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第1編 基本計画の概要



2

第1章 計画策定の趣旨

１ 計画の目的と背景

(1) 一般廃棄物処理基本計画の目的

この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」と

いう。）第６条第１項の規定に基づき策定するものです。「第四次和光市総合振

興計画」（計画期間 平成２３年度～平成３２年度）、第２次和光市環境基本計

画（計画期間 平成２３年度～平成３２年度）との整合性を図りつつ、平成１

８年１０月に策定された「第四次和光市一般廃棄物処理基本計画」を見直し、

本市における今後の一般廃棄物における長期的かつ総合的な基本計画を定める

ものです。

（２）背景

国は平成１２年に循環型社会の形成に関する施策を総合的計画的に推進し、

もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的

として、「循環型社会形成推進基本法」を制定いたしました。国に循環型社会の

形成に関する基本的かつ総合的な施策の策定及び実施を求めるとともに、地方

自治体には循環資源についての適正に循環的な利用及び処分が行なわれること

を確保するために必要な措置の実施や区域の自然的社会的条件に応じた施策を

策定し実施することが求められています。

和光市は平成１１年３月に「第三次和光市一般廃棄物処理基本計画」を策定

し、排出抑制、減量化、資源化を考慮し、廃棄物循環型社会を形成するという

視点に立った取組みをしてきました。また平成１４年１１月からプラスチック

やびん、かん、紙、布等の資源ごみの分別収集が始まり、可燃ごみの減量に一

定の役割を果たしてきました。廃棄物関連法令が改正、制定されたのを踏まえ

て、平成１８年１０月には「第四次和光市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、

市民・事業者・行政が一体となって、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク

ル）を促進することにより、持続可能な循環型社会づくりを推進してきました。

また、平成２３年３月には、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推

進することを目的として、「第二次和光市環境基本計画」が策定されました。

「第五次和光市一般廃棄物処理基本計画」は、このような背景をもとに、現

在はもとより、次世代を担う子どもたちが豊かな環境で暮らすことができるよ

う、環境に配慮した循環型社会の形成を目指しながら、一般廃棄物の適正処理

を行なうための指針です。
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２ 計画の位置づけ

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画は、「第四次和光市総合振興計画」や「第

二次和光市環境基本計画」を踏まえ、循環型社会の形成に向け、本市の一般廃

棄物処理の基本的な計画となるものです。本計画は施設整備や各年度の処理計

画の上位に位置します。

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

埼玉県廃棄物処理基本計画

和光市一般廃棄物処理基

本計画

和光市一般廃棄物

処理実施計画

資源の有効な利用の促進

に関する法律

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

クリーン購入法

分別収集計画

和光市総合振興計画

和光市環

境基本計

画
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３ 計画適用範囲

（１）対象区域

本計画の対象区域は和光市全域とします。

（２）対象廃棄物

本計画の対象物は、本市全域から排出される一般廃棄物とします。

（３）計画の目標年度

本計画は平成２５年度から１０年間を計画期間とし平成３４年度までを目

標年度と定め、一般廃棄物処理の基本方針について策定するものです。ま

た、社会・経済情勢の変化等に応じ必要に応じて弾力的に見直すものとし

ます。
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第2章 和光市の概況

１ 位置・地勢

（１）地勢

本市は埼玉県の最南端、東寄りに位置し、市域は東西約２．５Ｋｍ、南北約

４．９Ｋｍで、面積は１１．０４Ｋ㎡となっており、東京都への玄関口として

東は東京都板橋区、南は東京都練馬区、西は埼玉県朝霞市、北は埼玉県戸田市

に隣接しています。

本市の地形は低地と台地に大きく分かれ、市の北側には市域の３分の１を占

める低地が広がっています。また市の南側には県土の西側から東南方面に広が

る武蔵野台地が広がり、標高が２０ｍから４０ｍの入り組んだ地形を形成して

います。また、市の北部には荒川と新河岸川が平行して流れ、市域の東側には

白子川、市の中央部には越戸川と谷中川が流れるなど変化に富んだ地形となっ

ています。

市内の主要な道路網は、東西軸に国道２５４号線、南北軸に東京外郭環状道

路が通り、県道練馬川口線により骨格が形成されています。また市内中央部と

市内北部の２箇所にインターチェンジがあり、高速道路にアクセスすることが

できます。交通網は、和光市駅が市の中心部があり、東武東上線、東京メトロ

有楽町線及び副都心線が乗り入れ、都心部への利便性が高くなっています。
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２ 人口及び世帯の推移

本市の人口は市制施行以来、増加し続けており、平成２３年３月３１日現在

で、人口は７６，００２人、世帯数は３５，６７０世帯となっており、平成１

０年から平成２３年までの１４年間で、１２，７６６人の増加、世帯数は９，

２４４世帯の増加となっております。また、１世帯あたりの人員は０．２６人

の減少となっており、単身者世帯や核家族世帯の割合が増加していることが伺

えます。
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３ 産業の動向

本市の事業所数は年々増加しており、平成２１年７月１日現在で、事業所数

は１，９６５社、従業員数は２７，４２２人となっております。

また、産業別に見ると、卸売・小売業が事業所数、従事者数とも最も多くな

っております。

産業（大分類）別事業所数（平成２１年７月１日現在）

分類 事業所数 従事者数

農業・林業 2 6

鉱業・採石業・砂利採収業

建設業 283 2,089

製造業 228 2,418

電気・ガス・熱供給・水道業 6 81

情報通信業 32 306

運輸業・郵便業 61 1,712

卸売・小売業 435 5,958

金融・保険業 19 201
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出典：事業所・企業統計調査

４ 土地利用状況

昭和４５年以降急速な宅地開発が行なわれ、ベットタウン化が進んできまし

た。地目別土地利用状況では、平成２２年１月１日現在、宅地が４５．６％を

占め、畑が１１．９％、雑種地が９．８％となっております。

不動産業・物品賃貸業 146 1,076

学術研究・専門・技術サービス業 71 3,579

宿泊業・飲食サービス業 191 2,387

生活関連サービス業・娯楽業 147 1,126

教育・学習支援業 80 1,739

医療・福祉 130 2,262

複合サービス事業 8 93

サービス業（他に分類されないもの） 113 1,721

公務（他に分類されないもの） 13 668

合計 1,965 27,422
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第２編 ごみ処理基本計画
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第１章 ごみ処理・リサイクルの現状

１ 排出抑制・減量化・資源化に対する市の施策

市民や事業者に対してごみの発生や排出抑制する３Ｒの意義と必要性につい

て理解してもらい、また市民や事業者の自主的取り組みを促すために広報やホ

ームページを通じて、３Ｒに関する情報を提供し、普及啓発を図っています。

① 広報・ホームページでの啓発

広報わこうにおいて、適宜、ごみの発生抑制に関する施策を掲載するととも

に、ホームページにおいて、過去のごみの搬入・処分状況の実績を掲載してい

ます。

② ごみ分別パンフレットの配布

毎年「資源とごみの分け方・出し方」のパンフレットを更新し、市役所及び

各公共施設で配布するとともに、転入手続き時にも窓口で配布しています。

③ 事業系ごみの減量と適正処理の手引きの配布

事業系ごみの減量・再資源化を推進するため、「事業系ごみの減量と適正処理

の手引き」を作成し、市内事業者に配布しています。

④ 施設見学会の実施

毎年、市内の小学校４年生を対象に、施設見学会を実施しています。

施設見学会参加者の推移

⑤ リサイクル体験隊の実施

毎年リサイクル推進月間に併せ、市内の公民館まつり等のイベントにおいて、

リサイクル体験隊として、リサイクル体験教室やリサイクルに関するクイズの

出題など、ごみのリサイクルに関する啓発活動を実施しています。

⑥ フリーマーケットの後援

ごみの発生抑制のため、フリーマーケットを主催する市民団体の活動の支

援をしています。

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

６６９名 ７２８名 ７３５名 ７１９名 ７０８名 ７３２名
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⑦ お届け講座、分別説明会の実施

