H27 第５回審議会（H28/3/29）

平 成 2 7 年 度 ご み 処 理 実 施 計 画 にお ける 具 体 的 施 策 の実 施 状 況 につ いて

資料

２

（１）基本方針１ 市民・事業者・市の協働による取組の推進＜発生抑制＞・・・・・・・３ページ
（２）基本方針２ 分別の徹底と再資源化の促進＜再使用・再生利用＞・・・・・・・・・８ページ
（３）基本方針３ 環境に配慮した適正な廃棄物処理の推進＜適正処分＞・・・・・・・１２ページ
（４）基本方針４ 計画実現に向けた体制・仕組みづくり・・・・・・・・・・・・・・１５ページ

・平成 27 年度

実施計画に対する達成状況は、Ａ〜Ｅの５段階評価とする

Ａ：今年度の計画に対して概ね達成したもの
Ｂ：今年度の計画に対して概ね７割進捗したもの
Ｃ：今年度の計画に対して概ね３割から７割未満まで進捗したもの
Ｄ：今年度の計画に対して概ね３割未満まで進捗したもの、または着手したもの
Ｅ：実施していないもの、または未着手のもの

平成 27 年度

長野市ごみ処理実施計画

重点項目

「長野市一般廃棄物処理基本計画（H23〜28 年度）」で定めている４つの基本方針、14 の基本施策、53 の具体的施
策に基づき、目標達成のための具体的施策を展開します。
平成 27 年度ごみ処理実施計画では、引続きごみの減量と再資源化の推進を図るため、
①ごみの「発生抑制」に向けた取組として、家庭及び事業所から発生する生ごみ減量の推進
②「分別の徹底と再資源化の促進」として、使用済小型家電の回収ルートの構築
③「環境に配慮した適正な廃棄物処理の促進」として、高齢者等に対する収集体制の検討
④「計画実現に向けた体制・仕組みづくり」として、ごみ処理手数料の検証
以上の方針に基づき、次の 17 項目を重点項目とします。
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≪27 年度重点項目

①基本方針１

17 項目

≫

市民・事業者・市の協働による取組の推進 ＜発生抑制＞

基本施策
１−１ 環境教育・普及啓発の充実
１−２ 家庭ごみの発生抑制の推進

H26
重点
○
○
○

具体的施策
1.1.1
1.1.3
1.2.2
1.3.4
1.3.6

１−３ 事業ごみの発生抑制の推進

1.3.7
1.3.8

②基本方針２

２−２ 再資源化の推進

○
○
○

○

３−２ ごみ処理施設の整備

○

３−３ 害廃棄物対策

具体的施策 （ ）内は「長野市一般廃棄物処理基本計画」記載ページ
2.1.3
住民自治協議会等との連携強化（Ｐ62）
2.1.6
搬入時の分別指導の徹底（Ｐ62）
2.2.1
集団回収による資源物回収の促進（Ｐ63）
2.2.6
使用済小型家電回収の実施（Ｐ63）
具体的施策 （ ）内は「長野市一般廃棄物処理基本計画」記載ページ
3.1.2
高齢者等に対する収集体制の検証（Ｐ66）
3.2.1
安全で安定的な処理の継続実施（Ｐ67）
3.2.3
広域連合ごみ処理施設の整備促進（Ｐ67）
3.2.4
広域ごみ焼却施設建設に伴う清掃センターの整備（Ｐ67）
3.4.1
災害廃棄物処理体制の確立（Ｐ68）

計画実現に向けた体制・仕組みづくり

基本施策
４−２ 効率的な廃棄物行政の推進

平成 27 年度

ごみ通信・副読本等を活用した環境教育・学習の推進（Ｐ56）
地域・団体等との連携による普及啓発の推進（Ｐ56）
生ごみの発生抑制と減量化の推進（Ｐ57）
過剰包装削減の推進（Ｐ58）
多量排出事業所以外の事業所が排出する事業ごみ削減の推進
（Ｐ58）
食べ切り運動等の推進（Ｐ58）
イベントごみの発生抑制の推進（Ｐ58）

環境に配慮した適正な廃棄物処理の促進 ＜適正処分＞

基本施策
３−１ 適正な収集運搬体制の構築

④基本方針４

）内は「長野市一般廃棄物処理基本計画」記載ページ

分別の徹底と再資源化の促進 ＜再使用・再生利用＞

基本施策
２−１ 分別の徹底とわかりやすい
啓発活動の推進

③基本方針３

（

具体的施策 （ ）内は「長野市一般廃棄物処理基本計画」記載ページ
4.2.2
一般廃棄物処理手数料の検証（Ｐ71）

長野市ごみ処理実施計画

達成状況評価一覧（全 53 項目）

Ａ評価

・・・４０項目

Ｄ評価

・・・

なし

Ｂ評価

・・・１１項目

Ｅ評価

・・・

なし

Ｃ評価

・・・１項目

実施済

・・・

１項目
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平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

評価

C・D・E評価理由等

基本方針１ 市民・事業者・市の協働による取組の推進 ＜発生抑制＞
基本施策１−１ 環境教育・普及啓発の充実
「ながのゴミ通信」（以下、「ゴミ
通信」という。）の発行や教育委
員会・学校等との連携による副
読本等の作成、生ごみ自家処
理実践講座の開催などを通じ、
企画管理・ ごみに関する環境教育・学習機
ごみ通信・副読本
啓発指導・ 会の拡大を図ります。(56)
1.1.1 等を活用した環境
学校教育
教育・学習の推進
課
重点項目

①園児を対象とした「段ボール箱
を使用した生ごみ処理教室（パネ
ルシアター）」の開催
②環境学習記事の掲載（ゴミ通信
８号）
③環境教育・環境学習に関する教
職員研修講座の開催

①開催回数 ５回

①開催回数 ５回

①参加者数299名

②掲載回数 １回 （２
月）
③１回（廃棄物関係）

②掲載回数 １回（２月）

②ゴミ通信に、小学校での環境学
習の記事を掲載
③参加人数は７名と少なかったも
のの、満足度が高い研修になって
いる。（アンケート結果：「かなり満
足」が86％）

③５／28開催
Ａ
④県が作成したDVD
「きゅうしょくだいすき」を
市内全小学校や栄養士
会に送付を依頼

④食育及び地産地消推進団体等
と連携し、学校教育関係への活動
に参画

長野市清掃センター等のごみ
処理施設の見学を通じて、ごみ
の発生抑制についての意識の
高揚を図ります。(56)

①清掃センター等の各施設の見 ①清掃センターの見学団 ①見学団体数／85団体
学を通して、資源物の再利用の有 体数／100団体
・見学者数／3,844人
効性と分別の徹底によるごみの減
（２月末現在）
量について、広く情報を発信

