
 
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 

城南衛生管理組合 宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・宇治田原町・井手町 

平成19年4月1日 

～ 

平成24年3月31日 

平成19年4月1日 

～ 

平成24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人当たりの排出量 

   24,574 t 

1.6 t/事業所 

   89,847 t 
221.8 kg/人 

 

   24,083 t 

 1.5 t/事業所 

   88,065 t 
217.0 kg/人 

(-2.0%) 

 

(-2.0%) 

 

   25,614 t 

 1.8 t/事業所 

   82,217 t 
204.0 kg/人 

(+4.2%) 

 

(-8.5%) 

 

  106.4% 

  120.0% 

  93.4% 

94.0% 

合 計 事業系家庭系総排出量合計   114,421 t    112,148 t (-2.0%)   107,831 t (-5.8%)   96.2% 

再生利用量 
直接資源化量 

総資源化量 

    1,619 t 

   24,912 t 

( 1.4%) 

(21.8%) 

    1,479 t 

   30,132 t 

( 1.3%) 

(26.9%) 

    1,552 t 

   22,895 t 

( 1.4%) 

(21.2%) 

  104.9% 

   76.0% 

熱回収量 
年間の発電電力量 
年間の蒸気供給量 

    ―  MWh 
1,208 t 

 
  24,897 MWh 

1,200 t 
 

  25,821 MWh 
704 t 

 
103.7% 
58.7% 

減量化量 中間処理による減量化量     85,615 t (74.8%)     85,743 t (76.5%)     83,366 t (77.3%)    97.2% 

最終処分量 埋立最終処分量     22,072 t (19.3%)     15,190 t (13.5%)     18,601 t (17.3%)   122.5% 

※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 

※２ （１事業所当たりの排出量）＝（（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量））／（事業所数） 
※３ （１人当たりの排出量）＝（（家庭系ごみの総排出量）－（家庭系ごみの資源ごみ量））／（人口） 
※４ 平成２４年度実績の排出量には、京都府南部地域豪雨災害に係る災害廃棄物を含まない 

 
 



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 普及啓発活動 城南衛生管理組合 広報紙、組合HP、ラジオ等によ
り環境情報を発信する。 
「環境まつり」や「工房まつり」
の開催により3R等の推進を図
る。 

H19～H23 広報紙発行（月1回）、組合HP
（随時）、ラジオ（月1回）等に
より環境情報の発信を継続的に
行った。 

環境まつり（年1回）を開催し、
リサイクル製品展示、衣類等の
フリーマーケット、リユース家
具・自転車・衣服の展示販売な
どを通じて、ごみの減量・リサ
イクルなど環境情報の発信及び
地球温暖化防止の推進に努め
た。 

１２ 再資源化の促進 城南衛生管理組合 「紙ング計画」の促進及び民間
業者との連携。自転車工房や衣
服工房の開催により資源化へ
の意識啓発を図る。 

H19～H23 古紙類の集団回収等によるリサ
イクルを促進した。 
通常の工房開催にとどまらず、
構成市町や各団体が主催するイ
ベントにも積極的に参加し、資
源化への意識啓発を図った。 

１３ 住民参加型環境施策 城南衛生管理組合 施設見学の小学生などに対し
埋立完了した処分地の自然回
帰を働きかける。 

H19～H23 平成21年から、家庭で不用とな
った庭木などの提供を管内住民
から受け、埋立処分地をもとの
森林に戻す事業を継続して行っ
ている。 

１４ 地球環境保全の取組 城南衛生管理組合 ISO14001を基にエコ事業所活
動、環境負荷低減に取り組む。 
廃棄物処理事業に伴う温室効
果ガス削減の推進に取り組む。 

H19～H23 平成22年にはISO14001適合自主
宣言に移行しステップアップを
図った。 
地球温暖化対策実行計画（第2
期）「地球元気プランⅡ」を作
成し、更なる温室効果ガス削減
の推進に取り組んだ。 



発生抑制、 

再使用の 

推進に関 

するもの 

１５ 分別収集の徹底 構成市町 広報紙、HP等により分別収集徹
底を啓発する。 
その他プラスチック製容器包
装廃棄物の分別収集を検討す
る。 

H19～H23 啓発は計画どおり実施した。 

現状の分別収集体制に加え、プ
ラスチック製容器包装の分別収
集を拡充するため、収集体制に
ついて、平成22年から検討を開
始した。 

１６ 有料化の検討 構成市町 「ごみ有料化研究会」により指
定袋制や処理手数料を検討す
る。 

H19～H23 平成21年から「ごみ減量化研究
会」に改め、管内統一による指
定袋制の導入について検討を行
い、平成24年中に全ての構成市
町で指定袋制（透明袋）が実施
された。 

