
 

 

 

軽井沢町一般廃棄物処理基本計画 

平成 31 年 3 月 

 

 

計画策定の趣旨  

年間850万人以上の観光客が訪れる軽井沢町のごみ排出量は、増加傾向であり、今後

も観光客数の増加に比例して増加が見込まれていることから、循環型社会を構築するた

め､町民及び別荘所有者（以下「住民」という。）と事業者及び行政が協働で環境問題の

解決に向け、それぞれの役割分担を明確にして取り組んでいく必要があります。 

そこで、ごみの減量化・資源化及び適正処理・処分の推進並びに生活排水の適正処理・

水質汚濁防止を目的に一般廃棄物処理基本計画を策定することとします。 

 

計画の範囲  

本計画は、一般廃棄物のうち、ごみ処理に関する事項（ごみ処理基本計画）と生活排水

処理に関する事項（生活排水処理基本計画）、災害発生時のごみ処理に関する事項（災害

廃棄物処理計画）で構成します。 

 

 

 

計画目標年度  

本計画は、平成31年度を初年度とし、10年後の平成40年度までを計画期間とします。

また、概ね５年ごとに改訂するほか、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動

があった場合には見直しを行うこととします。 

 

一般廃棄物処理基本計画 

初年度 

平成 31 年度 

中間目標年度 

平成 35 年度 

目標年度 

平成 40 年度 

計画期間 

概 要 版 

 

生活排水処理基本計画 ごみ処理基本計画 災害廃棄物処理計画 



 

 

 

 

ごみ処理基本計画 

１ . 基本方針  

 

 

住民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、３Ｒ（Reduce（排出抑制）、

Reuse（再使用）、Recycle（再生利用））に先立ち、“できるだけごみにしない”

という、ごみの発生自体を抑制するリデュース及びリユースという２Ｒの取組を積極

的に進めます。 

 

●住民・事業者・行政がそれぞれの役割を分担し、連携して２Ｒに取り組みます。 

●生ごみを削減するため、水切り、自家処理、食べ残しを減らそう県民運動※を推

進します。 

●２Ｒの一層の推進を図るため積極的な啓発を行います。 

●分別ガイドブックなどを住民がわかりやすい内容に見直し、分別意識の啓発を推

進します。 

●町内に資源ごみ回収ボックスを設置し、資源ごみを持ち込みやすい環境を構築し

ます。 

●事業系ごみは、原則として事業者の自己責任で処理することを周知し、適正処理

の徹底、減量・資源化の促進を指導します。 

※長野県では、平成 22 年度（平成 28 年 2 月より名称を「食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～」に変更）から食品

ロスの削減を目指し、飲食店や宿泊事業者の皆様にもご協力いただき「食べ残しを減らそう県民運動」を実施しています。 

 

 

 

環境負荷をできる限り軽減し、安全、安定、かつ安心なごみ処理・処分の実施や施

設の適正な維持管理に努めます。 

 

●効果的な分別収集方法を検討します。 

●環境負荷の少ないごみ処理を実施します。 

●安全、安定、かつ安心な処理と施設の適正な維持管理を実施します。 

●広域処理体制の構築を推進します。 

  

基本方針Ⅰ：２Ｒ（Reduce（排出抑制）、Reuse(再使用)の積極的な推進 

 

基本方針Ⅱ：安全、安定、かつ安心なごみ処理の推進 



 

 

２ . 基本目標  

環境負荷の少ない循環型社会の形成を推進するため、以下のような目標を設定し、排

出抑制や資源化を進めます。 

 

 

 

 

 

３ . 目標値を達成した場合のごみ排出量の見通し  

基本目標を達成した場合の見通しを示します。 

１）ごみ排出量の見通し 

 

２）資源化量とリサイクル率の見通し 
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排  出  量：1,558g/人日（平成 29年度）⇒ 1,072g/人日（平成 40年度） 

（生活系ごみ・事業系ごみ合計） 

リサイクル率：24.7％（平成 29 年度）⇒ 29％以上（平成 40年度） 

 



 

 

４ . ごみの排出抑制のための取り組み  

行政は、町内におけるごみの排出抑制に関し、普及啓発や情報提供、環境教育などを行

うことにより住民の自主的な取り組みを促進することとします。 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行うことにより、そ

