
平成 28 年 3 月 2 日 

 

次期一般廃棄物(ごみ)処理基本計画についての意見 

 

市連協ごみ問題検討委員会 

 

第 35 回ごみ問題検討委員会に於いて、説明を頂いた標記基本計画についての意見は下記の通り

です。今後の策定作業に於いて、反映される事を期待しています。 

 

1. 総論 

次期計画の基本理念である「低炭素社会を目指し、地球環境への思いやりを持った、次世代につ

なぐ循環型社会の構築」については、私達の考えとも一致しており、これをベースに次期計画を策

定することに賛意を表します。 

又、骨子案については、全体的に無理のない、実現性の高いものと評価はするものの、一方で、

「こんな内容で良いのか」との物足りなさとともに、「焼却ごみ 1/3 削減達成に努力してきた市民

の力ややる気をそいでしまい」、焼却ごみ量の増加(リバウンド)の懸念を感じます。特に最重要課

題である「生ごみの発生抑制」について、成果が期待できそうな施策があまり見当たらない点は大

変問題だと考えます。この「生ごみ削減」の問題こそ、一般市民にごみ処理問題の重要性を認識し、

緊張感を以って努力してもらう最適な課題であり、次期計画ではその仕組みづくりを入れ、市民運

動を盛り上げて行く必要が有ると考えます。 

又資源化については、「費用対効果」をよく考え、優先的に実施するものを決めている点は評価

しますが、「資源化品目ごとのコストの明確化」や「いくらまでならコストアップしても資源化し

よう」とのガイドラインの設定や多くの市民のコンセンサスが必要ではないかと考えます。特に最

終処分場延命化のメリットは新たに処分場を探し設置する場合の費用を想定して算定する必要が

有ると考えます。 

 

2. 個別の意見 

(1) 資料 1 の 3 家庭系可燃ごみ組成の経年変化 のところで、「生ごみの減量に向けた減量施策

の強化をしていく」と述べているが、どの施策を指しているのか。また雑紙は資源化の優等生

であり、さらに再資源化の推進が必要であるが、その施策が見当たらない。更に資源化できな

い紙類の比率が他自治体と比較して高すぎないか。これを下げる努力も必要ではないか。 

(2) 資料 2 の次期計画の計画目標(案) のところで、H43 年度の焼却処理量 23 万 4 千トン以下

は少し甘すぎないか。次期計画の実施予定事業の減量効果は 24,800 トンあるが、その主なも

のは、焼却灰の再資源化で 13,000 トン、家庭系剪定枝等の再資源化で 5,500 トン、事業系剪

定枝の再資源化で 2,000 トン、事業系生ごみの資源化で 2,000 トンなどである。家庭系の約半

分を占める生ごみの削減については、啓発等で 1,000 トンのみの減量である。もっと幅広い市

民運動を展開して削減目標の上乗せを図るべきではないか。削減目標の策定に当たっては、や

れそうな事業の効果を積み上げ決定するのが一般的ではあるが、家庭系生ごみの削減では期待

する削減目標を先に決め、その目標達成のために幅広い意見・アイデアを求めて実施するのも

一つのやり方だと考える。 

(3) 資料 3 の 1(1)の背景の最後の所で、「・・・安定的・継続的なごみ処理を図るとともに、「循



環型社会」と「低炭素社会」の実現のため、一層の・・・」との言葉を入れたい。 

(4) 同上(2)の基本理念案で、「C02 の排出量を減らし」については「低炭素社会を目指し」ぐら

いの方が良いのでは。 

(5) 基本方針 1 の個別事業で、「生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進」のテーマは次期計画の重要

施策になるので、生ごみと剪定枝の排出抑制は、2 つのテーマに分けた方が良いのでは。 

(6) (2)基本方針 2 の資源化・焼却ごみの削減のウ、下から 5 行目( )内の数値で何を言おうとして

いるのか。ここは 1 の総論に書いた通り資源化品目毎のコスト表示が是非必要と考える。 

(7) (3)基本方針 3 のごみ処理システムのウ、下から 4 行目「・・・横ばいである事業系ごみ処理

の促進や・・・」は何を言おうとしているのか。「事業系ごみ処理量の削減推進」なら解るが。 

(8) 基本方針 3 では、災害時等突発的なリスクを回避できる強靭な処理システムづくりとしてい

るが、実際の施策は通常のごみ処理システム構築のものが多く、災害に備えるものとしては、

災害時に民間施設と連携強化すること及び新清掃工場は災害に強いものにするが記載されて

いる。東日本大震災の教訓から見てこれで十分なのか。 

(9) 剪定枝等の資源化についてはモデル事業の実績が有るが、枝と草・葉では再資源化コストに

かなりな差が有ると推定される。再資源化するのは枝に限定し、草や葉についてはこれまで通

りとした方が良いのではないか。 

(10) 不法投棄対策については、「不法投棄の防止」を別項目とし、次期計画ではより強化すべき

施策と位置付けたのは大賛成で評価します。そこで、不法投棄や不適切な処理根絶に向けて、

不法投棄者や無許可回収業者に対する取締り強化等を明文化して欲しい。また山林や道路・ご

みステーションに不法投棄されたものについても、受付窓口を一本化し処理の迅速化を図って

欲しい。 

(11) 次期計画においては、これまで以上に一般市民のごみ問題に対する関心を高め、削減に向け

た努力が求められると考える。そのための施策をもう少し充実する必要が有ると考える。更に

多くの市民の協力を求める為にも、出来るだけ文章や表現を解りやすくするとともに、少し難

しい言葉には説明文を付けた方が良いと考える。(例えば、ちばルール、3R, 2R 等)



(11 月まで) 

 資料１  

千葉市のごみ処理の現状 

 

１ 焼却ごみ量の推移について 

千葉市では、平成１９年度から、「焼却ごみ１／３削減」（年間焼却ごみ量２５万４０００トン）

を目標に、ごみの減量やリサイクルの推進に取り組んできました。 

市民の皆様、一人ひとりの取組みによって、焼却ごみ量は年々着実に減り、平成２６年度の焼

却ごみ量は２５万５３１トンとなり、目標を達成することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目標達成に向けた主な取組み 

 「焼却ごみ１／３削減」目標達成に向け、これまで以下のごみ減量施策に取り組んできました。 

 

330,692  

306,805  

292,382  
277,293  

267,229  
265,191  264,640  

262,580  

250,531  171,508  

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（単位：トン） 

目標値 

254,000 



３ 家庭系可燃ごみ組成の経年変化 

 市民の皆様の雑がみ分別等の取組みによって、「資源化できる紙類」の割合が減少しました。 

 引き続き、雑がみ分別の普及啓発を継続するとともに、今後は約４割を占める「生ごみ」の減

量に向けた減量施策を強化していきます。 

（単位：％） 

【家庭系可燃ごみ】 H19 H20 H21 H23 H24 H25 H26 

プラスチック類 10.5 15.0 17.3 15.4 13.5 14.9 16.6 

資源化できる紙類 19.0 17.7 13.0 10.2 10.5 10.3 9.4 

資源化できない紙類 15.2 15.5 18.6 16.8 14.8 14.8 18.4 

生ごみ 38.3 40.4 39.7 46.5 43.6 43.4 44.2 

木くず 3.7 5.1 3.8 5.2 13.0 9.0 4.6 

布類 5.2 3.7 3.8 3.4 3.0 6.4 4.3 

その他 8.1 2.6 3.8 2.5 1.6 1.2 2.5 

 

 

４ リサイクル率が４年連続で第１位 

千葉市では、平成２２年度から２５年度にかけて、人口５０万人以上の自治体の中で、リサイ

クル率が４年連続で第１位となっています。 

 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

第１位 
千葉市 

（３０．８％） 

千葉市 

（３０．８％） 

千葉市 

（３１．４％） 

千葉市 

（３２．３％） 

第２位 
北九州市 

（２９．０％） 

八王子市 

（３０．３％） 

新潟市 

（２６．９％） 

新潟市 

（２７．２％） 

第３位 
名古屋市 

（２７．９％） 

名古屋市 

（２７．５％） 

八王子市 

（２６．９％） 

八王子市 

（２６．４％） 

 

 

 

      ※再生利用量：家庭系資源物収集量、集団回収量、古紙回収庫回収量、 

              事業系資源物回収量、不燃ごみ・粗大ごみの破砕後資源化量、 

              焼却灰資源化量の合計 

 

リサイクル率 ＝           × １００ 

再生利用量 

総排出量 



 

 

審議会 

 千葉市廃棄物減量等推進審議会（２０名） 

  ア 目 的：市長の諮問により、計画の基本的事項について審議し、答申する。 

  イ 構成員：学識経験者、市民の代表者、関係団体の代表者、市議会議員 

 

審議会下部組織 

 千葉市廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画部会（５名） 

  ア 目 的：計画策定調査に当たり、専門的・技術的事項について調査研究を行い、 

        検討内容を審議会へ報告する。 

  イ 構成員：学識経験者、市民の代表者、関係団体の代表者 

 

庁内機関 

 計画の策定に当たり、重点事業や計画事業などの検討を行い、計画案を策定する。 

（１）一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 策定委員会 

   構成員：環境局 局部課長等職員 

（２）一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 策定委員会ワーキング 

   構成員：環境局 課長補佐級以下の職員 

 

＜これまでの主な会議内容＞ 

 ・次期計画の策定方針  ・現況と課題の整理   ・ごみ量の将来予測 

 ・数値目標案の設定   ・ビジョンの方向性と基本方針 

 ・個別事業の検討    ・計画の骨子（案） 

 

  

 

 

 

