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第５章 ３つの基本方針に基づく個別計画

図表 5.1 個別計画の体系

個別計画
施 策

①リユース（再使用）の取組強化

②事業者による自主回収の強化

③家庭系ごみの減量策の強化

④事業系ごみの減量策の強化

①事業者に対する自己処理責任の明確化
（事業者による資源化の推進）

②分別の徹底

③資源回収の継続

④資源物の持ち去り対策

①収集・運搬体制の維持

②ごみ排出に係る管理・指導の強化

①中間処理システムの維持

②資源化施設の整備

①エコセメント化施設の利用

②リサイクル施設からの処理残渣の資源化

１ 発生・排出抑制計画

２ 資源化計画

３ 収集運搬計画

４ 中間処理計画

５ 最終処分計画

①無関心層等に対する取組の強化

④行動の支援策の実施

①し尿等の確実な処理

②災害時の対応

①一般廃棄物処理基本計画の進捗確認

②収集・処理できない廃棄物への対応

②環境教育・学習の強化

③的を絞った普及啓発

⑤協働による各種取組の実践

⑥情報発信の調査・研究

③不法投棄の撲滅

④ごみ処理コストの削減

⑤災害時における廃棄物処理の対応

⑥環境負荷の低減

⑦ごみ減量・リサイクルによる成果の可視化

６ 啓発・推進計画

７ し尿等処理計画

８ その他重要な事項
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１ 発生・排出抑制計画

（１）目標

発生・排出抑制計画 確実なごみ減量の達成

循環型社会を進めるための３R（リデュース・リユース・リサイクル）の中で

も，リデュース（発生抑制）とリユース（再使用）が，リサイクル（再生利用）

よりも優先されます。家庭での消費活動，事業所での事業活動，そして暮らしと

事業活動の接点である買い物や外食等，様々な場面で「もったいない」を具体化

する行動を促進し，ごみの発生・排出抑制を推進します。

（２）施策と取組

① リユース（再使用）の取組強化

本市や各種団体等が実施するフリーマーケットや不用品交換会など，リユー

スを体験する機会を増やすことを通じ，家具や衣類，食器類などのリユースを

進めることが大切です。

そのため，引き続き利
り

再来留館
さ い く る か ん

をリユース情報発信の拠点として活用し，利

用者の拡大等を図っていきます。また，広報等を通じ，地域におけるリユース

活動や暮らしにおける再使用の工夫等の情報を発信するとともに，市イベント

や地域のお祭り等でのリユース食器の利用を促進するなど，リユース品の使用

を促進します。

事業および取組内容 2017(平成 29)年度末現況

1-1
利再来留館を拠点とした

不用品再使用の促進

・利再来留館利用者の拡大
889 人

（1,415 点）

・利再来留館情報の提供 ザ・リサイクルで随時

・出張販売の実施 年３回

1-2 リユース品の使用促進

・広報等を通じた情報発信 実施

・市イベント等でのリユー

ス食器の利用
実施

  
利再来留館での展示販売 環境フェアで使われたリユース食器
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② 事業者による自主回収の強化

