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現行計画（平成１５年３月策定）の検証 

 

 

 

【第 4章 ごみ排出量及び処理量の将来予測】 

関連項目 現行計画記載内容 現状 

４.１ 行政区

域内人口の将

来予測 

・周辺地域における整備事業の進捗状況や、町内における人口増加

施策の推進を前提として予測を実施。 

 

 

 

 

 

 

・平成 26年度の人口は 21,209人で予測人口（31,200人）の約 7割

まで減少している。 

 

  

年度 年度末人口（人） 年度 
年度末人口

（人） 

平成 17 年 24,987 平成 22 年 23,041 

平成 18 年 24,587 平成 23 年 22,621 

平成 19 年 24,151 平成 24 年 22,096 

平成 20 年 23,728 平成 25 年 21,656 

平成 21 年 23,460 平成 26 年 21,209 

＊集計の都合上、平成 17 年度からの表記としている 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

4.3.3 実現可

能性を踏まえ

たごみ処理量

の将来予測 

・実現可能性を踏まえた減量化目標量として、将来の処理基準を考

慮した上で、各年度における減・資源化量が計画目標量の半分程

度になると見込んだ量を示す。ただし、現時点でも減・資源化が

相応に進捗しているものについては実績値を採用する。 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度のごみ排出量合計は 780ｇ/日・人※で、予測値（750

ｇ/日・人）より 30ｇ/日・人上回っている。 

・可燃ごみは 586ｇ/日・人で予測値（502ｇ/日・人）を約 80ｇ/日・

人上回っているが、粗大・不燃ごみ、資源ごみは予測値の約 7～9

割となっている。（※ｇ/日・人の表記は、現行計画記載内容に併

せています） 

 

  

  
可燃ごみ 

粗大・ 
不燃ごみ 

資源ごみ 合計 

（ｇ/日・人） （ｇ/日・人） （ｇ/日・人） （ｇ/日・人） 

平成 17 年度 516 86 213 815 

平成 18 年度 519 87 214 820 

平成 19 年度 528 78 213 819 

平成 20 年度 519 72 201 792 

平成 21 年度 543 57 186 786 

平成 22 年度 539 95 184 818 

平成 23 年度 547 32 172 751 

平成 24 年度 564 39 165 768 

平成 25 年度 575 41 154 771 

平成 26 年度 586 42 152 780 

＊集計の都合上、平成 17 年度からの表記としている 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

4.3.3 実現可

能性を踏まえ

たごみ処理量

の将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 26 年度のごみ排出量合計は 16.5ｔ/日で、予測値（23.4ｔ/

日）よりかなり小さな値である。これは予測人口が 1 万人以上低

いことが影響していること、また粗大ごみにおける有料化が開始

されたことが考えられる。 

 

 

 

  

 
人口 

可燃 

ごみ 

粗大・

不燃ご

み 

資源 

ごみ 
合計 合計 

（人） （ｔ/日） （ｔ/日） （ｔ/日） （ｔ/日） （ｔ/年） 

平成 17 年度 24,987 12.9 2.1 5.3 20.4 7,435 

平成 18 年度 24,587 12.8 2.1 5.3 20.2 7,355 

平成 19 年度 24,151 12.8 1.9 5.2 19.8 7,222 

平成 20 年度 23,728 12.3 1.7 4.8 18.8 6,863 

平成 21 年度 23,460 12.7 1.3 4.4 18.4 6,729 

平成 22 年度 23,041 12.4 2.2 4.2 18.8 6,877 

平成 23 年度 22,621 12.4 0.7 3.9 17.0 6,200 

平成 24 年度 22,096 12.4 0.9 3.6 16.9 6,195 

平成 25 年度 21,656 12.5 0.9 3.3 16.7 6,091 

平成 26 年度 21,209 12.4 0.9 3.2 16.5 6,039 

＊集計の都合上、平成 17 年度からの表記としている 
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【第５章 ごみ処理基本計画】 

