西脇市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画
どんな計画？

（概要）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく計画です。計画期間は、2018（平成 30）年度
から 2029（平成 41）年度までの 12 年間です。

本市の現状と課題は・・・
年間ごみ量と１人１日ごみ排出量（集団回収含む。
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ごみ量全体としては減少しています。１人が１日
に出すごみの量は、減少傾向にありましたが、
2015(平成 27)年度は、わずかに増えています。
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燃えるごみの中には、資源化可能な紙類や未利
用食品も含まれていました。

家庭のごみ
●生ごみの減量・資源化対策の強化
ごみ組成分析の結果、燃えるごみの中には生ごみが約３割あり、生ごみの減量・資源化の取組を強化し
ていくことが課題です。
●ごみ分別精度の向上
燃えるごみの中には資源化可能な紙類などが含まれており、分別精度の向上が必要です。
●情報を分かりやすく伝える
市民アンケートの結果から、ごみ減量・資源化に関する情報を分かりやすく伝えることが必要です。

事業所のごみ
●減量・資源化の一層の強化・支援
事業者の責務としては、ごみを自らの責任で処理することや、ごみの減量・資源化を図ることなどがあ
ります。事業者には自主的にごみ減量・資源化の取組を進めて行くことが求められています。
●資源化率の引き上げ
事業系ごみの減量・資源化の状況を踏まえながら、これらの取組の強化・支援策を検討し、実施してい
くことなどが課題です。
●情報を分かりやすく伝える
事業者アンケートの結果から、ごみ減量・資源化に関する情報を分かりやすく伝えることが必要です。

このままでは・・・
・ごみの減量が鈍く、収集や焼却などに伴うエネルギー消費や CO2 の排
出量などが減らず、環境への負荷を低減できません。
・ごみ減量や３Ｒが進まないと資源の無駄使いになります。

そこで

西脇市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画をつくり、ごみを減らし資源化を進めます。

ともに進める “ごみ減量” と “資源循環”
～ もったいない！ の心を行動へ ～
環境への負荷を減らすためには、限りある資源の消費を抑制し、資源を循環させることが求められ
ています。そして、ごみを適正に処理することは、現在及び将来の市民の良好な生活環境の保全や公
衆衛生の向上には欠かすことができません。そのため、将来的には、燃やすごみや埋め立てるごみを
ゼロに近づける社会づくりにつなげていくことが重要です。
このような中、本市では、
「ともに進める“ごみ減量”と“資源循環”～もったいない！の心を行
動へ～」を基本理念とし、まず２つのＲ（リデュース：発生抑制、リユース：再使用）を、そして３
つ目のＲ（リサイクル：再生利用）と安全・効率的なごみ処理を市民と事業者と行政がともに知恵と
力を出し合い、推進します。そして、本計画を実践していくことで、自然に恵まれた持続可能な“西
脇”を次世代につないでいきます。

基本方針
基本方針１ 「もったいない精神」による発生抑制と再使用の推進
日頃の暮らしや事業活動において、
「もったいない精神」を忘れないことが大切です。燃えるごみに
は、資源である紙類・容器包装プラ、未利用食品等が含まれており、これらをごみにしない発生抑制
に向けた取組を進めます。また、
「ものを大切にする」意識を高め、再使用を推進します。
施策１－１ 生ごみの発生抑制に向けた取組
施策１－２ 「エコショップ認定制度（仮称）」の実施
施策１－３ マイボトル、マイ箸、マイコップの持参
施策１－４ リユースへの取組
施策１－５ 不用品の交換等

基本方針２ 資源循環に向けた分別の徹底による再生利用の推進
燃えるごみや燃やさないごみの中に、資源として利用可能なものが混入しています。分別の徹底を
推進するとともに、資源の更なる再生利用の仕組みづくりを目指します。
施策２－１ 分別の推進
施策２－２ 資源化の推進

基本方針３ ごみ減量・資源化を考え、行動する人づくり
限りある資源を次世代に引き継いでいくため、次世代を担う子どもたちをはじめ、市民・事業者に
向けて３Ｒや、ごみ減量・資源化に関する行動につながる教育・学習活動を継続的に展開します。
施策３－１ 体験型学習の実施
施策３－２ 講座型学習の実施
施策３－３ イベント型啓発事業の開催