ペットボトルやトレイなど，事業者が行う自主回収を促進するための支援策

を引き続き検討するとともに，事業者の取組を通じた家庭ごみの削減を進めま

す。

そのため，現行の「ごみ減量・リサイクル協力店」制度を推進し，様々な形

での容器包装等の削減を促進させるとともに，ごみの排出抑制に資する販売店

での取組を進めます。

事業および取組内容
2017(平成 29)年度末

現況

1-3
店頭回収の利用の

促進

・店頭回収店舗（「ごみ減量・リ

サイクル協力店」）数の拡大
17 店舗

・店頭回収情報の提供 ザ・リサイクルで随時

・市民が利用しやすい仕組みの検

討
実施

1-4

事業者による自主

回収の取組に対す

る支援策の調査・

検討

・ペットボトルの回収機設置に対

する支援策などを調査・検討
―

・他自治体での実施状況の調査・

検討
実施

③ 家庭系ごみの減量策の強化

１人１日当たりの家庭系ごみ総排出量は減少傾向にありますが，ごみの中に

は食べ残しや未利用食品などの「食品ロス」や，商品を購入後短時間で不要と

なってしまう無駄な容器包装などが多く含まれています。これらの「もったい

ない」を無くすため，市民の皆さんからアイデアを募集したり，他自治体等の

具体的事例の調査・研究を行ったりするなど，市民の皆さんと共にごみ減量の

具体策を進めます。

また，せん定枝のチップ化支援事業の利用対象者拡大に向け，広報強化やシ

ルバー人材センター等との連携による事業拡充などを検討します。

生ごみについては，家庭内での水切りを励行してもらうための取り組みや，

生ごみ処理装置等の購入費助成事業を継続します。さらに，講習会や広報等を

通じ，ベランダ等で気軽に取り組める家庭内処理の普及を促進します。また，

市民農園利用者に生ごみ堆肥化講習会を受けていただくなど，様々な機会を活

用した取組の普及策を検討します。

生ごみの発生そのものを抑制するための食品ロス対策として，市民向けの広

報啓発や児童・生徒の環境学習を通じ，「買いすぎないこと」「食べきること」

の大切さを発信していきます。また，家庭内の未利用食品を有効活用するため，

市民団体等との協力によるフードドライブ事業の拡充を図ります。
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事業および取組内容
2017(平成 29)年度末

現況

1-5
ごみ減量に向けた

具体策の提示

・ごみ減量につながる具体策の調

査，研究
実施

・市民からのアイデア募集・紹介 ザ・リサイクルで随時

・モデル事業の実施 ―

1-6
せん定枝チップ化

支援事業の拡大

・チップ化支援事業
540 件

（62,954 ㎏）

・事業拡大に向けた体制構築及び

制度の見直し
―

1-7
水切りネット輪

わ

～

ク事業の拡大

・水切り実証試験の拡大 ―

・減量キャンペーンなどを通じた

水切りネットの利用促進

市内スーパー14 店舗にて水

切りネット 7,750 組を配布

1-8
家庭での生ごみ減

量の推進

・生ごみ処理装置等の購入費助成 100 件

・体験イベントの実施
生ごみ堆肥化講習会

（計 4 日間延べ 35 名）

・広報誌「ザ・リサイクル」等に

よる市民意見等の紹介
実施

・食品ロス対策の推進 フードドライブ 3回実施

広報誌「ザ・リサイクル」 フードドライブの実施
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④ 事業系ごみの減量策の強化

