
 

 

 

 

 

 

 

軽井沢町一般廃棄物処理基本計画 

（ごみ・生活排水・災害廃棄物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

 

軽井沢町 
 

 



目 次 

第１章 計画の基本的事項  

 計画改定の背景と位置付け .................................. １ 

（１） 計画策定の趣旨 ....................................... １ 

（２） 計画の位置付け ....................................... ２ 

（３） 計画の対象区域 ....................................... ３ 

（４） 計画の範囲 ........................................... ３ 

（５） 計画目標年度 ......................................... ３ 

 軽井沢町の現況 ............................................ ４ 

（１） 位置と地勢 ........................................... ４ 

（２） 自然条件 ............................................. ５ 

（３） 人口動態 ............................................. ６ 

（４） 産業の動向 ........................................... ７ 

（５） 土地利用状況 ......................................... ８ 

（６） 別荘数 ............................................... ９ 

（７） 観光客数 ............................................. ９ 

（８） 軽井沢町長期振興計画との関係 ....................... １０ 

第２章 ごみ処理基本計画  

 ごみ処理の現況 .......................................... １１ 

（１） ごみ処理フロー ..................................... １１ 

（２） ごみ処理体制 ....................................... １２ 

（３） ごみ処理の実績 ..................................... １８ 

（４） ごみ処理の評価 ..................................... ３２ 

（５） ごみ処理経費 ....................................... ３４ 

（６） ごみ処理の課題 ..................................... ３５ 

 ごみ処理行政の動向 ...................................... ３７ 

（１） 国の目標 ........................................... ３７ 

（２） 県の目標 ........................................... ３７ 

 ごみ処理の基本方針 ...................................... ３８ 

 ごみ排出量の予測 ........................................ ３９ 

（１） ごみ排出量の予測方法 ............................... ３９ 

（２） 人口予測 ........................................... ４０ 

（３） 現状の傾向が推移した場合のごみ排出量の見通し  ....... ４０ 

（４） ごみ排出量の見通しと国や県の目標値との比較  ......... ４１ 

 排出抑制及び資源化に関する目標 .......................... ４２ 

（１） 基本目標 ........................................... ４２ 

（２） 減量化目標 ......................................... ４３ 



（３） 基本目標を達成した場合のごみ排出量の見通し  ......... ４４ 

（４） ごみの排出抑制のための取り組み ..................... ４７ 

 処理体制 ................................................ ５２ 

 収集運搬計画 ............................................ ５２ 

 中間処理計画 ............................................ ５３ 

（１） 中間処理に関する目標 ............................... ５３ 

（２） 中間処理の方法 ..................................... ５３ 

（３） 粗大ごみ処理施設の長寿命化計画 ..................... ５５ 

 最終処分計画 ............................................ ５５ 

（１） 最終処分に関する目標 ............................... ５５ 

（２） 施設の将来見通し、整備方針 ......................... ５５ 

第３章 生活排水処理基本計画  

 基本的事項 .............................................. ５７ 

（１） 基本方針 ........................................... ５７ 

（２） 計画目標年度 ....................................... ５７ 

（３） 生活排水処理の現状 ................................. ５８ 

 生活排水処理基本計画 .................................... ６２ 

（１） 処理の目標 ......................................... ６２ 

（２） 処理形態別人口の予測 ............................... ６３ 

（３） 生活排水の処理主体 ................................. ６６ 

（４） し尿・汚泥処理計画 ................................. ６６ 

（５） その他 ............................................. ６７ 

第４章 災害廃棄物処理計画  

 基本的事項 .............................................. ６９ 

（１） 計画策定の目的 ..................................... ６９ 

（２） 災害廃棄物処理計画の位置づけ ....................... ６９ 

（３） 対象とする災害 ..................................... ７０ 

（４） 災害による被害状況の概要及び災害廃棄物発生見込量  ... ７１ 

（５） 処理可能量の算出 ................................... ７１ 

（６） 計画の基本的な考え方 ............................... ７１ 

（７） 処理主体など ....................................... ７１ 

（８） 災害廃棄物の定義 ................................... ７２ 

（９） 災害廃棄物処理に関する基本方針 ..................... ７２ 

 災害発生時における組織体制など .......................... ７３ 

（１） 組織体制 ........................................... ７３ 

（２） 協力・支援体制 ..................................... ７５ 

（３） 住民への情報提供 ................................... ７８ 



 災害廃棄物対策（平常時） ................................ ７９ 

（１） 組織体制・連絡体制の構築 ........................... ８０ 

（２） 一般廃棄物処理施設などの耐震化など  ................. ８０ 

（３） 仮設トイレ・避難所ごみ ............................. ８０ 

（４） 災害廃棄物量の推計、仮置場候補地の選定  ............. ８１ 

（５） 有害廃棄物等の処理方法の検討 ....................... ８１ 

（６） 職員への教育訓練 ................................... ８１ 

 災害廃棄物処理（発災後） ................................ ８２ 

（１） 組織体制・連絡体制の構築 ........................... ８３ 

（２） 情報の収集・連絡体制の確保 ......................... ８３ 

（３） 避難所ごみ・生活ごみの収集・仮設トイレのくみ取り  ... ８５ 

（４） 収集運搬体制の整備 ................................. ８８ 

（５） 処理スケジュールの作成 ............................. ８９ 

（６） 処理フローの作成 ................................... ９０ 

（７） 災害廃棄物処理実行計画 ............................. ９０ 

（８） 仮置場の設置 ....................................... ９２ 

（９） 被災家屋の解体撤去 ................................. ９５ 

（１０） 分別・処理・再資源化 ............................. ９７ 

（１１） 有害廃棄物、廃家電などの処理 ..................... ９７ 

（１２） 環境対策など ..................................... ９７ 

（１３） 協力・支援体制 ................................... ９７ 

（１４） 水害廃棄物処理に関する留意事項 ................... ９８ 

（１５） 火山噴火による廃棄物について ..................... ９９ 

（１６） 思い出の品など ................................... ９９ 

（１７） 国庫補助の適用 ................................. １００ 

 災害復旧・復興時の対応 ................................ １０１ 

（１） 組織体制、連絡体制の見直し ....................... １０２ 

（２） 平常体制への移行 ................................. １０２ 

（３） 災害廃棄物の処理見込み量の推計 ................... １０２ 

（４） 収集運搬体制の見直し ............................. １０２ 

（５） 処理スケジュール・処理フローの見直し  ............. １０２ 

（６） 災害廃棄物処理実行計画の見直し ................... １０２ 

（７） 仮置場の運用の見直し及び返却 ..................... １０２ 

（８） 仮設焼却施設など ................................. １０３ 

（９） 被災家屋の解体撤去 ............................... １０３ 

（１０） 分別・処理・再資源化 ........................... １０３ 

（１１） 環境対策 ....................................... １０３ 

（１２） 最終処分 ....................................... １０３ 

（１３） 協力・支援体制 ................................. １０３ 