地域等への出前講座や住民
説明会の開催を通じて、ごみの
発生抑制に関する普及啓発を
推進します。また、ゴミ通信で
は、ごみの発生抑制や減量に
地域・団体等との
企画管理・ 関する事例・アイデアなどにつ
1.1.3 連携による普及啓
啓発指導 いて、市民・事業者・団体等の
発の推進
地域参加型の特集記事を掲載
するなど、わかりやすい普及啓
重点項目
発を行います。(56)

①ごみを出さない発生抑制のため ①発生抑制のための住 ①発生抑制のための住
の住民説明会や出前講座等の開 民説明会や出前講座等 民説明会や出前講座等
催
の開催回数40回
の開催回数32回

長野市清掃セン
清掃セン
1.1.2 ター等施設見学の
ター
推進

②地域参加型の特集記事の掲載 ②掲載回数 １回 （２
（ゴミ通信８号）
月）

②掲載回数（１回 ２月）

①発生抑制に関する特集記事の
掲載（ゴミ通信８号）
②広報ながの、FMラジオ、有線放
送等による啓発

①掲載回数 １回（２月）

Ｂ

Ｂ

①焼却施設や手選別の現場を見
学し、ごみ処理の流れを学習する
とともに、ごみの減量・分別の啓発
を実施
①達成率80.0％
※出前講座15回（実績14回、予定
1回）、市主催講座16回（実績15
回、予定1回）、住民自治協議会主
催のもの1回
②ゴミ通信に活動紹介記事掲載

基本施策１−２ 家庭ごみの発生抑制の推進
暮らしの中でできる発生抑制
のための取組について、ごみ減
量ガイドブックやゴミ通信のほ
か、あらゆる広報媒体を活用
発生抑制に向けた
企画管理・ し、わかりやすい啓発活動を推
1.2.1 わかりやすい啓発
啓発指導 進します。(57)
活動の推進
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①掲載回数 １回 （２
月）
②広報ながの５回掲載、
FMラジオ10回放送（再放
送含）、有線放送12回
（再放送含）

②広報ながの５回掲載
（実績４、予定１）、FMラ
ジオ11回放送（再放送
含。実績８、予定３）、有
線放送12回（再放送含。
実績10、予定２）、市政
テレビ２回

①ゴミ通信に、生ごみ減量に関す
る記事を掲載
②達成率100％
Ａ

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

1.2.2

具体的施策

担当

生ごみの発生抑
企画管理
制と減量化の推進

重点項目

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

生ごみの減量化に向けて、ゴ
ミ通信等を活用した啓発活動を
実施するとともに、生ごみ自体
を発生させない意識の高揚を図
るため、食に係る「食育」、「地
産地消」等推進団体との連携を
強化します。
また、生ごみの自家処理につ
いては、ライフスタイルや地域
特性に応じた自家処理を推進
するため、生ごみ自家処理機器
購入費補助金、生ごみ自家処
理実践講座、生ごみ減量アドバ
イザー派遣制度等の多様な施
策を継続実施するほか、一次生
成物や生ごみ堆肥の有効活用
に向けて利活用方法について
検討していきます。(57)

①生ごみの発生抑制のための記
事掲載（ゴミ通信８号）
②生ごみ自家処理機器購入費補
助金の交付
生ごみ自家処理の継続対策とし
て、上下水道局と連携し機械式
ディスポーザの補助を開始
③段ボール箱を使用した生ごみ自
家処理実践講座の開催
④ガーデニング講座の開催

H27 数値目標

H27実績
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C・D・E評価理由等

①掲載回数 １回 （２
月）
②生ごみ自家処理機器
購入費補助金 申請個
数360個 ※基材を除く

①掲載回数 １回 （２
月）
②申請個数 248個（２
月末現在）※基材を除く

①ゴミ通信に、生ごみ減量に関す
る記事を掲載
②補助金申請個数
達成率 69％（2月末現在）

③開催回数 21回

③開催回数 21回

③目標回数実施済

④開催回数 ２回

④開催回数 ２回
野菜づくり講座 １回
ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ講座 １回
⑤派遣回数 18回

④目標回数実施済

⑤生ごみ減量アドバイザーの派遣 ⑤派遣回数 40回
※段ボール講座を行なう場合、希
望に応じ基材を500円であっせん
⑥生ごみ減量アドバイザー研修会 ⑥研修会開催回数 ３回 ⑥研修会開催回数 ３回
の開催
⑦生ごみ減量アドバイザー例会で
⑦意見交換会 ６回
の意見交換会等の実施
⑧一次生成物回収事業
⑧回収量 216.8ｋｇ（２月
末現在）
⑨・全行政連絡区代表
⑨県提案の「チャレンジ800実行 ⑨チャレンジ800実行
者に県の食べ切り運動
チーム」に参画
チーム計画策定
周知ちらし配布（9月）
・1月号広報で食べ残し
を減らすことについて市
民啓発
・長野地域実行チームに
参加し、商工会議所の
「2010運動」などの取り
組み状況発表とチーム
計画を策定
⑩生ごみの発生抑制の啓発のた
め、食育及び地産地消推進団体
等との意見交換の実施
⑪食育及び地産地消推進団体等
と連携し、学校教育関係への活動
に参画
⑫野菜直売所、朝市など生産者と
消費者の集まる場所での啓発

評価

⑩食育関係団体の役員
と意見交換を実施
⑪基本施策番号「1.1.1」
④のとおり
⑫市内で開催された農
業関連の講座等におけ
るPR活動を行った。

⑤アドバイザー派遣回数
達成率 45％(２月末現在）
⑥目標回数実施済
Ｂ

⑨計画策定済

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

1.2.3

具体的施策

容器包装類削減
のための啓発

担当

啓発指導

基本計画本文（参照ページ）
容器や包装は、家庭ごみのう
ち容積比で約３分の２を占めて
います。容器包装類のうち、プラ
スチック製容器包装等は資源物
として回収され、再資源化され
ますが、発生抑制を進める上で
は、市民一人ひとりが、マイバッ
グの持参や過剰な包装は断る
などの取組が必要です。
ながの環境パートナーシップ
会議、NPO、市民活動団体等と
連携し、容器包装類削減のため
の啓発を推進します。(57)

住民自治協議会（環境担当部
会）や自治会等と連携し、住民
説明会や出前講座において発
生抑制について啓発を進めて
住民自治協議会・
いきます。また、生ごみや容器
ながの環境パート 企画管理・ 包装類削減については、ながの
1.2.4
ナーシップ会議等 啓発指導 環境パートナーシップ会議、
との連携強化
NPO、市民活動団体等との連携
を強化し、取組を推進します。
(57)

