
様式第９

１　目標の達成状況

（ごみ処理）

203.1 %

　　　　　  １事業所当たりの排出量 78.7 %

生活系　総排出量 130.7 %

　　　　　  １人当たりの排出量 101.9 %

151.4 %

-140.0 %

-150.0 %

0 %

- %

※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）

179,318 163,124

28,591 33,585 109.5 %

15.9 ％ ％ 20.6 ％ 174.1 %

3,974 3,819 100.6 %

2.2 ％ ％ 2.3 ％ 100.0 %

47,438 51,356 93.7 %

26.5 ％ ％ 31.5 ％ 74.6 %

99,315 74,364 98.1 %
※３　（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載

未処理人口 汚水衛生処理未処理人口 75,827

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 2.3

合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口 54,788

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 33.2

公共下水道 汚水衛生処理人口 30,675

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 18.6

集落排水施設等 汚水衛生処理人口 3,795

指標 現　状
（平成23年度）

目　標
      （平成30年度）　　A

実　績
   （平成30年度）   B

実績
/目標※３

総人口 165,085 ―

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量） 0MWh 0MWh 0MWh

最終処分量 埋立最終処分量 7,555t   (10.9%) 6,751t   (10.9%) 6,032t   (10.4%)

再生利用量 直接資源化量 3,771t   ( 5.4%) 3,665t   (5.9%) 2,704t   (4.7%)

総資源化量 10,863t   (15.4%) 10,319t   (16.4%) 8,119t   (13.9%)

222.1㎏/人 210.3㎏/人  (-5.3%) 210.2㎏/人 (-5.4%)

合　 計　事業系生活系総排出量合計　 69,463t 61,925t   (-10.9%) 58,020t　（-16.5%）

　2.31t 2.17t   (-6.1%) 2.20t   (-4.8%)

46,712t 41,382t   (-11.4%) 39,752t   (-14.9%)

指標 現状（割合※１）
（平成23年度）

目標（割合※１）
      （平成30年度）　　A

実績（割合※１）
   （平成30年度）   B

実績
/目標※２

排出量 事業系　総排出量 22,751t 20,543t   (-9.7%) 18,268t   (-19.7%)

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

東総地域 銚子市、旭市、匝瑳市、東総地区広域市町村圏事務組合 Ｈ25.4.1～Ｈ30.3.31 Ｈ25.4.1～Ｈ30.3.31



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

発生抑制、再
使用の推進
に関するもの

11 有料化 構成市及び組合

12
家庭における排出抑制と
再使用の推進

構成市

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

【銚子市】
H28.4月に指定ごみ袋及び清掃セン
ター搬入の際の料金を値上げした。
【旭市】
広域化に向けて構成市の現料金の
把握と統一料金の意向調査等を行
い、会議で検討した。
【匝瑳市】
広域化に向けて、構成市でごみ袋
や直接搬入の料金を決めるため継
続的に協議を実施している。匝瑳市
ほか二町環境衛生組合は最近料
金の変更はなし。

施策の概要
事業実施期間

（事業計画期間）
施策の実績

広域化に向けて、区域内で統
一を図る。必要に応じ、広域
化以前にも見直す。

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

家庭において再生品の使用促
進、使い捨て品の使用抑制に
努め、ごみを出さないライフ
スタイルを実践する。

【銚子市】
広報紙やホームページ等により、資
源ごみの分別や生ごみの水切り・
生ごみ処理機の活用等によるごみ
減量を周知した。
【旭市】
H29.10月にごみの減量化と3R推進
のまち宣言をし、市民宣言事業とし
て３Rを推進し、家庭での実践によ
る排出抑制に取組んでいる。
【匝瑳市】
家庭から排出される生ごみを減量
化及び再資源化するため、生ごみ
処理機及び生ごみ堆肥化容器購入
に対して助成を行っている。