希望する市内の団体に、随時、お届け講座や分別説明会を実施しています。

⑧ リサイクル推進活動推進費補助

資源の有効利用・ごみの減量を市民の手で進めていくことを目的として、市

内のリサイクル活動登録団体に対し、資源の回収量に応じ１ｋｇ当たり３円（平

成２２年度まで１ｋｇ当たり５円）の補助金を交付しています。

リサイクル活動実施状況

⑨ 生ごみ減量化対策

生ごみの減量化を目的として、市内公共施設の一部に集合住宅用の生ごみ処

理機を設置し、市民団体との協働により、生ごみ処理機から生成される堆肥に

より農作物を栽培する生ごみリサイクルのモデル事業を行なっています。

また生ごみ減量の一環として、家庭用生ごみ処理機の購入費の一部補助や、

生ゴミ減量資材であるＥＭぼかし、ＥＭバケツの無料配布をしておりましたが、

平成２２年度を持ちまして事業を終了いたしました。今後においてはそれに代

わる事業を検討していきます。

⑩リサイクル展示場

ごみの再使用（リユース）促進のため、リサイクル展示場において、家庭で

不要になったリサイクル品をリサイクル展示場に展示し、市民に提供していま

す。

リサイクル展示場開場状況

※平成 23 年度より開館日を週 3日（毎週水・土・日）から週 2日（第３土曜日を除く土・日）に変更

平成１８

年度

平成１９

年度

平成２０

年度

平成２１

年度

平成２２

年度

平成２３

年度

資源回収量

（㎏・本） 1,683,805 1,778,093 1,476,312 1,361,743 1,288,353 1,201,761

交付金額（円） 8,419,025 8,890,465 7,381,560 6,808,715 6,441,765 3,605,283

交付団体数

（団体） 52 49 57 55 54 55

平成１８

年度

平成１９

年度

平成２０

年度

平成２１

年度

平成２２

年度

平成２３

年度

開場日数（日） 154 154 153 153 153 91

来場者（人） 4,228 3,511 3,493 3,272 3,080 1,934

展示品引き渡し

点数（点）

3,628 2,863 2,831 2,702 2,390 1,325
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⑪ クリーン推進員制度

ごみの分別指導や排出方法の啓発を行なうため、クリーン推進員を委嘱し活

用しています。また、年１回クリーン推進員との意見交換会を実施しています。

⑫ クリーン・オブ・和光（ごみゼロ運動）

和光市自治会連合会を中心として、年２回（平成２２年度までは年３回）市

内公共空間の一斉清掃を行なっています。

クリーン・オブ・和光（ごみ・ゼロ運動）実施状況

平成１８

年度

平成１９

年度

平成２０

年度

平成２１

年度

平成２２

年度

平成２３

年度

参加自治会

（団体）

215 212 221 210 237 158

参加人数（人） 15,545 16,277 17,186 15,964 17,779 11,229

ごみ処理量

（ｔ）

23.51 37.00 35.46 29.95 34.76 27.12
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２．ごみ・資源の排出量

ごみの総排出量は平成１８年度から年々減少傾向にあります。ごみ種別で見

ると、可燃ごみは平成１８年度からほぼ横ばい傾向でありますが、資源ごみは

平成１８年度４，１７３ｔであったのに対し、平成２3年度では３，５８０ｔ

と年々減少傾向にあります。

また１日１人当たりのごみ量では平成１８年度は１日１人当たり９４８ｇで

あるのに対し、平成２３年度は８１７ｇと年々減少しております。また、近隣

他市との比較では、可燃ごみの家庭ごみに占める割合は平均程度ですが、不燃

ごみ、粗大ごみの家庭ごみに占める割合は平均より若干上回っています。

（単位：ｔ）

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

家庭ごみ

可燃ごみ 13,117 12,819 13,170 13,090 13,035 13,221

粗大ごみ 680 668 668 725 783 827

その他ごみ 918 635 700 755 833 859

資源ごみ 4,173 4,214 3,922 3,716 3,589 3,580

小計（A） 18,888 18,336 18,460 18,286 18,240 18,487

事業ごみ

可燃ごみ 4,996 4,656 4,050 3,571 3,523 3,509

粗大ごみ 160 123 99 60 49 61

その他ごみ 46 69 79 111 73 62

資源ごみ 57 65 27 26 26 22

小計（B） 5,260 4,913 4,256 3,768 3,672 3,654

集団回収資源ごみ

（C）
1,680 1,774 1,473 1,359 1,286 1,199

ごみ総排出量

（A+B+C）
25,828 25,023 24,189 23,413 23,198 23,340

（単位：人）

人口 74,682 75,637 76,660 77,401 77,890 78,277

（単位：ｇ）

1 人 1 日当りのごみ量

（集団回収量を含む）
948 906 864 829 816 817
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３ 減量化・資源化

和光市の資源化量は平成１９年度をピークに若干減少傾向にあります。特に、

新聞は、平成２３年度は、平成１８年度比で約３００ｔ減、雑誌・雑紙は平成

１８年度比で約２６０ｔ減と大幅に減少しています。また、ペットボトルはほ

ぼ横ばいですが、プラスチックについては、平成１８年度比で約２００ｔ減少

しています。中間処理施設後再生利用量については、焼却灰のリサイクルによ

り大きく増加しています。

リサイクル率については平成１８年度比で２％増加しています。

再資源化量

0t

1000t

2000t

3000t

4000t

5000t

6000t

7000t

18 年度19 年度20 年度21 年度22 年度23 年度

焼却灰（セメント化）
焼却灰（人工砂化）
その他
ペットボトル
プラスチック
焼却灰混入鉄
非鉄
くず鉄
スチール缶
アルミ缶
その他カレット
茶カレット
白カレット
紙パック
ダンボール
布類
雑紙・雑紙
新聞
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再資源化量 （単位：ｔ）

リサイクル率

（直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量）／（ごみ総排出量）×１００％

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23 年度

新聞 699 630 536 442 402 383

雑誌・雑紙 1,041 986 905 826 785 779

布類 90 79 94 89 83 105

ダンボール 470 476 483 479 470 508

小計(直接資源化量) A 2,300 2,171 2,018 1,836 1,740 1,775

紙パック 6 6 6 7 6 6

白カレット 245 242 235 241 232 229

茶カレット 181 180 194 182 173 175

その他カレット 180 214 214 211 222 206

アルミ缶 92 93 93 105 107 106

スチール缶 565 190 183 191 185 139

くず鉄 26 356 429 424 396 403

非鉄 19 16 13 13 13 14

焼却灰混入鉄 33 23 6 4 4 9

プラスチック 996 993 904 855 805 807

ペットボトル 217 240 236 236 246 266

その他 51 49 51 45 68 61

焼却灰（人工砂化） 246 748 1,247 1,207 1,254 1,254

焼却灰（セメント化） 216 218 232 219 205 199

中間処理後再生利用量 B 3,073 3,568 4,043 3,940 3,916 3,874

集団回収 C 1,680 1,774 1,473 1,359 1,286 1,199

合計(A+B+C) 7,053 7,513 7,534 7,135 6,942 6,848

総排出量 25,832 25,023 24,189 23,413 23,198 23,340

資源化率 27% 30% 31% 30% 30% 29%
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４ 収集・運搬

（１）収集運搬体制

家庭から排出される資源とごみの収集については、快適な生活環境の保全と

公衆衛生の向上を図り、廃棄物処理業者への委託により、効率的な収集体制を

確保しています。

（２）ごみの戸別収集

一人住まい又は健康な同居人のいない人で、集積所までごみ出しに行けな

い人のお宅に、生活支援の一環としてごみの戸別収集を行なっています。

ごみ種別 排出方法 収集方法 収集回数 収集形態

①燃やすごみ 透明・半透明袋 集積所収集 週２回 委託

不
燃
ご
み

②その他ごみ 透明・半透明袋 集積所収集 週１回 委託

③有害ごみ 透明袋 集積所収集 週１回 委託

資
源
ご
み

④プラスチック 透明・半透明袋 集積所収集 週１回 委託

⑤ペットボトル 網 集積所収集 週１回 委託

⑥びん 箱（黄） 集積所収集 週１回 委託

⑦かん 箱（青） 集積所収集 週１回 委託

⑧新聞 ひも 集積所収集 週１回 委託

⑨雑誌 ひも 集積所収集 週１回 委託

⑩ダンボール ひも 集積所収集 週１回 委託

⑪紙パック ひも 集積所収集 週１回 委託

⑫布類 ひも 集積所収集 週１回 委託

⑬粗大ごみ 戸別収集 随時申込 委託
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５ 中間処理施設

（１）和光市から排出される一般廃棄物は、和光市清掃センターにて処理され

ています。当センターでは、効率的な運営を図り、燃やすごみの焼却、そ

の他ごみの分別による適正処理、びん・かん類の分別保管、並びに有害ご

みの保管等を行なっており、排出される一般廃棄物を安全・確実に適正処

理を行なうため、適宜補修修繕を行い、廃棄物処理施設の維持管理に努め

ています。

①和光市清掃センター

和光市下新倉６丁目１７番１号

ごみ処理施設

竣工年度 本体 平成２年３月

ダイオキシン恒久対策施設 平成１３年１２月完了

処理方式 炉型式／連続燃焼式ストーカー炉

燃焼ガス冷却方式／水噴射式

排ガス処理方式／乾式塩化水素除去装置＋ろ過式集じん器

排水処理方式／クローズドシステム（無放流方式）

灰処理方式／半湿式押出し方式、薬剤処理方式

粗大ごみ処理施設（平成１９年３月に発生した破砕機の爆発事故により、

粗大ごみ受入コンベア、破砕機、磁選機等については、現在休止中）

選別方式／手選別：カレット（ガラス片）、生ビン、アルミ、スチール缶
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６ 最終処分

