
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 
（18年度）環境生活部資源循環推進課 
（19年度）環境生活部資源循環推進課 
     環境生活部廃棄物指導課 

課長名 
遠山 誠一（環境生活部資源循環推進課） 
志村 勇亮（環境生活部廃棄物指導課） 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

環境と経済の好循環を図りつつ、環境への負荷を最小限にするため、廃棄物等の排出抑制及び再資源化を促進すると

ともに、最終処分せざるを得ない一般廃棄物について適正な処分を確保します。 

２ 施策の概要 

施策名 資源循環型社会づくりの推進 
施策 
コード

４ － ０ ４ ０ ５

アクションプラン 
における位置付け 

１９ 資源循環型社会づくりの推進 

上位政策 
計画等 

・千葉県資源循環型社会づくり計画 
・廃棄物処理計画 
・「あすのちばを拓く１０のちから」 

関係
課名

廃棄物指導課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

一般廃棄物（ごみ）の排出量 

一人１日当たり排出

量 

1,056 ｸﾞﾗﾑ／人・日 

(15年度) 

減少させます。 

（18年度） 

［次期廃棄物処理計

画で定める排出量］

（22年度） 

一人１日当たり排出

量 

1,052 ｸﾞﾗﾑ／人・日 

(17年度) 

＊18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

一般廃棄物（ごみ）の最終処分量 

一人１日当たり最終

処分量 

92 ｸﾞﾗﾑ／人・日 

(15年度) 

減少させます。 

（18年度） 

［次期廃棄物処理計

画で定める排出量］

（22年度） 

一人１日当たり最終

処分量 

87 ｸﾞﾗﾑ／人・日 

(17年度) 

＊18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

一般廃棄物（ごみ）の再資源化率 
23.6％  

(15年度) 

向上させます。 

（18年度） 

［次期廃棄物処理計

画で定める再資源化

率］ 

（22年度） 

24.3％  

(17年度) 

＊18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

産業廃棄物の排出量 

総排出量 

2,505万トン/年 

(15年度) 

減少させます。 

（18年度） 

［次期廃棄物処理計

画で定める排出量］ 

（22年度） 

2,493万ﾄﾝ 

（17年度） 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

－

産業廃棄物の最終処分量 

最終処分量 

76万トン/年 

(15年度) 

減少させます。 

（18年度） 

［次期廃棄物処理計

画で定める最終処分

量］ 

（22年度） 

67万ﾄﾝ 

（17年度） 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

－



産業廃棄物の再資源化率 
56.1％ 

(15年度)  

