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第 4 章 ごみ処理基本計画 

1． 基本方針 

 以下の基本方針に基づき、循環型社会の形成に向けた活動を行います。 

 

基本方針 1  循環型社会の形成推進 

構成市の行う排出抑制や資源化の取り組みに対する適切な情報のフィードバックを行うと

ともに、民間事業者と連携した中間処理段階における剪定木等の新たな資源化の検討、ある

いは民間資源化施設の活用を促す等、収集・運搬から中間処理・最終処分までを含めた中で

最適な資源化の方法を見出し、最終処分量全体の低減を図ります。 

焼却施設の維持管理にあたっては、施設運転の効率化により省エネルギー化を推進し、ご

み発電、余剰蒸気エネルギーの有効利用等、環境負荷の低減を図るとともに、売電収入の確

実な確保を目指します。 

また、中間処理施設更新を見据えた長期的視野に立脚し、最適なごみ処理のあり方や処理

技術・資源化技術についての調査研究と検討を行います。 

 

 

基本方針 2  適正な中間処理及び最終処分の推進 

ごみ焼却施設の適正な維持管理を行い、事業系不適物の搬入対策を確実に実施することで、

ごみを安全かつ適正に処理します。 

施設延命化のための基幹的設備改良事業（ボイラー水管をはじめとする大規模設備の改修

を行う延命化工事）を、工事内容の十分な検討と綿密な計画の策定により実施し、構成区域

内のごみ処理を遅滞することなく行います。 

瀬戸市北丘町に位置する最終処分場での埋立物の飛散防止対策や浸出水の高度処理などの

環境対策を実施し、適正な最終処分を行います。最終処分場周辺の環境調査と結果の公表を

通じて最終処分場周辺の住民との情報共有を図ります。 

また、最終処分場の延命化を図るため、費用対効果の検証を行い、計画的に ASEC 等へ

の搬出を行います。 

災害時に備えたごみ処理体制の確保、適正処理困難物への対応についても検討を行います。 

 

 

基本方針 3  市民・事業者がごみに関心を持ち行動するための働きかけ 

本組合構成市におけるごみの減量は、市民一人ひとりの日常生活や事業活動の中で、ごみ

を減らす意識を持ち、行動することが重要です。構成市が市民や事業者と共にごみを減らす

取り組みを、情報提供や啓発活動を通して推進します。 
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2． ごみ減量化目標の設定 

2.1 目標年度 

ごみ減量化の目標年度は、本計画の目標年次である平成 35 年度とします。なお、必要に応

じて中間年度である平成 30 年度を中間目標年度とし、減量化に対する目標達成の進捗状況の

把握を行います。 

 

 

2.2 数値目標の設定 

本組合の主たる業務は中間処理及び最終処分であり、ごみの発生抑制、リサイクルに関して

は主に構成市が担っています。そのため、計画の進捗状況の評価を行うための指標としての数

値目標は、以下の「最終処分量」及び「組合の最終処分場の残余率」とします。 

 

項 目 
目標値 

(平成 35 年度) 
基準値 

(平成 24 年度) 

最終処分量（地区外搬出を含む） 8,512t 10,217t 

最終処分場残余率 50% 77% 

 

＜参考＞ 国の基本計画の目標年次（H32）における最終処分量の比較 

組合目標値からの予測値 国の目標値に準じた量 

8,977t 9,312t 

 

 

 また、以下の数値を進行管理の中のモニタリング指標とし、構成市のごみの動向等を考

慮しながら、目標達成のための取組み項目をフォローアップしていきます。 

 

項 目 
現状値 

(平成 24 年度) 

1 人 1 日あたりのごみ排出量（家庭系＋事業系） 
家庭及び事業所からの総ごみ排出量（資源を除く） 

726g/人・日 

焼却残渣率 13.8% 

中間処理段階の資源回収率 
焼却施設 0.01% (69t) 

粗大ごみ処理施設 24.8% (702t) 

廃棄物からのエネルギー回収量 
（所内利用を除く） 

余剰電力売却量 5,950 千 kWh 

余剰蒸気売却量 4,573t 
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3． 目標達成のための施策 

