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久喜市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（案） 

修正案等について 

 

１ 久喜市一般廃棄物（ごみ）基本計画（案）の修正案 

該当箇所 意見の主旨・原案 修正案 

Ｐ５３ ＜意見＞ 

（６）家庭系ごみ処理の有料化の検討の

説明記述中の４行目 

「有料化の適否、及び有料化を導入す

る方法」という表現では、導入ありきと

なってしまうのではないか 

 

＜原案＞ 

先進事例や周辺市町村の動向を踏ま

えて、処理手数料の有料化の適否、及び

有料化を導入する方法について検討し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正案＞ 

先進事例や周辺市町村の動向を踏ま

え、有料化の導入について検討します。 

 

Ｐ５５ ＜意見＞ 

（２）計画的な施設整備の推進 

 １）ごみ処理施設の整備 

最下行の説明記述中にある「分別区分

の細分化、多様な資源化手法の採用等が

処理経費を増加させる要因」とあるが、

経費増加の要因は、直接的には、施設の

老朽化等に起因するものが多いのでは

ないか。 

 

＜原案＞ 

３箇所の清掃センターは、施設の老朽

化、損傷が進行し、整備補修箇所が増加

しており、分別区分の細分化、多様な資

源化手法の採用等が処理経費を増加さ

せる要因となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正案＞ 

３箇所の清掃センターは、施設の老朽

化、損傷が進行し、整備補修箇所が増加

しており、分別区分の細分化などととも

に、処理経費を増加させる要因となって

います。 

第５回委員会 

資料２ Ｈ28.9.30 
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Ｐ５５ 

 

 

 

＜意見＞ 

３．７中間処理計画 

（１）安全かつ適正な中間処理の維持 

２）資源化量の増加と最終処分量の低

減 

①処理後残渣の適正な処理 

「焼却残渣の資源化の継続により最

終処分量を低減する」とあるが、そもそ

も自区内でできる限り最終処分まで含

めて行う観点が抜けている。長期にわた

り安定したごみ処理体制の維持を目指

すのならば、外部の資源化業者や産廃業

者に依存している現状を善しとすべき

ではない。 

 

＜原案＞ 

「３．８最終処分計画」 

（１）安全かつ適正な中間処理の維持 

２）資源化量の増加と最終処分量 

今後も、最終処分のあり方を含め、よ

り一層の環境負荷の抑制や資源化を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜修正案＞ 

今後も、より一層の環境負荷の抑制や

資源化を推進するため、自区内での最終

処分を含め、最終処分のあり方について

検討します。 

 

Ｐ５８ ＜意見＞ 

最終処分量を極小化した上で、自区内

で最終処分まで完結させる屋根付最終

処分場の建設も検討すべきである。 

 

 同上 

Ｐ５８ ＜意見＞ 

３．８最終処分計画 

 ２）最終処分先の確保 

  ②として、「自区内での最終処分場

の確保について、検討します。」 

 の文言の挿入を強く要望します。 

 

 同上 
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２ 内容に関する意見や質問など 

（１）記載内容に関する意見・提案 

該当箇所 意見・提案 方 針 

Ｐ１５・Ｐ１７ 

関連でＰ２７ 

八甫清掃センターでは資源ごみを

飲料用ビン・缶、ペットボトル、プラ

スチック製容器包装の３分類してい

るが、久喜宮代清掃センターのように

２分類にして頂きたい。 

 特に、プラスチック製容器包装のプ

ラとその他のプラを分別しているが、

これを「資源プラスチック類」に統一

を希望する。さらに、飲料用ビン・缶

だけ収集となっているが、これに食料

用を加え、飲食料用ビン・缶としてい

ただきたい。 

資源ごみの分別は、中間処理施設

（ごみ処理施設）の概要が決定した後

に、検討することになります。 

つきましては、検討を行う際は、い

ただいたご意見を踏まえたいと思い

ます。 

Ｐ２２ 

 

 

 

 