    （庁内機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
千葉市廃棄物減量等推進審議会 

千葉市廃棄物減量等推進審議会 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画部会 

日時 第１回（平成２７年６月３０日） 第１回（平成２７年７月２７日） 

議題 計画策定に係る基本的事項について（諮問）、 

次期計画の策定方針、部会の設置 

現況と個別２７事業の次期計画への継続性評

価、ごみ量の将来予測と数値目標案の設定 

議事概要 ・現行計画の５つの数値目標について、各年度

の目標値及び実績値を示してほしい。 

・計画事業のうち、実施しなかった事業の理由

と、今後の市の考え方をまとめてほしい。 

・コストがかかるから実施しないではなく、市

の状況に見合った理由を検討すべき。 

・事業系ごみ量予測は、総量固定ではなく原単

位固定の方が人口減少の状況にマッチしている。  

日時 第２回（平成２７年８月２８日） 第２回（平成２７年８月４日） 

議題 現況と個別２７事業の次期計画への継続性評

価、ごみ量の将来予測と数値目標案の設定 

第１回部会における意見について 

議事概要 ・その他プラの分別収集について、費用対効果

だけでなく環境負荷の捉え方が重要。 

・審議会では費用対効果より数値目標の達成を

どう実現していくかを検討すべき。 

・生ごみ特別地区事業の廃止について、今まで

協力いただいた地域への説明が重要。 

・事業系ごみ量予測について、総量固定ではな

く原単位固定とすることで決定した。 

日時  第３回（平成２７年１１月１６日） 

議題  次期計画におけるビジョンと基本方針（案）、 

次期計画における個別事業の検討 

議事概要  ・リデュース・リユースによる排出抑制を強化

すべきではないか。 

・ターゲットを見据えてバランスを考えた表現

にすべきでは。 

次期一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定に向けた検討経過 
資料２ 

計画の策定体制 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 策定の基本的な考え方  

（１）環境負荷の低減や経済性・効率性を重視しつつ、実効性の高い計画とする。 

（２）さらなるごみ減量を目指すため、発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）に 

重点を置きつつ、徹底した分別による再利用（リサイクル）を進める計画とする。 

（３）現行計画に位置付けられている、未実施 3事業（プラスチック製容器包装・剪定枝等 

・生ごみの再資源化）について、今後の方針を明確化するほか、新たな施策について 

も検討し、焼却ごみの削減と再資源化率の向上を目指していく。 

（４）北谷津清掃工場停止後、3用地 2清掃工場運用体制による安定的かつ継続した処理 

体制を確立するため、計画的に清掃工場の整備等を推進するほか、最終処分場その他 

必要となる廃棄物処理施設の整備を次期計画に位置付ける。 

これまでの会議開催状況と議事概要 

千葉市一般廃棄物（ごみ） 

処理基本計画策定委員会 

○計画策定にかかる検討・調整 

報告 

ワーキング 

○計画素案の作成 

千葉市廃棄物減量等推進審議会 

○廃棄物の減量及び適正処理の推進に関する事項の
審議 

調査研究 報告 

千葉市廃棄物減量等推進審議会 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画部会 

○専門的・技術的事項の調査研究 

報告 



 ＜予測方法＞ 

  平成２６年度実績の市民１人１日あたりの排出量（ごみ量原単位）と将来人口から将来ごみ

量予測を行い、次期計画で実施予定のごみ減量事業の効果を見込み計画の目標数値を設定。 

 

＜次期計画で実施予定事業の減量効果＞ 

  ・家庭系剪定枝等の再資源化の推進（減量・資源化量 約５，５００トン／年） 

  ・事業系剪定枝等の再資源化の推進（減量・資源化量 約２，０００トン／年） 

  ・学校給食等の食品残渣の資源化 （減量・資源化量 約８００トン／年） 

  ・民間バイオガス化処理施設拡充に伴う生ごみの資源化への誘導 

（減量・資源化量 約２，０００トン／年） 

  ・生ごみ減量・資源化事業の拡充 （減量・資源化量 約１，０００トン／年） 

  ・事業系古紙の再資源化の推進  （減量・資源化量 約５００トン／年） 

  ・焼却灰の再資源化       （減量・資源化量 約１３，０００トン／年（H38～）） 

  

 ＜平成４３年度（次期計画の目標年度）の計画目標（案）＞ 

 次期計画（案）（目標年：H43 年度） 現行計画（目標年：H33 年度） 

総排出量 ３５万８，０００トン以下 ３６万４，０００トン以下 

焼却処理量 ２３万４，０００トン以下 ２２万トン以下 

再生利用率 ３９％以上 ４３％以上 

最終処分量 １万３，０００トン以下 １万７，００００トン以下 

温室効果ガス排出量 ７万８，０００トン以下 ８万３，００００トン以下 

 

 

 

 
次期計画の計画目標（案） 



 

次期計画の骨子（案） 

１ 次期計画の基本理念 

（１）背景 

次期計画では、これからの１５年間における本市のごみ処理、資源循環及び長期

的・総合的な施設整備に関する基本理念を定めることとする。 

国は「第３次循環型社会形成推進基本計画」等において、国際的な循環型社会の

構築、及び「循環型社会」と二酸化炭素を含む温室効果ガスの排出が少ない「低炭

素社会」の連携強化による、次世代に良好な環境と資源を引き継ぐ「持続可能な社

会」の構築を目指すとともに、リサイクルより優先順位の高い２R（リデュース・

リユース）の取組みを優先する社会システムの構築を目指すこととしている。 

さらに、国は近年、自然災害等による膨大な災害廃棄物の処理についても迅速か

つ適切に対応できるよう、廃棄物処理システムの強靭化について掲げている。 

一方、本市の状況としては、平成１９年度から「焼却ごみ１／３削減」を目指し、

町内自治会等を対象とした説明会などによる普及啓発をはじめ、家庭ごみの収集体

制の見直し、家庭ごみ手数料徴収制度の導入等様々な取組みを実施し、市民・事業

者の皆様、一人ひとりがごみ減量に取り組んでいただいた結果、念願の削減目標を

達成した。 

今後は、２清掃工場運用体制による安定的・継続的なごみ処理を図るため、一層

のごみ減量・資源化の推進が求められる。 

 

（２）基本理念案 

上記を考慮すると、本市においても、２Ｒ（リデュース・リユース）推進の重視

や、環境を意識した清掃工場の建設等により、低炭素社会を考慮した循環型社会を

目指すことで「持続可能な社会」を実現していくことを、最上位の目標として位置

づける必要があることから、以下がこれからの１５年間における本市の基本理念と

する。 

 

基本理念：CO₂の排出量を減らし、地球環境への思いやりを持った 

次世代につなぐ循環型社会の構築 

（持続可能な社会への貢献） 

 

資料３ 



 

２ 基本方針と事業の考え方 

前述した基本理念と、本項で検討する基本方針の位置づけは、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念を達成するための基本方針は、現行計画の構造を踏襲しつつ、次期計画に

必要な新たな視点を加え、「リデュース・リユース」「資源化・焼却ごみ削減（リサイ

クル）」「ごみ処理システム」の３点から構成し、それぞれの基本方針に向けた具体事

業を立案・実施していくこととする。 

 

（１）基本方針１ リデュース・リユース 

ア 方向性 

現行計画の排出抑制に係る基本方針１は、３Ｒのうち優先すべきリデュース・

リユースをごみの排出者である市民・事業者に、ごみの減量に対する理解と関心

を深め取組みを促すような啓発事業を推進し、ごみを出さない社会づくりを目指

すものである。 

次期計画においても基本的な方向性としてはこれを踏襲しつつ、市民・事業者

一人ひとりにごみ減量意識が浸透するよう、年齢層や事業所種別など状況に見合

ったきめ細やかな普及・啓発により、さらなるリデュース・リユースの推進を図

り、ごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイルの確立による２Ｒ（リデ

ュース・リユース）の浸透を目指していく。 

 

イ 基本方針案 

一人ひとりのごみを出さないライフスタイル・ビジネススタイルの確立による、 

２Ｒ（リデュース・リユース）を目指します。 

 （現行計画→市民・事業者・市の協働によるごみを出さない社会づくりを推進します。） 

 

基本理念 

基本方針１ 基本方針３ 基本方針２ 

ビジョン（最終的にスローガンが入ります） 

（CO₂の排出量を減らし、地球環境への 

思いやりを持った 次世代につなぐ循環型社会の構築） 

（リデュース・リユース） 

（資源化・焼却 

ごみ削減） （ごみ処理システム） 



 

ウ 基本方針実現のための事業の考え方 

リデュース・リユースのための事業については、本市が従来から取り組んでき

た「ちばルール」をはじめとする普及啓発事業が掲げられており、一部改善すべ

き点を見直した上で継続実施することが基本となる。 

「ちばルール」に関する協定店の拡充、普及啓発及び取組みＰＲの強化や食品

ロス削減の推進など新たな取組みの推進、幅広い年齢層が自発的に３Ｒに取り組

めるような世代別の環境学習プログラムの推進、さらには、生ごみの排出抑制に

向けた生ごみ減量処理機・肥料化容器の購入費用に対する補助金制度の拡充やＰ

Ｒの強化等、既存事業の見直しを行いつつ、新規事業についても検討していく。 

また、排出抑制のための普及啓発については、年齢層や事業所種別にターゲッ

トを絞り、それぞれ効果的なプログラムを設定し、きめ細やかに実施していく。 

 

エ 個別事業の統廃合 

（ア）ごみ出し支援サービスの実施【現行計画７】 

本事業は基本方針１と３に共通するものとなっているが、サービスという面

があるものの実際の業務としては収集運搬に位置づけられるものであり、基本

方針３にのみ位置づけて整理する。      

【現行】ごみ出し支援サービスの実施 

              ↓ 

【次期】（削除） 

※『ごみ出し支援サービスの実施』として、基本方針３にのみ掲載 

 

（イ）環境美化の推進・不法投棄の防止【現行計画８】 

本事業のうち不法投棄の防止については、平成２６年２月からの家庭ごみ手

数料徴収制度による不法投棄の増加を防ぐために、次期計画ではより強化すべ

き施策である。また、環境美化の推進については、個別事業名を市民によりわ

かりやすい文言にするとともに、推進事業と支援事業とに分けて整理するのが

望ましい。そのため、以下のとおりとする。 

 

【現行】環境美化の推進・不法投棄の防止 

              ↓ 

【次期】きれいなまちづくりの推進 

    不法投棄の防止 

 

