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東村山市一般廃棄物処理基本計画の取り組み評価および今後の施策展開案 

 

１．【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生ごみの水切りの促進 

評 価 夢ハウスまつりや市民産業まつりなどの各種イベント、店舗等の店頭説明会など

において、積極的にＰＲ活動を実施してきた。また、ホームページや啓発紙「ご

み見聞録」において情報提供するなど、さまざまな機会をとらえて意識啓発を行

ってきた。 

「東村山市ごみ・資源物に関する市民アンケート」（以下、「市民アンケート」）で

は、生ごみ減量の取り組みとして約 65％の方が「生ごみはしぼるなど、水切りし

てから出している」と回答しており、市民の生ごみ水切りの取り組みは着実に広

がってきているといえる。 

今 後 継続 

今後の 

施策展開

(案) 

生ごみの水分量を減らすことは、ごみの減量につながるため、水切りを促進して

いく。 

 

 

②生ごみの自家処理の促進 

評 価 夢ハウスまつりや市民産業まつりなどの各種イベント、店舗等の店頭説明会、東

村山花と野菜の会との協働による毎月１回の生ごみ堆肥化相談などにより、積極

的にＰＲ活動を実施してきた。また、ホームページや啓発紙「ごみ見聞録」にお

いて情報提供するなど、さまざまな機会をとらえて意識啓発を行ってきている。 

他自治体における生ごみ減量化容器の補助台数の実績調査をしたところ、本市の

世帯あたりの補助台数は、他自治体と同程度であることが分かっているが、施策

の数値目標については、平成 26 年度実績 61 台で、東村山市一般廃棄物処理基本

計画実行計画（以下、「実行計画」）の年度目標に達していない状況であり、更な

る努力が必要である。 

「市民アンケート」では、生ごみ減量化容器の購入費用補助事業について、全体

の約 58％の方が「知らない」と回答しており、認知の拡大に向けてＰＲ方法等の

見直しが必要である。 

今 後 一部見直し 

今後の 

施策展開 

(案) 

減量化容器の購入補助については、を継続しながら、取り組みのＰＲ方法等を見

直すことで、より効果的な普及啓発を進め、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。 
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数値目標 生ごみ減量化容器の補助台数 1,200台 600台 

（平成 26年度実績 61台・同年度実行計画目標 120台） 

 

 

③集団資源回収の推進 

評 価 夢ハウスまつりや市民産業まつりなどの各種イベントにおいて積極的にＰＲ活動

を実施してきた。また、自治会や新築マンション等の未登録団体に参加呼びかけ

を行ってきており、集団資源回収の登録団体数は、平成26年度実績139団体と年々

安定的に拡大している。 

収集品目については、収集業者との協議のもと対象品目の拡大を行い、アルミ缶、

ネクタイ、肌着を追加した。 

また、平成 27年度からは補助金の単価を５円に引き上げ、事業の趣旨である、ご

みの資源化と地域コミュニティ活性化の促進を図ってきた。 

今 後 一部見直し 

今後の 

施策展開 

(案) 

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

発掘を行うことで集団資源回収の推進を図っていく。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。 

数値目標 集団資源回収参加団体数 150団体 

（平成 26年度実績 139団体・同年度実行計画目標 139団体） 

 

 

④レジ袋の削減 

評 価 レジ袋削減啓発スタンドや啓発ポスターを作成し、市内店舗に設置依頼を行って

きた。また、リサイクルフェアや夢ハウスまつり等の各種イベントにおいて、マ

イバック利用のＰＲ活動を実施するなどの働きかけを行ってきており、市民意識

のさらなる向上につながっている。「市民アンケート」では、約 71％の方が「買

い物の時、レジ袋は出来るだけ断っている」と回答しており、レジ袋削減につい

ての市民意識の高さがうかがえる。 

レジ袋を断った際の現金値引きやポイント付与などを実施するレジ袋削減協力店

舗については、店舗への協力依頼を継続して実施してきたことから、平成 26年度

実績 26店舗と、安定的に拡大している。 

なお、現金値引き等の取り組みを実施してないものの、会計時の声かけによりレ

ジ袋削減を行っている店舗の例もあり、これについても削減効果が見込むことが

できることから、協力店舗として取り組み継続の働きかけを行っていく必要があ

る。 

今 後 一部見直し 
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今後の 

施策展開 

(案) 

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、購入時の声かけ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。 

