
24 ごみ減量 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

711 701 - - 537 372

19.3 21 - - 34 51
成果指標と目
標値

現状と課題

２　環境問題に対する関心が高まる一方で、ごみを出さない・ごみ出しルールを守るとい
う行動に結びついていない区民や事業者も多く、区民の意識に二極分化が見られる。

３　ごみの中に資源化可能物が５割も混入しており、誰もが参加しやすく効率的な資源回
収をすすめる必要がある。

４　これまでの大量生産・消費・廃棄型の社会システムを見直すため、ごみ処理やリサイ
クル費用の負担を含め、区民、事業者および行政の役割分担について再検討する必要があ
る。

ごみゼロをめざすまち

分野目標

１　「ごみゼロ都市・なかの」を実現するために、区民・事業者・区が連携して３Ｒの取
組みを進め、ごみの排出量が減少するまちをめざす。

２　循環型社会を実現するために、資源の再使用、再生利用などの資源の有効利用が広
がっているまちをめざす。

資源化率(%)【10か年計画】

区民１人１日あたりのごみ排出量
(g)【10か年計画】

成果指標

１　不用物総量が年間１２万トンを超える状況が続いており、ごみの発生を抑える暮らしや事業活
動への転換が必要となっている。



16年度

5,059,212

16,377区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

町会単位での適正排出指導への協力

ペットボトルの破砕回収機を増設する。

ごみの適正排出啓発 分別基準に沿った正しいごみの排出は、資
源化率の向上に寄与するとともに、収集効
率の向上にもつながり経費削減効果も期待
できる。

３０年ぶりのごみ分別方法の変更を伴う、
サーマル処理に向けたモデル収集実施が円滑
に進むよう周知ＰＲに取り組む。

16,422

17年度

地域活動分野

事業系ごみの自主回収と資源化の促進 産業振興分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

5,057,824 -

-

-

-

ペットボトルの回収

プラスチック製容器包装の回収区域を区内の
およそ半分程度まで拡大する。

プラスチック製容器包装の回収

取り組み

１人１日あたりごみ量の減、資源化率の向
上に寄与する。

１人１日あたりごみ量の減、資源化率の向
上に寄与する。



様式３

ごみ減量

2501

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 7.4 9.5 - - 50 -

短期 51.6 62.8 - - 100 -

短期 - 9.6 - - 70 90

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 86 249 - 1,095

事業概要

事業名

実績 7,960 10,709 - 18,000

事業概要

施策目標

区民団体が自主的に行う資源回収活動に対し、報奨金の支給、用具の貸与・支給及び情報
提供により支援する。

１　プラスチック製容器包装の回収が区内全域で行われ、分別が徹底されている。また、
ペットボトル破砕回収機が、身近なスーパーや商店街等に設置され、区民が楽しみながら
リサイクルを実践している。

3　町会・自治会等による古紙等の集団回収が区内全域で行われ、誰もが参加しやすく効率
的な資源回収のしくみとなっている。

プラスチック製容器包装の回収

民間委託による圧縮梱包保管を行い、容器包装リサイクル法による再商品化を行う。

回収量（トン）

現状と
課題

成果指標
と目標値

古紙回収量のうち集団
回収の占める割合(%)

プラスチック製容器包装回
収実施地域の割合(%)

ペットボトル破砕回収
機による回収量(t)

集団回収の支援

＜主な取組み＞

回収量（トン）

１　不燃ごみ中の重量で約３割近くを占めるプラスチック製容器包装の回収が一部地域に
とどまっており、区内全域に展開していく必要がある。

２　３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進や費用負担のあり方等について、区民意
識や動向を踏まえつつ、繰り返し区民に対し情報発信や働きかけを行っていく必要があ
る。
３　区内各地域で町会・自治会による古紙等の集団回収が行われ、こうした取組みが進ん
だ地域から、区による回収を停止するなど集団回収に移行している。

ごみの発生抑制と資源化推進

２　ごみの発生抑制や減量化など、区民の自主的な取組みが進むとともに、家庭系ごみに
かかる費用負担についての区民理解が広がっている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 348 358 - 438

事業概要

事業名

実績 1,171 752 - 700

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)　１０か年計画
　　　領域Ⅰー２　環境に配慮する区民生活が根づくまち
　　　　　主な取組み　ごみを出さない生活スタイルの推進、資源の回収促進
　　　　　　　　　　　　　　事業系のごみ減量と資源化の促進
(2)　第２次中野区一般廃棄物処理基本計画
　　　　第３章　　ごみ処理基本計画～ごみゼロ都市実現にむけた挑戦～

従来の協力店舗からの回収（旧東京ルールⅢ）に加えて、破砕回収機を利用した回収行
い、ペットボトル回収量の増に努める。

ごみ減量普及啓発

ごみの発生抑制や、プラスチック製容器包装をはじめ、ごみ排出マナー等の普及啓発を行う

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

ペットボトルの回収

19年度18年度

7,083

16年度

7,035

2,181,5552,173,154 ー

回収量（トン）

出前講座受講者数（人）

ー



様式３

清掃事業

2502

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

51.2% 53.4% 55.2% 56.0% 60%

94.9% 95.9% 97.0% 98%

週10箇所 週7箇所 週７箇所 週5箇所

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 318 347 350

事業概要

事業名

実績 80,357 78,912 79143

事業概要

＜主な取組み＞

ルールに沿った分別排出がなされるよう、利用者やごみの変化により発生する集積所のト
ラブルを解決する。

集積所トラブルの解決件数

成果指標
と目標値

利用者やごみの変化により発生す
る集積所のトラブル解決率

収集（回収）について
の満足度調査結果

予定された時間内で収集
（回収）がなされなかった
箇所

ごみの収集・運搬

ごみの適正排出啓発

収集量（ｔ）

可燃・不燃・粗大ごみの収集を着実に行いながら、ごみの減量とともに経費の節減を図
る。

現状と
課題

〔現状〕
　現状の分別ルールは定着しているが、依然として、清掃事業のＰＲが不十分だという評価がある。
　利用者やごみの変化により集積所のトラブルや分散化が起きている。

〔課題〕
　新たな分別ルールによる収集（回収）が地域ごと段階的に開始されるため、事前に十分なＰＲが必要と
　なる。

着実なごみとプラスチック製容器包装の処理

　チック製容器包装が迅速・着実に収集（回収）運搬されている。
施策目標

  新たな分別ルールが区民に十分理解され、ルールに沿って排出されたごみとプラス

　

 



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 35,915 36,458 35,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

同上

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

9,317

16年度

9,343

2,876,2692,886,058 ー

収集量１ｔあたりの経費（円）

ごみの収集・運搬
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