


ごあいさつ 

 

廃棄物、地球温暖化、緑や生物種の減少、環境ホ

ルモンなどの微量有害物質による環境汚染など、今、

私たちが直面する環境問題は、極めて複雑・多岐に

わたっています。 

 

これらの解決のためには、私たち一人ひとりが暮

らしの中で廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使

用（リユース）、再資源化（リサイクル）といった

いわゆる３Ｒ（スリーアール）を実践するなど、生

活のあり方そのものを見直していくことが必要で

す。言い換えれば、環境の制約の中で、効率的で持

続性のある社会をつくっていかなければなりませ

ん。 

  本県は、首都圏の中央に位置し、県内総生産は全国第５位、７００万人を超える県

民を擁しており、旺盛な産業活動や、日々の県民生活の中で年間１，３７７万トンも

の廃棄物を排出しています。 

 近年、容器包装をはじめ各種のリサイクル制度が整備されるなど、様々な取組がな

されています。しかし、依然として処理すべき廃棄物の量は多く、処理経費が市町村

の財政を圧迫するとともに、最終処分の多くを県外に依存しています。また、不法投

棄をはじめとする不適正処理が絶えず、さらには、石綿(アスベスト）など有害な廃

棄物の適正な処分が緊急の課題となっています。 

 こうした中、廃棄物を資源として活用し、環境産業の新たな発展を先導する「彩の

国資源循環工場」が、平成１７年度に一部操業を開始し、平成１８年度から全面的に

操業する見込みとなりました。今後も、企業や市町村などと一層の連携を図りながら、

効率的な資源循環ネットワークづくりを促進していきたいと考えております。 

 環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会づくりは緒についたばかりです。その

実現を着実に進めていくためには、県民、事業者、そしてＮＰＯなどの民間団体の多

くの方々が、自発的に環境保全に取り組んでいただくことが何よりも大切です。 

 また、埼玉県は、首都圏にありながら豊かな自然に恵まれ、都市の魅力と田園の魅

力を併せ持つ全国でも数少ない県です。 

私は、この美しく豊かな埼玉の環境を次の世代に引き継いでいくことができるよう、

本計画が目指す将来像の実現に向けて、全力で取り組んでいきたいと考えております。

皆様方の一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。   

 

平成１８年３月                
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はじめに 

はじめに 

 

 １ 計画の趣旨 

本計画は、昭和 48 年に第 1 次計画を策定して以来、これまで 4 度の見直しを行い、

計画的に廃棄物の減量化や適正処理の推進に取り組んできたところです。 

しかし、本県は、首都圏の中央に位置し、県内総生産は全国第 5 位、700 万人を

超える県民を擁しており、旺盛な産業活動と県民生活から排出される廃棄物の量は

全国的にみても高い水準にあります。 

また、首都圏に位置する本県では、近隣都県から中間処理を目的とした廃棄物の

流入量が多く、その一方で、最終処分については、県外に大きく依存している状況

です。 

このため、廃棄物の排出抑制、最終処分場の確保、不法投棄などの不適正処理の

防止などが深刻な課題となっています。 

また、循環型社会形成推進基本法(平成 12 年法律第 110 号)をはじめ、容器包装や

家庭電化製品など各分野におけるリサイクルに関する法律や制度の整備が進み、再

生利用が図られてきました。引き続き、一層の再生利用を推進する必要があるとと

もに、費用負担のあり方や対象品目の拡大などが新たな課題となっています。 

そこで、第 5 次廃棄物処理基本計画（計画期間：平成 13～17 年度）を見直し、廃

棄物処理法第 5 条の 5 の規定に基づき、国の基本方針に即すとともに、循環型社会

の形成に向けた施策を、総合的かつ計画的に推進するため、本県における今後の廃

棄物行政の指針として、第 6 次埼玉県廃棄物処理基本計画を策定するものです。 

 

 ２ 計画の期間 

この計画は、平成 18 年度を初年度とし、平成 22 年度を目標年度とする 5 か年計

画として策定するものです。 

 

 ３ 本計画の対象廃棄物 

 

（※1）　家庭系ごみは、自家処理を含む

（※2）　爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの

（※3）　廃棄物処理法第2条第4項、同法施行令第2条

廃

棄

物

ごみ

し尿
事業系ごみ

特別管理一般廃棄物（※2）

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令（※3）で定められた20種類

特別管理産業廃棄物（※2）

産

業

廃

棄

物

家庭系ごみ（※1） 一般ごみ（可燃ごみ、不燃ごみなど）

粗大ごみ

一

般

廃

棄

物
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はじめに 

 ４ 計画の修正 

この計画は、5 か年計画として策定するものですが、今後、環境大臣が定める「基

本方針」の変更、その他情勢に大幅な変更が生じるなど、必要と認められる場合に

は、適宜、計画の見直しを図るものとします。 

 

 ５ 計画と法令及び他の県計画等との関連図 

本計画と法令及び埼玉県における他の計画との関連は、以下のとおりです。 

 

・資源有効利用促進法

・容器包装リサイクル法

・家電リサイクル法

・グリーン購入法

・食品リサイクル法

・建設リサイクル法

・自動車リサイクル法 など　

など　

・彩の国ごみゼロプラン

・埼玉県長期ビジョン ・埼玉ゼロエミッション行動計画

・彩の国５か年計画２１ ・埼玉県ごみ処理広域化計画

・ダイオキシン類削減推進行動計画 ・埼玉県資源循環戦略２１ など　

・埼玉県生活排水処理施設整備構想

・家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画

・埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

など　

廃棄物の適正処理や循環型社会形成
の推進に関する個別計画等

・埼玉県生活環境保
全条例

・埼玉県ごみの散乱
防止に関する条例

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の
推進に関する特別措
置法

ポリ塩化ビフェニル
廃棄物処理
基本計画

リサイクル関連の法律

廃棄物の適正処理や循環型社会形成の推進に
関する事項を内容とする県の各種の計画、構想
等

環境基本法

循環型社会形成推進基本法

廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

埼玉県廃棄物

処理基本計画

埼玉県環境基本条例

埼玉県
環境基本計画

市町村一般
廃棄物処理計画

廃棄物の適正処理や循環型社会形成の推進に関する具体的施策

整合

整合 整合

環境大臣の基本方針
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第 1 章 本計画の目指す将来像 

第１章 本計画の目指す将来像 

 

この章では、循環型社会形成推進基本法で示す循環型社会の姿に関する事項と本

県が目指す概ね 20 年後の将来像について整理しました。 

 

１ 循環型社会形成推進基本法で示す循環型社会の姿 

「循環型社会」とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適

正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷

ができる限り低減される社会をいいます。 

（「循環型社会形成推進基本法第 2 条」の定義から） 

 

【循環型社会の姿】 

天然資源の投入

処　 理
（再生、焼却）

廃　 棄

①廃棄物等の発生抑制
(リデュース)

⑤適正処分

④熱回収

最終処分
（埋　 立）

②再　使　用
（リユース）

③再生利用
(リサイクル)

消費・使用

生　　産
（製造・流通等）

 

 

廃棄物・リサイクル対策の優先順位として、最初に廃棄物の発生を抑制し、

第二に廃棄物を再使用し、第三に廃棄物を再生利用し、第四に熱回収を行い、

最後にどうしても循環利用できない廃棄物を適正に処分することとしています。 
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第１章 本計画の目指す将来像 

２ 本県が目指す循環型社会実現のための将来像 

循環型社会の実現に向け、本県が目指す将来像について、廃棄物の発生抑制、

再使用、再生利用・熱回収、適正処分の 4 項目に分類し、整理しました。 

 

モノを大事に長く使い、無駄なものは購入しないなど環境に配慮した生活を送ってい
ます。
環境教育を誰もが気軽に受けられる仕組みが整い、「過剰包装を断る」「レジ袋を受
け取らない」など環境配慮した行動を誰もが実践しています。
事業者は、ごみ減量化に向けた取組を強化しています。また、容器の薄型化など廃棄
物のより少ない製品開発・販売を行うなどの環境に配慮した事業活動が、市場の優位
性を高め、消費行動にも結びついています。

・

・

・

フリーマーケット、リサイクルショップ、インターネット取引などが活性化し、不用
品の交換や売買が、時間を問わず気軽に行える仕組みが整っています。
リターナブル製品やリユースカップなどの利用が普及し、使い捨てにしない仕組みが
社会の中に定着しています。

・

・

バイオマスの利用体制が整い、リサイクル製品(たい肥、木材製品など)やエネルギー
(ガス、電気)に形を変え、地域内の貴重な資源として循環利用されています。
製造業などの動脈産業と、リサイクル技術が高度に進化した静脈産業が融合したネッ
トワークが県内数ヶ所で形成されています。そして、新たな産業が生まれたり、廃棄
物処理に伴う熱エネルギーを利用したりするなど、地域の特性を生かしたまちづくり
が進み、多くの県民が良好な環境の中で生活しています。
リサイクル原料を利用した製品の製造と、リサイクル製品を好んで購入する消費行動
による需要のバランスが図られ循環しています。また、循環型社会ビジネスの市場規
模が拡大し、経済活動の中心を担っています。
オフィス古紙や食品残さ等、小口に発生する廃棄物を巡回して収集し、リサイクルす
る共同リサイクルが進展しています。また、製造されたリサイクル製品は、地域内で
循環利用されています。

・

・

・

・

最終処分量を極力少なくする処理体制が整備されています。

適正処分（最終処分）

ごみ分別の細分化やリサイクル技術の進展により、再生利用が促進され、最終処分量
は大幅に減少しています。
各工場での取組や連携の強化により、不用品利用が進んでいます。また多くの工業団
地で、ゼロエミッションが達成されています。
最終処分場の安全性が確保されるとともに、ＩＴの活用による処理の透明性が徹底さ
れています。

・

・

・

ごみを資源として循環利用する「循環型ネットワーク」が構築されています。

再生利用（リサイクル）・熱回収

「ごみをつくらない」ため、再び使用するシステムが発展しています。

再使用（リユース）

「ごみを出さない生活様式」や「ごみが出にくい事業活動」が社会に定着しています。

発生抑制（リデュース）
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第 1 章 本計画の目指す将来像 

廃棄物の発生抑制や循環的な利用、適正処分が確保されることによって、天

然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減されます。また、このことにより、

「豊かな環境を保全しながら、あらゆる世代の県民が豊かさを実感できる持続

可能な循環型社会」が実現します。 

 

本計画が目指す将来像のイメージ図 
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第２章 将来像の実現に向けた施策展開の方向 

第２章 将来像の実現に向けた施策展開の方向 

 

第 1 章で描いた将来像は、単に廃棄物問題を解決するだけでは実現することはで

きません。 

そこで、将来像を実現するために、環境政策、産業政策、都市政策の 3 つの政策

を組み合わせた総合政策として、様々な取組を行っていく必要があります。 

 

 １ 環境政策 

恵み豊かな自然環境を保全、創造し、将来の世代に引き継いでいくためには、こ

れまでの社会システムを改め、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだ

け小さくする循環型社会を構築していかなければなりません。 

そこで、循環型社会の構築に向け、廃棄物処理に優先順位を設けます。1 番目は

出てくるごみをできるだけ減らすリデュース（発生抑制）です。2 番目は、不要に

なった物は、できるだけ繰り返し使うリユース（再使用）です。3 番目は、繰り返

し使えない物は、資源としてリサイクル（再生利用）することです。4 番目は、資

源として使えない物は、燃やしてその熱を利用するサーマルリサイクル（熱回収）

です。最後は、どうしても捨てるしかない物は、環境を汚さないようにきちんと適

正処分（最終処分）することです。 

また、着実に循環型社会を構築していくためには、県民は廃棄物の発生抑制や再

使用を進め、再生利用のための分別収集を徹底していくことが必要です。事業者は、

排出者責任や拡大生産者責任を徹底し、自らの責任で処理を行わなければなりませ

ん。そして、行政や事業者は、県民に対して、環境負荷に関する情報を積極的に公

開する必要があります。さらに、行政、事業者、NPO や県民が協働した廃棄物処理

の監視体制を整備し、監視機能を高めていかなければなりません。 

 

 ２ 産業政策 

廃棄物問題を解決する上でも、企業の経済合理性を活かした手法を活用していく

ことが効果的です。例えば、市町村財政を圧迫している一般廃棄物の処理コストを

削減するため、PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）などの考え

方を積極的に導入し、民間の資本力や効率的な運営能力を活かして解決していく手

法を導入することなどが挙げられます。 

また、産業廃棄物の中間処理を目的とした県外からの流入量が全国一多い本県は、

首都圏の資源循環を支えるリサイクル拠点として重要な役割を担っています。今後

も安全で安心なリサイクル処理を行うことを前提とした環境産業の振興を図って

いく必要があります。そして、最先端の技術の更新による市場優位性を保つため、

リサイクル技術やリサイクル製品の開発等、産学官連携による研究を進めていきま

す。 
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第２章 将来像の実現に向けた施策展開の方向 

 ３ 都市政策 

生活や経済活動に必要不可欠な都市施設として、再資源化施設を整備します。 

生活や産業活動を行う上で、廃棄物は必ず発生します。将来の世代にすばらしい

環境を引き継ぐためには、廃棄物を排出する私たち自身が責任を持って、処理や管

理をしていく必要があります。また、環境負荷を最小限に抑えるため、可能な限り

地域内で循環利用していくことが重要です。 

地域内循環の例として、家庭や事業所から出る生ごみ・木くずや間伐材などのバ

イオマス資源を活用し、肥料や飼料、木製品などとして利用するマテリアルリサイ

クルを推進していきます。やむを得ず焼却する廃棄物は、焼却熱を利用した発電な

どエネルギーとして地域での利用促進を図ります。 

 

３つの政策のイメージ図 

循環型社会の実現

廃棄物問題
の解決

環境政策

都市政策 産業政策

■環境への負荷をできる限り低減させる処理の優先順位
　（①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分）
■住民参加による環境基準の確認、不適正な処理の監視

■企業の経済合理性を活かした手法による廃棄物問題の解決
■環境産業の振興、高度なリサイクル技術の研究

■生活や経済活動に不可欠な都市インフラとして廃棄物処理施設を整備
■ごみ焼却の際の余熱を発電や温水利用などのエネルギーに転換し、
　地域内での利用を促進

環境政策

産業政策

都市政策
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第３章 現状分析と将来予測 

第３章  現状分析と将来予測と将来予測 

 

この章では、本計画で定める 5 年後の目標の設定やその目標達成に向けた施策を展

開する上で欠かせない県内廃棄物の現状の分析と、将来の予測を行います。 

 

 第１節 現状分析 

 １ 一般廃棄物 

 １)ごみ 

 (１) ごみの処理・処分フロー 

平成 15 年度に県内から排出された一般廃棄物量は、274 万 2 千トンです。一般廃

棄物は家庭から排出される家庭系ごみと事業所から排出される事業系ごみがありま

す。このうち、家庭系ごみとして排出されたごみは、192 万トンであり、総排出量

の 70.0%です。また、事業系ごみは、66 万 9 千トンであり、総排出量の 24.4%です。 

これらのうち、可燃ごみ等は、焼却処理施設において直接焼却処理、不燃ごみ及

び粗大ごみ等は、破砕・選別等による処理を行った後に、再生利用できるものを回

収し、残りは最終処分場で埋立処分しています。 

焼却施設においては、焼却処理により発生する余熱を利用して発電を行っている

ものもあります。 

サーマルリサイクルを
含めた再生利用量

1,695(61.8%)

減量化量
 1,900排出量

2,742
(100%)

(ａ)

家庭
（家庭系

ごみ＋自家処
理量）
1,920

(70.0%)

公共収集による
再生利用量
 444 (16.2%)

(d)

 集団回収量
 153 (5.6%) (b)

事業所
（事業系
ごみ）
669

(24.4%)

集団回収量
 153

 (5.6%)(b)

サーマル
リサイクル

量
1,098
(40.0%)
(c)

焼却処理
2,144

破砕・選別
等処理
330

再生利用量

597(21.8%)

（単位：千トン/年）

 最終処分量
 246 (9.0%)

 自家処理量
 4 (0.1%)

注1：処理量には、前年度からの未処理ごみ5千トンが含まれている。
注2：再生利用率：21.8％（（d+b）/a）
注3：サーマルリサイクルを含めた再生利用率：61.8%（（c+d+b）/a)
　　 ただし、ここでいうサーマルリサイクルとは、焼却処理により発生する余熱を利用して発電
　　 しているものをいう。
注4:四捨五入の関係上合計が合わない場合がある。

 

図 3-1-1 ごみの処理・処分フロー(平成 15 年度) 
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 (２) 排出状況 

ごみの排出量は、平成 11 年度は 263 万 6 千トンであるのに対して、平成 15 年度

では、274 万 2 千トンと約 4.0％の増加となっています。また、1 人 1 日当たりの排

出量では、平成 11 年度は 984g/人・日であったのに対して、平成 14 年度は 1,021g/

人・日となり、約 3.8%増加しました。これをピークに、平成 15 年度は減少に転じ

ています。 

 

2,636

2,708
2,726 2,743 2,742

984

1,009
1,018 1,021

1,014

2,500

2,600

2,700

2,800

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（千トン/年）

900

950

1,000

1,050

（g/人・日）

排出量 1人1日当たり排出量  

 注：1 人 1 日当たり排出量では、集団回収量を除いています。 

図 3-1-2 排出量及び 1 人 1 日当たり排出量の推移 

 

排出量の内訳としては、家庭系ごみは、平成 12 年度をピークに微減傾向ですが、

事業系ごみは過去 5 年間を見ても増加傾向にあり、平成 11 年度と平成 15 年度を比

べると約 18%増加しています。 

 

148 152 153 152 153

1,921 1,958 1,940 1,928 1,920

567 598 633 663 669

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（千トン/年）

集団回収 家庭系ごみ 事業系ごみ
  

図 3-1-3 家庭系ごみ及び事業系ごみ等の排出量の推移 

 

今後、ごみの排出量の更なる抑制を図るには、増加率の高い事業系ごみの発生抑

制を推進するとともに、減少に転じている家庭系ごみについても、一層の発生抑制

を図っていく必要があります。 
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 (３) 処理・処分状況 

ア）再生利用状況 

平成 15 年度の再生利用量は、公共収集による 44 万 4 千トン(直接資源化量：

17 万 9 千トン、処理後再生量：26 万 5 千トン)、自治会等による集団回収量が

15 万 3 千トンで合計 59 万 7 千トンとなっています。 

再生利用率でみると過去 5 年間増加傾向にあります。これは、容器包装リサ

イクル法等の施行による分別収集品目の拡大や分別の徹底等による回収量の

増加、焼却灰のセメント資源化事業、溶融スラグの建設資材化等の進展による

ものです。 

148 152 153 152 153

304 330 348 390 444

17.1
17.8 18.4

19.8

21.8

0

200

400

600

800

1,000

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（千トン/年）

0

5

10

15

20

25

（％）

集団回収量 公共収集量 再生利用率
 

図 3-1-4 再生利用状況と再生利用率の推移 

 

今後更なる再生利用率の向上を図るには、分別収集の一層の促進や、焼却灰

の資源化の拡大を図る等、あらゆる手段を講じて取組を強化していく必要があ

ります。 

 

再生利用をマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの観点からみると、

マテリアルリサイクルについては増加傾向にあります。サーマルリサイクルに

ついては、平成 15 年度は平成 11 年度と比べ大幅に増加しています。 

 

501 542

898

452 482

597
883

892778

1,098

17.1 17.8

29.5

19.8
18.4

21.8

40.0

32.732.432.9

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（千トン/年）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

（％）

マテリアルリサイクル量 サーマルリサイクル量

マテリアルリサイクル率 サーマルリサイクル率  

図 3-1-5 サーマルリサイクルとマテリアルリサイクルの推移 
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イ）減量化状況 

平成 15 年度に県内から排出された一般廃棄物量 274 万 2 千トンのうち、214

万 4 千トン(78.2%)が焼却処理されています。また、破砕・選別等により 33 万

トン(12.0%)が中間処理されています。これらの処理により、190 万トン(69.3%)

が減量化されています。 

市町村等の焼却施設は、平成 16 年 3 月末現在で 53 施設であり、その処理能

力は、9,061 トン/日となっています。 

また、53 施設のうち 49 施設において、温水や電気として余熱利用を行なっ

ており、施設内だけでなく施設外でも利用されています。このうち 11 施設に

おいて発電が行われ、発電能力としては、64,940kW となっています。 

9,4709,346 9,0619,3569,351

45,440 47,340 47,340

64,940 64,940

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（トン/日）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

（kW）

処理能力(トン/日) 発電能力(kW)

 

図 3-1-6 焼却能力と発電能力の推移 

 

ウ）最終処分状況 

平成 15 年度の最終処分量は、24 万 6 千トンとなっており、内 35.6%が県外処

分となっています。平成 11 年度からは、最終処分量が 26.1%の減少、県外処分

量は約 34.7%の減少となっています。 

339 334
290

246

333

40.3
37.9

33.7 35.1 35.6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（千トン/年）

0

10

20

30

40

（％）

最終処分量 県外処分割合
 

図 3-1-7 最終処分量と県外処分割合の推移 

 

 

平成 16 年 3 月末現在で、市町村等の埋立中の最終処分場は、28 施設あり、
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その残余容量は、全体で 146 万 3 千m 3となっています。しかしながら、県内に

は、当該区域内に処分場を持たない市町村や残余容量がひっ迫している市町村

もあります。 

1,663
1,500

1,618

1,463
1,565

32 32

30

28
29

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（千m3）

20

30

40

（施設）

残余容量 施設数

 

図 3-1-8 最終処分場の残余容量と施設数の推移 

 

今後は、最終処分量を減らすことはもちろんですが、県内における適正処理・

処分といった観点からも引き続き県外最終処分割合の低下を図っていくとと

もに、必要な最終処分場の確保などに向けた取組が重要となります。 

 

エ）焼却処理施設の状況 

平成 15 年度の焼却処理施設の 1 施設当たりの処理能力は、171.0 トン/日・

施設となっています。 

過去 5 年間を見ると、施設数の減少とともに、1 施設当たりの焼却能力は、

増加しており、大規模化が進んでいます。 

64 64 61
56 53

146.0 148.0
153.3

167.1
171.0

0

20

40

60

80

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（施設）

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

（トン/日・施設）

施設数 施設あたりの平均処理能力
 

図 3-1-9 焼却処理施設の施設数と施設当たりの処理能力の推移 

 

今後は、運転・維持管理の効率化、経済性の向上等を図るためにも、更なる

広域化の推進により施設統合等を図っていく必要があります。 

また、廃止した焼却処理施設の解体についても、早期に実施していく必要が

あります。 
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埼玉県における市町村ごみ焼却施設からのダイオキシン類の排出量は、平成

9 年度の 104.8g-TEQ/年から平成 15 年度は、2.7g-TEQ/年へと約 97%減少してい

ます。 
 

表 3-1-1 ダイオキシン類の総排出量 

　平成9 　平成10 　平成11 　平成12 　平成13 　平成14 　平成15 　削減率 備考

104.8 77.9 75.6 58.3 16.9 10.5 2.7 97%
平成16年10月20日
発表

埼　玉　県
ダイオキシン類総排出量

（単位：g-TEQ/年）  

 
注：平成 9 年度のデータを a、平成 15 年度のデータを b とする。 

  削減率＝(a－b)/a×100 

 

オ）ごみ処理経費 

平成 15 年度の市町村のごみ処理経費は、約 937 億円となっています。 

施設改良費については、ダイオキシン類対策特別措置法の施行による排ガス

高度処理工事等が平成 14 年度に終了していること等から平成 15 年度は大幅に

減少しています。処理費等(処理費、維持管理費を含む。)については、横ばい

傾向にあります。 

 

 

32,116 39,992 39,421
26,001

4,939

77,523
82,389 85,111

84,075

85,058

3,467

2,215 2,948

4,307

3,739

0

40,000

80,000

120,000

160,000

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（百万円/年）

施設改良費 処理費等 その他

合計113,106 合計124,596 合計127,480 合計114,383 合計93,736

 

図 3-1-10 ごみ処理経費の推移 

 

今後は、効率的な施設運営や処理方法の見直し等により、処理費等を削減してい

く必要があります。 
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カ）ブロック別分析 

一般廃棄物の排出構造は、地域毎に世帯の構成やライフスタイル、産業の構

造等により異なると考えられます。そこで、ここでは、県内を 5 つのブロック

に分け、ブロック毎にいくつかの項目を比較します。 

排出状況については、家庭系ごみ、事業系ごみに分けて分析します。 

まず、家庭系ごみについて、1 人 1 日当たり排出量で比較すると、平成 15 年

度では、排出量の多い順に北部地域、中央地域、東部地域、西部地域、秩父地

域の順になっています。なお、中央地域、東部地域については、過去 5 年間県

平均値を上回っており、北部地域については、増加傾向にあり、近年、県平均

値を上回っています。 

550

650

750

850

H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（g/人・日）

中央地域 西部地域 東部地域 北部地域 秩父地域 県平均

 

