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宝塚市一般廃棄物処理基本計画宝塚市一般廃棄物処理基本計画宝塚市一般廃棄物処理基本計画宝塚市一般廃棄物処理基本計画（（（（改訂版改訂版改訂版改訂版））））のあらましのあらましのあらましのあらまし    

「「「「環境環境環境環境のののの負荷負荷負荷負荷がががが少少少少ないないないない循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築」」」」    

～～～～    めざそうめざそうめざそうめざそう    世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるごみれるごみれるごみれるごみゼロゼロゼロゼロ都市都市都市都市    宝塚宝塚宝塚宝塚    ～～～～     宝塚市では、平成 20 年(2008 年)３月に「宝塚市一般廃棄物処理基本計画」を改定し、宝塚市におけるごみ処理に関する方向性を示してきました。一般廃棄物処理基本計画は、ごみの発生抑制、減量化、資源化などの取組を計画的に進めるための方向性や、市の取組だけにとどまらず、市民や事業者が取り組むべき基本方向を示すもので、①ごみの減量化目標と資源化目標の設定、②減量化・資源化計画、③適正処理計画、④災害時処理計画などを定めています。 計画改定から５年が経過し、社会情勢等を踏まえてこのたび改訂を行い、平成 25 年度(2013 年度)から平成 34 年度(2022 年度)までの 10 カ年の計画について、とりまとめました。 
１１１１    ごみごみごみごみ処理処理処理処理のののの状況状況状況状況    平成 23 年度の処理・処分量、資源化量は次のとおりです。ごみ排出量は平成 18 年度から減少傾向を示し、平成 23 年度には 69,564t となっています。集団回収を含む資源化率は平成 19 年度の 31.0％をピークに 30％前後で横ばいです。 焼却処理施設 焼却残渣焼却処理 8,392t55,042t 8,458t66t69,564t 粗大ごみ処理施設ペットボトル処理施設等 7,559t12,895t 資源化一般持込 緑のリサイクルセンター 6,898t6,898t 23,213t集団回収 8,756t資源化率資源化率資源化率資源化率＝＝＝＝23232323,,,,213 213 213 213 ÷ ÷ ÷ ÷ （（（（69696969,,,,564564564564＋＋＋＋8888,,,,756756756756))))××××100100100100＝＝＝＝29292929....6666％％％％

埋立処分事業系収集ごみ家庭系収集ごみ
 

２２２２    計画計画計画計画のののの基本方向基本方向基本方向基本方向    本計画は、計画の基本方向として、次の 4 点を定めています。 
(1)(1)(1)(1)３３３３RRRR のののの推進推進推進推進    環境への負荷が少ない循環型社会の構築に向けて、市民・事業者・行政が連携し、燃やすごみをつくらないことを基本に、リデュースリデュースリデュースリデュース（ごみになるものを減らす）、リユースリユースリユースリユース（ごみにせず繰り返し使う）、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル（ごみを資源として再生利用する）の３つのＲに取り組みます。 ((((２２２２))))「「「「燃燃燃燃やすごみやすごみやすごみやすごみ    ゼロゼロゼロゼロ社会社会社会社会」」」」をををを推進推進推進推進    循環型社会の究極的目標は、すべてのごみを焼却しないで資源化を図ることです。１０年の計画期間中に達成することは現実的には困難ですが、最終目標としては「「「「燃燃燃燃やすごみやすごみやすごみやすごみゼロゼロゼロゼロ」」」」を掲げます。 (3)(3)(3)(3)適正処理適正処理適正処理適正処理のののの確保確保確保確保    ごみの減量化・資源化を推進するとともに、引き続きクリーンセンターにおける適正処理を実施します。 (4)(4)(4)(4)災害時対策災害時対策災害時対策災害時対策のののの推進推進推進推進    災害時における市民生活を取り戻すため、災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物災害廃棄物のののの適正処理対策適正処理対策適正処理対策適正処理対策を推進します。 

３３３３    計画目標年次計画目標年次計画目標年次計画目標年次    本計画は、平成 25 年度(2013 年度)から平成 34 年度(2022 年度)までの10 年間とします。  平成 25 年度 初年度 平成 29 年度 中間目標年度 平成 34 年度 計画目標年度 
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事業系ごみ22,178 t 事業系ごみ21,299 t 事業系ごみ20,245 t 事業系ごみ21,473 t
家庭系ごみ46,145 t家庭系ごみ45,540 t家庭系ごみ46,755 t家庭系ごみ47,385 t 集団回収7,812 t集団回収7,812 t集団回収8,131 t集団回収8,756 t