関連項目 現行計画記載内容 現状 

5.1.2 ごみ処

理の基本方針 

（１）ごみの排出抑制の推進 

ごみ減量化が最も重要な課題であり、あらゆる機会と場所を利用

し、住民･事業者に対してごみの減量化に関する意識の啓発を行

い、主体的協力を強く働きかけていき、ごみ減量化運動を推進し

ていく。 

①広報誌・環境特集号などによる啓発の実施。環境特集号は平成 14

年 7月から発行している。 

（平成 26年度実績）環境特集号を 1回発行 

②研修会の実施 

（平成 26年度実績）見学会を１回開催（参加：20人） 

③ごみ減量化推進員の設置（平成 14年 4月） 

（平成 26年度実績）ごみ減量化推進員 88人、幹事会１回開催 

④井戸端会議「ごみ勉強会」の開催 

（平成 26年度実績）井戸端会議を 2回開催（延べ参加人数 40人） 

⑤ごみ減量・資源化ＰＲ 

（平成 26年度実績）食用廃油の特設臨時回収及びごみの減量・資源

化の店頭啓発の実施（10回（5店舗）ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｯｼｭ配布） 

駅前街頭啓発活動（年 1回能勢電鉄 3駅で啓発、ﾎﾟｹｯ

ﾄﾃｨｯｼｭ配布） 

「とよのまつり」での啓発（パネル展示、クイズ） 

（２）再生利用の促進 

循環型社会を構築するために、再生品の利用を積極的に推進して

いくとともに廃棄物の有効利用を行っていく。 

①衣類・家電・家具などの長期利用の推進 

（平成 17年 12 月発行、環境特集号第 9号） 

・衣類のリフォーム店や家電や家具の修理店などを利用し、物をで

きるだけ長く使用するよう呼びかけている。 

②リサイクル情報板の利用促進（平成 23年 4 月から） 

・平成 23年度から、町のホームページ等を活用し常時利用が可能な

不用品リサイクル情報システムを構築している。 

③フリーマーケット等の活性化 

・とよのまつり等のイベントで実施している 

④再生品の利用促進（平成 23年 10月発行、環境特集号第 17号） 

・再生原料から作られた商品や環境配慮型商品の利用を広報誌など

を通じて促進している。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

（３）資源ごみの分別収集による減量化・資源化の推進 

現在、8種類 14分別〔可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源カン、

資源ビン、資源紙類（新聞紙、雑誌類、ダンボール、紙パック、

その他紙類、古布類）、容器包装プラスチック類（ペットボトル、

ペットボトル以外）、その他のプラスチック類〕に分別して収集し

ている。今後とも循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法

などの主旨を踏まえ、減量化・資源化を推進していく。 

①平成３年４月、集団回収開始 

（平成 26 年度実績）・登録団体 15 団体、回収量約 826ｔ（新聞 484

ｔ、雑誌 156ｔ、ダンボール 122ｔ、古布 64ｔ） 

②平成 21年度から 11 種類 20 分類の分別収集の実施 

③冊子『資源とごみの分け方出し方』（平成 23 年 4 月発行）による

分別の徹底 

④平成 14年 10 月から食用廃油の回収実施 

（平成 26 年度実績）・拠点回収 2,620KL・食用廃油の特設臨時回収

