をするべき。 

◯現在は検討を進めるにあたっての情報収

集を行っている段階であり、方針は決ま

っていない。（市） 
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(４)基本方針４ 情報提供や環境学習の充実について 

①啓発活動の推進 

委員意見 説明 

◯啓発活動、環境学習では、同じことを繰

り返し行うことが重要である。 

◯ごみの出し方変更に伴いカレンダーも変

わったが、わかりやすい内容になった。

分別の仕方もわかりやすい。 

◯今回のカレンダーは内容が充実してい

る。家庭で壁にかけて使っているが、画

びょうなどをとおす穴の位置が使いづら

いので、改良していただければと思う。 

◯市ではごみ見聞録や様々なＰＲを、皆様

にご協力いただくために行っている。（フ

ァシリテーター） 

 

 

②集合住宅の排出指導強化 

委員意見 

◯新しく転入してきた人へ、ごみ分別などの周知徹底をして欲しい。 
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(５)基本方針５ 市民・事業者との協働について 

①廃棄物減量等推進員の活動推進 

委員意見 説明 

◯全てのごみが戸別収集になり集積所がな

くなったのだから、廃棄物減量等推進員

は必要ないのではないか。無意味なこと

はやめるべきだ。別の角度から検討する

のであればよいが。 

 

◯確かに集積所がなくなったが、地域を巡

回して不法投棄があった場合には連絡を

いただくなどしている。また、集団資源

回収、生ごみ減量、広報、研修、レジ袋

削減、店頭回収、排出強化の７つの部会

を立ち上げ、施策への意見をいただきな

がら事業に役立てている。（市） 

 

 

②市民・事業者との協働の推進 

委員意見 説明 

◯イベントに主催者側として関わったが、

市と計画段階から協議をしてきており、

スムーズにできている。 

 

 

◯このような話は、基本計画で考える内容

ではないのではないか。 

 

◯主催側と参加する側では意味合いが違

う、参加する側も市民や事業者が関わっ

たりすると幅が広がり内容的にも充実す

るのでは、ということが前提にある。（フ

ァシリテーター） 

◯こういう姿勢で進めようという基本姿勢

なので、基本計画に載せているのではな

いか。（ファシリテーター） 
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(６)全体を通しての意見・感想 

委員意見 

◯知らないことなどもあり、勉強になった。秋水園の近くに住んでいるから関心をもって

いる。ぜひ秋水園が、みんなで憩えるような環境になってほしい。 

 

◯秋水園ができる前の田んぼだった頃からよく知っている。働いていたころはあまり施設

のことを気にしていなかったが、最近退職して地域の活動に参加する中で、このような

施設がここにあるのだということを感じている。ごみに関する取り組みを知らない方・

関心がない方が多くいると思うので、ＰＲに力をいれていく必要がある。 

 

◯「ごみ・資源物」という大きなテーマであったが、半日では議論する時間が足りないと

感じた。今日出た意見をもとに、変えるべきものや無駄なものは速やかに変えるという

ことを心がけていただきたい。 

 

◯はじめて参加し、知らないことなどもあり、大変勉強になった。ごみ見聞録もよいが、

一番市民が読んでいるのは市報なので、重複する内容もあるかと思うが、市報でもＰＲ

していくほうことで効果が上がると感じる。 

 

◯事前に図書館で一般廃棄物処理基本計画を借りて、取り組み内容を見てみたが、多くの

施策は目標を達成しており、廃棄物行政については専門家に任せて、自分たちが集まっ

てお話をする必要はないのではと思いながら参加した。目標数値を見てみると市は努力

していると思う。取り組みについてはやらなければと思う意識はある。協力していきた

い。 

 

◯秋水園の近くに住んでいるが、今までごみについて学ぶ機会はなかった。いままでごみ

の減量などはあまり意識することはなかったが、これからは意識をもって日々を過ごし

ていかなければならないと感じた。 

 

