
様式第９

１．目標の達成状況

（ごみ処理）

事業系　総排出量 16,518 t 15,757 t (-4.6%) 10,541 t (-36.2%) 787%

　　　　1事業所当たりの排出量 2.3 t/事業所 2.2 t/事業所 (-4.3%) 2.16 t/事業所 (-6.1%) 142%

生活系　総排出量 34,313 t 34,547 t (0.7%) 34,485 t (0.5%) 71%

　　　　1人当たりの排出量 208 kg/人 186 kg/人 (-10.6%) 196.5 kg/人 (-5.5%) 52%

合計　事業系家庭系排出量 50,831 t 50,304 t (-1.0%) 45,027 t (-11.4%) 1140%

直接資源化量 189 t (0.4%) 47 t (0.1%) 1,242 t (2.8%) -800%

総資源化量 11,531 t (21.0%) 11,793 t (21.2%) 6,784 t (14.3%) -3350%

熱回収量 熱回収量（年間の発電電力量） - MWh 9,000 MWh - MWh -

中間処理による減量化量 34,008 t (66.9%) 38,191 t (75.9%) 34,980 t (77.7%) 120%

最終処分量 9,459 t (18.6%) 5,609 t (11.2%) 5,584 t (12.4%) 84%

※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）

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 155%

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 200%

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 140%

未 処 理 人 口 汚水衛生未処理人口 -

※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

現状（割合） 目標（割合） 実績（割合）

（平成20年度） （平成30年度） （平成30年度）

4,7795,1865,199

3.1%3.2%

事業実施期間

平成23年4月1日～平成30年3月31日 平成23年4月1日～平成30年3月31日

指標・単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
（平成20年度） （平成30年度）

現状（割合※1） 目標（割合※1） 実績（割合※1）

（平成30年度）

実績/目標
※2

地域名

彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町地域

構成市町村等名

彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町

計画期間

再生利用量

排出量

減量化量 (中間処理前後の差トン)

埋立最終処分量 (トン)

指標・単位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 実績/目標
※3

78.6%

122,844

156,377

73.8%

118,874

160,984

14,754 11,283

14.2% 9.2%

27,267 22,170 17,471

7.2%

65.0%

101,259

155,784

3.3%

22,059



２．各施策の実施状況

開始 終了 開始 終了

H23 H29 彦根市

事業系一般廃棄物は、平成27年度に処理手数料の改定を行
い、搬入量が減少した。家庭系一般廃棄物は、減量・資源
化策を優先的に実施していくことからごみ処理費用の有料
化は実施していない。

H23 H29 愛荘町
ごみ処理費用の有料化の一環としてごみ袋を有料化してい
る

H23 H29 豊郷町
家庭系一般廃棄物の指定ごみ袋の料金に、処理費用の一部
を上乗せして販売している

H23 H29 甲良町
燃えないゴミについて、平成２９年度から指定袋制にし、
袋代は有料とした。

H23 H29 多賀町
家庭系一般廃棄物の指定ごみ袋の料金に、処理費用の一部
を上乗せして販売している。

H23 H29 彦根市

「滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会」に参画
し、県や他市町とともにスーパー等でのレジ袋の無料配布
の中止に努めた。広報紙で買い物ごみ削減のための啓発記
事を掲載した。

H23 H29 愛荘町
県が主体となりレジ袋の有料化を事業者に向けて呼びかけ
ている

- - 豊郷町 実績なし
H23 H29 甲良町 パンフレットを役場で配布した。

H23 H29 多賀町

多賀町内のお買い物袋持参運動協力店へマイバッグを持参
して買い物をしていただいた場合、エコポイントを加点
し、役場窓口にてポイント数に合わせて町指定のごみ袋と
交換している。

H23 H29 彦根市
広報紙でエコ包装や買い物ごみ削減のための啓発記事を掲
載した。

- - 愛荘町 実績なし
- - 豊郷町 実績なし
- - 甲良町 実績なし
- - 多賀町 実績なし

H23 H29 彦根市

平成23年度から平成29年度までの出前講座の開催数および
参加者数は、延べ113回、6,646人であった。また、滋賀県
立大学学園祭等への出展イベントの開催数および参加者数
は、延べ13回、5,425人であった。