  



 

■基本方針１の個別事業 

（現 行）                   （次 期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ Ｃ－ＥＭＳによる市庁舎等における率先

した３Ｒの推進 

９ Ｃ－ＥＭＳによる市庁舎等における率

先した３Ｒの推進 

８ 不法投棄の防止 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の 

普及・拡大 

２ 国及び他自治体との連携 

８ 環境美化の推進・不法投棄の防止 

３ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に

関する情報の共有化 

４ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

５ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユー

ス）の促進 

６ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

７ ごみ出し支援サービスの実施 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の 

普及・拡大

大 

 ５ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユー

ス）の促進 ６ 国及び他自治体との連携 

２ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理

に関する情報の共有化 

５ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

３ 発生抑制（リデュース）・再使用（リ 

ユース）の促進 

４ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

７ きれいなまちづくりの推進 

 ※基本方針３へ 



 

（２）基本方針２ 資源化・焼却ごみ削減（リサイクル） 

ア 方向性 

現行計画の基本方針２は、プラスチック製容器包装、剪定枝、生ごみなどの新

たな資源化品目の拡充を含む高度な資源化への挑戦により、焼却ごみ量の継続的

な削減を目指すものである。 

次期計画では、３用地２清掃工場運用体制での安全で安定的かつ継続した処理

に向けた焼却ごみ量の削減を確実なものとするために、必要性・有効性重視の「高

度な資源化」という視点から、「再生利用率を高める効果的な資源化」という現実

性重視の視点へシフトすることが必要である。 

また、資源化の推進においては、地域コミュニティや事業者との連携が不可欠

であることから、市民・地域・事業者・行政の連携を強化するとともに、地域に

おけるごみ減量・資源化を推進する人材の育成を目指していく。 

 

イ 基本方針案 

再生利用率を高める効果的な資源化施策と、市民・地域・事業者との協働や

地域活動への支援により、さらなる焼却ごみ量の削減を目指します。 

（現行計画→分別の徹底・推進・拡充による高度な資源化への挑戦により、焼却

ごみの継続的な削減を目指します。） 

 

ウ 基本方針実現のための事業の考え方 

資源化・焼却ごみ削減のための事業については、剪定枝、生ごみ等、資源化・

焼却ごみ削減に寄与する再生利用率を高める効果的な資源化品目を中心に事業展

開を図るとともに、新たな資源化品目の検討も継続していく。また、既存の資源

化品目についても、情報提供の強化や排出機会の拡充を視野に入れ、分別徹底・

推進・拡充を目指していく。そのためには、市民と事業者との連携による資源物

の回収拠点の充実をはじめ、地域の課題に応じた市民説明会等の実施や地域にお

いてごみ減量・再資源化を推進する人材の育成など、地域が主体となって減量・

再資源化を実現していくとともに、少ない費用で大きな効果を得られる、費用対

効果の高い事業を優先的に実施することが求められると考えられる。 

なお、次期計画における再資源化施策にかかる費用は、リサイクル等推進基金

を財源とすることを検討しており、財源に限りがある（平成２６年度末基金残高

見込み４億６，０８３万円、平成２７年度予算収支２億５，７８９万円）。 

また、プラスチック製容器包装については、費用対効果等の理由により実施し

ないが、国の法改正により市町村の大幅な費用負担の軽減等があった場合を想定

し、引き続き検討を行っていく。 

 

 

 

 

 

 



 

エ 個別事業の統廃合 

（ア）市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援【現行計画１０】 

（イ） 地域コミュニティ・事業者間ネットワークを活用したごみ減量の推進【現行計画１１】 

現行計画１０「市民・事業者との協働」については、現行計画１１「地域

コミュニティ・事業者間ネットワークの活用」と関連づけて検討する必要が

あることから、次期計画では１０と１１を統合する。 

【現行】市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

地域コミュニティ・事業者間ネットワークを活用したごみ減量の推進 

              ↓ 

【次期】市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

※現行計画１０と１１を統合 

 

（ウ）プラスチック製容器包装の再資源化の推進【現行計画１４】 

 費用対効果等の理由により実施しない。 

 ただし、単一素材プラスチックの拠点回収等の資源化の実施については、

基本方針２の「さらなる資源化品目の検討・推進施策」として位置づける。 

【現行】プラスチック製容器包装の再資源化の推進 

           ↓ 

【次期】（削除） 

     



 

■基本方針２の個別事業 

（現 行）                   （次 期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０ 市民・事業者との協働による再資源化

の推進・支援 

１１ 地域コミュニティ・事業者間ネットワー

クを活用したごみ減量の推進 

１８ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 

１２ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

１３ 多様な排出機会の提供と動機づけに

よる古紙等の再資源化の推進 

１４ プラスチック製容器包装の再資源化の

推進 

１５ 剪定枝等の再資源化の推進 

１６ 生ごみの再資源化の推進 

１０ 市民・事業者との協働による再資源

化の推進・支援 

 

１１ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

１３ 多様な排出機械の提供と動機づけに

よる古紙等の再資源化の推進 

１４ 剪定枝等の再資源化の推進 

１５ 生ごみの再資源化の推進 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進 

施策 

１２ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

１６ 清掃工場における事業系ごみの搬入 

物検査の実施 

１９ 清掃工場における事業系ごみの搬入

物検査の実施 

 ※削除 



 

（３）基本方針３ ごみ処理システム 

ア 方向性 

現行計画の基本方針３は、低炭素・循環型社会に貢献するごみ処理システムに 

係るものであり、３Ｒを経てそれでも発生するごみを適正処理するための基幹的な

事業を本方針に位置づけている。 

次期計画においても基本的な方向性としてはこれを踏襲し、資源循環を含めた経

済・効率性や安定・継続性に優れたごみ処理体制の構築に加え、国による国土強靭

化における災害廃棄物対策の考え方と整合を図った、突発的要因のリスクを回避で

きる強靭な処理システムの構築を目指していく。 

 

イ 基本方針案 

低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と 

強靭で安定・継続性に優れたごみ処理システムの構築を目指します。 

（現行計画→低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と安定・継続性に優れ

たシステムの構築を目指します。） 

 

ウ 基本方針実現のための事業の考え方 

ごみ処理システムの構築のための事業については、新たな施設整備計画の策定

に伴い、見直しが必要である。 

焼却施設については、３用地２清掃工場運用体制の継続を確実に実現するため 

に、新清掃工場における熱回収や焼却残渣の資源化を中心に、資源循環システム

の構築を目指していく。あわせて、リサイクル施設、最終処分場についても、今

後の施設整備を見据えて、安定的・効率的な運営を行っていく。これら施設整備

の中では、清掃工場における高効率熱エネルギー回収等、循環型社会のみならず

低炭素社会の実現も視野に入れた処理システムの構築を目指していく。 

また、ごみ処理にかかる総費用の削減やごみ処理システムの効率化を進めるた

め、市施設のみならず、民間施設についても最大限に活用し、ここ数年は焼却処

理量がほぼ横ばいである事業系ごみの処理の促進や、剪定枝等の再資源化施策の

推進に加え、災害時に備えたごみ処理リスクの分散を図っていく。 

さらに、ごみ処理システムを最適化していく中で、収集運搬や処理困難物につ

いても処理ルートの再構築を目指していく。 

  



 

 

エ 個別事業の統廃合 

（ア）ごみ出し支援サービスの実施【現行計画７・基本方針３に再掲】 

本事業は基本方針１と３に共通するものとなっているが、サービスという面

があるものの実際の業務としては収集運搬に位置づけられるものであり、基本

方針３にのみ位置づけて整理する。      

【現行】ごみ出し支援サービスの実施（基本方針１・３に掲載） 

              ↓ 

【次期】ごみ出し支援サービスの実施（基本方針３に掲載） 

 

（イ）安定的な処理体制を目指したごみ処理施設の配置・整備計画の推進【現

行計画２５】 

本市では、焼却施設・リサイクル施設・最終処分場の将来的な施設配置等の

あり方について長期的・総合的な視点で検討した結果、現在の３清掃工場体制

から、３用地２清掃工場運用体制へ移行することとしている。 ここでは、清

掃工場、リサイクル施設、最終処分場の整備またはリニューアルを計画してお

り、内容が多岐にわたることから、次期計画では３つに分けて整理する。 

【現行】安定的な処理体制を目指したごみ処理施設の配置・整備計画の推進 

              ↓ 

【次期】安定的・効率的な処理体制を目指した清掃工場の計画・整備 

安定的・効率的な処理体制を目指したリサイクル施設の計画・整備 

安定的・効率的な処理体制を目指した最終処分場の計画・整備 

 

（ウ）新たな資源化システムの検討【現行計画２６】 

本事業の内容のうち、民間施設の活用については現行計画２１・２２、新浜

リサイクルセンターの高機能化については現行計画２５に含まれること、また、

エネルギー利用の強化については次期計画の新たな個別事業「安定的・効率的

な処理体制を目指したリサイクル施設の計画・整備」に含まれることから、個

別の事業としては削除とする。 

 

【現行】新たな資源化システムの検討 

              ↓ 

【次期】（削除）※次期計画２０、２１、２４、２５に掲載 

  



 

■基本方針３の個別事業 

（現 行）                   （次 期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７ 適正処理困難物等の処理推進 

２６ 新たな資源化システムの検討 

２５ 安定的な処理体制を目指したごみ 

処理施設の配置・整備計画の推進 

２４ 安定的・効率的な処理体制を目指し

た清掃工場の計画・整備 

２７ 適正処理困難物等の処理推進 

２５ 安定的・効率的な処理体制を目指し

たリサイクル施設の計画・整備 

２６ 安定的・効率的な処理体制を目指し

た最終処分場の計画・整備 

２０ 収集運搬体制の合理化 

（７ ごみ出し支援サービスの実施） 

※再掲 

２１ 民間の活用を取り入れた再資源化シ

ステムの構築 

２２ 焼却残渣の再生利用の推進 

２３ 焼却処理施設の長期的な運用計画の

推進 

２４ 最終処分場の適正管理 

１８ 収集運搬体制の合理化 

１９ ごみ出し支援サービスの実施 

２０ 民間の活用を取り入れた再資源化シ

ステムの構築 

２１ 焼却残渣の再生利用の推進 

２２ 焼却処理施設の長期的な運用計画

の推進 

２３ 最終処分場の適正管理 

 ※削除 



 