１７ 生ごみの排出抑制 構成市町 生ごみ処理機等の普及促進を
図る。 

H19～H23 生ごみ処理機及びコンポスト容
器購入に係る補助を行い、普及
促進を図った。 

１８ 集団回収や拠点回収
の促進 

構成市町 集団回収や廃食油等の拠点回
収を推進し排出抑制量・資源化
量の向上を図る。 

H19～H23 自治会等による集団回収、廃食
油の拠点回収により資源化の推
進を図った。廃食油については、
BDF等の原料として有効活用を
行った。 
 

１９ 事業系一般廃棄物の
減量化・資源化対策 

構成市町 回収業者や再資源化業者等と
協働し情報等を提供する。 

H19～H23 事業所が自主的に資源化を推進

するにあたり、紙ごみの民間リ

サイクルへの誘導など、回収業

者や再資源化業者などと協働し

て、リサイクルルートの確立が

図れるように、情報の提供など

を図った。 



処理体制 

の構築、 

変更に関 

するもの 

２１ 「その他プラスチッ
ク製容器包装廃棄
物」の処理体制の検
討 

構成市町 

 

城南衛生管理組合 

「その他プラスチック製容器
包装廃棄物」の分別収集に伴う
処理体制を検討する。 

H19～H23 老朽化した粗大ごみ処理施設に
ついて、プラスチック製容器包
装の処理施設を併設したマテリ
アルリサイクル推進施設を整備
することとし、平成27年の稼働
に向けて平成22年から処理体制
の検討を開始した。 

２２ 事業系一般廃棄物の
排出業者の処理計画
作成 

構成市町 多量排出事業者に対し「減量化
計画書」を作成させ減量化・資
源化を図る。 

H19～H23 排出事業者に対し計画量を提出

させ、多量排出事業者に対して

は減量化・資源再生利用に取り

組むよう働きかけるとともに、

構成市町と連携し展開検査等に

よる適正排出指導に努め、事業

系一般廃棄物の減量化・資源化

を図った。 

２３ 溶融スラグ等の資源
化 

剪定チップの安定供
給 

城南衛生管理組合 「クリーン21長谷山」にて溶融
スラグ等の資源化を図るとと
もにごみ発電を実施する。 

H19～H23 クリーン21長谷山において、焼

却残さのスラグ化を行ったが、

溶融にかかるエネルギー消費の

問題及びスラグの供給先の不安

定性から平成23年に灰溶融施設

を停止した。 

ごみ発電については、計画通り

実施した。 
剪定枝チップ化物については、
住民及び農家等の事業者に対し
て配布を行った。 

処理施設 

の整備に 

関するも 
の 

１ スラグ等ストックヤ
ードの整備 

城南衛生管理組合  H19～H21 平成21年に整備を完了し、供用
を開始した。 



処理施設 
の整備に 

関するも 
の 

３ 粗大ごみ処理施設の
更新 

城南衛生管理組合  H23～H26 老朽化した粗大ごみ処理施設に
ついて、プラスチック製容器包
装の処理施設を併設したマテリ
アルリサイクル推進施設を整備
することとし、建設工事を開始
した。 

４ 折居清掃工場の更新 城南衛生管理組合  H23～H30 折居清掃工場更新事業基本計画
を策定した。 

施設整備 

に係る計 

画支援に 

関するも 

の 

３２ ３の計画支援 城南衛生管理組合  H23 粗大ごみ処理施設更新事業に係
る基本計画・発注仕様書の作成、
地質調査、生活環境影響調査を
実施した。 

３３ ４の計画支援 城南衛生管理組合  H23 折居清掃工場更新事業基本計画
を策定した。 

その他 ４１ 排出マナーに関する
指導 

構成市町 排出マナーについて啓発・指導
を徹底する。 

H19～H23 広報紙やHP等で啓発・指導を行
った。 

４２ 資源の利用促進 城南衛生管理組合 溶融スラグ及び剪定枝チップ
について利用促進を図る。 

H19～H23 クリーン21長谷山において、焼

却残さのスラグ化を行ったが、

溶融にかかるエネルギー消費の

問題及びスラグの供給先の不安

定性から平成23年に灰溶融施設

を停止した。 
剪定枝チップ化物については、
住民及び農家等の事業者に対し
て配布を行った。 
 



その他 ４３ 不法投棄対策 構成市町 分別区分の徹底と不法投棄パ
トロールの強化を図る。 

H19～H23 地域の町内会などと一体となっ

た啓発により、分別区分の徹底

を進めるとともに、パトロール

の強化など不法投棄の防止対策

を推進した。 

４４ 災害時の廃棄物処理
体制の整備 

城南衛生管理組合 

 

