
日向東臼杵南部地域循環型社会形成地域計画（平成２２年８月３１日）の計画期間満了に伴い、循環型

社会形成推進交付金交付取扱要領に基づき、計画の事後評価を行いましたので、その結果を公表いたしま

す。 

 

平成２８年８月１０日 

日向東臼杵広域連合 

 
 
 
 
 



様式第９ 

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 

宮崎県 日向東臼杵広域連合（日向市・門川町・美郷町・諸塚

村・椎葉村） 

H22.4.1～H27.3.31 ５年 

 

１ 目標の達成状況 

（ごみ処理） 

指      標 

 

現状（割合※１） 

（平成２１年度） 

目標（割合※１） 

 （平成２７年度） A 
実績（割合※１） 

  （平成２７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 

     8,656t 

      1.64t 

    27,761t 

 289.7kg/人 

 

 

 

 

     7,728t 

      1.50t 

    25,802t 

  273.8kg/人 

(-10.7%) 

( -8.5%) 

( -7.1%) 

( -5.3%) 

    8,078t 

     1.43t 

   22,488t 

 188.8kg/人 

( -6.7%) 

(-12.8%) 

(-19.0%) 

(-34.8%) 

 104.5% 

  95.3% 

  87.2% 

  69.0% 

合 計 事業系家庭系総排出量合計 36,417t      33,530t ( -7.9%)    30,566t (-16.1%)   91.2% 

再生利用量 

 

直接資源化量 

総資源化量 

     1,894t 

     4,876t 

(5.2%) 

(13.4%) 

     1,836t 

     5,095t 

(  5.5%) 

( 15.2%) 

        0t 

     6,685t 

(    0%) 

( 21.9%) 

     0% 

 131.2% 

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

減量化量 中間処理による減量化量     26,029t (71.5%)     23,740t ( 70.8%)    20,842t ( 68.2%)   87.8% 

最終処分量 埋立最終処分量      5,744t (15.8%)      5,126t ( 15.3%)     3,074t ( 10.1%)   60.0% 