13
事業者における排出抑制
と再使用の推進

構成市

14
行政における排出抑制と
再使用の推進

構成市及び組合

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

事業者は事業活動に伴って生
じるごみの適正処理を行うと
共に、排出抑制、再資源化等
によりその減量に努める。

構成区域の住民、事業者、行
政の役割分担を明確にしつ
つ、ごみに対する総合的かつ
計画的な施策の推進を図る。

【銚子市】
事業者や許可業者に「事業ごみ処
理ガイド」を配布し、事業ごみの適
正処理の仕方を周知した。その際、
古紙類などはリサイクルするよう促
進した。
【旭市】
H29.10月にごみの減量化と3R推進
のまち宣言をし、事業者宣言事業と
して３Rを推進し、事業者の実践に
よる排出抑制に取組んでいる。
【匝瑳市】
事業系ごみの適正な処理について
市の広報紙やホームページで周知
をしている。また、再資源化を実施
している事業者の案内をする。

【銚子市】
広報紙やホームページ等により、住
民・事業者に対して排出抑制・再使
用を促すとともに、衣類回収など市
での取り組みを周知・実施した。
【旭市】
市役所各課に、ごみの減量化推進
員を設置して、公共施設におけるご
みの適正処理、分別及び資源化等
を推進している。
【匝瑳市】
良好な環境を将来に引き継ぐため
に、住民・事業者・行政が一体と
なって環境の保全や排出抑制に取
組んでいる。



15 環境教育の推進 構成市及び組合

16 生活排水対策 構成市及び組合

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

教育委員会、社会教育団体、
小・中学校等と連携し、効果
的な環境学習を推進する。

良好な生活環境の確保と河川
及び海浜の汚濁防止のため、
下水道及び合併処理浄化槽の
普及促進を図る。

【銚子市】
小学校からの清掃センター等の施
設見学を積極的に受け入れた。
【旭市】
小学４年生の社会科授業における
クリーンセンター見学で、ごみ処理
の状況や３Rによる排出抑制の大
切さなどの環境学習を行い推進し
ている。
【匝瑳市】
市では環境学習を行う体制は整っ
ている。また匝瑳市ほか二町環境
衛生組合では小学生を対象に社会
科学習の一環として、施設見学の
受入れをしている。

【銚子市】
単独処理浄化槽や汲み取り式便槽
から合併処理浄化槽への切り替え
に対し補助を実施した。
【旭市】
合併処理浄化槽の設置を促進する
ため、設置費用に対し補助金を交
付。また、既存の単独処理浄化槽
や汲取槽を合併処理浄化槽に転換
する場合には、通常の設置補助に
上乗せして補助金を交付している。
【匝瑳市】
市のイベント時や広報、町会回覧等
で合併処理浄化槽への転換や法定
検査等の啓発を行った。



21
家庭ごみの処理体制の現
状と今後

構成市及び組合

22
事業系ごみの処理体制の
現状と今後

構成市及び組合

23
生活排水処理の現状と今
後

構成市及び組合

処理体制の
構築、変更に
関するもの

下水道及び合併処理浄化槽を
推進する。またし尿処理施設
の汚泥は、含水率70%以下と
し、熱回収施設で処理する。

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

【銚子市】
事業者や許可業者に「事業ごみ処
理ガイド」を配布し、事業ごみの適
正処理の仕方を周知した。その際、
古紙類などはリサイクルするよう促
進した。
【旭市】
事業者宣言事業として３Rを推進
し、事業者の実践による排出抑制
に取組んでいる。
【匝瑳市】
缶やビンなどを資源物として引受け
てくれるリサイクル事業者や、飲食
店からの食品残渣を引受けている
廃棄物業者を案内している。

【銚子市】
単独処理浄化槽や汲み取り式便槽
から合併処理浄化槽への切り替え
に対し補助を実施した。
【旭市】
合併処理浄化槽の設置を促進して
いる。
【匝瑳市】
事業計画期間中、合併処理浄化槽
の個人設置について３３０基助成し
た。