（10回（5店舗）60㍑回収） 

（４）処理施設の整備 

焼却処理施設、粗大ごみ処理施設及び資源化施設（選別施設やス

トックヤ－ド等）の整備を猪名川上流広域ごみ処理施設組合と協

議して計画的に推進していく。なお、それに合わせ現行のごみ処

理施設からの移行については、豊能郡環境施設組合及び構成市町

の豊能町・能勢町で協議して計画的に行っていく。 

・猪名川上流広域ごみ処理施設組合による国崎クリーンセンターが

平成 21年 3 月に完成し、適切なごみの処理、資源化が進められて

いる。 

（５）住民参加によるごみ処理事業の推進 

住民と事業所と行政が相互協力のもとに、望ましいごみ処理体系

を確立していく。 

住民・事業者・行政のパートナーシップに基づく取組みの推進 

・ごみ減量化推進員と連携しスーパーや各駅前やとよのまつりなど

での減量・資源化の PR活動の実施 

 （６）製造業者に対する働きかけ 

ごみになるものは作らず製造段階で再利用することを考慮した製

品づくり等に取り組むよう、製造者に対して働きかける。 

・取り組めていない。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

5.2 ごみ処理

主体 

・ごみの種類別・処理区分別の処理主体については、新施設完成後

は下表のとおりとする。 

・ごみの処理については、ほとんどの処理を国崎クリーンセンター

で行うことになった。 

5.3 ごみ処理

体系 

・将来のごみ処理体系は、基本的に現在の体系を継続しながら、新

しいごみ処理施設の完成における状況を見据えて整合を図る。 

・国崎クリーンセンターで焼却、破砕、選別、圧縮梱包等をおこな

い、資源ごみについては売却、再資源化、可燃ごみ・不燃ごみに

ついては焼却処分、埋め立て処分をおこなっている。 

ごみの処理主体 

処理区分 種類 処理主体 

分別・排出 

可燃ごみ  大型ごみ 
不燃粗ごみ 
カン類  ビン類 
ペットボトル 
プラスチック製容器包装 
容器包装以外のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 
紙・布類  有害ごみ 

住民及び事業者 

収集・運搬 

可燃ごみ  大型ごみ 
不燃粗ごみ 
カン類  ビン類 
ペットボトル 
プラスチック製容器包装 
容器包装以外のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 
紙・布類  有害ごみ 

豊能町 

中間 
処理 

焼却 
破砕 
選別 

可燃ごみ  大型ごみ 
不燃粗ごみ  
カン類  ビン類 
ペットボトル 
プラスチック製容器包装 
容器包装以外のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 
紙・布類  有害ごみ 

猪名川上流広域
ごみ処理施設組
合 

最終 
処分 

埋立 
焼却残渣 
大型ごみ処理残渣 
不燃粗ごみ処理残渣 

大阪湾広域臨海
環境整備センタ
ー 

資源化 

大型ごみの一部 
不燃粗ごみの一部 
カン類 ビン類 
ペットボトル 
プラスチック製容器包装 
紙・布類 
容器包装以外のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
有害ごみ 

猪名川上流広域
ごみ処理施設組
合 

 