和光市内には最終処分場がないため、排出されるばいじんや不燃残渣等に

ついては、県外の民間施設の最終処分場に埋め立てられています。

また、焼却灰については、民間の業者に委託して人工砂やセメントにリサ

イクルされています。



21

７ 可燃ごみの組成

ごみの性状は、種類別の組成で見ると、毎年紙・布類が半数近くを占めてい

ます。続いてビニール・合成樹脂類が2０％程度、ちゅう芥類が１０％程度、

木・竹・ワラ類は年によって数値に変動がありますが、２．７％～１３％の

範囲内となっています。

ごみの３成分の推移では、水分の変動幅は、４０％～５０.５％の範囲内、可

燃分の変動幅は４５.4％～５４％の範囲内、灰分の変動幅は４．１％～７．３％

の範囲内となっています。

低位発熱量の推移では１，９２５ｋｃａｌ～２，６００ｋｃａｌとなってい

ます。
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９ ごみ処理費の状況

和光市のごみ処理費は平成１９年度をピークに年々減少傾向にあります。１

人当たりの年間ごみ処理原価についても、ごみ排出量の減少や人口の増加から

年々減少傾向にありますが、１ｋｇあたりの年間ごみ処理原価については、平

成１８年度から微増しています。

平成２２年度ではごみ処理費は８億円以上かかっており、１人当たりのごみ

処理原価は１０，９３１円、１ｋｇ当たりのごみ処理原価は３８円かかってい

ます。

和光市 廃棄物処理事業経費（実態調査値）

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度

ごみ総排出量（ｔ）※ 24,152 23,249 22,716 22,054 21,912

ごみ処理経費（千円） 874,464 909,104 877,575 858,670 836,490

人件費（千円） 70,254 62,791 60,382 51,329 39,433

処
理
費

収集運搬費（千円） 0 0 0 0 0

中間処理費（千円） 170,312 204,725 199,431 185,924 177,309

最終処分費（千円） 0 0 0 0 0

委
託
費

収集運搬費（千円） 260,784 258,059 263,026 262,694 261,461

中間処理費（千円） 310,766 329,396 321,810 327,305 326,312

最終処分費（千円） 62,348 54,133 32,926 31,418 31,965

総人口※（人） 73,796 74,260 75,207 75,949 76,527

1 人当り年間ごみ処理原価（円） 11,850 12,242 11,669 11,306 10,931

1kg 当り年間ごみ処理原価（円） 36 39 39 39 38

※ごみ排出量は集団回収量を除いています。

※総人口は毎年１０月１日現在の住民基本人口となっています
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※ただし、ごみ処理経費は組合分担金を除いています。

１人当たりのごみ処理原価近隣市との比較（平成２１年度廃棄物処理事業実態調査費）

和光市 朝霞市 志木市 新座市 戸田市

１人当たりのごみ処理原価（円） 11,306 11,554 10,064 9,418 10,966
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１０ 不法投棄の処理状況

（１）不法投棄物の搬入量・処理量

不法投棄物の搬入量は以下のとおりになっています。平成１８年度をピーク

に搬入量については減少傾向にありましたが、平成２１年度から２２年度にか

けて微増しています。

不法投棄物の処理量については、処理困難ごみ等の不法投棄物の処理量につ

いては平成１８年度から減少傾向にありますが、地上放送完全デジタル化に伴

い、家電リサイクル法対象品目のうち特にテレビの処理台数が増えていること

がわかります。

家電リサイクル法対象品目処理台数の推移（単位：台）

不法投棄物搬入量の推移（単位：ｔ）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

不法投棄 36.52 15.96 14.49 14.77 13.32 18.59

ゴミゼロ運動 23.51 37.0 35.46 29.95 34.76 27.12

合計 60.03 52.96 49.95 44.72 48.08 45.71

破砕不適合物（処理困難ごみ）処理量の推移（単位：ｔ）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

消火器 0 0.94 0.25 0 0.47 0

タイヤ 4.39 0.82 2.49 0.95 0.96 0

バイク 0.8 0 0 0 0.44 0

バッテリー 0 0 1.50 0 0 0

畳 4.70 0 0 0 0 0

廃塗料 0 2.36 1.85 0 1.26 0

合計 9.89 4.12 6.09 0.95 3.13 0

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23年度

エアコン 0 0 3 3 2

テレビ 85 93 118 114 213

冷蔵庫・冷凍庫 51 39 53 44 32

洗濯機・衣類乾燥機 33 47 48 27 29

合計 169 179 222 188 276
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（２）不法投棄処理にかかる費用

地上放送完全デジタル化に伴い、平成２１年度、平成２２年度で家電リサイ

クル法対象品目、特にテレビの処理台数が特に多いことにより、家電リサイク

ル法対象品目の処理費が増えています。

不法投棄物処理費の推移（単位：円）

平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度

家電リサイクル法

対象品目

0 918,038 983,560 1,194,672 1,011,951 1,374,427

破砕不適合物

（処理困難ごみ）

665,700 818,475 752,850 76,125 687,330 0

計 665,700 1,736,513 1,736,410 1,270,797 1,699,281 1,374,427
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第２章 ごみ処理対策の実績

１．第四次一般廃棄物処理基本計画の達成状況

「第四次和光市一般廃棄物処理基本計画」の各計画目標及び計画の達成状況に

ついては次のとおりです。

第四次和光市一般廃棄物処理基本計画の計画目標

●ごみの総排出量（ごみと循環資源の合計）を平成１５年度の水準（２３，７

４６）ｔ以下に抑制します。

●リサイクル率を３３％に引き上げます

（焼却量・焼却処理率を低減します。）

●ごみ量を平成１５年度比で家庭ごみは、１日１人当たりの排出量７％（約５

０ｇ）、事業系ごみは総量で２７％削減を目指します。

●焼却灰の再資源化（セメント材料等）の促進により埋立量の削減をします。

第四次和光市一般廃棄物処理基本計画で掲げた計画目標について、４つの計

画目標のうち３つについては既に計画目標を達成されています。また、達成さ

れていない計画目標のリサイクル率については、計画目標値が３３％であるの

に対し、平成２３年度で２９％に達している状況です。
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２. 国及び県の計画目標と和光市の実績の比較

国の計画目標との比較では、平成２３年度の実績において、第2次循環型社

会形成推進基本計画の計画目標である、１日１人当たりのごみの排出量、１日

１人当たりの生活系ごみの排出量は既に計画目標に達していますが、事業系ご

みの排出量がまだ計画目標に達していない状況です。

また、県の計画目標との比較ですが、第6次埼玉県廃棄物処理基本計画の計

画目標である１日１人当たりのごみの排出量、再生利用率、最終処分量、生活

系ごみの排出量は平成２３年度の時点において目標に達している状況ですが、

第7次埼玉県廃棄物処理基本計画の計画目標のうち、生活系ごみの排出量はま

だ計画目標に達していない状況です。

国の計画目標

一般廃棄物の減量化目標

○第２次循環型社会形成推進基本計画（平成２０年３月）

●１日１人当たりのごみ排出量（計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加

えた一般廃棄物の排出量を1人1日当たりに換算）を平成１２年度から平成２

７年度にかけて約１０％削減する。

●１日１人当たりの家庭系ごみ排出量（集団回収量、資源ごみ等を除いた値）

を平成１２年度から平成２７年度にかけて約２０％削減する。

●事業系ごみの排出量を平成１２年度から平成２７年度にかけて約２０％削

減する。

（事業所規模によりごみ排出量の差が顕著であるため、事業所あたりでなく

総量について目標を設定）

県の計画目標

○第６次埼玉県廃棄物処理基本計画（平成１８年３月）（計画目標年度 平成２

２年度）

●県民１日１人当たりの集団回収を除いたごみの排出量を平成１５年度より

４％削減します。

●再生利用率を平成１５年度の２１．８％から２７％に増加します。（サーマ

ルリサイクル量を加えた再生利用率は、平成１５年度の６１．８％から７０％

に増加します。）

●最終処分量を平成１５年度より３０％削減します。

●県外最終処分量を平成１５年度より３４％削減します。
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○第７次埼玉県廃棄物処理基本計画（平成２３年３月）（計画目標年度 平成２