 

次期計画における事業の整理・統合案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ※個別事業２６については、次期計画２０、２１、２４、２５に統合するが、フローが煩雑となるため、矢印は記入していない。 

 

 

 

 

 

分別の徹底 １２ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

１４ プラスチック製容器包装の再資源化の推進 

１５ 剪定枝等の再資源化の推進 分別の拡充 

１６ 生ごみの再資源化の推進 

１１ 地域コミュニティ・事業者間ネットワークを活用したごみ減量の推進 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 

１８ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

基
本
方
針
３ 

（
ご
み
処
理
シ
ス
テ
ム
） 

収集運搬 

資源化 

基
本
方
針
２ 

（
資
源
化
・
焼
却
ご
み
削
減
） 

焼却処理 

１０ 市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 ネットワーク 

分別の推進 １３ 多様な排出機会の提供と動機づけによる古紙等の再資源化の推進 

最終処分 

２０ 収集運搬体制の合理化 

（事業系ごみ対策） 

２１ 民間の活用を取り入れた再資源化システムの構築 

１９ 清掃工場における事業系ごみの搬入物検査の実施 

２２ 焼却残渣の再生利用の推進 

２３ 焼却処理施設の長期的な運用計画の推進 

２４ 最終処分場の適正管理 

２５ 安定的な処理体制を目指したごみ処理施設の配置・整備計画の推進 施設整備 

２６ 新たな資源化システムの検討※ 

２７ 適正処理困難物等の処理推進 

（７ ごみ出し支援サービスの実施）（再掲） 

 

適正処理困難物 

 

１０ 市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

（現行事業） （整理・統合案） 

２０ 民間の活用を取り入れた再資源化システムの構築 

１２ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

１４ 剪定枝等の再資源化の推進 

１５ 生ごみの再資源化の推進 

１１ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

１８ 収集運搬体制の合理化 

２１ 焼却残渣の再生利用の推進 

２３ 最終処分場の適正管理 

２４ 安定的・効率的な処理体制を目指した清掃工場の計画・整備 

１９ ごみ出し支援サービスの実施  

 

基
本
方
針
１ 

（
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
） 

ルール 

情報提供 

動機づけ 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 

２ 国及び他自治体との連携 

３ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化 

４ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

５ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の促進 

６ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

７ ごみ出し支援サービスの実施 サービスの実施 

行動 ８ 環境美化の推進・不法投棄の防止 

９ C－EMSによる市庁舎等における率先した３Rの推進 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 

６ 国及び他自治体との連携 

９ C－EMSによる市庁舎等における率先した３Rの推進 

※基本方針３にのみ記載 

２２ 焼却処理施設の長期的な運用計画の推進 

２７ 適正処理困難物等の処理推進 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 

２ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化 

５ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

４ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

７ きれいなまちづくりの推進 

８ 不法投棄の防止 

１３ 多様な排出機会の提供と動機づけによる古紙等の再資源化の推進 

１６ 清掃工場における事業系ごみの搬入物検査の実施 

２５ 安定的・効率的な処理体制を目指したリサイクル施設の計画・整備 

２６ 安定的・効率的な処理体制を目指した最終処分場の計画・整備 

３ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の促進 
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基本理念 

 

CO₂の排出量を減らし、地球環境 

への思いやりを持った次世代に 

つなぐ循環型社会の構築 

（持続可能な社会への貢献） 

 

基本方針３（ごみ処理システム） 

 

低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性

と強靭で安定・継続性に優れたごみ処理シス

テムの構築を目指します。 

 

次期計画の体系案 
※ 事業は内容ごとに並び替えを行っている。 

事業はないようび 

基本方針１（リデュース・リユース） 

 

一人ひとりのごみを出さないライフスタイ

ル・ビジネススタイルの確立による、２Ｒ

（リデュース・リユース）を目指します。 

基本方針２（資源化・焼却ごみ削減） 

 

再生利用率を高める資源化施策と、市民・

地域・事業者との協働や地域活動への支援

により、さらなる焼却ごみ量の削減を目指

します。 

８ 不法投棄の防止 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 

６ 国及び他自治体との連携 

２ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化 

５ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

３ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の促進 

７ きれいなまちづくりの推進 

４ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

９ C－EMSによる市庁舎等における率先した３Rの推進 

ルール 

情報提供 

動機づけ 

行動 

ビジョン （最終的にス

ローガンが入ります。） 

収集運搬 

資源化 

焼却処理 

最終処分 

システムの検討・構築 

適正処理困難物 

 

２０ 民間の活用を取り入れた再資源化システムの構築  

１８ 収集運搬体制の合理化 

２３ 最終処分場の適正管理 

１９ ごみ出し支援サービスの実施  

２７ 適正処理困難物等の処理促進 

２１ 焼却残渣の再生利用の推進 

２２ 焼却処理施設の長期的な運用計画の推進 

分別の徹底 

ネットワーク 

分別の推進 

１０ 市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

１２ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

１１ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

１４ 剪定枝等の再資源化の推進 

１５ 生ごみの再資源化の推進 

１６ 清掃工場における事業所ごみの搬入物検査の実施 

分別の拡充 １７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

次期計画における個別事業の検討 

 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針１ 市民・事業者・市の協働によるごみを出さない社

会づくりを推進します。 

基本方針１ 一人ひとりのごみを出さないライフスタイル・ビジネス

スタイルの確立による、２R（リデュース・リユース）を目

指します。 

新規・拡充事業の内容 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 

（１）「ちばルール」の普及・啓発の強化 

①各種広報媒体等を活用した、市民・事業者に対する積極的

な「ちばルール」の普及啓発 

②「ちばルール」協定店の拡充とＰＲ 

（２）「ちばルール」の施策の推進 

①ごみの減量や再資源化に貢献したちばルール協定店に対す

る優良店表彰制度の実施 

（３）「ちばルール」の施策の見直しと新たな取り組みの実施 

（４）「ちばルール」の効果検証と次の展開に向けた検討 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 

（１）「ちばルール」の普及・啓発の強化 

①各種広報媒体等を活用した、市民・事業者に対する積極的な「ち

ばルール」の普及啓発 

②「ちばルール」協定店の拡充と店頭回収品目の充実 

（２）「ちばルール」の施策の推進 

①ごみ減量や再資源化に貢献した協定店に対する優良店表彰制度の

実施 

（新）②食べきり協力店制度による生ごみ減量・食品ロス削減の推進 

（３）削除 

（４）「ちばルール」の効果検証と次の展開に向けた検討 

１ ごみ減量のための「ちばルール」の普及・拡大 

（１）「ちばルール」の普及・啓発の強化 

②「ちばルール」協定店の拡充と店頭回収品目の充実 

→すでに協定店で段ボールや食品トレイの店頭回収を行っているが、より多く取り組

んでもらえるよう資源化品目の充実を協定店に働きかけ、焼却ごみ量の削減を図

る。 

（２）「ちばルール」の施策の推進 

（新）②食べきり協力店制度による生ごみ減量・食品ロス削減の推進 

→可燃ごみの半分近くを占める生ごみの減量を促進するため、今年度から「ちーバル」

とタイアップし、市内飲食店などと連携した、食べきりキャンペーン等を実施して

いることに加え、今まで協定を締結していなかった、生ごみ減量・食品ロス削減に

取り組む飲食店とも協定を結び、取り組みをＰＲすることで、さらなる減量効果を

見込む。 

２ 国及び他自治体との連携 

（１）国及び他自治体との連携や国等への働きかけ 

（２）災害時における相互支援・広域連携の体制構築 

６ 国及び他自治体との連携 

（１）国及び他自治体との連携や国等への働きかけ 

（２）災害時における相互支援・広域連携の体制強化 

６ 国及び他自治体との連携 

（２）災害時における相互支援・広域連携の体制強化 

→「２０大都市災害時相互応援に関する協定」や「九都県市災害時相互応援に関する

協定」をはじめとする災害時などの緊急時における相互支援・広域連携等について、

平常時から意見交換を行うなど連携強化を進めていく。 

  

資料４ 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針１ 市民・事業者・市の協働によるごみを出さない社

会づくりを推進します。 

基本方針１ 一人ひとりのごみを出さないライフスタイル・ビジネス

スタイルの確立による、２R（リデュース・リユース）を目

指します。 

新規・拡充事業の内容 

３ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化 

（１）３Ｒ教育・学習の推進 

①リサイクル教育図書の製作・配布 

 ②ごみ分別スクールによる児童への３Ｒ教育の実施 

 ③中・高・大学生を対象とした３Ｒ推進の実施 

 ④地域社会における総合的な環境学習の実施 

（２）ごみ処理に関する情報の共有化 

①出前講座等によるごみ処理に関する情報提供の充実 

 ②ごみ減量広報紙「ＧＯ！ＧＯ！へらそうくん」「リサイクル

ハンドブック」「家庭ごみと資源物の出し方一覧表」の発行

等による、ごみ減量等に関する最新の情報の提供 

 ③自治会による地域住民への情報発信の支援 

 ④許可業者との連携による事業所への情報提供 

 ⑤中小規模の事業所に対する周知・啓発の推進 

 ⑥ごみ処理経費などの情報発信 

２ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化 

（１）３Ｒ教育・学習の推進 

①環境教育教材の製作・配布 

②へらそうくんルームやごみ分別スクールによる３Ｒ教育の実施 

③世代別の環境学習プログラムによる積極的な３Ｒの推進 

④地域社会における総合的な環境学習の実施 

（２）ごみ処理に関する情報の共有化 

①出前講座等によるわかりやすい情報の提供 

 ②ごみ減量広報紙「ＧＯ！ＧＯ！へらそうくん」「家庭ごみの減量と

出し方ガイドブック」の発行等による、ごみ減量等に関する最新

の情報の提供 

③自治会による地域住民への情報発信の支援 

 ④許可業者との連携による事業所への情報提供 

⑤中小規模の事業所に対する周知・啓発の推進 

⑥ごみ処理経費やリサイクル等推進基金の収入・支出の情報発信 

 