の減量に努めることが義務付けられています。事業活動による廃棄物の排出抑制、資源

化を推進するため、以下のような活動に積極的に取り組みます。 

住民は、商品の購入に当たっては、容器包装廃棄物の少ない商品、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などにより、なるべく長期間使用することに努め、排出するごみ

の抑制に努めます。 

 

行政の役割 

① 分別収集の徹底 

② 不用品の再活用など 

③ 環境物品などの購入促進 

④ 生活系生ごみの減量化及び資源化 

⑤ 事業系生ごみの資源化 

⑥ 事業系ごみ抑制対策 

⑦ 事業系ごみの適正処理の促進 

⑧ 資源ごみの集団回収の促進 

⑨ 環境教育の促進 

⑩ ごみ処理有料化の価格見直し 

⑪ 不法投棄対策 
 

事業者の役割 

① 発生源における排出抑制 

② 過剰包装の抑制 

③ 流通包装廃棄物の排出抑制、リターナブル容器の 

利用・回収の促進と使い捨て容器の使用抑制 

④ 環境物品などの使用促進、使い捨て品の使用抑制など 

⑤ 食品廃棄物の排出抑制 

⑥ 食品廃棄物のリサイクル 
 

住民の役割 

① 環境物品などの購入 

② 使い捨ての抑制 

③ 生ごみの削減 

④ 当町の施策への協力 

 



 

 

生活排水処理基本計画 

１ . 基本方針  

① 事業の連携による効率的な生活排水処理の推進 

公共下水道事業・農業集落排水事業・合併処理浄化槽設置事業の調整を図り、地域の特

性、効率性に配慮した計画的な生活排水処理を推進します。 

② 公共下水道の計画的整備と接続促進 

●公共下水道事業は､全体計画を適宜見直しながら､適正な事業推進を図ります。 

●公共下水道の供用区域において接続促進を図るため、改造工事資金のあっせん及び利子補

給を行います。 

●最終処理汚泥については、二次製品への活用など再利用を推進します。 

●管渠施設の整備、処理施設の増設など計画的な事業推進を図ります。 

●ストックマネジメント事業に必要な調査を行い、計画的な施設の改築を図ります。 

③ 農業集落排水事業の計画的整備 

農村の良好な生活環境を維持するため、農業集落排水事業の必要な地区について事業推進

を図ります。 

④ 合併処理浄化槽の設置促進と維持管理の徹底 

下水道整備が困難な地域において合併処理浄化槽の設置に対する助成を継続し、設置促進

を図るとともに、維持管理指導を推進します。 
 

２ . 生活排水処理の目標  

公共下水道への接続、合併処理浄化槽の設置促進を図り、生活排水処理の目標を以下

のように設定します。 

 

 
 

３ . 処理形態別人口の見通し  

 

 

  

生活排水処理率：77.7％（平成 29年度）⇒ 97.0％以上（平成 40 年度） 
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４ . し尿・汚泥処理計画  

1）収集・運搬計画 

し尿及び浄化槽・農集汚泥の収集・運搬は現行どおり許可業者によって行います。

合併処理浄化槽の普及により、浄化槽汚泥の収集量が増加することが予想されるた

め､収集の合理化を図ります。また、当町は別荘が多く、大部分の別荘が浄化槽によ

り処理を行っているため、別荘を考慮した効率的かつ安定的な収集運搬体制を構築し

ます。 

2）処理計画 

し尿及び浄化槽・農集汚泥、下水道汚泥の中間処理・最終処分は現行どおり浅麓汚

泥再生処理センターで行います。 

 
 

災害廃棄物処理計画 

１ . 基本方針  

① 再資源化の推進 

災害廃棄物の処理にあたっては、最終処分量をできるだけ少なくする観点から、仮置き場

における分別の徹底などにより、可能な限り再資源化に努めます。 

② 衛生的な環境の確保 

廃棄物の腐敗により生活環境が悪化することに伴う感染症の発生・蔓延を防止するため、

生ごみなどの腐敗性のある廃棄物については、優先的に処理します。また、環境汚染の防止

及び住民、作業者の健康管理のための適切な措置を講じます。 

③ ３年以内の処理 

復旧・復興の妨げとならないよう、災害廃棄物については発災から３年以内に処理するよ

う計画を策定します。 

④ 広域化体制の構築 

３年以内に処理できない恐れがある場合は、広域化体制を構築します。 

⑤ 県への事務委託 

当町の行政機能が喪失した場合には、県に対し地方自治法（昭和22年法律第67号）第

252条の14（事務委託）の規定に基づく事務委託により災害廃棄物処理を行います。 

  