◯出前授業のお話が出てきたが、学校の生徒さんには、出前授業というよりも実際の施設

を見ることのほうが重要と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資1 

３．当日資料 

ごみ・資源物の処理等 
に関する意見交換会 

説明用資料  

 

東村山市 資源循環部  

1 

１．計画の見直し 

        について 

2 



資2 

東村山市一般廃棄物処理基本計画 
3 

■東村山市で発生する、一般廃棄物（ごみ）に 
 ついて、 
 

    ①減量や資源化を推進し、 
  ②収集から処分までのごみの適正な処理を 
  進めるための、 

  基本的な事項を定めたものです。 
 

■廃棄物処理法第６条で、市町村に策定が義務 
 づけられています。 
 

基本理念 
4 

   

『低炭素と効率性に配慮した 

       循環型社会の実現』 
 

 温室効果ガスの削減や財政面での効率性と 

 いう視点に配慮しながら、循環型社会の実現 

 を目指していきます。            



資3 

基本方針 
5 

基本理念実現のための、５つの基本方針 
 

１．発生抑制・排出抑制、再使用の推進 

２．合理的な収集と資源化の推進 

３．安全で確実な処理体制の構築 

４．情報提供や環境学習の充実 

５．市民・事業者との協働 

計画の見直しについて 
6 

■計画期間 
  平成２３年度から平成３２年度まで（１０年間） 
 

■中間見直し 
  平成２７年度は、１０年間の計画期間の５年目 
 

   これまでの取り組みの進捗や、社会状況の 

  変化等を踏まえ、基本理念実現のため、今後 

 の取り組み内容の見直しを進めています。 
 



資4 

２．東村山市の現状 

7 

 東村山市のごみ量 
8 

42,004  
41,626  41,511  

40,428  40,538  

37,000  

38,000  

39,000  

40,000  

41,000  

42,000  

43,000  

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 

ごみ量の推移 （単位：トン） 
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 取り組み目標①１人１日あたりのごみ量 
9 

■１人１日あたりのごみ量とは・・ 

  市民１人が１日あたり、どのくらいの量の 

  ごみを排出しているかを表しています。 

 ※ごみ量には、集団資源回収分は含んでいません。 

 

■平成３２年度には、 ６３０ｇを目指します。 

 （平成２１年度実績の７００ｇから１０％減）  

10 

700 

689 
684 

670 

676 

665 

630 

620 

630 

640 

650 

660 

670 

680 

690 

700 

710 

H21年 

基準年 

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H27年 

中間目標 

H32年度 

最終目標 

市民１人１日あたりのごみ量の推移 （単位：ｇ） 

平成２７年度目標６６５ｇ/人日 
平成３２年度目標６３０ｇ/人日 

 市民１人１日あたりのごみ量の推移 
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 取り組み目標② 総資源化率 
11 

■総資源化率とは・・ 

  排出されたごみのうち、リサイクルされたもの 

 の割合がどれくらいかを表しています。 
   

  ※総資源化率には、集団資源回収分が含まれています。 

 

■平成３２年度には、４５．０％を目指します。  

 総資源化率の推移 
12 

42.8 

43.3 
43.6 

43.1 

42.7 

44.0 

45.0 

41.5 

42 

42.5 

43 

43.5 

44 

44.5 

45 

45.5 

H21年度 

基準年 

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H27年度 

中間目標 

H32年度 

最終目標 

総資源化率の推移 

平成２７年度目標４４．０％ 
平成３２年度目標４５．０％ 

（単位：％） 



資7 

全国の同規模自治体と比較すると① 
（人口１０万人以上５０万人未満の都市）  

■１人１日あたりの             

                 ごみ量 
 

→全国第９位 
 
※環境省の考え方で出された数値。 

 集団資源回収分が含まれている 

 等で、市の数値と異なります。 

 

環境省「一般廃棄物処理事業 

     実態調査（平成25年度版）」 

 

 