２ ３Ｒ教育・学習の推進及びごみ処理に関する情報の共有化 

（１）３Ｒ教育・学習の推進 

 ①環境教育教材の製作・配布 

 →正式な文言に修正する。 

②へらそうくんルームやごみ分別スクールによる３Ｒ教育の実施 

→ごみの減量やリサイクル意識を生活習慣として定着させるためには、幼児期から

一貫した学習・教育が必要であることから、保育所（園）・幼稚園にて未就学児向

け３Ｒ啓発を実施する。すでに平成２５年度から実施し、効果が見込まれる事業

であることから、次期計画に位置づけ、事業を継続していく。 

 ③世代別の環境学習プログラムによる積極的な３Ｒの推進 

→学校教育、生涯学習等と連携し、市民が幅広い年齢層で自発的に３Ｒ教育・学習

を行えるよう支援していくとともに、ごみの減量に対する理解と関心を深め、取

り組みを促すような３Ｒ教育・学習を推進する必要があることから、小学生には

ごみ分別スクール、中学生には雑がみ分別隊、高校生にはエコレシピの普及啓発、

大学生にはごみ減量ボランティアグループ「ちばくりん」など、世代別に強化す

る内容を変えて 3R を推進し、ごみの減量やリサイクル意識の定着を図る。 

（２）ごみ処理に関する情報の共有化 

①出前講座等によるわかりやすい情報の提供 

→図表や費用の金額などを取り入れた市民にわかりやすい資料、説明を心掛ける。 

②ごみ減量広報紙「ＧＯ！ＧＯ！へらそうくん」「家庭ごみの減量と出し方ガイドブ

ック」の発行等による、ごみ減量等に関する最新の情報の提供 

 →「家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」の充実を図るほか、ごみステーション

への掲示などを活用して情報発信する。 

⑥ごみ処理経費やリサイクル等推進基金の収入・支出の情報発信 

→市民・事業者・市がごみ処理に関する情報の共有化を図るため、ごみ減量事業等

の実施に活用するリサイクル等推進基金の収入・支出の状況を市政だよりやホー

ムページに掲載するなど積極的に情報提供を行う。 

４ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

（１）生ごみの減量・再資源化の推進 

 ①家庭でできる減量化の取り組みに関する情報提供・啓発 

 ②生ごみ減量処理機・肥料化容器の購入費用に対する補助金

制度の継続 

③生ごみ資源化アドバイザーの養成・派遣の充実 

（２）剪定枝の減量・再資源化の推進 

①剪定枝チップ機の貸し出し 

（３）剪定枝等の“小さな”循環システムの構築 

①地域で取り組む剪定枝等の資源化推進 

５ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

（１）生ごみの減量の強化 

①家庭でできる水切りや手付かず食品などの削減に関する普及啓発 

②生ごみ減量処理機・肥料化容器の購入費用に対する補助金制度の

拡充 

③生ごみ資源化アドバイザーの養成・派遣の充実 

（新）④生ごみ減量・再資源化講習会の実施 

（新）⑤生ごみ処理物の有効活用方法の検討 

（２）剪定枝の減量の推進 

①剪定枝チップ機の貸し出し 

（３）削除 

５ 生ごみ、剪定枝の排出抑制の推進 

（１）生ごみの減量の強化 

①家庭でできる水切りや手付かず食品などの削減に関する普及啓発 

→生ごみは可燃ごみの半分近くを占めていることから、生ごみ減量に関する啓発を

強化し、食品ロス削減の啓発と絡めて、平成２９年度からの５年間で毎年２００

トンずつ段階的に拡大し、年間約１，０００トンの減量・再資源化を図る。 

②生ごみ減量処理機・肥料化容器の購入費用に対する補助金制度の拡充 

→生ごみ減量処理機等の普及を促進するため、補助率や補助額を拡充し、さらなる

生ごみの減量・再資源化を推進する。 

（新）④生ごみ減量・再資源化講習会の実施 

（新）⑤生ごみ処理物の有効活用方法の検討 

→④及び⑤として、関係団体や地域と連携し、生ごみ減量・再資源化に特化した講

習会の実施や家庭用生ごみ減量処理機等の生ごみ処理物の堆肥化の検討を進め、

生ごみの減量を段階的に拡大していく。 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。  

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針１ 市民・事業者・市の協働によるごみを出さない社

会づくりを推進します。 

基本方針１ 一人ひとりのごみを出さないライフスタイル・ビジネス

スタイルの確立による、２R（リデュース・リユース）を目

指します。 

新規・拡充事業の内容 

５ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の促進 

（１）発生抑制（リデュース）の促進 

 国及び他自治体との連携や国等への働きかけ｛再掲２｝ 

（２）再使用（リユース）の促進 

 ①ホームページにおけるフリーマーケットの開催情報等の提供 

 ②区役所等の市関連施設における不用品交換情報の提供 

 ③リユースカップの普及・促進 

 ④マイボトルの普及・促進 

 ⑤イベント等でのリユース食器の使用を促進するための各種

情報の提供 

３ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の促進 

（１）発生抑制（リデュース）の促進 

 国及び他自治体との連携や国等への働きかけ｛再掲２｝ 

（２）再使用（リユース）の促進 

①ホームページにおけるフリーマーケットの開催情報等の提供 

②区役所における不用品交換情報の提供 

③リユースカップの普及・促進 

④マイバッグ・マイボトル等の普及・促進 

⑤削除 

３ 発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）の促進 

（２）再使用（リユース）の促進 

②区役所における不用品交換情報の提供 

→現在の実施場所が区役所のみのため、現況に合わせ文言を修正する。 

④マイバッグ・マイボトル等の普及・促進 

→ごみを削減するためには、ものの使い捨てをやめて繰り返し使う再使用（リユース）

を進めることが重要であることから、マイボトルに留まらず、マイバッグ、マイ箸

等の普及促進を図り、ごみの減量を推進する。 

 

６ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

（１）家庭ごみの有料化 

 ①実施に係る周知・啓発 

 ②実施後のごみ排出抑制効果の検証 

 ③ごみ処理費用・手数料収入の使途などの情報提供 

（２）処理施設への搬入手数料の見直し 

４ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

（１）家庭ごみの有料化 

①削除 

②ごみ排出抑制効果の検証 

③ごみ処理経費やリサイクル等推進基金の収入・支出の情報発信 

｛再掲３｝ 

（２）処理施設への搬入手数料の見直し 

４ 料金の見直しによるごみの排出抑制 

（１）家庭ごみの有料化 

②ごみ排出抑制効果の検証 

→家庭ごみの有料化実施後は、焼却ごみ量の推移などごみの排出抑制効果について検

証を行うこと、また、次期計画策定時においては家庭ごみの有料化実施から３年が

経過することから、文言を修正する。 

 

７ ごみ出し支援サービスの実施 

（１）高齢者・障害者世帯を対象としたごみ・資源物の戸別収

集の実施 

※高齢者・障害者への安否確認を行う仕組みを含め検討 

『１９ ごみ出し支援サービスの実施』として、基本方針３に掲載 

（１）高齢者・障害者世帯を対象としたごみ出し支援サービスの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針１ 市民・事業者・市の協働によるごみを出さない社

会づくりを推進します。 

基本方針１ 一人ひとりのごみを出さないライフスタイル・ビジネス

スタイルの確立による、２R（リデュース・リユース）を目

指します。 

新規・拡充事業の内容 

８ 環境美化の推進・不法投棄の防止 

（１）環境美化に取り組む市民への積極的な支援 

 ①清掃ボランティア団体へのごみ袋配付や清掃用具の貸与・

支給、表彰の実施 

 ②美しい街づくりの日、路上喫煙等ポイ捨て防止に関する街

頭キャンペーンの実施 

③ごみステーション美化活動等に関する表彰の実施 

 

（２）不法投棄の防止 

①ごみステーション、不法投棄多発場所のパトロールと早期

撤去指導 

②不法投防止強化月間を中心とした、不法投棄未然防止に向

けたＰＲの実施 

 ③廃棄物適正化推進員への講習会の拡充 

④有料化導入に伴う不法投防止対策の実施 

７ きれいなまちづくりの推進 

（１）環境美化の推進 

①美しい街づくりの日に関する街頭キャンペーンの実施 

②路上喫煙等ポイ捨て防止に関する街頭キャンペーンの実施 

③ごみステーション美化活動等に関する表彰の実施 

（２）清掃ボランティア団体への支援 

①清掃ボランティア団体へのごみ袋配付や清掃用具の貸与・支給 

 

７ きれいなまちづくりの推進 

→・個別事業名を市民によりわかりやすい文言に修正する。 

・「（１）環境美化の推進」とし、キャンペーン等の推進事業を実施する。 

・「（２）清掃ボランティア団体への支援」とし、ボランティア団体へのごみ袋配

付や清掃用具の貸与など、清掃活動に対する積極的な支援を実施する。 

 

８ 不法投棄の防止 

（１）不法投棄の防止 

①ごみステーション、不法投棄多発場所のパトロールの強化と早期

撤去指導の実施 

 ②不法投棄防止強化月間を中心に未然防止のＰＲ 

 ③廃棄物適正化推進員への講習会の実施 

 ④削除 

（新）⑤町内自治会等に対する監視カメラ等の貸与 

 

