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議員や行政マンに必要な基礎知識を詰め込んだポケットブック
「廃棄物 ・ リサイクル」 は、 持続型社会形成の根幹をなすキーワード。

NPO 日本自治 ACADEMY / グリーンシード 21 編著
A6 版・定価 500 円 （平成 27 年 5 月 30 日発刊）（5,000 円以上、送料無料）
※Vol.1「財政編」 1 冊 200 円、Vol.2「福祉編」 1 冊 400 円、Vol.3「再生可能エネルギー編」 1 冊 500 円
（全 36 頁・44 用語）
（全 64 頁・99 用語）
（全 91 頁・129 用語）

●廃棄物の排出量は、少子高齢化に伴う人口減少や経済構造の変化、
リサイクルの推進等により、減少の傾向にあります。
●廃棄物の減量化に重きをおいたリサイ
クルの推進、循環を質の面からも据え、
安心・安全を確保した上で、廃棄物等
を貴重な資源やエネルギー源として有
効活用する必要があります。
●本手帳は、「廃棄物・リサイクル」を
取り巻く状況や、これに関する基礎知識
を豆辞典風にまとめてあります。

活力ある地方自治の運営のために

知って得する自治用語手帳
Vol.4「廃棄物・リサイクル編」

ＮＰＯ日本自治ＡＣＡＤＥＭＹ
グリーンシード２１

発刊にあたって
近年の急速な時代の変化に対応していくため、私たち NPO 日本自治アカデミーとグリーンシード２１のメンバーは、地域課題解決
を目指し、日々考え、迅速に行動していかなければならないとの思いを強くしているところです。そのため、地方議員と行政職員は活
発な政策論議を深めていくことが重要であると考えています。その際、難解な専門用語を正しく理解していくことが大切であるとの認
識に立って「知って得する自治用語手帳」の作成に取り組んでまいりました。
２０１２年には創刊として地方財政制度に視点を当てた「財政編」を、２０１３年には「福祉編」、２０１４年には「再生エネルギー編」
を発行しました。そして今回、４冊目として「廃棄物・リサイクル編」を発行する運びとなりました。
私たちは、これらの小冊子が地方自治発展の一助となることを願いつつ、試行錯誤を重ねながらテーマの設定から編集、発刊といっ
た作業を進めてまいりました。手にとって下さった皆様に幅広くご活用いただければ幸いです。
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廃棄物の処理方法

廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業
循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている
[1] リデュース、[2] リユース、[3] マテリアル・リサイクル、
[4] サーマル・リサイクルの優先順位に従い、廃棄物処理業
者等が行う温暖化対策に資する高効率の廃棄物エネルギー利
用施設やバイオマス利用施設の整備事業に対して支援を行
う。

間以上等の焼却施設､一般廃棄物では､処理能力が 5t/ 日以上
のごみ処理施設など､産業廃棄物では､処理能力が 5t/ 日以上
の木くず又はがれき類の破砕施設､処理能力が 0.lt/ 日以上
の廃プラスチック類の焼却施設などが政令で定められてい
る。
また､最終処分場や焼却施設など特定の処理施設は､環境影
響調査や告示縦覧が義務づけられている｡

循環型社会形成推進交付金
市町村が、廃棄物の 3R（リデュース、
リユース、
リサイクル、
後述）を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物
処理・リサイクル施設整備を計画（循環型社会形成推進地域
計画）し、計画に位置付けられた施設整備に対し交付金を交
付するもの。
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