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はじめに

調布市は，ごみの減量・リサイクル及び適正かつ安定的な処理を推進するため，

2013（平成 25）年３月に「調布市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。「ご

みの発生抑制を最優先とし，資源循環型社会の構築を目指す」ことを基本的な考え方

に据え，生ごみ等の発生抑制や，使用済小型家電リサイクルを新たに導入するなど，

様々な取組を進めてまいりました。また，計画策定の翌４月には，三鷹市と共同で建

設した焼却処理施設「クリーンプラザふじみ」が本稼働し，二枚橋衛生組合の解散後，

自区外で処理していた燃やせるごみを自区内で処理することが可能となりました。こ

の間，市民１人当たりのごみ総排出量は着実に減少しており，市民・事業所の皆様に

多大なる御理解と御協力をいただきましたことに深く感謝申しあげます。

「調布市一般廃棄物処理基本計画」は，2013（平成 25）年度から 2022（平成

34）年度までの 10 年間を計画期間とし，2018（平成 30）年度を中間目標年度と

しています。市では，この度の計画の進捗状況の評価・検証結果を踏まえ，2022（平

成 34）年度に向けた目標・取組等の見直しを行うことといたしました。

資源・エネルギーの大量消費による気象変動や国際的な海洋ごみ問題など，近年さ

らに深刻化する地球規模の環境問題への対応は，一刻の猶予も許されない状況となっ

ています。今回の改訂では，市民・事業者・行政が互いに連携し，2022（平成 34）

年度に向けてさらなる減量・リサイクルに取り組むラストスパートの期間であるとと

もに，次の世代に良好な地球環境を残していこうという思いを込め，

未来のため 地球のため さらに減量・リサイクル

～みんなではぐくむ「もったいない」の心～

を新たなキャッチフレーズといたしました。

これまで積み重ねてきた市民・事業者の皆様によるごみ減量・リサイクルへの取組

成果を調布市の貴重な財産として次世代に継承していくため，市では引き続き皆様の

御理解と御協力の下，資源循環型社会の実現に努めてまいります。

結びに，本計画の改定に当たりまして，目標・取組等の見直しについて建議をいた

だきました調布市廃棄物減量及び再利用促進審議会委員並びにパブリック・コメント

に御協力をいただきました市民の皆様に心より御礼を申しあげます。

                ２０１９（平成３１）年３月

                  調布市長
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第１章 計画の基本事項

１ 計画改訂の背景と目的

一般廃棄物処理基本計画とは，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※に基づき，市町村の一般廃棄物処理に係る