2013（平成 25）年度以降，事業系ごみは増加傾向にあります。事業所が

自らごみの排出抑制に取り組んでいくよう，規模や業態等に応じた指導，普及

啓発等を進めます。

大規模事業者に対しては，条例に基づき事業者が作成する再利用計画書を引

き続き活用し，３Ｒの推進を図ります。

中小事業所に対しては働きかけを強化し，商工会等と連携した情報提供を充

実する等の取組を進めます。また，ペーパーレス化やマイカップの使用推進な

ど，ごみ減量に努力する事業所に対する「調布エコ・オフィス」制度を継続す

るとともに，優良事業者に対しての表彰制度や，ノウハウの普及を図るなど，

効果的な施策を検討・実施します。

事業および取組内容
2017(平成 29)年度末

現況

1-9
再利用計画書の活用に

よる３Ｒの推進

・再利用計画書の提出 81 件

・調査結果の情報周知 ザ・リサイクルで随時

1-10

事業所（公共施設含

む）から出るごみの減

量の推進

・事業所の規模に応じた効果

的な施策の検討
実施

・減量パンフレット等の活用 実施

・公共施設から排出されるご

みの減量化
実施

「調布エコ・オフィス」認定証とエコシール

リサイクル協力店ポスター
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２ 資源化計画

（１）目標

資源化計画 資源化の促進

リデュース（発生抑制），リユース（再使用）の取組とともに，分別排出され

たものについては，できるだけリサイクル（資源化）することが重要です。

資源化計画では，市民・事業者・行政それぞれの役割を担うことで，資源化を

促進することを目標とします。

（２）施策と取組

① 事業者に対する自己処理責任の明確化（事業者による資源化の推進）

事業活動に伴うごみは，事業者が自らの責任で処理することが義務づけられ

ています。大規模事業所に対しては，条例に基づく再利用計画書を活用し，引

き続き自主的な資源化を促していきます。

一方，中小事業所に対しては，商工会等と連携した情報提供を図るとともに，

許可収集業者からの情報や，ふじみ衛生組合クリーンプラザふじみでの搬入物

検査結果などに基づき，分別が徹底されていない中小事業者に対する指導の徹

底を図ります。

また，事業所が集中する駅周辺などエリアを絞った事業系ごみ減量指導等を

検討します。

事業および取組内容
2017(平成 29)年度末

現況

2-1
事業者への排出指

導，資源化の推進

・小規模事業者に対する情報提

供，情報交換，分別指導
実施

・資源化ルートや低コスト化方策

の調査，研究
―

・事業所集団回収の拡大 実施

・公共施設から排出されるごみの

減量，分別の徹底
実施

・駅周辺などエリアを絞った事業

系ごみ削減指導等の検討
―
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② 分別の徹底

家庭から出る古紙，古布，びん・缶等の資源分別を徹底するため，引き続き

組成分析調査による分別遵守状況を把握しつつ，様々な媒体を通じた正しい分

別方法の周知，ルールが守られていないごみへのイエローカードの貼付や指導

を継続します。容器包装プラスチックについては，汚れの落ちないもののみ「可

燃ごみ」とするよう，広報で具体例を示すなどして周知を図ります。

事業系ごみに対しても，事業所への排出指導やクリーンプラザふじみにおけ

る搬入ごみの抜き取り調査の実施，一般廃棄物収集運搬業許可業者への収集指

導等を通じ，適正な分別を徹底します。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

2-2 資源化の促進

・ごみ組成分析 年 2 回

・紙類やプラスチック類の正

しい分別方法の周知
実施

2-3 搬入ごみ抜き取り調査の実施 ・抜き取り調査 年 30 回

～「リサイクル」と「安全」のためにも分別の徹底を～

燃やせないごみ袋に入っていたスプレー缶

スプレー缶やモバイル

バッテリーが原因で，

火災になることも

ごみはなるべく発生しないようにすることが大事です。そして，出てしまったごみは，きち

んと分別されていなければ，リサイクルや適正処理の妨げになります。

例えば，スプレー缶やモバイルバッテリー（リチウムイオン充電池）は引火や発火をしやす

く，収集車両や処理施設での火災の原因になることがたびたびあります。

スプレー缶は有害ごみに，小型充電式電池は電器店や量販店などの回収ボックスに出しまし

ょう。リサイクルできるだけではなく，安全性も確保されます。

きちんと分別しないと

イエローカード！
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③ 資源回収の継続

