
参考資料

前回の審議会についてのご意見、ご質問に関する回答

Ｑ１： 資料４第５次の考え方の P4「（７）計画の構成の説明と資料６－１構成（案）が

あり説明資料として構成（案）の順序だてた資料を作成していただければ解りやすいと思

います。

Ａ１：  計画の構成は、構成（案）の説明資料です。 計画の構成を参照しながら、構成（案）を

ごらんください。

計画の構成

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画は、『第１編・基本計画の概要』と

『第２編・ごみ処理基本計画』、『第３編・生活排水処理基本計画』に分けられます。

『第１編・基本計画の概要』では、本計画策定の趣旨に関して

○計画の目的と背景、○計画の位置づけ、○計画適用範囲等を記載します。

『第２編・ごみ処理基本計画』では８つの項目に分け、現状の分析及び課題、ごみ処理基本計

画の基本理念と基本方針、具体的なごみ減量化の目標、計画達成に向けた施策等を記載しま

す。

○第１章：ごみ処理・リサイクルの現状と課題

ごみ・資源の排出量、減量化・資源化の現状、中間処理施設・最終処分の現状、ごみ処理費の

状況排出抑制、減量化及び資源化に対する市の施策等を記載します。

○第２章：ごみ処理評価

第四次一般廃棄物処理基本計画の達成状況、国及び県の計画目標との比較

近隣市との国・県の計画目標の比較等を記載します。

○第３章：ごみ処理の課題

和光市で抱えるごみの課題を抽出します。

○第４章：ごみの将来予測

計画期間における和光市内のごみ発生量の予測量を記載します。

○第５章：ごみ処理基本計画

第五次和光市一般廃棄物処理基本計画におけるごみ処理の基本理念と基本方針について記

載します。

○第６章：ごみ減量化目標

ごみの減量化に際し、具体的な数値目標を記載します。

○第７章：基本施策

目標の達成に向けた、市民、事業者、市の役割分担を記載します。

○第８章：部門計画

計画目標達成のための具体的な収集・運搬計画、中間処理計画、最終処分計画を記載しま

す。

『第３編・生活排水処理基本計画』では、汲み取り及び浄化槽等から排出される生活排水につい

て、現状の分析及び課題、処理の目標、目標達成に向けた施策等を記載します。



第五次和光市一般廃棄物処理基本計画の構成（案）

『第１編・基本計画の概要』

計画の位置づけ 計画適用の範囲 計画の目的と背景

『第２編・ごみ処理基本計画』

ごみ処理・リサイクルの現状 ごみ処理の評価

ごみ処理の課題 ごみ発生量の将来予測

ごみ処理の基本理念と基本方針

目標の達成に

向けた役割分担

目標達成のための

ごみ減量化 収集・運搬、中間

の数値目標 最終処分計画

『第３編・生活排水処理基本計画』

汲み取り及び浄化槽等から排出される

生活排水の現状の分析及び課題

将来に向けた生活排水処理の目標

目標達成に向けた施策の展開



Ｑ２： 資料６－２

計画の趣旨

１ 計画の目的と背景

 

(1) 一般廃棄物処理基本計画の目的

文中２合目から３行目

「第四次和光市総合振興計画」の後に、「第２次和光市環境基本計画」を抽入して

文中３行目と４行目にかかる

「平成１１年３月に策定された和光市一般廃棄物処理基本計画及び」までを

新しい平成１８年１０月に策定された和光市第四次一般廃棄物処理基本計画に基づ

いて執行されておるのであるから削除した方が良いと思います。

Ａ２：ご指摘のとおり修正させていただきます。

（修正前）

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）との整合性を図りつつ、平成１１年３月に策定された和光市一般廃棄物処理基

本計画及び平成１８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。 

（修正後）

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１８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。 