H23 H29 愛荘町
水生生物観察会（町内４小学校）、きのこ観察会（年１
回）、星空観察会（年１回）

H23 H29 豊郷町
集落への出前講座や研修会等、環境意識の向上を行ってい
る

- - 甲良町 実績なし

H23 H29 多賀町
集落への出前講座や星空自然かんさつ会（年３回）等、環
境意識の向上を行っている。

事業実施期間

発生抑制､再
使用の推進
に関するも

の

13
過剰包装抑制の推
進

過剰包装の抑制を業界等へ要望、店舗への啓発等の強化
を図る。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

14
環境教育、普及啓
発の充実

施設見学の開催、イベント開催、環境教育、出前講座を
実施し、環境教育、普及啓発を展開する。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

施策の実績施策種別
事業
番号

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業計画期間

ごみ処理費用の有
料化

事業系一般廃棄物は従量制により課金をしている。
随時、ごみ処理手数料の見直しを行う。
家庭系一般廃棄物は、ごみ処理費用の有料化を検討す
る。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H2911

買い物袋持参運動
の推進

12
買い物袋持参率向上に向けて、1市4町全域で住民、事業
者、大規模小売店舗等との連携によりキャンペーン等を
実施する。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29



２．各施策の実施状況

開始 終了 開始 終了

事業実施期間

施策の実績施策種別
事業
番号

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業計画期間

H23 H29 彦根市

簡易生ごみ処理普及事業の委託と新規団体募集を行い平成
29年度末で6団体254世帯で簡易生ごみ処理が行われてい
る。また、生ごみ処理機に対する補助件数は、平成23年度
から平成29年度まで延べ151件であった。

H23 H29 愛荘町
生ごみ処理容器購入補助金を交付し、町民にごみ減量を啓
発した

H23 H29 豊郷町
生ごみ処理機購入補助件数
H23　2件　H24　3件　H25　4件　H26　6件
H27　5件　H28　3件　H29　4件　H30　1件

H23 H29 甲良町
生ごみ処理容器購入補助事業を実施している。
H29　３件　　H28　８件　　H27　１件　　H26　５件
H25　５件　　H24　７件　　H23　９件

H23 H29 多賀町

生ごみ処理機購入補助件数
H23　８件　　H24　７件　　H25　９件　　H26　１件
H27　７件　　H28　４件　　H29　６件　　H30　５件
平成２５年度より段ボールコンポスト講習会の開催（年１
回）

H23 H29 彦根市
過去から引き続き、回収を継続している。回収したBDFは精
製され、清掃センター場内重機を中心に利用している、ま
た、資源回収車両(民間受託者)もBDFの利用を開始した。

H23 H29 愛荘町
古紙類等の回収時に廃食油を回収し、リサイクル業者へ引
き渡している

H23 H29 豊郷町 廃食用油の拠点回収には引き続き取り組んでいる。

H23 H29 甲良町 平成28年度から町内３か所にて常時回収を行っている。

H23 H29 多賀町
廃食用油の拠点回収には引き続き取り組んでいる。
公用車への使用は、平成２６年度で終了。

H23 H29 彦根市

自治会やPTAなどが実施する古紙等の集団回収に対し、回収
重量１キログラムにつき２円の奨励金を交付した。平成23
年度から平成29年度における１年度当たりの延べ交付件数
の平均は761件であった。

- - 愛荘町 実績なし

- - 豊郷町
資源回収奨励金支給のべ件数
H23　14件　　H24　15件　　H25　12件　　H26　12件
H27　11件　　H28　9件　　 H29　9件

H23 H29 甲良町
H29　114,231kg　H28　117,085kg　H27　118,962kg
H26　147,053kg　H25　143,690kg　H24　159,770kg
H23　175,034kg

H23 H29 多賀町
資源回収奨励金支給のべ件数
H23　12件　　H24　16件　　H25　15件　　H26　16件
H27　15件　　H28　14件　　H29　13件

発生抑制､再
使用の推進
に関するも

の

17 集団回収の促進 集団回収活動の助成制度の普及および充実を図る。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