H27計画概要

H27 数値目標

①レジ袋使用削減のためのマイ
バッグ持参運動等の実施（毎月５
日のキャンペーン、持参率調査、
市民団体･事業者との懇談会な
ど）

H27実績

①マイバッグ持参率調査 ①60.3％（平成28年３月
３月（２日間、市内５店
マイバッグ持参率調査
舗）実施
実施）
・マイバッグ持参率60％

②ながの環境パートナー
②広報紙等広報媒体を通じて、容 シップ会議「レジ袋使用
器包装削減のための啓発
削減プロジェクトチーム」
を通じて取組

②ながの環境パート
ナーシップ会議「レジ袋
使用削減プロジェクト
チーム」との協働により
市民団体との意見交換
会1回、主催イベントで
のマイバッグ持参啓発２
回、他団体が実施する
イベントへの参加２回
③広報紙でのマイバッグ ③広報紙でのマイバッグ
③簡易包装を推進している事業所 持参啓発２回
持参啓発１回（３月予
への支援
定）
①住民自治協議会（環境担当部
会）と連携し、生ごみ堆肥化と一次
生成物を混ぜた土から野菜と花づ
くりを呼びかける（一次生成物の
利用方法）
②ながの環境パートナーシップ会
議「レジ袋使用削減プロジェクト
チーム」等との連携による容器包
装類削減活動の実施

評価

①研修会（安茂里地区
２回、若槻地区 １回、
大豆島地区 １回）、県
内視察（若槻・芹田・安
茂里地区 合同）
②ながの環境パートナー ②基本施策番号「1.2.3」
シップ会議「レジ袋使用 ②のとおり
削減プロジェクトチーム」
を通じて取組

Ａ

①研修会開催
安茂里地区 、若槻地
区、大豆島地区

C・D・E評価理由等
・スーパーマーケットのレジ袋有料
化実施率 42.0％（21/50店舗）
（Ｈ26 37.7％（20/53店舗））
【参考】持参率調査実施店舗数及
びＨ27 マイバッグ持参率
レジ袋有料化
２店舗（84.3％）
レジ袋無料配布 ３店舗（50.1％）
②市民団体意見交換会6/5、マイ
バッグふぇすた2/23,24、ながの環
境団体大集合2/14、ながの環境
フェア9/6、信州環境フェア8/22,23

①計画どおり研修会等を実施

Ａ

基本施策１−３ 事業ごみの発生抑制の推進

事業ごみ減量マ
1.3.1 ニュアル等を活用 啓発指導
した減量化の推進

事業ごみの発生抑制を推進す
るため、事業ごみ減量マニュア
ルやゴミ通信を活用した減量化
事例の紹介や商工団体等との
連携による啓発活動を推進しま
す。(58)

①減量化事例の紹介（ﾊﾟﾝﾌ、ﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞなど）
②事業所での出前講座の実施

②事業所での出前講座
実施回数 ５回

③事業者への啓発活動の実施
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①エコ・サークル認定事
業者の減量化の取組み
をホームページで紹介
②事業所での出前講座
実施回数 ５回（見込
み）
③商工団体総会での減
量呼びかけ実施、ラジオ
放送での減量呼びかけ

①平成28年2月にホームページ掲
載
②達成
Ａ

③長野商工会議所総会（6月）及
びFMラジオ（2月）にて減量の呼び
かけ実施

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

減量計画書による
1.3.2 計画的取組の徹 啓発指導
底

多量排出事業所
1.3.3 への立入指導の
実施

1.3.4

過剰包装削減の
推進

啓発指導

啓発指導

重点項目

1.3.5

ながのエコ・サーク
啓発指導
ルの普及促進

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

多量排出事業所に対しては減 ①減量計画書提出の徹底
①98％
①99.1%（3月9日現在）
量計画書の提出の徹底を図り、 ・計画書未提出事業所への立ち入 ※対象：多量排出事業所 ・未提出７事業所への立
計画的取組を促進します。(58) り調査の実施
（１日50㎏以上排出）
ち入り調査を実施し、全
212事業所中210事業所
が提出

計画書の分析結果に基づく具 ①多量排出事業所への立ち入り ①・②新規及び未提出事 ①未提出事業所全７事
体的な啓発・指導を行います。 調査の実施
業所対象
業所へ実施
(58)
②新規の多量排出事業所への立
②新規事業所全５事業
ち入り調査の実施
所へ実施
事業所によるリユース梱包や
簡易包装など、製造・流通・販
売段階での過剰包装削減の取
組を支援していきます。また、事
業所、県及び関係団体等と連携
し、家庭ごみの減量にもつなが
るレジ袋有料化の拡大を推進し
ます。(58)

①基本施策番号「1･2･3」、「1･2･
4」の計画に併せて実施
②プラスチック製容器包装材使用
削減のための関係団体等との協
議

①基本施策番号「1･2･
3」、「1･2･4」のとおり
②ながの環境パートナー
シップ会議レジ袋使用削
減プロジェクトチームを通
じて事業者に有料化へ
の働きかけ、関係団体と
協議

①基本施策番号「1･2･
3」、「1･2･4」のとおり
②ながの環境パート
ナーシップ会議レジ袋使
用削減プロジェクトチー
ムを通じて事業者に有
料化への働きかけ、関
係団体と協議

ながのエコ・サークル認定制
度の普及促進を図るとともに、
認定事業所の事後調査や取組
事例の紹介を行います。(58)

①広報媒体等を活用した制度の ①新規認定数 ５事業所
普及啓発
②認定事業所の現状把握及び認 ②現存認定事業所198事
定事後調査の実施
業所中10事業所を現地
調査し、取組事例を広報
等で紹介

①新規認定数事業所数
３件（予定）
②現存認定事業所200
事業所の内、11事業所
を調査。2月にホーム
ページで取組事例を掲
載。
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評価

Ａ

C・D・E評価理由等
①【１社当たり可燃ごみ量】
H26 40.2トン(210社平均）
H25 39.6トン(213社平均）
【資源化率】
H26 66.9％
H25 65.7％
・11月〜12月実施
①11月〜12月実施

Ａ

Ａ

Ｂ

②12月実施

・スーパーマーケットのレジ袋有料
化実施率 42.0％（21/50店舗）
（Ｈ26 37.7％（20/53店舗））
【参考】持参率調査実施店舗数及
びＨ27 マイバッグ持参率
レジ袋有料化
２店舗（84.3％）
レジ袋無料配布 ３店舗（50.1％）

①ランクアップを含めた全認定事
業所数は８件あったが、うち、新規
事業所の認定が３件にとどまっ
た。

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

1.3.6

具体的施策

担当

多量排出事業所
以外の事業所が
啓発指導
排出する事業ごみ
削減の推進

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

事業ごみの排出実態調査と調 ①業種を定めた個別実態調査の
査結果に基づく具体的な啓発を 実施
実施し、事業所のごみ減量化へ
の取組を推進します。(58)