基本方針４ ごみ減量・資源化を促す充実した情報の発信
ごみの減量・資源化には、市民・事業者・行政が自らの役割を認識し、高い意識を持って行動する
ことが必要です。そのため、ごみや環境に関心を持ち、日頃から３Ｒを意識して実践できるよう、適
正な処理につながる分かりやすい情報の発信に取り組みます。

施策４－１ 適切な情報発信
施策４－２ 印刷物による情報発信
施策４－３

ＩＣＴ活用による情報発信

基本方針５ みどり園等と進める適正かつ効率的なごみ処理体制の再構築
現ごみ処理施設については、みどり園とともに適正な運用・管理や収集運搬効率の向上に努めます。
また、新ごみ処理施設の計画においては、所管する西脇多可行政事務組合のほか、みどり園や多可町
と連携し、環境負荷の低減や資源化の推進に配慮したシステムづくりを行います。分別区分や収集方
法の見直し時には、スムーズに移行できるよう適正な処理体制を整えます。

施策５－１ 収集効率の向上と環境負荷の低減
施策５－２ 中間処理施設の適正な管理運用
施策５－３ 最終処分場の適正な管理運用
施策５－４ ごみの不法投棄防止・ポイ捨て防止
施策５－５ 災害廃棄物対策
施策５－６ 新ごみ処理施設の整備
目標
[

]内は平成 27 年度比

基準年度
（平成 27 年度）

中間目標年度
（平成 35 年度）

目標年度
（平成 41 年度）

１人１日当たりごみ排出量
（集団回収除く。）

696g/人日

679g/人日[2.4％減]

655g/人日[5.9％減]

関連目標１-１

１人１日当たりごみ排出量
（集団回収含む。）

784g/人日

755g/人日[3.7％減]

742g/人日[5.4％減]

関連目標１-２

１人１日当たり生活系ごみ
排出量（集団回収除く。）

478g/人日

469g/人日[1.9％減]

459g/人日[4.0％減]

関連目標１-３

１人１日当たり事業系ごみ
排出量

218g/人日

210g/人日[3.7％減]

196g/人日[10.1％減]

資源化率

19.7％

19.7％[増減なし]

50％[30.3 ポイント増]

リサイクル率

17.6％

17.5％
[0.1 ポイント減]

27％[9.4 ポイント増]

項
重点目標１

重点目標２
関連目標２-１

目

重点目標３

１人１日当たり燃やすごみ量

628g/人日

605g/人日[3.7％減]

542g/人日[13.7％減]

重点目標４

最終処分量

1,204t/年

1,089t/年[9.6％減]

686t/年[43.0％減]

それぞれができることに取り組もう！－施策の内容から－
日頃の取組や心がけでごみの量は減らすことができます。

市民は
事業者は
台所ごみの水きり

食材の使いきり

食べきり

冷蔵庫内のチェック

紙ごみ（機密書類含む）

「エコレストラン等認証

の資源化システムの確立

制度」（仮称）の実施

フリーマーケット、リユ
ースショップの利用

レジ袋削減協力店の拡大・
「エ
イベントや日常生活での
マイボトル等の持参

コショップ認定制度（仮称）
」

事業所ごみ減量指導制
度(仮称)の実施

の実施

行政は
段ボールコンポスト
の普及促進

飲食店での「小盛りメニュー」「高齢
者用メニュー」等「食べきりサイズ」
の実施の呼びかけ

買いすぎない、
作りすぎない

スマートフォンに対
応したごみ分別等ア
プリ導入の検討
市ホームページに「も
ったいないサイト（仮

「3010 運動」の展開

称）
」の開設

「資源ごみ集団回収の手引き」の発行
と説明会の開催

3010 運動とは？
宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで
＜乾杯後 30 分間＞は席を立たずに料理を楽しみまし
ょう、＜お開き 10 分前＞になったら、自分の席に戻
って、再度料理を楽しみましょうと呼びかけて、食べ
残しを削減するものです。