図 3-1-11 ブロック別家庭系ごみ排出量（1 人 1 日当たり）の推移 

 

事業系ごみのブロック別の排出量については、排出量の多い順に、中央地域、

西部地域、東部地域、北部地域、秩父地域となっています。過去 5 年間でみて

も、各ブロックの排出量の順位及び割合に大きな変化は見られません。 
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図 3-1-12 ブロック別事業系ごみ排出量の推移 
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再生利用状況については、再生利用率の推移で分析します。 

平成 15 年度は、秩父地域が最も再生利用率が高く、次いで、西部地域、中央

地域、北部地域、東部地域となっています。また、過去 5 年間を通して県平均

値より高い地域は、秩父地域と西部地域のみとなっています。 
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図 3-1-13 ブロック別再生利用率の推移 

 

今後、排出量を抑え、再生利用率を上昇させるには、これらのブロック間の

格差、県平均との乖離等の状況も踏まえ、検討していく必要があります。 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ２)し尿等 

 (１) し尿等の処理・処分フロー 

平成 15 年度における県内のし尿等の処理・処分のフローを表に示します。なお、

本計画におけるし尿等とは、生し尿及び浄化槽汚泥をいいます。 

浄化槽汚泥：760,210kL

生し尿：251,157kL

水洗化
人口

（6,681,205人）

非水洗化
人口

（298,310人）

公共下水道
人口

（4,553,618人）

浄化槽
人口

2,127,587人
うち、

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌ゚ ﾗﾝﾄ
14,011人

計画収集
人口

（289,595人）

自家処理
人口

（8,715人）

下水道
終末処理場

し尿処理施設
980,802kL

下水道投入
30,565kL

自家処理
4,653kL

 

図 3-1-14 し尿処理・処分フロー（平成 15 年度） 

 

 (２) し尿等排出状況 

県内における水洗化率は増加しており、平成 15 年度の水洗化人口の割合は 95.7%

となっています。一方、非水洗化人口の割合は減少しており、平成 15 年度におけ

る非水洗化人口の割合は 4.3%です。 

86.5 88.2 88.9 90.6 92.1 93.0 93.7 94.4 94.9 95.3 95.7

9.4 4.34.75.15.66.37.07.911.111.813.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（％）

水洗化人口割合 非水洗化人口割合
 

図 3-1-15 水洗化人口割合と非水洗化人口割合の推移 
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第３章 現状分析と将来予測 

市町村が収集処理する生し尿及び浄化槽汚泥の総量は、公共下水道の普及の増加

に伴い、年々減少しています。平成 15 年度は、約 101 万 1 千 kL/年となっています。 

764,897
596,206 539,592 501,189 445,161 403,381 358,473 331,254 296,982 273,876 251,157

670,432

766,609 782,449 786,716
781,015 790,933 787,732 770,386 774,152 757,639 760,210

12,180
11,212 10,753 10,850

8,991 7,674
7,100 6,380 6,021 6,449 4,653

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

年　度

（kL/年）

生し尿量(kL/年) 浄化槽汚泥量(kL/年) 自家処理量(kL/年)

 

図 3-1-16 生し尿及び浄化槽汚泥等の排出量の推移 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ２ 産業廃棄物 

 １)産業廃棄物の処理・処分フロー 

平成 15 年度に県内の事業所から排出された産業廃棄物の量は、1,102 万 9 千トン

です。 

この排出量の中には、事業所内で脱水され、実際に外部に排出されない量が含ま

れています。これは、脱水減量に該当しますが、この量は 418 万 5 千トンであり、

排出量の 37.9%を占めています。 

また、再生利用量（有償物量を含む）は 561 万 8 千トンであり、排出量の 50.9%

を占めています。 

最終処分量は 23 万 2 千トンであり、排出量に占める割合は 2.1%となっています。 

 

排出量
1,102.9
(100%)

(a)

有償物を
除く

排出量
1,052.6
(95.4%)

(b)

汚泥の
事業所内での

脱水減量
418.5

(37.9%)

(d)

注1：脱水減量とは、事業所内にある脱水工程により得られた水分量をいう
注2：再生利用率：50.9％（（f+c)／a）
注3：汚泥の事業所内での脱水減量を除いた場合の再生利用率：82.1％（（f+c)／e）

汚泥の
事業所内での

脱水減量
418.5

(37.9%)

(d)

有償物量
50.3(4.6%)(c)

発生量
684.4

(62.1%)

(e)

その他の
減量化量

99.4(9.0%)

最終処分量
23.2(2.1%)(g)

有償物を除い
た再生利用量
511.5(46.4%)

(f)

有償物量
50.3(4.6%)(c)

（単位：万トン/年）

再生利用量

561.8(50.9%)

脱水減量を除いた
再生利用率(82.1%)

 

図 3-1-17 産業廃棄物の処理・処分フロー（平成 15 年度） 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ２)排出状況 

県内における排出量の推移をみると、平成 5 年度が 1,429 万 1 千トン、平成 10

年度が 1,180 万トン、平成 15 年度が 1,102 万 9 千トンと減少傾向にあります。 

 

 (１) 業種別排出状況 

平成 15 年度における業種別排出量は、製造業が最も多く、次いで、建設業、電気・

ガス・水道・熱供給業の順に多くなっています。 

 
（単位：万トン/年）

業　　種 H5 H10 H15

製造業 668.9 466.7 385.7

建設業 251.4 398.5 364.6

電気・ガス・水道・熱供給業 146.8 143.6 173.2

農業・漁業・林業 155.1 124.1 98.2

鉱業 147.1 27.7 66.8

卸小売業 9.9 5.0 7.1

サービス業 37.0 7.4 2.2

情報通信業 ― ―

運輸業 12.9 6.0 1.7

医療・福祉業 ― 1.0

合　　計 1,429.1 1,180.0 1,102.9

※四捨五入の関係上合計が合わない場合がある。
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H5 H10 H15

年　度

(万トン)

製造業

建設業

農業・漁業・林業

電気・ガス・
水道・熱供給業

鉱業

運輸業
 

1.9

1.5

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-18 業種別排出量の推移 

 

 (２) 種類別排出状況 

平成 15 年度における種類別排出量は、汚泥が最も多く、次いで、がれき類、動

物のふん尿、金属くず、紙くずの順に多くなっています。 

 
（単位：万トン/年）

種　　類 H15

汚泥 526.9 537.3 558.2

がれき類 230.3 177.0 213.3

動物のふん尿 154.5 123.5 97.8

金属くず 150.3 116.7 57.2

紙くず 49.3 43.5 48.2

廃プラスチック類 60.9 35.2 28.9

鉱さい 108.3 34.0 18.9

その他 148.6 112.8 80.4

合　　計 1,429.1 1,180.0 1,102.9

H5 H10

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

H5 H10 H15

年　度

(万トン)

鉱さい

がれき類

動物のふん尿

汚泥

廃プラス
チック類

その他

金属くず

紙くず

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-19 種類別排出量の推移 

 

県内の産業廃棄物の排出量は減少傾向にありますが、排出事業者等への指導の拡

充を図ることなどにより、更なる廃棄物の排出抑制を図る施策を展開していく必要

があります。 
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第３章 現状分析と将来予測 

 

 (３) 業種別・種類別の排出量 

県内における平成 15 年度の産業廃棄物の排出量を業種別・種類別にみると、排出

量の多い製造業では汚泥（218 万 4 千トン（56.6%））が最も多くなっており、建設

業においては、がれき類（211 万 1 千トン（57.9％））や汚泥（98 万 4 千トン（27.0％））

が多くなっています。電気・ガス・水道・熱供給業においては、排出量のほとんど

が汚泥となっています。 

 

表 3-1-2 業種別・種類別の排出量（平成 15 年度） 

（単位：万トン／年）

業種

種類

1,102.9 98.2 66.8 364.6 385.7 173.2 1.9 1.7 7.1 1.5 2.2

(100%) (9%) (6%) (33%) (35%) (16%) (0%) (0%) (1%) (0%) (0%)

燃え殻 0.1 (0%) 0.1

汚泥 558.2 (51%) 66.7 98.4 218.4 173.2 0.0 0.1 0.4 0.0 1.0

廃油 9.0 (1%) 0.0 0.0 7.5 0.1 1.0 0.0 0.4

廃酸 3.8 (0%) 3.7 0.0 0.1 0.1

廃アルカリ 3.7 (0%) 0.0 3.4 0.0 0.1 0.1 0.2

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 28.9 (3%) 0.4 0.0 3.0 21.5 0.0 0.7 2.7 0.3 0.2

紙くず 48.2 (4%) 1.3 45.0 1.8

木くず 16.2 (1%) 13.7 2.5

繊維くず 0.2 (0%) 0.1 0.1

動植物性残さ 15.5 (1%) 15.5

動物系固形不要物 0.2 (0%) 0.2

ゴムくず 0.2 (0%) 0.2 0.0

金属くず 57.2 (5%) 0.1 16.6 38.5 0.0 0.0 0.3 1.5 0.1 0.2

ｶ ﾞﾗ ｽ ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ ･陶磁器く ず 13.5 (1%) 6.8 5.8 0.0 0.8 0.1 0.0

鉱さい 18.9 (2%) 18.9

がれき類 213.3 (19%) 211.1 1.8 0.4 0.0

ばいじん 2.0 (0%) 2.0

動物のふん尿 97.8 (9%) 97.8

動物の死体 0.0 (0%) 0.0

混合廃棄物等 15.8 (1%) 13.7 0.5 0.0 0.0 0.7 0.9 0.1

※四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。

製造業
医療・福

祉業

サービ

ス業

電気･ｶﾞｽ･水

道･熱供給業

情報

通信業
運輸業

卸・

小売業

合計

農林

漁業
鉱業 建設業合計
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第３章 現状分析と将来予測 

 ３)処理・処分状況 

 (１) 再生利用状況 

平成 15 年度の再生利用量は 561 万 8 千トンとなっています。 

再生利用量を種類別に比較すると、がれき類が 37％と最も多く、次いで汚泥が 18%、

動物のふん尿が 11％、金属くずが 10%、紙くずが 8％の順に多くなっています。 

また、平成 5 年度から平成 15 年度にかけて再生利用量は減少している傾向がみら

れます。 

 

 

平成15年度

再生利用量

　561.8

（万トン/年）

がれき類

209.6

37％

汚泥

103.4

18％

動物のふん尿

62.6

11％

金属くず

56.4

10％

紙くず

44.7

8％

鉱さい

18.0

3％

廃プラ

15.7

3％

その他

51.4

9％

※四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。

 

804.6

561.8591.5

56.3％
50.1％ 50.9％
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（％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3-1-20 種類別の再生利用量 図 3-1-20-2 再生利用状況の推移 

 

 (２) 最終処分状況 

最終処分量を種類別に比較すると、混合廃棄物等が 22％と最も多く、次いで汚泥

が 20%、廃プラスチック類が 18％、がれき類が 16%の順に多くなっています。 

平成 15 年度の最終処分量は平成 5 年度、平成 10 年度と比較して、大幅に減少し、

23 万 2 千トンとなっています。 

また、最終処分量のうち全体の約 83％が県外で処分されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混合廃棄物等

5.1

22％

汚泥

4.6

20％

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

4.1

18％

がれき類

3.6

16％

ガラス･

コンクリート･

陶磁器くず

2.1

9％

その他

3.7

16％

平成15年度

最終処分量

23.2

（単位：万トン）

※四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。

141.9

77.4

23.2

92.0 %

83.2 %

71.0 %
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 図 3-1-21 種類別の最終処分量 図 3-1-21-2 最終処分状況の推移 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ４)広域移動状況 

平成 15 年度に県内で発生した産業廃棄物のうち、排出事業所内で行われた中間

処理量は 559 万 7 千トンであり、県内の中間処理業者へ委託された量は 378 万 3 千

トンとなっています。また、排出事業所から直接県内の最終処分場へ搬出された量

は 3 千トン、県内の中間処理施設から県内の最終処分場に搬出された量は 3 万 6 千

トンとなっています。 

中間処理を目的とした県外からの流入量は増えています。 

なお、最終処分については、県外に流出している量が多く、県外に依存している

状況にあります。 

 

（　　）内の数値は、平成10年度値

埼玉県

県内最終処分量

＜自社、委託＞

3千トン（5万9千トン）

県内中間処理量

378万3千トン

（393万トン）

自社中間処理量

559万7千トン

（575万3千トン）

県内最終処分量

3万6千トン

（3千トン）

県外最終処分量

2万9千トン

（51万2千トン）

県外中間処理量
90万5千トン（13万6千トン）

県外最終処分量
16万4千トン（20万トン）

最終処分場

中間処理施設排出事業所

県外からの流入量

427万トン

（309万8千トン）

県外からの流入量

1千トン

（2万1千トン）

 

 

図 3-1-22 産業廃棄物の移動状況 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ５)中間処理施設設置状況 

平成 16 年度の中間処理施設数は 805 施設で、平成 11 年度の 731 施設から約 10%

増加しています。施設のうち、焼却処理施設については、平成 14 年 12 月のダイオ

キシン類規制の強化を受けて、休廃止する施設が増加し、平成 16 年度の焼却処理

施設は平成 11 年度の半数程度となっています。一方、破砕、切断、発酵等の施設

は増加傾向にあります。 

 

表 3-1-3 中間処理施設設置状況 

中間処理方法

焼却（木くず、廃油、汚泥等） 147 （29） 196 （27） 93 （11）

破砕（廃プラスチック類、がれき類等） 129 （25） 198 （27） 333 （41）

中和（廃酸、廃アルカリ類） 27 （5） 35 （5） 24 （3）

脱水（汚泥） 27 （5） 39 （5） 36 （4）

乾燥（汚泥等） 16 （3） 14 （2） 8 （1）

蒸留（廃油） 13 （3） 12 （2） 5 （1）

油水分離（廃油） 10 （2） 12 （2） 5 （1）

切断（廃プラスチック類等） 19 （4） 40 （5） 54 （7）

発酵（汚泥、動植物性残さ等） 10 （2） 10 （1） 17 （2）

熱分解（廃プラスチック類等） 32 （6）

圧縮
（廃プラスチック類、紙くず、金属くず等）

32 （6） 67 （9） 54 （7）

その他 52 （10） 108 （15） 176 （22）

合　　　　　　計 514 （100） 731 （100） 805 （100）

平成6年度施設数
      （％）

平成11年度施設数
        （％）

平成16年度施設数
        （％）

― ―
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発酵（汚泥、動植物性残さ）
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図 3-1-23 中間処理施設設置状況の推移 

 

今後も、公共関与による方法なども講じ、近隣住民との合意を得ながら、安心安

全な再資源化施設を確保していく必要があります。 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ６)最終処分場の状況 

県内の最終処分場は、公共、民間併せて 5 施設しかなく、最終処分場が少ない状

況となっています。 

 

表 3-1-4 最終処分場の状況 

最終処分場の種類 区分 施設数
埋立面積

（㎡）

埋立容量

（m3）

公共 0 0 0

民間 4 4,665 14,256

公共 1 267,600 1,936,000

民間 0 0 0

公共 0 0 0

民間 0 0 0

合　　　　　　計 － 5 272,265 1,950,256

※県内の最終処分場の状況(平成16年度データ)

安定型最終処分場

管理型最終処分場

遮断型最終処分場

 

 

 ７)監視指導状況 

監視体制を強化し、立入検査、不適正処理の指導に力を入れています。 

結果、延監視指導件数は増加傾向にあります。 

 

表 3-1-5 監視指導状況 

適正処理件数 不適正処理件数 （不法投棄件数）

平成12年度 3,736 1,695 2,041 （138）

平成13年度 4,266 1,658 2,608 （183）

平成14年度 7,958 2,355 5,603 （157）

平成15年度 13,742 2,498 11,244 （ 73）

平成16年度 9,023 2,713 6,310 （156）

監視指導結果
延監視指導件数年　　度
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第３章 現状分析と将来予測 

 第２節 将来予測 

 １ 一般廃棄物 

 １)ごみの将来予測 

 (１) ごみ排出量予測 

平成 15 年度の排出量 274 万 2 千トンが、計画始期の平成 18 年度には、282 万 4

千トンとなり、計画終期の平成 22 年度には、288 万 2 千トンに達し、更に平成 27

年度には 294 万 1 千トンにまで増加すると予測されます。 

また、1 人 1 日当たりの排出量は、計画始期の平成 18 年度では 1,033g/人・日、計

画終期の平成 22 年度では 1,051g/人・日、更に平成 27 年度では 1,081g/人・日とな

り、増加することが予測されます。 

表 3-2-1 ごみ排出量の予測 

量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比

家庭系ごみ 1,920 100.0% 1,929 100.5% 1,902 99.1% 1,845 96.1%

事業系ごみ 669 100.0% 741 110.8% 827 123.6% 943 141.0%

集団回収量 153 100.0% 154 100.7% 153 100.0% 153 100.0%

排出量 2,742 100.0% 2,824 103.0% 2,882 105.1% 2,941 107.3%

1人1日当たりの排出量
（g/人・日）

1,014 100.0% 1,033 101.9% 1,051 103.7% 1,081 106.6%

H27H15 H18 H22

 

 

 

注 1：上記の数値のうち、平成 15 年度のみが実績値であり、平成 18 年度以降は予測値である。 

注 2：平成 15 年度の「家庭系ごみ」、「事業系ごみ」及び「集団回収量」は、千トン未満を四捨五入している。
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図 3-2-1 ごみ排出量の予測 

 

 

 

 

 

 

県民１人１日当たりの排出量を平成 15 年度の 1,014ｇ/人・日から 975ｇ/人・日

へ 4%削減します。（P34 参照） 

平成 22 年度目標 
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第３章 現状分析と将来予測 

 (２) 処理・処分予測 

平成 15 年度の「公共収集による再生利用量」（以下「資源化量」という。）44 万 4 千

トン、最終処分量 24 万 6 千トンが計画始期の平成 18 年度には、資源化量 48 万 5 千ト

ン、最終処分量 23 万 1 千トンとなる。計画終期の平成 22 年度では、資源化量 55 万 5

千トン、最終処分量 19 万 1 千トンとなり、平成 27 年度には、資源化量 62 万 9 千トン、

最終処分量 15 万 3 千トンとなると予測されます。 

 

表 3-2-2 処理・処分の予測 

量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比

資源化量 444 100.0% 485 109.2% 555 125.0% 629 141.7%

減量化量 1,900 100.0% 1,952 102.7% 1,981 104.3% 2,004 105.5%

最終処分量 246 100.0% 231 93.9% 191 77.6% 153 62.2%

総処理量 2,590 100.0% 2,668 103.0% 2,727 105.3% 2,786 107.6%

※四捨五入の関係で一部数値が合わない場合がある。

H27H15 H18 H22
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図 3-2-2 処理・処分の予測 

 

 (３) 再生利用予測 

平成 15 年度の再生利用量 59 万 7 千トン(資源化量 44 万 4 千トン、集団回収量 15

万 3 千トン)が計画始期の平成 18 年度には、再生利用量 63 万 9 千トン(資源化量 48

万 5 千トン、集団回収量 15 万 4 千トン)となり、計画終期の平成 22 年度では、再

生利用量 70 万 8 千トン(資源化量 55 万 5 千トン、集団回収量 15 万 3 千トン)に達

し、平成 27 年度には、再生利用量 78 万 2 千トン(資源化量 62 万 9 千トン、集団回

収量 15 万 3 千トン)となると予測されます。 

 

 26



 

 
第３章 現状分析と将来予測 

表 3-2-3 再生利用量等の予測 

量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比 量(千トン/年) 平成15年度比

資源化量 444 100.0% 485 109.2% 555 125.0% 629 141.7%

集団回収量 153 100.0% 154 100.7% 153 100.0% 153 100.0%

再生利用量 597 100.0% 639 107.0% 708 118.6% 782 131.0%

再生利用率 21.8% － 22.6% － 24.6% － 26.6% －

H27H15 H18 H22

 

444 485
555

629

153
154

153
15321.8 22.6

24.6
26.6

0

500

1000

H15 H18 H22 H27

年　度

（千トン/年）

0

10

20

30

（％）

資源化量 集団回収量 再生利用率
 

図 3-2-3 再生利用量等の予測 

 

 

 

 

 

 

最終処分量を平成 15 年度の 24.6 万トンから 17.2 万トンとし 30％削減しま

す。（P34 参照） 

再生利用率を平成 15 年度の 21.8%から 27%に増加します。 

平成 22 年度目標 

 

 ２)し尿等の将来予測 

し尿と浄化槽汚泥の計画収集量の将来予測結果を以下に示します。 

これらの将来計画収集量については、将来推計した人口にし尿等の排出原単位を

乗じて推計値として算出しています。 

県内では、年々、公共下水道が普及しており、し尿等の計画収集量は減少するこ

とが予測されます。 
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図 3-2-4 し尿等の予測 
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第３章 現状分析と将来予測 

２ 産業廃棄物 

 １)業種別排出量予測 

業種別に排出量をみると、製造業、建設業、電気・ガス・水道・熱供給業からの

排出量が多くなっています。このうち、建設業では、トレンド推計に基づくと減少

傾向となりますが、今後、高度成長期に建設された建物が更新時期を迎えることか

ら建築物の解体による廃棄物の排出の増加が見込まれています。このため、平成 15

年度と比べて微減傾向で推移するものと予測します。また、製造業では、生産活動

の低下や事業者の排出抑制努力などにより、排出量が減少しています。今後、県内

の経済動向が回復基調にあることなどから、減少傾向が鈍化するものとして、平成

15 年度と同程度で推移するものと予測します。さらに、電気・ガス・水道・熱供給

業では、下水道の普及に伴い、下水道汚泥が増加することを見込んで予測します。

この他の業種からの廃棄物排出量の予測については、平成 15 年度の排出量原単位

を基に、活動量指標を勘案して予測します。 

 

表 3-2-4 業種別排出量の予測 

量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比

農業・漁業・林業 124.1 126.4% 98.2 100.0% 96.1 97.9% 94.3 96.0% 90.6 92.3%

鉱業 27.7 41.3% 66.8 100.0% 59.2 88.6% 45.0 67.4% 33.5 50.1%

建設業 398.5 109.3% 364.6 100.0% 364.1 99.9% 361.4 99.1% 359.9 98.7%

製造業 466.7 121.0% 385.7 100.0% 385.7 100.0% 385.7 100.0% 385.7 100.0%

電気・ガス・水道・熱供給業 143.6 82.9% 173.2 100.0% 182.1 105.1% 188.9 109.1% 184.2 106.4%

運輸業 6.0 352.9% 1.7 100.0% 1.9 111.8% 2.1 123.5% 2.4 141.1%

卸・小売業 5.0 70.4% 7.1 100.0% 6.7 94.4% 5.3 74.6% 3.5 49.3%

サービス業（医療業除く） 7.4 336.4% 2.2 100.0% 2.0 90.9% 1.8 81.8% 1.7 77.3%

医療・福祉業 1.0 66.7% 1.5 100.0% 3.9 260.0% 4.0 266.7% 4.1 273.3%

その他 0.0 0.0% 1.9 100.0% - - - - - -

合　　計 1,180.0 107.0% 1,102.9 100.0% 1101.7 99.9% 1,088.5 98.7% 1,065.6 96.6%

H18 H22 H27H10 H15
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図 3-2-5 業種別排出量の予測 

 28



 

 
第３章 現状分析と将来予測 

 ２)種類別排出量予測 

種類別に排出量をみると、汚泥の排出量が最も多くなっており、次いでがれき類、

動物のふん尿、金属くず、紙くず、廃プラスチックの順に多くなっています。 

大幅な増減傾向を示す種類は見られないものの、今後増加傾向を示す種類として

は、汚泥、がれき類等があります。 

 