向上させます。 

（18年度） 

［次期廃棄物処理計

画で定める再資源化

率］ 

（22年度） 

60.0％ 

(17年度) 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

－

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

・一般廃棄物の排出量及び最終処分量は、人口規模の増減に左右されます。 

・産業廃棄物の排出量、再資源化率及び最終処分量については、経済活動水準の変動に左右さ

れる部分があります。 

目標の 

達成状況総括 

資源循環型社会づくりの推進に向けては、 

①廃棄物の排出量を減少させる取組では、一般廃棄物の排出量は増加に転じたものの、産業

廃棄物では排出量が減少していること。 

②廃棄物の再資源化の取組では、一般廃棄物では、再資源化率が２４．３％と向上しており、

全国的に高いレベルにあること（全国平均19.0％）、及び産業廃棄物の再資源化率が向上してい

ること 

③廃棄物の最終処分量を低減させる取組では、一般廃棄物、産業廃棄物とも減少していること。

により、概ね順調に進んでいます。 

 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

６，０７２ ５，２６６ 
金額

５，４６４ ３，６４５ 

１．１ １．１ 
Ⅰ 

（３Ｒ＊（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進と

ごみの適正な処分の確保に向けた広報・啓発・情報支援）

３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保を図り、モデル事業や

広報媒体等を活用した広報・啓発・情報支援を通して、環境

配慮型の生活様式や事業活動の浸透・拡大を図ります。 
人員

１．１ １．１ 

７０４，９８０ ７５，８７８ 
金額

２２９，６３２ ５９，５６８ 

４．０ ２．９ 
Ⅱ 

（３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に向けた基盤づく

り） 

廃棄物処理施設等の整備に係る支援等を通して、３Ｒの推

進とごみの適正な処分の確保に向けた基盤づくりを進めま

す。 
人員

３．７ ２．９ 

１，６０８ １，９８２ 
金額

６９５ ８４３ 

２．０ ２．０ 
Ⅲ 

（資源循環型社会づくりに向けたネットワークづくり） 

千葉県資源循環型社会づくり推進会議を通して、県内の

様々な取組情報の提供や新たな動向・課題を公表し、資源循

環型社会づくりに向けた県民、ＮＰＯ、事業者、行政等によ

るネットワークの拡大を図ります。 
人員

２．０ ２．０ 

２，２２６ １１，８２１ 
金額

１１，２２０ １１，２６０ 

７．５ ７．７ 

 

 

Ⅳ 

 

 

（ごみの適正な処分を確保するための許可・指導事務） 

ごみの適正な処分を確保するため、法令事務の適正な執行

を徹底するとともに、必要な技術的援助や助言・指導を行い

ます。 人員
７．３ ７．９ 

１０，６１２ ９１，２８４ 
金額

１０，１３５ ４７７ 

１．８ ２．０ 

 

 

Ⅴ 

 

 

（３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に資する調査・研究

） 

溶融スラグ＊の利用推進や公的関与による建設汚泥等の有

効利用システムや３Ｒの推進とごみの適正処分の確保に資

する調査・研究を進めます。 
人員

１．６ ２．０ 

３８, ６３０ ５１２，４３０ 
金額

１２７，６０３ ３９５，４０５ 

５.０ ５.０ 

 

 

Ⅵ 

 

 

（バイオマス＊利用のための企画、立案、実施） 

バイオマス利活用の推進を図り、バイオマスの有効利用に向

けた各種取組の企画、立案、実施を行います。 

人員
５.０ ５.０ 

 



＊３R 

 廃棄物のリデュース（排出抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）を総称したもの。 

＊溶融スラグ 

 ごみ焼却灰を高温で溶融した後に、冷却して固化したもの。重金属の溶出が抑えられるとともに、高温で処理される

ためダイオキシン類が分解されている。 

＊バイオマス 

 農林水産資源・有機性廃棄物等の生物由来の有機性資源のことで、化石資源を除いたもの。 

 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

グリーン消費者＊モニター数     － 
200人 

（18年度） 
－ Ｃ

Ⅰ 

環境経営セミナー参加事業者数 
100社 

（17年度） 

100社 

（18年度） 

84社 

（18年度） 
Ｂ

エコタウンプラン＊の中核的施設

の稼動数（累計） 

６施設 

（13年度から17年度

までの累計） 

８施設 

（13年度から18年度

までの累計） 

８施設 

（13年度から18年度

までの累計） 

Ａ

Ⅱ 

ごみ処理広域化計画の策定・指導 

（新たな広域化で行うブロック） 

10 ブロック中 2 ブロ

ックが広域化 

(15年度) 

関係市町村等との調

整を図り、広域化を進

める。（18年度） 

8ブロック中3ブロッ

クについて広域化の

指導を実施 

(18年度) 

Ａ

千の葉エコプロジェクト＊公表数 

（累計） 

437件 

（17年度） 

600件 

（17年度から18年度

までの累計） 

1,000件 

（17年度から20年度

までの累計） 

458件 

（17年度から18年度

までの累計） 

 

Ｂ

Ⅲ 

循環型社会形成推進地域計画の策

定に取り組む市町村の数 
    － 

５市 

(18年度) 

５市 

(18年度) 
Ａ

Ⅳ 
一般廃棄物処理施設への立入検査

において指導を要した施設の割合 

16.8％ 

(15年度) 

15.0％ 

(18年度) 

18.6％ 

(18年度) 
Ｃ

Ⅴ 溶融スラグ有効利用量 
22,330トン 

（16年度） 

30,400トン 

（18年度） 

26,021トン 

（18年度） 
Ｃ

Ⅵ 
バイオマスタウン＊中核施設の設

置箇所数（累計） 

1か所 

(15年度) 

設置促進に努めます。 

(18年度) 

10か所程度 

(15 年度から 22 年度

までの累計) 

中核施設候補 2 か所

について、施設建設等

の支援を実施 

(18年度) 