７年度）

●県民１人１日当たりの生活系ごみの排出量を６４２ｇ／人・日にする

●平成２７年度の事業系ごみ排出量を４７８千ｔに削減します

●平成２７年度の１人１日当たりの最終処分量を５５ｇ／人・日に削減しま

す。

※第２次循環型社会形成推進基本計画のそれぞれの目標値については、平成１２年度の本市の実績にそれぞれの項目の

削減率をかけて算出しています。また第６次埼玉県廃棄物処理基本計画の目標値については、平成１５年度の本市の実

績にそれぞれの項目の削減率をかけて算出しています。

国・県の目標値との比較

計画 項目 国・県の計画目標年度 目標値 平成 23 度実績

第 2次循環

型社会形成

推進基本計

画

１人１日当たりのごみの排出量（集団回収を加えたもの） 平成２７年度 ９１５ｇ ８１７ｇ

１人１日当たりの生活系ごみの排出量（集団回収量・

資源ごみ等を除いた値）

平成２７年度 ５８４ｇ ５２５ｇ

事業系ごみの排出量 平成２７年度 ３，３６６ｇ ３，６５４ｇ

第 6次埼玉

県廃棄物処

理基本計画

1人 1日当たりのごみ排出量（集団回収を除いたもの） 平成２２年度 ８５７ｇ ７７５ｇ

再生利用率（リサイクル率） 平成２２年度 ２７% ２９%

最終処分量 平成２２年度 １，８６２ｔ １，１２９ｔ

第７次埼玉

県廃棄物処

理基本計画

1人 1日当たりの生活系ごみ排出量（集団回収を除い

たもの）

平成２７年度 ６４２ｇ ６４７ｇ

1 人 1 日当たりの最終処分量 平成２７年度 ５５ｇ ４０ｇ
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３. 近隣市の実績と国・県の計画目標との比較

平成２１年度の近隣市との国・県の計画目標の比較においては、１日１人当た

りの生活系ごみの排出量（集団回収量・資源ごみを除いたもの）が近隣市の平

均を上回っている状況です。

※数値については平成２１年度の一般廃棄物処理事業実態調査報告値です。



31

第３章 ごみ処理の課題

１. ごみ処理の課題

和光市のごみ処理・資源化の現状分析とごみ処理の評価を行った結果、主な課題は以下

のとおりです。

課 題

排 出

①ごみ量全体の排出抑制について、人口の増加に比べて排出量は減少傾

向で推移しており、一定の成果を得ていますが、今後も人口の増加が見

込まれ、ごみの排出量が増える懸念があることから、更なる発生・排出

抑制の推進を図る必要があります。

②清掃センターへ直接搬入する回数や、集積所に出せない粗大ごみの個

別回収件数は、毎年増加傾向にあります。

③事業系ごみの排出について、分別されていなかったり、産業廃棄物が

混入した状態で排出されている事例が多く見受けられます。また、事業

系ごみ有料シール券を利用してごみ集積所への排出の際にも、既存の利

用者との間でトラブルになる等の事例もあり、現状の把握がより重要と

なっています。

④単身者用アパートなど一部の集合住宅からのごみ排出については、分

別のルールが守られていない現状があります。

減量化・資源化

①燃やすごみの最近の組成分析（平成２３年１２月調査）では紙、布類

等が約５３％を占め、次いでビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類等が約

２０％を占めています。本来、紙や布、ビニールやプラスチックは資源

ごみとして分別回収しているものですが、実際にはかなりの量が燃やす

ごみに混ざっている現状があります。

②分別と資源化には市民・事業者・行政の協働と協力が重要であり、減

量化・資源化の意識の高まりが実際の効果につながる具体策を研究・検

討する必要があります。また、地域の自治会、集合住宅の管理組合、ア

パート等の不動産管理会社と行政の連絡体制を構築し、既存のクリーン

推進員制度も活用して、減量化、資源化に対する意義や情報提供を積極

的に行って、さらに意識を深めていく必要があります。

③行政の責務としての一般廃棄物処理に関する業務のあり方を再度確

認した上で、ごみの排出抑制や家庭ごみの排出量に応じた負担の公平化

を図る方策について検討していくことも必要となっています。
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収集・運搬

①市内を順番に巡回してごみを収集するため、各集積所に収集車が到着

する時間に差ができ、早い箇所と遅くなる箇所の不公平感が生じていま

す。

②高齢者や体の不自由な方を対象にした「戸別収集」は、これからの高

齢世帯や一人暮らし世帯の増加に備えた更なる効果的な施策を講じる

必要があります。加えて、地域の協力体制も含めた見直しが求められて

います。

中間処理

①一般廃棄物を処理するためには処理施設の安定的な稼動が不可欠で

すが、清掃センターは稼動開始から２２年を経過し、設備の老朽化、経

年劣化が見受けられることから、中・長期的な視点のもとに施設のあり

方について検討していくことが求められています。

②現有施設の維持管理を計画的に実施していくとともに、前記の課題改

善に必要な設備の拡充も検討する必要があります。

③清掃センターへの直接搬入量が増加していますが、分別が不徹底であ

ったり、増加に伴う処理作業の煩雑化により、作業の効率低下を招く他、

受付事務の負担が増すという結果も生んでいます。直接搬入に関して

も、効率的かつ経済的で環境的にも負荷の少ない方法を検討する必要が

あります。

最終処分

①最終処分場を持たない本市では、最終処分地を管外に依存しているた

め、常に処分地の確保が不安定な状況にあり、埋立てを委託する費用も

莫大なものとなっています。また、現在の委託先の埋立て残存容量には

限りがあることから、資源化や減量化を進めて、埋立て量を可能な限り

削減する方法を検討していく必要があります。

不法投棄対策

①ごみ集積所、人通りのないところへの不法投棄は依然続いており、テ

レビやエアコン、パソコンなど法律で処理方法が義務付けられているも

のも多く不法投棄されている現状があります。啓発活動と併せ市民のモ

ラル向上のための施策も求められますが、以前から決め手となる具体策

が難しいのが実情です。行政と関係者、地域団体等との連携を図りなが

ら、捨てにくい環境づくりの研究を進めていく必要があります。

ごみ処理費

①老朽化したごみ処理施設の維持更新や収集費用の増加が今後も予測

されますが、一方で行政の予算も限りがあることから、市民や事業者へ

のごみ減量の啓発を行って排出されるごみの減量化を図っていくとと

もに、行政内部でもさらなるコスト削減ための方策を検討する必要があ

ります。
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第４章 ごみの将来予測

１. 人口将来予測

和光市の将来の人口については、第四次和光市総合振興計画基本構想で想定しているも

のを使用します。基準年次の平成２１年１１月で７７，６５７人、平成２７年で８４，３

６４人、平成３４年で９１，１５６人となっています。なお、平成２１年の和光市の総人

口に占める６５歳以上の割合は、１３．７％ですが、平成３４年では、１７．４％となり、

高齢化率の上昇が見込まれます。
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２. ごみ発生量の将来予測

（１） ごみの発生量について

将来のごみの排出量については、人口に直接関連する家庭系ごみ、人口に直接関連する

とは限らない事業系ごみ、市民自らが分別回収を行う集団資源回収の三種類に分けてそれ

ぞれの値を算出します。なお、積算につきましては直近６年間（平成１８年～）の数値を

用いて、線形近似、対数近似、累乗近似、指数近似及びそれらの値の平均を算出しました。

そこで得た値の中から変化量の最も少ないものを将来予測値として採用しています。

(２) 家庭系ごみの将来予測

家庭系ごみの１人１日当たりの排出量予測は以下のとおりとなっています。平成１８年

度以降、ごみ排出量は下がり続けています。この６年間の実績を基に累乗近似式で算出し

た予想値が下のグラフになります。ごみ排出量は減少傾向にあり、平成３４年度には６12

g/年となっており、平成18年度比で約88％の値となっています。
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（３）事業系ごみの将来予測

事業系ごみの年間排出量予測は下のとおりとなっています。事業系ごみの排出量は平成

18年度から減少を続けており、平成３４年度の推計値では２，８２０t/年となっており、

平成１８年度と比較して約５４％の値となっています。

（4）集団資源回収の将来予測

集団資源回収の年間回収量予測は以下のとおりとなっています。この資料によると集団

回収量は平成１９年度をピークに減少傾向を示していることが分かります。平成３４年度

の推計値は１，０４０ｔ/年となっており、平成１８年度の値と比較して約６２％となって

います。
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（5）ごみ総排出量の将来予測

これまで割り出した将来予測を踏まえると、ごみ全体の将来予測は下に示すグラフのと

おりとなります。総排出量は平成３４年度の推計値で２４，２２７t/年となっており、平成

１８年度の値と比較して約９４％の値となっています。

（6）資源化率の将来予測

ごみ排出量から算出される将来の資源化率は、現行の水準で推移していくとすると下記

のとおりの予測となっています。資源化総量とは家庭系ごみのうち資源（カン、ビン、プ

ラスチック、ペットボトル、有害ごみ、新聞紙、ダンボール、雑誌、紙パック、布類）の

合計量と事業系ごみの資源（ビン、カン、ペットボトル）の合計量と中間処理後再生利用

量を合計したものです。この予測は上記、ごみ総排出量の値を基に換算したものです。資

源化率の平成３４年度の推計値は31.6％であり、平成１８年度から約5％の上昇が予測で

きます。
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第５章 ごみ処理の基本理念・基本方針、計画の体系図について