表 3-2-5 種類別排出量の予測 

量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比

燃え殻 1.7 1700.0% 0.1 100.0% 0.1 100.0% 0.1 100.0% 0.1 100.0%

汚泥 537.3 96.3% 558.2 100.0% 588.2 105.4% 579.5 103.8% 563.4 100.9%

廃油 14.0 155.6% 9.0 100.0% 8.8 97.8% 8.7 96.7% 8.6 95.6%

廃酸 4.6 121.1% 3.8 100.0% 3.3 86.8% 3.3 86.8% 3.2 84.2%

廃アルカリ 6.9 186.5% 3.7 100.0% 3.6 97.3% 3.2 86.5% 3.0 81.1%

廃プラスチック 35.2 121.8% 28.9 100.0% 27.3 94.5% 27.0 93.4% 26.4 91.3%

紙くず 43.5 90.2% 48.2 100.0% 30.7 63.7% 30.3 62.9% 29.7 61.6%

木くず 23.0 142.0% 16.2 100.0% 16.0 98.8% 15.8 97.5% 15.6 96.3%

繊維くず 0.2 100.0% 0.2 100.0% 0.2 100.0% 0.2 100.0% 0.2 100.0%

動植物残さ 17.4 112.3% 15.5 100.0% 15.5 100.0% 15.3 98.7% 15.0 96.8%

ゴムくず 0.2 100.0% 0.2 100.0% 0.2 100.0% 0.2 100.0% 0.2 100.0%

金属くず 116.7 204.0% 57.2 100.0% 34.0 59.4% 33.6 58.7% 32.9 57.5%

ガラス・陶磁器くず 22.0 163.0% 13.5 100.0% 13.3 98.5% 12.9 95.6% 12.7 94.1%

鉱さい 34.0 179.9% 18.9 100.0% 18.9 100.0% 18.7 98.9% 18.3 96.8%

がれき類 177.0 83.0% 213.3 100.0% 224.8 105.4% 225.1 105.5% 225.9 105.9%

動物のふん尿 123.5 126.3% 97.8 100.0% 95.8 98.0% 94.0 96.1% 90.0 92.0%

ばいじん 6.4 320.0% 2.0 100.0% 1.9 95.0% 1.6 80.0% 1.4 70.0%

混合廃棄物 2.8 17.7% 15.8 100.0% 18.7 118.4% 18.8 119.0% 18.8 119.0%

その他 13.5 3375.0% 0.4 100.0% 0.4 100.0% 0.2 50.0% 0.1 25.0%

合　　計 1,180.0 107.0% 1,102.9 100.0% 1,101.7 99.9% 1,088.5 98.7% 1,065.5 96.6%

※四捨五入の関係で一部数値が合わない場合がある。
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図 3-2-6 種類別排出量の予測 

 

 

排出量を平成 15 年度の 1,103 万トンから 1,026 万トンへ 7%削減します。 

（P36 参照） 

平成 22 年度目標 
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第３章 現状分析と将来予測 

 ３)処理・処分予測 

排出された廃棄物はそのほとんどが再生利用または減量化されています。将来予

測においては、再生利用量は今後微減傾向、減量化量は微増傾向となると予測され

ます。なお、最終処分量は平成 10 年度に対して平成 15 年度は大幅に減少している

状況にあり、将来予測においては、平成 15 年度よりも減少していくことが見込ま

れます。 

 

表 3-2-6 処理・処分の予測 

量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比 量(万トン/年) 平成15年度比

排出量 1,180.0 107.0% 1,102.9 100.0% 1,101.7 99.9% 1,088.5 98.7% 1,065.5 96.6%

再生利用量 591.5 105.3% 561.8 100.0% 555.7 98.9% 535.4 95.3% 518.0 92.2%

減量化量 502.8 97.1% 517.9 100.0% 524.4 101.3% 535.8 103.5% 537.4 103.8%

最終処分量 77.4 333.6% 23.2 100.0% 21.6 93.1% 17.3 74.6% 10.1 43.5%

その他 8.3 - 0.0 100.0% - - - - - -

H27H10 H15 H18 H22
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図 3-2-7 処理・処分の予測 

 

再生利用率を平成 15 年度の 50.9%から 56%に増加します。 

最終処分量を平成 15 年度の 23.2 万トンから 16.9 万トンとし、27％削減し

ます。（P36 参照） 

平成 22 年度目標  
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第３章 現状分析と将来予測 

 

＜検証＞ 

第 5 次計画の目標値と平成 15 年度実績値との比較 

 

 

 

 

 

第５次埼玉県廃棄物処理基本計画の計画期間は、平成 13 年度から平成 17 年度

迄です。このため、現時点（平成 18 年 3 月）では目標値に対する達成状況の評

価はできませんが、直近で把握している平成 15 年度の実績値と比較し、途中結

果の評価を実施しました。なお、比較した結果は、下表のとおりです。 

 

●一般廃棄物● 

H17目標 H15実績 結果と今後の見込み

県民1人1日当たり
排出量

（ｇ/人・日）

4％削減
937

4％増加
1,014

平成14年度を境に減少傾向
にあるものの、数値目標の
達成は困難。

再生利用量
（千ｔ/年）

24.5％
648

21.8％
597

順調に伸びている。目標達
成の見込み。

最終処分量
（千ｔ/年）

30％削減
232

25.9％削減
246

順調に削減しており、目標
達成の見込み。

県外最終処分量
（千ｔ/年）

30％削減
93

33.8％削減
88

目標達成済み。

 

 

●産業廃棄物● 

H17目標 H15実績 結果と今後の見込み

排出量
（千ｔ/年）

3％増加に
抑制

12,154

6.5％削減
11,029

目標達成済み。

再生利用量
（千ｔ/年）

56.9％
6,913

50.9％
5,618

ほぼ横ばい。数値目標の達
成は困難。

最終処分量
（千ｔ/年）

30％削減
542

70.0％削減
232

目標達成済み。

県外最終処分量
（千ｔ/年）

30％削減
499

72.9％削減
193

目標達成済み。
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第３章 現状分析と将来予測 

  

＜検証＞ 

第５次計画の施策実施状況と第６次計画での主な施策展開について 

 

 

 

 

 

第５次計画の重点施策と実施事業等
（成果）

廃棄物の現状
（課題）

第６次計画での施策展開

■容器包装の「リデュース」の推進
■リユース・リサイクルに関する情報
　共有化の推進
□環境報告書・環境会計の促進
□環境学習の充実
□家庭系・事業系一般廃棄物の発生
　抑制の推進等

■再資源化資材の率先利用と普及の推進
■リサイクル中核拠点の整備・拡大
□容器包装のリサイクルの促進
□ゼロエミッション地域づくり等

■公共関与による最終処分場の確保
□焼却飛灰水洗施設の整備等

■地域リサイクルネットワーク拠点の整備
□ごみ処理広域化計画の推進
□市場化テストに関する検討等

■GPS利用による廃棄物処理透明化の推進
■廃棄物不法投棄の監視対策の強化
■廃棄物の山の撤去・環境保全対策の強化
□彩の国資源循環工場の環境モニタリング
　調査等

□石綿（アスベスト）の適正処理対策の推進
□ポリ塩化ビフェニル廃棄物（PCB廃棄物）の
　適正処理の推進等

ダイオキシン類削減の推進

平成12年度末　58.3g-TEQ／年
　　　　　　　 ↓
平成15年度末　 2.7g-TEQ／年

課題は沈静化傾向

公共関与による最終処分場及び
総合リサイクル施設の確保

・県営の広域処分場の整備
・彩の国資源循環工場の整備等

ゼロエミッション地域づくり

・ゼロエミッション工業団地の推進
・地域ぐるみでのゼロエミッション活動
　の促進等

一般廃棄物の県内処理の推進

・家庭での生ごみ処理の普及
・分別の徹底の促進
・セメント原料化の促進等

※■は重点施策、□は主要施策

産業廃棄物

一般廃棄物・産業廃棄物

・再生利用量は、減少
・再生利用率は、微増

・新規再資源化施設や
　最終処分場の建設は
　困難

一般廃棄物処理の広域化の推進

平成12年度末
　　　　64施設(148トン/日・施設)
　　　　　　　　↓
平成15年度末
　　　　53施設(171トン/日・施設)

安全から安心の廃棄物処理

・不適正処理に対する監視体制の強化
・各業界団体へ適正処理推進の働きか
　け等

一般廃棄物、産業廃棄物

・最終処分の多くを
　県外に依存

一般廃棄物

・廃棄物処理経費は、
　市町村財政を圧迫

産業廃棄物

・不法投棄、保管と称
　する悪質な山積み、
　野外焼却などの悪質
　な不適正処理があと
　を断たない

産業廃棄物

・建築物の更新に伴い、
　石綿（アスベスト）廃
　棄物などが増加見込み

一般廃棄物

・家庭系一般廃棄物は、
　平成12年度を境に減少
　傾向
・事業系一般廃棄物は
　増加傾向
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第４章 基本目標の設定 

第４章  基本目標と目標値 

 

この章では、第 3 章で行った現状分析と将来予測をもとに、第 1 章で示した将来像

を実現させるため、今後 5 年間で達成すべき基本目標及び目標値を定めます。 

 

 第１節 基本目標 

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減していくためには、社会

経済活動のあり方や私たちのライフスタイルを見直し、廃棄物のより一層の減量化に

努め、持続可能な循環型社会を実現することが重要です。 

持続可能な循環型社会は、第 2 章「将来像の実現に向けた施策展開の方向」で述べ

たように、単に廃棄物問題に取り組むだけでは、実現することはできません。 

そこで、本計画では、廃棄物の処理にあたり、優先順位を設け環境への負荷をでき

るだけ低減させようとする「環境政策」と企業の持つ効率的な運営能力などの経済合

理性を活かそうとする「産業政策」、さらに、廃棄物処理施設を生活や生産活動に不可

欠な都市基盤の一つととらえ、環境との調和や地域の発展を目指し整備しようとする

「都市政策」の 3 つの政策分野を融合した取組として進めることで、持続可能な循環

型社会を実現することを基本目標とします。 

 

環境政策・産業政策・都市政策の
３つの政策の融合により、

持続可能な循環型社会を実現する。
 

 

 

 第２節 目標値 

本計画の最終年度である平成 22 年度を目標年度とし、「排出量」、「再生利用率」、「最

終処分量」について、一般廃棄物、産業廃棄物毎に目標値を設定します。 

一般廃棄物の目標値の設定にあたっては、過去の実績値をもとにトレンド推計によ

り導き出した第 3 章の予測値に対して、国の基本方針や目標値、あるいは、地域別の

ごみ排出や再生利用などの現状や課題を勘案して、平成 22 年度に達成すべき目標値を

設定しました。 

また、産業廃棄物の目標値の設定にあたっても同様に、過去の実績値をもとに導き

出した第 3 章の予測値に対して、国の基本方針や目標値、あるいは、県内の経済動向、

廃棄物の排出や再生利用などの現状や課題を考慮した上で、平成 22 年度に達成すべき

目標値を設定しました。 
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第４章 基本目標の設定 

 １ 一般廃棄物 

平成 22 年度の排出量は、平成 15 年度よりも 5.1％増加すると予想されるところ、 

 

(1) 県民 1 人 1 日当たりの排出量を平成 15 年度より 4％削減します。 

(2) 再生利用率を平成 15 年度の 21.8％から 27％に増加します。 

（サーマルリサイクル量を加えた再生利用率は、平成 15 年度の 61.8％か

ら 70％に増加します。） 

(3) 最終処分量を、平成 15 年度より 30％削減します。 

(4) 県外最終処分量を、平成 15 年度より 34％削減します。 

 

 

表 4-2-1 一般廃棄物の数値目標 

量 指数 量 指数 量 指数

1人1日当たり排出量 (ｇ／人・日) 1,014 100 996 98 975 96

再生利用量 (千トン) 597 100 678 114 778 130

再生利用率 (％)

再生利用率
（サーマルリサイクル量を含む場合）

(％)

最終処分量 (千トン) 246 100 214 87 172 70

県外最終処分量 (千トン) 88 100 73 83 58 66

平成15年度 平成18年度 平成22年度

61.8 65 70

21.8 24 27

 

 

＜主な施策や取組み＞ 

・ 事業系一般廃棄物の排出抑制の推進 

・ 容器包装の減量化、リユース、リサイクルの促進 

・ 食品廃棄物の再資源化の推進 

・ リサイクルショップやフリーマーケット等による不用品の取引（再使用）の

活性化 

・ 民間セメント工場や彩の国資源循環工場の再資源化施設の活用による焼却

灰の資源化の促進 

・ 焼却飛灰水洗施設の整備の推進 

・ オフィス町内会等による共同リサイクルの推進 

・ 分別収集品目の拡大による排出抑制と再生利用の促進 

・ 施設整備によるサーマルリサイクルの推進 

・ 焼却灰リサイクル、溶融スラグの建設資材化に伴う最終処分量の削減等 

 

（施策の詳細については第 5 章を参照のこと。） 
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900
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1,100
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年度

(g/人・日)

実績値 予測値 目標値  

   図 4-2-1 将来予測と目標(1 人 1 日当たり排出量) 
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  図 4-2-2 将来予測と目標(再生利用率) 
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  図 4-2-3 将来予測と目標(最終処分量) 
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第４章 基本目標の設定 

２ 産業廃棄物 

平成 22 年度の排出量は、平成 15 年度よりも 1.3％減少すると予測されるところ、 

 

(1) 排出量を平成 15 年度より 7％削減します。 

(2) 再生利用率を平成 15 年度の 50.9％から 56％に増加します。 

（汚泥の事業所内での脱水減量を除いた再生利用率を 82.1％から 89%に

増加します。） 

(3) 最終処分量を平成 15 年度より 27％削減します。 

(4) 県外最終処分量を平成 15 年度より 25％削減します。 

 

 

表 4-2-2 産業廃棄物の数値目標  

量 指数 量 指数 量 指数

排出量 （万トン） 1,102.9 100 1,047.8 95 1,025.7 93

再生利用量 （万トン） 561.8 100 581.8 104 603.8 107
再生利用率 （％）
再生利用率
（脱水減量を除いた場合）

（％）

最終処分量 （万トン） 23.2 100 20.0 86 16.9 73
県外最終処分量 （万トン） 19.3 100 15.4 80 14.5 75

50.9 53 56

82.1 85 89

平成15年度 平成18年度 平成22年度

 

 

＜主な施策や取組み＞ 

・ 建設業、製造業を中心とする業種からの排出量の削減 

・ ISO14001 の取得など企業の自主的な取組の強化 

・ 各種リサイクル法の推進 

・ 彩の国資源循環工場第Ⅰ期事業、地域リサイクルネットワーク事業による新

たな再資源化施設の整備 

・ バイオマスエネルギー等の利用促進 

・ グリーン購入やリサイクル資材認定などによるリサイクル製品利用の拡大 

・ リサイクルの推進による最終処分量の削減等 

（施策の詳細については第 5 章を参照のこと。） 
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   図 4-2-4 将来予測と目標（排出量） 
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   図 4-2-5 将来予測と目標(再生利用率) 
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   図 4-2-6 将来予測と目標(最終処分量) 
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

第５章  目標達成に向けた具体的な施策 

 
この章では、第４章で定めた基本目標及び目標値を達成するための施策を示し

ます。  
 
 第１節 施策の体系 

本計画では、「環境政策・産業政策・都市政策の３つの政策の融合により、持

続可能な循環型社会を実現する」という基本目標を達成するため、以下の施策の

体系により、展開します。  
 

Ⅰ 多様な主体が協働していくための仕組みづくり 

県民、事業者、県、市町村、NPO、教育機関等の多様な主体が一体となっ

て協働していける仕組みづくりを進めます。また、循環型社会を支える地域

づくり、リサイクルを活性化させるための支援等の施策を展開します。  

 
Ⅱ 地域と共存する安心な再資源化施設の整備と運営 

再資源化施設を都市に必要不可欠な施設として、公共関与による手法を講じ

るなど地域社会に開かれた安心のできる施設の整備と運営を推進していきま

す。また、地域内で発生した廃棄物を貴重な資源として、地域内で循環利用で

きるよう、積極的に取り組んでいきます。  

 

Ⅲ 安心して暮らせる廃棄物適正処理の推進 

地域社会の環境を守り、全ての人々が、安心した生活を送れるよう、廃棄物

の適正処理を推進します。  
そのために、公共監視による処理監視体制の整備、処理の透明性の確保、後

世に負の遺産を残さないための施策を展開していきます。  
 

これらの施策の体系が相互に連携して実施されることにより、基本目標が達成

されるものと考えます。  
 
 
 
 

 

地域と共存する安心な
再資源化施設の

整備と運営

安心して暮らせる
廃棄物適正処理の推進

多様な主体が協働していくため
の仕組みづくり

環境政策・産業政策・都市政策の
３つの政策の融合により、

持続可能な循環型社会を実現する
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 第２節 重点施策と主要施策 

本節では、第 1 節における施策の体系を具体的に展開させるため、重点施策と

主要施策に整理しました。  
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 

１重点施策  

Ⅰ 多様な主体が協働していくための仕組みづくり 

当 計 画 の 基 本 目 標 を 達 成 す る た め 、重 点 的 に 取 り 組 む べ き 施 策 を 各 施 策 の 大 系 Ⅰ 、Ⅱ 、

Ⅲ か ら ３ 施 策 抽 出 し 、 重 点 施 策 と し て 実 施 し ま す 。  

 
（１）容器包装の「リデュース」の推進  

自由な経済活動を促しながら、容器包装リサイクル法に規定する特定事業

者 ※ が行う容器包装の発生抑制や減量化等の自主的な取組を、行政が支援す

ることにより、埼玉県内はもとより、首都圏や日本国内において流通する容

器包装の減量化やリサイクルを促進していきます。  
消費者である県民に対しては、企業が取り組む減量化や環境に配慮された

リデュース製品 （容器包装を減量化・軽量化させた製品等） の紹介を行い、リ

デュース製品を購入しやすい環境を整えます。  
また、拡大生産者責任の考え方に基づき、リサイクルや廃棄物の処理費の

負担を生産者に求める法制度の検討を積極的に行うなど、事業者の自主的な

リデュース対策を推進していきます。  
※ 特 定 容 器 利 用 事 業 者 、 特 定 容 器 製 造 等 事 業 者 、 特 定 包 装 利 用 事 業 者  

 

効　果

◆ 容器包装ごみの発生量が減少

１　「容器包装ダイエット宣言」を実施

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　宣言対象：容器包装リサイクル法の特定事業者

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　宣言内容：企業が行う容器等の軽量化、簡素化、詰替製品の増加等

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　宣言方法：http://www.diet-youki.jp/

　

２　拡大生産者責任に基づく制度の検討

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　容器包装リサイクル法、その他リサイクル法の課題と解決策の検討

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　検討の場：八都県市廃棄物問題検討委員会、埼玉県清掃行政研究協議会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　検討の例：容器包装リサイクル法の改正

県内の容器包装ごみは増加傾向

現　状

リデュース対策が 重要課題

課　題

（発生抑制等の政策目標の設定、特定事業者の取組を公表）
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（２）「リユース」・「リサイクル」に関する情報共有化の推進  
県内のリユース・リサイクルに関する情報をデータベース化し、ホームペ

ー ジを通し て家庭の 不用品な どリユー スに関す る情報が 無料で簡 単 に 登

録・検索できるとともに、県民や県内事業者が不用品の売買を行うことがで

きるシステムの推進を図ります。  
 

リユース品
をさがす

フリー
マーケット
をさがす

リユース品
を出したい

リサイクル
ショップ
をさがす

産業企業
をさがす

資源の
有効活用

 
 

（３）再資源化資材の率先利用と普及の推進 

廃棄物を資源として循環させるためには、リサイクル製品を積極的に利用

する仕組みを強化していく必要があります。このため、新たな制度として、

リサイクル資材の品質、強度、安全性など一定の基準を満たした製品を県が

認定し、公共事業などにおいて再資源化資材を率先的に利用する制度を構築

します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 再生骨材や溶融スラグ入りの道路側溝  間伐材や廃木材を利用したチップ舗装材  
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Ⅱ 地域と共存する安心な再資源化施設の整備と運営  

 

 

 (１) リサイクル中核拠点の整備・拡大 

県では、平成 13 年度に基本構想を策定し、PFI 事業及び借地事業として

寄居町に「彩の国資源循環工場」(以下、「第Ⅰ期事業」という。)の整備を

進めています。平成 18 年度には、誘致した全ての民間リサイクル施設が操

業を開始します。 

第Ⅰ期事業では、サーマルリサイクル施設(ガス化溶融施設)を中心とした

9 つの事業者が各々異なるリサイクル事業を展開することになっており、県

内で発生する廃棄物のリサイクル中核拠点としての役割が期待されます。特

に、本工場は、産業廃棄物だけでなく、一般廃棄物の受け入れが可能である

ことから、市町村等の広域化過渡期の能力補完や、年末・年始など一時的な

ごみの増加による施設能力超過時の利用及び、市町村等のリサイクルの促進

に役立つ機能も期待できます。 

また、県では、この第Ⅰ期事業で得られた経験と実績を生かし、今後一層

のリサイクルの推進を目指すため、第Ⅰ期の事業用地に隣接して第Ⅱ期事業

を実施することで、リサイクル中核拠点の更なる拡大・充実を図ります。 

第Ⅱ期事業では、第Ⅰ期事業で取り扱っていない廃棄物を中心に、再資源

化困難物のリサイクルを行う再資源化施設の整備を行う予定です。また併せ

て、廃棄物埋立地を整備することを予定しています。  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

彩の国資源循環工場(第Ⅰ期)の 
整備状況 (平成 18 年 2 月撮影) 

市町村行政を支援する４つの機能
災害時に一時的に大量に発生した廃棄物を受け入れ、
被災地の早期復興を支援します。

災害時に役立つ機能

年末、年始など一時的に多量のごみが出た場合など、施
設能力超過時に、一時処理します。季節変動時に役立つ機能

施設の更新時に役立つ機能
廃棄物処理の広域化をバックアップし、新施設が完成す
るまでの期間、代わって処理します。

不燃物やリサイクル残さ物などを受け入れ、高度な再資
源化処理をすることで、資源の有効活用を図ります。リサイクル促進に役立つ機能
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彩の国資源循環工場 第Ⅰ期事業の概要 

□

No. 主な製品 再資源化率

1 発電、金属 100%

2 肥料、RPF等 90%

3 固形燃料、肥料 100%

4 ガラス・金属等 100%

5 肥料 100%

6 アスファルト等 87%

7 人工砂 90%

8 原料ペレット 100%

9 有機肥料 100%

□ 研究施設(民間6、埼玉県1)、県営最終処分場271万トン
□ 年間70万トン(最終処分場を除く)
□ 初期投資額450億円、年間売上高139億円、常用雇用260名

施設内容

処理施設
PFIによる施設

ガス化溶融・発電

借地契約による施設

総合リサイクル

廃プラ・生ごみリサイクル

蛍光管リサイクル

食品残さリサイクル

建設廃棄物リサイクル

焼却灰リサイクル

発泡スチロールリサイクル

下水道汚泥リサイクル

他の施設
取 扱 量
経済効果   

 

彩の国資源循環工場 第Ⅱ期事業の施設概要及び整備手法 

事　業　内　容　（例） 整備手法

再資源化施設
木くずリサイクル、ペットボトルリサイクル、再生ボード製造、ガラス破砕・カ
レットリサイクル、乾電池の再資源化、石膏ボードの再資源化、ＯＡ機器・
家電部品の分別・再使用　など

先端研究施設
焼却灰の建設資材化、生ゴミの生分解性プラスチック化、バイオマス資源
を活用したエネルギー化、廃プラの新素材化、解体コンクリートの骨材化
など

廃棄物埋立地
最新技術を導入した高度な安全性を有する管理型の廃棄物埋立地の造
成、埋立、維持・管理業務をＰＦＩ方式により効率的に整備・運営

事業用地の
基盤整備

事業用地の整地、上下水道、道路、調整池などの基盤整備を、各施設の
提案内容と調整しながら、ＰＦＩ方式により効率的に整備

施　　　　設

借地施設
条件付き
借地方式
(民　営)

ＰＦＩ施設
ＰＦＩ方式
(県　営)

 
 

彩の国資源循環工場第Ⅱ期事業 今後のスケジュール  

平　成 ＰＦＩ事業 借地事業

募集要綱等作成

19年度

事業者募集／選定
基本協定締結
環境影響調査(造成事業)
実施設計

実施設計
環境影響調査(造成事業)

ＰＦＩ事業契約

事業者募集／選定
基本協定締結
環境影響調査(工場建設)
実施設計

21年度
構内道路・調整池工事
廃棄物処理法許可

実施設計
環境影響調査(工場建設)
借地事業契約

用地造成／埋立地工事

23年度 用地造成竣工
廃棄物処理法許可
工場建設工事（注2）

竣　工 24年度
埋立地竣工
オープン／操業開始

工場竣工
オープン／操業開始

構　想
調　査

都市計画決定（産業廃棄物処理施設）
22年度

20年度

募　集
設　計

18年度
第Ⅰ期事業モニタリング(注1)

都市計画決定（工業専用地域）

建　設

  
注 1： 第 Ⅰ 期 事 業 の モ ニ タ リ ン グ を 実 施 し 、 そ の 成 果 や 改 善 点 を 第 Ⅱ 期 事 業 に  

 反 映 さ せ る た め 、 こ の 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル を 変 更 す る こ と が あ り ま す 。  
注 2： 借 地 事 業 の 建 設 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 提 案 さ れ る 事 業 計 画 （ 施 設 ） ご と に 具