現在本市が資源物としている古紙・古布・びん・缶・ペットボトル等につい

ては，現行の基準で分別収集を継続します。

2014（平成 26）年 9 月から市内公共施設の回収ボックスにより試行実施

している使用済小型家電の拠点回収は，拠点の拡充などを検討し，引き続き回

収量の維持・拡大を図ります。また，2017（平成 29）年度から開始したイ

ンクカートリッジ拠点回収の試行結果について効果検証を行うなど，引き続き

拠点回収の仕組みの調査・検討を行います。

地域集団回収事業については，地域のコミュニティづくりにも寄与すること

から，今後も継続するとともに，地域住民の高齢化に対応した集団回収方法に

ついて検討します。

また，現在，容器包装リサイクル法や家電リサイクル法等に反映されている

拡大生産者責任については，他自治体との連携により引き続き強化を国等へ要

望していきます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

2-4 拠点回収の仕組みの検討 ・拠点回収の仕組みの調査・検討 実施

2-5 地域集団回収事業の拡大

・地域集団回収事業の拡大
登録団体数

274 団体

・社会状況に応じた集団回収方法

の検討
―

2-6
国などへの働きかけによ

る拡大生産者責任の徹底

・現状の問題点の整理 実施

・働きかけの実施 実施

・対象品の拡大 ―

④ 資源物の持ち去り対策

古紙類を中心とした資源の持ち去りに対しては，2015（平成 27）年度施

行の条例により，パトロールの実施，持去り行為者に対する警告書の交付など，

資源物持ち去り防止対策を進めます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

2-7 資源物の持ち去り対策

・パトロールの強化 実施

・先行事例等の調査，研究 実施

・条例化等に向けた対応 実施
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３ 収集運搬計画

（１）目標

収集運搬計画 適正な収集と運搬の実施・継続

収集運搬計画では，今後の社会経済状況に対応した，適正な収集と運搬を実

施・継続することを目標とします。

（２）施策と取組

① 収集・運搬体制の維持

収集・運搬体制は現状を維持しつつ，ごみ・資源の排出量，質の変化などご

みを取り巻く環境等の変化に対応した収集・運搬体制についても状況に応じて

検討します。

高齢者・障害者への対応として実施しているふれあい収集※については，利

用者の声を取り入れながら，よりよいサービスとして充実を図ります。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

3-1
現在の収集・運搬体制の維

持

・収集・運搬体制の維持 実施

・社会経済状況等の変化に対応

した収集・運搬体制の検討
実施

3-2 ふれあい収集の充実 ・ふれあい収集の充実

家庭ごみ利用世帯

294 世帯

粗大ごみ収集件数

400 件

② ごみ排出に係る管理・指導の強化

ごみ排出ルールについて，今後も広報，啓発を進めるとともに，調布市廃棄

物減量及び再利用促進員（以下，「促進員」という。）や収集運搬業者等と連携

しながら徹底を図ります。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

3-3 排出指導の強化

・ごみ排出方法の指導 1,360 件

・促進員や収集運搬業者，賃貸マン

ションのオーナー等との連携
実施

・広報誌「ザ・リサイクル」等によ

る情報提供
年 3 回発行

※ ふれあい収集

指定された場所にごみを排出できない要介護認定者及び障害者等を対象に，職員が玄関先でごみを収集する

事業です。
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４ 中間処理計画

（１）目標

中間処理計画 長期的かつ安定的な適正処理の確保

中間処理計画では，ふじみ衛生組合及び三鷹市と連携しながら長期的かつ安

定的な適正処理を確保することを目標とします。

（２）施策と取組

① 中間処理システムの維持

今後とも，ふじみ衛生組合における可燃ごみや不燃ごみ，容器包装プラスチ

ック等の処理体制を維持していきます。老朽化が進むリサイクルセンター（不

燃ごみ，容器包装プラスチック等を処理）の更新については，ふじみ衛生組合

及び三鷹市と連携し検討を進めます。

また，ごみ処理にかかる技術革新や社会経済状況の変化に対応していくため，

生ごみ等の有機性資源の循環システムといった中間処理システムについて，国

の政策，他団体の動向等の情報収集を含め，調査・研究を進めます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

