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P.１ 精華町⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計画　概要版

H17H17 H18H18 H19H19 H20H20H17 H18 H19 H20年年

主 な主 な
関連施策関連施策
主 な
関連施策

精華町の事業年表精華町の事業年表精華町の事業年表

ごみを減らし、リサイクルを進めます。

「環境負荷が少ない『循環型社会』の構築」

本町では、 平成 23 年度から平成 27 年度にかけて、 ごみ総排出量は増減を繰り返
しながら、 全体としては減少傾向にあります。

⼀⽅、 本基本計画の⽬標年次である平成 38 年度に向けて⼈⼝の増加が⾒込まれ、
それに伴い、 ごみ総排出量が増加する恐れがあります。 ごみ総排出量を増やさないために
も、 住⺠ ・ 事業者 ・ ⾏政が⼀丸となって取り組んでいく必要があります。

この取り組みを進めるための基本⽅針を定めたものが 「⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計
画」 です。 本町では、 本基本計画を基に、 環境負荷が少ない 「循環型社会」 の構築
を⽬指していきます。

　平成３８年度　
（中間目標年次　平成３３年度）

平成２９年度から３８年度
(１０年間)

「古紙類」を「燃やすごみ」収集対象から除外「古紙類」を「燃やすごみ」収集対象から除外「古紙類」を「燃やすごみ」収集対象から除外

蛍光灯・廃食用油のリサイクル開始蛍光灯・廃食用油のリサイクル開始蛍光灯・廃食用油のリサイクル開始

精華町 は

を目指して、

本基本計画の⽬標年次及び計画期間
を、 以下のように定めます。

計画期間 見直しの主なポイント

計画⽬標年次

計　画　期　間

本町では、 資源としてリサイクル
できるものを分別回収できるよう
に、拠点整備等に取り組みました。

また、 マイボトル使⽤の啓発、
⽣ごみの⽔切り啓発、 その他の
リ サ イ ク ル で き る 紙 の 回 収 奨 励
等、 ごみの量を減らす取り組みも
進めています。

袋の透明化・半透明化の導入袋の透明化・半透明化の導入袋の透明化・半透明化の導入

同施設の廃熱の有効利⽤対策の実施同施設の廃熱の有効利⽤対策の実施

ごみを出さないライフスタイルの奨励ごみを出さないライフスタイルの奨励

新たなごみ処理施設新たなごみ処理施設
「環境の森センター ・ きづがわ」 への「環境の森センター ・ きづがわ」 への

円滑な移⾏円滑な移⾏

「⽔銀使⽤製品」 に関する今後の対応「⽔銀使⽤製品」 に関する今後の対応
の検討についての検討について
「災害廃棄物処理基本計画」 の策定「災害廃棄物処理基本計画」 の策定
に向けて、 災害廃棄物の発⽣量推計に向けて、 災害廃棄物の発⽣量推計
を記載を記載

同施設の廃熱の有効利⽤対策の実施

ごみを出さないライフスタイルの奨励

新たなごみ処理施設
「環境の森センター ・ きづがわ」 への

円滑な移⾏

「⽔銀使⽤製品」 に関する今後の対応
の検討について
「災害廃棄物処理基本計画」 の策定
に向けて、 災害廃棄物の発⽣量推計
を記載

食品ロス削減食品ロス削減 生ごみの水切り生ごみの水切り その他のリサイクルできる紙の分別その他のリサイクルできる紙の分別食品ロス削減 生ごみの水切り その他のリサイクルできる紙の分別



P.２精華町⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計画　概要版

H21H21 H22H22 H23H23 H24H24 H25H25 H26H26 H27H27H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

１人１日あたりの家庭系ごみ（資源・集団回収を除く。）１人１日あたりの家庭系ごみ（資源・集団回収を除く。）

（家庭系ごみ（資源 ・ 集団回収を含む。）+ 事業系ごみ）（家庭系ごみ（資源 ・ 集団回収を含む。）+ 事業系ごみ）１人１日あたりのごみ総排出量１人１日あたりのごみ総排出量

住⺠ ・ 事業者のご協⼒により、 平成 23 年度のごみ総排出量と⽐べて、 平成 27 年
度は約 545t/ 年 ( 約 5％ ) 減少しています。 なお、 平成 27 年度のごみ総排出量は
10,639t/ 年で、 このうち、 家庭系ごみは 9,290t/ 年 ( 約 87％) を占めています。