１. ごみ処理の基本理念

和光市における将来に向けたごみ処理の基本理念は、地球環境の保全や人と自然が共に

生活していく社会を持続させるとともに、将来を担う子どもたちに引き継ぐべき環境を考

慮し、ごみを廃棄物と考えるのではなく循環する資源と考え、焼却によるＣＯ２排出や焼

却灰埋め立てなど負荷のかかる行為をできる限り減らして、環境にやさしい社会を形成し

ていくことです。これらのことをふまえ、本計画の基本理念を次のとおり定めます。

これは、環境への負荷を減らすため、市民・事業者・行政の協働による循環型社会の達

成を目指していくことを示しています。

※ ４Ｒとは、循環型社会形成推進基本法で定められている３Ｒ（「Reduce（リデュース）」「Ｒeuse

（リユース）」、「Recycle（リサイクル）」に、再生利用もできないものはそもそもごみとして受け入れ

ないという「Refuse（リフューズ）」を加えたものです。本市では、前計画において３Ｒを基本とし

た取り組みを進めてきましたが、今後１０年間で１万人弱の人口増が見込まれる当市の状況から、より

一層のごみ減量を進めていくためには１人１人がごみの排出・発生の抑制に努めることが最も重要だと

考え４Ｒとしました。

持続可能な社会実現のために、ごみを循環する資源と考えて４Ｒを推進す

るとともに、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに

近づけて、環境への負荷が少ない循環型社会の形成を目指します。

持続可能な社会にするために

これからの廃棄物問題の解決には、経済成長のための大量生産・大量消費・大量廃棄

という今までの社会をどのように見直し再構築できるかにかかっています。使い捨てと

いう一方通行的な社会から、ごみの減量やリサイクルを目指す循環型社会への転換が求

められて久しいですが、未だ不十分な状態です。

目指す社会の基本として、ごみを廃棄物と考えるのではなく原材料へ循環する資源と

考えることが必要であり、家庭に製品が来た段階で初めてリサイクルを考えるのではな

く、製品を作る段階で企業から出る最大のごみが製品であるという発想で、製品のライ

フサイクル全体を考える必要があります。

リサイクルしにくいものを作れば生産者に廃棄物処理コストが掛かるような仕組みを

作り、生産者はできるだけリサイクルしやすく、ごみになる部分が少ない製品を作ろう

という発想になることでごみの発生を抑制（リデュース）し、出てきたごみは牛乳ビン

や家具、衣類のように再使用（リユース）し、再使用できないものは原材料の資源とし

て再生利用（リサイクル）し、再生利用もできないものはそもそもごみになるものとし

て受け入れない（リフューズ）ということが４Ｒの実現を果たすことになります。
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２. ごみ処理基本方針

基本理念のもとに、市民・事業者・行政が協働して、「持続可能な社会」「資源循環型の

社会」を目指すごみ処理事業を進めていくにあたり、６つの基本的な方針に沿った施策を

重点的に展開します。

基本方針１ 市民・事業者・行政のパートナーシップの構築

ごみの分別化や資源化を推進するためには、市民・事業者・行政が、それぞれの役割と

責務を果たすことが必要であり、相互に情報の交換を密にしながら、市民・事業者・行政

が連携をこれまで以上に進め、パートナーシップを構築していきます。

基本方針２：ごみ処理事業の効率化と市民サービスの向上

増加傾向にあるごみ処理経費の抑制という観点から、これまでのコスト削減を継続的に

実施するなど、より一層のごみ処理事業の効率化に努めるとともに、ごみ処理事業におけ

る市民サービスの向上を図ります。

基本方針３：資源循環システムの構築

循環型社会の形成に向け、ごみの減量化・再資源化を進めるため、ごみの発生抑制（リ

デュース）、再使用（リユース）、再資源化（リサイクル）、再生利用もできないごみは受け

入れない（リフューズ）の４Ｒ推進を図ります。また、分別の区分の見直しを引き続き行

い、分別を徹底することで、ごみの資源化を推進します。

基本方針４：適正処理の確保

長期的なごみの適正処理を行うため、最終処分場の安定的な確保と計画的なごみ処理施

設の整備やごみ処理機械の故障を防ぐための予防保全措置を行います。

基本方針５：事業系ごみ対策の強化

ごみの排出量の中で一定の割合を占める事業系一般廃棄物について、排出事業者処理責

任を明確にしたうえで、資源化・減量化を徹底します。

基本方針６：ごみ処理の広域連携

ごみ処理の適正化及び効率化の推進、ダイオキシン対策など高度な環境保全対策等、周

辺自治体との連携の必要性から、ごみ処理の広域連携を進めます。
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３.計画の体系図

市民・事業者・市の役割

市民の役割 事業者の役割 市の役割・支援

発生・排出抑制の取り組み

資源化への取り組み

自己処理責任の徹底

発生・排出抑制の取り組み

資源化への取り組み

普及・啓発活動

発生・排出抑制の取り組み

資源化への取り組み

部 門 計 画

収集運搬計画 中間処理計画 最終処分計画

基 本 理 念

持続可能な社会実現のために、ごみを循環する資源と考えて４Ｒを推進するとと

もに、廃棄物の焼却量や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけて、環

境への負荷が少ない循環型社会の形成を目指します。

基 本 方 針

市民･事業者･

行政のパート

ナーシップ

の構築

ごみ処理事業

の効率化と

市民サービス

の向上

資源循環

システム

の構築

適正処理

の確保

事業系ごみ

対策の強化

ごみ処理の

広域連携
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第６章 ごみ減量化目標について

１. 市の計画目標

和光市の中に含まれる、ごみの中には多くの資源ごみが含まれています。燃やすごみの

平成２３年度の組成分析では、紙・布類等が６０．３％、ビニール、合成樹脂、ゴム、皮

革類等が１９．５％とかなりの資源ごみが可燃ごみとして燃やされている現状があります。

それら本来資源となるごみの再資源化を進めていくことにより、リサイクル率の向上を図

るとともに、生ごみの水切りの徹底など生ごみの減量化対策の普及・啓発によりごみの減

量化を図り計画目標の達成を目指します。

本計画では、次のとおり目標値を定めます。

（1）家庭系ごみ（集団回収は除く）

平成３４年度の１人１日当たりのごみ量は、平成２３年度から65ｇ減量（約10％削減）

することを目標に、５82ｇとします。

l 市の計画目標（家庭系ごみ）

※算出基礎（家庭系ごみ） Ｈ２３年家庭系ごみ１日１人当たりのごみ量６４７ｇ-（-１％×１０年）

（2）事業系ごみ

平成３４年度の事業系ごみ量は、平成２３年度から９９６ｔ減量（約２７％削減）し、

２，６５８ｔとすることを目標とします。

l 市の計画目標（事業系ごみ）

※算出基礎（事業系ごみ量）第四次和光市一般廃棄物処理基本計画の事業系ごみ削減目標 ２７％減

平成23年度
平成３４年度

推 計 値

平成34年度

目 標 値

平成23年度比

（平成３４年度推計値比）

１人１日当りの

ごみ排出量
647ｇ 612ｇ 582ｇ

65ｇ減

（30ｇ減）

平成23年度
平成34年度

推 計 値

平成34年度

目 標 値

平成23年度比

（平成３４年度推計値比）

事業系ごみ排出

量

3,654ｔ 2,820ｔ 2,65８t 996ｔ減

（162ｔ減）
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※（3）集団回収量

平成３４年度の集団回収量は、平成２３年度から１19ｔ増量（約１０％増）し、１，３

１８ｔとすることを目標とします。

l 市の計画目標（集団回収量）

※ 算出基礎(集団回収量) Ｈ２３年集団回収量1,199ｔ＋（1％×１０年）

（4）ごみ総排出量（家庭系ごみ＋事業系ごみ＋集団回収量）

国、県の計画目標を踏まえて、本計画では、平成３４年度の目標値を２３，３４０

ｔとし、平成２３年度のごみ排出量を維持することを目標とします。また、リサイクル

率については平成２３年度比で４％増の３３％を目標とします。

l 市の計画目標（ごみ総排出量）

※参考 人口推計

※算出基礎（ごみ総排出量）

Ｈ３４目標値より 家庭系ごみ１日１人当たりのごみ量 ５８２ｇ×Ｈ３４将来人口 91,156 人×

365日÷1,000,000＝１９，３６４ｔ（Ｈ３４ 家庭系ごみの総量）

１９，３６４ｔ＋２，６５８ｔ（Ｈ３４ 事業系ごみ目標値）＋１，３１８ｔ（Ｈ３４集団回収目標値）

＝２３，３４０ｔ

平成23年度
平成34年

推 計 値

平成34年度

目 標 値

平成23年度比

（平成３４年度推計値比）

集団回収量 1,199ｔ 1,040ｔ 1,318t 119ｔ増

（278ｔ増）

平成23年度
平成34年度

推 計 値

平成34年度

目 標 値

平成23年度比

（平成３４年度推計値比）

23,340ｔ 24,227ｔ 23,３40ｔ ０ｔ

（８８７ｔ減）

平成２３年度（実数） 平成３４年度（推計値） 平成２３年度比

７８，２７７人 ９１，１５６人 約１６％増
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l リサイクル率