事業系一般廃棄物を排出して
いる事業所に対し、減量化・
資源化について指導、普及、
啓発を行う。

市と組合の役割を明確にし、
市は３Ｒ推進を行い、組合は
中間処理・処分施設の維持管
理を行う。

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

【銚子市】
組合と環境担当課長会議等を通じ
て協議してきた。
【旭市】
市民宣言事業として３Rを推進し、
家庭での実践による排出抑制に取
組んでいる。
【匝瑳市】
3R推進のため、資源ごみ集団回収
奨励金、資源物の無料回収、使用
済み小型家電回収などを実施して
いる。



1 高効率ごみ発電施設 組合

2
マテリアルリサイクル推
進施設

組合

4 最終処分場 組合

6 合併処理浄化槽
銚子市
旭　市
匝瑳市

施設整備に
係る計画支
援に関するも
の

31 １の計画支援 組合

32 2の計画支援 組合
環境影響評価、測量・地質調
査、基本設計、井水調査、事業
者選定アドバイザリー等

マテリアルリサイクル推進施設整備
に係る環境影響評価、測量・地質
調査、基本設計、井水調査、事業
者選定アドバイザリー業務等を実
施

処理施設の
整備に関する
もの

H26～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

マテリアルリサイクル推進施設
整備事業

最終処分場整備事業

合併処理浄化槽

Ｈ29
（Ｈ29～Ｈ32）

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

用地買収を実施

用地買収を実施

浄化槽設置整備事業
【銚子市】平成25年度： 8基
　　　　　平成26年度： 5基
　　　　　平成27年度： 9基
　　　　　平成28年度： 8基
　　　　　平成29年度： 6基
　　　　　　合計　　  36基
【旭　市】平成25年度：38基
　　　  　平成26年度：39基
　　 　 　平成27年度：32基
　　 　 　平成28年度：34基
　　 　 　平成29年度：47基
　　 　　　合計　 　 190基
【匝瑳市】平成25年度：78基
          平成26年度：82基
          平成27年度：63基
          平成28年度：57基
          平成29年度：50基
           合計　　　330基

環境影響評価、測量・地質調
査、基本設計、井水調査、事業
者選定アドバイザリー等

H26～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

高効率ごみ発電施設整備に係る環
境影響評価、測量・地質調査、基本
設計、井水調査、事業者選定アドバ
イザリー業務等を実施

高効率ごみ発電施設整備事業 用地買収を実施
Ｈ29

（Ｈ29～Ｈ32）

Ｈ29
（Ｈ29～Ｈ32）



33 3の計画支援 組合

34 4の計画支援 組合

35 長寿命化計画 銚子市

35
し尿処理施設基幹的設備
改良事業の計画支援

銚子市

その他

41
廃家電のリサイクルに関
する普及啓発

構成市及び組合

H29
(H29)

【銚子市】
ごみの出し方のチラシに家電リサイ
クル四品目の引き取り等について
記載し、家電リサイクル四品目の適
正な処理を促進した。
【旭市】
小型家電は、クリーンセンターでの
ピックアップ回収と市役所本庁、第
２庁舎、各支所でのボックス回収の
２方式によりリサイクルしている。
【匝瑳市】
公共施設やスーパー等に小型家電
回収ボックスを設置して、小型家電
を再資源化していて、市ホームペー
ジで周知している。

関連団体や小売店などと協力
して普及啓発を行う。

Ｈ29
（Ｈ29～Ｈ32）

基本計画
サテライトセンター等施設整備に係
る基本計画を策定

銚子市衛生センター基幹的設備改
良事業に係る基本設計と発注仕様
書等を作成した。

最終処分場整備に係る生活環境影
響調査、測量・地質調査、基本設
計、実施設計業務等を実施

銚子市衛生センター長寿命化総合
計画を策定した。

基本設計、発注仕様書等

銚子市衛生センター長寿命化
計画

H27～Ｈ29
（Ｈ27～Ｈ29）

生活環境影響調査、測量・地
質調査、基本設計、実施設
計、仕様書等

H28
(H28)