使用済インクカートリッジ回収開始使用済インクカートリッジ回収開始使用済インクカートリッジ回収開始

ＲＰＦリサイクル開始ＲＰＦリサイクル開始ＲＰＦリサイクル開始

使用済小型家電リサイクル開始（拠点回収）使用済小型家電リサイクル開始（拠点回収）使用済小型家電リサイクル開始（拠点回収）

使用済小型家電リサイクル開始（イベント回収）使用済小型家電リサイクル開始（イベント回収）使用済小型家電リサイクル開始（イベント回収）

その他のリサイクルできる紙回収開始その他のリサイクルできる紙回収開始その他のリサイクルできる紙回収開始

マイボトル使用啓発イベントマイボトル使用啓発イベントマイボトル使用啓発イベント

生ごみ水切り実証事業生ごみ水切り実証事業生ごみ水切り実証事業

計画⽬標年次（平成 38 年度）に、 平成 27 年度と⽐べて 1 ⼈ 1 ⽇あたり、 ごみ総排出
量で約 2.6％削減（20 グラムの減量）及び、資源化率を約 3％向上（19.6 グラムの向上）
を⽬指します。 また、 そのために家庭系ごみ（資源 ・ 集団回収を除く）の発⽣抑制や資源の
分別により、 同じく 1 ⼈ 1 ⽇あたり約 6.5％削減（30 グラムの減量）を⽬指します。

ごみ量の推移

目　標

9,526

1,384

[10,950]

9,235

1,715

0

5,000

10,000

15,000
（ｔ） （⼈）

（年度）
0

15,000

30,000

45,000
38,591

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ38 Ｈ38

9,326 9,280 9,242 9,290 9,385

1,858 2,128 1,321 1,349 1,243

36,849 36,962 37,114 37,429 37,530 38,591

[11,184] [10,910][11,408]
[10,563] [10,639] [10,628]

：家庭系ごみ（資源・集団回収を含む。）
※　ごみ総排出量＝家庭系ごみ（資源・集団回収を含む。）+ 事業系ごみ 　

：事業系ごみ ：⼈⼝

平成27年度平成27年度 平成38年度平成38年度平成27年度 平成38年度
774.5ｇ774.5ｇ774.5ｇ 754.5ｇ754.5ｇ754.5ｇ

216.7ｇ216.7ｇ216.7ｇ 236.3ｇ236.3ｇ236.3ｇ

資源化量（資源化率）資源化量（資源化率）
平成27年度平成27年度平成27年度 平成38年度平成38年度平成38年度

（28.0％）（28.0％）（28.0％） （31.3％）（31.3％）（31.3％）

459.6ｇ459.6ｇ459.6ｇ 429.6ｇ429.6ｇ429.6ｇ
平成27年度平成27年度 平成38年度平成38年度平成27年度 平成38年度

20ｇ
削減！

１

⼈１
⽇あたり１

⼈１
⽇あたり

30ｇ
削減！

１

⼈１
⽇あたり１

⼈１
⽇あたり

※「資源化量」･･･資源化したごみの量。 具体的には、 ⽸、 びん、 ペットボトル、 古紙等を資源化した量が挙げられます。
「資源化率」･･･「資源化量」 ÷ 「ごみの総排出量」＝「資源化率」

※家庭系ごみ ( 資源 ・ 集団回収を除く。 ) 削減量には、 資源の分別分を含んでいるため、　資源 ・ 集団回収を含むごみ
　 総排出量の削減量よりも多くの削減になっています。

このまま
推移すると ⽬標年次

このまま推移した場合と
⽐べて、約280t/年削減
する必要があります



P.３ 精華町⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計画　概要版

精華町の
これまでの
取り組み

本町では、 循環型社会の構築、 ごみの減量及びリサイクルの促進のために、 これまでに
も様々な取り組みを⾏ってきました。

地域の古紙回収団体、 精華町環境ネットワーク会議（STEP) や精華町⽣ごみ減
量 ・ 堆肥化推進協議会等、 関係団体のみなさまの取り組みも、 ごみ減量に⼤きく
貢献していただいております。