※算出基礎（リサイクル率） なし（第４次の目標値と同じ）

（5）最終処分場への搬入量

平成３４年度の最終処分場への搬入量は、平成２３年度から131ｔ減量（約12％削

減）し、998ｔとすることを目標とします。

l 市の計画目標（最終処分場への搬入量）

※ 算出基礎（最終処分場への搬入量）

Ｈ２３年１日１人当たり最終処分量４０ｇ-（-１ｇ×１０年）＝３０ｇ（基準値）

３０ｇ×９１，１５６人（Ｈ３４年の人口予測より）×３６５日÷１，０００，０００

平成2３年度 平成34年度

推 計 値

平成34年度

目 標 値

平成23年度比

（平成３４年度推計値比）

２９％ ３１．６％ 33% ４％増

（１．４％増）

平成23年度
平成34年度

目 標 値
平成23年度比

最終処分場への

搬入量

1,129ｔ 998t 131ｔ減



43

参考

①国の計画目標

国が策定した『第２次循環型社会形成推進基本計画』とは、循環型社会形成推進基本法

に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、平成

２０年３月２５日に閣議決定されたもので、平成２７年度の一般廃棄物の減量化取組指標

が設定されています。

（１）１人１日当りのごみ排出量：平成１２年度 → 平成２７年度で、約１０％削減する。

（２）１人１日当りの家庭系ごみ排出量：平成１２年度 → 平成２７年度で、約２０％削

減する。

（３）事業系ごみ排出量：平成１２年度 → 平成２７年度で約２０％削減する。

・事業所の規模により、ごみ排出量が異なるため、事業所毎ではなく、総排出量に

対する目標である。

②埼玉県の計画目標

県が策定した『第７次埼玉県廃棄物処理基本計画』においても、平成２７年度の一般廃

棄物の減量化目標は、以下のように策定されています。

（１）平成２７年度の県民１人１日当たりの生活ごみ排出量を、８％削減する。

（平成２０年度実績６９８ｇ／人・日→平成２７年度目標値６４２ｇ／人・日）

（２）事業系ごみ排出量を、１２４ｔ削減する。事業系ごみ削減対策ガイドライン（平

成２１年３月策定）で定めた目標と同じ。

（平成２０年度実績６０２千ｔ／年→平成２７年度目標値４７８千ｔ／年）

（３）１人１日当りの最終処分量を、１６％削減する。

（平成２０年度実績６５ｇ／人・日→平成２７年度目標値５５ｇ／人・日）
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第７章 ごみ減量化目標を達成するための市民・事業者・市の役

割について

1. 市民の役割

（1）発生・排出抑制の取り組み

(ｱ)買う前に考える

商品を購入する際に本当に必要なものかをもう一度考え、そのうえで簡易包装の商品、

繰り返し使用できる商品、耐久性に優れた商品、グリーン購入などを優先し、商品は修

理をしながら 長期間使用してごみの減量に努めます。

(ｲ)マイバックを利用する

レジ袋を削減するためにマイバックを持参し、レジ袋の提供を断ることが求められま

す。

(ｳ)生ごみの減量化策を考える

生ごみのうち約８０％以上が水分です。ごみの減量効果の高い生ごみの水分を減らす

ことで腐敗・悪臭の防止とごみの減量が実現できるとともに、収集車の運搬効率や焼却

施設の焼却効率が向上することで低炭素化社会の実現にも寄与できます。水切りを徹底

することなどにより、生ごみの減量化に努めることが求められます。

(ｴ)捨てるときに考える

ごみを捨てる前には「もったいない」、「まだ使える」という気持ちで最後まで使用し、

捨てるときには分別ルールを守り、また、地域などで行っている集団回収活動に積極的

に協力することが求められます。毎年１１月に開催される「市民まつり」におけるフリ

ーマーケットの活用などにより、不用品をリユース（再使用）することが求められます。

（2）資源化への取り組み

(ｱ)分別ルールを守る

可燃ごみの中には再生できる雑紙も多く含まれています。その紙ごみを再資源化する

ようにする。また、資源物であるプラスチック、ペットボトル、びん、缶、古紙、布な

どは、分別ルールを守って排出することが求められます。

(ｲ)集団回収に参加する。

集団回収は、地域のコミュニティを支える自治会、ＰＴＡなどの団体が回収日や回収

場所を決めて、市場価値のある資源物を集めて、回収業者に引き渡すシステムです。

多くの市民がこの活動に積極的に参加し、リサイクルを推進することが求められます。



45

2. 事業者の役割

（1）自己処理責任の徹底

(ｱ)排出者責任・拡大生産者責任の徹底

事業者は、排出者責任、拡大生産者責任の考え方を遵守するとともに、事業活動によ

って生じた廃棄物を自己処理の原則に基づき、廃棄物処理業者へ委託するなどして、適

正に処理する必要があります。

（2）発生・排出抑制の取り組み

(ｱ)過剰包装の抑制

過剰包装の抑制を進め、多重包装の制限やばら売りなどによって容器包装の削減を図

ります。

(ｲ)レジ袋の削減

サービスの一環として消費者に提供しているレジ袋を、今後は積極的に削減し、ごみ

の減量や資源の節約に貢献していくことが求められます。

(ｳ)生ごみの減量とリサイクル

事業系の燃やすごみの多くに含まれる生ごみの大部分は、食品製造業、食品流通業、

飲食店業などの食品関連事業者からの排出によるものです。

国では、このような食品廃棄物等のなかで肥料、飼料等の原材料となるような有用資源

のリサイクルを推進していくことを目指すとともに、関連各者に対してそれぞれの責務

を定めています。

このなかで、食品関連事業者に対しては、食品の購入や調理方法の改善により、食品

廃棄物等の発生抑制や、水切りの徹底による減量及びリサイクルをすることが求められ

ています。

（3）資源化への取り組み

(ｱ)分別排出の徹底

ごみの発生・排出抑制に努めた事業活動を実践したうえで、それでも廃棄せざるを得

ないものは、ごみと資源物をきちんと分別し、資源物は自主回収ルート等により積極的

にリサイクルすることが求められます。
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3. 市の役割・支援

（1）普及・啓発

(ｱ)わかりやすい情報提供

「広報わこう」において、適宜、ごみの発生抑制に関する施策を掲載するとともに、

ホームページにおいて、過去のごみの搬入・処分状況の実績を掲載します。

(ｲ)ごみ分別パンフレットの配布

毎年、「資源とごみの分け方・出し方」のパンフレットを更新し、転入手続きの際に窓

口で配布します。また法律や制度の変更があった場合には、随時パンフレットの全戸配

布を実施いたします。

(ｳ)お届け講座・分別説明会の実施

正しいごみの出し方を理解していただくために、希望する市内の団体等に、お届け講

座や分別説明会を開催します。

(ｴ)清掃センター施設見学の実施

市内の小学校４年生を対象に清掃センターの施設見学を実施し、子どもの頃から、ご

み減量やリサイクルの大切さについて興味を持つきっかけになるような環境学習の場を

提供していきます。

(ｵ)個人事業者への啓発

和光市商工会と協働で「事業系ごみの減量と適正処理の手引」による指導をし、個人

事業者に対して適正なごみ出しのルールを徹底します。

（2）発生・排出抑制、資源化への取り組み

(ｱ)リサイクル活動推進費補助金

資源の有効利用・ごみの減量を市民の手で進めていくことを目的として、市内のリサ

イクル活動登録団体に対し、資源の回収量に応じ、補助金を交付しています。

補助金単価については、市況単価なども踏まえながら弾力的な見直しを行っていくと

ともに、市民団体による集団資源回収活動を支援することで、資源化・分別意識の向上

を図り、資源回収量の増加に努めます。

(ｲ)生ごみ減量化対策

生ごみの減量化を目的として、市内公共施設の一部に集合住宅用の生ごみ処理機を設

置し、市民団体との協働で、生ごみ処理機から生成される堆肥を使って、農作物を栽培

する「生ごみリサイクル」のモデル事業を行っています。

このような生ごみ減量化を行う市民や市民団体への支援等を通じて、生ごみの減量化

を図るとともに、生ごみの水切りなど生ごみ減量対策の普及・啓発を行います。

また、ワークショップ等の方法により、市民参加による生ごみの有効的な減量化策に
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ついても検討していきます。

(ｳ)フリーマーケットの支援

ごみの発生抑制につながるフリーマーケットを支援します。

(ｴ)紙類の資源化の促進

可燃ごみの中には、多くのリサイクル可能な紙類が含まれています。それらが資源と

して有効に活用されるよう、分別や排出方法について、市民・事業者への周知・徹底を

図ります。

(ｵ)クリーン推進員制度の活用

ごみの適正な処理及び減量化等の推進を図るため、地域から選出されたクリーン推進

員と協力をして、ごみの分別指導や啓発を図っていきます。

(ｶ)廃食油の資源化の促進

市民団体との協働により廃食油の回収を行い、また回収した廃食油を利用し、市民団

体がせっけんを製造しています。今後もこのような市民団体の活動を支援していくとと

もに、廃食油の資源化について調査・研究していきます。
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第８章 部門計画について