数値目標 レジ袋削減協力店舗数 33店舗 

（平成 26年度実績 26店舗・同年度実行計画目標 26店舗） 

 

 

⑤リサイクルショップ活動の拡充 

評 価 新たな取り組みとして食器類の引き取りおよび販売を開始し、また、美住リサイ

クルショップ内で販売する再生家具類の確保の強化や、フリーマーケット開催数

の増加などにより、積極的に美住リサイクルショップ活動の拡充を図ってきた。

美住リサイクルショップの活動内容については、啓発紙「ごみ見聞録」や、毎月

発行している「夢ハウス予定表」で紹介し、認知の拡大や利用の呼びかけを行っ

てきている。 

その結果、「市民アンケート」では、美住リサイクルショップを知っていると回答

した方の割合は全体の 77％を超えており、美住リサイクルショップの存在は多く

の市民に認知されてきているが、一方で入館者数については、平成 26 年度実績

18,143人で実行計画の年度目標に達していない状況である。 

今 後 一部見直し 

今後の 

施策展開 

(案) 

継続事業の中でも一定の集約を行い、リサイクルショップ利用者増に向け継続事

業の充実を図るとともに、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。 

数値目標 リサイクルショップ入館者数 年間 25,000人以上 

（平成 26年度実績 18,143人・同年度実行計画目標 22,000人） 

 

 

⑥ごみ減量・リサイクルを促進するための販売事業者向け制度の検討 

評 価 啓発紙「ごみ見聞録」や「夢ハウスだより」、ホームページ等で、簡易包装やレジ

袋削減等に積極的な取り組みを行っている事業者の紹介やリスト公表を継続して

実施してきたこともあり、取り組みは全市的に浸透しつつある。 

今後も継続して事業者の紹介やリスト公表を実施することで、更なる波及効果を

狙っていくこととし、販売事業者向け制度については導入しないこととした。 

今 後 施策名称の見直し 

⑥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 

今後の 

施策展開 

ごみ見聞録をはじめとする広報誌やホームページを通じて、簡易包装やレジ袋削

減等積極的、先進的な取り組みを行っている事業者の紹介やリストの公表を行い、
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(案) 取り組みの全市的な波及効果をねらっていく。 

 

 

⑦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 

評 価 収集委託業者や廃棄物減量等推進員から情報提供を受け、市が現地確認をするこ

とにより事業用指定収集袋の使用確認を行っている。少量排出事業者が排出する

事業系ごみが家庭用指定収集袋で排出されていることを確認した際は、事業用指

定収集袋で排出するよう指導を行い、排出者責任の明確化を図っている。 

今 後 一部見直し 

今後の 

施策展開 

(案) 

事業用指定袋の使用確認により実態の把握をして、対応を検討するための基礎資

料とする。少量排出事業者の排出するごみが家庭系ごみに混入しないよう、指導

を継続していく。 

 

 

⑧事業系ごみ(民間収集分)の排出指導 

評 価 一般廃棄物処理業許可業者が秋水園へ搬入するごみについて、不定期で抜打ち検

査を実施している。検査の結果、受け入れ対象外のごみが混入していた時は、一

般廃棄物処理業許可業者および排出事業所に対し、指導を行ってきた。継続して

抜き打ち検査及び指導を実施してきたことにより、一般廃棄物処理業許可業者お

よび排出事業所における分別意識が向上し、受け入れ対象外の不適物の混入は減

少している。 

一方で、受け入れ対象外のごみではないものの、未使用の食品などの食品廃棄物

が一部持ち込まれている例もあり、これについては、事業者による食品リサイク

ルへの取り組みが求められる。 

今 後 一部見直し 

今後の 

施策展開 

(案) 

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および

再資源化を促進するとともに、受け入れ対象外のごみや、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。 

数値目標 検査回数 年間 20回以上 

（平成 26年度実績 22回・同年度実行計画目標 20回） 

 

 

⑨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 

評 価 事業用大規模建築物の所有者に廃棄物の減量及び再利用に関する計画書を提出さ

せ、実態の把握を行うとともに、適宜現地調査を実施して計画の進捗状況や分別

状況の確認を行ってきた。不適切な例があった場合は指導を行い、ごみの減量お

よび再利用を図ることができている。 
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今 後 継続 

今後の 

施策展開 

(案) 

事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書の提出によ

り実態把握を行うなかで、発生抑制、排出抑制の推進等について、指導・監督を

強化していく。 

 