体 的 な ス ケ ジ ュ ー ル を 定 め ま す 。  
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 (２) 地域リサイクルネットワーク拠点の整備  

一般廃棄物処理施設の新たな整備や更新にあたり、スケールメリットを生

かし広域化を促進します。また、PFI による事業形態を活用するとともに、

更なるスケールメリットが発揮できるよう、一部、産業廃棄物の処理を含め

た施設整備や派生するリサイクル工場の誘致、廃棄物処理に伴う過程で発生

する熱エネルギーの有効利用として、地域にエネルギーを還元する地域内利

用（コージェネレーション）などを含めたまちづくりについて検討します。

これらの施設を県内数カ所に整備することにより、県内のリサイクルネット

ワークを確立していきます。  
地域リサイクルネットワーク拠点は、自区内のごみだけではなく、近隣地

域で発生した産業廃棄物を含めた併せ産廃処理により、地域で大量に発生す

る廃棄物のリサイクルを行います。また、彩の国資源循環工場では処理困難

物などを中心としたリサイクルを行うなど、地域で排出された廃棄物を資源

として効率的に循環させるシステムを構築していきます。 

 

彩の国資源循環
工場

（中核拠点）

焼却発電施設

自治体Ｂ
（地域拠点）

自治体Ｃ
（地域拠点）

高速発酵施設

焼却発電施設

焼却発電施設
高速発酵施設

高速発酵施設

リサイクル施設
（高度選別施設）

リサイクル施設
（高度選別施設）

リサイクル施設
（高度選別施設）

ストックヤード ストックヤード

ストックヤード

民間再資源化施設

民間再資源化施設

民間再資源化施設
自治体Ａ

（地域拠点）

工業団地

工業団地

工業団地

 

地域リサイクルネットワークのイメージ  
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施設 事業概要

焼却発電施設
ごみ発電を行うのに十分な施設規模を持つ施設を整備し、併せ産廃処理を行う。
また、発電設備を設けて、得られる電気を売却する。

高速発酵（乾燥）施設

水分を多く含む生ごみ等や処理ルートが確立していない事業系の一般廃棄物、食品残さ
や有機汚泥を受け入れる。
受入後、上記の受入対象物から短時間で水分を取り除き、乾燥させるなど、焼却の前処
理の機能としての施設を整備する。

高度選別施設

一般廃棄物としての資源ごみ（びん、缶、ペットボトル、ミックスペーパー等）、粗大
ごみ（家具、自転車等）、不燃ごみ（家電、オーディオ、われもの等）、産業廃棄物と
しての廃プラスチック（主に建設系）、建設廃棄物等を受け入れ、選別処理し、再資源
化業者へ引き渡す等のリサイクル拠点の機能を持つ施設を整備する。

ストックヤード施設
適正処理困難物（蛍光管、廃タイヤ、バッテリーなど）、医療系廃棄物など少量多種の
廃棄物を一定の量が集まるまで一時的にストックする機能として整備する。  

 

焼却発電施設の整備

高速発酵（乾燥）施設の整備

高度選別施設の整備

ストックヤード施設の整備

焼却施設 発電設備 電気の
有効利用

焼却発電施設

可燃ごみ生ごみ等

水分を除去した

生ごみ等

高速発酵施設 焼却発電施設

選別施設 民間再資源化施設等
ミックスペーパー

廃プラスチック類等

適正処理困難物等 民間再資源化施設等
ストックヤード

 

 

 (３) 公共関与による 終処分場の確保 

市町村が区域内に最終処分場を整備するのが困難であることや、維持管理の

効率化等の観点から広域的な取組が必要です。最終処分場の建設を推進し、県

営最終処分場の拡大を図ることにより、県内における最終処分先の確保に努め

ます。  

 

 県営 終処分場
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Ⅲ 安心して暮らせる廃棄物適正処理の推進 

 

（１）ＧＰＳ利用による廃棄物処理透明化の推進 

産業廃棄物の処理過程については、現在約 97.5％が紙のマニフェスト（産

業廃棄物管理票）によって管理されています。中には、紙マニフェストを偽

造する悪質な事件も発生するなど、必ずしも充分な管理ができるシステムと

は言えません。そのため、県ではITを活用し、排出事業者が最終処分までの

廃棄物の流れを電子的に確認する電子マニフェストと廃棄物の処理過程の

位置を追うことが可能なGPSと電子画像を融合させ、透明性の高い処理確認

システムを構築します。 

＊環境大臣が電子マニフェストの運営主体とし

  て全国でただ１つ指定する情報処理センター

排出事業者

　解体
　分別

中間処理業者

廃棄物

有価物

混合
廃棄物

　汚　泥

最終処分業者

 廃プラ

燃え殻

…（廃棄物）

ＧＰＳ ＧＰＳ

（財）日本産業廃棄物処理振興センター＊

埼玉県

収集運搬業者 収集運搬業者

データ

…

 
ＧＰＳ利用による廃棄物処理透明化事業のイメージ  

 

（２）廃棄物不法投棄の監視対策の強化 

建設廃棄物を主体とした監視体制の強化、民間委託パトロールの活用や、

関係機関、市町村及び民間との連携強化により、全県的な監視体制を充実さ

せ、廃棄物や残土の不適正処理の根絶を図ります。  
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通　報

民間パトロール

市町村及び民間による

連携

取り締まり

監視体制

不法投棄
発　見

投棄者

民間

市町村

×

 

 
（３）廃棄物の山の撤去・環境保全対策の強化 

平成 18 年 2 月末現在、県内には 3,000m 3以上の廃棄物の山は 87 か所あり

ます。（ただし、保健所設置市であるさいたま市、川越市を除く） 

このうち、83 か所が建設系廃棄物であり、そのほとんどは家屋解体から

発生したものと推定されます。 

この廃棄物の山への対応としては、「捨て得は絶対に許さない」の原則の

もと、行為者等による改善・撤去をねばり強く指導していきます。また、行

為者等が行方不明や資金不足などの理由により撤去が困難な場合で、火災や

崩落などの危険性が高く、放置できないと判断したときには、県が行為者等

に代わって速やかに撤去することも視野に入れながら対応を図ります。  

　　　　　　　　　　　　原　　　　　則

　行為者、排出事業者、土地所有者等関係者による撤去指導。

　　　　　　国の原状回復基金の活用による撤去

　火災や流出等、緊急性の高い山で、関係者が行方不明、資金不足などやむを得ない場合に、1/3
～3/4の補助を受けて、県が行政代執行。

　　　　　　さいたま環境整備事業推進積立金の活用による撤去

　地域住民の生活環境に支障のある山で、関係者が行方不明、資金不足などやむを得ない場合
に、県・市町村・産廃協会が共同で撤去。

１

廃棄物の山の撤去
－廃棄物の山の減少－

２

３

 



 
 

第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

２主要施策  こ こ で は 、 当 計 画 の 目 的 を 効 果 的 に 達 成 す る た め 、 継 続 的 か つ 効 果 的 に 取 り 組 む べ き

事 業 を 主 要 施 策 と し て 実 施 し ま す 。  
 
Ⅰ 多様な主体が協働していくための仕組みづくり 

 

現在、循環型社会の形成に向けた法的基盤の整備が進んでおり、平成 12 年 6 月

に制定された循環型社会形成推進基本法と一体的に、資源有効利用促進法、建設リ

サイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法が成立しました。さらに、自動車

リサイクル法や容器包装リサイクル法、家電リサイクル法等が制定され、確実に循

環型社会の形成に向けた取組を推進する体制が整いつつあります。 

また、廃棄物等の適正な循環的利用及び処分を推進するために、廃棄物のリデュ

ース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）を掲げており、日

常の社会活動において発生する廃棄物の発生を抑制し、可能な限り再使用・再生利

用を行い、それでもどうしても処理が必要な廃棄物については、資源化や熱回収を

行う形で焼却処理し、発電や余熱利用を推進し、適正処分を行うことが方向付けさ

れています。 

埼玉県においても、循環型社会形成の一層の推進を目指すために、このような法

体系の下、県民、事業者、県、市町村、NPO、教育機関等が効果的に協働していけ

るルールや仕組みづくりを構築し、県及び各地域が連携したリサイクル事業を活性

化させるための支援等を行います。 

県

県民

市町村

NPO団体

教育機関

事業者 循環型社会を支える地域づくり

廃棄物の発生抑制対策

リユース対策

リサイクルを活性化させる仕組みづくり

リサイクル法の推進

産学官連携による再資源化技術等の研究・開発

廃棄物問題に取り組む企業支援

循環型社会の実現に向けた人づくり

 

 48



 
 

第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 １ 廃棄物の発生抑制対策 

循環型社会の構築を進めるには、まず廃棄物の発生をできる限り抑制すること

が最優先です。ごみの分別の促進や分別収集方法の見直し、ごみの有料化の検討、

レジ袋の削減の PR 等を市町村と共に推進していきます。  
また、拡大生産者責任に基づく事業者の発生抑制に対する取組を充実させるよ

う、法制度の整備を国に対して働きかけていきます。  
さらに、家庭から出る生ごみの処理にあたり、市町村と協力して、生ごみ処理

機の普及や台所での水切りの徹底を促進していきます。  

 (１) 容器包装の「リデュース」の推進（重点施策 P.40 に掲載） 

 

 (２) 一般廃棄物分別収集促進計画の推進 

ごみの分別の徹底や品目を拡大したことにより、ごみの発生が抑制されたとい

う事例が報告されています。これらの事例の取組方法や効果を分析し、結果を市

町村へ情報提供していきます。また、埼玉県分別収集促進計画に基づき、容器包

装廃棄物の分別収集によるごみの発生抑制、再生利用を一層促進することにより、

ごみ処理に伴う環境負荷の軽減、最終処分量の削減及び資源の有効な利用を図り

ます。 

 

 (３) 家庭系・事業系一般廃棄物の発生抑制の推進 

家庭系の一般廃棄物に関し、経済的手法（有料化やデポジット制度等）による

減量化対策や、事業系一般廃棄物の減量化対策について検討していきます。 

また、ごみの減量化を促進するために、県民、事業者、行政が一体となった取

組を展開していきます。  
さらに、県民等のごみの減量に対する意識形成と自主的な取組を促進します。 
 

 ２ リユース対策 

不用になった物を再び使用（リユース）することは、ごみの発生抑制にもつな

がります。ものを大事に使う、不用品を交換し再び使用する、繰り返し使用する

ことが可能なものを使用するなど、ごみをつくらない取組が拡大するよう支援し

ていきます。  
 

 (１) 「リユース」・「リサイクル」に関する情報共有化の推進 

（重点施策Ｐ.41 掲載） 

 (２) リユースカップ利用の促進 

県内で開催されるイベントやお祭り等では、飲食に使われる使い捨ての紙製食

器が大量にごみとして排出されています。そこで、これらの食器を、洗浄、殺菌

 49



 
 

第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

可能なプラスチック製のカップであるリユースカップに転換し、ごみの発生抑制

を図ります。 

 

 ３ リサイクルを活性化させる仕組みづくり 

可能な限り再生利用（リサイクル）していくことで、天然資源の使用を低減さ

せる取組を強化します。特に、同じ種類の廃棄物をまとめて処理する取組を推進

していきます。このことにより、安価にリサイクル製品へ転換できるとともに、

運搬時に発生するCO ２ の削減が図られます。  
 

 (１) 一般廃棄物処理共同リサイクルモデル事業の実施 

事業系紙ごみの共同回収、家庭系生ごみの共同回収など、既に実施しているモ

デル的な共同リサイクル事業等の情報をストックし、他の市町村へ広め、リサイ

クル事業を活性化させていくとともに、新たに実施する共同リサイクルモデル事

業への支援を行います。  
 

 (２) 建設副産物小口巡回共同回収システム 

小口化・多品目化した建設副産物を、複数の建設現場を巡回し共同搬送を行う

システムの検討を行います。このシステムは、複数の現場内で徹底的に分別され

た建設副産物を、ごみ収集車が巡回し、品目別に回収し、収集・運搬の効率を高

めるものです。  
また、現場内でのゼロエミッション化を図るモデル工事などの取組を支援し、

事業者に対する普及・啓発を推進します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築工事現場Ｃ

建築工事現場Ａ

管理センター

再資源化施設

小口巡回共同回収

品目毎に仕分け

共同集配場

建築工事現場Ｂ

 (３) 工業団地共同リサイクル事業の推進 

県では、ゼロエミッションに向けた取組の一環として、廃棄物の処理を共同で

取り組むことにより、より安価に、かつ資源として循環利用することが可能とな
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るシステムの構築に取り組んでいます。  
今後は、既に実施しているモデル工業団地の共同リサイクル事業等の情報を収

集し、他の工業団地へ広め、リサイクル事業を活性化させていくとともに、新た

に実施する共同リサイクルモデル事業への支援を行います。  
 

 (４) セメント工場を活用した廃棄物の再資源化の推進 

県内に所在する民間のセメント工場を活用し、浄水場の脱水ケーキ、下水処理

場の汚泥を焼却した灰、一般廃棄物処理施設から発生する焼却灰をセメントの原

料に再生利用します。  
これにより、再生利用量の増加につながるだけでなく、最終処分量の削減、県

外最終処分量の減少に寄与します。  

 
民間セメント工場のセメントキルン 

 (５) 農業用廃プラスチック適正管理・再生処理の推進 

農業用廃プラスチックの適正管理及び再生処理は、排出事業者の責務であり、

また、循環型社会を形成していくためにも、県及び各地域が連携して、使用済み

の農業用廃プラスチックの再生利用を主とする適正な処理を推進します。  
このため、農業用廃プラスチック収集処理運営協議会を設置し、適正な管理及

び再生処理の推進を図るとともに、地域における望ましい収集体制構築に対する

支援を行います。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

　農業用廃プラスチックは
「産業廃棄物」です。
一般家庭から出される

ゴミと違い、使用者であ
る農業者自らが適正に
処理することが義務づけ
られています。

収集処理システム

農家から
排出される

プラスチック類

地域協議会、市
町村、農協、農業
用フィルム販売
店

計　　量
（県公認の計量

事務所）

処理業者

処理業者

補助燃料

再生原料

床　　材

製品（グラッシュ）

床材

集積所

塩化
ビニール

ポリエチ
レン類
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補助燃料

計量証明書及び
搬送証の送付

収集日等の通知適正処理のための
啓発普及活動

収集日等の通知

計量証明書
搬送証

農業用廃プラスチック集積所
（管理業者が搬入・搬出の確認

事務を行う。）

埼玉県農業用廃プラスチック収集処理運営協議会
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 (６) 溶融スラグの利用促進 

一般廃棄物を焼却処理した灰を溶融処理することで生成される溶融スラグに

ついては、リサイクル品の認定制度確立なども視野に入れ、積極的に有効利用の

促進を検討します。特に、公共工事などで利用することにより、溶融スラグの

100%有効利用を目指し、広域的な利用に努めます。  
 
 
 
 
 
 
 

 溶融ｽﾗｸﾞ入りｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 溶融ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄの舗装状況 

 

 (７) 庁内のエコオフィス化、廃棄文書の溶解リサイクルの推進 

県は、これまでも、県有施設への太陽光発電設備の設置、低公害車の導入、県

庁舎の省エネルギーを目指したエコオフィスづくりなどに率先して取り組んで

きました。  
今後も、エコオフィス化に向けた取組を展開していくとともに、県庁内から排

出されるごみの分別を徹底することや、廃棄文書の溶解処理等を推進し、リサイ

クルの向上に努めます。  
 

 ４ リサイクル法の推進 

国では、循環型社会の形成を目指して、建設リサイクル法、食品リサイクル法

等の各種リサイクル法が整備されました。  
埼玉県としても、県内における資源循環の流れをより強固なものとしていくた

めに、これら各種リサイクル法が円滑に推進されるよう支援していきます。  
 

 (１) 建設廃棄物の再資源化の促進 

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)の円滑

な推進のために、事業者等に対する説明会の開催、一斉パトロールを実施してき

ました。  
今後は、「彩の国建設リサイクル実施指針」などに基づき、建設廃棄物の再資

源化を促進するとともに、建設廃棄物が発生する建設現場への立入りにより、廃

棄物のマニフェスト確認などを行い、処分先の明確化を指導していきます。  
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分別解体
・コンクリート廃材
・アスファルト廃材
・廃木材

分　別

・再生砕石
・再生アスファルト
・木材チップ

リサイクル

 

 (２) 食品廃棄物・生ごみのたい肥化等の再資源化の推進 

食品リサイクルでは、食品の製造、流通、消費の各段階で生ずる、動植物性残

さや売れ残りの食品廃棄物を再利用して、たい肥等の肥料や家畜等の飼料に活用

することを推進しています。  
県では、食品廃棄物・生ごみの再資源化を推進するため、食品リサイクル制度

に関する研修会の開催、優良事例集の作成等の啓発活動を実施しており、今後も

様々な啓発活動を推進していきます。  
また、食品リサイクルへの先進的な取組に対する支援を実施して、食品廃棄

物・生ごみを資源として有効活用できる体制を整備していきます。  
 

 (３) 容器包装のリサイクルの促進 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成 7 年法律第

112 号)に基づき分別収集を実施する県内市町村数及び分別収集量等の一層の拡

大を図るよう、制度の着実な施行に取り組みます。 

なお、同法は、施行後 10 年で、一部規定の施行状況について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずることになっており、費用負担の考え方等に

ついて関係団体等により見直しの論議が行なわれました。  
今後は、法律改正の動向についても十分注目するとともに、必要な情報提供等

を行います。  
 

 (４) 自動車リサイクルの促進 

平成 17 年 1 月に本格施行した使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成

14 年法律第 87 号)の円滑な推進のため、関係事業者間における制度の理解の促

進を図ります。また、関係団体等とも協力し、一般の自動車所有者への制度の周

知を図っていきます。 
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自動車所有者

使用済となった自動車を引取業者

に引き渡す。

リサイクル料金を負担する。

自動車製造業者
輸入業者

自らが製造又は輸入した自動車が

使用済となった場合、その自動車

から発生するフロン類、エアバッグ

類及びシュレッダーダストを引き取

り、リサイクル（フロン類については

破壊）する。

引取業者

自動車所有者から使用済自動車を

引き取り、フロン類回収業者又は

解体業者に引き渡す。＜リサイクル

ルートに乗せる入口の役割＞

フロン類回収業者

フロン類を適正に回収し、自動車製

造業者等に引き渡す（自動車製造

業者等にフロン類の回収費用を請

求できる）。

解体業者
破砕業者

使用済自動車のリサイクルを適正

に行い、エアバッグ類、シュレッダー

ダストを自動車製造業者等に引き

渡す（エアバッグ類について、自動

車製造業者等に回収費用を請求で

きる）。

 
自動車リサイクル法における各事業者の役割 

 

 (５) パソコンのリサイクル、その他リサイクルの促進 

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)に基づき、事業

者に対して、複写機の製造における再生部品の使用やオートバイ、パソコン、パ

チンコ遊技機等の 3R(リデュース、リユース、リサイクル)配慮設計などの対策

を促すとともに、事業者の自主的な取組を支援します。また、パソコンと小型二

次電池については、事業者による自主回収・リサイクルなどの対策の促進を図り

ます。さらに、家電リサイクル法を推進し、家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、

洗濯機の家電 4 品目について、再商品化等のリサイクルの取組を支援します。 

 

１ 事前チェック ２ 申　込　み ３ リサイクルに出す ４ 再　資　源　化

回収申込み

エコゆうパック伝票送付

ｏｒ 配送

再資源化センター

持ち込み

戸口集荷

所有者

メーカー等お客様窓口

  
パソコン等の再資源化の流れ 
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行政

企業 研究機関

大学

Ｒ

 ５ 産学官連携による再資源化技術等の研究・開発 

企業、大学、試験・研究機関、及び行政が連携し、再資源化技術の研究・開発

ネットワークを形成し、廃棄物の適正処理、リサイクルに関する試験・研究を推

進します。その成果については、県民や県内事業者に対して普及・促進を図るだ

けでなく、広く世界に対して情報発信を行うことで、環境面において、国際的に

貢献できるよう努めます。  
また、これらの機関による県民のための環境教育・環境学習を推進します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

環境教育・環境学習

国際貢献  

県 民  
循環型社会の形成  

  

 (１) リサイクルに関する研究 

廃棄物をリサイクル材料に変えるための技術やリサイクル材料の循環利用の

方策について研究・検討します。  
 

 (２) 安心・安全な 終処分場の研究 

安心・安全な最終処分場の構造や、最終処分場内浄化システム等について研究

します。特に、地域環境に合わせた処分技術の確立を図ります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 テストセル実験（模擬埋立地）  終処分場浸出水の浄化試験  
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 (３) 静脈物流システムの研究 

廃棄物の種類毎の排出量やその処理の流れについて解析し、廃棄物の資源化や

処理・処分体系を確立するためのコンピューターシステムを確立します。このシ

ステムを利用して、廃棄物による環境への負荷を軽減させる対策や廃棄物の処理

に対する効率的な物流体系の確立、あるいは既存の物流網の活用を含め必要な交

通体系整備方策、集積地等の物流拠点・処理・処分施設の適正立地等に関する研

究を行います。  

 
静脈物流システムのイメージ  

 

 ６ 廃棄物問題に取り組む企業支援 

  循環型社会の形成を積極的に推進するため、県自らも事業者・消費者としてグ

リーン購入を行うとともに、循環型社会ビジネス市場が育成されるよう企業の取

組を支援していきます。  
 

 (１) グリーン購入の促進 

県民・事業者が、製品を購入する際に、価格、品質だけではなく環境に配慮し

た再生品を優先して購入するグリーン購入を促進します。  
県は、環境に配慮した再生品を優先的に購入するよう努めます。  
 

 (２) 再資源化資材の率先利用と普及の推進（重点施策Ｐ.41 掲載） 

 

 (３) 環境マネジメントシステム（ISO14001 等）認証取得の推進 

県が取得した ISO14001 の適切な推進管理を行います。また、事業者が企業の

CSR(社会的責任)や排出者責任などに基づき、ISO14001 やエコアクション 21 等

の認証取得を目指し、再資源化や廃棄物の発生抑制などの問題に取り組むよう引

き続き支援を行います。 
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 (４) 環境報告書・環境会計の促進 

廃棄物の発生抑制や循環利用など、事業者の自主的な環境に配慮した取組や環

境保全活動を支援するとともに、これらの状況を取りまとめた環境報告書の作成

を支援します。  
また、事業者の廃棄物処理をはじめ、環境に関する経費及びその効果などを把

握するための環境会計の導入を促進するための普及啓発を行います。  
 

 ７ 循環型社会の実現に向けた人づくり 

  私たち一人ひとりが、いかに「ごみの発生を抑制するか」をしっかりと考え、

行動する社会となるよう、子供から高齢者までの全ての年齢層を対象に、学校、

地域、家庭、職場等あらゆる場において環境学習が体験できる機会を提供します。 

 (１) リサイクル団体交流集会の開催 

ごみの減量化やリサイクルを実践している団体・事業者に対して、情報提供、

意見交換などを行い、取組の活性化を図ります。  

 
 エコリサイクル交流集会  

 (２) 環境にやさしいライフスタイルの確立に向けた支援 

  商品・サービスを選択し、使用する際に、環境にやさしい消費生活を行うよう、

講習会の開催や地域リーダーの研修、情報誌の発行により啓発していきます。  
 

 (３) 環境アドバイザー、環境教育アシスタントの派遣 

地域の団体等が自主的に行う講演会や研修などに講師として「環境アドバイザ

ー」を、学校での環境教育を支援するために、副読本の配布や「環境教育アシス

タント（環境問題専門家）」を派遣します。  
 

 (４) 環境学習の充実 

県では、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（平

成 15 年法律第 130 号）の施行や京都議定書の発効などの環境学習を取り巻く状

況の変化を踏まえ、平成 17 年 3 月に、「埼玉県環境学習実践指針」を策定し、県

民等が環境に関心を持ち、環境に対する責任と役割を理解するとともに、環境保
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全活動に参加する意欲や問題解決能力を育成し解決に向けて行動するための指

針を示しました。  
今後も、この指針に基づき学校、職場、地域、家庭等、様々な場において、県

民に環境学習の機会を提供していきます。  
また、子供たちが環境を大切にする意識を持ち、環境にやさしい暮らし方を地

域で実践していく「こどもエコクラブ」の活動交流を支援していきます。  
その他、各種講座やイベント等を開催する他、彩の国資源循環工場内には、環

境学習が行えるよう展示・学習スペースを設け、各工場には見学コースなどを設

けて、総合的に体験学習ができる機会を創出します。  
 

 (５) リサイクルやごみの子供向け情報の発信 

子供がごみに関して楽しく学習できるよう、八都県市で実施しているホームペ

ージ「八都県市リサイクルスクエアー 小学生のひろば」の内容を充実させます。

（ http:/ /www.8tokenshi.jp/kids/index.html ）  
ここでは、ごみの排出状況やリサイクル活動の紹介、ごみに関するアンケート

