
 様式第８ 
平成２５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 

山形県 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、小国町 H19.4.1～H24.3.31 平成19年度～平成23年度 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 

指      標 
現状（割合※１） 
（平成17年度） 

目標（割合※１） 
（平成24年度） A 

実績（割合※１） 
（平成24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事業所当たりの排出量 

26,851t 
2.07t 

48,814t 
203.6kg/人 

 

25,564t 
1.97t 

47,612t 
203.3kg/人 

(-4.8%) 
(-4.8%) 
(-2.5%) 
(-0.1%) 

20,866t 
      1.79t 

44,340t 
   199kg/人 

(-22.3%) 
(-13.5%) 
(-9.2%) 
(-2.3%) 

 81.6% 
  90.9% 
  93.1% 
  97.9% 

合 計 事業系家庭系総排出量合計 75,665t  73,176t (-3.3%)     65,206t (-13.8%)   89.1% 

再生利用量 
直接資源化量 
総資源化量 

8,474t 
12,714t 

(11.2%) 
(16.4%) 

10,358t 
15,781t 

(14.2%) 
(21.0%) 

8,465t 
10,391t 

(13.0%) 
(15.6%) 

  81.7% 
  65.8% 

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量） 15,507MWh  15,600MWh  15,356MWh   

減量化量 中間処理による減量化量 55,755t (73.7%) 50,933t (69.6%)   47,391t (72.7%)   93.0% 

最終処分量 埋立最終処分量 9,076t (12.0%) 8,473t (11.6%)     9,115t (14.0%)  107.6% 

 ※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  年度） 

目 標 
（平成  年度） A 

実 績 
（平成  年度） B 

実績B 
/目標A 

総人口        ― 

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                   ％                   ％                   ％ 

      % 
      % 

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                   ％                   ％                   ％ 

      % 
      % 

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                   ％                   ％                   ％ 

      % 
      % 

未処理人口 汚水衛生未処理人口          % 
 



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 ごみ有料化の見直し 組合 平成11年度に行った有料化につい
て、さらに見直しを図る。 H19～H22 

H20年4月1日より直接搬入ごみ処理手数
料改正  
100円/10kg → 150円/10kg 

H22年4月1日より指定ごみ袋ごみ処理手
数料改正  
可燃ごみ袋(大) 40円 → 50円 
可燃ごみ袋(小) 25円 → 35円 
不燃ごみ袋(大) 40円 → 50円 
不燃ごみ袋(小) 25円 → 35円 

12 
分別の徹底と排出抑
制の推進 構成市町 

・分別を徹底し、資源化を図る。 
・生ごみ処理機助成の充実を図る
とともに、ＢＤＦを推進する。 

・不用品交換やバザーの情報提供
を行う。 

H19～H23 

 
（米沢市） 

生ごみ処理容器の購入費補助をH22年度
から開始した。 
H22 116件 補助金額186,400円 
H23 110件 補助金額189,500円 

（長井市） 
H20年に全戸配布用のごみ分別ポスター
を作成。 
健康カレンダー、市報等への掲載により

ごみ分別意識の啓発を行い、分別の徹底、
資源化の推進を図っている。 
（南陽市） 
・毎年、ごみ分別カレンダーを全戸配布し、
分別・回収日・記名の周知徹底を行った。 
・生ごみ堆肥化処理容器設置に市費での助
成を行った。（H19~23年度総計225件） 
・毎年、市消費者連合会と連帯し、資源の
見直しバザー（不用品無償提供後販売）を
開催した。 
・毎年、集団資源回収を実施した子ども会
等に市費での奨励金を交付した。（年平均9
2団体） 
（高畠町） 
・19分別に増  
19年度～ 一部地域で生ごみ回収開始 



23年度～ 廃食油回収開始 
回収量  生ごみ H19～23 996ｔ 
     廃食油 H23～ 12,761ℓ 
ＢＤＦ製造量   H23  13,600ℓ 

・生ごみ処理機助成 
 環境衛生組合連合会に助成 
・フリーマーケットの開催 
 毎年1回 たかはた秋まつりで実施 
・木材リユース事業 
 廃材を再利用しごみ収集所製作 
  H19～23   13基 
（川西町） 
・ごみ分別の手引き全戸配布(H22) 
・ごみ収集カレンダー、啓発チラシの全戸
配布(H19～H23) 