13 

人口10万人以上５０万人未満の市町村 

1.   東京都小金井市    634.3ｇ/人日  

2.   静岡県掛川市     648.1ｇ/人日  

3.   東京都日野市      683.1ｇ/人日  

4.   長野県佐久市      692.4ｇ/人日  

5.   静岡県藤枝市      709.9ｇ/人日  

6.   東京都府中市      715.0ｇ/人日  

7.   東京都西東京市     723.3ｇ/人日  

8.   静岡県磐田市      728.3ｇ/人日  

9.   東京都東村山市    729.3ｇ/人日  

10. 東京都国分寺市    731.6ｇ/人日 

全国の同規模自治体と比較すると② 
（人口１０万人以上５０万人未満の都市）  

■総資源化率        
                  

 

→全国第８位 
 
※環境省の考え方で出された数値。 

 エコセメント化分が含まれていない 

 ため、市の数値と異なります。 

 

環境省「一般廃棄物処理事業 

     実態調査（平成25年度版）」 

14 

人口10万人以上５０万人未満の市町村 

1. 東京都小金井市       49.8% 

2. 神奈川県鎌倉市       48.4% 

3. 岡山県倉敷市         47.1% 

4. 埼玉県加須市        40.7% 

5.   東京都調布市         38.9% 

6.   東京都府中市         38.8% 

7.   東京都国分寺市      38.7% 

8. 東京都東村山市       36.0% 

9. 東京都西東京市       35.6% 

10. 東京都三鷹市          34.6% 
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 取り組み目標③ 埋め立て量ゼロ 
15 

■埋め立て処分量は、今後も、埋め立て 

 量ゼロを維持します。 
 

■平成２０年度、燃やせないごみの処理方法を 

 見直し 
 

  民間委託による熱回収等の資源化へ変更。 

 それ以降、当市では、ごみの埋め立て処分を 

 行っていません。  

３．各施策の 

       取り組み状況 

16 
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基本方針１ 

 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 
17 

(1)発生抑制・排出抑制に関する取り組み 
 ①生ごみの水切り・生ごみの自家処理の促進 

  →啓発紙「ごみ見聞録」等でＰＲし意識啓発 

  ②集団資源回収の推進 ※ 

  →啓発紙「ごみ見聞録」等でＰＲ、 

       未登録団体への呼びかけにより参加団体増  

  ※集団資源回収とは・・ 
 家庭から出る資源物を、自治会等の団体が自主的に集めて回収業者 
に渡すことで、ごみの再資源化を図り、地域コミュニティの活性化を促す 
ことを目的にした事業です。 
 業者に渡した資源物の量に応じ、補助金を受け取ることができます。 

基本方針１ 

 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 
18 

 ③レジ袋の削減 

  →マイバック利用のＰＲ、 

       店舗への協力依頼により削減協力店舗数増 

 

 ④美住リサイクルショップ「夢ハウス」の活動拡充 

  →毎月、市公共施設で美住リサイクルショップの活動 

      内容を紹介したチラシ配布、フリーマーケット回数増 

 



資10 

基本方針１ 

 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 
19 

  ⑤ごみ削減・リサイクルを促進するための販売事業者向け取り組み 

   →レジ袋削減取り組み店舗、店頭回収実施店舗の紹介 
 

 ⑥事業ごみ 
   →尐量排出事業所のごみを、事業用ごみ袋で排出する 
    よう指導 
   →事業ごみの収集業者が秋水園に搬入するごみの検 
    査実施、不適物がある場合は指導を行い排出状況が 
    改善 
   →大規模建物の所有者に、廃棄物の減量及び再利用 
    についての計画書を提出させ、現地調査 
 

 

基本方針１ 

 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 
20 

 ⑦店頭回収の拡大 

  店頭回収 

   →店頭回収未実施店舗へ協力依頼し、店舗数拡大。 

    既に実施している店舗への品目拡大の依頼 

  自動販売機脇回収ボックス 

   →自動販売機脇回収ボックスの設置依頼により、 

    設置率増 

 



