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一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(改訂版)の概要について 

 

≪策定の目的≫  

「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以

下｢廃棄物処理法｣という｡）に基づき、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、

長期的・総合的視点に立って、計画的なごみ処理の推進を図るための基本方針として

策定している。  

 

［根拠法令］廃棄物処理法第６条第１項 (抄 ) 

     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。  

 

≪改訂の趣旨≫  

平成２２年３月に策定した「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（計画期間 :平成２

２年度～平成３３年度）は、平成２７年度が中間目標年度にあたることから、これま

での取組の成果や課題の検証を行う。あわせて、本計画の点検、評価、見直しを行い、

後期６か年に取り組むべき施策等を定めた計画 (改訂版 )を策定する。  

 

≪現在の状況≫  

  計画において設定された３つの数値目標と実績  

   ①一人一日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）の削減 

    ＜目標値＞ 

     平成20年度実績 ( 536ｇ /人・日 ) 比  

→  平成27年度  約15％削減  460ｇ /人・日  （  76ｇ削減）   

→  平成33年度  約20％削減  430ｇ /人・日  （106ｇ削減）  

    

②一人一日当たりに換算した事業系ごみ排出量の削減  

    ＜目標値＞ 

     平成20年度実績  (356ｇ /人・日 ) 比  

→  平成27年度  約10％削減  320ｇ /人・日  （36ｇ削減）   

→  平成33年度  約15％削減  300ｇ /人・日  （56ｇ削減）  

                          

③リサイクル率  

    ＜目標値＞ 

          平成20年度実績  (15.5％ )比  

→  平成27年度  23％  （7.5％増加）   

→  平成33年度  24％  （8.5％増加）

H26 実績値 

439 g/人・日 

H26 実績値 

296 g/人・日 

H26 実績値 

19.2% 

【審４－２】 
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≪改訂の主な内容等≫ 

  

１  将来推計人口（ごみ発生量推計の算定基礎）  

草津市人口ビジョン（国勢調査人口ベース）の増減率を基本として、住民基本台帳

登録人口に置き換えて推計する。  

 

年度 Ｈ 20 年度 Ｈ 22 年度 Ｈ 28 年度 Ｈ 32 年度  Ｈ 33 年度 

推計人口  119,123 人 122,423 人 130,085 人 133,370 人 133,912 人 

    ※改訂前  Ｈ３２年度がピーク  → 改訂後  Ｈ４２年度がピーク  

  

 

２  新たな取組施策  

  現状の施策に加え、減量化目標達成に向けた施策として新たに取り組むべき施策は、

以下のとおり。  

 

①  家庭系ごみの発生抑制・減量化・資源化施策  

◯発生抑制施策  

  ・新クリーンセンターでの循環型社会や環境問題に係る啓発、学習機会の提供  

◯資源化施策  

   ・資源物の集団回収の推進奨励における単価の引き上げ等  

   ・資源物の集団回収における繊維類の回収促進  

   ・雑紙保管袋の作成  

   ・スマートフォン用ごみ分別無料アプリケーションの提供  

 

②  事業系ごみの発生抑制・減量化・資源化施策  

◯発生抑制施策  

・食品ロス削減啓発パンフレットの作成による啓発  

◯減量化施策  

・事業系一般廃棄物減量セミナーの開催  

・一般廃棄物処理業（収集運搬）許可業者への訪問指導の実施  

◯資源化施策  

・雑紙保管袋の作成  

・小規模事業者が排出する資源物を集団回収の対象に追加  

 

 ③  リサイクル率の引き上げのための施策  

・資源物の集団回収の推進奨励における単価の引き上げ等  

   ・資源物の集団回収における繊維類の回収促進  

・小規模事業者が排出する資源物を集団回収の対象に追加  

   ・雑紙保管袋の作成  

   ・スマートフォン用ごみ分別無料アプリケーションの提供  
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３  減量化目標（最終年度数値目標）  

 

①「１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）」  

③「リサイクル率」  

⇒  最終目標年次である平成 33 年度の数値目標を達成しておらず、引き続きその

達成を目指す必要があることから、今回の改訂では変更を行わない。  

 

②「１人１日当たりに換算した事業系ごみ排出量」  

 ⇒  発生抑制・減量化・資源化施策を進めた結果、平成 26 年度における排出量に

ついて、本計画策定当初に設定した最終目標年次の数値目標を既に達成してい

ることから、今回の改訂で次のとおり変更を行う。  

 

 