８ 不法投棄の防止 

（１）不法投棄の防止 

①ごみステーション、不法投棄多発場所のパトロールの強化と早期撤去指導の実施 

→家庭ごみ手数料徴収制度の併用施策として現在実施している「委託による深夜時

間帯の不法投棄防止巡回パトロール・定点監視等の実施」を今後も継続して行う

とともに巡回パトロールの実施箇所を増やすなど不法投棄対策を強化する。 

（新）⑤町内自治会等に対する監視カメラ等の貸与 

→家庭ごみ手数料徴収制度の併用施策として現在実施している、不法投棄被害が著

しいごみステーションの管理者に対する監視カメラ、ダミーカメラ、センサーラ

イトの貸与を継続して実施し、不法投棄の未然防止を図る。 

９ Ｃ－ＥＭＳによる市庁舎等における率先した３Ｒの推進 

（１）市庁舎等における率先した３Ｒの推進 

 ①対象施設における廃棄物排出削減等の継続実施 

 ②目標達成状況、監査結果等のホームページ等での公表 

 ③事業系プラスチックごみの分別の推進 

 ④許可業者との連携による事業所への情報提供｛再掲３｝ 

（２）取り組みに関する市民・事業者との相互的な情報交換の

実施 

９ Ｃ－ＥＭＳによる市庁舎等における率先した３Ｒの推進 

（１）市庁舎等における率先した３Ｒの推進 

 ①対象施設における廃棄物排出削減等の継続実施 

 ②目標達成状況、監査結果等のホームページ等での公表 

 ③ごみの分別ルールの周知 

 ④許可業者との連携による事業所への情報提供｛再掲３｝ 

（新）⑤指定管理者への C-EMS 適用の拡大 

（２）削除（上記②・④と統合） 

９ Ｃ－ＥＭＳによる市庁舎等における率先した３Ｒの推進 

（１）市庁舎等における率先した３Ｒの推進 

③ごみの分別ルールの周知 

 →対象をプラスチックごみに限定せず、広く分別ルールの周知徹底を図るため、文

言を修正する。 

（新）⑤指定管理者への C-EMS 適用の拡大 

 →市は、平成１３年６月に環境マネジメントの国際規格であるＩＳＯ１４００１の

認証を取得、平成２２年４月から、市独自の環境マネジメントシステムである「Ｃ

－ＥＭＳ（チームス）」に移行し、省資源・省エネルギー、グリーン購入、廃棄

物排出削減等のエコオフィス活動を積極的に推進している。今後も、率先した３

Ｒの推進に努めるとともに、全庁だけでなく指定管理者にも C-EMS 適用を拡大

する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針２ 分別の徹底・推進・拡充による高度な資源化への

挑戦により、焼却ごみの継続的な削減を目指します。 

基本方針２ 再生利用率を高める効果的な資源化施策と、市民・地域・

事業者との協働や地域活動への支援により、さらなる焼却ご

み量の削減を目指します。 

新規・拡充事業の内容 

１０ 市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

（１）協働によるごみ減量・再資源化に関する取り組みの推進 

①リユースカップ等の普及促進｛再掲５｝ 

②家庭ごみの有料化導入等によるごみ減量推進への取り組み

の検討 

 ③ＮＰＯなどの関係団体との連携・活動支援 

④家庭や事業所でできるごみ減量や分別の実践のためのきめ

細かな情報提供 

 ⑤許可業者との連携による事業所への情報提供｛再掲３｝ 

 ⑥中小規模の事業所に対する周知・啓発の推進｛再掲３｝ 

（２）地域活動を推進する廃棄物適正化推進員への支援 

①研修の充実 

 ②ごみ減量・再資源化に関する情報提供の充実 

 

 

（１０・１１を統合） 

１０ 市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

（１）協働によるごみ減量・再資源化に関する取り組みの推進 

①削除（「個別事業５（２）再使用（リユース）の促進」に統合） 

②削除 

③市民と事業者との連携による資源物の回収拠点の充実 

④地域においてごみ減量・再資源化を推進する人材の育成 

⑤許可業者との連携による事業所への情報提供｛再掲３｝ 

⑥中小規模の事業所に対する周知・啓発の推進｛再掲３｝ 

（新）⑦事業者との協働による再資源化の推進 

（２）地域活動を推進する廃棄物適正化推進員への支援 

①研修の充実 

②ごみ減量・再資源化に関する情報提供の充実 

（３）地域コミュニティ・事業者間ネットワークを活用したごみ減量の推進

①削除（上記（１）④と統合） 

 ②業界団体や商工会等の組織団体に対する講習会・情報提供・意見

交換の実施 

 ③削除（上記（１）（新）⑦と統合） 

 ④ＮＰＯなどの関係団体との連携・活動支援 

 ⑤自治会や廃棄物適正化推進員同士で意見や情報交換ができる仕組

みづくり 

 ⑥削除（上記⑤と統合） 

 

１０ 市民・事業者との協働による再資源化の推進・支援 

→次の「１１ 地域コミュニティ・事業者間ネットワークを活用したごみ減量の推

進」との関連が深く、区分がわかりづらいことから、この２つを統合し、わかり

やすい事業内容に整理する。 

（１）協働によるごみ減量・再資源化に関する取り組みの推進 

③市民と事業者との連携による資源物の回収拠点の充実 

 →焼却ごみを継続的に削減していくためには、市民・事業者・市が一体となった取

り組みによってはじめて実現できることから、地域における廃食油等の回収拠点

の充実を図り、再資源化を促す。 

④地域においてごみ減量・再資源化を推進する人材の育成 

→地域の課題に応じた出前講座等を行い、地域の課題解消に向けて実行できる、廃

棄物適正化推進員や生ごみ資源化アドバイザーなどのキーマンを育成し、地域主

体で取り組んでいただくことで、ごみ減量事業の効率化を図る。 

（新）⑦事業者との協働による再資源化の推進 

→事業者に対し古紙保管庫設置費の助成を行うもので、その他の啓発等と合わせて

事業系古紙の減量・資源化量を平成２９年度から５年間で毎年１００トンずつ、

段階的に拡大し、年間約５００トンの減量・再資源化を図る。 

 

１１ 地域コミュニティ・事業者間ネットワークを活用したごみ

減量の推進 

（１）地域コミュニティ・事業者間ネットワークの取り組み 

 ①地域コミュニティにおける人材育成 

 ②業界団体や商工会等の組織団体に対する講習会・情報提

供・意見交換の実施 

 ③中小規模事業者の共同による排出・資源化事業の推進 

 ④ＮＰＯなどの関係団体との連携・活動支援｛再掲１０｝ 

 ⑤自治会同士で意見や情報交換ができる仕組みづくり 

 ⑥ごみの適正排出に向けた、廃棄物適正化推進員を中心とし

た自治会等による取り組み推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針２ 分別の徹底・推進・拡充による高度な資源化への

挑戦により、焼却ごみの継続的な削減を目指します。 

基本方針２ 再生利用率を高める効果的な資源化施策と、市民・地域・

事業者との協働や地域活動への支援により、さらなる焼却ご

み量の削減を目指します。 

新規・拡充事業の内容 

１２ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

（１）ごみステーション排出指導の強化 

 ①町内自治会や廃棄物適正化推進員等の協力による排出指導

の強化 

 ②外国語表記の看板設置など、多くの市民に伝わる排出指導

の実施 

 ③廃棄物適正化推進員への講習会の拡充｛再掲８｝ 

 ④ごみ分別・排出指導制度に基づく指導等の強化 

 ⑤単身世帯など無関心層への情報提供の強化と新たな手法の

検討・実施 

（２）ごみステーション管理の支援 

 ①ステーション管理に必要な用具等の貸与の実施 

 ②ごみステーション美化活動等に関する表彰の実施｛再掲８｝ 

 ③資源物持ち去り対策の強化 

（３）市民参加によるわかりやすい「家庭ごみと資源物の出し

方一覧表」の作成 

１１ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

（１）ごみステーション排出指導の強化 

 ①町内自治会や廃棄物適正化推進員等の協力による排出指導の強化 

 ②外国語表記の看板設置、外国語版ガイドブックの配布など、多く

の市民に伝わる排出指導の実施 

 ③廃棄物適正化推進員への講習会の実施｛再掲８｝ 

 ④ごみ分別・排出指導制度に基づく指導等の強化 

 ⑤単身世帯など無関心層への情報提供の強化と新たな手法の検討・

実施 

（２）ごみステーション管理の支援 

 ①ステーション管理に必要な用具等の貸与の実施 

 ②ごみステーション美化活動等に関する表彰の実施｛再掲８｝ 

 ③資源物持ち去り対策の強化 

（３）市民参加によるわかりやすい「家庭ごみの減量と出し方ガイド

ブック」の作成 

（新）（４）幕張新都心住宅地区における地域特性に応じた排出ルール

の徹底 

１１ ごみ排出ルールの遵守・指導徹底 

（１） ごみステーション排出指導の強化 

②外国語表記の看板設置、外国語版ガイドブックの配布など、多くの市民に伝わる

排出指導の実施 

→外国人に対するごみ排出ルールの指導の一環として、「家庭ごみの減量と出し方ガ

イドブック」の発行に伴い、外国語版の作成・配布を行う。 

（３）市民参加によるわかりやすい「家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」の作成 

→「家庭ごみの減量と出し方ガイドブック」の充実を図るほか、ごみステーション

への掲示などを活用して情報発信する。 

１３ 多様な排出機会の提供と動機づけによる古紙等の再資

源化の推進 

（１）集団回収団体等に対する支援等 

①資源回収奨励補助金による活動の促進 

②資源回収に必要な用具の貸与 

 ③表彰制度の活用 

（２）集団回収のＰＲ及び実施情報の提供 

（３）市民が分別排出しやすいシステム作り 

①古紙類分別に関する情報提供の充実 

 ②古紙の出し方の容易化に向けた検討 

 ③資源物等の店頭回収・拠点回収場所の設置検討 

 ④家庭ごみ有料化による分別排出の促進 

 

１３ 多様な排出機会の提供と動機づけによる古紙等の再資源化の推進 

（１）集団回収団体等に対する支援等 

①資源回収奨励補助金による活動の促進 

②資源回収に必要な用具の貸与 

 ③表彰制度の活用 

（２）集団回収量の増加に向けた取り組みの検討・実施 

①ＰＲ及び実施情報の提供 

（新）②集団回収における未参加団体へのアプローチの検討・実施 

（３）市民が分別排出しやすいシステム作り 

①古紙類分別に関する情報提供の充実 

②古紙の出し方の容易化に向けた検討 

③民間事業者との連携による持込回収の実施 

④削除 

（新）⑤環境事業所における多様な拠点回収「リサイクルステーショ

ン」の検討・実施 

 