4-1
ふじみ衛生組合及び

三鷹市との連携強化

・中間処理システムの維持に向けた

連携
実施

4-2 情報収集の継続

・近隣自治体との連携 実施

・国の施策，他団体の動向等の情報

収集
実施

② 資源化施設の整備

本市の粗大ごみ・古紙・古布・びん・缶の選別や積替等を行うクリーンセン

ター機能を再編，移転し，2019（平成 31）年度に新クリーンセンターとし

て本格稼働することから，学習機能等も含めた拠点施設として恒久的・安定的

な運用を図ります。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

4-3
調布市クリーンセンター

機能の再編，移転

・再編・移転に係る検討 実施

・拠点施設として整備，安定的

な運用
―
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５ 最終処分計画

（１）目標

最終処分計画 最終処分量ゼロの維持

最終処分計画では，ふじみ衛生組合及び焼却灰の資源化を行う東京たま広域

資源循環組合と連携しながら最終処分量ゼロを維持することを目標とします。

（２）施策と取組

① エコセメント化施設の利用

引き続き，東京たま広域資源循環組合におけるエコセメント化事業により資

源化を推進していくとともに，施設周辺住民の負担を少しでも減らすため，よ

り一層のごみ減量に取り組み，焼却灰の発生量自体を減らしていきます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

5-1 焼却灰の資源化（エコセメント化） ・焼却灰の資源化
搬入量

4,080 トン

② リサイクル施設からの処理残渣
ざ ん さ

の資源化

リサイクルセンターで発生するプラスチック残渣については，クリーンプラ

ザふじみにおいてエネルギー回収を行い，引き続き最終処分量ゼロを維持しつ

つ，エネルギー回収による資源の有効活用を図ります。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

5-2

プラスチック残渣の資源

化（エネルギーとして有

効利用）

・クリーンプラザふじみでの資

源化（2013（平成 25）年

度から実施）

実施
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６ 啓発・推進計画

（１）目標

啓発・推進計画 一人ひとりが確実に行動する環境意識の向上と場の提供

啓発・推進計画では，一人ひとりが確実に行動する環境意識の向上と，場の提

供を通じた市民・事業者・行政の連携・協働の推進を目標とします。

（２）施策と取組

① 無関心層等に対する取組の強化

ごみ問題に対する一人ひとりの意識が異なることを踏まえ，様々な機会・媒

体を活用した情報発信の強化を継続します。

ごみへの関心を高めるため，環境フェアやふじみまつりなどの各種イベント

への参加や，市役所ロビーなど日常的に市民が利用する場の活用により，ごみ

に関する情報を発信するとともに，調布エフエム，ケーブルテレビ，ごみアプ

リなど様々な媒体の活用を図ります。

また，大勢の人が集まる大規模イベント等の機会を活かした情報発信も検討

します。

賃貸マンションのオーナー等の協力を得て新たに転入する市民や，外国人に

対して本市のごみの状況や分別方法などを伝えるなど，理解と協力を求め，自

治会や集合住宅の管理組合等へも積極的な啓発活動を行っていきます。

ごみ処理にかかる計画については，広報誌「ザ・リサイクル」や市報，ホー

ムページ，ごみアプリ等の媒体を活用して周知を図ります。

環境フェアでの展示 外国語（英語）版
ごみ出しルール 調布市ごみアプリ
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事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

6-1

様々な機会・媒

体を活用した情

報発信の強化

・情報発信の強化 実施

・他自治体での実施状況の調査，研究 実施

・大規模イベント等の機会を活かした情報

発信
―

6-2
広報誌及びカレ

ンダーの発行

・広報誌「ザ・リサイクル」の発行 実施

・調布市ごみリサイクルカレンダーの全戸

配布
実施

・発行物の内容の更なる充実に向けた調

査，研究
実施

6-3
転入者や外国人

への情報提供

・転入手続き時の啓発 実施

・「外国語版ごみ出しルール」による情報

提供
実施

・賃貸マンションのオーナー等との連携 実施

6-4
ごみ処理に係る

計画の周知

・広報誌「ザ・リサイクル」やホームペー

ジなどによる調布市一般廃棄物処理基本

計画等の周知

実施

「これならできるごみ減量とリサイクル」
小中学生ごみ減量啓発作品展

ポスター作品展入賞者表彰式

エコフェスタちょうふ 体験コーナー エコフェスタちょうふ ごみクイズ大会
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② 環境教育・学習の強化