ごみの処理主体 

処理区分 種類 処理主体 

分別・排出 

可燃ごみ 不燃ごみ  
粗大ごみ 空きカン  
空きビン ペットボトル  
プラスチック製容器包装  
有害ごみ 植木剪定くず  
食用廃油 

住民 

事業系ごみ 事業者 

収集・運搬 

可燃ごみ 植木剪定くず 豊能町 
不燃ごみ 空きカン 空きビ
ン ペットボトル 容器包装
プラスチック類 有害ごみ 

委託業者 

粗大ごみ（予約制） 豊能町（有料） 
紙類等 委託業者 
食用廃油 拠点回収 

事業系ごみ 事業者又は許可業者 

中間 
処理 

焼却 
破砕 
選別 

可燃ごみ 不燃ごみ  
粗大ごみ 空きカン 
ペットボトル  
プラスチック製容器包装  

国崎クリーンセンタ
ー 

最終 
処分 

埋立 

焼却残渣 
不燃ごみ処理残渣（ガラス、陶
磁器類等） 
粗大ごみ処理残渣 

大阪湾広域臨海環境
整備センター 

再資源化 

空きビン（その他の色）  
ペットボトル  
容器包装プラスチック類  
有害ごみ 

国崎クリーンセンタ
ー 

 資源化 植木剪定くず 食用廃油 豊能町 

有価物として
売却 

紙類等 空きビン（茶・無色） 
空きカン 不燃ごみ・粗大ごみ
の鉄・アルミ 

国崎クリーンセンタ
ー・豊能町 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

5.4 排出抑

制・再資源化

計画 

5.4.1 計画の

目標 

・平成 10年度に策定された｢豊能･能勢両町におけるごみ減量化につ

いて｣及び平成 12年策定の｢豊能町ごみ問題懇話会｣において検討

した内容を踏まえつつ、平成 13 年 3月に策定した「豊能町ごみ減

量化計画」を当面の計画目標とし、ごみの排出抑制・資源化によ

るごみの減量を進め、生活及び地球環境の保全を目指すものとす

る。 

・中長期的には猪名川上流広域ごみ処理施設組合の構成市町との連

携も踏まえてごみの発生抑制・資源化に向け推進して行く。 

・平成 17年 3 月には「豊能町ごみ減量化計画（第 2次）」を策定し、

住民の協力を得ながらごみの減量、資源化について様々な施策を

実施している。 

・猪名川上流広域ごみ処理施設組合において、ごみ収集方法および

リサイクル方法について調整を図っているほか、組合を構成する

1 市 3 町で連携して、ごみ減量・資源化を推進している。 

・国崎クリーンセンター啓発施設ゆめほたるの利用を促進し、ごみ

減量と資源化についての啓発を推進している。 

5.4.2 排出抑

制・資源化の

方法 

(1)排出抑制 

 

①ごみの発生抑制 

・住民に対して計画的な商品の購入、リターナブルビンなどの繰り

返し使用可能な商品の選択や生ごみの水しぼり等の啓発を徹底し

て行う。 

・事業者に対して過剰包装をひかえるよう要請し、またペットボト

ル･トレイなどの店頭回収を依頼し、排出量の抑制を図る。 

環境課が発行している、環境特集号（平成 17 年 12 月発行）で次の

7 つのごみ排出抑制について呼び掛けた。 

・町全体でマイバッグの持参を呼びかけ、ノーレジ袋デーを推

進している。 

・住民に不要な包装を断るように呼びかけ、容器包装の減量を

促進している。 

・ダイレクトメール受取休止登録サービス（MPS）や郵便局へ

の返送により、町全体でダイレクトメールの受取拒否を推進

している。 

・住民に食料品などの適量購入を呼びかけ、賞味期限切れで捨

てられる食料品などの発生を抑制している。 

・マイ箸やマイカップの持参を心がけ、割り箸や紙コップなど

の使い捨て商品の使用の抑制を呼びかけている。 

・詰替え式の商品の選択を呼びかけている。 

・リターナブルびんの利用と、酒屋などへのびんの返却を徹底

し、ワンウェイびんの使用を抑制している。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

②生ごみ処理機の普及 

・現在約 1,100 台普及しており、生ごみの堆肥化による資源化を図

っているが、今後も生ごみ処理機の普及に努め更なる生ごみ堆肥

化による資源化を目指す。 

・平成 4 年 4月から生ごみ堆肥化器具購入の補助開始 

・平成 19年度で助成終了。 

・コンポスト容器延 775台。電動生ごみ処理機延 1424 台。コンポス

ト容器、電動生ごみ処理機を合わせて平成 19 年度での普及率は

25.4％（2,232台普及）であった。 

③家電リサイクル法の趣旨の徹底 

平成 13 年４月から導入された家電リサイクル法の趣旨を住民に

啓発することにより、粗大ごみに含まれる家電４品目を完全にな

くしていく。 

・ホームページや平成 23年 4月に配布した冊子「資源とごみの分け

方・出し方」により、家電リサイクル法を周知するとともに、「メ

ーカー方式」のリサイクル方法を紹介している。 

・平成 23年度から粗大ごみを有料化した。 

④植木剪定くずの堆肥化 

可燃ごみに含まれている植木の剪定くずを別に回収し、チップ化

することにより堆肥等広く園芸などへの活用を図っていく。 

・平成 15年 4月から植木剪定くず資源化事業で行政回収を開始し、

平成 16年 4 月から毎月 1回直営で回収を行い、チップ化を進めて

いる。 

5.4.2 排出抑

制・資源化

の方法 

(2)資源化 

 