H27実績

①市内飲食店関係団体 ①第三地区を中心に、
に協力を依頼し、実態把 中小規模排出事業所57
握調査を実施
事業所に対し立入実態
調査を実施（35事業所
から調査票を回収）
②57事業所に対して分
別徹底の啓発を実施
・調査の際にフードバン
ク関連のチラシを配布

②職場での分別徹底の啓発

重点項目

「もったいない精神」に基づ
①市民に対する、食べ切り運動の ①食べ切り運動の分かり ①県の食べ残しを減ら
き、市民・事業所・県・市が一体 分かりやすい表現方法の検討
やすいネーミングの作成 そう県民運動〜e-プロ
となって、飲食店等での「食べ ・事業所・県との連携の推進
・飲食店、県と連携した ジェクト〜に協力。多量
切り運動」や「食べ残し防止運
取組みの実施
排出事業所以外の事業
所調査の際に食べ残し
食べ切り運動等の 企画管理・ 動」を推進します。(58)
1.3.7
を減らそう運動周知ちら
推進
啓発指導
しを配布
重点項目

1.3.8

イベントごみの発
生抑制の推進

イベントごみの排出実態を把 ①イベントごみの実態を把握し、ご ①会場提供者の排出実
態調査の実施
握し、イベント主催者や会場提 みの発生抑制を図る
・イベント時のごみ持ち帰
供者等関係者の協力を得て、ご
りを啓発
みをできるだけ出さない取組を
進めます。(58)
・イベント主催者に対する
リユース食器の提案
企画管理・
啓発指導

重点項目
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①会場管理者からの聞
取りを実施
・長野びんずる祭りにて
「ごみの持ち帰り」と「ゴ
ミ箱の不設置」の告知、
「参加者清掃」の分別回
収が実施された。
・安茂里地区住民自治
協主催イベントにおける
リユース食器利用の提
案

評価

C・D・E評価理由等
①・②中小規模排出事業所７月〜
９月実施

Ａ

Ｂ

①県の「e-プロジェクト」、商工会
議所の「2010運動」、松本市の
「3010運動」など、他で使用してい
るネーミングとの対比を考慮し検
討中。

①会場提供者を訪問し聞き取ると
ともに、減量・分別に向けての啓
発を行った。会議等の機会を捉え
てリユース食器の紹介を行った。
Ａ

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

評価

C・D・E評価理由等

基本施策１−４ 市のごみの発生抑制の推進
市庁舎及び市有施設から発 ①長野市役所環境保全率先実行 ①職場環境美化委員を ①新庁舎移転に伴い、
生するごみについて、長野市役 計画により、廃棄物の減量及びリ 通じて、周知啓発を実施 廃棄物の発生が見込ま
所環境保全率先実行計画に基 サイクルの推進
れたため、職場環境美
づき、発生抑制を推進します。
化委員を通じて、適宜周
(59)
知啓発を実施
市庁舎等のごみ
1.4.1 の発生抑制の推
進

庶務課

Ａ

市主催イベント等においてご ①長野市環境マネジメントシステ ①庁内LAN（掲示板）を
みをできるだけ出さない取組を ムにより、環境に配慮した事務事 通じて全庁的に周知啓
進めます。(59)
業を実践することで、市主催イベン 発を実施
市主催イベント等
ト等における発生抑制の推進
企画管理・
1.4.2 における発生抑制
啓発指導
の推進

①ながの環境フェア：発
生抑制等の啓発
・庁内ＬＡＮで夏冬の宴
会での食べ切りを職員
向けに周知（全２回）

Ａ

①第一庁舎の建替えに伴いごみ
の排出量は前年度に比べ多くなっ
ているが、リサイクル率は前年並
みを維持している。
【参考：本庁舎実績】
（3月末見込み）
※（ ）内は前年度値
リサイクル率 87.8％
（90.6％）
可燃ごみ排出量 25.0ｔ
（21.3ｔ）
不燃ごみ排出量 26.0t
（5.1ｔ）
①環境フェア会場にごみ箱を設置
せず持ち帰りを呼びかけたり、リ
ユース食器の使用、マイバッグの
持参を呼びかける等、発生抑制を
実践

基本方針２ 分別の徹底と再資源化の促進 ＜再使用・再生利用＞
基本施策２−１ 分別の徹底とわかりやすい啓発活動の推進
家庭ごみでは、特に可燃ご
み・不燃ごみに含まれている資
源物の分別の徹底を図るため、
「ごみの出し方保存版」、「家庭
用資源物・ごみ収集カレンダー」
及びゴミ通信等の冊子を活用し
た啓発のほか、住民説明会・出
分別の徹底に向け
企画管理・ 前講座の開催、分別強調月間
2.1.1 たわかりやすい啓
啓発指導 における巡回指導等により周知
発活動の推進
徹底を図ります。(62)

①ごみの出し方保存版、ごみ収集
カレンダーによる分別啓発や分別
徹底に関する記事の掲載（ゴミ通
信８号）
②広報ながの、FMラジオ、有線放
送等による啓発

①ごみ収集カレンダー及 ①ごみ収集カレンダー
びゴミ通信の掲載回数 及びゴミ通信の掲載回
１回 （２月）
数 １回 （２月）

①達成

②広報ながの５回掲載、
FMラジオ10回放送（再放
送含）、有線放送12回
（再放送含）

②達成

③分別徹底のための住民説明会 ③開催回数40回
や出前講座等の開催
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②広報ながの５回掲載
（実績４、予定１）、FMラ
ジオ11回放送（再放送
含。実績８、予定３）、有
線放送12回（再放送含。
実績10、予定２）、市政
テレビ２回
③発生抑制のための住
民説明会や出前講座等
の開催回数32回

Ｂ
③出前講座15回（実績14回、予定
1回）、市主催講座16回（実績15
回、予定1回）、住民自治協議会主
催のもの1回

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

2.1.2

2.1.3

具体的施策

担当

分別・排出指導の
啓発指導
徹底

住民自治協議会
等との連携強化

啓発指導

重点項目

住民説明会・出前
啓発指導
2.1.4
講座の実施

2.1.5

事業ごみの分別
の徹底

啓発指導

基本計画本文（参照ページ）
分別の不徹底や排出ルール
違反ごみに対しては、地域や集
合住宅管理者と連携しながら個
別指導を含め指導を強化してい
きます。(62)

H27計画概要

H27 数値目標

①分別強調月間に各地区役員と ①分別強調月間の巡回 ①分別強調月間の巡回
協力し、分別指導を実施
指導10地区
指導９地区
②ルール違反ごみを調査し、排出
②・③個人指導及び重
者が特定できた場合は個別指導
点的指導は、随時適正
を実施
に実施した。
③ルール違反が多い集積所の重
点的指導