資11 

基本方針１ 

 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 
21 

(２)再使用に関するとりくみ 
 ①フリーマーケット 

   →フリーマーケットの実施、 

    美住リサイクルショップ「夢ハウス」でのフリーマーケット増 

 ②「とんぼ市」による不用品交換の推進 ※ 

   →「とんぼ市」のＰＲ、郵送・ＦＡＸでの受け付け開始、 

    市公共施設で出品リストの掲示・配布 

  

 
※「とんぼ市」とは・・ 
 家庭で不用になった生活用品を譲りたい人、譲ってほしい人が美住リ 
サイクルショップに登録し、美住リサイクルショップが条件に合う方を紹 
介することで、希望の生活用品を斡旋するシステムです。 

基本方針１ 

 発生抑制・排出抑制、再使用の推進 
22 

 ③家具等の再使用の促進 

   →粗大ごみから再生可能な家具類の引き抜き強化、 

    美住リサイクルショップ「夢ハウス」での販売 

 



資12 

基本方針２ 

 合理的な収集と資源化の推進 
23 

(１)合理的な収集 
 ①ごみの出し方の変更 

  →びん・かん・有害物、容器包装プラスチック・ペットボト 

   ル、古紙・古着の出し方を変更し、全品目戸別収集へ 

  →ペットボトルの民間処理委託により、秋津町から、 

   収集や処理の分散 

 

 ②円滑な収集・運搬の推進 

  →収集委託業者への安全運転の周知徹底 

 

完了 

基本方針２ 

 合理的な収集と資源化の推進 
24 

（２）資源化の推進 
 ①生ごみの資源化の推進 ※ 

  →生ごみ集団回収事業により資源化、 

       生ごみ集団回収事業を啓発紙「ごみ見聞録」や 

       各種イベントでＰＲ 

※生ごみ集団回収事業とは・・ 
 地域の３世帯以上で集まったグループで、それぞれの家庭 
から出る生ごみを分別して、決められた日時・場所に専用容器 
で出していただき、市が無料回収を行うものです。 
 回収した生ごみは、民間処理施設で資源化されています。 



資13 

基本方針３ 

 安全で確実な処理体制の構築 
25 

(１)安全で確実な処理体制 
 ①施設の維持・整備 

  →毎年、定期点検、および、必要な維持補修を実施 

 

 ②焼却灰のエコセメント化の継続 

  →東京たま広域資源循環組合の受入基準を遵守し、 

      焼却灰をエコセメント化施設（日の出町）へ搬入  

 

基本方針３ 

 安全で確実な処理体制の構築 
26 

 ③ごみ焼却施設の延命化工事の実施 

  →平成22～23年度に１０年間の延命化工事、 

      および耐震補強工事を実施 

 

 ④熱回収設備の利用検討 

  →既設設備では焼却に伴う余熱の利用は困難との 

      調査結果   

   

 

完了 

完了 



資14 

基本方針３ 

 安全で確実な処理体制の構築 
27 

 ⑤リサイクルセンターの整備 

  →平成24～26年度リサイクルセンター建設、 

    騒音や臭気が改善し、周辺の生活環境が向上 

 

 ⑥ごみ処理施設更新の検討 

  →検討を進めるにあたっての基礎調査実施、 

    先進自治体等のごみ処理施設視察による情報収集、 

    各種研修会参加による情報収集   

 

完了 

基本方針４ 

 情報提供や環境学習の充実 
29 

(１)情報提供や環境学習の充実 
  ①啓発活動の推進 

  →啓発紙「ごみ見聞録」の内容充実、 

    ホームページでの最新情報の提供、 

    「ごみ・資源物収集カレンダー」「ごみの出し方分け方」 

    の一本化および内容充実 

 ②講座・学習・イベントの推進 

  →店頭や自治会等での出前講座の実施、 

    各種イベントでの啓発活動 

 



資15 

基本方針４ 

 情報提供や環境学習の充実 
30 

 ③集合住宅の排出指導強化 

  →分別が適切でない集合住宅の情報収集、および指導 

 

