
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

30頁

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

10,659 9,694 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,000 県単等

「主な取組」検証票

平成27年度実績

離島市町村の効率的なごみ処理体制の構築を目的に、離島の各地域を対象として、現
状調査（廃棄物処理施設の状況、ごみ処理状況）の実施、有識者や関係自治体及び業
者で構成された検討委員会による検討を踏まえ、広域化等の効率的なごみ処理体制や
ごみ運搬費低減の方策を示す。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ―

○一般廃棄物処理施設は、各市町村において着実に整備が進展している一方、離島市
町村では、ごみ処理コストが沖縄本島の平均を上回っているため、効率的なごみ処理体
制の構築が求められている。

対応する
主な課題

平成28年度計画

離島ごみ処
理広域化調
査事業

離島2地域（宮古地域、八重山地域）を対象に、ご
み処理状況調査を行い、その調査に基づき、検討
委員会にて効率的なごみ処理体制の検討を行っ
た。

活動指標名

― ― ―

事業名 活動内容

離島ごみ処
理広域化推
進事業

平成27年度対象市町村に対して、検討委員会からの提言をも
とに費用対効果を主とした具体的方策の提案を行う。効率的な
ごみ処理体制の構築に向け、協議会等の開催等、関係市町村
および関係機関へ働きかけ、諸課題の解決に対し支援を行う。

①一般廃棄物及び産業廃棄物の適正処理の推進

廃棄物処理施設の効率化及び離島の廃棄物処理サービス広
域化支援

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

離島自治体ごとに、費用対効果を主とした具体的方策をシュミュレートすることで、広域
化によるごみ処理経費の低減策を具体的に示し、検討委員会において、費用対効果以
外の問題点を確認・整理することができた。その結果、効率的なごみ処理体制の方策を
示すことができたことを事業の効果として考える。今後、検討委員会において示された具
体的方策を関係市町村へ提案していくことで、広域化等の効率的なごみ処理体制の推
進に期待できる。

推進状況

実績値

離島のごみ処理の広域化可能性調査 

離島市町村に対する広域化等の効
率的なごみ処理体制の提案・調整 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①平成26年度対象市町村に対して、検討委員会
からの提言をもとに費用対効果を主とした具体的
方策の提案を行った。また、南部離島で構成され
る町村長議会議長研修会に出席し、事業概要等
について説明を行い、諸課題等の意見交換を行っ
た。広域化については、市町村の意向に基づくこ
とから、引き続き、関係市町村と協議会等を通し
て、諸課題について検討していく。

―

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①広域化の推進に向け、市町村への情報提供・連
携を図るための協議会の開催、住民説明会への
関与等を行うなど、関係市町村および関係機関へ
働きかけ、諸課題の解決に対し支援を行う。

―

・取組の実施方法等の検証：地域住民の合意形成に向けた議論の展開として、中長期を捉えた視点
で、広域化等の効率的なごみ処理体制について提案していく必要がある。
・推進体制の検証：安定したごみ処理体制を構築する必要があり、組合等の安定性のある広域連携の
形成に向け、関係市町村で十分に協議を行うよう助言していく必要がある。
・協働体制の検証：広域化等の効率的なごみ処理体制を推進するための支援制度等の整備につい
て、必要に応じ、国等に対し、要請を図る必要がある。

・広域化等の効率的なごみ処理体制の推進に向け、市町村への情報提供・連携を図るための協議会
の開催、住民説明会への関与等を行うなど、引き続き、関係市町村および関係機関へ働きかけ、諸課
題の解決に対し支援を行う。

検討委員会からの提言に基づく費用対効果を主とした具体的方策を提案することで、対象離島
市町村の広域化等の効率的なごみ処理体制の整備計画に対する地域住民の合意形成に向け
た議論が展開されるなど、関係市町村の広域化等の進展が期待でき、効率的なごみ処理体制
の構築に寄与できると考える。

○内部要因
・広域化を推進する上で、委託処理を選択する場合、委託側は受け入れ側自治体のごみ処理事務の
管理執行に関与しにくいため、安定したごみ処理体制を構築することができない可能性がある。