住民自治協議会（環境担当部 ①分別強調月間に集積所の巡回 ①分別強調月間の集積
会）や自治会等と連携し、各地 指導を実施し、巡回結果について 所の巡回指導結果を地
域ごとの課題に対応した啓発活 地区に報告を行い、改善を促す
区に文書報告 10地区
動や指導を展開します。(62)
②住民自治協議会（環境担当部 ②住民自治協議会の役
会）役員対象の説明会を開催
員対象の説明会32回開
催
③地区の優良な取組事例紹介
③ゴミ通信 １回

①分別強調月間の集積
所の巡回指導結果を地
区に文書報告 ９地区

住民説明会や出前講座の開
催により分別や適正排出につ
いて周知啓発を図ります。(62)

①分別や適正排出についての住
民説明会や出前講座等の開催

①開催回数32回

事業ごみの分別の徹底につ
いては、「事業ごみの分け方・出
し方」や「事業ごみ減量マニュア
ル」等を活用し、商工団体等とも
連携した啓発活動を推進しま
す。(62)

①基本施策番号「1･3･1」の計画と ①事業所での出前講座
同様に実施するものとし、「事業ご 実施回数 ５回
みの分け方・出し方」のパンフレッ
ト等を活用した適正な分別と排出
指導の実施

①開催回数40回

搬入時の分別指
導の徹底

②住民自治協議会の役
員対象の説明会32回開
催
③ゴミ通信 １回

評価

①検査回数／５回
（可燃ごみ、不燃ごみ）

清掃セン
ター

重点項目
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C・D・E評価理由等
①３年に１回の順番で巡回指導を
実施しているが、27年度はロー
テーション上、９地区のみとなっ
た。

Ａ

Ａ

Ｂ

清掃センター搬入時の展開検 ①許可業者搬入車両に対する抽
査や指導により、分別の徹底を 出開披検査の実施（分別の徹底
図ります。(62)
及びルール遵守を図る。）
2.1.6

H27実績

①事業所での出前講座
実施回数 ５回（予定）

①３年に１回の順番で巡回指導を
実施しているが、27年度はロー
テーション上、９地区のみとなっ
た。
②３月〜６月に実施

①出前講座15回（実績14回、予定
1回）、市主催講座16回（実績15
回、予定1回）、住民自治協議会主
催のもの1回
①達成

Ａ

①検査回数／４回
（可燃ごみ、資源ごみ）
・車両22台に対し検査を
実施
持帰り指導 ３台
口頭注意指導 ９台
注意書送付 ２台

Ｂ

①特に可燃ごみに産業廃棄物の
混入が見受けられることから、引
き続き分別の徹底を図る必要が
ある。

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

評価

C・D・E評価理由等

基本施策２−２ 再資源化の推進

2.2.1

集団回収による資
企画管理
源物回収の促進

資源物の集団回収について、 ①資源回収報奨金の交付
引き続き資源回収報奨金を交
付し、自治会等の自主的な再資
源化活動を支援し、排出機会の
拡大を図ります。(63)
②布類回収の推進

2.2.3

機密文書再資源
化への誘導

事業系有機性廃
2.2.4 棄物の資源化の
促進

啓発指導

啓発指導

①資源回収量 11,578ｔ
（２月末現在）

②布類回収量 110ｔ（２
月末現在）
③リサイクルハウス設置事業補助 ③交付件数 19団体(棟) ③交付件数 18棟
金の交付

重点項目

サンデーリサイク
2.2.2 ル拠点増加の検
討

①資源回収量 14,332ｔ

②布類回収量 120ｔ

サンデーリサイクルによる資 ①現在の状況を考えると会場の拡 ①21会場
源物の拠点回収を継続するとと 大は見込めないため、現状の拠点
もに、スーパーマーケット以外の 数を維持する。
会場を含め、回収拠点の増加を
検討します。(63)
事業所から発生する資源物の
再資源化のための取組として
は、オフィスペーパーなどの紙
類について再資源化を促進す
るとともに、焼却処理されること
が多い機密文書についても再
資源化への誘導策を検討しま
す。(63)

①21会場

①多量排出事業所及び
それ以外の事業所の調
査時に併せて資源化事
業者の情報を提供
・基本施策番号「1･3･1」
の計画に併せて周知を
実施
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①現状を維持した。
Ａ

①機密文書を含む紙類の資源化 ①多量排出事業所調査 ①新規多量排出事業
ルートの現状調査を実施
及びそれ以外の事業者 所、未提出事業所及び
調査に併せて訪問調査 中小規模排出事業所計
を実施
69事業所の訪問調査を
②周知は①と基本施策番号「1･3･
実施し、機密文書リサイ
1」「1･3･2」「1･3･3」の計画と併せ
クルの方法を紹介
て実施

飲食業や食品関連事業所等 ①飲食業・食品関連事業所等の
から発生する生ごみの資源化 食品廃棄物の資源化を促進
の促進に向けて、食品リサイク
ル法関連の情報提供を行うほ
企画管理・ か、事業者が行う資源化の取組
啓発指導 を支援していきます。(63)

Ａ

①新聞・雑誌等の紙媒体流通量
の減少に加え、小売店における古
紙類等の店頭回収が普及してお
り、回収量が減少傾向にある。
②布類回収については、微増傾
向にある。

①新規多量排出事業所
及び未提出事業所、中
小規模排出事業所計69
事業所に資源化につい
て調査及び食品リサイク
ルの方法を紹介
・基本施策番号「1･3･1」
の計画に併せて周知を
実施

①新規・未提出多量排出事業所
11月〜12月実施。中小規模排出
事業所７月〜９月実施
Ａ

①新規・未提出多量排出事業所
11月〜12月実施。中小規模排出
事業所７月〜９月実施
Ａ

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

市ごみ処理施設で資源化でき ①生ごみの資源化等について検
ない品目について、新たな資源 討
化ルート構築の可能性について
②民間の処理施設で堆肥・チップ
企画管理・ 検討を進めます。(63)
化している剪定枝葉の効率的なバ
新たな資源化ルー 啓発指導・
2.2.5
イオマス利活用について検討
トの検討
地球温暖
化対策室

2.2.6

使用済小型家電
回収の実施

啓発指導・
清掃セン
ター

使用済小型家電の再資源化
を促進し、不燃ごみの削減と資
源の有効活用を図るため、効率
的な回収方法を検討し、実施し
ます。(63)