 ④学校への出前授業などの実施 

  →出前授業未実施校への働きかけで、実施校数を拡大   

 

基本方針５ 

 市民・事業者との協働 
31 

(１)市民・事業者との協働 
 ①廃棄物減量等推進員の活動推進 ※ 

  →イベントでの協働でのＰＲ活動、 

    研修会や視察の実施、 

    市民へ推進員活動のＰＲ 

  

※廃棄物減量等推進員とは・・ 

 市内の各丁に１人、市長から委嘱され、ごみの減量やリ
サイクルのために市の施策に協力してくださる市民の方の 
ことです。 



資16 

基本方針５ 

 市民・事業者との協働 
32 

 ②市民組織への支援と協働および連携の推進 

  →各団体の会議に参加し情報の共有化、 

    実行委員会によるリサイクルフェア実施、 

    夢ハウスまつり等に連携して参加 

 

 ③市民・事業者との協働の推進 

  → 市報・啓発紙・ホームページを通して施策について 

   情報提供、市民・事業者と連携して各施策の推進  



資１７ 

資料編 

 ～各施策の数値目標の実績～ 



一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

平成32年度 120

平成30年度 120

平成31年度 120

平成28年度 120

平成29年度 120

平成26年度 120

平成27年度 120

平成24年度 120 44 +18.9% 36.7%

平成25年度 120 33 -25.0% 27.5%

平成22年度 54

平成23年度 120 37 -31.5% 30.8%

達成率

平成21年度 73

基準年(平成21年度) 補助台数73台

目標数値 実績数値 前年比較

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ② 生ごみの自家処理の促進

今後の施策展開　
減量化容器の購入補助を継続しながら、生ごみを家庭菜園やガーデニング等で利用する自
家処理を促進し、ごみの減量を進めていく。

目
標

数値目標の単位 補助台数

最終目標(平成32年度) 補助台数1,200台

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み
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各年度目標数値・達成状況の推移 

目標数値 実績数値 



一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

平成32年度 150

平成29年度 144

平成30年度 146

平成31年度 148

平成27年度 140

平成28年度 142

平成25年度 133

平成26年度 139

平成23年度 123

平成24年度 129 132 +3.9% 102.3%

平成21年度 116

137 +3.8% 103.0%

平成22年度

目標数値 実績数値 前年比較

127 +5.8% 103.3%

達成率

120

今後の施策展開　
新聞等の古紙回収については、新聞販売店での回収も定着しているなど、回収量の増加は
困難性があるが、宅地開発や新築マンションなども含めて新たな団体の発掘を行っていくとと
もに、品目の追加について検討を進めていく。

目
標

数値目標の単位 参加団体数

最終目標(平成32年度) 参加団体数150団体

基準年(平成21年度) 参加団体数116団体

基本方針
施策名称

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ③ 集団資源回収の推進

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係
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一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

平成32年度 33

平成30年度 31

平成31年度 32

平成28年度 29

平成29年度 30

平成26年度 26

平成27年度 28

平成24年度 22 21 +5.0% 95.5%

平成25年度 24 24 +14.3% 100.0%

平成22年度 9

平成23年度 12 20 +122.2%

目標数値 実績数値 前年比較

166.7%

達成率

平成21年度 9

今後の施策展開　
市民意識が高く、レジ袋を辞退する率も高いことから、スーパー等の値引きやポイント付与な
どレジ袋の削減に向けた積極的な取り組みの継続を働きかけていくとともに、ドラッグストアや
小売店舗等の未実施店への拡大も図っていく。

目
標

数値目標の単位 協力店舗数

最終目標(平成32年度) 33店舗

基準年(平成21年度) 把握数9店舗

減量指導係

基本方針
施策名称

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ④ レジ袋の削減

担当課 ごみ減量推進課 担当係
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一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

基準年(平成21年度)