Ｂ

＊エコタウンプラン 

 新技術の活用により廃棄物等のリサイクルを推進するために都道府県等が作成する環境調和型まちづくり構想の一般

名称。一定の要件を満たし、国の承認を得た場合は、国の補助制度の活用が可能となる。 

＊千の葉エコプロジェクト 

 県民、ＮＰＯ、事業者、行政等による環境配慮型の様々な取組を、それぞれにひとつの「エコプロジェクト」（環境配

慮事業）と見立て、所要の条件を満たすものを公募し、その全体を千枚の葉に例えて総称し、公表するもの。 

＊バイオマスタウン 

 バイオマスの利活用に関する先進的な取組みを行うまちづくりの概念として「バイオマス立県ちば」推進方針に位置

付けられているもの。 

 



＊グリーン消費者 

 購入する際に必要性をよく考え、環境に配慮した製品等を優先的に購入するほか、モノやエネルギーを無駄にせず、

マイバック利用を習慣化するなど環境に配慮した消費活動を日常的に実践する消費者。 

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進とごみの適正な処分の確保に向けた広報・啓

発・情報支援 

県民・事業者等の３Ｒの取組への理解が重要であることから、ごみ減量化及び再資源化率を向上さ

せるための普及啓発方法を改善する必要があります。 

Ⅱ ３Ｒの推進とごみの適正処分の確保に向けた基盤づくり 

ごみ処理広域化計画に基づく市町村等の整備計画の策定が遅れていることから、施設整備計画を具

体化する必要があります。 

Ⅲ 資源循環型社会づくりに向けたネットワークづくり 

県民、ＮＰＯ、事業者、行政等の取組情報が十分周知されていないことから、取組情報を広く県民、

事業者等へ提供し、協働的事業へ発展させることが必要です。 

Ⅳ ごみの適正な処分を確保するための許可・指導事務 

不適正な処理が確認されているため、指導を徹底する必要があります。 

Ⅴ ３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に資する調査・研究 

建設汚泥等の有効利用が図られていないことから、公的関与による有効利用システムを構築する必

要があります。 

Ⅵ バイオマス利用のための企画、立案、実施 

県民の理解と協力及び市町村、事業者、大学、ＮＰＯ等の協働が必要です。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ ３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に向けた広報・啓発・情報支援 

３Ｒへの理解を深めるため、県民、事業者等との連携のもと、廃棄物の発生量の少ない製品開発促

進、環境配慮物品等の優先的購入（グリーン購入）やリサイクルのための「分別排出」を促進するな

ど、環境配慮型の生活様式「もったいない」ライフスタイルの浸透・拡大を図ります。 

Ⅱ ３Ｒの推進とごみの適正処分の確保に向けた基盤づくり 

ごみ処理広域化施設整備計画の策定について関係市町村等との調整を図ります。 

Ⅲ 資源循環型社会づくりに向けたネットワークづくり 

県民、事業者等への情報提供源として「千の葉エコプロジェクト」の周知を図り、登録数を増加さ

せるとともに、新たな連携や協働が図られるネットワークの拡大を目指します。 

Ⅳ ごみの適正な処分を確保するための許可・指導事務 

引き続き法令事務の適正な執行を図り、市町村等の一般廃棄物処理の施設整備への技術的援助や助

言・指導等を行います。 

Ⅴ ３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に資する調査・研究 

公的関与による建設汚泥等の環境修復事業への有効利用を進めるためのシステムを確立します。 

Ⅵ バイオマス利用のための企画、立案、実施 

県民に対する普及啓発活動の実施、国庫補助事業等の積極的導入による市町村、民間事業者等との

協働、大学・研究機関との連携により、千葉県のバイオマスの有効利用に向けた優位性を具現化し、

競争力のある産業と豊かな環境が両立する「バイオマス立県ちば」を目指します。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

・ ３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に向けた広報・啓発・情報支援については、環境配慮型の

生活様式「もったいない」ライフスタイルの浸透・拡大を図るため、「マイバッグ普及推進運動」

から新たに「グリーン購入」を主眼とした施策に拡大します。 

・ 資源循環型社会づくりに向けたネットワークづくりについては、各種広報媒体を通じて「千の葉

エコプロジェクト」事業の一層の周知を図ります。 

・ ３Ｒの推進とごみの適正な処分の確保に資する調査・研究については、公的関与による建設汚泥

等の環境修復事業への有効利用を進めるための新たなシステム確立の可能性を検討します。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・推進会議及び各委員会の委員等を通じたネ

