
令和２年度 第２回 磐田市廃棄物減量化等推進審議会

日時：令和２年 11月 18 日（水）午前９時 30 分～

 会場：磐田市クリーンセンター２階研修室

次  第

１ 開会

２ 会長挨拶

３ 議事

（１）磐田市一般廃棄物処理基本計画、磐田市一般廃棄物処理実施計画について

 （２）令和２年度主な取り組み状況の中間報告について 

 （３）その他報告事項

    今後の審議会の予定について

     ・第３回審議会 令和３年３月

４ 閉会
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（１）一般廃棄物処理計画について 

１ 一般廃棄物処理計画とは 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項に基づき策定しています。 

（参考）廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

第６条１項 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関 

する計画を定めなければならない。  

２ 一般廃棄物処理計画の構成 

一般廃棄物の処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定 

める基本計画（一般廃棄物処理基本計画）と、基本計画の実施のために必要な各

年度の事業について定める実施計画（一般廃棄物処理実施計画）があります。

〇一般廃棄物処理基本計画：一般廃棄物(ごみ・生活排水)の処理に関する方針を 

長期的・総合的視点に立って明確にした計画。 

〇一般廃棄物処理実施計画：一般廃棄物処理基本計画に基づき、年度毎に一般廃 

              棄物の収集運搬及び処分について策定した計画。 

３ 磐田市一般廃棄物処理基本計画（平成 24 年度から平成 33 年度） 

平成 24 年３月に、平成 24 年度から平成 33 年度（令和３年度）の基本計画 

を策定しています。

令和３年度中に、令和４年度から令和 13 年度の基本計画を策定します。 

《計画の主な内容》 

・基本的事項（策定の趣旨、計画の期間）

    ・ごみ処理基本計画（ごみ処理の基本方針、処理状況、基本計画） 

・生活排水処理基本計画（生活排水処理の基本方針、排出状況、基本計画） 

４ 磐田市一般廃棄物処理実施計画（令和２年度） 

   令和２年３月に、令和２年度の実施計画を策定しています。令和２年度中に、 

令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの実施計画を策定します。 

《計画の主な内容》 

・一般廃棄物の排出量見込み 

・一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項 

・収集計画 

・市が収集しないごみ 

・中間処理計画 

・最終処分計画 

・一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

・一般廃棄物の処理施設に関する事項 
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（２）令和２年度主な取り組み（中間報告）について 

◆ごみの削減に向けた取り組み 

・可燃ごみの組成調査の実施 

家庭ごみの約９割を占める可燃ごみの組成調査によりごみの減量施策を検討する。 

可燃ごみに含まれる食品ロスの実態把握と削減目標の設定を行う。 

○令和２年 10 月 29 日、30 日に可燃ごみのサンプル調査を実施、11 月末までに報告書を取りまと

め予定 

  ・「目指せ！食品ロスゼロ」アイデアコンテストの実施 

    家庭でできる食品ロス削減の取り組み事例の募集、紹介をすることで減量意識の啓発を図る。 

○18 名、41 点の応募の中から優秀作品３点を決定、 

10 月１日に表彰式を開催

○優秀作品は、広報いわた 10 月号で紹介 

   ○応募作品で事例集を作成しＰＲ予定 

◆外国人向けにごみ出しルールの周知 

・ごみの出し方動画の製作（ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語） 

チラシなど紙面では分かりにくいごみ出しのルールを周知する(10 分程度) 

内  容：ごみ出しルール、排出方法、分別方法、指定袋・収集券の使い方等 

活用方法：転入時に外国人情報窓口で動画の紹介、自治会やアパート管理会社、磐田国際交流協会、 

外国人研修生の受入事業所等へＤＶＤ提供、市ホームページや分別アプリで動画公開 

○11 月中に完成予定

◆事業系ごみの適正な排出方法の周知 

・事業者向けのパンフレットの作成 

事業系ごみの排出者責任や適正処理、リサイクル方法を周知する 

内 容：事業系ごみの排出方法、紙類の資源化や水分削減の啓発 

配布先：事業所、商工会議所、収集業者、関係課配架など 

○令和２年８月末完成、商工会議所、商工会の協力により、 

市内約 3,000 事業所へ配布済 

◆広報いわた・市ホームページでの啓発 

・広報いわた 

令和２年６月号 「目指せ！食品ロスゼロ」 

令和２年７月号 「レジ袋の有料化がスタート」  

○令和２年８月号 「ごみ収集の現場から」 

○令和２年９月号 「生ごみ堆肥化容器で３Ｒを実践しよう」「どうする？災害時のごみ」 

○令和２年 10 月号 「もったいない！食品ロスを減らそう」 

・磐田市ホームページ 

新型コロナウイルスなどの感染症に係る家庭ごみ対策について情報発信
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◆10月の「３Ｒ推進月間」及び「食品ロス削減月間」に併せた普及啓発 

・使い捨てプラスチック削減のためのキャンペーンを実施 

使い捨てプラスチック類を削減するため、マイバッグやマイボトルを推奨する。 

○新型コロナウイルスの影響で、キャンペーン中止 

・展示コーナーの活用による啓発 

３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)と食品ロス削減を推進するため、 

市役所本庁舎やひと・ほんの庭にこっと展示コーナーで啓発を行う。 

リデュース（発生抑制） 食品ロス削減、使い捨てプラスチックの使用削減

リユース （再使用）  詰め替え商品使用の推進、リサイクルショップの利用促進

リサイクル（再生利用） 適正な分別方法の周知

○本庁舎：10 月１日～10月 30 日、にこっと：11月４日～11 月 30 日に展示

◆ごみの減量や再資源化の推進

・生ごみ堆肥化容器設置費補助事業 

  家庭から出る生ごみの削減を図るため、生ごみ堆肥化容器を購入した家庭に補助金を交付する。 

   令和元年度：設置基数 45 基（申請件数 35件） 

○令和２年度：設置基数 33 基（申請件数 25件） 令和２年９月末日現在

・古紙等資源集団回収事業奨励金交付事業 

 古紙等の再資源化を推進するため、市内から出る古紙や空きびん、空き缶などを回収する団体に対 

して、回収量に応じて奨励金を交付する。

   令和元年度：回収量 約 2,362ｔ（登録団体数 174 団体） 

○令和２年度：回収量 約 588ｔ（登録団体数 163 団体） 令和２年９月末日現在 

◆資源ごみ回収の推進 

・リサイクルステーション 月曜～金曜（祝日を除く）８時 30 分～17 時 

回収品目：プラスチック製容器包装、空き缶、空きびん、ペットボトル、廃食用油、蛍光管 

乾電池、古着類、使い捨てライター、新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール、パソコン 

スプレー缶 

○新型コロナウイルスの影響で、特に「古着・古布」の搬入が倍増 

 令和元年度：約 35ｔ → 令和２年度：約 41ｔ 令和２年９月末日現在 

◆施設見学会、ごみの分別説明会

・クリーンセンターの施設見学会、小中学生を対象としたごみの分別説明会を実施 

ごみ減量及びリサイクル推進の意識啓発を目的とする。 

小中学校を対象とした分別説明会 

 令和元年度：開催回数 49回 参加人数 3,123 人 

 ○令和２年度：開催回数 14 回 参加人数 1,067 人（分別説明会のみ）令和２年９月末日現在 

  ○新型コロナウイルスの影響で、クリーンセンターの施設見学会は中止 
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