75,430 t73,597 t76,185 t78,320 t29.6 ％ 31.2 ％ 28.5 ％32.9 ％

30,000 t40,000 t50,000 t60,000 t70,000 t80,000 t90,000 t100,000 t

10 ％15 ％20 ％25 ％30 ％35 ％家庭系ごみ 集団回収 事業系ごみ 資源化率目標を達成した場合 現状のまま推移した場合実績

0 t 実績H23年度 計画H29年度 計画H34年度 予測H34年度 0 ％

現状のままごみ量が推移したときにかかる経費と目標を達成したときにかかる経費を試算して比較すると、目標を達成したときの方が約約約約13131313億円億円億円億円も削減されます。 ①処理費（平成 2５年度(2013 年度)～平成 34 年度(2022 年度)の累計）  ◇現状のままごみ量が推移した場合：約 107 億円  ◆目標を達成した場合      ：約 103 億円 ②新ごみ処理施設の建設費 ◇現状のままごみ量が推移した場合 施設規模 200ｔ/日   建設費：約 110 億円  ◆目標を達成した場合   施設規模 183ｔ/日   建設費：約 101 億円 ③ 目標を達成した場合の削減額  ◇１０年間の処理費の削減額   ：約４億円…ア  ◆建設費の削減額        ：約９億円…イ 削減額合計 ア＋イ＝約 13 億円   注）現状の処理費をもとに試算したものです。 

４４４４    ごみごみごみごみ減量化減量化減量化減量化・・・・資源化目標値資源化目標値資源化目標値資源化目標値のののの設定設定設定設定    年度 区分 基準年度 H23 実績 中間目標年度  H29 目標値 目標年度 H34 目標値 571.8  g/人・日 555.5 g/人・日 541.8 g/人・日 家庭系ごみ 排出量原単位  3％削減 5％削減 267.6  g/人・日 253.1 g/人・日 240.9 g/人・日 【減量化目標】 事業系ごみ 排出量原単位  5％削減 10％削減 29.6 ％ 31.2 ％ 32.9 ％ 【資源化目標】 資源化率  1.6 ％ 3.3 ％ 55,042 t 52,354 t 49,318 t （664.2 g/人・日） （622.0 g/人・日） （586.8 g/人・日） 【適正処理の目標】 焼却処理量  5％減量 10％減量 ※ 削減率及び増加ポイントは、基準年度を基準に算出  

                             

資源化率を 32.932.932.932.9％％％％以上以上以上以上に 事業系ごみの 10101010％％％％削減削減削減削減 家庭系ごみの ５５５５％％％％削減削減削減削減    

13 億円も節約できるんだ。みんなでごみを減らしましょう！ 

ごみを減らすとどれくらい経費が安くなるのかしら？ 
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５５５５    ごみごみごみごみ処理基本計画処理基本計画処理基本計画処理基本計画     
（（（（1111））））    減量化減量化減量化減量化・・・・資源化計画資源化計画資源化計画資源化計画 ア 循環型社会形成に向けて、ごみ減量化・資源化を促進していくためには、市民・事業者・行政が連携し、パートナーシップをもって行動していくことが必要です。 イ 市民１人ひとりが、日頃から環境問題やごみ問題に関心を持ち、ごみの出ない暮らしを実践し、出たごみはできる限りリサイクルし、環境への負荷が少ないライフスタイルを自然に心がけるようになることです。 そのためには、環境問題やごみ問題に関して＜知る＞＜考える＞＜学習する＞きっかけとなる情報発信、機会や場の提供を積極的に行っていきます。 ウ リデュース（ごみになるものを減らす）、リユース（ごみにせず繰り返し使う）、リサイクル（ごみを資源として再生利用する）の３つのＲで、「燃やすごみゼロ」に取り組みます。 

1 1 1 1 市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・行政行政行政行政の   の   の   の   パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップづくりづくりづくりづくり1111 廃棄物減量等推進員制度の充実、活用● 廃棄物減量等推進員の増員● 廃棄物減量等推進員の研修2222 出前講座等の活用● 出前講座等の活用2 2 2 2 循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成循環型社会形成にににに向向向向けたけたけたけた人人人人づくりづくりづくりづくり3333 意識啓発のための情報発信● 市民向けパンフレ.ットやホームページを利用した意識啓発、情報発信● 3Ｒに関する情報共有を促進するためのツールの研究、ネットワークづくり4444 啓発活動、環境学習の充実● 施設見学時における環境教育、環境学習の推進● 粗大ごみリサイクル品販売会等の市民参加型のイベントの開催● ごみ減量化・資源化啓発センターの充実● 上手なコンポストづくりや堆肥の使い方に対する情報提供3 3 3 3 家庭家庭家庭家庭・・・・事業所事業所事業所事業所でのごみでのごみでのごみでのごみ減量化減量化減量化減量化・・・・資源化資源化資源化資源化のののの促進促進促進促進5555 家庭における３Ｒへの取り組みの推進● 分別の徹底の啓発● 再生資源集団回収の拡充● 生ごみ堆肥化容器等の有償斡旋● 買い物袋持参運動の推進● 店頭回収への働きかけ● 市民のリサイクル活動への支援● ごみ処理における的確な現状把握6666 事業所における３Ｒへの取り組みの推進● 3Ｒの啓発● 書類、紙類の資源化の呼びかけ● 過剰包装の抑制（スリムリサイクルの店の拡充）● ごみ減量化・資源化啓発資料の配布● 多量排出事業者への指導● 公共施設のごみ減量化・資源化の促進● 各種リサイクル法の周知7777 事業系ごみの分別の徹底● 事業所の現状の把握● 減量化・資源化及び分別の徹底と啓発● 減量化・資源化へのインセンティブの検討8888 処理手数料の見直しの調査研究● ごみの有料化の調査研究● 処理手数料の見直しの検討9999 先進都市の取り組みの調査研究10101010 国、製造・流通事業者等への要請