等を簡単で分かりやすく、子供に興味を与えるような様々な趣向を凝らしていき、

バージョンアップを図っていきます。このホームページを活用して、ごみに関し

て情報発信を行うとともに、ごみのリサイクル等、ごみについて考える機会を創

出していきます  

 

 (６) ポスターコンクールの実施、教材の作成 

県民の環境への関心を高めるため、環境啓発に関するポスター募集等を実施し

ます。また、小・中学校、高等学校の総合的な学習の時間などで、授業として利

用しやすい教材を製作するなど、環境教育の充実を図ります。  
 

 (７) アダプトプログラム、ごみの散乱防止対策の推進 

埼玉県ごみの散乱防止に関する条例（平成 12 年埼玉県条例第 70 号）に基づき、

ごみの散乱防止に関する普及啓発や事業者、関係機関などの推進体制の整備を図

ります。また、ボランティア清掃団体の育成・支援や一定の公共空間を自分たち

の養子とみなし小中学生等が定期的に清掃・美化するアダプトプログラムなど、

県民の自主的な清掃活動の取組を進めます。  
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 ８ 循環型社会を支える地域づくり 

 (１) 環境産業クラスター形成の推進 

産業クラスターとは、ブドウの房のような企業・機関のネットワークのことで

あり、特定分野における関連企業、専門性の高い供給業者、サービス提供者、関

連業界に属する企業、関連機関 (大学、業界団体など )が地理的に集中し、競争し

つつ同時に協力している状態をいいます。  
県では、今後、新たな発展が期待される環境関連産業を重点産業分野とし、市

場原理による円滑な循環利用が図れるよう、環境関連産業群を中核とした産業ク

ラスターの形成を推進します。  

彩の国資源循環工場

研究機関

早稲田リサーチパーク

（（財）本庄国際リサーチパーク研究推進機構）

電池リサイクル施設

ガラス系リサイクル施設

建築廃棄物リサイクル施設

木くず

リサイクル施設

石膏ボード

リサイクル施設分析機関
医療系

リサイクル施設

県産業技術総合センター県環境科学国際センター

中核研究施設

 

環境関連産業クラスターのイメージ  

 

 (２) ゼロエミッション地域づくり 

産学官の共同研究による新技術の開発に努め、ゼロエミッションを推進し、資

源循環型産業構造の構築を図ります。  
ゼロエミッション「工場づくり」「工業団地づくり」などを進め、事業者、県

民、行政が一体となって、環境負荷の少ない地域づくりを促進します。
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

Ⅱ 地域と共存する安心な再資源化施設の整備と運営 

 

県民の消費活動や事業者の事業活動に伴い、年間 1，377 万トン（平成 15 年度実

績）の廃棄物が排出されています。これらの廃棄物を資源として循環利用していく

ことや、どうしても循環利用できないものを適正に処分するための施設は、循環型

社会の形成を図る上で必要不可欠なものです。  
しかし、不適正処理や焼却処分に伴い発生するダイオキシン類の問題などにより、

廃棄物処理に対する住民の不信感や不安感が増大し、廃棄物処理施設の立地などに

対する理解を得ることが困難となっています。  
埼玉県では、地域社会に開かれた安心のできる施設整備を目指し、施設の建設や、

運営、処理状況などの情報を事業者、県民及び県が共有するなど、公共関与を基本

とした地域に根ざした再資源化施設の整備に積極的に取り組みます。  
 

ＧＰＳによる確認システム

木質系コージェネ
レーション施設

家畜糞尿系バイオガス施設

農業、食品系たい肥化施設

木質ペレット
製造施設

彩の国資源循環工場

　

地域リサイクルネットワーク拠点

剪定枝、刈草等堆肥化施設

　

　

　

地域リサイクルネットワーク拠点

※この図はイメージ図であり、施設の位置を特定するものではありません。

地域リサイクルネットワーク拠点

 

再資源化施設の整備イメージ  
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 １ 公共関与による総合リサイクル施設の整備 

 (１) リサイクル中核拠点の整備・拡大（重点施策 P.42 に掲載） 

 

 (２) 地域リサイクルネットワーク拠点の整備（重点施策 P.44 に掲載） 

 

 (３) ごみ処理広域化計画の推進 

平成 10 年度に策定したごみ処理広域化計画の見直しを行い、市町村ごみ処理

施設の集約化、高度化による効率的なごみ処理を推進する市町村の取組を支援し

ます。また、県内市町村が互いに連携・協力し、広域的なごみ処理を行うことに

より、ダイオキシン類削減対策、リサイクルの推進、ごみ処理経費の削減を図り

循環型社会形成の推進に努めます。  
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 ２ バイオマスの循環利用の推進 

バイオマスは、動植物から生まれた再生可能な有機性資源です。バイオマスの

利活用を図ることは、石油や石炭などの化石資源由来のエネルギーや製品の代替

えにつながり、CO 2の発生を抑制できることから、地球温暖化の防止にもつなが

ります。  
間伐材、家畜排せつ物、稲わら等、自然の恵みによりもたらされるバイオマス

や、下水道汚泥、食品残さ等、処理や収集の方法により安定的な量を調達できる

バイオマスをエネルギーや製品に利活用する取組を推進していきます。  

バイオマス発電・発熱

バイオマスエネルギーを
利用した入浴施設

バイオガス・たい肥化施設

廃材

家畜糞尿

間伐材加工
プランター

木造住宅

木質系素材・資材
の開発、生産

木材供給

生ゴミなど

枝葉・樹皮
間伐材など

有機農業

食品残さ

ペレットストーブ
チップボイラ

バイオエネルギーや太陽光を
利用したハイブリッド住宅

バイオマス発電・
熱利用施設

 

バイオマスの循環利用イメージ  

 

 

≪バイオマスのエネルギー活用≫ 

 

 (１) 木質バイオマスエネルギーの利用推進 

間伐材や、製材所から発生する端材など木質バイオマスを利用した発電施設・

ボイラーなどの整備を支援し、バイオマスエネルギーの有効利用を推進します。 

エネルギー損失

発電

発熱

木質系バイオマス
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 (２) 下水汚泥の利用 

下水汚泥から発生させたガスを用いた発電システムについて、民間企業と共同

研究を行います。  
下水汚泥の新たなバイオマスエネルギーとしての活用方法を検討します。  

 

 

≪バイオマスの製品活用≫ 

 

 (１) 家畜排せつ物の再生利用の推進 

安全・安心な農産物の生産と環境にやさしい農業を目指し、家畜排せつ物や稲

わら麦わらなど有機性未利用資源のリサイクルによる土づくりと、農薬や化学肥

料の使用量の削減を推進する「彩の国有機 100 倍運動」を展開しています。  
特に、家畜排せつ物については、たい肥化施設の整備を推進し、良質たい肥の

生産を拡大するとともに、耕種農家と畜産農家との連携を強化し、たい肥の利用

を進めます。  
さらに、農業者とレストランやスーパー、生協などの食品関連事業者が連携し、

食品残さ等のたい肥としての利用を進めます。  
 

 土づくり  たい肥の施用  安全・安心な農産物  

 

 (２) 木質ペレットの再生利用の推進 

生町の製材業、木材生産者、森林組合

 

 
ペレットの成型機  ペレット  熱源利用例（さわらびの湯）  

  飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越

の 33 社が協同組合「西川地域木質資源活用センター」を設立し、各事業者から

発生する木材の樹皮や端材等の未利用木材資源を熱源に利用できる木質ペレッ

トを製造しています。木質ペレットは、熱源としてストーブやボイラーに利用さ

れています。県では、木質ペレットボイラー・ストーブの整備を支援していきま

す。  
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 

(３) 道路、河川などから発生する剪定枝、刈草の再生利用の推進 

利用

す

ン

 

(４) し尿処理施設の高度化の推進 

下水道の整備・普及に伴い、年々減少し

て

 ３ 最終処分場の確保と埋立処分減量化施設の整備 

傾向にあるものの、長

期

 

(１) 焼却飛灰水洗施設の整備 

民間のセメント工場において、セメントの原

料

 

道路、河川、公園などから発生する剪定枝、刈草を有用な資源として再生

るため、たい肥化事業に取り組んでおり、今後とも一層の推進を図ります。  
下図は、さいたま市桜区鴨川排水機場内にある、さいたま県土リサイクルプラ

トの再生利用例です。  

 
 
 
 
 
 刈草・剪定  たい肥の製造  利用例  

 

 

県内のし尿処理場での処理量は、公共

います。今後は、施設の老朽化などを踏まえ、従来のし尿処理施設から汚泥再

生処理センター等へと、施設の高度化を進めていくとともに、今後増加が見込ま

れる合併処理浄化槽による汚泥処理対策を進めていきます。また、汚泥と生ごみ

の混合による再生利用など新たな再資源化策についても検討します。  
 

一般廃棄物、産業廃棄物ともに 終処分量は、近年減少

的・安定的な 終処分場の確保は、適正処理の観点からも埼玉県における 重

要課題の 1 つといえます。また、 終処分量の削減を図るため、焼却灰を再生利

用するための再資源化施設の整備を促進します。  

一般廃棄物の焼却灰については、

として利用が促進されています。しかし、飛灰については、飛灰に含まれる塩

分濃度が高いため、水洗設備で塩分を除去した後でないと、セメントの原料とし

て利用できません。このため、焼却飛灰水洗施設については、その整備を推進し、

飛灰の再生利用量の拡大に努めます。  
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

 
 

民間の焼却飛灰水洗施設 

 

 (２) 公共関与による最終処分場の確保（重点施策 P.45 に掲載） 

 

 ４ 効率的なごみ処理体制の検討 

 (１) 市場化テストに関する検討 

市場化テストとは、これまで「官」が行ってきた“公共サービス”について、

「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で も優れた

者が、そのサービスの提供を担っていくこととする制度です。  
県内市町村のごみ処理費（処理費、維持管理費）は、横ばい傾向にあり、依然、

市町村財政を圧迫する状況が続いています。  
そこで、公共サービスの質の向上及び効率化を目的として、県内廃棄物処理事

業における市場化テストの導入に向けて、積極的に検討を進めます。  
 

 (２) 災害廃棄物対策の検討 

通常、施設計画や処理計画は、日常の人々の行動を基に検討されています。し

たがって、災害時に大量に発生する廃棄物を各施設が単独で対処することは困難

を極めます。  
そこで、突然襲ってくる災害に備え、災害廃棄物に関する県内協力体制を拡充

し、連携方法や災害時に実効性のある県内の協力体制について検討します。  
 

 ５ 廃棄物処理施設の適正配置 

 (１) 中間処理施設の適正配置の推進 

産業活動や健全な都市機能を維持していく上で必要不可欠な施設である産業

廃棄物の中間処理施設は、都市計画上の工業系用途地域への適正な配置を誘導す

るよう努めます。  
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第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

Ⅲ 安心して暮らせる廃棄物適正処理の推進 

 
埼玉県では、全ての人々の安心した生活や地域社会の環境を守るために、廃棄物

の適正処理を推進します。  
特に産業廃棄物に関しては、電子マニフェストや GPS など IT を活用したシステ

ムによる廃棄物処理過程の透明化に取り組む事業者を支援するとともに、優良な処

理業者を選択できるよう情報提供を行うなど、優良な業者の拡大を図ります。  
また、公共が監視することによって不法投棄の削減を図り、地域住民への情報提

供を行うことによって処理の透明性の確保を保っていくことを推進します。  
さらに、後世に負の遺産を残さないような仕組みづくり、排出事業者への適正処

理や減量化に向けた指導等を確実に実施していきます。  
 

処
理
の
透
明

化
の
推
進

安心して暮らせる廃棄物適正処理の推進

不
適
正
処
理

の
監
視

負
の
遺
産
の

解
消

廃
棄
物
処
理

の
指
導

 

１ 処理の透明化の推進 

廃棄物処理において、徹底した情報開示を行い、適正処理・リサイクルに努め

る優良な廃棄物処理事業者に対して、支援等を していきます。  

 

 (１) ＧＰＳ利用による廃棄物処理透明化の推進（重点施策 P.46 に掲載） 

 

２ 不適正処理の監視 

IT の活用や地域及び関係機関との連携により、不法投棄を未然に防止すると

ともに、取締体制を強化します。また、過去の不法投棄については、環境保全上、

原状回復が不可欠であるため、計画的に撤去を進めていきます。  
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 (１) 廃棄物不法投棄の監視対策の強化（重点施策 P.46 に掲載） 

 

 (２) 廃棄物の山の撤去・環境保全対策の強化（重点施策 P.47 に掲載） 

 

 (３) 産廃スクラム２７と連携した産業廃棄物運搬車両路上一斉調査 

産業廃棄物の処理は、広い範囲で行われていることから、不法投棄についても

広い範囲で行われているのが現状です。このことから、産業廃棄物不適正処理防

止広域連絡協議会(通称「産廃スクラム 27」)と、産廃スクラム 27 の構成員でも

ある八都県市とが共同して、産業廃棄物運搬車両に対する広域的な一斉調査を実

施してきました。  
今後も、これらの取組に積極的に参加し、不法投棄防止対策を推進します。  
 
 
 
 
 
 

産廃スクラム２７の一斉調査状況  

 (４) ダイオキシン類対策 

埼玉県では、平成 8 年度以降、ダイオキシン類についての調査を実施し、ダイ

オキシン類対策を総合的に推進しています。ダイオキシン類対策特別措置法（平

成 11 年法律第 105 号）に基づく大気・水質・土壌中のダイオキシン類の常時監

視、規制対象施設の設置者による測定結果の公表、立入検査による指導・監視な

ど、法の適正な執行を図るための諸事業を継続して実施しました。 

今後も、継続してダイオキシン類対策を実施し、排出削減対策を進めます。  

 (５) 彩の国資源循環工場の環境モニタリング調査 

彩の国資源循環工場においては、県と住民監視組織による二重のチェック機能

を利用したモニタリングを実施することで事業の透明性を確保します。  
また、埼玉県環境科学国際センターでは、これらのモニタリング等により得ら

れたデータの分析や独自に調査を実施し、得られた結果をもとに、リサイクル施

設の操業による排出物の監視や、周辺環境への影響の防止に役立てます。  
 
 
 

地元 埼玉県 民間事業者

 
 

 

官民契約

埼玉県
【危機管理体制】

操業停止
施設・運営改善
契約解除・退去

危機管理

運営協定

住民参加

事業契約

安全確保

住民監視
組織

【住民監視体制】
立入り監視
情報開示
環境測定
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３ 負の遺産の解消 

石綿（アスベスト）を原因とした石綿肺・中皮腫の発生など重大かつ不可逆性

の疾病を引き起こす等の健康被害が社会問題化し、その対策が急がれています。 

また、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であるポリ

塩化ビフェニル（PCB）が含まれる廃棄物については、国による拠点的広域処理

施設の整備が進められていましたが、平成 17 年 11 月から日本環境安全事業株式

会社の東京 PCB 廃棄物処理施設における処理が開始されました。 

このように、我々の将来世代に影響を及ぼすような「負の遺産」を残さないよ

う、適正に処理する取組を強化します。  

 (１) 石綿（アスベスト）の適正処理対策の推進 

平成 17 年 6 月以降、石綿製品製造工場で作業歴のある作業員等に健康被害が

発生していることが関係企業から公表され、石綿の飛散に伴う人の健康への影響

等について、国民の間に不安が高まっています。  
県においても、埼玉県石綿対策推進本部において、健康、環境、公共施設等に

おける対策を定め、早急に対応を図っています。  
なお、今後、高度成長期に建設された建物の建て替え時期を迎え、建物の解体

に伴う石綿廃棄物の発生の増加が見込まれることから、解体工事現場への立入り

などを行い、解体工事業者に対する指導を強化していきます。  
また、排出事業者や廃棄物の処理業者に対する説明会や研修会を開催するとと

もに、事業所への立入検査を行い、石綿廃棄物の適正処理に関する指導を行って

いきます。  
さらに、現在、県内で発生した石綿については、県外の 終処分場において埋

立処分されています。廃棄物処理法の改正により、広く行われている埋立処理か

ら、高温で溶かして無害化する処理（溶融）を促進・誘導するため、国の認定に

よる特例制度が創設されました。石綿の適正処理を推進するため、本県の実態に

即した も適した方法について検討し、対応していきます。  
 

石綿（アスベスト）の適正処理対策

産業廃棄物処理業者に対する指導

●

●

適正処理の推進対策の検討

●

●

飛散性石綿廃棄物の発生量や最終処分状況

の実態を把握

本県の実態に即した適性処理方法の検討

特別管理産業廃棄物収集運搬業者に対し、適

正処理を指導

産業廃棄物の中間処理業者に対し、立入検査

を実施し、適性処理を指導

建築物の解体等工事に対する対策

●

●

石綿関係法令の周知徹底

解体等工事に対する現地調査を強化し、適正

処理を指導

不法投棄対策

● 監視パトロールを強化し、石綿廃棄物の早期

発見に努める
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 (２) ポリ塩化ビフェニル廃棄物（ＰＣＢ廃棄物）の適正処理の推進 

平成 13 年 7 月、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別

措置法（平成 13 年法律第 65 号。以下「PCB 特措法」という。）が施行され、ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物（以下「PCB 廃棄物」という。）を保管している事業者

は PCB 特措法の規定に基づき毎年度、その保管等の状況について、知事等に届出

することが義務付けられています。 

本県においても、PCB 廃棄物の保管事業者に対し、保管状況等の届出や適正保

管の徹底指導を行うとともに、「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を

策定し、PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理を推進します。 

また、中小企業者等が保管する PCB 廃棄物の処理費用の負担を軽減するため、

独立行政法人環境再生保全機構に対してポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金の

一部を拠出しています。 

なお、平成 16 年 3 月末現在の本県の PCB 廃棄物の保管量（※1）は以下のとお

りです。 

 

高圧トランス  高圧コンデンサ  低圧トランス  低圧コンデンサ  柱上トランス

882 台  12,689 台  2,006 台 48,266 台  107,656 台

安定器  ＰＣＢ（※ 2）  ＰＣＢを含む油（※2） 感圧複写紙（※ 2） ウエス（※ 2）

113,103 個  552kg 71,251kg 2,339kg 1,059kg

汚泥（※ 2）  その他の機器等  

2,550kg 10,521 台  

 

※ 1 ドラム缶等各種容器にまとめて保管している場合など、台数や重量で計上できないもの

を除く。  

※ 2 体積で計上された分について 1 リットル＝ 1kg として重量に換算した。  

 

 

 

 

 

 
 
 高圧コンデンサ  高圧トランス  

 69



 

 
第 5 章 目標達成に向けた具体的な施策 

１．背景

２．役割

３．処理予定

埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

 環境大臣は、ＰＣＢ特措法第６条の規定により、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第５条の２第１項に規定する基本方針に即して、平成15年4月にＰＣＢ廃棄物
処理基本計画（以下、「基本計画」という。）を定めました。
 県は本計画及び基本計画に即して、県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理計画を定めることとされています。

 国は、ＰＣＢ廃棄物の拠点的な広域処理体制の整備、収集運搬の体制及び中小
企業の負担軽減のための基金造成等を定めています。
 また、国は日本環境安全事業株式会社を活用した拠点的広域処理施設の整備
（全国５カ所）を進め、その一つである東京事業は、１都３県（東京都、埼玉県、千
葉県及び神奈川県）のＰＣＢ廃棄物を処理対象としており、平成17年11月から処
理が開始されました。

 本県のＰＣＢ廃棄物は平成19年度から本格的な処理が行われる予定です。

４．計画概要

ＰＣＢ特措法第７条第２項により、次の事項を定めています。
・ＰＣＢ廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
・ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項
・前２号に掲げるもののほか、ＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し
必要な事項

 

４ 廃棄物処理の指導 

 (１) 産業廃棄物審査事業の推進 

産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置許可申請を適切に審査し、こ

れらの許可事務を円滑に行い、適正処理を推進します。  
 

 (２) 産業廃棄物排出者責任の徹底・強化 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、排出事業者は、その事業活動に伴

って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定め

られています。  
県内においても、廃棄物の処理については、排出事業者の自己処理責任の徹底

が必要であり、そのため、排出事業者への適正処理の指導、減量化に向けた指導

を行います。  
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第 6 章 計画の推進に向けて 

第６章 計画の推進に向けて 

 

本計画を推進するために、県民、県、市町村、製造業者等排出事業者、処理業者等

が、それぞれの立場で、それぞれの役割を果たすことが重要です。さらに、相互の協

働関係をより一層強化することで、持続可能な循環型社会の構築を図ります。 

 

協議
連携

県

県民

製造業者等
排出事業者 処理業者

市町村等

 

 １ 県民 

県民は、日常生活や社会活動からごみが排出されていることを認識し、問題意識

を持ち、これまでの大量消費、大量廃棄型の生活様式を見直す必要があります。そ

して、物を大切にし、製品を長期に使用することによって廃棄物の発生抑制、再使

用、再生利用を図っていく循環型の生活様式への転換を図っていくことが必要です。 

また、県民は、市町村及び県の行う各種施策等に協力し、行政と一体となった取

組を実施していきます。 

 

 ２ 県 

県は、本計画の基本目標である「環境政策・産業政策・都市政策の３つの政策の

融合により、持続可能な循環型社会を実現する」を達成させるために、県内の廃棄

物の状況を把握し、発生抑制や再生利用、適正処理を推進するために、各種施策を

実施します。 

また、本計画に基づき、彩の国資源循環工場を中心とする資源化の取組を推進し

ていきます。さらに、市町村が推進する一般廃棄物の処理対策等について、助言、

支援などを行い、県と市町村が一体となって廃棄物問題の解決を図っていきます。 

 

 ３ 市町村等 

市町村は、一般廃棄物の処理の責務を果たすとともに、発生抑制、再生利用、適

正処理について、住民や事業者に対する普及啓発に努めます。 
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第 6 章 計画の推進に向けて 

また、市町村は、今後、本計画に基づき、一般廃棄物処理事業の効率的かつ安全

な運営に努め、循環型社会の形成に向けた処理システムの構築及び施設の整備など

を行います。 

 

 ４ 製造業者等排出事業者 

製造事業者等の排出事業者は、自ら生産する製品について、設計の工夫などによ

り、消費や廃棄の段階での廃棄物の削減に努める等、廃棄物を出さない事業活動を

実施していきます。 

また、自ら生産する製品について、循環的な利用に配慮した設計を行う等、再使

用・再生利用等にも取組んでいきます。 

さらに、県及び市町村が実施する諸施策に積極的に協力していきます。 

 

 ５ 処理業者 

処理業者は、廃棄物を適正に処理することに努めるとともに、積極的な情報開示

を行い、県民から信頼される廃棄物の処理体制及び施設整備の構築を行います。 

また、再生利用や適正処理に必要な技術を向上させ、循環型社会づくりに取り組

んでいきます。 

さらに、県及び市町村が実施する諸施策に積極的に協力していきます。 

 

県民への普及啓発の推進
廃棄物処理情報の公開、効率的な情報提供
再生品（再生材料）の優先的利用
適正処理の確保、リサイクルの推進のための処理業者に関す
る情報の提供
不適正処理に係る監視、規制の強化
彩の国資源循環工場を中心とする施設整備
市町村との連携

県

廃棄物の発生抑制等の実践
県・市町村の施策への協力
環境に配慮した製品の選択
リサイクル製品の積極的な使用
大量消費・大量廃棄型の生活様式から循環型の生活様式への転換の推進
ごみ分別の徹底、ごみ出しルールの励行

県民

　
住民への普及啓発の推進
廃棄物処理情報の公開
再生品（再生材料）の優先的利用
一般廃棄物処理施設の管理状況の積極的な公表
適正処理のための民間事業者の育成の推進
住民の減量化、資源化に対する喚起と支援
パトロール等、監視体制の強化
環境教育、環境学習の一層の推進
県との連携

市町村等

処理業務の適正な受託
地域住民への積極的な情報提供
住民から信頼される施設整備
県・市町村の施策への協力
処理施設の適正管理
廃棄物の適正処理の推進
適切な処理技術や知識の向上
処理施設の安全確保と維持管理の徹底

処理業者

廃棄物の発生抑制の推進
再生資源の利用促進
廃棄物管理の徹底
循環的な利用に配慮した製品開発
県・市町村の施策への協力
環境に対して負荷の小さい商品の販売、取り扱いの推進
廃棄物を出さない事業活動
グリーン購入・調達の実践