○外部環境の変化
・地域住民の合意形成、運搬に関するルート・衛生面・安全面等の確保が課題となる。
・広域化を推進する上で、組合等の設立を図る場合に、関係市町村で十分に協議する必要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

30頁

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

116,877 111,562 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

163,737 県単等

「主な取組」検証票

平成27年度実績

  民間が排出事業者処理責任を果たしていく基本姿勢と公共が政策的に関与するという基
本認識の下、県が産業廃棄物の適正処理を確保し、県土の生活環境の保全と健全な経済
社会活動を支えるため、新たな最終処分場の整備に取り組む。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ―

○産業廃棄物処理施設は、管理型最終処分場の残余年数が３．３年（平成22年度）と残余
容量がひっ迫しており、喫緊に整備する必要があるが、地域住民等の理解など、整備に向
けた環境が整っていない状況にある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

公共関与事
業推進費

沖縄県は、第三セクターである沖縄県環境整備セ
ンター株式会社（以下「環境整備センター」という。)
へ1億1,000万円の貸付を行うとともに、名護市安和
区、名護市、環境整備センター、沖縄県の四者で構
成される地域協議会（以下「地域協議会」という。）
を開催し、地域振興策について協議を行った。
　環境整備センターは、土地の移転登記を行い、用
地取得を完了した。また、費用圧縮のための基本設
計の見直しを実施した。

活動指標名

－ － －

事業名 活動内容

公共関与事
業推進費

　沖縄県は、環境整備センターへの財政支援を行い、引き続き、
地域協議会を開催し、地域振興策についても検討を行う。
　環境整備センターは、基本設計の見直し結果を踏まえ、最終処
分場建設に向けた実施設計を行う。
　また、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可
及び都市計画法に基づく開発許可等について取り組む。

①一般廃棄物及び産業廃棄物の適正処理の推進

公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の整備

やや遅れ

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　当初、平成26年度中の着工を目指し用地交渉を行っていたが、交渉に時間を要し、着工
時期に遅れが生じた。なお、平成27年6月に、環境整備センターは建設予定地に係る土地
の移転登記を行い、用地取得を完了している。
　また、平成27年度は、平成26年度に実施した基本計画、基本設計において大幅に増加し
た施設整備費の再検討を行うため、基本設計の見直しを行った。その結果、費用圧縮が見
込まれることになったことから、平成27年3月、実施設計に着手した。
　地域振興策については、地域協議会において、地元から要望のある集会所の建て替え
について平成28年度の工事着工に向け検討・協議を行った。

推進状況

実績値

地域住民との対話・理解への取組 

最終処分場の整備（用地決定、施工、供用） 

官民協調の第三セクターへの出資・補助 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

3.3年
【37,744㎥】
(22年度)

4.7年
【47,740㎥】
(26年度)

15.3年
【150,000㎥】

1.4年
【9,996㎥】

13.9年
【112,068,866㎥】

(24年度)

傾向 全国の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①庁内連絡会議は開催せず、地元からの要望のあ
る集会所の建て替えを優先するため、地域協議会
を開催し、検討を行った。

②大幅に増加した施設整備費を圧縮するための見
直しを行い、その結果、費用の圧縮が見込まれたこ
とから平成27年度に実施設計に着手した。

③沖縄県は、環境整備センターに対し、実施設計に
必要な費用として、1億1,000万円の貸付を行った。

産業廃棄物管理型最終処分場の残余
年数【残余容量】

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①地域協議会での要望事項について、関係部課か
ら構成する庁内連絡会議において検討を行う。