目
標

数値目標の単位

平成32年度 25,000

平成30年度 25,000

平成31年度 25,000

平成28年度 24,000

平成29年度 25,000

平成26年度 22,000

平成27年度 23,000

平成24年度 20,500 17,768 +8.5% 86.7%

平成25年度 21,000 16,694 -6.0% 79.5%

平成22年度 16,759

平成23年度 20,000 16,380 -2.3% 81.9%

達成率

平成21年度 19,296

年間19,296人

目標数値 実績数値 前年比較

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ⑤ リサイクルショップ活動の充実

今後の施策展開　
継続事業の中でも一定の集約を行い、新たな事業展開を考えていく。また、新規事業につい
ては市民を取り込むような魅力あるイベントを計画していく。

基本方針
施策名称

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み

リサイクルショップ入館者数

最終目標(平成32年度) 年間25,000人以上

減量指導係担当課 ごみ減量推進課 担当係
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一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

平成32年度 20

平成31年度 20

平成27年度 20

平成29年度 20

平成30年度 20

平成25年度 20

平成26年度 20

平成28年度 20

平成23年度 20

平成24年度 20 22 +37.5% 110.0%

平成21年度 3

21 -4.5% 105.0%

平成22年度

目標数値 実績数値 前年比較

16 -11.1% 80.0%

達成率

18

今後の施策展開　
民間収集運搬業者抜き打ち検査の実施等により、排出事業者の分別減量化を促進するとと
もに、受入対象外のごみや、他市のごみを搬入する等の不適切な搬入を防止していく。

目
標

数値目標の単位 検査回数年間

最終目標(平成32年度) 年間20回以上

基準年(平成21年度) 年間3回

基本方針
施策名称

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ⑧ 事業系ごみ（民間収集分）の排出指導

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係
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一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

平成32年度 40

平成30年度 36

平成31年度 38

平成28年度 32

平成29年度 34

平成26年度 27

平成27年度 30

平成24年度 21 21 +10.5% 100.0%

平成25年度 24 25 +19.0% 104.2%

平成22年度 16

平成23年度 18 19 +18.8% 105.6%

目標数値 実績数値 前年比較 達成率

平成21年度

今後の施策展開　
市民の多様な生活様式に対応するためにも、白色トレー、ペットボトル、牛乳パックなど店頭
回収されている品目のうち未実施品目の追加や新たな品目の追加を、スーパー等に働きか
けていく。また、自動販売機脇の回収ボックス設置の拡大を働きかけていく。

目
標

数値目標の単位 回収店舗数

最終目標(平成32年度) 40店舗

基準年(平成21年度) 把握数16店舗(平成22年現在)

発生抑制・排出抑制に関する取り組み

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ⑩ 店頭回収の拡大（店頭回収）

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

(1)
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一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

平成32年度 80.0

平成29年度 79.0

平成30年度 80.0

平成31年度 80.0

平成27年度 79.0

平成28年度 79.0

平成25年度 78.0

平成26年度 78.0

平成23年度 78.0

平成24年度 78.0 75.6 ― 96.9%

平成21年度

81.7 ― 104.7%

平成22年度

目標数値 実績数値 前年比較

― ― ―

達成率

77.2

今後の施策展開　
市民の多様な生活様式に対応するためにも、白色トレー、ペットボトル、牛乳パックなど店頭
回収されている品目のうち未実施品目の追加や新たな品目の追加を、スーパー等に働きか
けていく。また、自動販売機脇の回収ボックス設置の拡大を働きかけていく。

目
標

数値目標の単位 自動販売機脇回収ボックス設置率

最終目標(平成32年度) 設置率80％

基準年(平成21年度) 設置率77.2％(平成22年現在)