施策施策施策施策
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（（（（2222））））    適正適正適正適正処理計画処理計画処理計画処理計画 循環型社会形成に向けて、今後さらに、ごみの減量化・資源化を促進する収集・処理体制づくりを行っていきます。 

 

１ １ １ １ 収集収集収集収集・・・・運搬計画運搬計画運搬計画運搬計画11111111 安定、確実な収集の実施● 収集の平準化、効率化の研究● 分別収集の品目及び回数の検討12121212 福祉収集（きずな収集）の充実13131313 分別排出の徹底● 雑紙の分別に対するＰＲの推進２ ２ ２ ２ 中間処理計画中間処理計画中間処理計画中間処理計画14141414 適正処理の推進15151515 現施設の計画的な改修、補修の実施16161616 新ごみ処理施設の整備促進３ ３ ３ ３ 最終処分計画最終処分計画最終処分計画最終処分計画17171717 最終処分場の広域的・安定的確保● フェニックス計画への参画継続● 燃やすごみ量の減量化促進４ ４ ４ ４ 適正処理困難物適正処理困難物適正処理困難物適正処理困難物、、、、有害廃棄物等対策計画有害廃棄物等対策計画有害廃棄物等対策計画有害廃棄物等対策計画18181818 適正処理困難物、有害廃棄物等の適正管理・処理● 適正処理の啓発● 適正処理困難物、危険物等の処理ルートの研究19191919 環境美化の推進、不法投棄の防止● 宝塚を美しくする市民運動の推進● 自治会、マンション等の管理組合、会社やボランティア等による美化運動への支援● 不法投棄場所への監視カメラ、看板の設置● 住民団体との連携による不法投棄防止活動の促進

施策施策施策施策

  
（（（（3333））））    災害時処理計画災害時処理計画災害時処理計画災害時処理計画 地震や水害等に伴うがれきや避難所からのごみ・し尿を迅速かつ適正に処理し、生活基盤の早期回復と生活環境の改善に万全を図っていきます。   

６６６６    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にににに向向向向けてけてけてけて    この基本計画を推進するため、市民、事業者、行政がごみの減量化・資源化に対する役割分担を認識し、協働して取り組みます。       

宝塚市一般廃棄物処理基本計画宝塚市一般廃棄物処理基本計画宝塚市一般廃棄物処理基本計画宝塚市一般廃棄物処理基本計画（（（（改訂版改訂版改訂版改訂版））））のあらましのあらましのあらましのあらまし    編集・発行 宝塚市 環境部 クリーンセンター管理課 〒665-0827 兵庫県宝塚市小浜 1-2-15 ＴＥＬ：0797-87-4844 

 市民市民市民市民    

事業者事業者事業者事業者    行政行政行政行政    
市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者がががが    連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみ    市民市民市民市民・・・・行政行政行政行政がががが    連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみ    

事業者事業者事業者事業者・・・・行政行政行政行政がががが    連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみ    

市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・行政行政行政行政のののの    協働協働協働協働によるによるによるによる３３３３ＲＲＲＲのののの推進推進推進推進    

●●●●環境問題環境問題環境問題環境問題、、、、ごみごみごみごみ問題問題問題問題にににに関関関関するするするする認識認識認識認識のののの向上向上向上向上    ●●●●ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルのののの見直見直見直見直しししし    資源の消費に伴う環境負荷を認識し、商品の選択、購入、消費などの行動を通して、大量消費型から環境にやさしいライフスタイルに切り替えていく。  

●●●●資源循環資源循環資源循環資源循環をををを意識意識意識意識したしたしたした事業事業事業事業展開展開展開展開    ●●●●排出者責任排出者責任排出者責任排出者責任のののの自覚自覚自覚自覚    資源の循環利用とごみの適正処理を行い、地域社会全体のごみの発生抑制を推進する。 商品の製造及び販売などに伴う環境負荷、ごみの発生量を軽減する。 
●●●●参加参加参加参加しやすいごみしやすいごみしやすいごみしやすいごみ減量減量減量減量・・・・３３３３ＲＲＲＲのののの仕組仕組仕組仕組みづくりみづくりみづくりみづくり    ●●●●適正処理適正処理適正処理適正処理・・・・処分処分処分処分    継続的発展を目指した循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化・資源化に重点を置いた取り組みを推進する。 ごみの適正な処理・処分の継続・発展に努める。 市民・事業者との対話、市民、行政間の対話の場つくりをする。 