ットワークづくりや啓発活動等（随時） 

４月 

～６月

・千の葉エコプロジェクト推進事業普及啓発・申

請受付開始 



・資源循環型社会づくり推進レポート案作成

・千の葉エコプロジェクト推進事業普及啓

発・申請受付（随時） 

・エコタウンプランのコーディネート（通年）

・千葉県溶融スラグ利用推進協議会 

・バイオマスシンポジウム（第1回） 

・一般廃棄物処理施設（民間）設置に係る指

導（通年） 

・３Ｒ推進事業（ごみゼロ運動の実施） 

・廃止最終処分場跡地の現地調査、指定(通

年) 

・ごみ処理広域化計画の策定・指導（通年）

・廃棄物処理計画の策定（上半期） 

・ＮＰＯ等とのネットワークづくり（タウンミー

ティングに向けた実行委員会の立ち上げ） 

・資源循環社会づくり計画（廃棄物処理計画）見

直し作業 

・一般廃棄物処理施設（民間）設置に係る指導 

 （随時実施） 

・３Ｒ推進事業（ごみゼロ運動の実施） 

・廃止最終処分場跡地の現地調査（7箇所）、指定

(1箇所) 

・ごみ処理広域化計画の策定・指導（随時実施）

・バイオマス利活用の実証試験の実施・支援（通

年） 

７月 

～９月 

・第１回減量・再資源化推進委員会開催 

・千の葉エコプロジェクトの公表・情報提供

・３Ｒに係る広報 

・溶融スラグ生産市町村会議 

・バイオマスアドバイザリー委員会（第1回）

・一般廃棄物処理施設整備事業に係る計画指

導 

７月 

～９月

・第１回推進会議及び減量化・再資源化、適正処

理推進委員会の合同会議の開催 

・千の葉エコプロジェクトの追加公表（２１件）

・資源循環社会づくり計画（廃棄物処理計画）見

直すためのＮＰＯ等との協働によるタウンミー

ティングの開催（県内５箇所） 

・一般廃棄物処理施設整備事業に係る計画指導 

 （随時実施） 

・バイオマスアドバイザリー委員会（第1回） 

・バイオマスシンポジウム（第1回） 

10月 

～12月 

・第１回資源循環型社会づくり推進会議開催

・第２回減量・再資源化推進委員会開催 

・グリーン購入推進運動 

・３Ｒ推進月間に係る広報 

・環境経営セミナー等開催 

・バイオマスシンポジウム（第2回） 

・年末・年始の廃棄物不法投棄防止運動 

10月 

～12月

・溶融スラグ生産市町村会議の開催 

・資源循環型社会づくり計画の見直し作業 

・３Ｒ推進月間（１０月）に係る広報（テレビ、

ラジオ、新聞等） 

・資源循環型社会づくり計画の見直しに係る事業

者との意見交換会（環境保全協議会等） 

・年末・年始の廃棄物不法投棄防止運動の実施 

・バイオマスシンポジウム（第2回） 

１月 

～３月 

・第２回資源循環型社会づくり推進会議開催

・資源循環型社会づくり推進レポート公表 

・第３回減量・再資源化推進委員会開催 

・３Ｒ功労者表彰 

・３Ｒに関するリーフレット作成 

・溶融スラグ生産市町村会議開催 

・バイオマスアドバイザリー委員会（第2回）

・山田町農林水産バイオリサイクル研究終了

１月 

～３月

・千葉県溶融スラグ利用推進協議会の開催 

・３Ｒ功労者表彰（知事表彰５団体 他） 

・３Ｒに関するポスター作成（５００部）及び配

布 

・ちばデスティネーションキャンペーンの実施に

伴う清掃･美化活動の実施に向けた普及啓発 

・バイオマスアドバイザリー委員会（第2回） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた広報・啓発・情報支援の推進 

県民自らが資源循環の視点から生活を見直し、なるべくごみを出さない、出させないライフス

タイルを実践することが必要であることから、県民のごみ減量化の取組として、３Ｒ推進月間を

中心に、様々な媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌（千葉ウォーカーなど））により、３Ｒの取