②環境整備センターは、沖縄県と連携し、平成28年
度着工に向けた実施設計に取り組む。

③沖縄県は環境整備センターの財務状況を勘案し
ながら、必要に応じた財政支援等の協力を行う。

－

・県は、環境整備センターの資金需要に対し、補助金や貸付金などによる財政支援を迅速に行う。

・県と環境整備センターが連携しながら、計画的且つ効率的な増資に取り組む。

・県は、事業スケジュールの進捗管理を行うとともに、実施設計の状況について、環境整備センターと情
報共有を図り、必要に応じた対応を行う。

・県は、地域協議会を随時開催し、地域振興策について検討する。

・県は、環境整備センターの財務状況を勘案しながら、必要に応じた財政支援を行う。

・県と環境整備センターは、出資金を確保するため、協力し取り組む。

・県は、事業の進捗管理を行い、環境整備センターと連携し、費用の抑制を行うと共に、地元との合意に
基づく安心・安全な施設整備に向け取り組む。

・県は、地元の意向を踏まえ地域振興策について取り組む。

　リサイクルの進展等による産業廃棄物の最終処分量の減少や、民間最終処分場の拡張整備計
画を踏まえ算出した残余年数は、若干改善しているが、全国を大きく下回る状況に変わりはない。
　平成28年度は、実施設計や、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可及び都市
計画法に基づく開発許可等について取組み、平成30年度末頃の供用開始を目指す。

○内部要因

・環境整備センターが事業を推進するために必要な資金について、引き続き、県からの補助金や貸付金
等の財政支援が必要となる。

・環境整備センターは、引き続き、出資金を募り自己財源を確保する必要がある。

○外部環境の変化

・リサイクル等の進展に伴う最終処分量の減少を踏まえた収支計画及び資金調達計画を策定するととも
に、全国的な資材高騰、労務単価等の上昇による施設整備費の高騰を抑制する必要がある。

・地元の意向を踏まえた振興策の実施が必要となる。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

30頁

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

3,600件
監視パト
ロール件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

16,568 15,944 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

16,440 県単等

②不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

廃棄物不法投棄対策(廃棄物不法投棄対策事業、産業廃棄物
対策費)

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　県内５保健所に廃棄物監視指導員を、北部、中部、南部保健所の３保健所に不法投棄
監視員を配置し、監視パトロールや現場への立入検査等を実施した。平成27年度は不法
投棄監視パトロール及び排出事業者、処理事業者の事業場への立入検査等を含め7,591
件を実施しており、不法投棄等の不適正処理の未然防止に役立っている。

推進状況

実績値

7,591件

事業名 活動内容

廃棄物不法
投棄対策事

業

　廃棄物の不法投棄等を未然に防止するため、保健所に廃棄
物監視指導員(６名)及び不法投棄監視員(３名)を配置する。ま
た、不法投棄廃棄物の撤去事業を行う公益法人等に対する支
援事業を行う。

対応する
主な課題

平成28年度計画

廃棄物不法
投棄対策事

業

　廃棄物の不法投棄等を未然に防止するため、保
健所に廃棄物監視指導員(６名)及び不法投棄監
視員(３名)を配置した。また、不法投棄廃棄物の撤
去事業を行う公益法人等に対する支援事業を行っ
た。

活動指標名

監視パトロール 3,600件

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ―

○廃棄物の不法投棄等に不適正処理は、地域の生活環境に支障を及ぼすばかりでなく、
自然環境や景観を損ねるなど大きな社会問題となっており、適正処理や環境美化に対す
る意識向上が求められている。

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　廃棄物の不法投棄等を未然に防止するため、保健所に廃棄物監視指導員及び不法投
棄監視員を配置する。また、不法投棄廃棄物の撤去事業を行う公益法人等に対する支援
を行う。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

不法投棄監視員の配置（３名） 
 
置(３名) 
廃棄物監視指導員の配置(６名) 

不適正処理監視パトロール 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

140件
（22年度）

105件
（26年度）

100件 35件

165件(10ト
ン以上)
（26年度新
規事案）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・引き続き、県警や市町村などと連携し、不法投棄の未然防止に向けた啓発、取締体制を強化していく
必要がある。
・公益法人やNPO法人等の団体が行う不法投棄廃棄物の除去について支援体制を構築することによ
り、撤去の推進が見込まれる。
・監視体制の強化のため、廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員の知識向上を図る必要がある。