Ｑ３：P13 ９ 排出抑制・減量化・資源化に対する市の施策

前文中に「３R」の取り組みとありますが、分別の推進成果で見れば成果はわかりま

すが、此の取り組みのみの成果として表せないか検討願います。

Ａ３：

（修正案）

排出量・減量化・資源化の現状を成果として表すために「９ 排出抑制・減量化・資源化に対す

る市の施策」を「１ 排出抑制・減量化・資源化に対する市の施策」に移行し、以下を繰り下げる。

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

（内容 略）

以下の資料を参照することにより、排出抑制・減量化・資源化に対する市の施策に関する一定

の成果が見受けられることがわかります。

2 ごみ・資源の排出量（内容 略）

3 減量化・資源化（内容 略）

４ 収集・運搬（内容 略）

５ 中 間 処 理 施 設 （ 内 容 略 ）

６ 最終処分（内容 略）

７ 可燃ごみの組成（内容 略）

8 ごみ処理フロー（内容 略）

９ ごみ処理費の状況（内容 略）

10 不法投棄の処理状況（内容 略）

修正前の並び順

1 ごみ・資源の排出量

2 減量化・資源化

３ 収集・運搬

４ 中間処理施設

5 最終処分

６ 可燃ごみの組成

7 ごみ処理フロー

８ ごみ処理費の状況

９ 排出抑制・減量化・資源化に対する市の施策

10 不法投棄の処理状況



Ｑ４： P14 の⑨ 生ごみの減量化対策

ご意見ですが 生ごみ処理機の購入費補助並びに EM ボカシ、バケツの配布を打ち切っ

た理由とこれまでの成果を次までに用意しておいてください。

Ａ４：

（１５年度）

電気式生ごみ処理機の貸し出しの実施

6名（乾燥式 4名、バイオ式 2名）

電気式生ごみ処理機購入者に対する補助

補助件数 20 件（乾燥式 19 件、バイオ式 1件）

（１６年度）

電気式生ごみ処理機の貸し出しの実施

10 名（乾燥式 8名、バイオ式 2名）

電気式生ごみ処理機購入者に対する補助

補助件数 32 件（乾燥式 27 件、バイオ式 5件）

（１７年度）

電気式生ごみ処理機の貸し出しの実施

10 名（乾燥式 8名、バイオ式 2名）

電気式生ごみ処理機購入者に対する補助

補助件数 32 件（乾燥式 27 件、バイオ式 5件）

（１８年度）

＜電気式生ごみ処理機購入者に対する補助＞

補助件数 34 件（乾燥式 28 件、バイオ式 6件）

＜生ごみ処理容器の配布＞

一般家庭用生ごみ処理容器配布数 39 個

生ごみ用発酵促進剤配布数 1045 個

（１９年度）

＜電気式生ごみ処理機購入者に対する補助＞



補助件数 26 件（乾燥式 23 件、バイオ式 3件）

＜生ごみ処理容器の配布＞

一般家庭用生ごみ処理容器配布数 51 個

生ごみ用発酵促進剤配布数 972 個

（２０年度）

＜電気式生ごみ処理機購入者に対する補助＞

補助件数 24 件（乾燥式 22 件、バイオ式 2件）

＜生ごみ処理容器の配布＞

一般家庭用生ごみ処理容器配布数 ９１個

生ごみ用発酵促進剤配布数 ８４６個

（２１年度）

＜電気式生ごみ処理機購入者に対する補助＞

補助件数 17 件（乾燥式 17 件、バイオ式 0件）

＜生ごみ処理容器の配布＞

一般家庭用生ごみ処理容器配布数 ５５個

生ごみ用発酵促進剤配布数 ８１１個

（２２年度）

＜電気式生ごみ処理機購入者に対する補助＞

補助件数 14 件（乾燥式 14 件、バイオ式 0件）

＜生ごみ処理容器の配布＞

一般家庭用生ごみ処理容器配布数 ２７個

生ごみ用発酵促進剤配布数 ４８０個

電気式生ごみ処理機購入者に対する補助及び一般家庭用生ごみ処理容器、生ごみ用発酵促

進剤の配布については、生ごみ処理の方法の普及・啓発のため実施していたが、 生ごみ処理

の方法は、すでに普及していると判断し、平成２３年度より、廃止としました。



Ｑ５：リサイクル展示場についてですが、開場日数の割りに毎年３，０００人程度の利用

しかないのは寂しいような気もします。

今後、朝霞市のような再生して販売するようなシステムを取り入れたらと思いますが

ここではなく今後の課題と思いますが、考え方を整理しておいてください。

Ａ５：駅に近い鉄筋作りの朝霞市のリサイクルセンターと単純比較はできませんが、限られた施

設の規模、予算の中で、インターネットを活用するなどして、活用しやすい方策を考えていきま

す。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ｑ６：今後、「４R」などに５次に向けて考えたらと思いますが考え方をまとめておいてく

ださい。

Ａ６：基本である３ R運動を一歩進めた形とし、「リフューズ」（Ref use＝ごみとなる物を持ち込ま

ない・持ち込ませない）を加えた４Ｒ運動の啓発を進めます。また、ごみの減量・資源化を学ぶ機

会の充実を図り、ボランティア活動等を通じた市民との協働が求められています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ７：資料６－１～６－４までの質問ですが、６－２にあります「第四次和光市総合振興

計画」との整合性を図りつつとありますがそれは、どのような内容なのでしょうか？

Ａ７：市が目指す都市の将来象を掲げ、その実現に向けて、市民と行政がともに目指す目標を基

本目標として具体的に示し、その基本目標を達成するためのさまざまな取組を体系的に示すも

のです。本日も参考資料として用意させていただいております。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ８：６－４の再資源化のリサイクルの和光市方法の流れを説明してほしい。

Ａ８：７ ごみ処理フローに基づき説明させていただきます。





Ｑ９：ゴミ処理費のリサイクル収入がないのですか？

Ａ９：くず鉄、アルミ、鉄、ダンボール、雑誌等の有価物の売払いによる収入が、平成２２年度に、

３９，６９７，８１８円ありました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ１０：リサイクル推進活動推進費補助で交付金の使用目的は何ですか？