① 

  「１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）」を 

   平成 20 年度比で約２０％削減します。 

    

＊１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）  

    ＝（家庭系ごみ排出量－資源ごみ排出量）÷人口÷365 日（ 366 日） 

   ＊資源ごみ（古紙類、プラスチック製容器類、ペットボトル類、空き缶類、

飲・食料用ガラスびん類、乾電池、蛍光管）  

       

 

    

平成 20 年度実績 536ｇ/人・日 

       

      → 平成 33 年度  約 20％削減  430ｇ/人・日  （ 106ｇ削減） 
 

             ※平成 26 年度実績 439ｇ/人・日  

 

 

 ② 

「１人１日当たりに換算した事業系ごみ排出量」を 

平成 20 年度比で約２０％削減します。 

（変更前 約１５％削減） 

 

    ＊ 1 人１日当たりに換算した事業系ごみ排出量  

     ＝ 事業系ごみ量÷人口÷365 日（ 366 日） 
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＊本計画策定当初は、大型商業施設の立地により周辺市を含めた広域商圏を形

成していること、さらにＪＲ南草津駅周辺への飲食店舗等の進出が今後も増

加するといった、事業系ごみの排出量が増加するという地域特性を考慮して

たが、本計画策定当初に設定した最終目標年次の数値目標を平成 26 年度にお

いて既に達成していることから、新たな数値目標を設定する。  

 

 

     

平成 20 年度実績 356ｇ/人・日 

       

→ 平成 33 年度 約 20％削減 285ｇ/人・日 （71ｇ削減） 

 

【変更前】平成 33 年度 約 15％削減 300ｇ /人・日  （ 56ｇ削減）  

 

         ※平成 26 年度実績 296ｇ/人・日  

 

 

③ 

「リサイクル率」を平成 20 年度の１５．５％から 

  ２４％に引き上げます。 

 

    ＊リサイクル率（資源化率）  

    ＝資源化ごみ量÷ごみ発生量×100 

     資源化ごみ量：「直接資源化量 (集団回収含む )」＋「中間処理後の資源化量」 

＋「市町村協議を経たごみの資源化量」  

     ごみ発生量：「家庭系ごみ排出量」＋「事業系ごみ排出量」＋「集団回収量」 

＋「市町村協議を経たごみの排出量」  

※平成 28 年度以降のリサイクル率の計算には、廃棄物処理法第 6 条第 3

項に基づく「市町村協議を経たごみの排出量」および「市町村協議を経

たごみの資源化量」を含める。 

 

 

     

平成 20 年度実績 １５．５％ 

       

      → 平成 33 年度   ２４％ （8.5％増加） 
 

        ※平成 26 年度実績 19.2%  
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４  ごみ発生量の推計（新たな施策反映後）と減量化目標との比較  

新たな施策反映後のごみ量で算出した「１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源

ごみ除く）」、「１人１日当たりに換算した事業系ごみ排出量」、「リサイクル率」と減量

化目標による数値との比較は、以下のとおり。  

 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）  

  年度 H20 H26 H28 H30 H33 

量（g/日・人）  536.3 438.9 434.7 430.8 425.6 

対 H20 年比 - 81.8 81.6  80.3   79.4 

目標数値（g/日・人） - - - - 430.0 

     

１人１日当たりに換算した事業系ごみ排出量  

年度 H20 H26 H28 H30 H33 

量（ｇ/日・人）  355.9 295.6 294.2 288.2 280.1 

対 H20 年比 -  83.1  82.7  81.0  78.7 

目標数値（g/日・人） - - - - 285.0 

 

リサイクル率  

年度 H20 H26 H28 H30 H33 

リサイクル率  15.5％ 19.2％ 21.4％ 22.3％ 24.0％ 

目標数値（％）  - - - - 24.0％ 

＊平成 28 年度以降のリサイクル率の計算には、「市町村協議を経たごみの排出量」  

および「市町村協議を経たごみの資源化量」が含まれている。  

 

 

５  新クリーンセンターの計画処理能力との整合について  

  可燃ごみ処理量のピーク値は１２６．４ｔ／日で、新クリーンセンターの計画処理

能力１２７ｔ／日の範囲内  

 

 

６  パブリックコメントの実施  

  一般廃棄物 (ごみ )処理基本計画 (改訂版 )（案）について、草津市市民参加条例第６条

第１項の規定により、パブリックコメントを実施する。  

 

 

≪今後の予定≫  

 

別紙「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（改訂版）策定スケジュール」のとおり  

 

 


