
様式第 9 

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 
 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

所沢市 所沢市 平成 24年度～平成 28年度 平成 24年度～平成 28年度 

 

１ 目標達成状況 
（ごみ処理） 

指     標 現状（割合※１） 

（平成 22年度）        

目標（割合※１） 

（平成 29年度）   A  

実績（割合※1） 

（平成 29年度）   B  

実績 B/目

標 A ※2 

排出量 事業系 

 

家庭系 

 

総排出量 

1事業所当たりの排出量 

総排出量 

1人当たりの排出量 

20,976t      

2,236kg/事業所 

77,958t      

181kg/人  

 

 

 

 

20,766t      

2,214kg/事業所 

76,193t      

177kg/人  

(-1.0%) 

(-1.0%) 

(-2.3%) 

(-2.2%) 

17,875t      

1,779kg/事業所 

73,297t      

171kg/人  

(-14.8%) 

(-20.4%) 

( -6.0%) 

( -5.5%) 

1,480.0% 

2,040.0% 

260.9% 

250.0% 

合 計 事業系家庭系排出量合計 98,934t       96,959t      (-2.0%) 91,172t      ( -7.8%) 390.0% 

総排出量 排出量と資源回収量の合計 110,204t       109,772t      (-0.4%) 102,090t      ( -7.4%) 1,850.0% 

再生利用量 直接資源化量 

総資源化量 

4,871t      

27,327t      

( 4.9%) 

(24.8%) 

4,984t      

28,848t      

( 5.1%) 

(26.3%) 

4,113t      

29,474t      

(  4.5%) 

( 28.9%) 

－200.0% 

273.3% 

熱回収量 熱回収量(年間の発電電力量) 16,471MWh     17,368MWh     17,099MWh     ― 

減量化量 中間処理による減量化量 72,474t      (73.3%) 73,644t      (76.0%) 69,252t      ( 76.0%) 100.0% 

最終処分量 埋立最終処分量 10,403t      (10.5%) 7,280t      ( 7.5%) 3,364t      (  3.7%) 226.7% 

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載 
※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。 再生利用量・最終処分量については（実績の割合－現状の割合）/（目標の割合－現状の割合）を記載 

 
（生活排水処理） 

指     標 現  状 

（平成 22年度）       

目  標 

（平成 29年度）   A 

実  績 

（平成 29年度）   B 

実績 B/目

標 A ※3 

総人口 342,214  331,300  343,993  ― 

公共下水道 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

309,865 

90.5% 

 

 

305,903 

92.3% 

 

 

317,354 

92.3% 

 

 

103.7% 

100.0% 

集落排水施設等 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

0 

0.0% 

 

 

0 

0.0% 

 

 

0 

0.0% 

 

 

% 

% 

合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

9,538 

2.8% 

 

 

9,946 

3.0% 

 

 

8,584 

2.5% 

 

 

86.3% 

-150.0% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 22,811  15,451  17,500  113.3% 