 ※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 

ごみ処理有料化 日向市 ごみ処理有料化事業の推進  

圏内家庭ごみ処理有料化による収

集体制の統一化 

資源回収品目の拡大等によるごみ

減量化施策の調査・検討 

H22年度～H26年度 【日向市】ごみ排出量の推移や社会

経済情勢、市民意識等を考慮しなが

ら、他自治体の動向も踏まえて検討

中 

12 

普及啓発 ①日向市・門川町 

②日向東臼杵地域各市

町村 

③日向東臼杵地域各市

町村 

①啓発事業の充実 

②啓発推進のごみ減量の十か条 

③各種イベント等での啓発活動 

H22年度～H26年度 ①【日向市】ごみの適正な分別排出

を促すため、排出者への戸別訪問に

よる啓発指導を実施 

【門川町】資源物ステーションへの

分別指導員の配置によるごみ処理の

適正化及び啓発 

②③【日向市】6 月中に「ごみ減量

・リサイクル週間」を設定し、公共

施設や収集車両への懸垂幕・横断幕

の設置、市庁舎でのパネル展示を実

施 

【門川町】各種イベントや広報誌で

の啓発活動。 

【美郷町】１１月開催の町民祭で、

リサイクルの内容やごみ減量の推進

などについて、啓発展示を実施 

【諸塚村】村の広報誌等での普及・

啓発 

【椎葉村】地域でのゴミ分別説明会

や環境美化推進員による分別指導を

実施。 



13 

環境教育 ①日向東臼杵地域各市

町村 

②日向市 

③日向市 

①施設見学の実施 

②ごみ減量ポスターコンクールの

実施 

③中学校、高校の職場体験学習の実

施 

H22年度～H26年度 ①③【日向市】学校、職場、地域で

の出前講座・施設見学・職場体験等

の環境教育を継続して実施 

【門川町】地域婦人連絡協議会等各

種団体に対する勉強会の開催。 

【美郷町】町内保育所幼児の施設見

学を実施。 

【椎葉村】各種団体による施設見学

を実施。学校での出前講座を実施 

学校教育での各種出張講座を活用 

（ひゅうがリサイクルセンター等） 

②【日向市】ポスターコンクールは

H21 年度で事業終了 

14 

資源化事業、生ごみ処理

器に対する助成制度 

①日向市 

②日向市 

①資源化事業に対する助成制度の

継続 

②生ごみ処理器（コンポスト）の貸

出助成制度 

H22年度～H26年度 ①【日向市】資源回収事業の円滑な

実施のため、実施地区に対する補助

金を交付 

②【日向市】生ごみ処理容器の無償

貸与を継続して実施 

15 

マイバック運動、レジ袋

対策 

日向東臼杵地域各市町

村 

マイバックの積極的な活用に向け

ての啓発活動及び販売店、各種イベ

ント等と協力した本県事業の推進 

H22年度～H26年度 【日向市】三つの買い物運動推進事

業（レジ袋お断り・簡易包装・マイ

バック持参）を推進し、宮崎県及び

日向入郷地区４R 推進協議会と連携

し、小売店等での啓発活動を実施 

【門川町】町内スーパーでの推進キ

ャンペーンや各種イベント及び広報

誌での啓発活動 

【美郷町】ポスター、住民回覧文書

等を利用したマイバック運動の普及

啓発。 

【椎葉村】ごみ減量化運動スタンプ

カード事業（指定ゴミ袋との引替え） 



16 

バイオマス資源の利活

用の推進 

日向東臼杵地域各市町

村 

生ごみの堆肥化事業の推進 H22年度～H26年度 【日向市】生ごみ処理容器の無償貸

与による家庭での生ごみの堆肥化の

推進 

生ごみ発酵促進剤の製団体等への支

援 

【門川町】ダンボールコンポスト事

業を推進するための関係団体への補

助 

【美郷町】電動生ごみ処理機及びコ

ンポストの購入者への補助 

【椎葉村】家庭用生ゴミ処理機等購

入者への補助 

処理体制の

構築、変更

に関するも

の 

21 

家庭系廃棄物の処理体

制 

日向東臼杵地域各市町

村 

ごみの減量化・資源化事業の普及拡

大 

資源物のリサイクル率の拡大 

複合型リサイクル施設（民間施設）

の活用 

広域最終処分場計画の推進 

H22年度～H26年度 【日向市】「プラスチック製容器包

装」「古布」「色つきペットボトル」

の分別回収の開始と回収回数の拡充

（H23.3月～） 

「蛍光管」と「使用済小型家電」の

資源化の開始。（H23） 

「カセットボンベ・スプレー缶」の

分別回収、民間複合型リサイクル施

設での「草木類」の一部固形燃料化

の開始。（H24） 

【門川町】ひゅうがリサイクルセン

ターを活用した再資源化（ダンボー

ル・プラスチック製容器包装・ペッ

トボトル等） 

資源ごみ回収団体への報償金交付に

よる資源物リサイクルの促進 

平成 26 年度からプラスチック製容

器包装の収集 

【各市町村】 

容器包装ごみの収集に加え、プラス

チック製容器包装の収集 



日向市…Ｈ23年 3月から完全実施 

門川町…Ｈ26年度から完全実施 

美郷町…Ｈ26 年度後期一部地域で

開始し、Ｈ28年度後期から完全実施 

諸塚村…Ｈ27 年度後期から一部地

域で開始 

椎葉村…Ｈ26 年度後期から一部地

域で開始。 

22 

事業系一般廃棄物の処

理体制 

日向東臼杵地域各市町

村 

排出業者及び処理業者への指導、勉

強会等による、排出抑制、再資源化

及び適正処理の推進 

事業者自らによる、資源回収、店頭

回収、４Ｒ運動により、減量化･資

源化を図る 

H22年度～H26年度 【日向市】事業系一般廃棄物の受入

基準見直しを完全実施し、手引書の

作成・配布による周知、収集車両の

内容物検査、許可業者への立入調査、

収集運搬業担当者セミナー、排出事

業者への出前講座等を実施 

【門川町】排出業者への適正処理の

啓発、指導及びマニュアル配布 

23 

併せ処理に関する産業

廃棄物 

日向東臼杵地域各市町

村 

バイオマス利活用関連施設が設置

されれば、今後の処理体制の見直し

を検討 

H23年度～H26年度 【日向市】検討中 

処理施設の

整備に関す

るもの 

1 

廃棄物処理施設基幹的

設備改良事業 

日向東臼杵広域連合  H22年度～H26年度 Ｈ22～23年度…第１期工事完了 

Ｈ24～25年度…第２期工事完了 

Ｈ26年度  …第３期工事完了 

施設整備に

係る計画支

援に関する

もの 

      

その他 

41 

廃家電リサイクルに関

する普及啓発 

日向東臼杵地域各市町

村 

関連団体や小売店などと協力し、積

極的な普及啓発活動の推進 

H22年度～H26年度 【日向市】「適正処理ガイドブック」

の配布や市ホームページ等による普

及啓発活動の実施 

【門川町】広報誌での啓発活動 



42 

不法投棄対策 日向東臼杵地域各市町

村 

パトロールの強化及び街灯、看板の

設置など更なる不法投棄防止の充

実と、ポスター、チラシによる啓発

活動。 

H22年度～H26年度 【日向市】年間を通して市内全域に

おける巡回監視を行い、関係機関と

連携しながら、不法投棄箇所の把握

や調査・指導、回収処理を実施 

【門川町】啓発看板の設置や不法投

棄撲滅パトロールの実施 

広報誌による町民への啓発活動 

【美郷町】毎週、町内の町道・林道

等を巡回し、不法投棄ごみの回収を

実施 

必要箇所には看板を設置 

【諸塚村】山間地域不法投棄パトロ

ール事業による巡回の実施 

【椎葉村】チラシによる啓発活動 

不法投棄防止看板の設置 

43 

災害時の廃棄物処理体

制の整備 

日向東臼杵地域各市町

村 

災害マニュアル、震災廃棄物処理計

画等を踏まえ、体制整備を図る 

H22年度～H26年度 【日向市】災害廃棄物処理計画の策

定に向けた調査・情報収集を実施 

【各市町村】 

災害廃棄物処理計画策定 

日向市…Ｈ27年度策定 

門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村…

Ｈ28年度策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 目標の達成状況に関する評価 

排出量 
目標値 33,530tに対し、平成 27年度実績は 30,566tとなり比較割合は 91.2%となり目標を達成することができた。 
 
再生利用量 
目標値 5,095tに対し、平成 27年度実績は 6,685tとなり比較割合は 131.2%となり目標を達成することができた。 
 
減量化量 
目標値 23,740tに対し、平成 27年度実績は 20,842tとなり比較割合は 87.8%となり目標を達成することができた。 
 
最終処分量 
目標値 5,126tに対し、平成 27年度実績は 3,074tとなり比較割合は 60.0%となり目標を達成することができた。 
 
 

 

 

 

（都道府県知事の所見） 

 

 日向東臼杵広域連合が実施したごみ焼却施設の基幹的設備改良事業の実施やその他の各施策等により、排出量、再生利用量、減量化
量及び最終処分量において地域計画の目標を上回る成果があったことから、循環型社会の推進に向けた施策は順調に行われてきたと
評価できる。 
 引き続き、ごみ減量に取り組んでいただくことにより循環型社会の推進を図られたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