 

 

２ . 対象とする災害  

区分 内容 

地震 

 糸魚川―静岡構造線（北部）の地震 

 糸魚川―静岡構造線（中部）の地震 

 信濃川断層帯の地震 

 伊那谷断層帯の地震 

 東海地震 

 阿寺断層系の地震 

台風 特別警報基準に達するような数十年に一度の台風被害 

豪雨 特別警報基準に達するような数十年に一度の集中豪雨被害 

火山噴火 浅間山の噴火による降下ばいじんや融雪型火山泥流による被害 

 

３ . 災害による被害状況の概要及び災害廃棄物発生見込量  

前項の想定災害のうち、当町に最も影響を及ぼすと予測されている地震は、「糸魚川―

静岡構造線（中部）の地震」です。このため、本計画では、「糸魚川―静岡構造線（中部）

の地震（マグニチュード8.0）」による災害廃棄物発生見込量を示します。 

実際に発災した後にも以下の方法を参考に災害廃棄物発生量を算出し県に報告します。 

被害棟数は合計で106棟、災害廃棄物の発生量は4,486ｔ（がれき類4,412ｔ、一時

的に発生する粗大ごみ74ｔ）となる見込みです。これは、当町が通常に処理している一

般廃棄物（年間11,556ｔ）の約４割となります。 

第３章  

想定する災害 
糸魚川―静岡構造線（北部）の地震 

（マグニチュード 8.0） 

全壊棟数 21 棟 

半壊棟数 85 棟 

発生予測量 ４，４８６ｔ 

 

４ . 災害廃棄物の定義   

本計画で対象とする廃棄物は、災害発生時に特別な処理を必要とする災害廃棄物です。

災害廃棄物は一般廃棄物であり、当町に処理責任があります。ただし、性状的には産業廃

棄物に類似したがれき類が多量に発生することがあります。 

  



 

 

５ . 仮置場の設置  

１）仮置場候補地の選定 

あらかじめ、地域防災計画で想定される災害規模に応じた災害廃棄物の発生量及び

処理可能量を推計し、想定した災害廃棄物の処理に必要な人員などを勘案し、処理ス

ケジュール、処理フロー、収集運搬方法・ルート、仮置場の候補地の想定などを行い

ます。 

２）仮置場の分類 

呼称 定義 

臨時集積所 
 個人の生活環境・空間の確保・復旧などのため、被災家屋などから災害廃棄

物を、被災地内において、仮に集積する場所。 

１次仮置場 
 処理（リユース・リサイクルを含む）前に、仮置場などにある災害廃棄物を

一定期間、粗選別・保管しておく場所。 

２次仮置場 
 １次仮置場での分別が不十分な場合、再選別を行い、中間処理を行うまで

の間、保管しておく場所。 

 

６ . 避難所のごみ・し尿  

１）避難所ごみの分別・収集 

発災時でも分別を行うことが、その後の処理をよりスムーズにし、早期の復興に寄

与すると考えられるため、避難所においても可能な限り分別を行うことが必要です。 

発災時は避難所が混乱していると考えられ、平常時のごみ分別が困難なことが予想

されるため、被災状況、避難者数を考慮し、排出ルールを決定します。 

また、被災状況によっては、平常時の収集体制での対応が困難となることも想定さ

れるため、必要に応じて支援要請を行い、他市町村などからの支援車両などによる収

集を行います。 

なお、医療系などの有害性・危険性のある廃棄物については、取扱いに注意し密閉

保管するように周知します。 

２）仮設トイレの設置 

平常時において、被災者の生活に支障が生じないよう、仮設トイレの必要基数を算

定し、備蓄などの対策を講じます。 

当町の仮設トイレ必要基数は、発災１週間後が最大値となり、８基と見込まれます。 

３）避難所のし尿収集必要量 

避難所のし尿収集必要量は１日当たり 7.2kL となります。 