 

⑩店頭回収の拡大(店頭回収・自動販売機脇回収ボックス) 

評 価 店頭回収について 

廃棄物減量等推進員の協力による情報収集や、店舗への働きかけにより、店頭回

収実施店舗数は平成 26 年度実績で 28 店舗となっており、着実に増加している。

また、店舗数のみでなく、店頭回収実施店舗における回収品目の追加についても

働きかけを行い、拡大を図ってきた。 

自動販売機脇回収ボックスについて 

廃棄物減量等推進員の協力を得ながら、自動販売機設置者に回収ボックス設置依

頼を行ってきた。回収ボックス内への不法投棄等の課題はあるものの、回収ボッ

クス設置率は着実に増加している。 

今 後 継続 

今後の 

施策展開 

(案) 

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。 

数値目標 店頭回収実施店舗数 40店舗 

（平成 26年度実績 28店舗・同年度実行計画目標 27店舗） 

自動販売機脇回収ボックス設置率 80％以上 

（平成 25年度実績 81.7％・同年度実行計画目標 78.0％）※１ 

※１ 平成 25年度から、設置率調査は隔年で行うとしているため、平成 25年度実績を記載 

 

 

(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 

評 価 フリーマーケットについて 

美住リサイクルショップで実施するフリーマーケットについて、美住リサイクル

ショップ運営委員と検討・調整を行い、開催数を増加した。フリーマーケットは

天候による影響を受けやすく、中止となった場合もあるが、企画した回数として

は、実行計画の目標どおりの回数となっている。 

なお、美住リサイクルショップ内の場所貸しによる常設型のフリーマーケット実

施の検討を行ったが、同じく美住リサイクルショップ内で販売している再生家具
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類の確保強化により空きスペースがなくなってしまったため、実施を見送った。 

不用品交換 

「とんぼ市」は、使わなくなった家庭用品を譲りたい人、譲ってほしい人のため

の不用品交換の場として実施している。フリーマーケットなどのイベントでのＰ

Ｒ、啓発紙「ごみ見聞録」や「夢ハウスだより」での情報提供の他、市内公共施

設では毎月「とんぼ市」の出品リストを掲示し、また譲りたいもの・譲ってほし

いものが分かるチラシである「夢ハウス予定表」を配布するなど、積極的に利用

を推進するためのＰＲを行ってきた。また、利用者の利便性向上という面では、

美住リサイクルショップにおける窓口受付に加え、郵送・ファクシミリによる受

け付けを開始している。 

ただし、計画目標である、とんぼ市不用品交換成立件数については、平成 26年度

実績 111 件と実行計画の年間目標に達していない状況である。また、「市民アン

ケート」では、「とんぼ市」について、約 61％の回答者が「知らない」と答えて

おり、さらなる認知の拡大が必要である。 

今 後 一部見直し 

今後の 

施策展開 

(案) 

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、充実・発展を図っていく。さらなる発展を意識した展開も視野に入れ

ていく。 

「とんぼ市」に関しては、事業の効果的なＰＲにより市民認知の拡大を図るとと

もに、その出品内容について再度精査し、管理運用を徹底することで、市民にと

って参加しやすく、またより安心して参加しやすいて市民が活用できる場として

提供していく。 

数値目標 フリーマーケット開催回数 市内全体で年間 12回以上 

（平成 26年度実績 13回・同年度実行計画目標 12回） 

とんぼ市不用品交換成立件数 年間 200件以上 

（平成 26年度実績 111件・同年度実行計画目標 170件） 

 

 

②家具等の再使用の促進 

評 価 粗大ごみからの再使用可能な家具類の引き抜き強化をするとともに、美住リサイ

クルショップへの搬入回数を週２回に増加し、販売する再生家具類の確保に努め

てきた。 

再使用に向けた効果的、効率的な新たなルートの活用について、民間企業との連

携について検討したが、現状の家具数が少ないため現段階では難しいことがわか

り、実施を見送った。 

今 後 一部見直し 

今後の 粗大ごみのうち再使用が可能な家具等については、再使用に向けた効果的、効率
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施策展開 

(案) 

的な新たなルートの活用について、収集の方法も含めて検討を行っていく。 

引き抜きおよび修繕の実施により、美住リサイクルショップにおいて販売する家

具類を十分に確保し、再使用の促進につなげていく。 

 


