
４．ごみ・資源物の流れ

燃やすごみ 集積所（週3回） 収集（委託） 焼却施設 焼却残渣

燃やさないごみ 集積所（月2回） 収集（委託） 破砕可燃物

破砕不燃物

粗大ごみ 戸別収集（週2回）（直営）

（廃家電含む。） ※廃家電は，直接リサイクル業者へ搬送
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龍ケ崎地方塵芥処理組合（くりーんプラザ・龍）



５．ごみの排出抑制・資源化計画

施策

番号 施　　　　　　　策 施策の内容・方向

◆ごみ発生・排出抑制に向けた指導･啓発活動 （１）市民による発生・排出抑制 ☆りゅうほーや市公式ホームページなどを活用し，ごみの減量やリサイクルに関する情報を

　１）啓発事業の推進 　提供します。また，引き続きフェイスブック・ツイッターでの情報発信を行います。

　２）市民協働の推進 ・環境月間（６月），４Ｒ推進月間（１０月）及び環境フェアにおいてごみ・リサイク

　ルに関するパネルの展示を行い，意識の向上を図ります。

・ごみ減量キャンペーンや出前講座においてごみ減量の重要性やリサイクルの状況

　などを説明しながら，市民との協働による取り組みを推進します。

・ごみ・リサイクルへの関心を高めるため，環境フェアやごみ・リサイクル施設見学会

　を開催します。

・小中学生向けの環境学習の機会（こども環境教室等）を提供します。

・小中学生の施設見学を支援します。（くりーんプラザ龍ほか）

・ごみ減らし隊と連携しながら，地域でのごみの分別の徹底，適正な排出を促進します。

☆増加する外国人へ対応するため，ごみの出し方チラシの内容を充実させ，正しいごみの

出し方を周知します。（5か国語のチラシの配布）

☆未作成の外国語について追加作成を検討します。

☆家庭における食品ロス削減の周知・啓発に努めます。

（２）事業者による発生･排出抑制 ・環境にやさしい事業活動に取り組む店舗や事業所を「エコショップ」「エコオフィ

　１）認定制度の拡大 　ス」に認定し，その取り組みをりゅうほーや市公式ホームページで紹介します。

　２）減量計画書による指導強化 ☆りゅうほーやホームページによる周知やチラシのポスティングなど行うことにより，事

　３）民間処理システムの支援と適正負担 業者に対し適正排出を促します。

　４）情報提供の推進 ☆不適正な排出を行う事業者に対する指導を徹底します。

・農業系ごみの集積所への排出に対し指導，啓発を行い適正な廃棄を図ります。

☆飲食店等に対する食品ロス削減の取り組みを進めます。

◆誘導策の検討･導入 （１）家庭系ごみ有料化の検討 ・先進事例の制度運用及び効果などの調査・研究等を通じて，ごみ有料化制度の理解を深

めます。

（２）その他の誘導策の検討 ・環境フェアなどのイベントやキャンペーンを通して，マイバック持参を広く呼びかけ

　１）マイバック持参運動・レジ袋削減推進 　ます。

・レジ袋削減による資源の節約･有効利用などの周知に努めながら，市内の店舗へのレジ

　袋無料配布中止の協力を呼びかけます。

・粗大ごみ等のリユースを行います。

◆環境物品への転換 （１）行政によるグリーン購入等の促進 ・リサイクル事務用品の使用を積極的に推進します。
（２）リユース容器の活用 ・市が主催・共催・後援し，飲食を伴うイベントにおいて，マイはし・マイカップの持

　参をはじめ，リユース容器の使用を推奨してまいります。

・資源物の分別の徹底を図るため，イベント開催時に分別用コンテナの貸し出しを行い

　ます。

◆国・県等への要請 ・拡大生産者責任への認識の向上，さらにはその取組の徹底に向けて，県政への要望な

　どを通じて働きかけを行います。

・商工会などを通じて，事業者への拡大生産者責任の遂行に向けた周知を行います。

☆は重点取組事項

－1-4

　市民・事業者との協働を基本に，効果的なごみの発生・排出抑制に向
けた啓発活動を行います。

　ごみ排出抑制のために取り組むことのできる誘導策を検討，実施しま
す。

-６-

ごみ処理基本計画の位置づけ
平成31月年度の取り組み（案）

第1節　排出抑制計画

1-1

1-２

1-3

　製造・流通事業者への拡大生産者責任の働きかけによる費用負担のあ
り方，自主回収の促進，商品の販売時における簡易包装化，リサイクル
しやすい製品の開発等について国や県，その他業界団体への働きかけを
行います。