・ごみ収集所への分別啓発ポスター貼付(H
23) 

・町民を対象としたＢＤＦ精製工場視察(H
23) 

・広報誌による啓発（H19～H22） 
（白鷹町） 
生ごみ堆肥化事業（ボカシ作り講習会） 
廃食用油回収及びBDF化 
廃食用油固形せっけん作り 
エコクッキング 
コンポスト容器購入助成 
ごみ処理バケツ購入助成 
フリーマーケット開催 

（飯豊町） 
・ごみ分別ポスター「ごみの分け方・出し
方」を作成し全戸配布。H20年 

・生ごみ処理容器助成実績 
 H19 80個 
 H20 94個 
 H21 36個 
 H22 64個 
 H23 81個 

・「いいでめざみの里まつり」におけるバ
ザーの実施。H19～H23 



 
（小国町） 
 生ごみ堆肥化事業の推進 
 H21生ごみ堆肥化モデル事業 
 H22生ごみ資源化検討業務 
 生ごみ処理機購入補助金の交付 

13  環境教育の普及啓発 

区域内の住民やＮＰＯとの連携を
保ち、生きた環境教育及び実践を
行うことができるような計画を策
定する。 

H19～H23 

 
（米沢市） 

廃棄物の減量及び再資源化の啓発活動
として、講習会（出前講座）を開催した。 
H19 ８回実施 延べ参加者 372人 
H20 ８回実施 延べ参加者 358人 
H21 11回実施 延べ参加者 382人 
H22 ８回実施 延べ参加者 218人 
H23 12回実施 延べ参加者 299人 

（長井市） 
 長井市衛生組合連合会と連携し、専門の
講師による環境講演会を開催し、様々な角
度から環境について学ぶ機会を設けてい
る。 
（南陽市） 
・毎年、市衛連や地区衛生組合主催により
役員を対象とした視察研修会や講習会を実
施した。 
・毎年、市内小中学生を対象にエコキャッ
プ回収事業及び環境ポスターコンクールを
実施し、作品を公共施設で展示した。 
・毎年、市民を対象に廃油を利用したリ

サイクルキャンドル教室を開催した。 
（高畠町） 
・環境基本計画に基づき環境学習を実施 
 たかはたかんきょう塾 
 小・中学校で連続した環境学習 
 出前講座、公民館事業での環境講座など 
 H19  161回 10,340人 
 H20  152回  6,897人 

   H21  127回  6,118人 
H22   115回  3,551人 
H23  115回  4,780人 



 
（川西町） 
・第２次川西町環境基本計画の策定（H23） 
（白鷹町） 
H21.3 白鷹町環境基本計画見直し 
H25.3 第2次白鷹町環境基本計画策定 

（飯豊町） 
・町内各地区公民館に出向いての「ごみの
減量化出前講座」の実施。Ｈ19～Ｈ23 
（小国町） 
  H22・23 白い森体験教室 年間４回 

14  レジ袋割り箸対策 

区域内のスーパー、店舗と協力し、
レジ袋や割り箸の有料化及び食堂
等における割り箸の削減などを推
進する。 

H19～H23 

 
（米沢市） 

市内の小売店舗と協力し、レジ袋の有料
化とマイバッグ持参を推進した。 
マイバック持参率（主要５社） 
H21：42.4％ H22：84.4％ H23:86.2％ 
レジ袋有料化実施店舗 
H21：14社27店舗 
H22：15社28店舗 
H23：14社26店舗 

（長井市） 
H20年のレジ袋削減並びに簡易包装推進

に係る調印式の中で、市内のスーパー各店
と協定書を締結し、10月1日から実施してい
る 
（南陽市） 
・市と市消費者連合会連帯により、市内の
食品スーパー6店とレジ袋削減協定を平成2
0年9月9日に締結し、マイバック持参の推進
に合せてレジ袋の無料配布を廃止した。 
（高畠町） 
・H20.12月～ レジ袋削減協定 
（町内スーパー2社） 
・高畠町商業協同組合 
 マイバック利用推進事業 
・公共施設、中央公民館内食堂で「リター
ナル箸」使用 
 町内飲食店約10店舗割り箸から切替 