15 生ごみの減量化
生ごみの減量のために、菌を利用し堆肥化する簡易生ご
み処理方法の普及拡大、生ごみ処理器に対する助成制度
の普及拡大を継続して行う。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23

16
廃食用油回収の促
進

家庭から発生する廃食用油については、ＢＤＦ化による
再生利用のために、甲良町を除く1市3町で拠点での回収
を行っている。そのうち、彦根市と多賀町では精製され
たＢＤＦを一部の公用車に使用している。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

H29



２．各施策の実施状況

開始 終了 開始 終了

事業実施期間

施策の実績施策種別
事業
番号

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業計画期間

H23 H29 彦根市

滋賀グリーン購入ネットワークが実施する「びわこ一周
『買うならエコ！』リレー」に参加し、環境啓発イベント
においてパネルやエコ商品の展示等を継続的に行い、グ
リーン購入の普及啓発を行った。

H23 H29 愛荘町
滋賀グリーン購入ネットワーク会員として総会や啓発リ
レーに参加し、グリーン購入を広く啓発した

- - 豊郷町 実績なし

H23 H29 甲良町
グリーン購入を促進するとともに、広くグリーン購入の普
及啓発を行っている。

H23 H29 多賀町
グリーン購入を促進するとともに、広くグリーン購入の普
及啓発を行っている。

H23 H29 彦根市

毎年度、一定規模以上の事業所には「彦根市事業系一般廃
棄物減量化等計画書」を提出してもらっている。適正排出
を目的として、冊子「事業系ごみの分け方・出し方 豆知
識」を作成した。また、清掃センターにおいては、搬入物
検査の実施や身分証明書の提示による排出場所等の確認を
強化し、不適正な搬入を防止している。

- - 愛荘町 実績なし
- - 豊郷町 実績なし
- - 甲良町 実績なし
- - 多賀町 実績なし

H23 H29 彦根市

公共下水道の年次的整備を進めるとともに、下水道整備が7
年以上見込まれない地域での浄化槽設置者に対する補助を
行い、合併処理浄化槽の整備を行った。また、生活排水対
策に取り組む市民団体に、地域の河川・水路の定期的な水
質調査や環境出前講座等の啓発活動を委託し、実施した。
(彦根市)

H23 H29 愛荘町 浄化槽のチラシを使用し、啓発を行った。
H23 H29 豊郷町 広く住民に啓発を行っている。
H23 H29 甲良町 広く住民に啓発を行っている。
H23 H29 多賀町 広く住民に啓発を行っている。

20 生活排水対策

・広報活動の実施
・廃油ポット、三角コーナーネット、
　ふき取り紙等の排出抑制用品の普及
・公共下水道の整備および水洗化の促進
・下水道および農業集落排水整備計画外
　地域に係る合併処理浄化槽の整備
・単独処理浄化槽(みなし浄化槽)の合併
　処理浄化槽への転換指導

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

発生抑制､再
使用の推進
に関するも

の

19
多量排出事業者へ
の減量指導

一定規模以上（1,000㎡以上の店舗面積）の事業所、また
は多量(排出量が5t/月を超える)に排出する事業所に対し
て、ごみの減量化、再使用の推進に対する指導を行う。
また、平成24年度から事業系廃棄物減量計画の提出、実
践を求めていく。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

18
グリーン購入の促
進

構成市町で行っているグリーン購入をさらに徹底すると
ともに、住民や事業者に対しグリーン購入促進の普及啓
発に努める。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29



２．各施策の実施状況

開始 終了 開始 終了

事業実施期間

施策の実績施策種別
事業
番号

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業計画期間

(1)

(マテリアルリサイ
クル推進施設（リ
サイクルセン
ター）の整備)

(彦根愛知
犬上広域
行政組合)

(H34) (H38) - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

未着手。

(2)
(エネルギー回収推
進施設（熱回収施
設）の整備)

(彦根愛知
犬上広域
行政組合)