組を広報し、県民や事業者等の自主的な取組を呼びかけました。また、空き缶等のごみの散乱防

止と再資源化促進の普及啓発を目的とした「ゴミゼロ運動」を 41 市町村で実施し、悪天候にも

かかわらず39万人の県民の参加を得るなど、県民意識の高揚が図られました。 

業界団体との協議による環境経営の促進においては、環境経営セミナーを開催し事業者８４名

の参加者を得られました。 

Ⅱ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた基盤整備の促進 

  産業面から資源循環型社会の形成を推進する取組として、エコタウンプランに基づき整備され

た、燃え殻からセメントを製造するエコ・セメント製造施設（市原市）をはじめとする８施設の

活用を図ることにより、セメントや溶融スラグ等を製造することにより廃棄物のリサイクルを行

いました。 



Ⅲ 資源循環型社会づくりを主体的に推進するネットワークづくり 

  平成１4年10月に策定した「資源循環型社会づくり計画」を見直し、資源循環型社会づくりを

推進するため、環境活動に積極的に取り組んでいるＮＰＯ等との協働により、タウンミーティン

グを県内５か所で開催しました。 

  また、資源循環型社会づくりを推進するためには、環境に配慮した事業者の取り組みも重要で

あることから、廃棄物の排出及び処理業者の各団体並びに県内各市町村と意見交換会を行いまし

た。 

  「千の葉エコプロジェクト推進事業」においては、登録件数は、住民団体を中心に２１件あり、

累計で４５８件となったが、目標数（６００件）には至りませんでした。 

Ⅳ ごみの適正な処分を確保するための許可・指導事務 

市町村等の一般廃棄物処理の施設整備への技術的援助や助言・指導等を行うとともに、立入検

査を行い適正な施設維持の確保に努めました。 

Ⅴ ３Ｒの推進に資する調査・研究の推進 

一般廃棄物焼却灰から生産される溶融スラグにおいては、ＪＩＳ化が図られ利用しやすいもの

となりました。さらに、県としても、使用を義務付ける工事対象を拡大（アスファルト合材利用

の工事規模が１００ｔ以上➝５０ｔ以上）するとともに、国庫補助事業でも使用を可能としまし

た。 

  また、建設汚泥の有効利用を推進するため、「建設汚泥に係る産業廃棄物再生利用業の個別指

定制度の試行」制度を定めました。 

Ⅵ バイオマス利用のための企画、立案、実施 

「バイオマス立県ちば」推進方針に基づき、県内のバイオマスの利活用を進めるため、実証実

験、施設整備及び普及啓発に努めました。実証実験として、１６年度から引き続き香取市（旧山

田町）において実施されている国の実証試験事業を支援するとともに、大学・企業等と連携した

木質バイオマス新用途開発のための共同研究を実施しました。また、施設整備として、コンビニ

エンスストア等から排出される食品残さを家畜の飼料とする施設の整備を実施し、普及啓発とし

てバイオマスプラスチック製品を購入する事業の支援、バイオマス有効利用シンポジウム（２

回）、講習会（１５回）、環境関係イベント等におけるバイオマス製品のＰＲ（１６回）にも取り

組みました。 

特記事項 

Ⅱ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた基盤整備の促進 

本県のエコタウン事業の中核的リサイクル施設整備数は８施設で、全国の26地域のエコタウ

ン承認地域の中で、全国最多の補助対象施設整備地域となっています。 

県公共工事から発生する建設汚泥については、原則として全量、県の公共工事で資材として

有効利用することとしました。 

Ⅵ バイオマス利用のための企画、立案、実施 

バイオマスについては、市町村のバイオマスタウン構想策定を支援し、大多喜町、旭市がバイ

オマスタウン構想を策定し、国から公表されました。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた広報・啓発・情報支援の推進 