基本方針
施策名称

(1) 発生抑制・排出抑制に関する取り組み

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ⑩ 店頭回収の拡大（自動販売機脇回収容器）

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係

73.0  

75.0  

77.0  

79.0  

81.0  

83.0  

各年度目標数値・達成状況の推移 

目標数値 実績数値 



一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

※　（　　）内は、資源循環部実施のフリーマーケット数目標。実施の推進のため、平成25年度から設定している。

平成30年度

平成31年度

12平成32年度

平成28年度

平成29年度

平成26年度

平成27年度

（ 4 ）

平成24年度 +100.0% 100.0%

平成25年度 -16.7% 83.3%12

12

（ 4 ）

平成22年度

平成23年度 -25.0% 50.0%12

目標数値 実績数値 前年比較 達成率

平成21年度

今後の施策展開　
フリーマーケットは市民のリユースの場として定着しているが、その効果を十分に把握し、さら
なる発展を意識した展開も視野に入れていく。

目
標

数値目標の単位 フリーマーケット開催回数

最終目標(平成32年度) 市全体で年12回以上

基準年(平成21年度) ―

減量指導係

基本方針
施策名称

(2) 再使用に関する取り組み

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 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）

担当課 ごみ減量推進課 担当係
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12
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（ 4 ）
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（ 4 ）
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各年度目標数値・達成状況の推移（市全体での開催数） 

目標数値 実績数値 



一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

1

基準年(平成21年度)

平成21年度

平成30年度 200

平成31年度 200

平成32年度 200

平成28年度 190

平成29年度 200

平成26年度 170

平成27年度 180

平成24年度 150 98 -4.9% 65.3%

平成25年度 160 98 0.0% 61.3%

平成22年度 78

平成23年度 150 103 +32.1%

132

実績数値

今後の施策展開　
「とんぼ市」に関しては、その出品内容について再度精査、管理運用を徹底することで、より安
心して市民が活用できる場として提供していく。

目
標

数値目標の単位 とんぼ市不用品交換成立件数

最終目標(平成32年度)

68.7%

達成率

年間200件以上

担当課 ごみ減量推進課

年間132件

目標数値 前年比較

発生抑制・排出抑制、再使用の推進 ①
フリーマーケット、不用品交換の推進
（不用品交換）

担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

(2) 再使用に関する取り組み
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250  

各年度目標数値・達成状況の推移 

目標数値 実績数値 
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2

※1　平成25年度は事業を一時中断した為、目標数値の設定はなく、実績数値もない。

※２　平成26年度は事業を円滑に再開することを目標とし、目標数値の設定はしない。

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

(2) 資源化の推進に関する取り組み

合理的な収集と資源化の推進 ① 生ごみの資源化の推進

今後の施策展開　
生ごみ集団回収事業を通じて生ごみの資源化を進めることとし、参加世帯数の伸び悩み等に
対しては、参加のしやすさやコストなどの要素を検討しながら取り組んでいく。

目
標

数値目標の単位 参加世帯数

最終目標(平成32年度) 500世帯

基準年(平成21年度) 249世帯

目標数値 実績数値 前年比較

平成23年度 300 265 +3.1% 88.3%

達成率%

平成21年度 249

平成25年度                       ※1  ※1

平成22年度 257

平成27年度 185

平成24年度 310 266 +0.4% 85.8%

平成29年度 315

平成26年度                       ※2

平成31年度 445

平成28年度 250

平成32年度 500

平成30年度 380
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各年度目標数値・達成状況の推移 

目標数値 実績数値 
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平成32年度 1,903.0

平成30年度 1,903.0

平成31年度 1,903.0

平成28年度 1,903.0

平成29年度 1,903.0

平成26年度 1,903.0

平成27年度 1,903.0

平成24年度 1,903.0

平成25年度 1,903.0

平成22年度 1,961.9

平成23年度 1,903.0 1,715.4 -12.6% 110.9%

目標数値 実績数値 前年比較 達成率

平成21年度 1,961.9

今後の施策展開　

毎年実施する施設維持にかかる整備では対応ができない大規模な改修やこれまで着手したことのない
設備の更新を含め、平成22年度から２か年でごみ焼却施設の約10年間の延命化及び耐震化工事を実
施し、施設の耐久性、安全性、効率性の向上及び温室効果ガス排出の抑制を図った。施設の維持整備
の推進にもあるとおり、この施設を引き続き適正に維持管理していく。