(H34) (H38) - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

未着手。

H23 H29 彦根市

下水道整備が7年以上見込まれない地域において、浄化槽設
置者に対する補助および単独処理浄化槽から合併処理浄化
槽への転換者に対する撤去補助を行い、事業実施期間にお
いて186基の合併処理浄化槽の整備を行った。

H23 H29 多賀町
下水道や農業集落排水処理施設が整備されていない人口散
在地域等で合併処理浄化槽の整備を進めている。

甲良町 H29 H29 - - 甲良町 実績なし

H23 H29 彦根市
処理施設整備に合わせた分別区分についての検討と、収集
体制について検討をしている。

- - 愛荘町 未実施
H29 H29 豊郷町 令和元年度中に協議を行う見込みである。
H29 H29 甲良町 令和元年度中に協議を行う見込みである。
H29 H29 多賀町 令和元年度中に協議を行う見込みである。

処理体制の
構築、変更
に関するも

の

彦根市
多賀町

H23 H29

処理施設の
整備に関す

るもの

3
合併処理浄化槽整
備

21
施設整備に伴う分
別区分の変更

循環型社会形成推進のための処理施設整備に伴う分別区
分の変更

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H29 H38



２．各施策の実施状況

開始 終了 開始 終了

事業実施期間

施策の実績施策種別
事業
番号

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業計画期間

施設整備基本計画 H29 H29 H29 H29
彦根愛知
犬上広域
行政組合

平成29年度から施設整備基本計画の策定に着手した。

地質・測量調査 H29 H29 - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

事業遅延により未着手。

(生活環境影響評価) (H30) (H33) - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

事業遅延により未着手。

(調査・設計) (H32) (H33) - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

未着手。

施設整備基本計画 H29 H29 H29 H29
彦根愛知
犬上広域
行政組合

平成29年度から施設整備基本計画の策定に着手した。

地質・測量調査 H29 H29 - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

事業遅延により未着手。

(生活環境影響評価) (H30) (H33) - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

事業遅延により未着手。

(調査・設計) (H32) (H33) - -
彦根愛知
犬上広域
行政組合

未着手。

31 １の計画支援
彦根愛知
犬上広域
行政組合

施設整備に
係る計画支
援に関する

もの

32 ２の計画支援
彦根愛知
犬上広域
行政組合



２．各施策の実施状況

開始 終了 開始 終了

事業実施期間

施策の実績施策種別
事業
番号

施策の名称等 施策の概要
実施
主体

事業計画期間

H23 H29 彦根市

不法投棄監視員による不法投棄確認や地域の情報収集、不
法投棄監視パトロールの実施、早期の不法投棄物の回収や
必要に応じた啓発看板や監視カメラの設置を行い、監視強
化を図った。

H23 H29 愛荘町
毎年１０人に不法投棄監視員の委嘱を行い、町内の巡回及
びシルバーへ委託し散在性ごみの回収を実施

H23 H29 豊郷町
生ごみ減量作業員により毎日町内や河川沿いのパトロール
行い、散在性ごみや不法投棄の回収を行っている。悪質な
場合は警察や滋賀県と連携し、指導を行っている。

H29 H29 甲良町

平成２７年度までは不法投棄監視員に委嘱を行い、平成２
８年度からは業者に委託してパトロールを行い、散在性ご
みや不法投棄の回収を行っている。悪質な場合は警察や滋
賀県と連携し、指導を行っている。

