
様式第８ 
平成２７年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 
山陽小野田市 山陽小野田市 平成22年4月1日～平成27年3月31日 平成22年4月1日～平成27年3月31日 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 

指      標 現状（割合※１） 
（平成２０年度） 

目標（割合※１） 
 （平成２７年度） A 

実績（割合※１） 
  （平成２７年度）   B 

実績B 
/目標A 

排出量 事業系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 
家庭系 総排出量 
    １人当たりの排出量 

     6,348t 
     2.43t 
    19,770t 
   231kg/人 

      5,498t 
      2.43t 
    17,816t 
    199kg/人 

(-13.4%) 
(  0.0%) 
( -9.9%) 
(-13.9%) 

6,295t 
     2.64t 
   18,429t 
   288kg/人 

(- 0.8%) 
(  8.6%) 
( -6.8%) 
( 24.7%) 

114.5% 
108.6% 
103.4% 
114.7% 

合 計 事業系家庭系総排出量合計      26,118t      23,314t (-10.7%)    24,724t ( -5.3%) 106.0% 
再生利用量 直接資源化量 

総資源化量 
       447t 
     5,516t 

( 1.7%) 
(20.5%) 

       432t 
     6,395t 

(  1.9%) 
( 26.3%) 

      472t 
     5,715t 

(  1.9%) 
( 23.1%) 

109.3% 
89.4% 

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量）     ―  MWh      ―  MWh     ―  MWh   
減量化量 中間処理による減量化量     21,097t (80.8%)     17,661t ( 75.8%)    21,320t ( 86.2%) 120.7% 
最終処分量 埋立最終処分量       292t ( 1.1%)        225t (  1.0%)       265t (  1.1%) 117.8% 

 ※１ 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合 
 
（生活排水処理） 

指      標 現 状 
（平成２０年度） 

目 標 
 （平成２７年度） A 

実 績 
 （平成２７年度） B 

実績B 
/目標A 

総人口            66,006 65,285 64,100 ― 
公共下水道 汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 
          26,937 
            40.8 ％ 

          29,910 
45.8 ％ 

           30,445 
47.5 ％ 

101.8 % 
103.7 % 

集落排水施設等 汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

1,718 
             2.6 ％ 

1,718 
  2.6 ％ 

1,601 
2.5 ％ 

93.2 % 
96.2 % 

合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

          14,039 
            21.3 ％ 

20,428 
31.3 ％ 

17,332 
27.0 ％ 

84.8 % 
86.3 % 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 23,312 13,229            14,722 111.3 % 

 



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 ごみの有料化 山陽小野田市 
家庭系可燃ごみと粗大ごみ収集の有料化に
より、発生抑制に資する。また、事業系ごみ
についても有料にて処理を行っている。 

平成22年度～ 
平成27年度 

平成26年度に家庭系ごみの持ち込
み手数料改定を実施。事業系ごみ
の手数料改定については検討中。 

12 環境教育・学習 山陽小野田市 
小中学生の施設見学を継続する。また、リサ
イクル講習会や環境衛生推進協議会の開催、
環境衛生推進員の活用を継続する。 

平成22年度～ 
平成27年度 

新ごみ処理施設稼動に伴い施設見
学の充実を図った。環境衛生推進
協議会の開催、環境衛生推進員の
活用は継続中。 

13 普及・啓発 山陽小野田市 

広報により先進事例を紹介し、また、ごみの
分別の徹底や過剰包装自粛のためのチラシ
を定期的に作成・配布する。また、生ごみの
減量化についても啓発を行う。 

平成22年度～ 
平成27年度 

毎月1日号の市広報で、ごみ出しワ
ンポイントとしてごみの出し方を
啓発している。環境衛生センター
ホームページの充実に平成27年度
着手した。 

14 助成等 山陽小野田市 
家庭用生ごみ処理容器の購入補助及び資源
集団回収の奨励金交付を奨励する。 

平成22年度～ 
平成27年度 

一般家庭から排出される生ごみの
減量化や再資源化できるごみの分
別に対する助成を継続している。 

15 
容器包装等の抑
制 

山陽小野田市 

マイバッグ運動の実施を継続するとともに、
スーパー等に対し簡易包装の実施や店頭回
収を要請し、協力店については広報等で紹介
する。また、レジ袋の無料配布中止について
は継続するよう要請する。 

