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和木町一般廃棄物処理基本計画書〔 概 要 版 〕 

１．計画策定の趣旨 

 

快適で潤いのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄による社会経済・ライ

フスタイルを見直し、循環型社会を形成していくことが必要で、住民や事業者、行政がそれぞれの立場

で役割を認識し、履行していくことが重要です。 

この「和木町一般廃棄物処理基本計画」（以下「本計画」という。）は、今後の一般廃棄物処理に関

し、持続可能な循環型社会を形成していくための目標値を定め、これを達成するために住民・事業者の

具体的な取り組み、さらに行政の施策を示したものです。 

 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第６条に基づき策

定したものです。 

 

本計画は、平成 26 年度を初年度とし、平成 35 年度を計画目標とする 10 カ年計画とします。 

 

 

本計画の対象廃棄物は、以下のとおり一般廃棄物のうち、固形状のもの（以下「ごみ」という。）及

び液状のもの（以下「生活排水」という。）とします。 

 

※処理対象外 

ＰＣＢ使用部品、集じん灰（本町に係るもの以外、感染性廃棄物、家電リサイクル法対象品目、パソコン、 

その他本町で指定する処理困難物（ガスボンベ、油類、農薬、農業機器、建築廃材、タイヤ、バッテリーなど） 

  

計画策定のねらい 

一般廃棄物処理基本計画の位置づけ 

計画の期間 

計画対象廃棄物 
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２．ごみ処理基本計画 

 

◆将 来 像 緑の風薫る文化のまち和木町 

◆基本理念 安全で快適なまちづくり 

◆基本方針 ① 循環型社会の形成  

 ② ３Ｒ活動（Reduce・Reuse・Recycle）の推進 

 ③ 安全かつ適正に処理できるシステムづくり 

 

平成 30 年度のごみ排出量は、平成 24 年度に対し概ね５％減とし、収集ごみは 571 グラム、直接搬入

ごみは 0.28 トンとし、リサイクル率は 35％、最終処分量は 65 トンと現状を維持するものとします。 

◆収集ごみ排出抑制目標 ◆直接搬入ごみ排出抑制目標 

  

◆リサイクル目標 ◆最終処分目標 

  

 

ごみの発生・排出抑制は、住民や事業者が積極的に取り組むことが必要です。行政は住民や事業者の

取り組みを支援します。 

区 分 施策概要 

住民意識の向上 環境教育 副読本等を活用した環境教育の推進、ごみ処理施設の見学会等 継続

普及啓発 広報紙・ケーブルテレビ等を通じた情報提供 継続

協議体制の推進 和木町快適環境まちづくり住民会議の活用 継続

流通・販売事業者 
の協力推進 

簡易包装の推進（マイバッグ運動・レジ袋対策） 
商店及びスーパーマーケット等での包装の簡素化を推進 

継続

助成システムの 
推進 

生ごみ処理機（器）補助制度、利用方法の公表等 継続

ごみ減量化協力団体補助金制度 
（ごみステーションの管理運営、ごみ分別の徹底、減量化の推進） 

継続

経済的誘導 
システムの推進 

燃えるごみ等の有料指定袋制度の継続 継続

ごみ処理の目標（基本理念・基本方針）

数値目標 

施策の柱Ⅰ ごみの発生・排出抑制の推進（排出抑制計画） 
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ごみのリサイクルは、住民や事業者が自ら再生利用等に積極的に取り組むことが必要です。行政は住

民や事業者の取り組みを支援します。 

区 分 施策概要 

分別収集の徹底 出前講座等の実施、わかりやすいパンフレット作成 継続

リサイクルの推進 廃食油の回収 拠点回収、「しらうお石鹸」としてリサイクル 継続

小型家電製品 小型家電リサイクル法に基づく回収・有効利用 継続

 

ごみの適正処理は、排出段階における排出抑制や分別徹底を住民や事業者が担うほかは、ごみの収集

運搬、中間処理、最終処分は、行政が責任をもって行います。 

◆ごみ処理段階ごとの責任者（処理主体） 

排出者 ごみ種類 排出段階 収集・運搬 中間処理 最終処分 

住 民 
燃えるごみ、プラスチック 
金属・不燃ごみ、ペットボトル 
粗大ごみ、リサイクルびん 
埋立てごみ、有害・危険ごみ 
新聞・雑誌、ダンボール 

住 民 和木町 和木町 和木町 

事業者 事業者 
和木町 

（事業者）
和木町 

（事業者） 

注） １．中間処理、最終処分に関する処理主体に民間あるいは岩国市への委託を含む。 

２．事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとするが、住民が排出する
ごみの処理に支障がないと認める場合において、中間処理、最終処分を本町が行うものとする。 

 