H23 H29 多賀町
月８回クリーンパトロールを行い、散在性ごみや不法投棄
の回収を行っている。悪質な場合は警察や滋賀県と連携
し、指導を行っている。

H23 H29 彦根市 災害廃棄物処理計画の策定にとりかかった。
- - 愛荘町 未実施

H23 H29 豊郷町
滋賀県、県内市町とともに災害廃棄物処理頭上訓練を行う
等、体制整備に努めている。

H29 H29 甲良町
滋賀県、県内市町とともに災害廃棄物処理頭上訓練を行う
等、体制整備に努めている。

H23 H29 多賀町
滋賀県、県内市町とともに災害廃棄物処理頭上訓練を行う
等、体制整備に努めている。

H23 H29 彦根市
地域の出前講座などで、特定家電のリサイクル方法につい
て、啓発を行った。

H29 H29 愛荘町 特定家電の戸別収集を開始した。

H23 H29 豊郷町
ごみカレンダーやごみ分別冊子等を用いて、適切な回収と
なるよう啓発を行っている。

H29 H29 甲良町
ごみカレンダーやごみ分別冊子等を用いて、適切な回収と
なるよう啓発を行っている。

H23 H29 多賀町
ごみカレンダーやごみ分別冊子等を用いて、適切な回収と
なるよう啓発を行っている。

43
廃家電のリサイク
ルに関する普及啓
発

特定家庭用機器再生商品化に基づく適切な回収、再商品
化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して、
普及啓発を行う。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

その他

41 不法投棄対策 不法投棄防止のための監視強化を実施する。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 H29

42
災害時の廃棄物処
理に関する事項

周辺地域の自治体との連携体制の構築を図り、円滑かつ
適正に処理できる体制の整備を強化していく。

彦根市
愛荘町
豊郷町
甲良町
多賀町

H23 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）

①事業系ごみは、大きく減少している。これは、彦根市において搬入ごみの検査（事業系プラスチック等の搬入不適物の検査）を徹底したことによる効果が大きい。

②生活系ごみは、総量としては横ばいになっているが、1人当たりの排出量は減少している。（ただし、目標値は達成できていない。）1人当たり排出量の減少は、彦根市において埋立ごみが減量された
（平成20年度実績3,859t→平成30年度実績1,396t）ことや、甲良町で埋立ごみ・粗大ごみが減量された（平成20年度実績584t→平成30年度実績389t）こと等による効果であると考える。愛荘町・豊郷
町・甲良町・多賀町においては生活系ごみの有料化を導入したが、ごみ排出量は横ばいとなっている。

③総資源化量は、集団回収量が大きく減少したことにより目標量には達していない（集団回収量は、平成20年度(現状)4,167t 平成30年度(目標)5,269tであったのに対し、平成30年度(実績)2,321tと
なっている）。集団回収量の中でも特に新聞や雑誌の回収量が減少していることから、新聞等の購買数が減少していると考える。また、布についても民間事業者において衣服リサイクルの取組が広がっ
た等が考えられる。一方、処理後再生利用量としては増加しており、彦根市において小型家電のピックアップ回収や、可燃ごみとして搬入されたもののうち剪定枝の分別・リサイクルにも取り組んでい
ることの効果が大きいと考えられる。

④熱回収量については、新ごみ処理施設整備事業の遅延により目標を達成していない。（平成22年度に地域計画を初回提出した際には、平成30年度までに新ごみ処理施設が竣工している予定であっ
た。）

⑤中間処理による減量化率については、目標の75.9%を上回り、77.7%となっている。

⑥最終処分率については、目標の11.2%には達していないが、平成20年度実績の18.6%から大きく減少し、平成30年度実績において12.4%となっている。

（生活排水処理）

①公共下水道、集落排水施設等、合併浄化槽等を合計した汚水衛生処理率は、平成20年実績の82.5%から6.4ポイント上昇し、平成30年度実績において88.9%となっている。これは目標の86.2%を上回って
いる。未処理人口が減少し、公共下水道への切り替えが進んだことによる効果が大きい。

（ごみ処理）
排出量の指標において、事業系総排出量が大きく減少したことをはじめ、多くの指標で目標を達成し、中間処理による減量化量および最終処分量についても目標とする割合にほぼ近い数値となるなど、
良好な結果が出ています。目標を達成されていない再生利用量については、新聞や雑誌の購買数の減少に伴う回収量の減量であること、また熱回収量については、当初平成30年度に竣工予定であった新
ごみ処理施設の遅延であることから、やむを得ない要因によるものと考えます。現在、分別回収の促進など、様々な施策に取り組まれていることから、引き続き排出量および再生利用量に関する指標に
注意しつつ、発生抑制と再利用の促進に努めてください。
（生活排水処理）
　生活排水処理に係る目標達成状況については、全ての指標において目標を達成しています。引き続き公共下水道事業および浄化槽設置整備事業の推進により生活環境の保全および公衆衛生の向上に努
めてください。