※3 （実績の割合－現状の割合）/（目標の割合－現状の割合）を記載 



  
２ 各施策の実施状況 

施策種別 事業 

番号 

施策の名称等 実施主体 施策の概要 事業実施期間 

（事業計画期間） 

施策の実施 

発生抑制、

再生使用の

推進に関す

るもの 

11 

市民への意識啓発 

所沢市 

環境教育学習施設等を活用し意識啓発を促して

いく。 H24～H28 

（H24～H28） 

リサイクルふれあい館において、ご

み減量や資源化に関する講習会のほ

か、おもちゃの病院や傘修理、もっ

たいない市を開催した。 

12 

減量活動の支援 

所沢市 

地域住民の減量活動等の促進と支援を行ってい

く。 H24～H28 

（H24～H28） 

平成 3年度から集団資源回収事業報

奨金交付制度を実施しており、平成

28年 4月には報償金単価引き上げを

行った。 

13 

生ごみ減量化・資源化の推

進と支援 

所沢市 

奨励金制度や啓発活動等の実施により減量を図

る。 
H24～H28 

（H24～H28） 

生ごみ処理機器の購入に対する奨励

金について、平成 28年度に交付割合

を 1/2→2/3、上限額を 1万円→2万

円に拡大し、生ごみ減量の推進を図

った。 

14 

再使用・再利用 

所沢市 

体験講習会等の実施により、排出抑制に努める。 

H24～H28 

（H24～H28） 

古布や牛乳パックで実用品を作成す

る講習会や３Ｒに関する体験講座を

開催し、資源物の再使用、再利用に

関する啓発を行った。 

15 

環境教育・環境学習の充実 

所沢市 

教材の作成など、教育・学習の機会を提供してい

く。 H24～H28 

（H24～H28） 

小学 4年生向けの小冊子「わたした

ちのくらしのごみ」を毎年度見直し

のうえ作成し、ごみに対する学習の

機会の提供に努めた。 

16 

情報の共有化 

所沢市 

ホームページ等で要望受付けを行うなど情報共

有に努める。 H24～H28 

（H24～H28） 

各種情報のホームページ公開のほ

か、スマートフォン専用ごみ分別ア

プリ「わけトコっ！」配信により市

民の利便性にも配慮した。 

17 

ごみ処理費用の有料化 

所沢市 

ごみ処理費用の有料化の方策を検討していく。 

H24～H28 

（H24～H28） 

平成 24年、26年、27年に廃棄物減

量等推進審議会を開催する等して、

方策の検討を行っている。 

 



 
 

施策種別 事業 

番号 

施策の名称等 実施主体 施策の概要 事業実施期間 

（事業計画期間） 

施策の実施 

発生抑制、

再生使用の

推進に関す

るもの 

21 

事業者への意識啓発 

所沢市 

要綱に基づく計画書提出や責任者の届出を徹底

する。 H24～H28 

（H24～H28） 

大量排出事業者には計画書および報

告書の提出を促したうえで、ごみの

分別削減に向けてパンフレット等を

配布した。 

22 

食品廃棄物の発生抑制、減

量化、資源化の推進 
所沢市 

食品関連の再資源化に関する情報提供等の支援

を行う。 H24～H28 

（H24～H28） 

他自治体等から要望があれば、必要

に応じ市内の食品廃棄物処理業者の

情報提供を行う。 

23 

紙類の資源化推進 

所沢市 

紙ごみ類の共同収集に向けた支援を行っていく。 

H24～H28 

（H24～H28） 

行政に代わる集団資源回収の実施に

あたり、自治会・町内会と回収業者

の契約締結を支援した。 

24 

情報の提供 

所沢市 

各種法令等を紹介した冊子を作成し配布する。 

H24～H28 

（H24～H28） 

ごみの分別方法について掲載してい

る冊子等で、各種法令等について紹

介を行った。 

25 

処理手数料の適宜見直し 

所沢市 

ごみ処理原価を勘案し、必要に応じ適宜見直しを

行う。 H24～H28 

（H24～H28） 

平成 25年 10月１日から事業系ごみ

の手数料を 10kg につき 200 円から

240円に改定した。 

31 

情報の発信 

所沢市 

浄化槽の使用方法や定期点検等の必要性を啓発

していく。 H24～H28 

（H24～H28） 

広報や行政回覧、埼玉県と協力して

の個別通知等により、浄化槽の適正

管理の啓発を行った。 

 



 
 