施策

番号 施　　　　　　　策 施策の内容・方向

ごみ処理基本計画の位置づけ
平成31月年度の取り組み（案）

◆行政による資源化の推進 （１）資源化品目の検証 ・小型家電リサイクルの回収を市本庁舎・西部・東部各出張所・たつのこアリーナの４施設

　に加えて民間事業所２箇所で土曜日曜の営業時間内で回収して参ります。

・引き続き小型家電の１６品目の回収を行います。

・引き続きパソコンの無料回収を行います。

（２）新たな資源化システムの検討 ・小型家電・パソコンの１７品目以外に新たに加えられるものを調査してまいります。

　１）廃食用油資源化の検討 ・引き続き，廃食用油と剪定枝木くずの資源化を実施します。

　２）剪定枝等資源化の検討 ・量販店などの事業所とのリサイクルの協力の検討を図ります。

　３）その他の資源化の検討

◆家庭における資源化の推進 （１）分別の徹底 ・ごみ・資源物の出し方に関するチラシを作成・配布します。

☆りゅうほーや市公式ホームページ等を通じて呼びかけます。

・ごみ減量キャンペーンやごみ減らし隊研修会などで周知を図ります。

☆ごみ集積所・資源物回収ステーションを巡回し，分別指導を行います。

・サンデーリサイクルを定期的に実施します。

☆雑がみのリサイクルを推進します。

（２）資源回収事業への支援 ・集団回収や地区のリサイクル事業に対して助成金を交付します。

・手引きやりゅうほーなどを活用して集団回収活動を促進します。

（３）生ごみ堆肥化等の推進 ☆生ごみ処理容器等購入補助金の制度を活用し，生ごみの自家処理を促進します。

☆生ごみ処理容器の普及のため，りゅうほーや市公式ホームページ等を通じて情報提供
を行います。

・生ごみの減量･資源化に向けた取り組みについて，先進事例などを参考に検討します。

◆事業者による資源化の促進 （１）事業系ごみの排出指導の強化 ☆事業所などへのチラシの配布により事業系ごみの適正な処理についての啓発に努めます。

・早朝のごみ集積所巡回やごみ減らし隊からの通報などにより，事業系ごみの不適正排

　出の把握に努めるとともに，当該事業者に対しての指導を行います。

☆龍ケ崎地方塵芥処理組合と連携しながら，一般廃棄物収集運搬許可業者の抜き打ち調

　査を実施し，適切な事業系一般廃棄物の収集運搬についての指導を行います。

（２）事業系ごみのリサイクル体制の整備･ ☆食品ロスを削減し，資源化を進めるため，事業所の食品リサイクルの支援を引き続き

　　　支援 行います。

◆効率的で環境に配慮した収集運搬体制の確立 （１）収集運搬業務の効率化 ・収集運搬に係るコストの削減及びごみ排出抑制を目的に，燃やすごみの収集回数等の見

　直しに向けた検討を引き続き行います。

・家電リサイクル法の義務外品の回収を行います。

（２）収集車両による環境負荷の低減化 ・収集車両に低排出ガス・低燃費のクリーンディーゼル車を使用し，環境負荷を低減します。

◆排出モラルの向上 - ・転入者に対して，ごみの出し方のパンプレットを配布し，分別のルールを周知します。

・共同住宅の管理者・居住者に対して，ごみの出し方のパンプレットを配布し，

　分別のルールを周知します。

・ごみ減らし隊と連携し，早朝のごみ集積所と資源物回収ステーションを巡回し，ごみ

　の出し方や資源物の分別方法などについて指導・助言を行います。

・不適正排出の多い地域や集合住宅について，地域の代表者や管理者等と連携しながら

　改善に努めます。

・違反ごみシールの貼付を徹底するとともに，違反ごみ排出者の調査，指導を行います。

◆高齢化社会への対応 - ・福祉部門と連携しながら，高齢者及び障がい者世帯の実情に合わせたごみ･資源物の収

　集に努めます。

☆高齢化社会に対応するため，必要な方に情報が伝わるよう高齢福祉課等と