１３ 多様な排出機会の提供と動機づけによる古紙等の再資源化の推進 

（２）集団回収量の増加に向けた取り組みの検討・実施 

（新）②集団回収における未参加団体へのアプローチの検討・実施 

→資源化できる紙類は、可燃ごみの約１割を占めていることから、集団回収への参

加による市民意識の向上を図るため、未参加団体に対する説明会の開催のほか、

効果的な手法の検討・実施を行い、再資源化の推進を図る。 

（３）市民が分別排出しやすいシステム作り 

③民間事業者との連携による持込回収の実施 

→さらなるごみの減量・再資源化を推進するため、定期的に民間事業者と連携した

持込回収を実施し、排出機会を提供するとともに市民の利便性の向上を図る。 

（新）⑤環境事業所における多様な拠点回収「リサイクルステーション」の検討・実施 

→市内に３か所ある環境事業所を、地域の身近な回収拠点「リサイクルステーショ

ン」として位置づけ、現在実施している古紙・使用済小型家電・廃食油のほか、

回収品目の拡大等を検討・実施する。 

１４ プラスチック製容器包装の再資源化の推進 

（１）その他プラスチックの再資源化の推進 

削除 

（国の法改正による市町村の大幅な費用負担の軽減等のしくみがなけ

れば、費用対効果の面で大きな問題があるため。） 

（ただし、国の法改正により、市町村の大幅な費用負担の軽減等があった場合を想定

し、引き続き検討を行うことについて、個別事業１５「さらなる資源化品目の検討・

推進施策」の中に位置づける。） 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。  

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針２ 分別の徹底・推進・拡充による高度な資源化への

挑戦により、焼却ごみの継続的な削減を目指します。 

基本方針２ 再生利用率を高める効果的な資源化施策と、市民・地域・

事業者との協働や地域活動への支援により、さらなる焼却ご

み量の削減を目指します。 

新規・拡充事業の内容 

１５ 剪定枝等の再資源化の推進 

（１）剪定枝等の“小さな”循環システムの構築｛再掲４｝ 

（２）剪定枝等の“大きな”循環システムの構築 

１４ 剪定枝等の再資源化の推進 

（１）削除 

（２）削除 

（新）（１）家庭系剪定枝等の再資源化事業の推進 

（新）（２）事業系剪定枝等の再資源化の推進 

１４ 剪定枝等の再資源化の推進 

（新）（１）家庭系剪定枝等の再資源化事業の推進 

 →家庭から発生する剪定枝等の循環システムを推進し再資源化を図ることで、年間

約５，５００トンの焼却ごみ削減を見込む。 

（新）（２）事業系剪定枝等の再資源化の推進 

 →事業系剪定枝等について、民間再資源化施設への搬入を誘導することで、年間 

約２，０００トンの焼却ごみ削減を見込む。 

１６ 生ごみの再資源化の推進 

（１）家庭系生ごみの段階的な拡充 

（２）事業系生ごみの再資源化の促進 

 ①食品関連事業者に対する登録再生事業者への生ごみ排出の

誘導による、再資源化の促進 

 ②先進的な取組事例・方法等の情報提供 

１５ 生ごみの再資源化の推進 

（１）家庭系生ごみの減量・再資源化の強化 

①生ごみ減量処理機・肥料化容器の購入費用に対する補助金制度の

拡充｛再掲４｝ 

②資源化アドバイザーの養成・派遣の充実｛再掲４｝ 

（新）③生ごみ減量・再資源化講習会の実施｛再掲４｝ 

（２）事業系生ごみの再資源化の促進 

①食品関連事業者に対する登録再生利用事業者への生ごみ排出の誘

導による、再資源化の促進 

②先進的な取組事例・方法等の情報提供 

（新）③事業系生ごみを登録再生利用事業者へ排出する事業者に対す

る啓発・支援 

（新）④民間再資源化処理施設への学校給食等の食品残渣の再資源化

の促進 

 

１５ 生ごみの再資源化の推進 

（２）事業系生ごみの再資源化の促進 

（新）③事業系生ごみを登録再生事業者へ排出する事業者に対する啓発・支援 

→さらなる事業系生ごみの再資源化の促進を目指すため、事業系生ごみを民間再資

源化処理施設で処理する事業者に対する啓発や支援を行い、再資源化へ誘導す

る。この事業をはじめ、事業系生ごみの再資源化による減量・資源化量として年

間約２，０００トンを見込む。 

（新）④民間再資源化処理施設への学校給食等の食品残渣の再資源化の促進 

→さらなる事業系生ごみの再資源化の促進を目指すため、学校や保育所などの給食

残渣を民間再資源化処理施設で処理することにより、焼却ごみの減量・資源化量

の増加として年間約８００トンを見込む。 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 

（１）製品プラスチックの分別収集の検討 

（２）民間事業者との連携による小型家電の分別収集の検討 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 

（１） 単一素材プラスチックの拠点回収等の検討 

（２）民間事業者との連携による持込回収の実施{再掲１２} 

（３）その他プラスチック製容器包装の再資源化の検討 

 

１７ さらなる資源化品目の検討・推進施策 

（１） 単一素材プラスチックの拠点回収等の検討 

 →リサイクルに適したプラスチックという意味で文言を修正する。 

（３）その他プラスチック製容器包装の再資源化の検討 

 →費用対効果等の理由から実施は見合わせるが、国が法改正を行う場合を見据え、

引き続き情報収集と検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針２ 分別の徹底・推進・拡充による高度な資源化への

挑戦により、焼却ごみの継続的な削減を目指します。 

基本方針２ 再生利用率を高める効果的な資源化施策と、市民・地域・

事業者との協働や地域活動への支援により、さらなる焼却ご

み量の削減を目指します。 

新規・拡充事業の内容 

１８ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

（１）事業所ごみの減量・再資源化対策の強化 

 ①事業用大規模建築物所有者に義務付けている減量計画書の

見直し、それに対する指導・立入調査の強化、排出抑制・

分別徹底指導 

 ②事業所ごみ通信「リサイクリーンちば」への掲載や廃棄物

講演会等による事業者の優れた取り組みのＰＲ 

 ③許可業者を通じた事業所への情報提供の推進｛再掲３｝ 

 ④減量達成事業者に対する表彰制度の活用 

（２）事業所ごみの不適正排出対策の強化 

 ①未契約事業者の調査・把握及び適正排出の指導 

 ②未契約事業者の多い業種を中心としたＰＲ・指導の強化 

 ③ごみ分別・排出指導制度に基づく指導等の実施 

 ④事業所からごみステーションの不適正排出が多い地域に対

する、家庭ごみ戸別収集によるさらなる防止策の推進 

 

１２ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

（１）事業所ごみの減量・再資源化対策の強化 

①事業用大規模建築物所有者に義務付けている減量計画書の見直

し、それに対する指導・立入調査の強化、排出抑制・分別徹底指

導 

 ②事業所ごみ通信「リサイクリーンちば」への掲載や廃棄物講演会

等による事業者の優れた取り組みのＰＲ 

③許可業者を通じた事業所への情報提供の推進｛再掲３｝ 

 ④ごみ減量・再資源化優良事業者に対する表彰制度の活用 

（新）⑤商業施設等のテナントに対する分別排出の推進 

（２）事業所ごみの不適正排出対策の強化 

①未契約事業者に対する適正排出指導の強化 

②削除（上記①と統合） 

③ごみ分別・排出指導制度に基づく指導等の実施 

④事業所からごみステーションの不適正排出が多い地域に対する、

防止策の推進 

１２ 事業所ごみの排出管理・指導の徹底 

（１）事業所ごみの減量・再資源化対策の強化 

④ごみ減量・再資源化優良事業者に対する表彰制度の活用 

 →事業名称の変更により文言を修正する。 

（新）⑤商業施設等のテナントに対する分別排出の推進 

→排出量の多い古紙類などを中心に事業所や商業施設における分別を促進するた

め、テナントビルを対象に訪問説明会を実施し、さらなる事業所ごみの減量・分

別排出の推進を図る。その他の啓発等と合わせて事業系古紙の減量・資源化量を

平成２９年度から５年間で毎年１００トンずつ、段階的に拡大し、年間約５００

トンの減量・再資源化を図る。 

（２）事業所ごみの不適正排出対策の強化 

④事業所からごみステーションの不適正排出が多い地域に対する、防止策の推進 

→家庭ごみの戸別収集に限定せず、広く防止策の検討を行うため、文言を修正する。 

１９ 清掃工場における事業系ごみの搬入物検査の実施 

（１）清掃工場における事業系ごみの搬入物検査の継続実施 

①検査の実施状況等を継続的に検討 

②不適正搬入者への指導の実施 

１６ 清掃工場における事業系ごみの搬入物検査の実施 

（１）清掃工場における事業系ごみの搬入物検査の継続実施 

①検査の実施状況等を継続的に検討 

②不適正搬入者への指導の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針３ 低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と安