施策種別 事業 

番号 

施策の名称等 実施主体 施策の概要 事業実施期間 

（事業計画期間） 

施策の実施 

処理体制の構

築、変更に関す

るもの 
41 

分別排出の徹底及び収集

頻度等の検討 

所沢市 

分別排出の徹底と収集頻度等の検討を行ってい

く。 

H24～H28 

（H24～H28） 

平成 28年 4月から古着・古布の集積

所での分別収集を開始した。また、

平成29年4月から粗大ごみ受付セン

ターを開設し、地区によって東西に

分かれていた粗大ごみ収集受付の一

括化を開始した。 

42 

西部クリーンセンター更

新計画準備 
所沢市 

改修工事以降、西部クリーンセンター更新計画の

準備を進める。 H29～ 

（H29～） 

平成29年1月に西部クリーンセンタ

ーの長期包括運営業務委託契約を行

った。平成 30年度以降で施設の更新

の可能性について検討を進める。 

43 

地域内最終処分場の確保 

所沢市 

地域内に最終処分場を確保し、一体的処理体制を

確保する。 H24～H28 

（H24～H28） 

（仮称）第 2一般廃棄物最終処分場

の平成 36年供用開始に向け、平成 2

9 年度には意見交換会の開催や土地

評価等を実施した。 

44 

事業系ごみ搬入時におけ

る指導 
所沢市 

搬入時における指導を行い、適正処理に努める。 

H24～H28 

（H24～H28） 

抜き打ちによる事業系ごみ搬入車両

の積載物検査を実施することによ

り、ごみピットへの異物混入を防止

し、適正処理の推進を図った。 

45 

合併処理浄化槽の普及促

進 
所沢市 

合併処理浄化槽の普及促進を図り、生活雑排水の

適正処理を推進する。 H24～H28 

（H24～H28） 

浄化槽整備事業補助金の交付によ

り、合併処理浄化槽の普及促進を図

り、広報や行政回覧等により生活排

水の適正処理を推進した。 

処理施設の整

備に関するも

の 
1 

所沢市西部クリーンセン

ター基幹的設備改良事業 
所沢市 

老朽化した西部クリーンセンターの改修工事を

実施する。 H26～H28 

（H26～H28） 

平成 26年 9月から平成 29年 3月に

かけて西部クリーンセンター基幹的

設備改良（長寿命化）工事を実施し、

施設の機能回復、延命化を図った。 

2 

浄化槽設置整備事業 

 
所沢市 

既設の単独処理浄化槽等からの転換を実施する。 

H24～H28 

（H24～H28） 

単独処理浄化槽及びくみ取り便槽か

らの合併処理浄化槽への転換につい

て、補助金の交付を行い転換を促し

た。 



  
施策種別 事業 

番号 

施策の名称等 実施主体 施策の概要 事業実施期間 

（事業計画期間） 

施策の実施 

施設整備に係

る計画支援に

関するもの 
51 

生活環境影響調査事業 

 所沢市 
1の計画支援 H24 

（H24） 

平成 24 年度に生活環境影響調査を

実施し、平成 25 年度に縦覧を行っ

た。 

52 

基本設計・発注仕様書作成

事業 所沢市 

1の計画支援 
H25 

（H25） 

平成26年5月に所沢市西部クリーン

センター基幹的設備改良（長寿命化）

工事発注仕様書を作成した。 

廃棄物処理施設におけ 

る長寿命化計画策定支 

援事業に関するもの 
53 

長寿命化計画策定事業 

 所沢市 

1の計画支援 
H24 

（H24） 

平成25年3月に所沢市西部クリーン

センター長寿命化計画書を策定し

た。 

その他 

61 

危機管理体制 

 
所沢市 

協定締結自治体のほか、近隣市等との連携も検討

する。 H24～H28 

（H24～H28） 

埼玉県清掃行政研究協議会や埼玉県

西部地域まちづくり協議会における

相互支援協定を締結しており、同協

議会へ継続的に参加した。 

62 

不法投棄防止対策 

 
所沢市 

啓発活動及び関係機関との監視体制の強化を図

る。 H24～H28 

（H24～H28） 

シルバー人材センターによる不法投

棄重点区域のパトロールおよび啓発