構成市町 

災害時に発生する廃棄物の処
理体制の確保を図る。 

H19～H23 構成市町における地域防災計画

を基に、災害時に発生する廃棄

物の処理体制の確保を図るとと

もに、更新予定である折居清掃

工場については、一定の災害廃

棄物処理量を見込むこととして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
３ 目標の達成状況に関する評価 

 

当組合では、循環型社会、低炭素社会の構築を推進すべく、構成市町とも連携し、さまざまな施策に取り組んできました。クリーン21長

谷山では、灰溶融施設において焼却残さのスラグ化を行ってきましたが、そのために必要となる灯油や電力等の使用に伴う温室効果ガスの

排出による環境への負荷及びスラグの供給先の不安定性などから、環境省の通達に従って停止の検証及び申請を行い、平成23年1月18日付け

で環境大臣から灰溶融施設稼働停止の承認を受け、平成23年3月に停止しました。これにより、目標に比べて再生利用量が減少、最終処分量

が増加していますが、温室効果ガスの排出抑制につながり、環境負荷の低減に寄与できました。 

なお、既に第２期地域計画を策定しており、今後もプラスチック製容器包装分別収集の完全実施をはじめ、分別収集の徹底によって資源

ごみのリサイクルを実施し、更なる循環型社会の構築を目指すこととします。 

 

数値目標の達成状況については、以下のとおり評価しています。 

●排出量 

事業系の排出量に関しては、平成24年度実績は平成17年度実績に比べ4.2％の増加となっていますが、家庭系の排出量に関しては、ごみ

の分別、リサイクルが進んだことから8.5％の減少となり、平成24年度目標を達成しています。また、事業系家庭系総排出量においても5.8％

減少となり、平成24年度目標を達成しています。 

 ●再生利用量 

  平成24年度実績は、ごみ排出量が減少していること、及びクリーン21長谷山における灰溶融施設の停止に伴い溶融スラグ等の量が減少

していることにより、平成24年度目標を達成していませんが、今後、現状の分別収集体制に加えプラスチック製容器包装の分別収集を拡

充し、資源化に取り組みます。 

 ●熱回収量 

  平成24年度実績は、蒸気供給量に関しては、需要量が減少していることにより、平成24年度目標を達成していませんが、発電電力量に

関しては、平成24年度目標を達成しています。 

 ●減量化量 

  平成24年度実績は、ごみ排出量が減少しているため、量的には平成24年度目標を達成していませんが、排出量に対する割合については

平成24年度目標を達成しています。 

 ●最終処分量 

  平成24年度実績は、クリーン21長谷山において灰溶融施設を停止したことにより焼却残さの量が増加したため、平成24年度目標を達成

していませんが、平成17年度実績に対しては減少しています。 

 

 

 



 

（都道府県知事の所見） 

・ ごみの総排出量については、地域計画の目標以上の削減が進んでいる。 
 

・ 再生利用量については、焼却灰溶融施設が平成２２年度中に停止したため、目標達成に至らなかった。しかし、当該施設で多量に使用 

 する燃料等が削減されたことから、温室効果ガスの排出抑制に寄与した。 
 

・ 熱回収量は、発電電力量については目標を達成した。蒸気供給量については、隣接する温水プールへの需要量が減少したことから目標 

 達成に至らなかった。 

 

・ 減量化量については、ごみ排出量の減少のため、量的には目標に達していないが、排出量比では目標を達成している。 
 

・ 最終処分量については、焼却灰溶融施設が停止したため目標達成に至っていないが、処分量は減少している。 
 

・ 以上のことから、焼却灰溶融施設の停止の影響から再生利用量等において一部目標達成に至らなかったが、ごみ総排出量の減少減量化量 

 の割合、また発電電力量から、城南衛生管理組合の地域計画に掲げた目標は概ね達成できていると評価する。 

 

 

 