3.1 ごみ減量と適正処理の推進のための施策 

 基本方針に基づき、目標を達成するために以下の施策と、施策を行動に結びつける具体的

な取組みを以下の通り展開します。 

 

基本方針１：循環型社会の形成推進 

基本施策１－①：発生抑制・資源化促進のための働きかけ 

構成市が行う発生抑制・資源化の取り組みが、中間処理・最終処分までを含めた最適な

形で検討できるような情報提供等の働きかけを行います。 
 

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

1 中間処理・最終処分状況の構成市への情報提供 
 

2 構成市の市民同士の情報交換会等の開催   

 

 

基本施策１－②：新たな資源回収システムの検討 

民間のリサイクル事業者と連携した剪定木の資源化をはじめとする新たな資源回収シス

テムを検討します。 
 

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

3 
構成市との協働により剪定木の排出者に対し民間資

源化施設の活用を促進   

4 搬入された剪定木及び木製家具の資源化検討   

5 焼却灰の資源化の検討（エコセメント化等）   

 

 

基本施策１－③：最適なごみ処理のあり方等の調査研究・検討 

中間処理施設更新を見据えた長期的視野に立脚し、最適なごみ処理のあり方や処理技

術・資源化技術について調査研究と検討を行います。 
  

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

6 
最適なごみ処理のあり方や処理技術・資源化技術に

ついての基礎調査（生ごみのバイオガス化等の検

討・プラスチックごみの処理のあり方の検討等） 
  

7 ごみ処理広域化の検討   

年 1 回 

年 3 回 

随時 

通年 
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基本施策１－④：高効率なエネルギー回収の実施 

焼却施設の維持管理にあたり、運転の効率化、施設の省エネルギー化を推進し、ごみ発

電の安定的な実施と売電収入の確保を目指します。また、余剰蒸気エネルギーについても

引き続き有効利用を行います。 

基幹的設備改良事業（ボイラー水管をはじめとする大規模設備の改修を行う延命化工事）

の仕様検討においては、現在の施設のエネルギー利用状況や今後のごみの量と質の推移を

熟慮し、高効率化若しくは未利用エネルギーの有効利用等の費用対効果の検討を行います。 
 

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

8 施設の省エネルギー化   

9 基幹的設備改良事業における施設の高効率化の検討   

 

 

基本方針２：適正な中間処理及び最終処分の推進 

基本施策２－①：適正な中間処理の推進 

焼却施設の適正管理を行い、安定したごみ処理を推進します。事業系不適物の搬入につ

いては、監視体制を強化するなどして対策に努めます。また、各種法令に基づく環境調査

を実施し、結果を公表します。 

基幹的設備改良事業（ボイラー水管をはじめとする大規模設備の改修を行う延命化工事）

を、綿密な計画の策定により実施し、構成区域内のごみ処理を遅滞することなく行います。 
  

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

10 法令遵守の維持管理の実施と環境調査結果の公表   

11 事業系不適物混入に対するごみ搬入検査の実施   

12 事業系不適物混入に対する監視機能強化の検討   

13 基幹的設備改良事業に関連する計画の策定と実施   

14 中間処理施設更新の調査・検討   

 

 

  

年 20 車以上 

工期 2年 

通年 

通年 
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基本施策２－②：適正な最終処分の実施 

最終処分場の適正管理を行い、埋立物の飛散防止や浸出水の高度処理等の環境対策を推

進します。運営にあたっては、効率的な運営手法の検討を行います。また、最終処分場周

辺の環境調査を実施し、結果を公表します。 
 

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

15 法令遵守の維持管理の実施と環境調査結果の公表   

16 
費用対効果の検証に基づく ASEC 等の活用による最

終処分場の延命化   

 

 

基本施策２－③：災害時に備えたごみ処理体制の検討 

東海・東南海地震などの広域的な災害の際の一般廃棄物処理業務の業務継続計画につい

て、検討を行います。 
  

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

17 事業継続計画（BCP）の検討   

 

 