平成22年度～ 
平成27年度 

ホームページにてマイバッグの推
進やレジ袋の無料配布中止をして
いる店舗を掲載し啓発している。 

16 再使用の推進 山陽小野田市 

不用品交換に係る催しへの支援やリサイク
ルセンターでのイベントの企画・開催を継続
する。また、グリーン購入の推進を行い、B
DFを公用車燃料として使用する。その他、刈
草、剪定枝、汚泥等の堆肥化を行うと共に、
ごみ堆肥化モデル事業を実施する。 

平成22年度～ 
平成27年度 

環境活動推進団体等との連名で３
Ｒについてのチラシを作成。全自
治会に回覧し啓発した。 



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 

処理体制
の構築、
変更に関
するもの 

21 分別収集の徹底 山陽小野田市 
市民並びに事業所の分別協力を得るための
パンフレットを作成するなどの啓発を行い、
分別の徹底を図る。 

平成22年度～ 
平成27年度 

平成26年版家庭ごみの出し方を各
戸配布した。半期ごとに各戸配布
するごみカレンダーに分別収集の
情報を掲載している。 

22 
焼却灰のリサイ
クル 

山陽小野田市 
焼却灰はセメント原料としての資源化を継
続する。 

平成22年度～ 
平成27年度 

新ごみ処理施設稼動後も飛灰、主
灰ともセメント原料として資源化
を継続している。 

23 
資源ごみ拠点回
収施設の移設等
の検討 

山陽小野田市 

以前設置していた資源ごみ拠点回収施設は
現在休止しているため、今後、処理の状況や
市民の意見などを踏まえて、移設等を検討す
る。 

平成22年度～ 
平成27年度 

環境衛生センター脇に新たに資源
デポを設け毎日曜日に開放するこ
とで市民からの資源ごみ持込に対
応している。 

処理施設
の整備に
関するも
の 

1 
新ごみ処理施設
事業 

山陽小野田市  
平成22年度～ 
平成27年度 

新ごみ処理施設は平成27年3月に
竣工、同年4月から稼動している。 

2 合併浄化槽整備 山陽小野田市 

生活環境の向上と公共水域の水質保 
全を図るため、対象地域の専用住宅 
に浄化槽設置するものに対して補助 
金を交付する。 

 平成22年度～ 
 平成26年度 

浄化槽設置数 423基 
平成22年度 93基 
平成23年度 89基 
平成24年度 93基 
平成25年度 74基 
平成26年度 74基 

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 

32 1の計画支援 山陽小野田市  
 平成22年度～ 
 平成27年度 

平成27年3月に新ごみ処理施設竣
工。 



 