久喜市の指定ごみ袋は、「燃やせる

ごみ」「燃やせないごみ」の２種類と

なっているが、プラスチックごみや他

のごみについても指定ごみ袋制度を

導入しては如何か？ 

具体的な事業の取り組み方針や取

り組み方法は、今後の検討となりま

す。  

つきましては、検討を行う際は、い

ただいたご意見を踏まえたいと思い

ます。 

Ｐ２６ 生ごみ及び剪定枝の資源化につい

て、久喜市では HDMシステムにより減

容化・堆肥化を行い、常時人手により

撹拌し、好気性バクテリアの活動を促

進させているが、人件費等のコストが

嵩むと思われるので、これを設備投資

して全自動の機械化（他市では既にや

っている）をしたほうが良いと考える

が如何か？ 

生ごみの処理については、現在、衛

生組合で取り組んでいる減容化・堆肥

化も含め、様々な角度から検討してま

いりたいと考えております。 

Ｐ２８ 平成２８年４月現在でゴミ集積所

が 4,888か所もあるとの事ですが、こ

の中には屋根や囲いも無く、道端に置

いてある所も多数あると思われるが、

平成２７年度から、ごみ集積所を清

潔に維持管理する地域の活動を支援

する（ごみ集積所の環境整備に寄与す

ることを目的とする）ため、ごみ集積
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常に清潔に維持管理することが重要

です。ついては、これらの改善のため

により積極的な助成金を出しても良

いのではないか？ 

所の清掃活動または維持管理に必要

な経費として、既に集積所管理者に対

し補助金を交付しているところです。 

平成２８年８月末現在、５１件の申

請（集積所数 121箇所）があり、前年

同月と比較し、集積所数で約 2.6倍と

なっております。 

Ｐ５２ 環境教育、意識啓発の推進について

は、記載の通りであるが、家庭教育も

含め幼少期（幼稚園・保育園）からの

教育と躾けが必要ですので、是非導入

してください。 

 また、小・中・高・大人と各年代の

レベルに合わせた意識啓発を図るた

めに、各レベルの「ごみ出し検定クイ

ズ」等の実施も効果的と考えます。 

環境教育や意識啓発は重要と考え

ておりますことから、今後、幼少期か

らの啓発にも取り組んで参りたいと

考えております。 

また、「ごみ出し検定クイズ」など

の具体的な提案については、他市の先

進事例なども踏まえ、検討してまいり

たいと考えております。 

Ｐ５３ 家庭系の「燃やせるごみ」の中には、

未だに資源ごみの混入が少なくない

ことから、市民の意識啓発等による

「資源の分別徹底」の推進を図ります

とあるが、正にこの通りですので、分

別徹底の強化をお願いします。 

資源化を推進するためにも、ごみの

分別の徹底は必要となります。 

そのため、啓発等を通じ、ごみの分

別の徹底を強化してまいります。 

Ｐ５４ ゴミ処理の有り方を含め収集運搬

方法について検討するとあるが、小動

物(犬、猫、カラス等)の死骸は燃やせ

るゴミとして処理されているようで

すが、あくまで「命」の有ったものな

ので、懇ろに葬ってください。特に、

子供の教育上「命」を大切にすること

を良く教えるため、ゴミとしての取り

扱いはやめてください。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第２条第１項において、廃棄物と

は、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、

ふん尿、廃油、灰酸、灰アルカリ動物

の死体、その他汚物または不要物であ

って、固形状のもと定義されているこ

とから、個人が飼っていた犬猫等の死

体については、一般廃棄物としての取

扱になります。 

したがって、一般のごみと同様に受

け入れを行っています。 

ごみとして焼却することに抵抗が

ある方につきましては、メモリアル利
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根や、民間の施設をご利用していただ