精華町のごみに関する主な課題として、 次のものがあげられます。

⼩ 中 学 ⽣ を 対 象 に、
ごみ減量に関する授業
や、 ⽣ごみの⽔切り、
マイボトル、 ⾷品
ロスに関する授業
を⾏いました。

有⽤な希少⾦属（レアメタル）
が 含 ま れ る ⼩ 型 の 電 ⼦ 機 器 の
リ サ イ ク ル を 進 め る た め、 町内

４箇所に回収ボックスを設
置しています。

新聞紙やダンボール以外のリサイクル
できる紙も⽴派な資源！これら 「その他の
リサイクルできる紙」 の地域の集団回収を開始
しました。

家庭から出るごみの中で割合の多い
⽣ごみ。 実は⼀般的にその約 8 割が⽔

分と⾔われています。
この⽔分を減らすための
「⽔切り」 の効果等を

はかる実証事業を京都
府⽴⼤学と共同で実施
しました。

家庭から排出される燃やすごみの中に含まれる⽣ごみの減量

事業系ごみの中に含まれる紙類等の資源化促進

カン、 びん、 プラスチック製容器包装、 ペットボトル、
古紙類等、 資源物の分別徹底

新たな焼却施設への円滑な移⾏
有害廃棄物の処理
災害廃棄物対策

ごみ減量に関する出前授業ごみ減量に関する出前授業ごみ減量に関する出前授業 使⽤済⼩型家電リサイクル回収使⽤済⼩型家電リサイクル回収使⽤済⼩型家電リサイクル回収

「その他のリサイクルできる紙」「その他のリサイクルできる紙」
の回収の回収「その他のリサイクルできる紙」
の回収

⽣ごみ⽔切り実証事業⽣ごみ⽔切り実証事業⽣ごみ⽔切り実証事業

精華町のごみに関する課題

平成 23 年度から 平成 25 年度から

平成 27 年度から平成 27 年度から

ごみ総排出量の低減

資源化率の向上

その他

（⼀般的に⽣ごみは燃やすごみの中で多くの割合を占めると⾔われています）



P.４精華町⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計画　概要版

わたしたちが排出したごみや資源が、 その後どこにいっているかご存じですか。 多くの⼈がごみにかか
わり、 できるだけ環境に影響がでないように処分やリサイクルが⾏われています。 私たちの出すごみの
主なものの流れを紹介します。 　

精華町のごみの行き先

代表的なリサイクル製品

代表的なリサイクル製品

代表的なリサイクル製品

代表的なリサイクル製品

資源化業者資源化業者資源化業者民間処理施設民間処理施設
【選別・圧縮】【選別・圧縮】
民間処理施設
【選別・圧縮】スチール缶・アルミ缶

ガラス原材料商、ガラス原材料商、
(公財 )日本容器包装(公財 )日本容器包装
リサイクル協会リサイクル協会

民間処理施設民間処理施設
（色別に手で選別）（色別に手で選別）
【カレット化】【カレット化】

ガラス原材料商、
(公財 )日本容器包装
リサイクル協会

民間処理施設
（色別に手で選別）
【カレット化】

び　ん

民間処理施設民間処理施設
（汚れたものや異物を手で選別）（汚れたものや異物を手で選別）

【圧縮・梱包】【圧縮・梱包】

民間処理施設
（汚れたものや異物を手で選別）

【圧縮・梱包】

民間処理施設民間処理施設
（汚れたものや異物を手で選別）（汚れたものや異物を手で選別）

【圧縮・梱包】【圧縮・梱包】

資源化業者資源化業者資源化業者

資源化業者資源化業者資源化業者

(公財 )日本容器包装(公財 )日本容器包装
リサイクル協会リサイクル協会

(公財 )日本容器包装
リサイクル協会

資源化業者資源化業者資源化業者(公財 )日本容器包装(公財 )日本容器包装
リサイクル協会リサイクル協会

(公財 )日本容器包装
リサイクル協会

ペットボトル

民間処理施設
（汚れたものや異物を手で選別）

【圧縮・梱包】

プラスチック製
容器包装

打越台環境センター打越台環境センター
【焼　却】【焼　却】

大阪湾フェニックスセンター大阪湾フェニックスセンター
最終処分場　【埋　立】最終処分場　【埋　立】

打越台環境センター
【焼　却】

大阪湾フェニックスセンター
最終処分場　【埋　立】

平成 30 年秋以降 ( 予定 ) は平成 30 年秋以降 ( 予定 ) は 『環『環
境の森センター・きづがわ』境の森センター・きづがわ』 にて焼却にて焼却
処理されます処理されます