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）



42 不法投棄対策 構成市及び組合

43
災害時の廃棄物処理体制
の整備

構成市及び組合

【銚子市】
環境省主催の災害廃棄物処理計
画作成モデル事業に参加し、広域
化を踏まえた効果的な災害廃棄物
処理計画の重要性について構成市
及び組合とともに相互理解を図っ
た。
【旭市】
旭市地域防災計画に記載。またR2
年度に災害廃棄物処理計画策定予
定
【匝瑳市】
市地域防災計画がH27年度に修正
される。また匝瑳市ほか二町環境
衛生組合管内の構成市町の地域
防災計画に従い、収集・運搬・処分
が迅速に行えるよう、構成市町と協
力して取組んでいる。

千葉県、近隣自治体との連携
や地域防災計画等の整備

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）

【銚子市】
環境監視員によるパトロールによ
り、不法投棄箇所の発見及び不法
投棄禁止の指導を行った。
【旭市】
不法投棄監視員による監視、委託
業者・環境課職員による巡回パト
ロールを随時実施。監視カメラ導入
により投棄者の特定に努めている。
【匝瑳市】
毎月、市不法投棄監視員と合同で
市内のパトロールを行う。また、県
地域振興事務所と合同で年２回パ
トロールを実施。

パトロール、監視の強化、住
民、関係機関との連携、監視
カメラ設置

H25～Ｈ29
（Ｈ25～Ｈ29）



３　目標の達成状況に関する評価

　（都道府県知事の所見）

【ごみ処理】
●排出量
　事業系及び生活系総排出量について目標を達成することができた。ごみの分別、減量などの排出抑制や再使用などについての啓発、ごみ処理手数料の値
上げ等により、目標値より大幅な減少となった地域があったことが要因と考えられる。また１事業所当たりの排出量は、目標を達成することができなかったも
のの、事業系総排出量は目標値から２，２７５ｔ減少の１８，２６８ｔと目標を達成することができたことから、排出量全体として、目標を達成することができたと考
えている。

●再生利用量
　直接資源化量及び総資源化量ともに目標を達成することができなかった。排出量の減少やペットボトル、缶及び新聞等について、小売店の店頭での回収
等、行政回収以外の方法により資源化されている影響が考えられる。

●最終処分量
　平成30年度の最終処分量において、目標値６，７５１ｔに対して、６，０３２ｔの実績であり、目標を達成することができた。

【生活排水処理】
　汚水衛生処理未処理人口については、目標値７５，８２７人に対して、実績が７４，３６４人と減少していることから目標を達成することができたと考えている
が、合併処理浄化槽等の汚水衛生処理人口（汚水処理人口普及率）については、平成２３年度４７，４３８人（26.5％）から平成３０年度５１，３５６人（31.5％）と
増加したものの、目標を達成することができなかった。人口減少や単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの転換整備が進まなかったことが要因として考えられ
る。

１ごみ処理
　　家庭系ごみについては、総排出量、１人当たりの排出量のいずれも目標を達成しているが、事業系ごみについては、総排出量の目標は達成しているもの
の、１事業所当たりの排出量の目標は、目標達成には至っていない。
　再生利用量については、直接資源化量、総資源化量いずれも減少傾向であり、目標の達成には至っていない。
　最終処分量については、目標を達成している。
　今後は、改善計画書に基づき各種施策を総合的に進めることにより、排出抑制及び再生利用を促進し、さらなる最終処分量の削減を図る必要がある。

２生活排水処理
　合併処理浄化槽等の汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理未処理人口の２つの指標のうち、汚水衛生処理未処理人口については目標を達成したが、合併
処理浄化槽等の汚水衛生処理人口については、目標を達成できなかった。
　今後は、合併処理浄化槽の設置事業を計画的に進めるなどにより、さらに汚水衛生処理人口の拡大を図る必要がある。