くのが、良いと思います。 

Ｐ５４ ３．６収集運搬計画 

（２）高齢化等の社会状況に対応した

収集・運搬 

 １）超高齢社会への対応 

 超高齢化社会に備え、市民のごみ分

別に係る負担を軽減する事が重要で

ある。無論、資源ごみの分別回収は推

進すべきだが、その他のごみについて

は可燃・不燃の区分を無くすことで、

市民の分別分担は大幅に改善される。

受け皿となる中間処理施設では、不燃

物まで含め幅広いごみを安定的に処

理できる機能を持たせるべきである。 

中間処理施設については、ごみ処理

基本計画策定後に着手する「ごみ処理

施設整備基本構想」やその後に策定す

る「ごみ処理施設整備基本設計」など

において、検討することになります。 

Ｐ５４ 収集作業時のイメージアップでは、

委託収集業者に対し、安全や衛生への

配慮、騒音や悪臭等生活環境への影響

を及ぼさないよう努める等、適正な指

導を行うとあるが、蓋を閉めないで走

行するパッカー車も多いので、短距離

の移動でも必ず蓋を閉めるよう指導

徹底願います。 

安全面や衛生面は、最も重要な事項

でありますので、生活環境への影響を

及ぼさないように指導の徹底に努め

ます。 

Ｐ５６ 地域住民との信頼・協力関係に基づ

く施設運営に置いては広報紙やホー

ムページ等を通じてこれらの情報を

市民に公開するとあるが、特に施設周

辺住民に対しては環境測定結果をリ

アルタイムで表示(電光表示等)して

いただきたいと希望します。 

地域住民との信頼・協力関係は、大

変重要でありますことから、ごみ処理

施設の建設の際は、設置したいと思い

ます。 

Ｐ５８ ３．８最終処分計画 

（１）最終処分量の削減と安定した最

終処分の継続 

１）最終処分量の削減 

「最終処分量を削減し、環境負荷の

 ご意見のとおりと考えます。 

 最終処分に要する経費を削減する

ためにも、処理後の残渣を資源化する

取り組みは必要であることから、 

「３．７中間処理計画」 
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抑制とごみ処理に係る経費（埋立処分

の委託経費）の軽減に努めます。」と

あるが、埋立処分のみならずセメント

原料化等の資源化に係る経費も含め

た外部委託経費を軽減することが重

要ではないか。 

 

（１）安全かつ適正な中間処理の維持 

「２）資源化量の増加と最終処分量の

低減・・」として記載させていただい

ております。 

 

 

Ｐ５８ 新たなごみ処理施設の検討では、現

状の残渣物の流れと金（委託費用）の

流れを整理した上で、全体のごみ処理

費用を低減する方策（中間処理方式）

を検討すべきである。 

 

 ご意見のとおりと考えます。 

 ごみ処理基本計画策定後に着手す

る「ごみ処理施設整備基本構想」やそ

の後に策定する「ごみ処理施設整備基

本設計」の検討を行う際は、いただい

たご意見を踏まえたいと思います。 

 

Ｐ５８ ３．９その他の施策等 

１）災害廃棄物の処理計画 

 災害時に発生する多量の廃棄物を

迅速に処理することは、新たなごみ処

理施設が担保すべき重要な機能と考

える。多種多様な災害廃棄物を安定処

理することも、新たなごみ処理施設の

検討課題の一つとして議論すべきで

ある。 

ご意見のとおりと考えます。 

市では、実際の施設稼働に向けて、

「災害廃棄物処理計画」の策定につい

ても、調査研究を行います。 
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（２）記載内容に関する質問 

該当箇所 質 問 回 答 

Ｐ２ 

図１－２－１ 

 

久喜市一般廃棄物処理計画のもと

に基本計画と実施計画とがあります

が、この違いは何ですか？ 

基本計画とは、長期的視点に立った

（概ね１０年から１５年）市のごみ処

理に係る基本方針となる計画です。 

 実施計画とは、この基本計画に基づ

き年度ごとに、ごみの排出抑制、収集、

運搬、処分等について定める計画で

す。 

 

Ｐ４ 衛生組合が平成２５年３月に、目標

年度を平成３９年度とした「一般廃棄

物（ごみ）処理基本計画」と、久喜市

が独自に策定した、平成４３年度を目

標年度とした「一般廃棄物（ごみ）処

理基本計画」とでは内容的にどんな違

いがあるのですか？ 

本市単独での新たなごみ処理施設

の建設を行うために、ごみ処理基本計

画の策定をするものでありますが、計

画策定後も、実際のごみ処理は、新施

設稼働までの間、久喜宮代衛生組合で

行うことになります。 

以上のことから、衛生組合の基本計

画や具体的な取り組みとの整合性を

とりながら策定したものであり、両計

画に大きな違いは無いものでござい

ます。 

Ｐ２４ 平成２６年度のごみの再生利用量

は前年比－728ｔで、リサイクル率も

－0.7％となっているが、減少した原

因・理由は何ですか？ 

 

 

平成２６年度以降は、資源物の排出

量そのものが減少傾向になっており、

特に顕著なのは、紙類の新聞紙です。 

平成２８年度８月末現在、前年同月

と比較し約３割減少しています。 

これは、購読者の減少に加え、各家

庭からの個別収集が実施されている

ことが原因と考えております。 

Ｐ２９ 焼却施設のストーカ式と流動床式

の違いと、それぞれの長所と短所はど

のようなものですか？ 

 ストーカ式は、火格子上でごみをゆ

っくり送りながら焼却処理します。 

流動床式は高温の砂をごみに衝突

させて瞬時に焼却処理します。 

ストーカ式の長所は、安定した燃焼

状態を維持した状態で焼却処理する
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ためダイオキシン類が発生しにくく、