学校等の協力を得て，家庭系ごみの分別方法やごみ減量・リサイクルに関す

る環境教育の充実を図っていきます。例えば小学校の授業のテーマとして「ご

み減量・リサイクル」を設定するなど，積極的に働きかけていきます。

また，地区協議会等と連携したごみ懇談会・出前講座の推進や，マイバッグ

などのごみ減量啓発品の普及・活用を図ります。

クリーンプラザふじみにおける施設見学会では，ごみの現状や分別の必要性

を効果的に学ぶことができることから，子どものみならず全市民の環境学習の

場として有効に活用していきます。

事業および取組内容 2017(平成 29)年度末現況

6-5
ごみ懇談会・講座の

推進

・ごみ懇談会・講座の開催
４回実施

734 人参加

・出前講座の開催 実施

6-6
ごみ減量啓発作品の

募集と活用

・募集及び作品展示方法の

見直し

応募総数

235 枚

・教育機関との連携 実施

・事業所との連携 実施

6-7
ごみ関連施設の見学

会の実施・支援

・施設見学会の充実
各種団体対象

8 回実施 147 人参加

・市民団体等への周知 実施

・ふじみ衛生組合との連携 実施

③ 的を絞った普及啓発

市民の皆さんのご協力により１人１日当たりの家庭系ごみ総排出量は減少

傾向を続けていますが，食べ残しや消費期限切れ等の食品ロスや水切りされて

いない生ごみ，無駄な包装材など，まだ発生・排出抑制の余地のある品目が残

されており，重点的な啓発を引き続き行っていきます。

また，クリーンセンターの機能移転に伴う 2019（平成 31）年度からの分

別変更，粗大ごみ持込方法の変更などについて，きめ細かな情報発信を行うと

ともに，リサイクル率維持に向けた古紙類，容器包装プラスチック等のさらな

る分別徹底や使用済小型家電等の拠点回収利用促進について，重点的な啓発を

実施します。また，容器包装プラスチック類は汚れが落ちない（リサイクルに

適さない）もののみ「可燃ごみ」に排出するよう周知徹底を図るとともに，石

油由来のプラスチックの使用抑制や代替製品に関する啓発を実施します。

さらに，家庭内での取組だけではなく，外食時に食べ残しをしない（事業系

食品ロスの削減）といった家庭外での取組も重点的に啓発します。
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市民や事業者の行動を促すため，市民から提供されたごみ減量アイデアを市

報等で広く紹介したり，地域のイベント等でリユース食器の利用やフードドラ

イブを実施するなど，ごみ減量・リサイクルを体験できる機会を増やします。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