基本方針２－④：適正処理困難物への対応の検討 

現在組合で受け入れていない適正処理困難物（コンクリートブロック・タイル・レンガ

等）について、受入基準の見直しや専門処理業者への処理委託に関する検討を行います。 
  

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

18 受入基準の見直しと処理委託の検討   

 

  

通年 

通年 
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基本方針３：市民・事業者がごみに関心をもち行動するための働きかけ 

基本施策３－①：環境教育・環境学習に対する支援 

ごみ減量や分別に対する理解を深めるため、小学生や構成市住民を対象とした施設見学

会やごみ関連環境教育イベント等、ごみ処理施設の視点からごみの諸問題に対する啓発の

場を提供します。 
 

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

19 社会見学の受け入れと施設見学案内の充実    

20 ごみ関連環境教育イベント等の開催   

 

 

基本方針３－②：ごみ処理に関する情報の発信 

ホームページ等を活用し、ごみの現状やごみ処理に関する情報を広く発信します。 
 

No. 具体的な取組み 
実施時期 

H26～H30 H31～H35 

21 
ホームページを活用したごみ搬入量や進行管理のた

めのモニタリング指標等の情報発信    

 

随時 

通年 

通年 
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3.2 中間処理計画 

 
 

中間処理では、搬入された廃棄物をできる限り資源化すると共に、可燃物の焼却処理を行

い、最終処分量の削減に努めます。 

延命化により使用目標年次を延長する方針となったごみ焼却施設に関しては、次期施設更

新に向けた広域化の検討及び処理方式の調査研究を行います。 
 
 

3.2.1 中間処理の主体 

中間処理は、基本的には現行と同様に尾張東部衛生組合が実施するものとします。 

処理の対象は可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみとし、ごみの種類ごとの中間処理は以下

のとおりとします。 

ごみの種類ごとの中間処理 

ごみの区分 処理方法 処理施設 

可燃ごみ 焼却 焼却施設 

不燃ごみ 破砕・選別 粗大ごみ処理施設 

粗大ごみ 
可燃 破砕・選別・焼却 焼却施設 

不燃 破砕・選別 粗大ごみ処理施設 

 

 

3.2.2 中間処理の方法及び量 

不燃ごみ及び粗大ごみは破砕処理し、可燃性破砕残渣、不燃性破砕残渣、資源物に選別

します。可燃性破砕残渣及び可燃ごみは焼却施設で焼却処理を行います。また資源物は売

却します。 

ごみ焼却施設での中間処理の見込みは下表のとおりとなり、目標年次である平成 35 年

度における焼却見込量は 57,156t、焼却後の残渣量は 7,773t となります。 

 

ごみ焼却施設への搬入量及び焼却残渣量の見込み 

ごみの区分 平成 35 年度 平成 24 年度(現況) 

合計焼却量 57,156t 69,061t 

 
可燃ごみ 55,233t 67,596t 

可燃性破砕残渣 1,923t 1,465t 

焼却残渣量 7,773t 9,554t 
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粗大ごみ処理施設での処理の見込みは下表のとおりとなり、目標年次である平成 35 年

度における破砕処理見込量は 3,588t となります。また、可燃性破砕残渣、不燃性破砕残

渣、資源物のそれぞれの見込量は表に示すとおりです。 

 

粗大ごみ処理施設への搬入の見込み 

ごみの区分 平成 35 年度 平成 24 年度(現況) 

破砕処理量 3,588t 2,829t 

 
可燃性破砕残渣 1,923t 1,465t 

不燃性破砕残渣 739t 663t 

 資源物 926t 702t 

注)小数点以下の処理の都合上、合計値が一致しないことがある。 

 

 

3.2.3 適正処理困難物に関する事項 

 適正処理困難物は、破砕や焼却、埋め立てが困難であったり、引火性・有毒性などの作

業場の危険性のあるごみのことです。（コンクリートブロック・タイル・レンガ等） 

本組合では現在、適正処理困難物は受け入れていませんが、これらについて受入基準の

見直しや専門処理業者への処理委託に関する検討を行います 
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3.3 最終処分計画 

 
 