 
（川西町） 
・町内大手スーパー２社とのレジ袋削減協
定の締結（H20） 
（白鷹町） 
H21.4.1～ レジ袋有料化 
（町内3店舗） 

（飯豊町） 
・町内スーパーのレジ袋有料化。Ｈ22～ 
（小国町） 
 平成22年度から町内協力店でレジ袋の有
料化を実施。 

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 

21 分別区分の見直し 構成市町 循環型社会形成推進のための分別
区分の見直しを図る。 H19～H23 

  
収集ごみの分別について、構成市町で統
一するため、平成20年度より検討を行い、
平成22年度より統一化を図った。 

処理施設
の整備に
関するも
の 

1 最終処分場整備事業 組合  H19～H23 

  
平成23年10月より最終処分場を供用開始
した。 

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 

31 
～ 
34 

事業番号1の計画支援 組合  H19～H21 

  
測量地質調査、生活環境影響調査、基本
設計、実施設計業務を計画期間内（Ｈ19
～21年度）に実施した。 

その他 41 不法投棄対策 構成市町 

構成市町及び組合では、地域の町
内会などと一体となった普及啓発
により、分別区分の徹底を進める
とともに、パトロールの強化や該
当の設置などを行い、不法投棄防
止を図る。 

H19～H23 

 
（米沢市） 

各地区の衛生組合と連携して、ポイ捨て
や不法投棄が多発する場所へ不法投棄防
止看板を設置した。 
また、不法投棄が多発する場所に、不法

投棄監視カメラの設置をH23度から実施し
た。 
（長井市） 

市、県、警察、衛生組合連合会、産業廃
棄物協会、建設業界により、春・秋季に不
法投棄及び河川ごみ削減パトロールを実施
し、不法投棄防止を図っている。 



（南陽市） 
・市内全地区に不法投棄監視員（市委嘱）を
配置し、月2回の頻度で巡回パトロール監視を
実施した。（8地区12名） 

・県、市衛連と連携し不法投棄頻繁箇所に監
視カメラを設置した。 
・市広報紙で啓発等記事を掲載し、全戸配布

で周知を図った。 
（高畠町） 
・不法投棄監視員 12名委嘱 
 毎月パトロール報告 
・ソーラーライト、ネット、鳥居設置 
・山形県と一緒に県境パトロール 
（宮城県・福島県） 

・のぼり設置 
・現状回復作業 
 6地区×2回  町 1回 

（川西町） 
・県及び地区衛連等と連携した原状回復作業 

(H19～H23) 
・不法投棄監視員9名による通年パトロール 

(H19～H23) 

・ポイ捨て防止ネットの設置(H19～H23) 
・抑止看板・監視カメラ等の設置(H19～H23) 
・広報誌による啓発（H19～H23） 

（白鷹町） 
不法投棄防止巡回パトロール 
不法投棄防止啓発看板・防止ネット設置 
不法投棄防止監視カメラ設置（借用） 

（飯豊町） 
・飯豊町不法投棄監視委員１１名体制によ 
り、随時パトロールを実施。また、年２回 
(春・秋)置賜地区不法投棄防止対策協議会 
による合同パトロールを実施。 

Ｈ19～Ｈ23 
（小国町） 
 衛生組合連合会と連携し、春、秋の年に
２回定期的なパトロールを実施。 
監視カメラや啓発看板の設置 



42  清掃美化活動 

構成市町では、市町内の自治体を
主体に一斉清掃活動を行っている
が、監視による不法投棄の防止を
兼ねて、この活動をさらに進める。 

H19～H23 

 
（米沢市） 
広報誌や米沢市衛生組合連合会の各支部

を通じて、町内会や地域団体、企業に清掃
活動の協力の呼びかけを行った。 

（長井市） 
昭和52年から推進されている、山形県の

「きれいな川で住みよいふるさと運動」に
合わせ、7月第一日曜日を「一斉清掃の日」
とし、地域の環境美化推進を図っている。 
（南陽市） 
・毎年、市内全戸参加による一斉堀上げ及
び河川清掃を実施し、市費にてカマス袋無
料支給と回収運搬を行った。また地区単位
で公園や道路の清掃、花植栽を実施した。 
・毎年、地区衛生組合主体により巡回パ