6-8 重点的な啓発の実施

・ごみ組成分析による啓発品目

の絞込み
年 2 回

・対象品目ごとの啓発の強化 実施

・水切り実証試験の効果の周知 実施

・ごみ減量啓発品の普及・活用 実施

・外食における食品ロス対策の

強化
―

6-9
ごみ減量やリサイクルを

体験できる場の提供

・ごみ減量・リサイクルを体験

できる場の提供
実施

④ 行動の支援策の実施

地域での学習会，商店街への事業所資源回収事業の紹介・支援，ＮＰＯ法人

と連携した講習会の開催等，ごみ減量・リサイクルのための貢献活動に対する

支援策を引き続き検討します。

特に，食品ロスを含む事業系ごみの減量に向けては，「ごみ減量・リサイクル

協力店」，「調布エコ・オフィス」の各制度を活用するほか，商工会等と連携し

た事業系ごみ減量・資源化の普及啓発や，食品ロス削減を進めていきます。

また，ごみ減量・リサイクルのための地域活動を促進するため，地区協議会

に対し，ごみ減量やリサイクルに関する情報提供を図るなどの支援策を検討し

ていきます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

6-10
ごみ減量及びリサイクル

活動の支援の継続

・各種活動の紹介・支援 実施

・事業系ごみ減量・資源化の普

及啓発や食品ロス削減
―

6-11
地域活動の支援策の調

査・検討

・他自治体事例の調査・研究 実施

・活動の支援に向けた仕組みの

検討
―
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⑤ 協働による各種取組の実践

市民・事業者・行政の連携・協働による取組の推進を図るため，促進員等様々

な団体との情報交換や活動等を推進していきます。さらに，現在，自治会や促

進員の方々が自主的に行っているごみ拾いなどの美化活動を推進し，ポイ捨て，

不法投棄などの防止を図ります。

また，地区協議会への情報提供などを通じ，様々な主体が相互に協力して取

組を進めていくための仕組みづくりを引き続き検討します。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

6-12
促進員や審議会等との

連携

・促進員及び審議会等との連携 実施

・交流イベントの開催 実施

6-13
協働の仕組みづくりの

検討
・仕組みづくりの検討 ―

⑥ 情報発信の調査・研究

市民，事業者に分かりやすい情報発信を実現するため，データを視覚化した

り身近なものに例えたりするなどの表現方法や，発信方法等について引き続き

調査・研究を行います。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

6-14
情報発信の調査・

研究

・わかりやすい表現による情報の発信 実施

・新たな発信方法等の調査・研究 実施

促進員によるごみ減量キャンペーン
調布市廃棄物減量及び再利用促進員

ハンドブック
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７ し尿等処理計画

（１）目標

し尿等処理計画 快適な環境の維持

し尿等処理計画では，快適な環境を維持することを目標とします。

（２）施策と取組

① し尿等の確実な処理

本市の下水道普及率はほぼ１００％となっていますが，一部では汲取りや浄

化槽汚泥処理が行われています。今後も下水道未接続者に対して継続して接続

を働きかけるとともに，それまでの間は，法令に従って適正な処理を行います。

生ごみ処理方法の一つであるディスポーザ※については，「調布市ディスポー

ザ排水処理システムに関する要綱」に基づいた設置への指導を継続するととも

に，新技術の開発等に関し，引き続き情報収集及び適切な指導を行います。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

7-1 下水道接続の推進 ・未接続者に対して接続の推進 実施

7-2
し尿等の収集・運搬及び

適正処理

・し尿等の収集・運搬及び適正

処理
実施

7-3
ディスポーザ設置への適

切な指導

・「調布市ディスポーザ排水処

理システムに関する要綱」に

基づいた設置への指導

実施

・最新技術の調査，研究 実施

② 災害時の対応

災害時のし尿の収集・処理方法，体制等については，2014（平成 26）年

３月に策定した調布市災害廃棄物処理マニュアルを策定しました。また，

2017（平成 29）年 6 月に東京都廃棄物処理計画の策定，2018（平成 30）

年 4 月に調布市地域防災計画が修正されています。今後はこれらの計画との整

合性を図り，近年増加している水害への対応を東京都や周辺自治体等関係機関，

事業者との連携・協力のもと，体制整備を進めます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

7-4
災害時におけるし尿処理体

制の整備

・処理体制の整備 実施

・社会経済状況に応じた処理体

制の適宜見直し
実施

※ ディスポーザ

流しの排水口の下に取り付けて使用する台所用生ごみ処理機のことです。
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８ その他重要な事項

（１）一般廃棄物処理基本計画の進捗確認

本計画の個別の取組の進捗確認においては，毎年度 Plan(計画の策定)，Do(実

施)，Check（評価），Action(見直し)のＰＤＣＡサイクルを用い，継続的に点検，

見直し，評価を行います。

また，計画目標の達成状況を把握するため，ごみ処理実績の把握・整理を行う

ほか，定期的にごみの組成や市民・事業者の取組実態を把握し，次期計画見直し

に向けた基礎データとします。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-1
進行管理による一般廃棄