定・継続性に優れたシステムの構築を目指します。 

基本方針３ 低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と強靭で安

定・継続性に優れたごみ処理システムの構築を目指します。 
新規・拡充事業の内容 

２０ 収集運搬体制の合理化 

（１）環境にやさしい収集車の導入 

 ①低公害車の導入 

 ②収集車用のバイオマス燃料の利用の調査・検討 

（２）収集体制の整備・見直し 

 ①収集頻度、収集区域、収集車両の種類及び車両数等の見直し 

②ごみステーション管理システムの維持・管理 

③粗大ごみ収集の委託化 

④収集運搬業務委託における競争入札の検討・実施 

１８ 収集運搬体制の合理化 

（１）環境にやさしい収集車の導入 

①低公害車の導入 

②低炭素社会に向けた収集車におけるバイオマス燃料の利用の導入 

（２）収集体制の整備・見直し 

 ①収集頻度、収集区域、収集車両の種類及び車両数等の見直し 

②ごみステーション管理システムの維持・管理 

③削除 

④収集運搬業務委託の効率化に向けた検討 

（新）⑤幕張クリーンセンターの維持管理 

１８ 収集運搬体制の合理化 

（１）環境にやさしい収集車の導入 

②低炭素社会に向けた収集車におけるバイオマス燃料の利用の導入 

→「調査・検討」を「導入」に修正する。廃食油の回収リサイクルとの連携により、

環境事業所の収集車のバイオマス燃料として利用する。 

（２）収集体制の整備・見直し 

④収集運搬業務委託の効率化に向けた検討 

→適正な収集運搬体制の構築を図るため、車両配置の見直し等について検討する。 

（７ ごみ出し支援サービスの実施）｛再掲｝ 

（１）高齢者・障害者世帯を対象としたごみ・資源物の戸別収

集の実施 

※高齢者・障害者への安否確認を行う仕組みを含め検討 

１９ ごみ出し支援サービスの実施 

（現行計画では基本方針３には再掲） 

（１）高齢者・障害者世帯を対象としたごみ出し支援サービスの実施 

１９ ごみ出し支援サービスの実施 

※基本方針１から３へ事業の位置づけを見直し 

（１）高齢者・障害者世帯を対象としたごみ出し支援サービスの実施 

→現行計画では、「高齢者・障害者世帯を対象としたごみ・資源物の戸別収集の実施」

としているが、家庭ごみ手数料徴収制度の併用施策として、高齢者などのごみ出

しを町内自治体などの団体が支援する「ごみ出し支援サービス」を実施している

ことから、取り組みに合わせ文言を修正する。 

２１ 民間の活用を取り入れた再資源化システムの構築（エコ

パーを含む） 

（１）事業系ごみの民間処理の促進 

 ①事業系ごみの民間処理に向けた事業化の促進 

 ②市内の廃棄物処理施設の活用の促進 

（２）民間施設の活用を含めた処理・資源化システムの検討 

 ①民間施設の活用を含めたその他プラスチック、剪定枝の資

源化 

 ②民間施設の活用を含めた新規品目の資源化の検討 

 ③民間施設の活用を含めた安定的な処理システムの構築 

 ④災害時における民間施設との支援体制の構築 

２０ 民間の活用を取り入れた再資源化システムの構築 

（１）事業系ごみの民間処理の促進 

①民間施設を活用した事業系ごみ処理の促進 

②市内の廃棄物処理施設の活用の促進 

（２）民間施設の活用を含めた処理・資源化システムの検討 

 ①民間施設の活用を含めた剪定枝、その他品目の資源化 

 ②削除（上記①と統合） 

 ③民間施設の活用を含めた安定的な処理システムの構築 

 ④災害時における民間施設との支援体制の強化 

（新）⑤事業系生ごみを登録再生利用事業者へ排出する事業者に対す

る支援｛再掲１４｝ 

（新）⑥民間再資源化処理施設への学校給食等の食品残渣の再資源化 

   の促進｛再掲１４｝ 

２０ 民間の活用を取り入れた再資源化システムの構築 

（１）事業系ごみの民間処理の促進 

①民間施設を活用した事業系ごみ処理の促進 

→わかりやすく明確な表現に文言を修正する。 

（２）民間施設の活用を含めた処理・資源化システムの検討 

 ④災害時における民間施設との支援体制の強化 

 →災害時などの緊急時の体制等について、民間施設と平常時から意見交換を行うな

ど連携強化を進めていく。 

２２ 焼却残渣の再生利用の推進 

（１）焼却残渣の再生利用 

 ①焼却残渣の溶融スラグ化、エコセメント化による再利用 

 ②溶融スラグの利用促進 

２１ 焼却残渣の再生利用の推進 

（１）焼却残渣の再生利用 

 ①焼却残渣の溶融スラグ化による再利用 

 ②溶融スラグの利用促進 

 ③溶融スラグの利用先拡大 

 

２１ 焼却残渣の再生利用の推進 

（１）焼却残渣の再生利用 

 ①焼却残渣の溶融スラグ化による再利用 

→東日本大震災の影響による民間エコセメント施設の稼働停止により、今後エコセ

メント化を進める見込みが無いことから、文言を修正する。 

 ③溶融スラグの利用先拡大 

→スラグ活用について、他都市や民間施設からの情報収集などを行うことにより、

利用先の拡大を図る。 

 

 

 

 



 

 

網掛け事業が新規・拡充事業。（新）が新規事業、下線が修正箇所。 

現行計画（２４年３月策定） 次期計画案（２９年３月策定） 

基本方針３ 低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と安

定・継続性に優れたシステムの構築を目指します。 

基本方針３ 低炭素・資源循環へ貢献する、経済・効率性と強靭で安

定・継続性に優れたごみ処理システムの構築を目指します。 
新規・拡充事業の内容 

２３ 焼却処理施設の長期的な運用計画の推進 

（１）焼却処理施設の維持管理における民間活用の継続・長期

的な運用計画の検討 

２２ 焼却処理施設の長期的な運用計画の推進 

（１）焼却処理施設の維持管理における民間活用の継続・長期的な運

用計画の検討 

 

２４ 最終処分場の適正管理 

（１）最終処分場の適正な維持管理 

 ①埋立物の飛散防止に係る適切な処分及び浸出水の適正処理

の実施 

 ②観測井、民家井の水質調査の実施 

 ③最終処分場の残余容量の把握 

（２）最終処分場の維持管理における民間活用の実施 

２３ 最終処分場の適正管理 

（１）最終処分場の適正な維持管理 

 ①埋立物の飛散防止に係る適切な処分及び浸出水の適正処理の実施 

 ②観測井、民家井の水質調査の実施 

 ③最終処分場の残余容量の把握 

（２）最終処分場の維持管理における民間活用の継続・長期的な運用

計画の検討 

２３ 最終処分場の適正管理 

（２）最終処分場の維持管理における民間活用の継続・長期的な運用計画の検討 

→現行計画においては「民間活用の“実施”」として平成２５年度より長期委託を導

入したが、今後はこれを継続し、現長期契約の更新等も含めた長期的な計画を検

討する。 

２５ 安定的な処理体制を目指したごみ処理施設の配置・整備

計画の推進 

（１）北谷津清掃工場の廃止 

（２）北清掃工場代替施設の整備内容の検討 

（３）資源化品目の拡大等、収集体制の変更に併せた新浜リサ

イクルセンターの高機能化に向けた更新の検討 

（４）最終処分場の再生・延命化に向けた検討 

（２５を２４・２５・２６に分割） 

 →次期計画では長期的・総合的な視点で、焼却施設・リサイクル施

設・最終処分場の整備について位置づける必要があることから、

３つの個別事業に分け、わかりやすい事業内容に整理する。 

２４ 安定的・効率的な処理体制を目指した清掃工場の計画・整備 

（１） 新清掃工場の建設 

（新）①災害に強く、安全で安定稼働できる清掃工場の建設 

（新）②環境意識の高い低炭素・循環型社会に適応した清掃工場の建設 

（２）新港清掃工場のリニューアルの計画及び更新 

（３）エネルギー利用の強化に向けたごみ処理技術の検討 

２４ 安定的・効率的な処理体制を目指した清掃工場の計画・整備 

（１）新清掃工場の建設 

（新）①災害に強く、安全で安定稼働できる清掃工場の建設 

（新）②環境意識の高い低炭素・循環型社会に適応した清掃工場の建設 

 →①及び②については、「一般廃棄物処理施設整備計画」で示されている、新清掃工 

場のコンセプトを準用する。 

（２）新港清掃工場のリニューアルの計画及び更新 

→「一般廃棄物処理施設整備計画」により、施設の長期的な整備方針が具体化され

たため、その内容に準じて文言等を修正する。 

２５ 安定的・効率的な処理体制を目指したリサイクル施設の計画・整備 

（１）新浜リサイクルセンターの延命化及び維持管理における民間活

用の検討 

（２）高機能化を踏まえた次期リサイクル施設の計画及び建設 

２５ 安定的・効率的な処理体制を目指したリサイクル施設の計画・整備 

→ （１）及び（２）については、「一般廃棄物処理施設整備計画」により、施設の

長期的な整備方針が具体化されたため、その内容を準用する。 

２６ 安定的・効率的な処理体制を目指した最終処分場の計画・整備 

（１）新内陸最終処分場の延命化 

（２）次期最終処分場の計画及び建設 

（３）塵芥汚水処理場の更新 

２６ 安定的・効率的な処理体制を目指した最終処分場の計画・整備 

→（１）～（３）については、「一般廃棄物処理施設整備計画」により、施設の長期

的な整備方針が具体化されたため、その内容を準用する。 

２６ 新たな資源化システムの検討 

（１）安定的な処理を実現するための民間施設を含めた総合的

なごみ処理システムの検討 

（２）エネルギー利用の強化に向けたごみ処理システムの検討 

（３）資源化品目の拡大等、収集体制の変更に併せた新浜リサ

イクルセンターの高機能化に向けた更新の検討｛再掲２５｝ 

（４）民間施設の活用を含めた処理・資源化システムの検討｛再掲２１｝ 

削除（（１）～（４）の具体事業の掲載場所の変更） 

（１）削除（個別事業２２へ） 

（２）削除（個別事業２４へ） 

（３）削除（個別事業２５へ） 

（４）削除（個別事業２０へ） 

 

２７ 適正処理困難物等の処理促進 

（１）適正処理困難物等の処理促進 

（２）資源化品目の拡大等、収集体制の変更による新浜リサイ

クルセンターの更新に併せた処理品目の検討 

２７ 適正処理困難物等の処理促進 

（１）適正処理困難物等の処理促進 

（２）資源化品目の拡大等、収集体制の変更による新浜リサイクルセ

ンターの更新に併せた処理品目の検討 

 

 

 