　連携し，おはようＳＵＮの制度の周知を図ります。

☆は重点取組事項

　環境負荷を考慮したうえで，分別･収集･処理システムを構築し，組合
と協力し資源化を推進します。

3-2

2-2

2-3

第3節　収集運搬計画

3-3

第2節　資源化計画

　排出モラルの向上を図るため，違反ごみ出しに対する分別指導の強化
を図ります。

安定した収集業務に配慮しながら，収集運搬体制の効率化を図ります。

　高齢化社会が進むにつれて，ごみ集積所や資源物回収ステーションの
ごみ出しに困難が生じることが予想されます。現在実施している高齢者
や障がい者等に対するごみ･資源物の訪問収集事業（おはようSUN訪問
収集)を継続します。

3-1

2-1

　資源化が十分ではない事業系ごみの資源化を促進するため，右記の施
策を実施します。

-７-

　各家庭における資源化を促進するため，右記の取組を推進します。



施策

番号 施　　　　　　　策 施策の内容・方向

ごみ処理基本計画の位置づけ
平成31月年度の取り組み（案）

◆適正な中間処理の実施 （１）焼却処理施設 ・龍ケ崎地方塵芥処理組合と構成市町による連絡協議会に出席し，適正な維持管理費等

　に向けた協議を行います。

（２）リサイクル施設

◆維持管理の効率化の検討

◆環境配慮と情報公開 ・地元板橋地区住民をはじめ，市民に排ガス測定結果などをりゅうほーなどでお知らせ

　します。

◆新たなごみ処理技術の対応 ・龍ケ崎地方塵芥処理組合の構成市として効果的，効率的な運営が図られるよう今後も

　協議を行います。

　

◆最終処分量の削減 ・ごみの排出抑制やリサイクルの推進等により最終処分量の減量を図り，

　延命化に努めます。

・リサイクルの推進，生ごみ処理容器等購入補助金の制度を活用しながら最終処分量の

　削減に努めます。

・放射性物質を含む焼却灰については，国の基準のもとに，周辺環境に配慮した適正な

◆最終処分場の適正管理 　対応を龍ケ崎地方塵芥処理組合と協議しながら行います。

◆環境配慮と適切な情報公開 ・地元板橋地区住民をはじめ，市民に排ガス測定結果などをりゅうほーなどでお知らせ

　します。

☆は重点取組事項

　埋立に際しては周辺環境に十分配慮し，施設の適正な維持管理を行い
ます。

4-4

-

5-2

-

　「くりーんプラザ･龍」における安定処理を維持するため，利根町，
河内町と調整を図りながら，組合の計画的な管理運営を進めます。

　ごみの処理等に関して市民から多様な要望を受ける一方，これまで以
上に経費節減が必要となっています。施設維持管理費の削減や施設運営
の効率化について，適切な方法を検討します。

　環境基準の遵守やダイオキシン類対策等，環境対策には万全の配慮を
期していますが，今後も継続してモニタリングを実施して安全性を確認
します。環境情報については，情報公開を行います。

第4節　中間処理計画

4-1

4-3

-

-８-

　現在，ごみの処理・処分に対して，再生利用や環境に負荷をかけない
適正な処理を重視した新たな技術開発が進められています。それらの新
たなごみ処理に係わる技術開発について，情報の収集と調査・研究を進
めます。

　ごみの排出抑制やリサイクルの推進，中間処理段階における減量化・
減容化によって，最終処分量の減量を図り，最終処分場の延命化に努め
ます。

　また，旧最終処分場については，今後も引き続き適正に管理します。
さらに，安全性，経済性，周辺環境との調和や周辺住民の要望等を総合
的に勘案し，跡地利用方法を検討します。

第5節　最終処分計画

5-3

-

4-2

-

　安全性を確認するため，今後も継続して地下水等のモニタリングを実
施し，測定結果については，適切に情報公開を行います。

5-1

-