区 分 施策概要 

収集運搬 
計  画 

住民サービスの
向上 

早期収集運搬による住民サービスの向上（委託業者指導） 
申し込みによる粗大ごみ戸別収集の充実 
（介護が必要な住民等の認定制度の検討） 

継続

燃えるごみ収集
運搬体制の整備 

燃えるごみの搬入先（岩国市玖珂町⇒日の出町）変更への対応 
交通ルールの遵守、車両の清掃等、委託業者指導 

継続

指定袋制 有料指定袋制の継続、ごみ排出状況などから有料化のあり方検討 継続

収集運搬許可制 将来のごみ排出量を鑑み、無意味な許可は行わない 継続

中間処理
計  画 

燃えるごみの 
適正処理体制 

岩国市との共同処理体制による適正処理と有効利用の推進 
（発生する熱エネルギーを発電等に利用） 

適正処理に向けた分別徹底の啓発と計画的なごみ搬入 

新規

和木町クリーン
センター維持 

定期的な保守点検による維持管理（老朽化等への対応） 継続

最終処分
計  画 

最終処分場の 
適正管理 

法に基づく維持管理の継続（周辺環境の保全） 
中間覆土の施工、締切堰堤の築堤 

継続

最終処分場の 
延命化 

重機による埋立物の減容化 

燃やせるものの選別回収による埋立物の削減 

継続

その他の 
計  画 

不法投棄対策 不法投棄防止に関する啓発パンフレットの配布、防止看板設置 
定期的なパトロール（各種環境団体、警察等関係機関と連携） 

継続

災害廃棄物対策 「和木町地域防災計画」に基づく適正処理、関係機関との連携 継続

在宅医療廃棄物
対策 

医師や医療機関との連携（安全な排出方法の指導） 
感染性のものは医療機関を通じて専門業者による回収 

継続

温暖化防止対策 燃えるごみ処理(岩国市)による「ごみ発電」により温室効果ガス
の削減に寄与 

新規

  

施策の柱Ⅱ リサイクルの推進（再生利用計画） 

施策の柱Ⅲ 適正処理の推進（ごみ処理計画） 
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◆処理主体

処理施設の種類 生活排水の種類 処理主体

公共下水道 し尿・生活雑排水 和木町

合併処理浄化槽 し尿・生活雑排水 個人等

単独処理浄化槽 し尿 個人等

し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 和木町

３．生活排水処理基本計画 

 

生活排水処理対策事業を進めるとともに、整備された

施設の維持管理を行い、適正処理を継続していくものと

します。生活排水処理の目標は、「公共用水域を保全し、

快適な生活環境を整備する」ことを目指すものとします。 

 

集合処理方式である公共下水道以外の区域は、基本的に合併処理浄化槽を普及する区域とします。 

 

 

区 分 施策概要 

生 活 排 水 処 理 
施 設 整 備 計 画 

公共下水道 公共下水道整備は終了 
（平成 24 年度の水洗化率はほぼ 100%） 

継続

合併処理浄化槽 設置に関する支援等の要望に対し、低利融資等 継続

生 活 排 水 の 
適 正 処 理 

家庭での取り組み推進 広報やチラシ等による情報提供 
地域学習や環境教育の場に担当職員の派遣等 

継続

水洗化の普及・啓発 公共下水道への接続、合併処理浄化槽への転換を啓発 継続

浄化槽の適正管理 浄化槽の保守点検や清掃等の必要性説明 
（浄化槽適正管理の推進） 

継続

 

 

区 分 施策概要 

排 出 抑 制 計 画 浄化槽管理者(住民等)への正しい知識の周知（無意味な汚泥の排出抑制） 継続

収集・運搬計画 許可業者によるし尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬の継続 継続

中間処理計画等 大竹市との連携による適正処理の推進（大竹市への処理委託） 継続

災害廃棄物対策 「和木町地域防災計画」に基づく適正処理、関係機関との連携 継続

諸計画との連携 公共下水道計画等、地域の生活排水関連施設整備計画との整合 継続

 

４．計画の進行管理 

本計画に示した施策、事業を着実に実施・推進するため、毎年度、ごみの処理状況を取りまとめ、取

り組みの状況や目標値の達成状況などを定期的にチェック・評価し、もって必要な追加施策等を講じて

いくものとします。 

 
(和木町住民サービス課) 

 

現在 数値目標年度 計画目標年度

(平成24年度) (平成30年度) (平成35年度)

生活排水処理率 99.5% 99.5% 99.5%

行政区域内人口(計画処理区域内人口) 6,583人 6,556人 6,533人

水洗化・生活雑排水処理人口(生活排水処理人口) 6,549人 6,522人 6,499人

基本方針と処理主体 

処理の目標と生活排水処理区域 

生活排水処理計画 

し尿・浄化槽汚泥の処理計画・その他の計画 