  全ての県民・事業者がこれまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の生活様式や事業活動を見

直すための共通認識を持つことが重要であり、県民（ＮＰＯ）・事業者、行政等の協働を拡大し

つつ啓発活動をさらに実施していくことが必要です。 

環境経営セミナーについて、平成１７年度から開始された事業なので一層の周知が必要です。

Ⅱ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた基盤整備の促進 

エコタウンプラン本事業により設置された先進的リサイクル施設によるリサイクル効果の実

態を把握するとともに、その波及効果を地域に反映させることが必要です。これまでのエコタウ

ン施設では、施設単独での廃棄物の再資源化にとどまっていることから、今後のエコタウンプラ

ンのあり方を検討する場合には、施設相互間の有機的連携を考慮する必要があります。 

また、廃棄物の発生抑制、減量化、再資源化の促進及び適正処理の確保など今後の取組むべき

方向を明らかにする「廃棄物処理計画」を早期に策定する必要があります。 

Ⅲ 資源循環型社会づくりを主体的に推進するネットワークづくり 

「千の葉エコプロジェクト推進事業」について、登録件数を増加させるため、制度について広

く周知する必要があります。 

Ⅴ ３Ｒの推進に資する調査・研究の推進 

  溶融スラグについては、有効利用率が上昇していますが、さらなる有効利用の向上を図るため

に、情報提供など利用者の拡大を図る必要があります。 

  また、「建設汚泥に係る産業廃棄物再生利用業の個別指定制度」の試行を進め、建設汚泥の利

活用の状況や制度の効果を確認する必要があります。建設汚泥の有効利用を定着・推進させるた



めには、汚泥の処理・処分に関する全体像、実態を明らかにした上で、方針を検討する必要があ

ります。 

Ⅵ バイオマス利用のための企画、立案、実施 

バイオマスは再生可能な資源であることから、温室効果ガス排出削減、循環型社会の形成など

において重要な役割を担うと期待されています。しかしながら、現状では、バイオマス資源の収

集・変換に費用がかかることなどにより利活用は限定的なものに止まっています。 

更なる利活用の推進を図るためには、バイオマスの生産・収集・変換・利用を有機的につなぎ、

個々に行われている県内各地の取り組みを、今後は地域の中でバイオマスを有効利活用するバイ

オマスタウン構築への取り組みに発展させる必要があります。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅵ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

課題への 

対応策 

Ⅰ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた広報・啓発・情報支援の推進 

県民・事業者・ＮＰＯ等による資源循環型社会づくりに向けた様々な取組（千の葉エコプロ 

ジェクト）を紹介し、情報提供することにより資源循環の環を広げます。 

環境経営セミナーについて、業界団体と連携を図り広く啓発活動を行い参加者の拡大につとめ

ます。 

Ⅱ ３Ｒ（廃棄物の排出抑制、再使用、再資源化）の推進に向けた基盤整備の促進 

エコタウンプランの推進については、既存８施設の稼働状況（廃棄物の処理及び再資源化の状

況）を踏まえた施設ごとの課題や問題点を抽出し、施設の連携を強化するため、今後のエコタウ

ンプランに係る基本方針を検討していきます。 

「廃棄物処理計画」については、タウンミーティングでの意見を集約し、平成 19 年度早期に

策定します 

Ⅲ 資源循環型社会づくりを主体的に推進するネットワークづくり 

「千の葉エコプロジェクト推進事業」について、賛同者の拡大のため、市町村などを含め、あ

らゆる機会を利用し更なる周知を図っていきます 

Ⅴ ３Ｒの推進に資する調査・研究の推進 

溶融スラグの利用促進については、溶融スラグ生産市町村会議等を通じ、これまで以上に土木

部局及び生産８機関（６市、１組合、１法人）との連携を強化し、利用先の拡大など利用の促進

を図ります。 

また、建設汚泥の有効利用については、県公共工事から発生する建設汚泥の利活用の状況を見

極めた上で、有効利用推進に向けた事業計画を改めて検討していきます。 

Ⅵ バイオマス利活用のための企画、立案、実施 

県内各地域で芽生えつつある地域特性を生かしたバイオマスの利活用への動きを拡大するた

め、アドバイザリー委員会の意見を聴きながら既存利活用施設の実態やバイオマス発生量・利活

用状況の推移を把握し、具体的施策の検討・整理を行います。また、利活用の難しい未利用系バ

イオマスについては、産学官連携により製品化や利用技術データの蓄積など、新たな用途開発の

ための共同研究を推進します。さらに、バイオマスタウン構想策定の主体となる市町村の担当職

員向けの研修・勉強会の実施やバイオマスタウン構想策定に当たっての助言・指導等を行うとと

もに、バイオマスの利活用を推進しようとする民間企業等に対して国の交付金の活用等の支援を

継続して行います。 

 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

資源循環型社会の実現という大きな目標に向けて、個別事業を着実に推進すること。 

 

 