①紙類の資源化 

・可燃ごみの中に混入している本や雑誌などを更なる分別の徹底

により資源化を図る。 

・紙類は資源として平成 11年度から収集し、売却している。 

②容器包装プラスチックの資源化 

・容器包装リサイクル法の平成 12 年度完全実施にともない、容

器包装プラスチックを回収し更なる資源化を図る。 

・ペットボトルは平成 8年 4月から回収を始めた。 

・容器包装プラスチック類は平成 10年度から資源として回収し、

再資源化を進めている。 

③古布の資源化 

・可燃ごみに含まれている古布を分別収集することにより資源化

を図る。 

・古布は平成 13年度から資源として収集し、売却している。 

④事業系紙類の資源化 

・事業系紙類を分別収集することにより資源化を図る。 

・随時、事業者に向け、分別を含めて適正な処理を行うよう、啓

発している。 

⑤容器包装紙類（その他紙類）の資源化 

・容器包装リサイクル法の完全実施にともなう容器包装紙類（そ

の他紙類）を分別収集することにより更なる資源化を図る。 

・その他紙類として平成 13 年度から資源として収集し、売却し

ている。 

⑥食用廃油の資源化 

・食用廃油を別途回収することにより資源化を図る。 

・平成 14 年 10 月から食用廃油は、役場や吉川支所前での拠点回

収の他、啓発イベント時等に回収し、資源化を進めている。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

⑦その他プラスチック類の資源化 

・容器包装プラスチック以外の、その他プラスチックについても

資源化（RDF 等）を目指す。 

・平成 21 年 4 月から国崎クリーンセンターでの資源化ができな

いこととなったため、可燃ごみの一部として焼却している。 

5.4.2 排出抑

制・資源化の

方法 

(3)その他 

 

①資源集団回収活動の奨励 

・環境教育の一環として実施している集団回収の再検討を行い、現

在の収集量を堅持するよう努める。(回収業者が直接回収) 

・平成 3 年度から集団回収に対する報償金交付事業を実施している。

新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、古布類などに対して、3円/

㎏の報償金を交付している。 

・集団回収登録団体が指定する日に、回収業者が回収している。 

②啓発活動 

ごみの排出抑制や減量化･資源化及び適正処理にむけて、住民、事

業者に協力を求めるとともに循環型社会の実現に向け意識啓発を

行う。 

○住民への啓発活動 

･分別区分や排出方法のパンフレットの作成により分別の徹底を

図る。 

･排出抑制の PR 

･生ごみ処理機等の更なる普及 

･リサイクルフェアー等への参加呼びかけ 

･集団回収への PR 

･環境学習や循環型社会に関する講演会等の開催 

･リサイクル商品の PR 及び活用 

･リターナブルビン等の商品の購入推進 

･買物袋持参の推奨 

・広報誌やホームページなどによりごみ減量情報を拡充している。 

・平成 14年 4月に設置したごみ減量化推進員と協働で駅前や街頭、

とよのまつりで減量を啓発している。 

・小学校などに職員を派遣し、ごみの減量やリサイクルの推進につ

いての環境学習を実施している。（平成 26 年度は 3か所で実施し、

計 241人の児童が参加） 

・地域ごとに学習会（井戸端会議など）や意見交換会を開催し、ご

み減量方法などの知識の拡充につとめている。 

・平成 14年 4 月に豊能町ごみ減量化推進員を設置し、ごみ減量等に

関する意見交換会やリサイクル施設の見学会などを開催し、ごみ

減量化推進員を育成している。 

・平成 23年 4 月から町のホームページ等を活用し、常時利用が可能

な不用品リサイクル情報システム「リサイクル情報板」の利用促

進を進めている。 

・再生原料から作られた商品や環境配慮型商品の利用を促進してい

る。 

 

環境課が発行している、環境特集号（平成 17 年 12 月発行）で次の

7 つのごみ排出抑制について呼び掛けた。 

・町全体でマイバッグの持参を呼びかけ、ノーレジ袋デーを推

進している。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

・住民に不要な包装を断るように呼びかけ、容器包装の減量を

促進している。 

・ダイレクトメール受取休止登録サービス（MPS）や郵便局へ

の返送により、町全体でダイレクトメールの受取拒否を推進

している。 

・住民に食料品などの適量購入を呼びかけ、賞味期限切れで捨

てられる食料品などの発生を抑制している。 

・マイ箸やマイカップの持参を心がけ、割り箸や紙コップなど

の使い捨て商品の使用の抑制を呼びかけている。 

・詰替え式の商品の選択を呼びかけている。 

・リターナブルびんの利用と、酒屋などへのびんの返却を徹底

し、ワンウェイびんの使用を抑制している。 

 