用看板の配布を実施した。 

63 

適正処理困難物の処理 

 
所沢市 

関係業界へ処理ｼｽﾃﾑ構築に向けた要請を行って

いく。 H24～H28 

（H24～H28） 

全国都市清掃会議等の会員として要

望書を提出した。 

64 

各種ﾘｻｲｸﾙ法による資源物

の適正処理 
所沢市 

適正処理推進に向け、啓発冊子等により啓発を行

っていく。 H24～H28 

（H24～H28） 

ごみの分別方法について掲載してい

る冊子等で、適正処理に係る各種法

令等について紹介を行った。 

65 

在宅医療廃棄物の処理 

 
所沢市 

医療機関との連携により適正処理に向けた検討

を行う。 H24～H28 

（H24～H28） 

適正処理に関する広報物を埼玉県西

部地域まちづくり協議会で作成し、

医療機関に掲示するよう求めた。 

66 

情報収集の推進 

 
所沢市 

廃棄物及び環境等に関する情報収集に努める。 

H24～H28 

（H24～H28） 

国・県・各関係団体等の提供する廃

棄物及び環境等に関する情報の収集

に努めた。 



３ 事業実施による二酸化炭素削減効果について 

 （１）削減量（実績） 

１ 目標（平成２５年３月作成所沢市西部クリーンセンター長寿命化計画書（長寿命化計画策定支援事業にて作成）より） 

  二酸化炭素削減率：２５．６％ 

 
２ 実績（平成２９年１月９日から１月１１日にかけて実施した引渡性能試験より） 

  二酸化炭素削減率：３８．６％ 

 
 （２）削減量に達しなかった場合の原因 

 

 



４ 目標の達成状況に関する評価 

（ごみ処理） 

「集団資源回収報償金交付事業」や「生ごみ減量化・資源化推進事業」などの発生抑制・再生利用の推進に関する施策を効果的に推進したことにより、『排

出量』や『再生利用量（総資源化量）』、『減量化量』に係る目標値を達成することができた。また、溶融スラグ等の処理方法を埋立て処分からセメント化など

の資源化へと転換を図り、埋立て処分量の低減に努めたことから『最終処分量』の目標値についても達成しており、ごみ処理に関する各指標は概ね順調に進

捗したものと判断できる。 

その一方で、『再生利用量（総資源化量）』の大幅な増加等により『再生利用量（直接資源化量）』に目標未達成が、『発生量』の減少により『熱回収量』に

目標未達成がそれぞれ生じている状況である。 

（生活排水処理） 

総人口が予想に反して増加傾向に転じている。このような状況にあって、『公共下水道』の汚水処理人口普及率は目標どおりに進捗しており、市域における

生活排水は適正に処理されているものと判断できる。 

しかしながら、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係るＰＲ等が効果的に行えなかったことが要因で『合併処理浄化槽等』並びに『未処理人口』

の未達成が発生している状況である。 

 

なお、一部の項目の目標未達成が生じたため、様式第 10 循環型社会形成推進地域計画改善計画書を別添のとおり作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（都道府県知事の所見） 

 事業系及び家庭系の排出量は各指標とも目標を上回る結果となった。また、総資源化量も目標を上回る結果となった。これは評価にあるとおり、発生抑制・

再利用の推進に関する施策を効果的に実施された結果と考えられる。 

 また、最終処分量は目標を大幅に上回る結果となった。これは評価にあるとおり、溶融スラグ等の処理方法を埋立て処分からセメント化などの資源化へと転

換を図り、埋立て処分量の低減に努めたことが要因となっていると考えられる。 

 一方、直接資源化量は目標を達成できなかった。 

 また、熱回収量は目標を達成できなかった。 

 また、合併処理浄化槽等並びに未処理人口についても目標を達成できなかった。今後、合併処理浄化槽への転換に係る効果的な広報等についての検討が望ま

れる。 

 なお、目標に達しなかった項目については、別途改善計画書を提出してもらい、改善策の実施を求めることとする。 

 