運転管理も容易なことです。 

短所は、流動床式よりも建設面積が

大きくなることです。流動床式の長所

は、瞬時にごみを処理できること、ス

トーカ式よりも建築面積が小さくな

ることです。 

短所は瞬時燃焼のため、安定した燃

焼状態を維持しにくくダイオキシン

類が発生しやすい状態になるため、高

度な燃焼管理技術が必要になること

です。 

Ｐ２９ ごみ処理施設の概要 

 第１回の資料６衛生組合概要Ｐ５

にある処理方式の表現に違いがある

のはなぜか？ 

処理方式の表現を一般的な名称と

しての、「ストーカ式」と「流動床式」

に統一したものです。 

（参考資料のとおり、平成２８年度の

衛生組合概要は修正しました。） 

Ｐ３１ 

図３－１－１８ 

平成２２年度以降ごみの焼却量は

市内３カ所のうち八甫清掃センター

が最も多いが、これは栗橋・鷲宮地区

以外の久喜宮代地区や菖蒲地区から

搬入しているのですか？ 

搬入はしていません。 

（久喜宮代清掃センターのごみ焼却

量が少ないのは、資源化率が高いため

と考えております。） 

Ｐ３２ 

図３－１－２０ 

最終処分量は、平成２５年度以降は

急に減少しているが、この理由は単に

焼却灰・ばいじんの一部をセメントの

原料、人工砂、路盤材の原料として資

源化した為ですか？ 

 他の原因は何ですか？ 

平成２５年度に最終処分量が減少

している理由は、焼却灰・ばいじんの

一部をセメントの原料、人工砂、路盤

材の原料として、資源化が図れた結果

と考えております。 

 

Ｐ３３ 

表３－１－８ 

ごみ処理量の実績で平成２６年度

の焼却処理量が減ったのは、資源化に

よる再生利用量が増えた為かと思っ

たが、再生利用量も減少しているが、

この原因・理由は何ですか？ 

全体的にごみ・資源となる排出量が

減少したものと考えております。 
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Ｐ３８ 

表３－１－１２ 

人口一人当たり年間処理経費は、 

11,805 円となっているが、これには

最終処分減量に要する費用も含まれ

ているのですか？もし、含まれていな

いとすれば、これを含む全体の年間処

理経費はどれほどになるのですか？ 

最終処分経費も含まれております。 

（11,805円の内訳） 

収集経費  ：5,047円 

中間処理経費：4,877円 

最終処分経費：1,651円 

その他経費 ： 230円 

Ｐ４１ 将来ごみ処理施設を菖蒲１か所に

統合することにより、遠方まで往復せ

ねばならなくなり、交通渋滞等によ

り、かえって収集運搬する時間とコス

トが嵩むことにならないか？ 

１か所に統合することにより、収集

運搬に要する時間とコストが嵩むこ

とが想定されますが、一方で、施設の

更新費用や維持管理費が削減される

ほか、エネルギー回収率の向上にもつ

ながり、大幅なコスト削減が見込めま

す。 

また、新施設稼働の際には、収集運

搬車両や一般持込車両の集中により

交通渋滞が発生しないように、収集運

搬方法や収集運搬経路を検討したい

と思います。 

Ｐ４４ 

表３－２－２ 

将来の人口減に伴いごみ排出量、処

理・処分量の予測結果[現状維持時]

の表の中で平成４４年にはゴミの総

排出量は減少するが、ごみ総排出量原

単位は平成２６年の 

 850.3g/人・日 → 868.4g/人・日

に増加するのは何故ですか？ 

 

 また、一人一日当たり焼却処理量も

603.5g/人・日 → 619.3g/人・日に

増えるのは何故ですか？ 

 

最終処分率は 3.4％ → 2.9％に

なるが、再生利用率は 32.3％ → 

32.0％とほぼ変わらないのは何故で

すか？ 

 

ごみの総量の減量スピードより、人

口減少のスピードが上回っているた

めに、一人あたりの排出量が増えるこ

とになります。 

 

 

 

 

一人当たりの焼却処理量も同じ考

えとなります。 

 