製造業者等
排出事業者
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語 集 廃棄物処理フロー 

 

一般廃棄物（ごみ）の処理フロー（平成 15 年度） 

 

家庭
（家庭系ごみ）

1,920,224t
(70.0%)

事業所
（事業系ごみ）

669,231t
(24.4%)

ごみ収集分：2,395,001t

粗大ごみ収集分：23,793t

直接搬入分：166,365t

焼却処理

再生利用
596,983t

自家処理
4,296t

最終処分
246,144t破砕選別

処理

排出量：2,742,335t

直接焼却分：
2,079,300t

329,876t

直接埋立分：1,625t

破砕残さ：61,881t

破砕可燃分：
65,035t

自家処理分：4,296t

処理後再生量：
264,604t

焼却残さ：182,638t

直接資源化分：179,499t

集団回収量
152,880t
(5.6%)

前年度
未処理分
5,141ｔ

（単位：t/年）
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産業廃棄物の処理フロー（平成 15 年度） 

 

排出量

11,029

6,844
（100％）

発生量

有償物量

503
（7％）

自己中間
処理後量

1,067

搬出量

4,719
（69％）

自己中間

処理後

再生利用量

826
（12％）

自己未処理

自己再生

利用量

450
（7％）

5,597

汚泥の脱水
減量除く

1,412

自己中間
処理量

有償物を

除く

再生利用量

5,115
（75％）

自己最終
処分量

2
（0％）

その他量

0
（0％）

委託
処理量

4,717
（69％）

4,929

自己
未処理量

（G1）自己未処理自己再生利用量
（G2）自己最終処分量
（G3）委託中間処理量
（G4）委託直接最終処分量
（G5）その他量

450
0.4

4,452
26.3

0

注）上記の数値は、流れ図の各処理項目のうち自己未処理量

　　 （G）を経由した内訳を表している。

減量化量

5,179

994
（15％）

脱水減量を

除いた

減量化量

委託中間
処理量

4,688
（68％）

委託中間
処理後量

4,040
（59％）

委託中間

処理後

再生利用量

3,839
（56％）

委託中間

処理後

最終処分量

200
（3％）

委託直接

最終処分量

29
（0％）

委託最終
処分量

230
（3％）

最終
処分量

232
（3％）

再生
利用量

5,618
（82％）

1
2

県内
県外

3,785
931

県内
県外

3,783
905

県内
県外

2
27

県内
県外

有償物を

除く排出量

6,341

有償物を

除く発生量

10,526

委託
減量化量

648
（9％）

自己
減量化量

4,531

汚泥の脱水
減量除く

345

（単位：千t/年）

 

※（ ％）は、発生量をベースに算出したものである。 

※四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。 
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用 語 集 産業廃棄物の現状等データ 

 

業種別・種類別の発生量（平成 15 年度） 
 

（単位：千ｔ／年）

業種

種類

6,844 630 255 3,616 1,976 231 19 17 71 15 15

(100%) (9%) (4%) (53%) (29%) (3%) (0%) (0%) (1%) (0%) (0%)

燃え殻 1 (0%) 1

汚泥 1,749 (26%) 254 953 303 231 1 4 0 3

廃油 90 (1%) 0 0 75 0 0 1 10 0 4

廃酸 38 (1%) 37 0 1 1

廃アルカリ 37 (0%) 0 34 0 0 1 1

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 289 (4%) 4 0 30 215 0 7 27 3 2

紙くず 482 (7%) 13 450 18

木くず 162 (2%) 137 25

繊維くず 2 (0%) 1 1

動植物性残さ 155 (2%) 155

動物系固形不要物 2 (0%) 2

ゴムくず 2 (0%) 2 0

金属くず 572 (8%) 1 166 385 0 0 3 15 1 2

ｶ ﾞﾗ ｽ ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ ･陶磁器く ず 135 (2%) 68 58 0 8 1 0

鉱さい 189 (3%) 189

がれき類 2,133 (31%) 2,111 18 4 0

ばいじん 20 (0%) 20

動物のふん尿 626 (9%) 626

動物の死体 0 (0%) 0

混合廃棄物等 158 (2%) 137 5 0 0 7 9

製造業
医療・福

祉業

サービ

ス業

電気・水

道業

情報

通信業
運輸業

卸・

小売業

合計

農林

漁業
鉱業 建設業合計

2

1  

※四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。 

※表は汚泥の事業所内での脱水減量を除いた値である。脱水減量を含めた排出量は本編 P.20 を参照のこと。 
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産業廃棄物の排出・処理量の推移 

 

（単位：千トン/年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出量 ① 14,291 (100.0%) 11,800 (100.0%) 11,029 (100.0%)

有償物量 ② 1,316 (9.2%) 493 (4.2%) 503 (4.6%)

有償物を除く排出量 a 12,975 100.0% (90.8%) 11,307 100.0% (95.8%) 10,526 100.0% (95.4%)

有償物を除く再生利用量 b 6,730 51.9% (47.1%) 5,422 48.0% (45.9%) 5,115 48.6% (46.4%)

再生利用量 ⑦＝②＋b 8,046 62.0% (56.3%) 5,915 52.3% (50.1%) 5,618 53.4% (50.9%)

総減量化量 ⑩ 4,737 36.5% (33.1%) 5,028 44.5% (42.6%) 5,179 49.2% (47.0%)

（うち事業所内汚泥脱水減量） ③ 2,842 21.9% (19.9%) 3,598 31.8% (30.5%) 4,185 39.8% (37.9%)

保管等その他処理量 ⑨ 89 0.7% (0.6%) 83 0.7% (0.7%) 0 0.0% (0.0%)

最終処分量 ⑧ 1,419 10.9% (9.9%) 774 6.8% (6.6%) 232 2.2% (2.1%)

発生量 ⑤＝①－③ 11,449 100.0% (80.1%) 8,202 100.0% (69.5%) 6,844 100.0% (62.1%)

再生利用量 ⑦＝②＋b 8,046 70.3% (56.3%) 5,915 72.1% (50.1%) 5,618 82.1% (50.9%)

減量化量 ⑥＝⑩－③ 1,895 16.6% (13.3%) 1,430 17.4% (12.1%) 994 14.5% (9.0%)

最終処分量 ⑧ 1,419 12.4% (9.9%) 774 9.4% (6.6%) 232 3.4% (2.1%)

（）内の数値は各年度の排出量に対する割合

事
業
所
内
で
の
汚
泥
の
脱

平成15年度平成10年度平成5年度

事
業
所
内
で
の
汚
泥
の
脱
水
減
量
含
む

水
減
量
除
く
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産業廃棄物処理業者の状況 

 

業務内容 申請 許可 許可業者数

産業廃棄物収集運搬業 2,260 2,192 8,759

産業廃棄物中間処理業 76 86 348

特別管理産業廃棄物収集運搬業 141 149 658

特別管理産業廃棄物中間処理業 3 6 35

最　　終　　処　　分　　業 0 0 4

合　　　　計 2,480 2,433 9,804  

 

県営処分場の状況 

 

項目

事業目的

敷地総面積 97.7ha

埋立面積 26.8ha

廃棄物埋立容量 193万m3

廃棄物重量 271万トン

受入廃棄物

供用開始からの
受入重量

115万トン(平成18年2月28日)

内容

自ら処分地を確保することが困難な県内の市町村及び中小企業
者を対象として、廃棄物の広域的埋立事業を平成元年から実施
している。

事業規模

県内で排出される一般廃棄物、産業廃棄物、及び建設残土のう
ち、有害廃棄物を除いた無機物を主体としたもの
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用 語 集 廃棄物の将来予測手法 

 

一般廃棄物 

 

１ ごみ排出量将来推計 

 

家庭から排出される家庭系ごみ（自家処理量を含む）と事業所から排出される事業系ご

み、集団回収量に分け、それぞれをブロック毎に将来推計を行った。 

家庭系ごみは、過去の排出量と人口から、1人 1日当たりの排出量(原単位)を算出し、

原単位が今後、どのように増減するかトレンド推計を行い、予測した。この原単位に対し、

将来人口を乗じ、家庭系ごみの排出量を推計した。 

事業系ごみ、集団回収量は、過去の排出量の実績より、トレンド推計を行い予測した。 

これら 3 つをブロック毎に推計し、合計したものを埼玉県の排出量とした。 

 

一般廃棄物処理事業の概況(平成11年度から平成15年度)

原単位(1人1日あたりの
排出量)の算出

過去の実績から
トレンドによる将来推計

過去の実績から
トレンドによる将来推計

過去の実績から
トレンドによる将来推計

人口推計値

家庭系ごみ排出量の算出事業系ごみ排出量の算出集団回収量の算出

ごみ排出量の算出

事業系ごみ集団回収量 家庭系ごみ

  

ブロック毎のごみ排出量将来推計フロー 
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２ 処理・処分量将来推計 

 

再生利用量、最終処分量について、過去の実績値をもとにトレンド推計し、さらに、将

来動向等を勘案して、将来値を算定した。そして、排出量の推計値から再生利用量と最終

処分量を減じ、減量化量を算出した。 

これらについても、ブロック毎に推計し、合計したものを埼玉県の処理・処分量とした。 

 

 

一般廃棄物処理事業の概況(平成11年度
から平成15年度)

過去の再生利用量から
トレンドによる将来推計

過去の最終処分量から
トレンドによる将来推計

ごみ処理量推計値

減量化量の算出

 

ブロック毎のごみ処理・処分量将来推計フロー 
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３ し尿排出量将来推計 

 

生し尿及び浄化槽人口の過去の実績からトレンド推計により、将来のこれらの収集計画

人口を算出した。また、生し尿及び浄化槽の排出量の実績から排出原単位を算出し、この

排出原単位に収集計画人口を乗じて、将来推計値を算出した。 

なお、将来の計画収集人口を算出するにあたっては、県の下水道普及率の推移を考慮し

て算出している。 

 

一般廃棄物処理事業の概況
（平成11～15年度）

生し尿、浄化槽の排出原単位を推計

将来人口推計値

将来の計画収集人口（生し尿、浄化槽）を算出

生し尿、浄化槽汚泥量の算出

下水道等処理人口推計値
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産業廃棄物 

 

１ 排出量将来推計 

 

産業廃棄物は、事業活動によって排出されるため、業種ごとに事業活動を示す指標（活

動量指標）を定め、その指標の推移に排出量が比例するとして、排出量を算出した。 

ただし、上記の方法より適切な方法で推計値を算出することができる業種については、

以下の算出方法により推計を行った。 

まず、過去数年間の活動量指標のデータを整理し、将来値を算出した。そして、この将

来値に原単位を乗じることにより、将来の排出量を算出する。さらに、県内の経済動向や、

リサイクル活動の動向、その他社会情勢等を勘案し、各業種における将来の活動の推移を

加味し、将来の排出量を算出した。 

 

産業廃棄物実態調査（平成15年度）

排出量の算出

原単位（活動量指標あた
りの排出量）の算出

既存活動量データ

過去の活動量指標の数値から
将来の活動量指標を推計

経済動向、リサイクルの動向、
社会情勢等を反映
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２ 処理・処分量将来推計 

 

再生利用量、最終処分量について、過去の実績値をもとにトレンド推計し、さらに、将

来動向等を勘案して、将来値を算定した。そして、排出量の推計値から再生利用量と最終

処分量を減じ、減量化量を算出した。 

 

 

産業廃棄物実態調査（平成15年度）

処理・処分量の算出

過去の再生利用量から
のトレンド推計に将来動

向を考慮

過去の最終処分量からトレンドによ
る将来推計

排出量の推計値
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用 語 集 目標設定 

 

一般廃棄物(考え方) 

 

1. 1 人 1 日当たり排出量 

設定の考え方としては、以下の 2点である。 

・ 家庭系ごみについては、平成 13 年度から、減少に転じており、予測においても減

少傾向で推移し、平成 22 年度においても平成 15 年度と比較して、若干減少傾向に

ある。したがって、本計画においても更なる削減を目指して、平成 22 年度の原単

位予測値において、県平均を上回るブロック(中央地域、東部地域、北部地域)を県

平均まで引き下げることを目指す。 

・ 事業系ごみについては、排出量は増加を続け、平成 22 年度は、平成 15 年度比で

23.6%の増加が予測される。本計画では、排出量を平成 15 年度の水準を維持する

(増加させない)ことを目指す。 

上記の家庭系ごみ、事業系ごみの目標排出量をあわせると、4%削減となることから、

これを本計画の数値目標とする。 

 

2. 再生利用率 

再生利用率については、近年の伸び率を反映して、予測においてもかなり増加し、平

成 22 年度において、再生利用率 24.6%と国の目標を達成している(国の目標は、平成 22

年度において、リサイクル率 24%)。 

そこで、今回の目標では、平成 22 年度の予測値(再生利用率)において、県平均を下

回っているブロック(中央地域、北部地域、東部地域)を県平均まで引き上げることを目

指す。 

以上のことから、再生利用率の県平均が 27%となることから、これを本計画の数値目

標とする。 

 

3. 最終処分量 

最終処分量については、近年減少していることから、予測においてもかなり減少して

おり、平成 22 年度において、平成 15 年度比で 23%程度の減少となっている。 

今後は、焼却灰水洗施設、セメント原料化施設の整備促進や資源循環工場に整備され

る人工砂化施設などの活用なども考えられることから、更なる削減を目指し、平成 22

年度の数値目標を平成 15 年度比 30%減とする。 

なお、国の目標は、平成 22 年度に平成 9 年度の概ね半分に削減するということであ

り、本目標が達成されことにより埼玉県においても最終処分量は平成 22 年度に平成 9

年度比で 52.7%に削減されることになる。 

また、最終処分率は、近年減少傾向にあることから、予測においても減少しており、

平成 22 年における県外最終処分率は平成 15 年度比約 34%減となっている。 
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したがって、平成 22 年度における最終処分量の目標値に県外最終処分率を掛け合わ

せ、平成 22 年度における県外最終処分量の目標値を平成 15 年度比 34%減とする。 
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産業廃棄物(考え方) 

 

1 排出量将来推計（業種別） 

産業廃棄物の排出量の将来予測にあたっては、業種別に傾向が異なる。そこで、排出量

の多い業種について、業種毎に分けて行う。 

 

（１）建設業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 15 年度実績では、排出量の約 33％が建設業から排出されている。 

経年的にみれば、平成 5 年度 251.4 万トン、平成 10 年度 398.5 万トン、平成

15 年度 364.6 万トンと平成 5 年度／平成 10 年度対比では増加傾向、平成 10 年度

／平成 15 年度対比では漸減傾向を呈している。完成工事高が直近 3 か年において

減少傾向にあり、平成 15 年度は前年度よりも-8.6 ポイントの減少となっている

ことから、平成 10 年度／平成 15 年度対比で漸減傾向を呈したのは建設需要の落

ち込みによる影響とみることができる。 

そこで、「排出量予測①」では、今後も建設需要の回復は基本的には見込めな

いものとし、平成 15 年度の排出量原単位を基に、活動量指標である元請完成工事

高のトレンドを勘案して得る排出量をベースとする。 

しかしながら、国土交通省が旧建設省時にまとめた建築解体廃棄物の将来推計

によれば、昭和 40 年代の高度成長期に建てられた非木造建築が 2005 年頃から更

新期を迎えるため、それに伴う建設廃棄物の排出量が飛躍的に増大すると懸念し

ている。反面、この問題に対して国土交通省では、住宅産業構造改革事業により

地方公共団体等による建築系廃棄物のリサイクル推進のための普及・啓発活動等

を支援するとともに、住宅品質確保促進法に基づく住宅性能表示制度において

「劣化対策等級」等を設定し、廃棄物の発生抑制等を図っている。さらに、この

様な施策を進めると同時に、より高度な循環型社会を構築するために既存ストッ

クを長期利用する技術や建築部材の廃棄物化の抑制に関する技術開発を行ってい

る。 

こうした情勢を考慮して「排出量予測②」では、建築解体廃棄物の排出や、公

共・民間の土木・建築工事から排出される建設廃棄物は平成 15 年度と同じ排出量

で推移するものと予測する。 
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（２）製造業 

 
平成 15 年度実績では、排出量の約 35％が製造業から排出されている。 

経年的にみれば、平成 5 年度 668.9 万トン、平成 10 年度 466.9 万トン、平成

15 年度 385.7 万トンと平成５年度／平成 10 年度対比、平成 10 年度／平成 15 年

度対比の何れも低減傾向を呈している。 

製造業の活動量指標である製造品出荷額等の推移をみても、低減傾向であり、

生産活動の減少により廃棄物排出量が低減していることが想定される。また一方

では、事業者における廃棄物抑制策、例えば廃棄物の排出が少ない生産工程への

見直し等が ISO14001 を実践している大企業を中心として徐々に進んでおり、廃

棄物排出量の抑制が助長されているものと推察される。 

このため、「排出量予測①」では、今後も経済構造の変化に影響され、上記傾

向が継続するものと見込み、製造業からの廃棄物排出量は、平成 15 年度の排出

量原単位を基に、活動量指標である製造品出荷額等のトレンドを勘案して算出さ

れる排出量をベースとする。 

本県は、経済活動の担い手である生産年齢人口（15 歳～64 歳）の総人口に占

める割合は 7 割を超えており全国で最も高い。 

最近の県内経済動向をみると、設備投資が上向きつつあり、全体的に緩やかな

回復基調にある。平成 16 年 11 月 30 日には、県労働商工部（現・産業労働部）

で、第１回埼玉県企業誘致推進会議を開催し、景気の回復を受けてようやく立地

件数が増加傾向にある状況から、平成 17 年１月には「埼玉県企業誘致大作戦ア

クションプラン」を提示し、企業誘致の推進を図っており、成果をあげている。

こうした情勢を考慮して「排出量予測②」では、今後、低減傾向が鈍化するも

のとして、平成 15 年度と同程度で排出量が推移するものと予測する。 
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（３）電気・ガス・水道・熱供給業 

 

平成 15 年度実績では、県全体排出量の約 16％が電気・ガス・水道・熱供

給業から排出されている。 

経年的にみれば、平成 5 年度 146.8 万トン、平成 10 年度 143.6 万トン、平

成 15 年度 173.2 万トンと、平成 5年度／平成 10 年度対比では微減傾向、平

成 10 年度／平成 15 年度対比では増加傾向を呈している。 

当業種からの平成 10 年度／平成 15 年度対比の増加は、下水道汚泥の排出

量の伸びが影響していることが考えられる。 

当業種のうち排出量のほとんどを占める下水道業からの廃棄物排出量によ

り推計する。 

埼玉県の下水道普及率は平成 15 年度に 70％を超え、処理人口の約 9割を

流域下水道で処理している。今後も普及率は微増傾向と考えられる。埼玉県

の人口は、日本の総人口が 2005 年頃にピークを迎えるのに対し、今後も微増

し続け、2015 年頃にピークを迎えるものと人口予測機関（国立社会保障・人

口問題研究所推計）で分析している。 

これらより、下水道業からの廃棄物排出量は、引き続き増加していくもの

と予測する。 
なお、電気・ガス・水道・熱供給業の廃棄物排出量の予測にあたっては、

平成 15 年度の排出量原単位を基に、活動量指標である従業員数のトレンドを

勘案して算出する。 

 

 

（４）その他の業種 

 

その他の業種からの廃棄物排出量の予測にあたっては、平成 15 年度の排出

量原単位を基に、活動量指標である従業員数のトレンドを勘案して算出する。

 

 

 資-15



２ 目標設定について 

（１）排出量目標 

●建設業： 

今後の排出量目標の設定にあたっては、2 種類の将来予測値がある。建築解体廃

棄物の排出増を考慮し、建設業からの廃棄物排出量は、「排出量予測①」値は達成

させるものとする。したがって、平成 22 年度は平成 15 年度比 2.5％削減、平成 27

年度は平成 15 年度比４％削減とする。 

 

●製造業： 

今後の排出量目標の設定にあたっては、2 種類の将来予測値がある。県内経済の

動向や、技術開発、企業間連携による排出抑制策が一層促進されるものとして、製

造業からの廃棄物排出量は、「排出量予測①」と「排出量予測②」の中央値程度は

達成させるものとする。 

 

●その他の業種（下水道業を含む。） 

今後の排出量目標の設定にあたっては、将来予測値と同程度とする。 

 

●排出量（全体）の目標 

上記の各業種における排出量の削減目標が達成されると、平成 22 年度における

排出量は平成 15 年度比 77 万 2 千トン削減見込みとなるため、排出量の目標は平成

15 年度比 7.0％削減とする。 
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（２）再生利用量目標 

平成 15 年度の再生利用量は 561.8 万トンであり、再生利用率は 50.9％である。 

第 5次計画における再生利用量の目標値は排出量の約 57%であった。しかし、平成

10 年度／平成 15 年度比では総体的に再生利用率の増加はほとんど見られない。 

建設廃棄物にあっては、建設リサイクル法の施行により廃棄物の再生利用が義務付

けられており、県においても、今後、建設リサイクルの徹底や建設混合廃棄物や建設

汚泥の再生利用を中心に、一層の再生利用を図り、再生利用率の増加を図ることが望

まれる。また、これらの廃棄物以外にも食品リサイクル法に則った食品残さの再生利

用についても促進していく必要がある。 

一方、国では、減量化・リサイクルを行うために、廃棄物が広域的に移動する場

合があることを踏まえ、リサイクルや廃棄物処理に関する規制の仕組みを合理化さ

せる動きがある。例えば、広域的なリサイクル、廃棄物処理を促進する観点から、

環境大臣の指定により廃棄物処理業に係る許可を不要とする広域指定制度がある。

また、既存の製造施設でリサイクルを行う場合を主な対象として、環境大臣の認定

により廃棄物処理業及び廃棄物処理施設に係る許可を不要とする再生利用認定制度

が設けられている。 

廃棄物の再生利用を拡大するためには、このような広域的かつ効率的な視点に立っ

たリサイクルを促進することが必要となる。県においても、このような新たな制度を

積極的に展開し、広域的かつ効率的なリサイクルなどの促進、企業間連携によるリサ

イクルの取組を推進するものとし、再生利用の一層の向上を目指すものとする。 

再生利用率の目標設定においては、廃プラ、木くず、紙くず、汚泥等の再生利用量

を高めることにより、再生利用率は平成 22 年度では、平成 15 年度の 50.9%から 56%

に増加させるものとする。 
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（３）最終処分量目標 

平成 15 年度の実績では、県内における最終処分量は 23.2 万トンとなっている。 

経年的にみれば、平成 5 年度 141.9 万トン、平成 10 年度 77.4 万トンとなっており、

大幅に最終処分量の削減がみられる。 

しかし、平成 15 年度において、県内の排出事業者から直接県外の最終処分場へ搬出

された量は 2.9 万トンである。また、県内の排出事業者から中間処理量と県内の中間処

理施設を経由して県外へ最終処分された量は 16.4 万トンとなっている。これは平成 5

年度と比較すると減少傾向となっているものの、県外処分を余儀なくされている状況に

ある。 

今後も、引き続き発生抑制に向けた取組を行うとともに、再使用、再生利用を促進し、

最終処分量を削減していく必要がある。 

このため、将来の最終処分量の設定にあたっては、今後、発生抑制、再使用、再生利

用による更なる最終処分量の削減を目指し、平成 22 年度は平成 15 年度比 27%削減とす

る。 

また、県外最終処分量の設定にあっては、今後、県営最終処分場の拡大を図り、県内

における最終処分先の確保による更なる県外最終処分量の削減を目指し、平成 22 年度

は平成 15 年度比 25%削減とする。 
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一般廃棄物と産業廃棄物の目標値 

 

（１）一般廃棄物 

平成15年度 平成18年度 平成22年度

予測排出量 1,014 1,033 1,051

(対平成15年度) 100.0% 101.9% 103.7%

目標排出量 1,014 996 975

(対平成15年度) 100.0% 98.2% 96.2%

削減量（予測量－目標量） － 37 76

予測再生利用量 597 639 708

(対　排出量) 21.8% 22.6% 24.6%

目標再生利用量 597 678 778

(対　排出量) 21.8% 24.0% 27.0%

増加量（目標量－予測量） － 39 70

予測最終処分量 246 231 191

(対平成15年度) 100.0% 93.9% 77.6%

目標最終処分量 246 214 172

(対平成15年度) 100.0% 87.0% 69.9%

削減量（予測量－目標量） － 17 19

目標サーマルリサイクル量 1,098 1,155 1,232

(対　排出量) 40.0% 40.9% 42.7%

88 73 58

100.0% 83.0% 65.9%

最
終
処
分
量

千トン／年

千トン/年

目標県外最終処分量
千トン/年

(対平成15年度)

一
人
一
日
当
た

り
排
出
量

ｇ／人・日

再
生
利
用
量

千トン／年

 

 