平成 30 年秋以降 ( 予定 ) は 『環
境の森センター・きづがわ』 にて焼却
処理されます

燃やすごみ

イメージ図イメージ図イメージ図

ん

スチール⽸ ・ アルミ⽸
鉄鋼など、 鉄やアルミ
でできた製品　等

ガラスびん 
舗装⽤⾻材　等　　　　　
　　

フィルム、 シート
繊維　
ペットボトル　等　　　
　　　
　　

パレット　等　　　　　
　　

代表的なリサイクル製品

資源化業者資源化業者資源化業者古　紙

新聞紙、 ダンボール
コピー⽤紙
菓⼦箱などの紙製
　　

⼤阪湾沖埋⽴処分場⼤阪湾沖埋⽴処分場⼤阪湾沖埋⽴処分場



P.５ 精華町⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計画　概要版

これからの取り組みと私たちにできること（施策体系）

環境負荷が少ない
『循環型社会』の構築

ごみの発生排出の抑制

ごみを出さないライフスタイルの奨励
⽣ごみの減量推進
ごみ組成の把握
再使⽤の促進
ごみの有料化に関する情報収集 ・
調査研究

ごみの減量、 リサイクルごみの減量、 リサイクル
に関するイべントの⽀援に関するイべントの⽀援

事 業 者 の ご み 減 量事 業 者 の ご み 減 量
の啓発の啓発

普及啓発冊⼦普及啓発冊⼦やホームホーム
ページの充実ページの充実

住⺠議論を活性化する住⺠議論を活性化する
ためのイベント等の開催ためのイベント等の開催

ごみの減量やリサイクルごみの減量やリサイクル
教育の充実教育の充実

⾃主的活動の啓発⾃主的活動の啓発

ごみの減量、 リサイクル
に関するイべントの⽀援

事 業 者 の ご み 減 量
の啓発

普及啓発冊⼦やホーム
ページの充実

住⺠議論を活性化する
ためのイベント等の開催

ごみの減量やリサイクル
教育の充実

⾃主的活動の啓発

資源化の促進

広報・啓発活動

ごみの適正処理

分別精度（プラスチック製容器包装）
の向上
「その他のリサイクルできる紙」 の啓発
古 紙 回 収 活 動 の 団 体 へ の ⽀ 援

新たなごみ処理施設への円滑な移⾏
最終処分場の安定的確保
⽔銀使⽤製品の分別回収の検討
災害廃棄物への対応

家庭系ごみ

事業系ごみの実態把握
事業系ごみ減量促進⾏動への
啓発 ・ 指導
ごみ減量化 ・ 資源化の啓発
拡⼤⽣産者責任を踏まえた事業
活動の普及促進

事業系ごみ



P.６精華町⼀般廃棄物（ごみ）処理基本計画　概要版

今より
１人１日３０グラム

削減 ！
（集団回収 ・ 資源を除く）

ご み に 関 わ る 三 者 が で き る こ と

ごみ排出量をできるだけ減らす。ごみ排出量をできるだけ減らす。
排出事業者の処理責任に努める。排出事業者の処理責任に努める。

耐久性の⾼い製品、 再⽣利⽤可能な商品の開発を図っていく。耐久性の⾼い製品、 再⽣利⽤可能な商品の開発を図っていく。
拡⼤⽣産者責任を認識し、 取り組みを進めていく。拡⼤⽣産者責任を認識し、 取り組みを進めていく。

事業者

排出事業者排出事業者

製造事業者等製造事業者等

排出事業者

製造事業者等

耐久性の⾼い製品、 再⽣利⽤可能な商品の開発を図っていく。
拡⼤⽣産者責任を認識し、 取り組みを進めていく。

環境負荷が少ない 「循環型社会」 の構築を進めていく。環境負荷が少ない 「循環型社会」 の構築を進めていく。
住⺠ ・ 事業者に対して普及啓発 ・ 教育 ・ 活動啓発を⾏う。住⺠ ・ 事業者に対して普及啓発 ・ 教育 ・ 活動啓発を⾏う。
清掃事業運営の効率化を図っていく。清掃事業運営の効率化を図っていく。
環境に配慮した⾼度な適正処理を徹底する。環境に配慮した⾼度な適正処理を徹底する。
情報発信、 情報共有、 情報提供に努める。情報発信、 情報共有、 情報提供に努める。
住⺠や関係団体等への⽀援を図っていく。住⺠や関係団体等への⽀援を図っていく。