長期的な方針を定めるものです。

本市は，2013（平成 25）年 3 月に「調布市一般廃棄物処理基本計画」（以下，

「現行計画」という。）を策定しました。翌 4 月には三鷹市と共同で建設した焼却

処理施設「クリーンプラザふじみ」が本稼働し，それまで二枚橋衛生組合の解散に

伴い自区外で処理していた燃やせるごみを自区内で処理することが可能となりま

した。

現行計画の基本的な考え方は，「ごみの発生抑制を最優先とし，資源循環型社会

の構築を目指す」ことです。これに基づき，市では生ごみ等の発生抑制や，使用済

小型家電リサイクルを新たに導入するなど，様々な取組を進めてきました。市民・

事業者の皆さんのご理解・ご協力をいただいた結果，市民１人１日当たりのごみ

総排出量は着実に減少しています。

一方で，資源の排出量も減少しているため，リサイクル率（総資源化率，家庭系

ごみ資源化率）は低下傾向にあります。また，事業系可燃ごみが増加し，総ごみ排

出量の減少に歯止めがかかる状況が生じています。

現行計画の計画期間は，2013（平成 25）年度から 2022（平成 34）年度ま

での 10 年間であり，2018（平成 30）年度を中間目標年次としています。そこ

で，中間目標年次までの計画実施状況の検証・評価や社会状況等の変化などを踏

まえ，2019（平成 31）年度以降の施策等について時点修正したものが，本「調

布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」（以下，「本計画」という。）です。

２ 計画の位置づけ

図表 1.1 に見るように，本計画は上位計画である「調布市基本構想」及び「調

布市基本計画」を踏まえ，「調布市環境基本計画」との整合を図るとともに，国の

法制度や東京都や三鷹市・ふじみ衛生組合の関連計画との整合も図りました。

なお，本計画は「調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」第 11 条

に規定する再利用についての計画を含有しています。また，本計画を推進するた

めの年度ごとの具体的な取組については，毎年度策定する「調布市一般廃棄物処

理実施計画」で定めるものとします。

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項

市町村は，当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない。
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図表 1.1 一般廃棄物処理基本計画の位置づけ・関連計画等

国の法制度や計画

環境基本法

廃棄物処理法

容器包装リサイクル法

グリーン購入法

バイオマス活用推進基本法

個別のリサイクル法

施設整備計画 基本方針

需要面からの支援

市の条例や計画

調布市基本構想（H25～H34）

調布市基本計画（H27～H30）

調布市環境基本条例

調布市廃棄物の処理及び

再利用の促進に関する条例

調布市一般廃棄物処理

基本計画

（Ｈ25～Ｈ34）

調布市環境基本計画

（H28～H37）

一般廃棄物処理実施計画（毎年）

分別収集計画（3年毎）

東京都の計画

整
合

東京都資源循環・廃棄物処理計画 三鷹市ごみ処理総合計画

（一般廃棄物処理基本計画）

三鷹市・ふじみ衛生組合

ふじみ衛生組合の施設整備計画など

資源有効利用促進法

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

家電リサイクル法

建設リサイクル法

食品リサイクル法

小型家電リサイクル法

自動車リサイクル法
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３ 計画期間

本計画の計画期間は，現行計画の中間目標年次以降にあたる，2019（平成 31）

年度から 2022（平成 34）年度までの４年間とします。

本計画の目標年次である 2022（平成 34）年度には，計画の進捗状況の検証・

評価を行い，社会情勢の変化等を踏まえた新たな一般廃棄物処理基本計画を策定

することとします。

図表 1.2 計画期間と計画目標年次

年度
西暦

(平成)

2011
(23)

2012
(24)

2013
(25)

開始年度

2014
(26)

2015
(27)

2016
(28)

2017
(29)

2018
(30)

2019
(31)

改訂年度

2020
(32)

2021
(33)

2022
(34)

４ 計画対象廃棄物

本計画は，本市全域から発生する一般廃棄物（ごみ・し尿等）を対象とします。

図表 1.3 計画対象廃棄物

廃
棄
物

一般廃棄物

産業廃棄物

ご
み

し
尿
等

事
業
系
ご
み

自己処理

店頭回収

家電リサイクル法関連

自己処理

家電リサイクル法関連

食品リサイクル法関連

その他

その他

調布市

収集・受入等

家
庭
系
ご
み

計画対象廃棄物

前計画   ～

現行計画（一般廃棄物処理基本計画）

2013（H25）～2022（H34）
本計画   ～

目標年次中間目標

1997
（H9）

2012
（H24）

2019
（H31）

2022
（H34）
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５ 計画改訂体制

本計画の策定にあたり，市民，事業者，

学識経験者等で構成する「調布市廃棄物

減量及び再利用促進審議会」（以下「審

議会」という。）に対し，現行計画の中

間目標年次以降の目標や取組について

諮問しました。

審議会は，2017（平成 29）年度は

主に現行計画の進捗状況の評価・点検と

課題の整理を，2018（平成 30）年度

は計画の目標や取組等について検討・審

議を行いました。

審議の結果取りまとめられた「調布市

一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」（素案）については，幅広い市民の意見を反映

させるため，2018（平成 30）年 12 月にパブリック・コメントを実施しました。

2019（平成 31）年 3 月，審議会は建議書を取りまとめ市長に提出し，市は建

議を踏まえ本計画を策定しました。

審議会

エコフェスタちょうふ

（長友市長 江尻会長 佐藤副会長）

審議会からの建議