（２）産業廃棄物 

平成15年度平成18年度平成22年度

予測排出量 万トン／年 1,102.9 1,101.7 1,088.5

(対平成15年度) ％ 100.0 99.9 98.7

目標排出量 万トン／年 1,102.9 1,047.8 1,025.7

(対平成15年度) ％ 100.0 95.0 93.0

削減量（予測量－目標量） 万トン／年 － 53.9 62.8

発生量 予測発生量(脱水減量を除いた排出量） 万トン／年 684.4 684.2 676.0

予測再生利用量 万トン／年 561.8 555.7 535.4

(再生利用率) ％ 50.9 50.4 49.2

目標再生利用量 万トン／年 561.8 581.8 603.8

(再生利用率) ％ 50.9 52.8 55.5

(再生利用率)(脱水減量を除いた場合） ％ 82.1 85.0 89.3

予測最終処分量 万トン／年 23.2 21.6 17.3

(対平成15年度) ％ 100.0 93.1 74.6

目標最終処分量 万トン／年 23.2 20.0 16.9

(対平成15年度) ％ 100.0 86.2 72.8

目標県外最終処分量 万トン／年 19.3 15.4 14.5

(対平成15年度) ％ 100.0 79.8 75.1

排出量

再生利用量

最終処分量
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用 語 集 埼玉県内におけるブロック区分 

 

■一般廃棄物処理におけるブロック区分 

 

一般廃棄物の排出構造は、地域毎に世帯の構成やライフスタイル、産業の構造等により

異なると考えられる。そこで、第３章第１節 現状分析（本編Ｐ１４）の中で県内を 5つ

のブロックに分け、ブロック毎にいくつかの項目を比較することとした。5 つのブロック

分けは下図のとおりである。 
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用 語 集 国の基本方針 

 

廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

の基本的な方針 

 

（平成 13 年 5 月環境省告示第 34 号） 

改正 平成 17 年 5 月 26 日 環境省告示第 43 号 

 

一 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向 

近年、我が国における社会経済活動が拡大し、国民生活が物質的に豊かになる一方で、

廃棄物の排出量の高水準での推移、 終処分場の残余容量のひっ迫、廃棄物の焼却施設か

らのダイオキシン類の発生、不法投棄の増大等、廃棄物をめぐる様々な問題が指摘されて

きた。これらの問題に対応するため、近年、数次にわたる廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）の改正及びリサイクル

の推進に係る諸法の制定等の対応が図られている。 

今後は、循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第 110 号。以下「基本法」とい

う。）及び循環型社会形成推進基本計画に沿って、これらの法制度の適切な実施と相まっ

て、大量生産、大量消費、大量廃棄型の従来の社会の在り方や国民のライフスタイルを見

直し、社会における物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境へ

の負荷ができる限り低減される、いわゆる循環型社会の実現を図ることが必要である。 

このため、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策においては、まず、できる限

り廃棄物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについては不適正処理の防止その他の

環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利

用（再使用、再生利用及び熱回収をいう。以下「適正な循環的利用」という。）を行い、こ

うした排出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用が行われない

ものについては、適正な処分を確保することを基本とする。 
まず、廃棄物の排出抑制、再生利用等による減量化を促進するためには、国民、事業者、

国及び地方公共団体がそれぞれの適切な役割分担を踏まえた取組を積極的に行うことが必

要である。 

また、循環型社会を構築する基盤として、廃棄物の適正な処理体制の確保は必要不可欠

である。特に産業廃棄物については、適正に処理するために必要な施設の整備が進まず、

悪質な不法投棄等の不適正処理が増大し、これにより産業廃棄物処理に対する地域住民の

不信感が増大し、処理施設の設置や運営をめぐる反対もあることから、さらに施設整備が

困難となって焼却施設や 終処分場等の産業廃棄物処理施設の設置許可件数が急激に減少

しており、このままではその適正な処理に著しい支障を来し、生活環境の保全はもとより、

経済活動にも重大な影響をもたらすおそれがあることから、適正な処理体制の確保が急が

れている。 
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このため、事業者の責任において適正に処理しなければならないという原則に沿って、

民間による処理体制確保を基本としつつ、必要な処理能力を確保するため、国として、廃

棄物処理センター等の公共の関与による安全で安心できる処理施設の整備を推進すること

が必要である。 

このほか、国民の環境に関する意識の高揚等に対応して、廃棄物の処理体制の確保に当

たっては、施設の安全性等に関する情報公開を一層進め、地域住民の理解を深めていくこ

とが必要である。 

二 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項 

１ 廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、 終処分量その他その処理の現状 

現状（平成 9 年度）における我が国の廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理による減量

及び 終処分量（埋立処分及び海洋投入処分の量をいう。以下同じ。）は次のとおりである。 
 

一般廃棄物 排出量 53

再生利用量 5.9

中間処理による減量 35

終処分量 12

産業廃棄物 排出量 410

再生利用量 168

中間処理による減量 175

終処分量 66

（単位100万トン／年）

（注）小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。  

 

２ 廃棄物の減量化の目標量 

廃棄物の減量化の目標量については、「ダイオキシン対策推進基本指針」（平成 11 年

３月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）に基づき、平成 11 年 9 月に設定した「廃棄物

の減量化の目標量」の考え方を踏まえ、当面、平成 22 年度を目標年度として進めていく

こととする。 

なお、この目標量については、中間目標年度を平成 17 年度とし、その達成状況や社会

経済情勢の変化等を踏まえて必要な見直しを実施するものとする。 

(1)一般廃棄物の減量化の目標量 

一般廃棄物については、現状（平成 9年度）に対し、平成 22 年度において、排出量を

約５％削減し、再生利用量を約 11％から約 24％に増加させるとともに、 終処分量をお

おむね半分に削減する。 

(2)産業廃棄物の減量化の目標量 

産業廃棄物については、現状（平成 9年度）に対し、平成 22 年度において、排出量の

増加を約 12％に抑制し、再生利用量を約 41％から約 47％に増加させるとともに、 終処

分量をおおむね半分に削減する。 
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三 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 

１ 施策の基本的枠組み 

廃棄物の排出を抑制し、適正な循環的利用を促進するためには、国民、事業者、国及び

地方公共団体が適切な役割分担の下でそれぞれが積極的な取組を図ることが重要である。 

このため、基本法、廃棄物処理法、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3年法

律第 48 号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成 7年法

律第 112 号。以下「容器包装リサイクル法」という。）、特定家庭用機器再商品化法（平

成 10 年法律第 97 号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律

第 104 号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号）、

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100 号）、ポリ塩

化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第 65 号）、

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87 号）等の法制度に基づく

施策について、国民、事業者、国及び地方公共団体の適切な役割分担により、円滑な実施

を図るものとする。 

 

２ 国民、事業者、地方公共団体及び国の役割 

(1)国民の役割 

国民は、商品の購入に当たっては、容器包装廃棄物の排出の少ない商品、繰り返し使用

できる商品、耐久性に優れた商品及び再生品の選択に努めるとともに、商品の使用に当た

っては、故障時の修理の励行等によりなるべく長期間使用することに努め、自ら排出する

一般廃棄物の排出抑制に取り組むものとする。また、国民は、一般廃棄物の排出に当たっ

ては、市町村が設定する分別区分に応じて分別排出を行うことにより、市町村による適正

な循環的利用に対する取組に協力するとともに、廃家電製品の小売業者等への引渡し及び

その求めに応じた料金の支払い、建築物等の解体工事に要する費用の支払い、自動車に係

るリサイクル料金の預託、使用済自動車の引取業者への引渡し等により事業者が法律に基

づいて行う措置に協力するものとする。 

(2)事業者の役割 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならないことから、原材料の選択や製造工程を工夫する等により、自ら排出する廃棄

物の排出抑制に努めるとともに、廃棄物処理法に基づく許可を受けて又は再生利用認定等

を受けて自ら排出する廃棄物の再生利用を他の事業者と連携して行う等により、その廃棄

物の適正な循環的利用に努めるものとし、その上で、処分しなければならない廃棄物につ

いて、適正な処理を確保しなければならないものとする。 

また、事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品や容器等が廃棄物となっ

た場合に排出抑制、適正な循環的利用及び処分が円滑に実施できるよう、容器包装の簡素

化、繰り返し使用できる商品及び耐久性に優れた商品の製造又は販売、修繕体制の整備、

建物の長寿命化、適正な処理が困難とならない商品の製造又は販売、必要な情報の提供等

に努めなければならないものとする。 
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さらに、事業者の役割が循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるもの

については、自らが製造等を行った製品や容器等が廃棄物となったものについて、極力こ

れを自主的に引き取り、循環的な利用を推進するよう努めるものとする。 

(3)地方公共団体の役割 

市町村は、その区域内における一般廃棄物の排出抑制に関し、適切に普及啓発や情報提

供、環境教育等を行うことにより住民の自主的な取組を促進するとともに、分別収集の推

進及び一般廃棄物の再生利用により、一般廃棄物の適正な循環的利用に努めるものとし、

その上で、処分しなければならない一般廃棄物について、適正な中間処理及び 終処分を

確保するものとする。一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、適正な循環的

利用や適正処分を進める上での必要性を踏まえ、他の市町村との連携等による広域的な取

組を図るものとする。また、一般廃棄物の処理に関する事業に係るコストの分析及び情報

提供を行い、分析の結果を様々な角度から検討するほか、必要に応じて PFI（民間資金等

の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第２条

第２項に規定する特定事業をいう。）の活用を行うことにより、社会経済的に効率的な事

業となるよう努めるものとする。さらに、経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の

排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるた

め、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。なお、分別収集区分や処理方法と

いった一般廃棄物処理システムの変更や新規導入を図る際には、変更や新規導入の必要性

と環境負荷面、経済面等に係る利点を、住民や事業者に対して明確に説明するよう努める

ものとする。 

都道府県は、一般廃棄物の処理に関する市町村の責務が十分果たされるように必要な技

術的助言を与えるよう努めるものとする。また、その区域内における産業廃棄物の排出抑

制及び適正な循環的利用を促進するとともに、適正な処分が確保されるよう事業者に対し

て必要な指導監督を実施するものとする。さらに、事業者の責任において適正に処理しな

ければならないという原則に沿って、民間による処理体制の確保を基本としつつ、必要な

処理能力を確保するため、廃棄物処理センター等の公共関与により、産業廃棄物処理施設

を整備することも検討する。 

(4)国の役割 

国は、国民及び事業者の自主的な取組を促進し、また、地方公共団体によるそれらのた

めの取組を支援するため、先進的な事例に関する情報提供等により普及啓発に努めるもの

とする。また、生活環境保全上支障のない確実な再生利用について廃棄物処理法に基づく

処理業及び処理施設の設置の許可を不要とする特例措置や、製造事業者等による広域的な

廃棄物の適正処理について廃棄物処理法に基づく処理業の許可を不要とする特例措置の円

滑な運用を図るものとする。 

また、市町村及び都道府県が行う、その区域内における廃棄物の減量その他その適正な処

理の確保のための取組が円滑に実施できるよう、一般廃棄物の処理に関する事業のコスト分

析手法や有料化の進め方並びに一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や

適正処分の考え方を示すことなどを通じて技術的及び財政的な支援に努めるとともに、広域

的な見地からの調整を行うことに努めるものとする。これに加え、産業廃棄物に関しては、
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緊急の必要がある場合には、報告徴収、立入検査及び都道府県に対する必要な指示を行い、

関係都道府県と一体となって課題の解決を図るものとする。 
さらに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を推進するため、地方公共団体と連携しつつ、

独立行政法人環境再生保全機構及び日本環境安全事業株式会社を活用して広域的な処理施

設の整備及び円滑な処理を進めていくものとする。 

 

３ 廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制の確保 

(1)一般廃棄物の処理体制の確保 

一般廃棄物については、市町村が、その定める一般廃棄物処理計画に従って、その区域

内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処

分しなければならない。 

一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、市町村は、循環型社会の実現のために必要な

施策を踏まえたものとし、中長期的な一般廃棄物の発生量及び質の変化と整合の取れたも

のとすることが必要であり、一般廃棄物の発生量及び質に即して適切な処理を行うことが

できる体制を整備することが必要である。 

また、収集に関しては、処分及び再生利用の方法に配慮し、一般廃棄物の種類に応じて

分別収集する等、適切な収集を行うことが可能な体制を確保するものとする。 

さらに、運搬に関しては、当該市町村の地勢及び人口分布に応じて効率的な運搬が行え

るよう、運搬車の配車体制を整備するものとし、必要に応じて、中継基地の配置による大

型運搬車への積替え等を行うものとする。 

また、処分に関しては、一般廃棄物の発生量及び質に応じて、再生利用、中間処理及び

埋立処分等のうち、焼却処理量、 終処分量及びダイオキシン類の発生量が抑制されるよ

うに配慮しつつ、 適の方法を選択するものとする。例えば、廃プラスチック類の取扱い

については、まず発生抑制を、次に容器包装リサイクル法等により広がりつつある再生利

用を推進し、それでもなお残った廃プラスチック類については、 近の熱回収技術や排ガ

ス処理技術の進展、 終処分場のひっ迫状況等を踏まえ、直接埋立は行わず、一定以上の

熱回収率を確保しつつ熱回収を行うことが適当である。 

一方、他の市町村との連携等による広域的な取組を行うに当たっては、必要に応じ、都

道府県域を超えた広域化についても考慮することが適当である。 

また、一般廃棄物の処理に当たっては、排出者である住民及び事業者等の協力が不可欠

であるので、排出者の理解が得られるよう、処理体制の十分な周知を図るものとする。 

一般廃棄物のうち特にし尿については、浄化槽及び下水道等の整備状況を勘案しつつ、

その衛生的な処理を確保するため、処理体制の維持等を図ることが必要である。 

なお、当該市町村の区域内で処理できず、他の市町村の一般廃棄物処理施設において処

理を行う場合等にあっては、当該他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努め

るとともに、都道府県においても、一般廃棄物の適正な処理に配慮して都道府県廃棄物処

理計画を定めるよう努めることが必要である。 

(2)産業廃棄物の処理体制の確保 
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産業廃棄物については、処理責任を有する事業者において、排出抑制及び適正な循環的

利用を 大限に行った上で、必要となる産業廃棄物の焼却その他の中間処理及び埋立処分

が適正に行われるようにしなければならない。 

特に、多量に産業廃棄物を生ずる事業者は、処理計画を策定し、産業廃棄物の排出抑制

及び排出された産業廃棄物の適正な循環的利用に計画的に取り組まなければならない。 

また、事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、その産業廃棄物の発生か

ら 終処分（再生を含む。）が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

すなわち、適正な委託契約の締結及び産業廃棄物管理票（マニフェスト）の使用により、

産業廃棄物の発生から 終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われることを確保

しなければならない。 

一方、都道府県は、産業廃棄物の適正な処理が確保されるよう、事業者、産業廃棄物処

理業者及び産業廃棄物処理施設に対する指導監督に努めるものとする。 

また、適正な処理を確保するためには、産業廃棄物の処理施設の確保が極めて重要であ

るが、 終処分場等の施設については民間により新たに確保することが極めて困難な状況

となっていることにかんがみ、都道府県は、必要な処理能力を確保するため、 終処分場

及び焼却施設を中心として、公共関与による産業廃棄物の処理施設の整備を図ることも検

討する。 

なお、焼却施設については、こうした公共関与による施設が整備されるまでの間、中小

事業者が排出する産業廃棄物の適正な処理に支障が生ずるおそれが高く、市町村が必要と

認める場合にあっては、市町村の全連続炉において一般廃棄物と併せて焼却処理すること

ができる産業廃棄物について、事業者の責任において適正に処理しなければならないとい

う原則に沿って、市町村が必要な費用を徴収しながら処理することも検討する。 

また、産業廃棄物の発生量が大きく、都道府県の区域を超えて一体的に経済活動が行わ

れている大都市圏においては、圏域内で必要な処理能力を確保するため、広域的な処理施

設の整備を図ることも検討する。 

(3)廃棄物の不適正処理の防止 

廃棄物の処理は、その性状に応じた適切な方法により行わなければならない。 

特に、有害な性状により特別管理廃棄物とされた廃棄物については、人の健康や生活環

境に支障を生じさせることがないよう、その性状に応じた適正な処理を確実に行わなけれ

ばならず、事業者は、排出した特別管理廃棄物の処理を他人に委託する場合においては、

他の廃棄物との分別を徹底するとともに、委託基準を厳格に遵守しなければならない。廃

棄物の処理基準に適合しない処理に対しては、一般廃棄物については市町村、産業廃棄物

については都道府県において、生活環境の保全上の支障が生じることを未然に防止するた

め、行政命令を適正かつ迅速に行うとともに、行政命令違反、不法投棄、焼却禁止違反等

の行為については、都道府県警察との連携を強化し、厳正に対処しなければならない。特

に、事業者の責めに帰すべき事由があると認められる産業廃棄物の不適正処理に対しては、

事業者に対する措置命令を厳格に行う必要がある。また、指定有害廃棄物とされた廃棄物

の基準に従わない保管、収集、運搬又は処分については、罰則の適用も含めた厳格な対処
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を行うものとする。都道府県及び市町村は、廃棄物の不適正処理の早期発見により生活環

境の保全上の支障の拡大を防止するため、不適正処理に対する監視活動の充実に努めると

ともに、関係機関や住民と連携した監視体制の構築を推進するものとする。 

また、国は、地方公共団体における監視活動に対する支援、電子マニフェストの機能向

上及び普及拡大、情報通信技術等を活用した不法投棄等の監視に関する新たな技術の開発

促進等に取り組むものとする。 

 

４ 優良な処理業者の育成 

事業者は、自らの判断により優良で信頼できる処理業者を選定する必要があり、この処理

業者の選定を通じた市場競争の中で優良な産業廃棄物処理業者の育成が図られることが基本

である。 
国は、このための条件整備を図る観点から、情報公開など産業廃棄物処理業者の優良性

の判断に係る評価基準を設定するとともに、適正処理推進センターを活用して、評価基準

に適合する処理業者の情報をインターネットで提供する等の取組を推進することにより、

優良な産業廃棄物処理業者の育成に努めるものとする。 

 

四 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項 

廃棄物処理施設整備事業の実施に当たっては、廃棄物処理法第５条の３第１項の規定に

基づく廃棄物処理施設整備計画に定める目標の達成に向けて重点的、効果的かつ効率的に

進めるものとする。 

１ 今後の要 終処分量と全国的な施設整備の目標 

(1)一般廃棄物処理施設 

イ中間処理施設 

廃棄物の減量化の目標量を達成するため、焼却、脱水等に係る中間処理施設の計画的な

更新、改良等により必要な施設を確保するとともに、再生に係る施設について効率的な立

地等にも配慮しつつ必要な施設の整備を推進する。 

ロ 終処分場 

平成 15 年 4 月 1日現在の一般廃棄物の 終処分場の残余容量は１億 4,477 万立方メー

トルで、残余年数は 13.1 年である。しかしながら、地域によっては一般廃棄物の 終処

分場の残余容量がひっ迫している場合があることにかんがみ、地域ごとに必要となる 終

処分場を今後とも継続的に確保するよう整備するものとする。 

なお、本基本方針による減量化を推進することにより、 終処分場の延命化に努める必

要がある。 

(2)産業廃棄物処理施設 

イ中間処理施設 

産業廃棄物の中間処理施設については、本基本方針による廃棄物の減量化の目標年度で

ある平成 22 年度において必要な処理能力を確保できるよう、その整備を推進する。 

このうち、再生に係る施設については、効率的な立地等にも配慮しつつ必要な施設の整

備を推進する。 
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また、焼却施設については、地域ごとの発生量のばらつきを考慮しつつ、必要な焼却量

を適正に焼却できる処理能力を確保できるよう整備することを目標とする。 

さらに、民間事業者による適正に焼却処理できる施設の更新及び新設による整備を推進

しつつ、これらの整備状況を踏まえ、必要な処理能力を確保するため、国として、廃棄物

処理センター等の公共関与による施設整備を推進する。 

ロ 終処分場 

産業廃棄物の 終処分場については、本基本方針による廃棄物の減量化の目標年度であ

る平成 22 年度において、要 終処分量の 5年分程度を確保できるように整備することを

目標とする。 

平成 22 年度までに新たに整備が必要な産業廃棄物の 終処分場の総容量は約５億立方メ

ートルと推定される。現状では、民間事業者により整備された 終処分場の施設容量が 3

分の 2程度、公共関与により整備された 終処分場の施設容量が 3分の 1程度となってお

り、民間事業者による施設の整備を基本として推進しつつ、これらの整備状況を踏まえ、

必要な容量を確保するため、国として、廃棄物処理センター等の公共関与による施設整備

を推進する。 

 

２ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な一般廃棄物処理施設の整備 

一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するため、市町村の定める一般廃棄物処理

計画に従って、必要な処理施設の整備を推進する。 
具体的には、一般廃棄物の適正な処理体制が確保されるよう、中間処理施設及び 終処

分場等の整備に取り組むものとし、特に中間処理については、焼却処理（溶融処理を含

む。）、ごみ燃料化処理、高速堆肥化処理、ごみ飼料化処理、メタン発酵処理等の再生や

熱回収のための処理方法があり、地域における 適な処理方法を、これらを組み合わせる

ことも含めて選択することが必要である。また、これらの施設の整備については、発生抑

制及び適正な循環的利用を推進するための明確な目標を設定した上で、地域における循環

型社会の形成を推進するための総合的な計画となるよう一般廃棄物処理計画を作成して実

施することを基本とする。 

また、他の市町村との連携等による広域的な処理は、再生利用が可能な一般廃棄物を広

域的に集めることにより再生利用がより容易になる場合があること、焼却処理を選択して

いる場合にはごみ焼却施設の集約化による全連続炉化によりダイオキシン類の排出抑制や

効率的な熱回収が可能となること、広い敷地を要する 終処分場の確保がより容易になる

こと、高度な処理が可能な小規模処理施設を個別に整備するよりも施設を集約化した方が

全体として整備費用が安くなること等の長所があるため、地域の社会的、地理的な特性を

考慮した上で適正な施設の規模を確保し、広域的な処理に対応するものとする。 

また、全連続炉を導入する場合においては、ごみ発電等の余熱利用が効率的に実施可能

であるので、その導入について積極的な取組を図る。 

なお、離島や過疎地域等広域的な処理が困難な地域において焼却炉を整備する場合は、

効率的な熱回収が困難な全連続炉でない焼却施設の整備もやむを得ないが、極力ダイオキ

シン類の排出を抑制できる焼却施設を整備するものとする。 
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また、大規模な地震や水害等の災害時には、通常どおりの廃棄物処理が困難となるとと

もに、大量のがれき等の廃棄物が発生することが多い。そのため、平素より廃棄物処理の

広域的な連携体制を築いておくとともに、広域圏ごとに一定程度の余裕を持った焼却施設

や 終処分場等を整備しておくことが重要であり、今後、このような災害時の廃棄物処理

体制の整備を進めていくことが必要である。 

また、中長期的には、再生利用の推進による焼却量の減量化も踏まえ、必要な中間処理

量、 終処分量を予測し、これらに応じて、目標年度以降における適正な施設配置も念頭

に置いて、目標年度までの広域的な施設整備を計画するものとする。 

 

３ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物処理施設の整備 

産業廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するため、公共関与による処理施設の整

備を含め、必要な処理施設の整備を推進する。 

具体的には、適正な循環的利用の促進を図るため、廃棄物の再生利用等に必要な施設の

整備の促進を図る等、再生に係る施設の整備促進を図る。また、 終処分場について、都

道府県ごとに地域で発生する産業廃棄物の適正な処理のために確保すべき 終処分場の必

要量を算出し、民間による処理施設の整備の見通しを勘案しつつ、国として、廃棄物処理

センター等の公共関与による施設整備を推進する。 

また、産業廃棄物の発生量が大きく、都道府県域を超えて一体的に経済活動が行われて

いる大都市圏においては、大都市圏で震災が発生した場合の大量の廃棄物に備える必要性

も勘案し、圏域内での産業廃棄物処理施設の整備を図ることが重要である。このため、広

域臨海環境整備センター法（昭和 56 年法律第 76 号）に基づく大阪湾広域臨海環境整備

センターによる施設整備を引き続き進めるとともに、必要と認められる場合は、その他の

大都市圏においても 2以上の都道府県において生じた廃棄物による海面埋立処分について

は同法の活用を図るとともに、同法の活用が困難な場合は広域的な廃棄物処理センターの

活用により、産業廃棄物の処理体制を構築することも検討する。 

産業廃棄物の焼却施設については、都道府県ごとに施設の廃止の増加、将来の焼却施設

の処理能力及び要焼却量を勘案しつつ、必要と認められる場合は、極力ダイオキシン類の

排出を抑制することに留意しつつ、国として、廃棄物処理センター等の公共関与による施

設の整備を推進する。 

また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設については、当面、ポリ塩化ビフェニル廃

棄物の大部分を占め、緊急に対応が必要な高圧トランス・コンデンサ等について、日本環

境安全事業株式会社を活用し、北九州市、豊田市、東京都、大阪市及び室蘭市の５カ所で

拠点的な広域処理施設の整備及び処理を進めるとともに、安全かつ効率的な収集・運搬体

制の整備を進める。さらに、汚泥、感熱複写紙、ウエス等のポリ塩化ビフェニル汚染物等

の処理体制の整備についても、効率的な処理技術の開発状況を踏まえ、早急に検討を進め

るものとする。 

その他の施設についても、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する特

定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標を達成するために必要となるコンクリート塊、
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建設発生木材等の建設廃棄物の処理施設の整備促進を始め、適正処理に必要な施設の確保