Ａ１０：再資源化又は再利用できる廃棄物（アルミ缶、新聞・雑誌等）を継続的に回収して、市に登

録した回収取扱業者に引渡す活動を行う市内の地域住民団体に補助金を交付することにより、

資源の有効利用、ごみの減量及び生活環境の保全を図ることを目的としています。

Ｑ１１：ごみゼロ運動の内容を説明お願いいたします。

Ａ１１：単位自治会ごとに、近隣の公共空間（道路、公園等）のごみ拾いを行い、美化促進、不法

投棄物の撤去を目的として実施しています。自治会連合会の呼びかけにより、年２回、日曜日に

市内一斉に実施しています。ごみゼロ運動の日は、日曜日ですが、清掃センターを開所し、ごみ

ゼロ運動で集められたごみの回収を行い、ごみゼロ運動参加者が集めたごみの直接搬入も受

け入れています。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ１２：第３編の生活排水処理計画について、第４次一般廃棄物処理基本計画策定時、対

象から外した記憶がありますので、第５次和光市一般廃棄物処理計画策定に於いても外し、

第２次和光市環境基本計画における施策とするものとし、議題としなくても良いのではな

いでしょうか。

Ａ１２：第４次一般廃棄物処理基本計画は、１０年計画の中間での見直しであったので、生活排

水編を外しましたが、第５次一般廃棄物処理基本計画は、１０年計画を策定しますので、今回は、

審議をお願いします。但し、和光市に於いては、水洗化質が高く、浄化槽を利用しているのは、

ごく少数の世帯ですので、ごみ処理編の審議を中心に行っていただき、生活排水編については、

最後のほうで、素案を審議していただくことになるかと思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ１３：資料５ 第４次一般廃棄物処理基本計画の総括と名乗っていますが、目標達成状

況と施策の列挙のみであり、目標達成に至っていない項目の分析も挙げるべきではないで

しょうか。また、率の場合、計算式も表示すべきです。

Ａ１３：リサイクル率の計算式は、（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＋集団回収量）×１００（％）となっています。

リサイクル率につきましては、排出抑制・減量化・資源化に対する施策を行ってきた結果、基準

年度から比較すると一定の成果が見られましたが、ここ３年間、３０％で横ばい状態であるのが

現状です。その要因の一つとして、平成１９年の粗大ごみ処理施設の爆発事故により、破砕機が

稼動できなくなったため、破砕処理を民間業者に委託せざるをえなくなり、破砕時に取除いてい



た金属類を資源化できなくなったことが考えられます。

事業系ごみの総量については、未達成ながら目標値との差が僅差（７ｔ）であることから、計画

終了年度までの達成の見通しがついたと考えます。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ１４：資料７ アンケートについて

Ａ１４：アンケートについては、たくさんの意見をいただきましてありがとうございました。みなさん

の意見を踏まえたうえで、アンケート（案）を作成しました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Ｑ１５：今後１０年間の人口推移予定や、産業の動向予定などは和光市としてあるのでし

ょうか？

Ａ１５：人口推計については、本日の資料３にお示ししております。産業の動向予定については、

和光市産業振興計画（平成２３年度～平成３０年度）から以下の資料を抜粋しましたので、ご参

照ください。



６－３ 産業にかかわる将来推計

（１）推計の方法

推計は、トレンド推計という方法を用いました。トレンド推計とは、過去の実績値をもとに将

来の傾向を推計する方法で、実績値の傾向を近似式で表し、近似式に目標年次を代入することで、

目標年次における値が算出されます。

（２）推計の基礎データ

推計にあたり、卸売・小売業年間商品販売額は「商業統計調査」※1、製造品出荷額等は「工業

統計調査」※2、認定農業者数は「産業支援課資料」を用いています。

（３）推計結果

【卸売・小売業年間商品販売額】

トレンド推計による卸売・小売業年間商品販売額は、徐々に減少し、平成32年に約858億

円になることが予想されます。目標値として、第四次和光市総合振興計画では、平成32年に約

1,033 億円を見込んでいます。

1※ 商業統計調査：商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販売額等を把握し、わが国の商業の実態を明
らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした調査。

2※ 工業統計調査：わが国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政施策のための基礎資料。また、わ
が国の経済統計体系の根幹を成し、経済白書、中小企業白書などの経済分析及び各種の経済指標へデータを提供することを目的としている。



【製造品出荷額等】

トレンド推計による製造品出荷額等は、徐々に増加し、平成32年に約469億円になること

が予想されます。目標値として、第四次和光市総合振興計画では、平成32年に約484億円を

見込んでいます。

【認

定農

業者

数】

ト

レン

ド推

計に

よる

認定農業者数は、徐々に増加し、平成32年に39人になることが予想されます。目標値として、

第四次和光市総合振興計画では、平成32年に50人を見込んでいます。