目
標

数値目標の単位 温室効果ガス排出量

最終目標(平成32年度) ３％減
1,903.0ｔ

基準年(平成21年度) 1,961.9ｔ

安全で確実な処理体制の構築 ③ ごみ焼却施設の延命化工事の実施

施設課 担当係 施設係

基本方針
施策名称

(1) 安全で確実な処理体制の構築に関する取り組み

担当課

1,600.0  

1,650.0  
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各年度目標数値・達成状況の推移 

目標数値 実績数値 

完 了 
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最終目標(平成32年度) 年間50回以上

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

(1) 情報提供や環境学習の充実に関する取り組み

情報提供や環境学習の充実 ② 講座・学習・イベントの推進

今後の施策展開　
店頭や自治会への出前講座を市民と直接的な対話の場として、積極的に実施していく。新たな学習の
場として施設見学会等の企画により、家庭での分別の重要性や処理の流れなどの市民理解を深める方
策を検討していく。また、各種イベント等の機会を見つけて、これらに参加し、啓発活動に努めていく。

出前講座開催数

年間33回

目標数値 実績数値 前年比較

平成23年度 37 51 +54.5% 137.8%

達成率

平成21年度 33

平成25年度 41 41 +2.5% 100.0%

平成22年度 33

平成27年度 45

平成24年度 39 40 -21.6% 102.6%

平成29年度 47

平成26年度 43

平成31年度 49

平成28年度 46

平成32年度 50

平成30年度 48

基準年(平成21年度)

目
標

数値目標の単位

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

各年度目標数値・達成状況の推移 

目標数値 実績数値 



一般廃棄物処理基本計画　実行計画シート

4 集合住宅の排出指導強化

担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

(1) 情報提供や環境学習の充実に関する取り組み

達成率

年間15回以上

担当課 ごみ減量推進課

目標数値 前年比較

情報提供や環境学習の充実 ③

実績数値

今後の施策展開　
一部の集合住宅の集積所の中には、分別ルールや収集日を守らないごみが出されるケース
が目立つことから、これらの集合住宅の管理人、オーナー、入居者に対して、ルール徹底の
指導を強化していく。

目
標

数値目標の単位 実施回数

最終目標(平成32年度)

平成22年度

平成23年度 9 6 ― 66.7%

平成24年度 15 6 0.0% 40.0%

平成25年度 15 15 +150.0% 100.0%

平成26年度 15

平成27年度 15

平成28年度 15

平成29年度 15

平成30年度 15

平成31年度 15

平成32年度 15

基準年(平成21年度)

平成21年度
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(1) 情報提供や環境学習の充実に関する取り組み

目標数値を見直した。

学校への出前授業等の実施

今後の施策展開　
学校での出前授業を実施することで、次世代を担う児童・生徒が資源化やルールに関する意
識や理解を高めていけるように、教育委員会・学校との連携を図っていく。ひいては、児童、
生徒の意識の高まりを通じて、家庭での意識改革に繋げられるよう努めていく。

小中学校22校

担当課 ごみ減量推進課 担当係 減量指導係

基本方針
施策名称

※平成２４年度から、中学校も対象に加え、

目
標

達成率

平成21年度 1

目標数値 実績数値 前年比較

平成22年度 1

平成23年度 4 7 +600.0% 175.0%

平成24年度 8 9 +28.6% 112.5%

平成25年度 10 12 +33.3% 120.0%

平成26年度 12

平成27年度 14

平成28年度 16

平成29年度 18

平成31年度 21

小学校1校

数値目標の単位 市内全小中学校

最終目標(平成32年度)

平成32年度 22

平成30年度 20

④

基準年(平成21年度)

情報提供や環境学習の充実
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電話：042-393-5111（代表）  Fax：042-391-5847 
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