
様式第９

地域名

小浜市

１　目標の達成状況

（ごみ処理）

実績B

/目標A※２

事業系　総排出量（資源除く） 3,408t 2,682t (-21.3%) 3,270t (-4.0%) 18.8%

　　　　１事業所当たりの排出量 1.57t 1.23t (-21.7%) 1.70t (8.3%) -38.2%

生活系　総排出量（資源除く） 6,670t 5,967t (-10.5%) 7,104t (6.5%) -61.9%

　　　　１人当たりの排出量 211kg/人 208kg/人 (-1.4%) 238kg/人 (12.8%) -914.3%

合　計　事業系生活系総排出量合計 10,078t 8,649t (-14.2%) 10,374t (2.9%) -20.4%

再生利用量 直接資源化量 1,325t (10.5%) 1,260t (11.4%) 1,234t (9.7%) -88.9%

総資源化量 2,711t (21.5%) 2,589t (23.4%) 2,342t (18.4%) -163.2%

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量） － 　MWh － 　MWh － 　MWh

最終処分量 埋立最終処分量 985t (7.8%) 1,005t (9.1%) 1,069t (8.4%) 46.2%

 ※１　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

 ※２　排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合－現状の割合）/（目標の割合－現状の割合）を記載。

（生活排水処理）

実績B

/目標A※３

総人口 －

汚水衛生処理人口 269.4%

汚水衛生処理率 144.4%

汚水衛生処理人口 79.2%

汚水衛生処理率 28.5% (28.51%) 28.5% (28.49%) 2550.0%

汚水衛生処理人口 122.1%

汚水衛生処理率 145.5%

未処理人口 汚水衛生未処理人口 127.5%

 ※３　（実績の割合－現状の割合）/（目標の割合－現状の割合）を記載。

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

構成市町村等名 計画期間 事業実施期間

福井県小浜市 平成22年4月1日～平成29年3月31日 平成22年度～平成28年度

実　績

（平成20年度） （平成29年度）A （平成29年度）B

指　　　　　　標
現状（割合※１） 目標（割合※１） 実績（割合※１）

（平成23年度） （平成29年度）A （平成29年度）B

排出量

指　　　　　　標
現　状 目　標

32,155 28,620 29,838

公共下水道 15,058 16,238 18,237

46.8% 56.7% 61.1%

集落排水施設等 9,168 8,154 8,365

28.0%

6,416 3,200 2,315

合併処理浄化槽等 1,513 1,028 921

4.7% 3.6% 3.1%



２　各施策の実施状況

施策種別
事業
番号

施策の名称等 実施主体 施策の概要
事業実施期間

（事業計画期間）
施策の実績

発生抑制、再
使用の推進に
関するもの 11 ３Ｒ啓発 小浜市

３Ｒに関する情報提供やごみの発生
が少ない商品の利用拡大のための啓
発活動など

H22～H28
（H22～H28）

・平成２２年度　「ごみの分け方ルールブック」を改訂
・出前講座による啓発活動
・平成２６年度　関係団体と、レジ袋削減に向けた取り組みに関する協定
を締結

12
減量化再利用の
推進

小浜市

ごみの有料化検討を含めた事業系一
般廃棄物減量の推進など

H22～H28
（H24～H28）

・平成２２年度　事業系ごみ持込手数料を値上げ改定
　　可燃ごみ10㎏あたり70円から100円に値上げ
　　不燃ごみ10㎏あたり50円から80円に値上げ
・平成２８年度から商工会議所の協力を得て、年末年始の宴会シーズンに
合わせた「宴会五箇条」の周知等、「食べきり運動」を展開
・生ごみの堆肥化を促進するため、市内イベントにおいてＥＭ菌を配布

13
リサイクルの推
進

小浜市

衣類・小型家電のリサイクル推進及
びリサイクル情報の提供など H24～H28

（H22～H28）

・平成２４年度から市庁舎内に廃小型家電回収ＢＯＸを設置
・平成２７年度から古着および廃小型家電の拠点回収を実施（年３回）

14
生活排水普及啓
発事業

小浜市

生活排水対策に関する普及啓発を行
う。

H22～H28
（H22～H28）

・市内スーパー等において街頭啓発活動を実施
・平成２５年度から小学生を対象に浄化センター（下水処理場）見学会を
実施
・小中学生を対象に下水道ポスターコンクールを実施
・平成２６年度から小中学生を対象に下水道マンホールふたデザインコン
テストを実施
・水洗化促進のため戸別訪問や文書の送付を実施

処理体制の構
築、変更に関
するもの

21 ごみ

ごみ処理の広域化の検討

H25～H28
（H25～H28）

　平成２５年度　嶺南６市町に共通する行政課題を研究するため、「嶺南
地域広域行政研究会」を設置するとともに、「廃棄物処理広域化専門部
会」を設置した。
　平成２６年度　「廃棄物処理広域化準備室」を小浜市に設置し、「一般
廃棄物処理広域化基本計画」を策定
　平成２７年度以降も、嶺南市町で定期的にごみ処理の広域化に向けて協
議・検討を行った。