①新たに実施する小型家電リサイ
クル実証実験の状況を検証し、持
続的で効率的な回収ルートの構築
を検討

H27 数値目標

H27実績

①地域等から提案のあっ
た生ごみ資源化の実現
に向けて検討
②剪定枝葉バイオエタ
ノール化の検討

①地域における生ごみ
資源化活動の発足に向
け協議 ３回
②連携中枢都市圏構想
の連携事業に位置づけ
たほか、民間での事業
進捗状況等の情報収集
に努めた。

①実証実験として、回収
協力店（家電商）とｻﾝﾃﾞｰ
ﾘｻｲｸﾙにて回収を実施
・回収協力店等受入拠点
の拡大検討

①回収協力店（家電商）
とｻﾝﾃﾞｰﾘｻｲｸﾙにて回収
を実施。回収量は順調。
・回収協力店受入拠点２
店舗増
・ながの環境フェアでの
イベント回収を実施
・清掃センターでピック
アップ回収を実施

重点項目

評価

C・D・E評価理由等
①・②計画どおりに進捗

Ａ

①回収実績：62.5ｔ（２月末現在。イ
ベント回収分含む）
・９月３店舗増、11月１店舗減
Ａ
・清掃センターピックアップ回収
量：6.3ｔ（２月末現在）

基本施策２−３ リサイクル啓発の推進

リフレッシュプラザ
指定管理
2.3.1 を拠点とした再使
者
用の促進

再生品・環境配慮
指定管理
2.3.2 物品等の利用促
者
進

「長期使用」や「再使用」促進
のための啓発を行います。リサ
イクル啓発の推進に当たり、長
野市リフレッシュプラザを拠点と
してリサイクル関連イベントの開
催や不用品交換等の場（リサイ
クル広場、レインボー広場）の
活用を促進します。(63)

①長野市リフレッシュプラザで不 ①リサイクル広場開催回 ①６回開催
用品交換や提供の場（レインボー 数 ６回
広場、リサイクル広場）を活用し、
長期使用や再使用を推進
・レインボー広場情報掲 ・12回掲載
載回数 12回

市民や事業者に対して、再生
品や環境配慮物品等の利用促
進を図るため、啓発活動を実施
します。(64)

①ながの環境フェア等リサイクル
関連イベントを開催し、再生品や
環境配慮物品等の利用促進など
の情報発信

Ａ

①参加者数
H27 3,035人（2月末現在）
（H26 3,817人）
・12回掲載
登録（提供・希望）件数
H27：75件（2月末現在）
（H26：68件）

・市民グループに協力し
子供服の交換会を4回
開催
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①ながの環境フェア開催
・フリーマーケット７回開
催
・体験講座・展示会開催
回数 28回

①開催、35団体・個人
・フリーマーケット ７回
開催
・28回開催

Ａ

①ながの環境フェア参加者数
（H26対比 1.8％増）
H27 5,800人
H26 5,700人

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

評価

C・D・E評価理由等

基本方針３ 環境に配慮した適正な廃棄物処理の推進 ＜適正処分＞
基本施策３−１ 適正な収集運搬体制の構築

3.1.1

効率的な収集方
法の検討

啓発指導

収集方法・回数等について、 ①収集方法・回数等について、よ ①新たな契約方法を検
より効率的なものとなるよう費 り効率的なものとなるよう費用対 証・検討
用対効果を勘案しながら検討を 効果を検証
行います。(66)

①平成28年度より豊野
地区家庭ごみ収集の直
営収集分を事業者へ委
託

ごみ集積所までのごみ出しが ①戸別収集の実施に向けて内容 ①H28からの実施に向け
て検討
困難な世帯に対する収集体制 を精査
について、社会福祉協議会等
高齢者等に対する 企画管理・ 福祉団体、住民自治協議会及
3.1.2
収集体制の検討 啓発指導 び市関係部局等と連携し、戸別
収集等の新たな収集方法も含
め調査、検討を行います。(66)
重点項目

①実現に向け、地域福
祉担当者からのヒアリン
グと庁内での検討を実
施

①農薬、カセットボンベ等
の販売事業者等による
適正処理・リサイクルシ
ステムの整備について、
継続して要望を実施

①北陸東海地区適正処
理困難指定廃棄物対策
協議会において本市か
らカセットボンベ・スプ
レー缶の適正処理につ
いて議題提出。名古屋
市から中央適正処理困
難指定廃棄物対策協議
会に国への要望事項と
すべく議題提出

3.1.3

3.1.4

処理困難物自主
回収の推進

啓発指導

環境にやさしい収
集車両の導入及
啓発指導
びエコドライブの推
進

市処理施設で処理できないも
の（処理困難物）については、
販売・製造業者等に対して自主
回収を要請するほか、回収ルー
トの構築に関して、国や全国都
市清掃会議等に対して働きか
けを行います。(66)

①全国都市清掃会議協議会にお
ける研究及び国等関係機関への
要望
・北陸東海地区適正処理困難指
定廃棄物対策協議会（27年度長
野市開催予定）を通じた周辺自治
体との情報共有、共同研究等

収集運搬段階における環境負 ①車両導入とエコドライブの実践
荷の低減を図るため、委託業者 に向け事業者との協議を継続す
の協力を得ながら、低公害型の る。
収集車両の導入を促進するとと
もに、バイオマス燃料の導入、
エコドライブ（省燃費運転）の実
践等を促進します。(66)
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①委託業者への情報提 ①収集業者の協力によ
供及びエコドライブ研修 り、平成27年10月より試
会の実施
験的に天ぷら油燃料を
収集車両（パッカー車）
に使用して、検証中。

Ａ

①市内で唯一直営収集している
豊野地区の可燃ごみ、プラスチッ
ク製容器包装、剪定枝葉等３品目
の事業者への委託化を実施

①検討を行ったが、実施に向けて
対象の要件等の課題解決に至ら
ず、H28実施とはならなかった。
Ｂ

①引き続き国等に要望していく。

Ａ

廃食用油を原料としたバイオ
ディーゼル燃料の試験的使用を
実施したが、エコドライブは未実施
で、平成28年度実施予定。
Ｂ

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

環境に配慮したご
3.1.5 み集積所設置の 企画管理
支援

3.1.6

収集運搬業者等
の研修会の実施

廃棄物対
策課

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

分別意識の高揚や清潔で住 ①ごみ集積所設置改修事業補助 ①小屋タイプ補助件数
みよいまちづくりのため、自治 金の交付
（設置77棟、改修54棟）
会等が設置するごみ集積所が
環境美化に配慮したものになる
ように支援します。(66)

①小屋タイプ補助件数
（設置58棟、改修75棟）
(２月末現在）

一般廃棄物収集運搬業許可 ①新規許可（指定）及び更新許可 ①開催回数 ３回
事業者等による事業系一般廃 （指定）事業者に対する講習会の
棄物の適正な収集運搬体制を 開催
構築するため、収集運搬業者
等に対する研修会を実施しま
す。(66)