行　政

⼤量購⼊をひかえ、 適正量の購⼊に努める。⼤量購⼊をひかえ、 適正量の購⼊に努める。
ごみ排出量をできるだけ減らす。ごみ排出量をできるだけ減らす。
商品購⼊時に過剰包装を断る。商品購⼊時に過剰包装を断る。
修理、 リフォームによる⻑期使⽤、 不⽤品のリユース等に努める。
排出ごみの分別を徹底する。  排出ごみの分別を徹底する。  
古紙や容器包装類等に関し、 できるかぎり資源化する。古紙や容器包装類等に関し、 できるかぎり資源化する。

住　民

。

ごみ排出量をできるだけ減らす。
排出事業者の処理責任に努める。

6.5％
マイナス

家庭系ごみ

今より
１０６トン/年
削減 ！

事業系ごみ

7.8％
マイナス

ごみ総排出量を
１０,６２８トン/年

に抑制！環境負荷が少ない 「循環型社会」 の構築を進めていく。
住⺠ ・ 事業者に対して普及啓発 ・ 教育 ・ 活動啓発を⾏う。
清掃事業運営の効率化を図っていく。
環境に配慮した⾼度な適正処理を徹底する。
情報発信、 情報共有、 情報提供に努める。
住⺠や関係団体等への⽀援を図っていく。

⼤量購⼊をひかえ、 適正量の購⼊に努める。
ごみ排出量をできるだけ減らす。
商品購⼊時に過剰包装を断る。
修理、 リフォームによる⻑期使⽤、 不⽤品のリユース等に努める。
排出ごみの分別を徹底する。  
古紙や容器包装類等に関し、 できるかぎり資源化する。
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★みんなで取り組もう ! ごみ減量 ! リサイクル ! ★★みんなで取り組もう ! ごみ減量 ! リサイクル ! ★★みんなで取り組もう ! ごみ減量 ! リサイクル ! ★

住　民住　民住　民 家庭で、今日からできること

⼀般的に⽣ごみは燃やすごみの中で多くの割合を占めると⾔われています。
せっかくの⾷材をムダにしないようにしましょう！

⼀般的に⽣ごみは8割が⽔分と⾔われています。
少し絞ったり、 乾かすだけでも効果があるため、 ぜひ実践しましょう！

食材を使い切ろう！

適量をつくって、おいしくいただく

外食のときも食べきろう！

【実践方法】

【生ごみの水分が多いと･･･】

古紙は、分別して古紙業者へ引き渡し持ち込みをしましょう！

新聞やダンボール以外の古紙も
分ければ貴重な資源です。

平成 29年３月
精　華　町

事業者事業者事業者 会社で、今日からできること

食品ロスの削減

生ごみの水切り

その他のリサイクルできる紙の分別

⾷べずに消費期限を超えてしまったり、 野菜がしなびてしまったりす
ることがないように、 ⼤量購⼊をひかえ、 上⼿に使いきりましょう！

料理をついつい作りすぎてしまいがちです。 ⾜りないなと
思った時は常備菜で調整して、 適量を⼼がけましょう！

宴会料理では、 料理がたくさん残りがちです。
楽しい話と⼀緒に料理も残さず楽しみましょう。

⽣ごみの⽔切りグッズを利⽤したり、 新聞紙等の上に広げて乾燥させるだけでも⽔分量
が減りごみが軽くなります。

⽔が多いとごみが重くなり、 ごみ収集⾞で運ぶときに余分に多くのエネルギーを使います。
焼却炉で燃えづらく、 焼却に要する熱が増えるだけでなく、 発電を⾏う新しい焼却施
設では発電量も減ってしまいます。

お茶パックを、 ぎゅっと
⼀絞りで約 20ｇ削減！

例えば･･･

Ａ４⽤紙１枚で
約 4ｇ削減！

例えば･･･

紙袋 OA⽤紙ティッシュの箱 カレンダー シュレッダー⾷品等
の箱

新聞やダンボール以外の古紙も分ければ貴重な資源です。 紙は裏紙やメモとして使い、 最後
は分別、 リサイクルへ！

地球環境に配慮した用紙とインクを使用しています。地球環境に配慮した用紙とインクを使用しています。