物処理基本計画の推進

・計画の進捗状況の把握 実施

・必要に応じた計画の見直し 実施

（２）収集・処理できない廃棄物への対応

適正処理困難物やパソコンなど，本市で収集・処理しない廃棄物についての処

理方法について，ごみカレンダー，ごみアプリ等で引き続き周知するとともに，

問い合わせに対しては丁寧に分かりやすく対応していきます。また，可燃ごみへ

の水銀含有物の混入を防止するため，分別・出し方等に関する周知の徹底を図り

ます。

また，これらの適正排出，適正処理の情報を得るため，国や都等の関係機関や

専門の処理業者等との情報交換に努めます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-2
処理方法の周知及び

情報収集

・情報提供及び問い合わせへの対

応
実施

・関係機関や処理業者等との情報

交換・調整
実施

・水銀含有物や適正処理困難物等

に関する処理方法の周知及び情

報収集

実施
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（３）不法投棄の撲滅

空き缶・ペットボトル等のポイ捨てや不要家電製品等の不法投棄の撲滅のた

め，適正な処理方法の広報，不法投棄禁止の注意喚起，取締りの強化等に努めま

す。

また，引き続きパトロールの強化や市民・事業者の協力による監視・通報体制

を強化するとともに，警察との連携を強化していきます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-3 不法投棄の撲滅

・パトロールの強化
不法投棄件数

473 件

・市民・事業者の協力による監視・通

報体制の強化
実施

・警察機関との連携強化 実施

（４）ごみ処理コストの削減

ごみ処理コストについては，処理方法の変更など常に見直しを行い，縮減を図

ります。また，市民協働，民間活力の導入も併せて検討します。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-4 ごみ処理コストの削減
・ごみ処理コストの分析 実施

・市民協働，民間活力導入の検討 ―

（５）災害時における廃棄物処理の対応

災害時における廃棄物の収集・処理方法，体制等については，2014（平成 26）

年３月に策定した「調布市災害廃棄物処理マニュアル」に基づく災害廃棄物の処

理体制を維持します。また，2017（平成 29）年 6 月に東京都廃棄物処理計画

の策定，2018（平成 30）年４月に調布市地域防災計画が修正されているため，

今後はこれらの計画との整合性を図り，他地域の事例やこれまでの前例などを

参考にしながら，関係機関・部署と引き続き訓練等により連携を深めていきます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-5
災害時における廃棄物処

理体制の整備

・処理体制の整備 実施

・社会経済状況に応じた処理体

制の適宜見直し
実施
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（６）環境負荷の低減

循環型社会の実現に向けては，発生抑制を最優先とする３Ｒの推進の他，ごみ

の収集運搬等を含めたごみ処理・リサイクルシステム全体の環境負荷を低減す

ることが重要です。そのため，より環境負荷の少ない収集車両等の導入や，市内

のごみ処理施設における環境配慮型設備の導入を引き続き検討します。

また，国際的な問題となっている海洋プラスチックごみ対策については，海洋

ごみ問題への関心度の向上や，買い物時のレジ袋の削減，イベント等におけるリ

ユース食器の推進を市民・事業者に発信するなど，可能な取組について検討しま

す。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-6 環境負荷の低減

・環境負荷が少ない収集車両導入の検討 実施

・ごみ処理施設における環境配慮型設備

の導入の検討
実施

・海洋プラスチックごみ対策の検討 ―

（７）ごみ減量・リサイクルによる成果の可視化

市民・事業者がごみ減量・リサイクルの実践行動による成果を実感することで，

取組意識のさらなる向上を図ります。そのため，資源物の売却益を積み立ててい

る「調布市ふるさとのみどりと環境を守り育てる基金」の活用について，市民に

分かりやすく伝えていくなど，ごみ減量・リサイクルによる成果の可視化に取り

組んでいきます。

事業および取組内容
2017(平成 29)

年度末現況

８-7
ごみ減量・リサイクルに

よる成果の可視化
・仕組みづくり等の検討 実施