①開催回数 ３回

長野広域連合によるごみ処理
施設が整備・稼働されるまでの
間、長野市清掃センター焼却施
設について、中期保全計画に基
づく適切な設備改修工事等の
実施により、引き続き安全で安
定的な処理を実施します。
焼却灰等については、外部搬
出により、適正かつ安定的に埋
立処分を実施するほか、再資源
化を促進していきます。(67)

①焼却施設、資源化施設、最終処
分各施設の計画的な整備

①焼却施設、資源化施
設のオーバーホール工
事、最終処分場の振替
水路工事等を実施

市ごみ処理施設周辺の大気
測定等環境調査を定期的に行
い、測定結果を公表します。ま
た、市ごみ処理施設の緑化等
周辺環境の整備を実施します。
(67)

①清掃センター周辺３地点で、有 ①環境調査 年４回
害大気汚染物質等25項目につい
て環境調査を実施、測定結果を迅
速に公表

長野広域連合による新たな処
理施設の早期建設・稼働に向
けて、長野市へ建設が予定され
る焼却施設について、地元住民
との十分な協議による合意形成
を図り、早期整備を促進します。
(67)

①地元住民と十分協議をし、理解 ①焼却施設の設計、施 ①焼却施設の設計・建
と協力を得ながら、目標年度（平 工、運営に係る事業者を 設・管理に係る事業者を
成30年度）の稼働に向けての各種 決定し、工事に着手
決定し、工事に着手
手続きを進める。

評価

Ａ

C・D・E評価理由等
①達成率100％（２月末現在）
・設置58棟の内訳
野天集積所⇒小屋タイプ 10件
新設集積所
15件
小屋の建て替え
33件

①清掃センターの受入基準に基
づき、分別の徹底を呼びかけた。
Ａ

基本施策３−２ ごみ処理施設の整備

3.2.1

安全で安定的な処 清掃セン
理の継続実施
ター
重点項目

3.2.2

環境調査等の実
施

広域連合ごみ処
3.2.3 理施設の整備促
進

清掃セン
ター

準備室

②天狗沢最終処分場の埋立終了 ②焼却灰等外部搬出処 ②焼却灰等外部搬出処
に伴い、焼却灰等を全量外部搬出 理委託量 13,322ｔ
理委託量
により最終処分
12,143ｔ
（28年２月末現在）

Ａ

①環境調査 年4回
（6月、8月、11月、1月）
Ａ
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①清掃センター周辺大気環境測
定調査を定期的に実施した。ま
た、測定結果は、清掃センターだ
よりに掲載し、大豆島地区全戸に
配布した。
①広域化基本計画に基づき、平
成30年度中の稼働に向け、着実
な事業推進を図った。

Ａ

重点項目

①長野広域連合による新焼却施
設稼動まで、安全で安定的な運用
を行うための整備を実施
・最終処分場の施設終了に向けた
整備を実施
②資源化した処理量
598ｔ（全体の4.9％）
（28年２月末現在）

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
担当

基本計画本文（参照ページ）

広域ごみ焼却施
清掃セン
3.2.4 設建設に伴う清掃
ター
センターの整備

広域ごみ焼却施設建設に合
わせ資源化施設等を改修する
とともに、新焼却施設稼働後に
現焼却施設等を解体し、跡地の
一部に資源物等ストックヤード
を移設・整備します。(67)

①広域連合の建設計画との調整
を図りながら、新焼却施設稼働に
向け、清掃センター施設の改修・
整備を進める。

市民及び地区役員の通報体
制や関係機関との連携強化、
民間委託によるパトロールの実
施など監視体制を継続的に強
化することにより、不法投棄の
未然防止、早期発見に努めま
す。発見した不法投棄に対して
は警察等関係機関とも連携しな
がら、厳正な対応を行います。
(68)

①環境部職員による不法投棄パト ①49日
ロール及び回収
②民間委託によるパトロール及び ②233日
回収

施策№

具体的施策

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

①市道大豆島316号線の ①清掃センター搬入路
整備にあわせ清掃セン 外整備工事の実施
ター搬入路等の整備を
・搬入路新設
実施
・アスファルト舗装工
・門扉工
・フェンス工等

評価

C・D・E評価理由等
①新設市道松岡南線の整備に併
せ、市道からセンター搬入路の整
備を実施

Ａ

重点項目

基本施策３−３ 不法投棄対策の推進

3.3.1 監視体制の充実

啓発指導

地域と連携した不
3.3.2 法投棄されにくい 啓発指導
環境づくりの推進

①51日

①・②不法投棄の回収量は若干
増加傾向にある（前年度対比
5.8%)。
回収量 49.0トン（２月末現在）

②233日
Ａ

不法投棄多発地帯について ①不法投棄監視カメラの設置
は、啓発看板・投棄防止ネット・ ②不法投棄防止ネットを設置
監視カメラなどを設置するととも
に、投棄物の早期回収を行い、
不法投棄されにくい環境づくり
を推進します。
また、不法投棄及びごみのポ
イ捨ての防止に向けて、地域と
連携を図りながら啓発活動を推
進します。(68)

①33台
②30m（累計711m）

①33台
②183m（累計864m）
設置地区：信更地区

①・②監視カメラ・防止ネット設置
場所への不法投棄なし

Ａ

基本施策３−４ 災害廃棄物対策

3.4.1

災害廃棄物処理
体制の確立
重点項目

企画管理

「長野市災害廃棄物処理計
画」に基づき、関係機関と協議
を進めながら、仮置き場の確保
等、災害時に備えた体制整備を
図ります。
また、平成26年３月に国が策
定した「災害廃棄物対策指針」
に基づき、必要な見直しを行い
ます。(68)

①国が策定した「災害廃棄物対策 ①見直しの実施
指針」及び長野県神城断層地震
の状況を踏まえた「長野市災害廃
棄物処理計画」の見直しの実施
②災害廃棄物処理チームの打合 ②２回
せ
③災害対応マニュアルの策定
③策定の実施

①環境省の行動計画指
針策定を受けて検討中

②３月に各チームへの
照会を実施。
③大規模災害時廃棄物
中部ブロック協議会にお
ける広域連携計画作成
を受けて検討中
④大規模災害時廃棄物対策中部 ④大規模災害時の広域 ④協議会に参画すると
ブロック協議会に参画
対応について協議
共に、Ｈ28.2月に情報伝
達訓練に参加。
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環境省における災害廃棄物対策
行動指針の策定や法改正、大規
模災害時廃棄物対策中部ブロック
協議会における広域連携計画の
策定計画など、計画見直しの基幹
となる内容の変動が続いたため見
直しの作成に至っていない。
Ｃ