トロールに合せて不法投棄物回収作業を行
った。 
（高畠町） 
・河川清掃 
 屋代川    年2回実施 
 その他の河川 年1回実施 
・ボランティアによる清掃活動 

かわせみ会（和田川）、砂川ボランティ
 ア（砂川）各地区子ども会育成会、各地
 区老人クラブ、アダプトプログラム登録
 団体など 
（川西町） 
・春の一斉清掃及び川きれい運動 
(H19～H23) 

・ボランティア活動用ごみ袋の配布 
・「川をきれいにする児童図画」の展示 
 (H22～H23) 
・広報誌による啓発（H19～H23） 
（白鷹町） 
ボランティア清掃活動 
河川アダプト事業 

（飯豊町） 
・県河川道路愛護デーに合わせて、町内各



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区において道路のごみ拾いや路肩の草
刈、河川の草刈を実施。Ｈ19～Ｈ23 
（小国町） 
 毎年４月２９日に町内主要道路の一斉清
掃を実施 

43 
 災害時の廃棄物処理
に関する事項 

山形県内における災害時の廃棄物
処理についての「緊急時における
廃棄物処分相互援助協定」協定及
び構成市町の地域防災計計画等を
踏まえ、災害時廃棄物の広域処理
体制の確保を図るため、区域内及
び周辺地域との連携体制をより確
実にする 

H19～H22 

 
（長井市） 
 山形県の「大規模災害時の山形県市町村
広域相互応援に関する協定」に基づき、地
域防災計画の中でも、区域内及び周辺地域
との連携体制の強化を図っている。 
（高畠町） 
 災害時の具体的な計画なし。 
ごみ処理基本計画改訂に伴い、見直しをか
けている。 
（川西町） 
 ・川西町地域防災計画に基づく相互協力
体制の整備 
（白鷹町） 
  H25.4 白鷹町地域防災計画改定 



３ 目標の達成状況に関する評価 
 

【ごみ処理】 

○排出量 

 （事業系）目標に対する実績は81.6%で、削減目標を達成した。 

 （家庭系）目標に対する実績は91.3%で、削減目標を達成した。 

○再生利用量 

 （直接資源化量）目標に対する実績は81.7%で、再生利用目標を達成できなかった。 

 （総資源化量）目標に対する実績は65.8%で、再生利用目標を達成できなかった。 

○最終処分量 

 目標に対する実績は107.6%で、減量目標を達成できなかった。 

 

 ごみ排出量については、事業系及び家庭系ごみともに削減目標を達成できた。 

 再生利用量の目標が達成できなかった要因として、ごみの排出総量が目標3.3％減に対し13.8％減と大幅に減少したことから、資源となるごみ（鉄

やアルミ等）の排出量も減少したこと。 

また、容器についてペットボトル等の軽量化された容器の流通が多くなり、ビン等が減少したことから再生利用量が減少し目標を達成できなかった

と推測される。 

 最終処分量の目標が達成できなかった要因として、焼却施設から発生する焼却灰及び粗大ごみ処理施設から発生する埋立残渣が増加傾向にあり、

焼却施設は、平成11年度の稼働から13年が経過し、機器の老朽化により熱しゃく減量が悪化し未燃分が増加していることが、焼却灰増加の要因と推測

される。なお、粗大ごみ処理施設についても平成6年度の稼働から18年が経過し、機器の老朽化から選別能力が低下し、埋立残渣が増えていると推測さ

れる。 

 
（都道府県知事の所見） 

排出量については、事業系ごみ及び家庭系ごみともに目標値を達成しており、各施策の実績からも発生抑制・再生利用への取組みが推進されている

ことが確認できる。 

 再生利用量については、目標値には達していないものの、廃食用油の回収や生ごみ堆肥化の推進など構成市町村ごとに様々な取組みを実施しており、

ごみの総排出量自体は大幅に減少していることから、循環型社会推進に向けた各種施策は順調に行われてきたことが窺える。 

 最終処分量については、目標値に達していないが、平成 24年度から焼却施設の基幹的設備改良事業に着手しており、事業完了後は熱しゃく減量が改

善し、焼却灰が減少するものと推測される。 

 総合して、地域計画の取組状況について評価できる。引き続き、ごみ減量・リサイクルの推進に努めていただきたい。 
 

 