○事業所への啓発活動 

･事業所ごみの取扱や分別、正しい処理の仕方の指導 

･ごみの排出抑制、減量化、資源ごみ回収推進のための情報提供 

･過剰包装の自粛、トレイ、レジ袋等の使用抑制の協力要請 

･店頭回収の要請 

・町内の事業所に対し、事業系ごみの適正処理を行うよう文書等で

指導・啓発している。 

・町内の小売店舗に対し、レジ袋の使用抑制の協力要請を行った。 

③推進員制度の活用 

・地域に密着したごみの分別・排出抑制や減量化などの啓発や指導

を図るため、推進員制度を活用する。 

・平成 14年度から廃棄物減量等推進員制度（ごみ減量化推進員）を

設置している。 

・ごみ減量化推進員研修会を開催し、ごみ減量や資源化の推進に取

り組んでいる。  

・各自治会のごみ減量化推進員から幹事を選出し、幹事は幹事会に

参加し、町全体のごみ減量方策について検討をおこなっている。 

④リサイクル商品の使用 

・資源化が進みリサイクル商品が多く販売されているが、多くの人

がリサイクル商品を購入することにより、循環型社会の形成に資

することとなるため公共機関はもちろんであるが、一住民や事業

・広報誌などにより、再生原料から作られた商品や環境配慮型の商

品の利用を促進する。 

・本町職員に貸与する作業服にリサイクル商品を採用している。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

者にも啓発を行う。 

・なお、豊能町においては今後とも、事務服･作業服等にリサイクル

商品を採用しその推進に向け取り組んでいく。 

⑤国･府への要望活動 

リターナブルビンの推進など、排出抑制・ごみ減量にかかる製造

業者等への商品の資源化の義務化などの各種施策を各種団体と連

携を図り、国･府へ対して要望活動を行う。 

 

・大阪府内の市町村と連携し国への要望活動を行っている。 

 

関連項目 現行計画記載内容 現状 

５.５ 収集・運

搬計画 

5.5.1 計画の

目標 

・排出抑制後に排出されるごみを、迅速かつ衛生的に中間処理施設

へ収集運搬し、住民の生活環境を清潔に保持することを目標とす

る。 

・なお、ごみの減量化・資源化を推進し、さらに環境及び処理施設

に対する負荷の軽減を図るため、循環型社会形成推進基本法や各

種リサイクル法の主旨を踏まえ、分別品目及び収集運搬体制の再

編成等検討し、効率的な収集運搬体制を整備していくものとする。 

・家庭系ごみの収集・運搬は直営と委託で行っている。また、事業

系ごみの収集・運搬は許可業者または事業者の直接搬入により行

われている。 

・平成 3 年度から集団回収は、登録団体により報償金交付事業を実

施している。 

5.5.2 収集区

域 

・豊能町の全域を収集対象区域とする。 ・収集対象区域は豊能町全域である。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

5.5.3 収集・運

搬の方法 

・分別収集計画による現在の豊能町の収集・運搬計画は下表のとお

りであるが、今後、新設される中間処理施設での搬入基準を考慮

し、施設完成時までには見直していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の収集体制は以下の通りであり、資源とごみとを明確に分け

られるよう、区分及び収集回数が細分化している。 

（11種 20分類） 

  