最終処分では、資源化・中間処理により減量化を図った上で最終的に残ったものを、最終

処分場に埋め立てることで無害化、安定化を図ります。 
最終処分場の運営にあたっては、浸出水処理施設の適切な管理をはじめとして周辺環境へ

の影響の低減に十分注意し、住民の理解と信頼を得るよう努めます。 
 
 

3.3.1 最終処分の主体 

最終処分は、現行と同様に尾張東部衛生組合が実施するものとします。 

 

3.3.2 最終処分の方法及び量 

最終処分の対象は中間処理の残渣で、焼却残渣、飛灰及び不燃性破砕残渣等です。 

平成 24 年度は、最終処分量のうち約半量は北丘最終処分場に、残りは ASEC に埋め立

て処分されています。 

最終処分量の見込みは下表のとおりとなります。目標年次である平成 35 年度における

最終処分の見込量は 8,512t です。 

 

埋め立て処分量の見込み 

ごみの区分 平成 35 年度 平成 24 年度(現況) 

最終処分量 8,512t 10,217t 

 
内焼却残渣 7,773t 9,554t 

内不燃性破砕残渣 739t 663t 

 

構成市の減量目標が達成され、かつ、現況と同等の地区外搬出（5,500t／年）を継続し

た場合、平成 35 年度における最終処分場の残余率は約 59%になると見込まれます。 

搬入されるごみ量の推移やごみ質の変化による焼却残渣率の変動の見極めと、費用対効

果の検証に基づき、可能な限りの埋立残余容量の確保に努めます。 

 

現況処理体系による最終処分場の累積処分量の見込み 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

累
積

処
分

量
（
㎥

）

現況同等の地区外搬出をする場合 地区外搬出をしない場合

地区外搬出をしない場合

約117,000m3

残余率41%

地区外搬出をする場合

約82,000m3

残余率59%

目標値 残余率50%
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4． 計画の推進と進行管理 

4.1 推進のための体制 

尾張東部衛生組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の推進は、組合構成市である瀬戸市、尾

張旭市及び長久手市が参画する尾張東部衛生組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画推進会議に

おける検討・審議を経て組合が行います。 

尾張東部衛生組合一般廃棄物（ごみ）処理基本計画推進会議は「尾張東部衛生組合一般廃棄

物（ごみ）処理基本計画推進会議設置要綱」に基づいて設置されている組織で、施策の進行管

理についての助言等を行います。 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画推進会議では、構成市の課題等についても、必要に応じて

検討を行うことができます。また、専門的な問題に関して適宜個別プロジェクトを立ち上げ、

調査・検討等を行うこともできます。 
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4.2 施策の進行管理 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画推進会議は、計画に掲げられた目標が最終年次において達

成されるよう、数値目標の進捗状況や施策の実施状況などについて点検・評価し、今年度及び

次年度の尾張東部衛生組合が行う事業について助言等を行います。 

施策の進行管理は概ね以下のような手順で行います。ただし、具体的な時期等については尾

張東部衛生組合のスケジュールに合わせて行うこととします。 

 

① 組合による前年度事業の進捗状況の把握（4～5 月） 

 数値目標の現状値等について、進捗状況のとりまとめを行います。 

② 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画推進会議による点検・評価（5～2 月） 

 前年度の目標値達成状況及び事業実施状況について報告を受け、未達項目については

対策等を助言します。また今年度の事業計画について報告を受け、以上を踏まえて次年

度の計画に対して助言を行います。 

③ 組合による今年度事業の改善及び次年度以降の事業の計画立案（8～2 月） 

 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画推進会議からの助言を受けて、今年度事業のうち可

能なものについては改善を図り、取組に反映します。また次年度以降の事業計画につい

て、助言を反映して立案します。 

④ 次年度計画の報告及び今年度事業の中間報告（8～2 月） 

 次年度の計画の報告及び今年度の事業実施状況の中間報告を受け、それに対する助言

を行います。 

⑤ 構成市との情報交換（年 1 回） 

 構成市の市民同士の情報交換や、学識経験者との交流の場の設定を行います。 
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