１. 収集・運搬計画

（１）集積所の管理について

①分別の徹底

市民・事業者に向けて、分別徹底の周知を行います。ごみパンフレットの配布や

集積所への看板設置、市ホームページの充実等を通して、周知徹底します。

l 収集ごみ・資源排出方法一覧（集積所に出せるごみは1度に 45ℓ袋で 3袋まで）

分別品目 品目 排出方法

プラスチック

（週１回）

・ボトル類（ペットボトルを除く）

・トレー類

・ポリ袋・レジ袋

・カップ・パック類

・チューブ類

・緩衝材類（発砲スチロール）

・その他（ＣＤ、ビデオテープ等）

透明・半透明の袋で出す（１度の

収集で３袋まで）

※ボトル等は中を軽く洗う

※中身が残った弁当容器等は、中

身を捨てて軽く洗う

※油汚れが酷い容器は、燃やすご

みとして出す

ペットボトル

（週１回）

・飲料、酒類、醤油、醤油加工品、

食酢、醸造酒等

専用ネットへ出す

※キャップラベルは外す

びん・缶

（週１回）

・一升びん、牛乳びん等

・アルミ缶、スチール缶等

専用ボックスへ出す

※青＝缶用、黄＝びん用へ

紙・布

（週１回）

・新聞、雑誌、雑紙、紙パック

・ダンボール

・布類

※新聞、雑誌、雑紙、ダンボール

は紐で縛る、布は縛って袋に入

れる（雨天不可）

その他ごみ（不燃・有害）

（週１回）

・不燃ごみ（せともの、ガラス、

金属類、小型家電製品等）

・有害ごみ（乾電池、水銀体温計、

スプレー缶、ライター等）

※不燃ごみ＝透明・半透明の袋で

出す

※有害ごみ＝透明な袋（半透明不

可）で出す

粗大ごみ

（申込製）

・縦・横 24 ㎝、高さ 35 ㎝を超

えるもの（タンス、ベッド等）

※①個別有料収集を申し込む

②清掃センターへ持ち込む

燃やすごみ
・生ごみ、草・木くず、紙くず、

革・ゴム、その他（アルミ箔、

※透明・半透明の袋で出す

草木は太さ5㎝、長さ 50㎝、
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②ごみ集積所管理システムの整備

現在、和光市内には２，０００箇所を超える数の集積所がありますが、これら全

てのデータベース化を行います。不法投棄の通報や、ごみ集積所の設置・移転・廃

止の申し込み、その他集積所に関する問い合わせ等がなされた場合に、より迅速に

対応することが可能になります。

（２）収集業務の向上について

①効率的な収集運搬体制の整備

収集委託業者、資源回収業者、一般廃棄物処理業許可業者との連携体制を整え、

収集運搬の合理化、効率化を図ります。業者間とのコミュニケーション（会議等）

を通じて、市民サービス向上に向けた収集運搬体制の整備を行っていきます。

②ごみの戸別収集（１人暮らしの高齢者住宅等）

現在、本市では、１人住まい又は健康な同居人のいない方で、集積所にごみを出

すことが困難である場合、生活支援の一環として、ごみの戸別収集を行っています

が、関係各課と連携し、より細やかなサービスが行き届くよう、対応の迅速化、適

切化に努めます。

（３）一般廃棄物会計基準の導入の推進

一般廃棄物処理事業に係る会計を客観的に把握し、事業の原価内訳の説明や運営の

あり方の検討、一般廃棄物処理施策の費用対効果の検証等、導入を検討していきます。

２. 中間処理計画

（１）適正処理ルートの維持

現在、本市が行っている中間処理は、効率的な運営を図る観点から、燃やすごみの

焼却処理、粗大ごみの破砕処理、その他ごみの分別による適正処理、びん・缶類の分

別保管、並びに有害ごみの保管等を行っており、その多くを外部に委託することで適

正な処理を行っています。今後も引き続き、現況の処理ルートを維持しつつ、新たな

処理ルートの確保や情報収集に努めます。

（週２回） リサイクル不可能な布・紙類） 一束 30㎝以下に縛って出す
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l 中間処理ルート一覧

（２）現状のごみ処理を踏まえた長期的な施設環境の整備

市の焼却施設は平成２年３月に竣工し、既に２０年以上経過し老朽化しています。

また、平成１４年度に現在の分別基準を導入し、これに伴うリサイクルや中間処理を

行っていますが、選別施設やストックヤードの手狭など竣工当時では想定されない

施設上の問題も出てきています。

これに加えて、平成１８年度に起きた事故によって損傷した粗大ごみ破砕処理機は

現在も稼動停止状態にあり、現状の粗大ごみは一部を除いて民間処理業者に処理を委

託している状態です。また、清掃センターへごみを直接搬入する件数は年々増加して

おり、受入体制に対しての負担が増加しています。

廃棄物の区分 中間処理内容

容器包装プラスチック 容器包装リサイクル法に基づき指定法人へ委託

非容器包装プラスチック 市の処理ルートでリサイクル

ペットボトル 容器包装リサイクル法に基づき指定法人へ委託

市の処理ルートでリサイクル

無色びん 市の処理ルートでリサイクル

茶色びん 容器包装リサイクル法に基づき指定法人へ委託

その他色びん 容器包装リサイクル法に基づき指定法人へ委託

アルミ缶 市の処理ルートでリサイクル

スチール缶 市の処理ルートでリサイクル

新聞、雑誌・雑紙、

ダンボール、紙パック
市の処理ルートでリサイクル

布 市の処理ルートでリサイクル

乾電池 市の処理ルートでリサイクル

蛍光管 市の処理ルートでリサイクル

携帯電話 市の処理ルートでリサイクル

破砕不適合物 選別後素材別にリサイクル若しくは焼却

くず鉄 市の処理ルートでリサイクル

非鉄（鍋・釜・導線） 市の処理ルートでリサイクル

小型家電 市の処理ルートでリサイクル

粗大ごみ 民間処理業者に処理委託

燃やすごみ 焼却処理
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計画的に施設の維持管理を行い、施設の延命化を図るとともに、広域処理も視野に入れ

た施設の整備等について検討していきます。

３. 最終処分計画

（１）安定した最終処分場の確保

一般廃棄物の処理において、自区内処理が原則とされていますが、本市では、排出

される飛灰（集じん灰）や、ガラス・陶磁器類は、他市町村に在る民間処理業者の持

つ最終処分場にて、埋め立て処分を行っているのが現状です。そのため、常に埋め立

て終了時期等を把握し、また、万が一処分場が使用できなくなるリスクも踏まえ、新

たな処分場の情報収集を行う等、持続可能な廃棄物処理に努めます。

（２）最終処分場の延命化

最終処分場に埋立を続けていくことは、処分場の寿命を縮めると同時に、新たな処

分場用地を作り出すことを意味します。そこで、市では資源化の促進に努め、最終処

分量を減らし、処分場の延命化に取り組みます。また、現在埋め立てられている廃棄

物についても、処理費用を考慮したうえで、より環境負荷のかからない処理方法を検

討していきます。

l 最終処分対象物及びその内容と処分方法

廃棄物の区分 内容 処分方法

集じん灰（飛灰） 排ガス処理装置から排出された灰 埋立処分

ガラス陶磁器類 不燃ごみ等から発生したガラス屑、陶磁器屑類 埋立処分
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第３編 生活排水処理計画
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第１章 生活排水処理の現状

１ 生活排水処理のフロー
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２ 生活排水処理の状況

和光市の生活排水処理は埼玉県の荒川右岸流域下水道で行われていますが、

下水道へ接続されていない世帯から排出されるし尿は、汲み取りや浄化槽等を

経て許可業者が収集運搬し、朝霞市、志木市、新座市、和光市で構成されてい

る朝霞地区一部事務組合のし尿処理場へ搬入して衛生的な処理が行われていま

す。公共下水道の普及と共に、浄化槽、汲取りを利用する人口は年々減少傾向

にあります。また、これらの世帯のうち、合併処理浄化槽以外の世帯の生活雑

排水(し尿以外の排水)は、浄化されずに公共用水域に流れています。

し尿処理人口の状況 （単位：人）

※各人口は埼玉県環境部資源循推進課「一般廃棄物処理事業の概況」より抜粋しました。

※各人口は各年度１０月１日現在のものです。

※水洗化・生活排水処理人口は公共下水道と合併処理浄化槽の人口を合わせたものです。

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

人 口 73,796 74,260 75,207 75,949 76,52

7

76,71

3

水洗化・生活排水処理人口 69,60

1

70,33

8

72,72

1

72,76

4

73,36

3

74,12

5

水洗化・生活雑排水未処理人口

（単独処理浄化槽）

3,756 3,504 2,084 2,862 2,898 2,337

非水洗化人口

（し尿汲み取り処理人口）

439 418 402 323 266 251
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浄化槽人槽及び浄化槽処理方式別集計結果（平成 23 年度） 単位：件