 

最終処分率については、ごみ総排出

量、総資源化量ともに減少しており、

その割合はほぼかわらないです。ま

た、現在久喜市ではびん、缶、ペット

ボトル等の資源化にかかわらず、小型
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それと、この表中に「原単位」と言

う表示がありますがこれはどういう

意味ですか？ 

家電や焼却灰の資源化等様々な資源

施策を実施してきました。大きな施策

をしない限り、資源化率の変動が少な

いです。 

 

原単位とは、人口一人当たりの数値

を言います。分かりにくい言葉のた

め、用語の説明をします。  

Ｐ５２ ３．４抑制計画 

 （１）７行目 

修理体制の整備やアフターケアの

充実等を呼びかけます。 

この施策を実施するにあたり、どの

ようなことを考えていますか。実現に

向けての行動策は、どのようなもので

すか。 

 業界団体や商工団体と連携を図り、

環境負荷の少ない再生品、エコ商品等

の製造を心がけるよう推進を行いま

す。また、ごみの減量化に関して、意

見・情報交換などができる場を設置す

るなどを考えております。 
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３ 字句等の修正表 

訂正箇所 （修正前） （修正後） 

目次、 

関連Ｐ１ 

Ｐ１の１３行目 

「一般廃棄物*（ごみ）処理基本計 

画を策定し」の文書中に、最初の＊（ア

スタリスク）が出てくるため、アスタ

リスクの位置を移動させる。 

 目次欄 用語集・・・・６３ 

     ＊：用語集参照 

 

 Ｐ１最終行 

 「に本計画を策定するものです。」 

           

 

 

 

 

 

目次欄 用語集・・・・６３ 

            

 

Ｐ１最終行 

「に本計画を策定するものです。」 

 ＊：用語集参照 

Ｐ４、２９、 

３１、４１、 

４２ 

ごみ処理施設の清掃センターの説

明の記述中 

「３つの」・「１つの」 

 

 

「３箇所」・「１箇所」 

Ｐ１８ 

 

（２）１人１日当たりのごみ総排出量

の推移の説明記述中の単位 

867ｔ／人日 

850ｔ／人日 

 

 

867ｇ／人・日 

850ｇ／人・日 

Ｐ２０ 

 

 

（６）国、県の排出量との比較の記述

中の図の単位 

全国実績値 668ｇ／人日 

埼玉県実績値 692ｇ／人日 

本市実績値 695ｇ／人日 

（図） 

 ｇ／人日 

 

 

全国実績値 668ｇ／人・日 

埼玉県実績値 692ｇ／人・日 

本市実績値 695ｇ／人・日 

（図） 

 ｇ／人・日 

Ｐ３１ ２）菖蒲清掃センターの記述中 

また、スプレー缶、蛍光管等、乾電

池、焼却灰及びばいじんについては、 

 

また、スプレー缶、蛍光管等、乾電

池及び焼却灰については、 

Ｐ３２ 

 

図３－１－１９最終処理フロー 

資源にならないもの 

（びん、缶残渣、不燃残渣） 

 

資源にならないもの 

（びん・缶残渣、不燃残渣） 

Ｐ３４ 

 

（１）国、県の動向 

②国の廃棄物処理法に基づく基本方
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針（平成２８年１月）による目標の説

明記述中 

第３次循環基本計画に掲げられた 

 

 

第３次循環型社会形成推進基本計

画に掲げられた 

Ｐ３５ 

 

表３－１－１０の１人１日当たり

の家庭系ごみ量の単位 

500ｇ／人／日 

 

 

500ｇ／人・日 

Ｐ３６ 

 

久喜市環境基本計画 

環境像の説明記述中 

水を緑と街が調和した 

 

 

水と緑と街が調和した 

Ｐ３９  ６）類似市町村との比較結果 

 類似市町村との比較結果から、 

図３－１－２１（Ｐ３８）が 

 

 

図３－１－２１（Ｐ３７）が 

Ｐ４０、Ｐ４１ １．１１ごみ処理の課題 

各文章の説明記述中にある、 

（図○－○－○参照） 

（表○－○－○参照） 

参照ではなくページを入れて表記

する。 

 

 

（図○－○－○Ｐ○○） 

（表○－○－○Ｐ○○） 

 

Ｐ４３ 

 

表３－２－１本市の将来人口の説

明記述中 

実績値は平成２６年度のみである。 

 