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

評価

C・D・E評価理由等

Ａ

①引き続きA評価割合の向上を目
指す
（参考）H26 60.4%
H25 58.3%

基本方針４ 計画実現に向けた体制・仕組みづくり
基本施策４−１ PDCAサイクルによる計画（施策）の進行管理
ごみ処理実施計
4.1.1 画による施策の実 企画管理
施

標準的な評価項
4.1.2 目（指標）によるご 企画管理
み処理の評価

本計画で定めた各種施策につ ①H27実施計画で、具体的施策ご ①A評価 62％以上
いて、毎年度定めるごみ処理実 とに数値目標を設定
施計画で事業計画など必要な
事項を定めるとともに、数値化
できるものは数値目標を掲げ、
目標達成に向けて各事業を実
施します。(70)
実施計画に基づく施策の実施 ①H26実績にかかる標準的評価
状況や数値目標の達成状況等 項目の算出、検証
について、長野市廃棄物減量
等推進審議会にて報告・審議を
行うとともに、国の指針で示され
た標準的な評価項目によるご
み処理の評価を実施します。
(70)

①・A評価…76.9％
・B評価…21.2％
・C評価… 1.9％
・D評価… 0％
・E評価… 0％

①中核市等の一般廃棄 ①H26実績
物処理事業実態調査結 ・一人一日当たり
果と比較し、ごみ処理の
総排出量
942ｇ
評価を実施
・リサイクル率 25.8％

Ａ

【参考①】
全国・中核市平均（H25実績）
・一人一日当たり総排出量
全 国
958ｇ
中核市
989ｇ
（Ｈ25長野市 949ｇ）
・リサイクル率
全 国
20.5％
中核市
20.1％
（Ｈ25長野市 28.4％）
【参考②】
中核市中の順位（H25実績）
・一人一日当たり 18/45位
・リサイクル率
5/45位

4.1.3

4.1.4

市民モニター制度
企画管理
の活用

計画の中間評価
（見直し）の実施

企画管理

施策の実施状況や実績数値 ①行政施策の満足度調査（まちづ ①満足度68％を目指す ①まちづくりアンケート
等については広く市民に公表す くりアンケート指標）の活用分析
【質問項目】「資源のリサ 調査 質問44項目中の
イクルやごみの減量化に 順位及び満足度（「そう
るほか、まちづくりアンケートや
対する取り組みが盛んで 思う」「ややそう思う」回
ごみ減量モニター制度を活用
ある」
答割合）
し、随時、満足度調査や市民意
H27 ６/44位（56.1%）
見の募集を行っていきます。
H26 ４/44位（67.3%）
(71)
H25 ３/44位（65.3%）
実施計画による施策の推進状 ※H26終了
況やごみを取り巻く社会的状況
の変化等を踏まえ、中間年であ
る平成26年に本計画（基本計
画）の中間評価（見直し）を実施
します。(71)
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44項目中の順位は上位に位置し
ているものの、前年度と比べ、順
位及び満足度が下がっている。
Ｂ

平成27年度ごみ処理実施計画 具体的施策ごとの年度報告（見込み）及び達成状況評価（自己評価）
基本方針
基本施策
施策№

具体的施策

担当

基本計画本文（参照ページ）

H27計画概要

H27 数値目標

H27実績

評価

C・D・E評価理由等

基本施策４−２ 効率的な廃棄物行政の推進
ごみ通信等の広
4.2.1 告媒体としての活 企画管理
用の検討

ゴミ通信への広告の掲載な
①ゴミ通信への広告掲載の継続
ど、新たな財源の確保に向けた
検討を行います。(71)

平成21年10月に導入した家庭
ごみ処理手数料有料化制度、
清掃センターごみ処理搬入手
一般廃棄物処理 企画管理・ 数料の改定については、ごみ量
4.2.2
手数料の検証
啓発指導 や手数料収入の動向等を十分
に分析し、処理手数料の検証を
重点項目
行います。(71)
一般廃棄物会計基準に基づく
処理費用の分析を行い、ごみの
種別や作業部門ごとの費用（原
価）について経年変化を検証
し、ごみ処理の効率化を推進し
ごみ処理の効率
ます。ごみ処理コスト（収支）に
4.2.3 化に向けた処理費 企画管理 ついては広く市民に公表し、廃
用の分析
棄物処理にかかる費用の透明
化を図ります。(71)

①新たな広告主の確保

①手数料収入及び処理コストを基 ①４月 審議会に諮問
に、現行処理手数料についての検 ・５〜７月 専門部会で審
証
議
・８月 審議会より答申

①従来の２事業所を確
保

①５月 審議会に諮問
・６〜７月 専門部会で
審議
・８月 審議会より答申

①H26ごみ処理コストの算出・分析 ①H18〜25の算出結果を ①算出した結果、市民
を行ない、ごみ処理概要に掲載、 基に、経年変化や効率 一人当たりの経費は増
ホームページ等で公表
化等を検証
加傾向にある。
H26 8,828円（+4.2％）
H25 8,475円（+3.5％）
H24 8,192円（+2.8％）

Ａ

①当初、広告主の撤退の話が
有ったが、交渉の結果、従来の２
事業所で広告掲載確保
①現状を検証し、適正に手数料の
見直しを行うことができた。

Ａ

①Ｈ25.4天狗沢最終処分場埋立
終了に伴い、焼却灰等全量外部
搬出（Ｈ18〜一部搬出）したことが
コストアップの主な要因である。
Ａ

基本施策４−３ 地球温暖化防止等への配慮
地球温暖化防止にかかる数 ①廃棄物処理に伴う温室効果ガ
地球温暖化防止 企画管理・ 値指標として、廃棄物処理に伴 スの人口一人一日当たり排出量
4.3.1 にかかる数値指標 地球温暖 う温室効果ガスの排出量等を算 を算出
の算出・検証
化対策室 出し、経年変化について検証を
行います。(71)

①経年変化等に基づき、 ①H21年度からのごみ
実態の検証を継続
量等に基づき、温室効
果ガス量を算出

「長野市バイオマスタウン構 ①バイオマスタウン構想推進協議 ①長野市バイオマス産業
想」と連携し、廃棄物系バイオマ 会への参画と併せ、生ゴミ資源化 都市構想の策定
「長野市バイオマ 企画管理・ スの有効活用のための取組を の検討
・地域等から提案のあっ
4.3.2 スタウン構想」と連 地球温暖 推進していきます。(71)
た生ごみ資源化の実現
携した取組の推進 化対策室
に向けて検討
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・構想策定のため、検討
委員会を実施し、策定を
進めている。
・地域等からの提案につ
いても検討中である。

Ａ

Ａ

①算出結果
H26実績
0.146 ㎏/-CO2/人・日
H25実績
0.136 ㎏/-CO2/人・日
①地域等から提案のあった生ご
み資源化の実現可能性等につい
て検討中