処理方式

人 槽

合 併 単 独 腐 敗

浄化槽 人槽毎

（合併・単独不明） 合 計

5 33 80 0 0 113

6 4 3 0 0 7

7 6 30 0 0 36

8 3 0 0 0 3

10 6 10 1 0 17

14 2 0 0 0 2

15 1 4 0 0 5

16 0 3 0 0 3

18 1 0 0 0 1

20 0 1 0 0 1

21 2 2 0 0 4

25 0 1 1 0 2

28 0 0 0 0 0

70 1 0 0 0 1

100 0 1 0 0 1

225 1 0 0 0 1

314 1 0 0 0 1

380 1 0 0 0 1

495 1 0 0 0 1

1,950 1 0 0 0 1

7,205 1 0 0 0 1

不明 31 379 66 2 478

処理方式毎合計 96 514 68 2 680
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３ 下水道整備状況

和光市では都市化による都市型水害や河川などの公共用水域の水質悪化を防

ぐため、汚水と雨水を分けて流す分流方式により公共下水道整備を進めていま

す。市の公共下水道事業は｢荒川流域下水道整備総合計画｣において、荒川右岸

流域下水道の関連公共下水道として位置づけられ、汚水については昭和５６年

１０月から公共下水道の供用が開始され、和光市にある荒川右岸流域下水道の

終末処理場で下水処理を行い、新河岸川に放流されています。

下水道処理の状況

※人口は各年度の３月３１日現在の人口です。

※行政人口は住民基本台帳の人口です。

４ し尿・浄化槽汚泥の処理状況

（１）し尿・浄化槽汚泥処理量の推移

和光市のし尿及び浄化槽汚泥の処理量の推移は下記のとおりとなっています。

（２）し尿・浄化槽汚泥の収集運搬

し尿や浄化槽汚泥の収集は許可業者（３社）が行っています。し尿汲取り手

数料は、月一回汲取る場合、基本料金が１世帯あたり８００円、１人ごとに３

００円ずつ加算されることとなっています。浄化槽の汚泥処理、清掃手数料に

ついては、浄化槽の大きさや種類ごとに各社で設定した料金となっています。

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

処理区域面積(ha) 630.77 631.32 632.48 633.46 635.05 637.15

行政人口（人）(A) 73,480 74,358 74,950 75,642 76,002 76,481

処理区域内人口(人) (B) 70,111 70,984 71,654 72,700 73,068 73,612

水洗化人口(人) (C) 67,495 68,889 69,768 70,436 71,102 71,921

普及率 (%) (B)/(A) 95.42 95.46 95.60 96.11 96.14 96.25

水洗化率(% ) (C)/(B) 96.27 97.05 97.37 96.97 97.31 97.70

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

浄化槽人口（人） 6,829 6,370 6,005 5,876 5,868 5,304

汲取り人口（人） 439 418 402 323 266 251

し尿汲取り量(k l) 603 479 477 393 381 374

浄化槽汚泥量(k l) 2,765 2,434 2,256 2,200 2,049 1,919

合計処理量(k l) 3,368 2,913 2,773 2,593 2,430 2,293
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（３）し尿・浄化槽汚泥の処理

市内で排出されるし尿及び浄化槽汚泥は朝霞地区一部事務組合のし尿処理場

で処理されており、処理量は下水道の普及に伴って減少傾向にあります。現施

設は昭和３９年に竣工されましたが、現在は老朽化が進んでおります。処理に

伴って生じた残渣や汚泥については朝霞地区一部事務組合から委託業者へ搬出

され、焼却ないし堆肥として再利用されています。

構 成 市 朝霞市、志木市、新座市、和光市

所 在 地 埼玉県朝霞市大字根岸７７０番地

処 理 能 力 １００kl／日

処 理 方 式 嫌気性消化処理方式＋下水道放流

竣 工 年 月 昭和３９年５月

残渣処分方法 焼却処理を委託

汚 泥 堆肥化処理を委託

処 理 水 公共下水道へ放流

運転管理体制 直 営
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第２章 生活排水処理計画

１ 管理主体

和光市の生活排水の管理主体は下記のとおりです。

２ 処理目標

本計画では、将来に向けて市内全世帯の水洗化を目指していきます。整備手

法については、公共下水道整備を主に進めていますが、公共下水道の認可区域

外の地域や、整備の見込みが難しい地域など、合併処理浄化槽で対応したほう

が望ましい場合も考えられることから、全てを下水道で対応するのではなく、

地域ごとに最も適していると思われる方法を検討していきます。

３ 処理計画

（１）下水道の計画的整備

公共下水道の認可区域内における下水道の整備を計画的に進めていきます。

また、現存する未整備区域において、今後計画期間内の整備の見込みが難しい

地域や投資効率が著しく低いと判断される地域は、それぞれの地域性を考慮に

入れながら整備の方法を検討していきます。

（２）下水道の普及と適切な維持管理

現在、和光市の公共下水道普及率は９６．２５％（平成２４年３月３１日現

在）ですが、今後一層の普及率上昇を図ると共に、公共下水道の適切な管理に

努めます。

（３）合併処理浄化槽の普及促進

下水道整備計画の動向を考慮に入れながら、汲取り便槽や単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換を促進します。関係各課と連携しながら、単独処理

浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進する施策や浄化槽法定検査等の適正

管理に関する啓発活動も検討していきます。

設備 対象となる生活排水の種

類

管理主体

公共下水道（汚水） し尿および生活雑排水 和光市

単独処理浄化槽 し 尿 各所有者等

合併処理浄化槽 し尿および生活排水 各所有者等

し尿処理施設 し尿および浄化槽汚泥 朝霞地区一部事務組合
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第３章 し尿・浄化槽汚泥の処理計画

１ 収集運搬計画

（１）収集運搬の目標

市内で発生するし尿について、迅速かつ衛生的な収集運搬体制を維持します。

また、家庭の汲取り便槽から出るし尿の処理については処理対象人口がゼロに

なるまで現在の体制を維持しますが、同時に量が少なくなった段階で浄化槽の

導入や下水道への接続を促す等の対応も検討していきます。

（２）収集区域の範囲

収集区域は和光市全域とします。

２ 処理計画

（１）処理の目標

下水道整備の状況を考慮しつつ、朝霞地区一部事務組合し尿処理場で適正に

処理していきます。

（２） 施設の適正な維持管理

処理施設の適正な維持管理を行うため、今後も朝霞地区一部事務組合と連携

していきます。

（３）最終処分の目標

し尿処理施設から発生する最終処分の対象物は、受入槽などの水槽内に溜ま

る砂礫（沈砂）と前処理工程で出るし渣（夾雑物）です。これらは朝霞地区一

部事務組合し尿処理場から搬出され焼却ないし再利用されています。今後も適

正な最終処分体制を維持できるよう朝霞地区一部事務組合と連携していきます。
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第４章 生活排水処理今後の課題

１ 生活排水処理今後の課題

（１）生活排水処理の将来について

平成２３年３月に策定された「第２次和光市環境基本計画」の「望ましい姿

の実現に向けた方針と環境施策」において、生活排水等の対策を進め市内の水

質を改善する施策が盛り込まれております。今後、下水道整備の進捗によって

は、より快適な生活環境の維持と自然環境保全の見地から、合併浄化槽処理の

推進等の手法も求められています。

一方、埼玉県では、公共用水域の水質に対する汚濁の負荷を低減するために

必要な生活排水の処理施設の整備に関する広域的な計画として、「埼玉県生活排

水処理施設整備構想」を策定しています。

このような計画や構想を踏まえ、関係所管と連携し協力体制を築きながら、

環境保全のための効果的かつ効率的な施策を推進することが必要です。

（２）し尿・浄化槽汚泥の処理

現在、下水道整備計画区域以外のし尿・浄化槽汚泥は、朝霞地区一部事務組

合し尿処理場で処理されています。各家庭の合併処理浄化槽では、し尿以外の

生活雑排水も混入されるため、浄化槽機能が十分に発揮されるよう、定期的に

点検・清掃を行い、適正な管理がされるように浄化槽管理者（市民）に対して

周知していかなければなりません。 また、朝霞地区一部事務組合し尿処理場の

施設の老朽化についての対応や、今後、浄化槽汚泥の受け入れ比率が高くなる

ことが想定されることから、朝霞地区一部事務組合構成市町（朝霞市・志木市・

新座市）と連携し、処理規模に応じた、し尿処理施設のあり方について処理コ

ストや維持管理面など、あらゆる観点から研究・検討する必要があります。