22 ごみ

事業系ごみ料金見直しに向けた収集
体制の検討 H24～H28

（H24～H28）

　ごみ料金や収集体制について、広域化に合わせて見直しを行うこととし
て、検討を行った。

処理施設の整
備に関するも
の

1
合併処理浄化槽
整備

小浜市

設置に対する補助
H22～H28

（H22～H28）

補助実績　　平成２２年度：５基　　２３年度：４基
　　　　　　　　２４年度：４基　　２５年度：５基
　　　　　　　　２６年度：４基　　２７年度：６基
　　　　　　　　２８年度：０基

⑨2施策の実施状況－2



２　各施策の実施状況

施策種別
事業
番号

施策の名称等 実施主体 施策の概要
事業実施期間

（事業計画期間）
施策の実績

2 基幹改良 小浜市

小浜市クリーンセンター基幹的設備
改良工事 H27～H28

（H27～H28）

　平成２７年度～２８年度　小浜市クリーンセンター基幹的設備改良工事

施設整備に係
る計画支援に
関するもの 31 発注支援 小浜市

小浜市クリーンセンター大規模改修
工事に係る発注支援業務 H26

（H26）

　平成２６年度　小浜市クリーンセンター大規模改修工事に係る発注支援
業務

長寿命化計画
策定支援に関
する事業 32 長寿命化計画 小浜市

小浜市クリーンセンター長寿命化計
画 H25

（H25）

　平成２５年度　小浜市クリーンセンター長寿命化計画策定

その他

41 災害廃棄物 小浜市

小浜市地域防災計画に準じて対策を
推進する。 H22～H28

（H22～H28）

　平成２８年度から、県内の災害廃棄物担当課長会議に参画し、連絡体制
および応援手順等の策定や、仮置き場の検討等を行った。

42 海ごみ対策 小浜市

釣り客のごみ投棄対策の推進。県や
関係機関との連携した清掃実施。 H22～H28

（H22～H28）

　漁協組合主催の協議会に参画し、海ごみの適正な分別や処理、計画的な
施設受け入れについて協議し、清掃活動を実施

43 不法投棄対策 小浜市

地区住民・ボランティアと協力して
対策を実施していく。

H22～H28
（H22～H28）

・「環境美化デー」を設けて、市民・事業者・行政の協働による清掃活動
を実施
・地区等に対して、不法投棄禁止を呼びかける看板を無償提供
・地区等が行うボランティア清掃に対して、ごみ袋等の無償提供およびご
みの回収について協力

44 環境教育 小浜市

ごみ処理施設見学、３Ｒ教材作成な
どによる啓発 H22～H28

（H22～H28）

　小浜市クリーンセンター、小浜市リサイクルプラザで施設見学を受け入
れ。小浜市のごみの分別ルールが学べるデジタル教材などを用いて、３Ｒ
についての周知啓発を実施

⑨2施策の実施状況－3



①排出量
・

・

・

②再生利用量
・

③最終処分量
・

①公共下水道
・

・

②集落排水施設等
・

・

③合併処理浄化槽等
・
・

④未処理人口
・

生活系の総排出量（資源除く）は目標値5,967トンに対して7,104トン、１人当たりの排出量は目標値208㎏に対して238㎏で、いずれも目標を

３　目標の達成状況に関する評価

　【ごみ処理】

事業系生活系総排出量合計（資源除く）は目標値8,649トンに対して10,374トンで、目標を達成できなかった。

直接資源化量は目標値1,260トンに対して1,234トン、総資源化量は目標値2,589トンに対して2,342トンで、いずれも目標の達成に至らなかった。

事業系の総排出量（資源除く）は目標値2,682トンに対して3,270トン、１事業所当たりの排出量は目標値1.23トンに対して1.70トンで、いずれも

平成23年度実績（3,408トン）と比較すると、約4％削減したが、目標の達成には至らなかった。
目標を達成できなかった。

達成できなかった。

目標値1,005トンに対して実績は1,069トンであり、目標を達成できなかった。

　【生活排水処理】

目標値16,238人に対して実績は18,237人であり、目標を達成している。

汚水衛生処理率も目標値56.7％に対して実績は61.1％であり、目標を達成している。

目標値8,154人に対して実績は8,365人であり、目標を達成している。

汚水衛生処理率は目標値28.5％に対して実績が28.0％であり、目標の達成には至らなかった。

目標値1,028人に対して実績は921人であり、目標を達成できなかった。

目標値3,200人に対して実績は2,315人であり、目標を達成している。

汚水衛生処理率も目標値3.6％に対して実績は3.1%であり、目標を達成できなかった。

⑨3評価－4



（都道府県知事の所見）

【ごみ処理】
　排出量、再生利用量、最終処分量すべての項目について目標を達成できていない。このうち、生活系ごみの排出量については、現状よりも増加しており、ま
た、事業系ごみについても、総排出量が減少しているものの、１事業所当たりの排出量が現状よりも増加している。目標未達の要因を的確に把握し、これまで
実施してきた各施策の効果について十分検証した上で、施策内容の見直しを適切に行い、改善に努めていただきたい。
【生活排水処理】
　浄化槽設置整備事業については、整備計画基数35基に対して整備実績は28基と、計画を下回っている。しかし、諸政策の実施により、汚水衛生未処理人口は
6,416人から2,315人にまで減少しており、着実に生活排水処理の改善に繋がっていることが認められる。引き続き整備を進め、汚水衛生処理率の向上に努めて
いただきたい。

⑨3評価－5