注２．実績値は各年４月１日時点の

人口を示します。 

 

 

 

 

注２．    各年４月１日時点の

人口を示します。 

Ｐ４６ ３．１基本理念 

 ４行目 

これまでとは、異なるトレンド 

 

 ７行目 

 ごみをなるべく出さないライフス 

タイル（排出抑制）を進めながら、 

 

 

 これまでとは、異なる傾向 

 

 

ごみをなるべく減らす（排出抑制）

ライフスタイルを進めながら、 

Ｐ４９、５０ 

 

 

目標２と目標３が同じ文言である。 

目標２ 適正なごみ処理目標 

目標３ 適正なごみ処理目標 

 

目標２ 焼却処理量目標 

目標３ 最終処分量目標 
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Ｐ５２ 「５R」の意味を日本語で分かりや

すく表示して下さい。 

「このため、従来の「3R＊」（リデュ

ース、リユース、リサイクル）に加え、

リフューズ＊、リペアという概念を加

えた「5R」を定着させます。」 

 

 

従来の「3R」〔リデュース（発生抑

制）、リユース（再使用）、リサイクル

（資源化）〕に加え、リフューズ（拒

否）、リペア（修理）という概念を加

えた「5R」を定着させます。 

 

Ｐ５５ ３．７中間処理計画 

２）資源化量の増加と最終処分量の

低減 

①処理後残渣の適正な処理 

３．７中間処理計画 

２）処理後残渣の適正な処理 

 

             

Ｐ５８ ３．８最終処分計画 

（１）最終処分量の削減と安定した

最終処分の継続 

１）最終処分量の削減 

２）最終処分先の確保 

 

３．９その他の施策等 

１）災害廃棄物*の処理計画 

 ２）条例の改正 

 

３．８最終処分計画 

                

       

（１）最終処分量の削減 

（２）最終処分先の確保 

 

３．９その他の施策等 

（１）災害廃棄物*の処理計画 

 （２）条例の改正 

Ｐ６１ ２ 進行管理の体制 

 ４行目 

 市民・事業者行政のパートナーシッ

プ 

 

 

市民・事業者行政の連携・協働 

Ｐ６３、６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語集 

 

廃棄物処理法 

廃棄物の排出を抑制し、その適正な

分別、保管、収集、運搬、再生、処分

等の処理し、生活環境の保全及び公衆

衛生の向上を図ることを目的とした

法律のことです。 

 

用語の説明 

 

廃棄物処理法 

「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」の略称です。廃棄物の排出を抑

制し、その適正な分別、保管、収集、

運搬、再生、処分等の処理し、生活環

境の保全及び公衆衛生の向上を図る

ことを目的とした法律のことです。 
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ISO 

ISO の規格に法的強制力はありま

せんが、最近では事実上の統一規格と

なってきていて、特に欧州諸国では輸

入品に対して ISO 規格を求めること

が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

ISO14001 

ISOとは国際標準化機構

（International Organization for 

Standardization）の略称であり、本

機構は、物やサービスの流通を促進す

るため、工業製品や単位等の国際的標

準規格を作っています。 

ISO14001とは、本機構が定めた地

球環境の保全に関する環境マネジメ

ントシステムの国際規格です。 

 

RDF 

生ごみやプラスチック等の廃棄物

を固形燃料にしたもののことです。 

 

ISO 

国際標準化機構（International 

Organization for Standardization）

の略称であり、本機構は、物やサービ

スの流通を促進するため、工業製品や

単位等の国際的標準規格を作成して

います。 

ISO の規格に法的強制力はありま

せんが、最近では事実上の統一規格と

なってきていて、特に欧州諸国では輸

入品に対して ISO 規格を求めること

が多くなっています。 

 

ISO14001 

国際標準化機構（ISO）が定めた地

球環境の保全に関する環境マネジメ

ントシステムの国際規格です。 

 

 

 

 

 

 

 

RDF 

廃棄物固形燃料「Refuse Derived 

Fuel」の略称で、生ごみやプラスチッ

ク等の廃棄物を固形燃料にしたもの

のことです。 

 

Ｐ４ ５．計画の期間 

 なお、初年度から中間年度の概ね６

年度、又は制度の改正、廃棄物処理を

取り巻く情勢が変化や 

 

なお、初年度から中間年度の概ね６

年度、又は制度の改正、廃棄物処理を

取り巻く情勢の変化や 

 