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 

その他 

41 
再生利用品の需
要拡大 

山陽小野田市 

焼却灰はセメント原料としての資源化を継
続し、分別収集されるものの品質向上に努
めるとともに、事業者はリサイクル製品の
開発、製造、販売等を行うよう要請する。 

 平成22年度～ 
 平成27年度 

焼却灰のセメント原料化は継続
中。リサイクル製品に関する普及
啓発にも取組んでいる。 

42 
家電リサイクル
に関する普及啓
発 

山陽小野田市 
家電リサイクル法に基づく処理の普及啓発
を行う。 

平成22年度～ 
 平成27年度 

ホームページ等で家電リサイクル
法に基づく処理の啓発を行ってい
る。小型家電については各公民館
等に回収ボックスを設置し、回
収・資源化の啓発を継続中。 

43 不法投棄対策 山陽小野田市 
各種啓発パンフの配布や防止看板を無料提
供する。また、地元住民や警察等関係機関
と連携してパトロールを実施する。 

 平成22年度～ 
 平成27年度 

不法投棄パトロールの実施。不法
投棄事案について警察等関係機関
と連携し再発防止に努めている。 

44 
災害時の廃棄物
処理体制の構築 

山陽小野田市 
「地域防災計画」及び「環境行政広域連携
協定」に基づき、地域内及び周辺環境との
連携体制を構築する。 

 平成22年度～ 
 平成27年度 

新たに萩市を加え山口県西部6市
で「環境行政広域連携に関する協
定」を平成27年4月1日に締結した。 



３ 目標の達成状況に関する評価 

（ごみ処理） 
事業系一般廃棄物については、減少傾向にあるものの、目標を達成できていない。これは、景気回復による経済活動の活性化が主な原因で
あり、分別の不徹底のほか、産業廃棄物の混入も考えられる。このため、平成27年度中に、収集運搬事業者への指導、積荷検査等を通じて分
別等の徹底に取り組み始めたところであり、引き続き減量化に努めている。 

家庭系一般廃棄物については、大幅に減少したが、目標を達成できていない。これは、人口減にもかかわらず世帯数が増加していることが
理由と考えられる。このため、１人当たりの排出量は大幅な増加となっており、今後、ごみ減量化へ向け一層の啓発活動が必要である。 
（参考：世帯数の推移 平成22年10月1日：28,259世帯から平成27年3月31日：28,600世帯） 

総排出量についても、平成20年度比で5.3％削減できているが、目標値（▲10.7%）は達成できていない。 

直接資源化量については、資源ごみの分別化が進んだことから、目標を達成している。 

総資源化量については、増加傾向にあるものの、目標を達成できていない。これは、スーパー等によるトレイ回収等の事業者の取組が進ん
だためと考えられる。 

最終処分量については、総排出量の減少に伴い減少しているものの、目標は達成できていない。目標達成のためには、総排出量の一層の削
減が不可欠である。 

  
（生活排水処理） 

公共下水道については、目標に対する実績は101.8％で目標を達成した。 

農業集落排水施設等については、目標に対する実績は93.2％で目標を達成できなかった。これは、集落排水施設は人口の減少に伴うもので
ある。 

合併処理浄化槽等については、目標に対する実績は84.8％で目標を達成できなかった。これは、人口減少に加え、下記のとおり設置基数の
減少によるのもと考えられる。 

 
（合併浄化槽整備の実績） 
  平成22年度から平成26年度までの設置予定基数を500基としていたが、実績は423基であった。 
これは、平成17年度から21年度の設置基数が目標値を上回り、増加傾向であったことから、高い予定基数（500基）としたことに加え、目

標値を上回る人口減少が原因と思われる。（目標値65,285人 → 実績値64,100人） 
  人口減少の影響を受けた農業集落排水整備区域及び合併浄化槽整備区域における排水処理整備が進まなかったことから、汚水衛生未処理人
口も１万４千人以上と目標値を達成できておらず、今後も当事業の継続が必要である。 

 



（都道府県知事の所見） 

ごみ処理については、基準年と比較して、総排出量や最終処分量は減少し、再利用量は増加しているものの、再生利用量（直接資源化量）

以外の項目で目標を達成していない。 

未達成の主な要因として、世帯数の増加による１人当たりの家庭ごみの排出量の増加と推察されることから、リサイクルに向けたごみの分

別の徹底や、ごみ減量化に向けた一層の普及啓発が必要である。 

また、事業系総排出量の削減に向けては、産業廃棄物の混入防止対策として、既に展開検査に取り組まれているので、検査頻度を上げるな

どの対策を強化するとともに、事業者への周知徹底が求められる。 

今後は、一般廃棄物処理計画に基づき、未達成項目に関する施策の充実強化を図り、引き続き、循環型社会形成の推進に取り組まれたい。 

 

生活排水処理については、公共下水道の処理人口・普及率で目標値を達成しているが、集落排水及び合併処理浄化槽では目標値を達成して

いない。 

当初の想定以上の人口減少となる中で、公共下水道の整備を中心に、未処理人口が大幅に減少していることから、生活排水処理の改善が実

現している。 

今後も、未処理人口の減少に向け、単独浄化槽からの転換を含め、一層の処理施設の整備促進に取り組まれたい。 

 
 