※1：ペンキのカン、一斗カン、1辺が 25cm以上の立方体のカン、鍋焼きうどん等のアルミ箔の鍋は不燃ごみへ 

※2：芝生・雑草・花・落ち葉は可燃ごみへ、直径 5cm以上 15cm未満で長さ 40cm以上 3ｍ未満の場合は粗大ごみへ 

※3：最大辺の長さが 40cm未満 
※4：電子体温計は不燃ごみへ 

※5：家電リサイク、パソコンリサイクル対商品は除く 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

5.5.3 収集・運

搬の方法 

なお、将来的には以下の施策について検討を進めていく。 

・推進員制度等を活用した分別の徹底 

・透明袋の使用義務付け 

・ごみ収集車の効率的な使用と低公害車の導入検討 

・収集形態の検討 

・ごみの有料化の検討 

・事業所系ごみの分別･リサイクルの啓発･指導 

・事業所系ごみの家庭系ごみへの混入防止 

・収集時に、収集職員による直接指導や啓発シールによる指導を徹

底している。 

・平成 12年度から、分別の徹底等を図るために透明または乳白色の

半透明の袋での収集を実施している。 

・家庭系ごみの収集・運搬は直営と委託で行っている。また、事業

系ごみの収集・運搬は許可業者または事業者の直接搬入により行

われている。 

・平成 23 年度から粗大ごみの有料化を実施している。・事業系ごみ

は事業所が許可業者に有料で収集を依頼するか、国崎クリーンセ

ンターへの直接搬入となっており、実態が把握できていない。チ

ラシやパンフレットの配布により啓発を行っている。 

５.８ その他 

5.8.1 適正処

理困難物に対

する対処方針 

・国による指定適正処理困難物のほか、家屋解体に伴う不燃性ごみ、

車、バイク、バッテリー、消火器、タイヤ、プロパンガスボンベ

などを適正処理困難物として、販売会社等に下取りをしてもらう

等適正に処理するよう指導していく。 

・冊子「資源とごみの分け方・出し方」において、町が収集しない

ごみの「処理困難なもの」として処理方法を紹介している。 

5.8.2 家電リ

サイクル法に

対する対処 

・家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）については、

販売会社等での回収義務を明確化し適正な処理を推進するととも

に行政でもその有料収集を実施する。 

・ホームページや冊子「資源とごみの分け方・出し方」により、家

電リサイクル法を周知するとともに、「メーカー方式」のリサイク

ル方法を紹介している。 

・平成 23年度から粗大ごみを有料化した。 

5.8.3 特別管

理一般廃棄物

の取扱い 

・爆発性、毒性、感染性などその他人の健康又は生活環境に係る被

害を生ずるおそれがある性状を有する特別管理一般廃棄物などに

ついては、排出事業者への指導の徹底と適正処理の促進を図る。 

・排出事業者に適正処理を行うよう、指導・啓発している。 

5.8.4 地球環

境保全及び地

域に関する諸

計画との関係 

 

（１）地球環境保全との関係 

・地球の限りある有効な資源を有効に利用し、後世の人々にかけが

えのない地球を引き継ぐために、物を大切にし、廃棄物をできる

限り排出しないライフスタイルを形成していくとともに、廃棄さ

れた物の中から資源･エネルギーを回収し、再利用･有効利用を図

っていく必要がある。 

・住民や事業者に対して、ごみの発生抑制の啓発を行うとともに、

リサイクル、資源化、有価物としての売却を行う等、再利用、有

効利用が進められている。 
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関連項目 現行計画記載内容 現状 

（２）地域に関する諸計画との関係 

・上位計画である豊能町の「第３次総合計画」及び猪名川上流広域

ごみ処理施設組合との整合を図っていく。 

・容器包装リサイクル法などによる分別、再資源化ル－トの開発及

び処理能力を超えた場合のごみ処理について組合内での相互協力

を求めていく。 

・「第 3 次総合計画」および、平成 22 年度に策定された「第 4 次総

合計画」との整合を図って、ごみの処理、減量、資源化を進めて

いる。 

・猪名川上流広域ごみ処理施設組合、大阪府、近隣市町などと連携

しながら、ごみの処理、減量、資源化を進めている。 

5.8.5 住民に

対する広報啓

発 

 

・今後とも分別・資源化の重要性に対する住民の認識向上を図るた

め効果的な啓発活動を行う。 

・将来にわたってごみ減量化の活動が継続されるよう、児童･生徒な

ど将来を担う世代に対し、教育現場においても、ごみ問題をはじ

めとする環境教育を行うこととし、このために副読本の有効活用

や学校教員向けの研修等を行う。 

・広報誌や「とよのまつり」などを通じた、住民の意識向上のため

の啓発活動を行っている。 

・小学校、幼稚園、保育所で環境教育を実施している。（平成 26 年

度は 3か所で実施し、計 241 人の児童が参加） 

 