を促進する。 

 

４ 優良な廃棄物処理施設への支援 

国は、税制上の優遇措置、政府系金融機関の融資を通じて、優良な廃棄物処理施設の整

備が進められるようにする。さらに、民間事業者が行う地球温暖化対策に資する高効率の

廃棄物発電、廃棄物熱供給、廃棄物燃料製造等を行う施設の整備を促進するものとする。 

また、都道府県においても、必要かつ優良な施設の事業者又は産業廃棄物処理業者によ

る整備を促進するため、国とともに、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関

する法律（平成 4年法律第 62 号）に基づく施設整備を促進するものとする。 

 

５ 地域住民に対する情報公開の促進 

廃棄物処理施設の立地に関する地域住民の信頼を確保し、理解を得ていくためには、施

設の立地、処理の方法、維持管理の計画等に関し、情報公開を積極的に行うことが重要で

ある。また、廃棄物処理施設に対する信頼性を高める上で、現在運転中の廃棄物処理施設

の維持管理に関する情報を積極的に公開することも重要である。特に、一般廃棄物処理施

設の立地に際しては、地域住民自身も廃棄物の排出や処理にかかわる当事者として、十分

な関心と理解が求められる。 

 

五 その他廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項 

１ 廃棄物処理に関する技術開発及び調査研究の推進 

廃棄物は、その種類に応じ種々の形状及び性質を有し、また、新たな製品開発等に伴い、

これまで自然界に存在しない化学物質等を含む廃棄物も排出されてくることとなる。こう

した中で、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量化を進めるとともに、多

様な廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理するためには、事業者が自

ら、製品の製造工程において、製品の長寿命化や素材別に分離が容易な構造、材料の工夫、

材質の表示等の推進、残さ物の発生量の少ない製造技術の開発等を一層進めるとともに、

多様な性状を有し、多種類の化学物質を含む廃棄物を適正に再生及び処分できるようにす

るための処理技術の研究や技術開発及び循環型社会にふさわしい 適な廃棄物処理システ

ムに関する調査研究の一層の推進が重要である。 

このため、現在、再生利用がほとんど進められていない廃棄物について、再生利用する

技術はもとより実用化されている技術についても、選別技術の向上や再生品の品質の安定

化、高品質化及び低コスト化を図り、再生品の利用を促進するための技術開発が必要であ

る。 

また、再使用や再生利用が困難であり処分を行う場合の適正処理を確保するためには、

処理の安全性、安定性及び確実性を高めるための研究及び技術開発を一層推進することが

必要である。特に、有害な性状を有する特別管理廃棄物の無害化技術及びダイオキシン類

等廃棄物処理に伴い非意図的に発生する化学物質の廃棄物処理施設からの排出抑制を一層

図るための処理技術の開発を推進するとともに、より的確な施設の運転管理技術や管理指
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標等の研究開発を行うことが必要である。また、条約により国際的取組が見込まれている

残留性有機汚染物質については、処理基準の調査検討及び処理技術の開発が必要である。 

さらに、情報通信技術、衛星技術等を活用して、廃棄物の収集・運搬から処分に至るま

での状況を把握・管理し、不適正処理を防止するためのシステムや廃棄物に係る各種の情

報を提供するためのシステム等の開発を進めていくことが必要である。 

 

２ 廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理を確保するために必要な知識の普及等 

廃棄物の減量、環境に影響を及ぼすおそれのある物質の環境への排出の抑制等を通じて、

環境への負荷が少ない循環型社会を構築していくためには、広範な国民及び事業者の協力が

不可欠であることから、国及び地方公共団体は、廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理を

確保するための知識の普及及び意識の向上を図ることが重要である。具体的には、環境教育、

環境学習、広報活動等を通じて国民の理解を深めるとともに、廃棄物の排出が抑制され、及

びその適正な処理が図られるよう、関係者の協力を求めることとする。 
 

３ その他配慮すべき事項 

廃棄物処理計画の策定に当たっては、国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）に規定

する国土利用計画、国土総合開発法（昭和 25 年法律第 205 号）に規定する国土総合開発

計画、地域の振興又は整備に関する計画及び環境の保全に関する国又は地方公共団体の計

画との調和を図るものとする。また、海面埋立処分を行う場合は、公有水面埋立法（大正

10 年法律第 57 号）に基づく手続に先立って廃棄物処理法に基づく所要の手続を完了させ

るものとする。このほか、廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画を定めるに当たって関

係する港湾の港湾計画その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全

に十分配慮する。また、計画の推進に当たっては、交通の安全及び円滑化並びに災害の防

止に十分配慮するものとする。 

 

（参考） 

一 一般廃棄物の減量化の目標量 

排出量 53 51 49

再生利用量 5.9 （11％） 10 （20％） 12 （24％）

中間処理による減量 35 （66％） 34 （67％） 31 （63％）

終処分量 12 （23％） 7.7 （15％） 6.4 （13％）

（単位100万トン／年）

（注１）小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。

（注２）括弧内は、各年度の排出量を100としたときの割合である。

平成9年度 平成17年度 平成22年度
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二 産業廃棄物の減量化の目標量 

排出量 410 439 458

再生利用量 168 （41％） 205 （47％） 217 （47％）

中間処理による減量 175 （43％） 197 （45％） 211 （46％）

終処分量 66 （16％） 36 （8％） 30 （7％）

（単位100万トン／年）

（注１）小数点以下の数字を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。

（注２）括弧内は、各年度の排出量を100としたときの割合である。

平成9年度 平成17年度 平成22年度
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用 語 集 第 1 次から第 5 次廃棄物処理基本計画の概要 

 

基本方針 主な具体的施策（重点取組施策）

昭和48年10月 ・住民による自己処分推進（一廃） ・ごみ追放運動（一廃）

　　～定めなし ・市町村の計画処理の推進（一廃）

・広域市町村圏による共同処理の推進（一廃） ・技術援助・助成（一廃・産廃）

・広域市町村圏による産廃処理の推進（産廃） ・広域処理の実施（産廃）

・県による廃棄物処理の推進（一廃・産廃） 　　ア　大規模埋立地の確保

　　イ　廃棄物処理公社の設置

昭和59年10月 産業廃棄物 ・監視指導強化（産廃）

　　～平成2年度 ・発生量の抑制 ・空き缶等散乱防止対策（一廃）

・再生利用、再資源化の確保 ・減量化運動推進（一廃・産廃）

・適正処理の確保 ・一般廃棄物施設整備促進（一廃）

・処理技術の開発 ・一般廃棄物処理指導強化（一廃）

一般廃棄物 ・広域処理事業促進（産廃）

・自区内処理の徹底 　　ア　三ヶ山処分事業の推進

・排出量の抑制 　　イ　広域処理施設の検討

・再生利用、再資源化の促進 ・首都圏廃棄物対策の推進（一廃）

・適正処理の確保 ・有効利用の促進（産廃）

平成3年度 産業廃棄物 ・発生量の抑制（一廃・産廃）

　　～平成7年度 ・減量化・リサイクルの推進 ・リサイクルの促進（一廃・産廃）

・最終処分場の確保 ・処理施設の確保（一廃・産廃）

・適正処理の確保 ・適正処理の確保（産廃）

一般廃棄物 ・生活排水対策（一廃）

・発生量の抑制 ・県・市町村のプロジェクトにおける

・リサイクルの推進 　廃棄物対策（一廃・産廃）

・最終処分場の確保 ・国への要望（一廃・産廃）

平成8年度 産業廃棄物

　　～平成12年度 ・排出事業者処理責任の徹底 ・排出事業者における自己処理体制の促進

・発生抑制と再資源化・減量化の推進 ・生産段階における有効利用の促進

・適正処理体制の確立 ・産業廃棄物処理業界の育成

・処理施設の確保 ・既存工場の生産設備の活用

・監視指導体制の強化 ・不法投棄対策の推進

・最終処分場の確保 ・県環境整備センターにおける処理の促進

一般廃棄物

・ごみの減量化に関する目標と役割分担

平成13年度 ・廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、 （重点取組施策）

　　～平成17年度 　熱回収の推進 ・ゼロエミッション地域づくり

・排出者責任の徹底と拡大生産者責任の推進 ・公共関与による最終処分場及び

・環境負荷低減と安全な廃棄物処理の推進 　総合リサイクル施設の確保

・地域と共存する安心な廃棄物処理施設の確保 ・安全から安心の廃棄物処理

・廃棄物の不適正処理防止 ・一般廃棄物処理の広域化の推進

・一般廃棄物の県内処理の推進

・ダイオキシン類削減の推進

計画期間

第1次
廃棄物処理
基本計画

第5次
廃棄物処理
基本計画

第2次
廃棄物処理
基本計画

第3次
廃棄物処理
基本計画

第4次
廃棄物処理
基本計画
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用 語 集 主な用語の解説 

 

<あ行> 

 

アスベスト 

石綿ともよばれ、天然に産出する唯一の繊維状鉱物。用途として、耐熱材料、フロア

タイル、自動車のクラッチ板、ブレーキライニングなどに加工、混合されている。アス

ベストの繊維を吸い込むと、肺に突き刺さり、胸膜中皮腫、アスベスト肺、肺がんなど

を引き起こすとされている。飛散性のアスベスト廃棄物については廃棄物の処理及び清

掃に関する法律により、特別管理産業廃棄物に指定されている。 

 

一般廃棄物 

廃棄物処理法では「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されている。ごみは、家庭から

排出されるごみと、産業廃棄物に指定されているごみを除いた商店、事務所、工場など

から排出されるごみの２種類に分けられる。本計画では、前者を家庭系ごみ、後者を事

業系ごみと呼ぶ。なお、家庭系ごみに自家処理量を加えたものを家庭系ごみとしている。 

 

エコアクション２１ 

中小企業版 ISO14001 とも言われ、中小企業などを対象に「環境への取組を効果的、

効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標をもち、行動し、結果を取

りまとめ、評価し、公表する」方法として環境省が策定したエコアクション 21 環境経

営システム・環境活動レポートガイドライン 2004 版に基づく認証制度。 

 

<か行> 

 

拡大生産者責任 

生産者の責任を、製品の製造・流通時だけでなく、製品が廃棄されて処理・リサイク

ルされる段階まで拡大する考え方のこと。 

 

合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯等に使用した水）を併せて処理することができ

る浄化槽をいう。河川等公共用水域の水質汚濁の原因として生活雑排水の寄与が大きく

なり、生活雑排水を未処理で放流する単独処理浄化槽に替わって、下水道の整備と並ん

で、合併処理浄化槽の普及が求められている。 

 

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 

市町村での処理やリサイクルが困難な使用済みの家庭製品のリサイクルを目的として、

平成 10 年 6月に制定され、平成 13 年 4月から本格施行された法律。小売業者からの使
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用済み製品の引き取り及びリサイクルの義務を課している。対象品目は、現在、エアコ

ン、テレビ、電気冷蔵庫、電気洗濯機の４品目となっている。 

 

環境会計 

事業者が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全へ

の取組を効率的、かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境

保全のためのコストとその活動により得られた効果を可能な限り定量的に把握（測定）

し、分析し、公表するための仕組みのこと。 

 

環境報告書 

企業等の事業者が、自社の環境保全に関する方針や目標、環境負荷の低減に向けた取

り組みなどをまとめたもの。 

 

環境マネジメントシステム（ISO14001） 

企業などが自ら、企業活動の中で排出物を減らすことや、エネルギー消費を減らすこ

となど、環境負荷を低減していくための「方針・計画（Plan）」を立て、それを「実行

（Do）」、達成度を「点検・評価（Check）」し、結果をもとに「見直し・改善

（Action）」するというような PDCA サイクルを繰り返し行うことによって、継続的に

環境負荷の削減が図られるような組織体制にするためのマネジメントシステムである。 

1996 年に、世界共通規格・基準の設定を行う国際機関である国際標準化機構（ISO）

により、環境マネジメント全般に係る国際基準規格である「ISO14000 シリーズ」が発

行され、そのうち認証所得の対象となる「ISO14001」は、環境マネジメントシステムに

ついて規定している。 

近年、国際社会では企業活動を行っていく上で、企業の環境への配慮が商取引の条件

となりつつあり、公共事業の事業者選定や一般の取引などで「ISO14001」の認証の取得

を要求されるケースが増えている。国内においても、急速に認証取得への対応が進んで

いる。 

 

グリーン購入法（国等による環境物品等への調達推進等に関する法律） 

循環型社会の形成を推進するための法律の一つであり、平成１３年４月１日に施行さ

れた。 

この法律は、国や自治体による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他環境物品

への需要の転換を促進するために必要な事項を定めるものである。 

 

建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化に関する法律） 

一定規模以上の建築物の解体・新築工事を請け負う事業者に、建設工事で出る廃棄物

（建設廃棄物）の分別・リサイクルなどを義務づけたのがこの法律である。 
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コージェネレーション 

電力と熱を供給することをいい、発電と同時に発生した排熱の利用をすること。 

燃料を燃やして得られる熱を電力に変えると同時に、蒸気、熱水を暖房・給湯などに利

用するシステムで、熱効率が極めて高いのが特徴である。 

 

 

<さ行> 

 

 

埼玉県環境基本計画 

環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために埼玉県環境基

本条例に基づいて策定することが定められているもの。平成 8 年 3 月に策定し、平成

13 年 3 月にその後社会経済情勢の変化や環境状況に的確に対応させるため、改訂を行

った。 

 

埼玉県環境基本条例 

環境の保全及び創造に関し、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかに

するとともに、施策の基本となる事項を定める事により、施策を総合的かつ計画的に推

進し、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として定

められた条例。 

 

埼玉県ごみ処理広域化計画 

県内市町村が互いに連携・協力し、廃棄物を広域的に適正処理をすることにより、ダ

イオキシン類の排出削減、リサイクル推進を図るためのごみ処理広域化の指針として平

成 10 年度に策定した。 

 

埼玉県ごみの散乱防止に関する条例 

ごみの散乱の防止に関し必要な事項を定めることにより、環境美化を図り、快適な生

活環境の確保に寄与することを目的とした条例である。 

県、事業者、県民等の責務、県のごみ散乱防止のための施策、投棄の禁止・罰則など

が定められている。 

 

埼玉県資源循環戦略 21 

県内で、年間 1,400 万トンを超える廃棄物による環境負荷を低減し持続可能な循環型

社会に導くための行動計画として、平成 16 年 3月に策定した。 
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埼玉県生活環境保全条例 

環境への負荷の低減を図るための措置及び公害の発生源についての規制を定めること

により、現在及び将来における県民の健康の保護及び安全かつ快適な生活の確保に寄与

することを目的とした条例で、平成 14 月 4 月から施行された。 

 

埼玉ゼロエミッション行動計画 

環境リスクの低減と従来の焼却、埋立方式から廃棄物循環型利用方式への転換を図り、

廃棄物による環境リスクを 小にした循環型社会を実現するために、平成 9年度に策定

した。県民、事業者、行政それぞれの役割や行動指針等が示されている。 

 

彩の国有機 100 倍運動 

平成 22 年に農薬、化学肥料の本県における使用量を半減することを目標として掲げ、

産地間競争に打ち勝てる特色ある農業経営の実現と、消費者に対する安全で品質の高い

農産物の提供を目指し、農薬や科学肥料を削減した有機農産物の生産振興や有機性未利

用資源の地域内リサイクルシステムの確立のために、農業者と消費者等が一体となって

取り組む運動。具体的には、有機質による土づくりや農薬や化学肥料を低減した農業生

産を推進するとともに、家畜ふん尿や食物残さなどの有機性未利用資源をたい肥として

地域内でリサイクルするシステムを確立・普及するほか、環境にやさしい農業技術の開

発などにも取り組むこととしている。 

 

サーマルリサイクル 

廃棄物を単に焼却処理するだけではなく、焼却の際に発生するエネルギーを回収・利

用すること。廃棄物の焼却熱は、回収した廃棄物を選別した後の残渣処理にも使われる。 

なお、本計画では、焼却の際に発生した余熱を利用した発電によるエネルギー回収に

限定している。 

 

産業廃棄物 

廃棄物処理法第 2 条第 4 項では、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、

汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」及び輸

入された廃棄物と規定されている。 

法律で定められた上記 6 種類に、政令で定められた紙くず、木くず、繊維くず、動植

物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及

び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、これらを処

分するために処理した物でこれらに該当しないもの（政令 13 号廃棄物）が定められて

いる。 

 

静脈産業 

資源を掘り出し、輸入し、加工し、組み立て、物流網に載せて販売する一連の産業を

「動脈産業」というのに対し、使い終わった製品を回収し、適正にリサイクルや処分等

 資-37



行うことに関わる産業のこと。廃棄物の運搬や処分業、リサイクル製品への加工や流通

などが含まれる。 

 

ＧＰＳ 

Global Positioning System の略で、全地球測位システムのことである。人工衛星が

発信する信号を専用の受信機で受信し、その場所の緯度、経度、高度を 少誤差の範囲

で測定するシステムである。 

 

資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律） 

資源の有効利用を図るとともに、廃棄物の発生抑制や環境保全に資するため、特定の

事業者等による副産物の発生抑制、製品の回収やリサイクル、製品の省資源化や長寿命

化、回収した製品（部品）の再使用化などを促進することが定められている。 

 

循環型社会 

これまでの「大量生産・大量流通・大量消費・大量廃棄」のスタイルを改め、地球環

境を保全しつつ、限りある天然資源を大切にし、持続的な発展を遂げていくために、資

源・エネルギーの大量消費や廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクルなどの有効

利用を進めて、環境への負荷をできる限り低減しようとする社会のこと。 

 

循環型社会形成推進基本法 

大量生産、大量消費、大量廃棄社会から資源循環型社会に変えるために、国の基本的

な考え方と国、事業者、国民の責務などを定めた基本法のこと。 

 

食品リサイクル法（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律） 

循環型社会の形成を推進するための法律の一つであり、外食産業など、食品関連産業

から排出される食品廃棄物や生ごみについて、発生の抑制、飼料や肥料などへの再資源

化、減量に努めることを義務づける法律である。 

 

スクラム２７ 

広域・悪質・巧妙化している不法投棄等の不適正処理を未然に防止するために構成さ

れた「産業廃棄物不適正処理防止広域連絡協議会」の通称名であり、27 は協議会を構

成している自治体数を表している。 

 

ゼロエミッション化 

ゼロエミッションとは、一つの産業から発生するすべての廃棄物を他の産業分野の再

生原料として活用することで、あらゆる廃棄物の環境への排出をなくし、大気や水など

の環境への負荷を一切なくしていこうという考えを表す言葉である。 

国連大学では、平成 6年に「ゼロエミッション研究構想」を発足させ、国際共同研究

事業として現在も研究が進められている。 
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本県では、産業部門だけではなく、流通・消費部門も視野に入れ、平成 10 年 3 月に

「埼玉ゼロエミッション行動計画」を策定し、廃棄物による環境リスクを 小化した資

源循環型社会の構築を目指している。 

 

<た行> 

 

ダイオキシン類 

水素、炭素、酸素、塩素の化合物であるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（PCDD）

と、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）をまとめて「ダイオキシン類」と呼ぶ。さらに、

ダイオキシン類対策特別措置法では、水素、炭素、塩素の化合物であるポリ塩化ビフェ

ニル（PCB）のうち、ダイオキシン類と類似の生理作用をもつコプラナーPCB も含めて

ダイオキシン類と呼んでいる。 

 

 

ダイオキシン類対策特別措置法 

ダイオキシン類による大気汚染・水質汚染・土壌汚染に対する国民の不安の高まりに

対処するため、平成 11 年 7 月に制定され、平成 12 年 1 月に施行された。この法律では、

ダイオキシン類の排出ガス・排出水における濃度基準（排出基準）を設定したほか、ダ

イオキシン類を排出する施設を特定施設と定義して、その特定施設の設置にあたって排

出基準を遵守することを定め、また排出基準を超える排出に対して知事の改善命令等が

定められている。 

 

中間処理 

廃棄物を 終処分する前に、再資源化、減量化、無害化、安定化するために行う処理

のこと。 

 

デポジット制度 

空き缶等の散乱の防止と再生利用のため、あらかじめ飲料水等の販売価格に一定金額

の預り金（デポジット）を上乗せして、消費者が容器を返却した場合にその預り金を返

却する制度をいう。 

 

電子マニフェスト 

産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）に代えて、情報処理センターと排出事業者、収

集運搬業者、処分業者が通信ネットワークを使用して、排出事業者が委託した産業廃棄

物の流れを管理する仕組み。 

 

 資-39



トレンド推計 

過去の指標の推移や傾向をもとに、将来値を予測すること。トレンド推計には、将来

の状況の変化は考慮されておらず、過去の指標の傾向に依存する。したがって、過去の

指標が多い方が、将来値の精度が高まる。 

 

<は行> 

 

バイオマス 

生物体を原料にしたエネルギー資源の総称であり、現在主流の化石燃料と対比する形

で、植物や動物（特に、微生物）などの生物体を原料にするエネルギー資源のことであ

る。生物資源と訳されることが多い。 

バイオマスは、そのまま燃焼させて利用する「まき」をはじめ、生ごみなどの廃棄物

を発酵させてアルコールを取り出したり、熱化学変換によってガス化させたりしてエネ

ルギー源とすることもある。 

 

ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ） 

これまで国や自治体が行ってきた社会資本整備やサービスを、民間資本がかわって提

供する手法のこと。 

 

ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ） 

官民協力のことで、公的部門による社会資本の整備・運営を公共と民間の協力により

効率化しようという政策手法である。同種の PFI に対し、より行政の関わりを強めた手

法である。 

 

不法投棄 

一般市民の生活などから出るごみや事業活動によって排出される産業廃棄物を、不法

に山野、河川などに投棄する行為をいう。 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポ

リ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、そ

の確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目

的としている。 
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<ま行> 

 

マテリアルリサイクル 

マテリアルリサイクルとは、廃棄物を製品の原材料として再利用すること。例えばプ

ラスチックの場合、使用済みのプラスチックを溶かすなどして、もう一度プラスチック

製品に再生して利用することをいう。 

 

マニフェスト 

産業廃棄物を排出する事業者（排出事業者）が、その処理を処理業者（収集運搬業者、

処分業者）に委託する際に、マニフェスト（産業廃棄物管理票）という複写式の伝票を

渡し、処理の終了後に処理業者からその旨を記載した伝票の写しの送付を受けることに

よって、産業廃棄物の流れを把握し、適正処理を確保するものである。 

 

木質ペレット 

木質ペレットとは、木片の粉砕物を直径 6～8ｍｍ程度の円筒状に成形固化したもの

をいう。これを燃焼させて暖房や給湯などに利用する。 

 

<や行> 

 

容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律） 

この法律は、平成 7 年 6 月に制定され、平成 12 年 4 月から完全施行されている。市

町村が分別収集を実施し、分別収集されたものを事業者が再商品化（リサイクル）する

という基本的な仕組みが定められている。 

 

溶融スラグ 

焼却灰を 1300～1500℃の高温で処理したものであり、ガラス状の固形物（スラグ）

の形状で生成されている。 

 

<ら行> 

 

リサイクル 

ごみとして出される不要品や廃棄物を再利用等することにより、資源やエネルギーに

還元することをいう。一旦使用された製品や製造に伴い発生した副産物を回収し、原材

料として再利用するマテリアルリサイクルや、ごみを化学的に処理して製品の化学原料

として再生利用するケミカルリサイクル、焼却熱のエネルギーとして再利用するサーマ

ルリサイクルがある。 
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リデュース 

リデュースとは、ごみの発生抑制を図ることをいう。企業としては、原材料の再利用

を繰り返すことによりごみを減らす、使い捨ての商品を作らないなどの活動が挙げられ、

個人としては必要のないものを買わないなどの活動が挙げられる。 

 

リユース 

使い終わったものを再使用すること。ビール、お酒の瓶を再利用する「リターナル

瓶」や古着をフリーマーケットに出し他の人に使ってもらうこともリユースの例である。 
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