・廃棄物監視導員及び不法投棄監視員に関しては引き続き警察OBからの登用を行い、監視体制の維
持を図るとともに、県警や市町村と日頃からの情報提供や現場での連携を密にし、効率的に取り組んで
いく。
・不法投棄の原状回復を促進する取り組みについては、引き続きＨＰ等を活用した情報発信をすること
により、多くの団体による事業の利用を促進していけるよう取り組む。また、保健所を設置する市が行う
産業廃棄物の不法投棄に対する取り組みについて補助金の交付を今後も行い、不法投棄除去を効果
的に促進する。
・廃棄物初任者研修会を開催し、法体制の確認、立入検査、廃棄物・不法投棄パトロールの重要性を共
有し、監視体制の強化に取り組む。

　平成26年度における県内の不法投棄件数は105件であり、前年度の96件と比較すると若干増
加する結果となった。増加の要因は、平成26年度に新たに発覚した事案が前年の２倍にあたる
18件発生したことにある。しかし、平成25年度中の９件の撤去件数に対して、平成26年度には、
105件の不法投棄件数のうち21件が撤去され、過去３年間のうち最も少ない残存件数（84件）と
なった。
　現状値で平成28年目標値を達成しているが、さらなる不法投棄削減に向けて、不法投棄の未
前防止、行為者の特定のための監視体制のさらなる強化や、不法投棄事案除去にあたって取り
組みやすい環境整備を行う。

○内部要因
・不法投棄物の撤去は行為者の責任で行わなければならないが、行為者の特定は困難である場合が
多く、また、自治体やボランティア団体による撤去についても多額の費用を必要とするため、撤去が進み
にくい要因となっている。

○外部環境の変化
・産業廃棄物等の処理については近年全国的に注目を集める事案が発生するなど社会的な関心も高
く、不法投棄等の除去については県民からの社会的要請は非常に大きい。

不法投棄件数(１トン以上)

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員に関し
ては引き続き警察OBからの登用を行い、監視体制
の維持を図るとともに、県警や市町村については日
頃からの情報提供や現場での連携に取り組んでい
く。

②不法投棄の原状回復を促進する取り組みについ
ては、引き続きＨＰ等を活用した情報発信をするこ
とにより、多くの団体による事業の利用を促進して
いけるよう取り組む。また、保健所を設置する市が
行う産業廃棄物の不法投棄に対する取り組みに対
して補助金の交付を行う。

①廃棄物監視指導員、不法投棄監視員を引き続
き警察ＯＢから登用を行い、監視体制の維持を
図った。

②不法投棄の原状回復を促進する取り組みにつ
いては、ＨＰ等を活用し多くの団体に情報発信を行
い事業の利用促進に取り組んだ。また、保健所を
設置する市が行う産業廃棄物の不法投棄に対す
る取り組みについては、補助金申請のあった保健
所設置市に対し補助金の交付を行った。
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実施計画
記載頁

30頁

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

６回
研修会等
開催数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

1,700 1,490 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

②不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

排出事業者及び産廃処理業者への適正処理に対する意識向
上に関する取組

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　計画値と同等の実績である。協議会の開催により関係団体の連携強化及びパトロール
による不法投棄の防止により不法投棄数が基準値である平成22年度より35件減少した。
また、廃棄物処理法施行規則に規定されている優良産業廃棄物処理業者認定制度の
優良基準に関する研修会を行った結果、県内の優良認定を取得した産業廃棄物処理業
者が前年度に比べ１業者増加した。

６回 ６回

施策

主な取組

事業名 活動内容

産業廃棄物
処理業者優
良化促進事

業

産廃処理業者及び排出事業者の適正処理に係る研修会を計
画６回に対し、本島及び離島にて計６回開催（191人参加）し
た。
　また、ごみゼロの日に合わせ、5/30には各保健所を中心と
したゴミゼロパトロールを実施し、適正処理の周知徹底をは
かっている。

ninn 計画値

研修会等開催数

推進状況

実績値

平成28年度計画

事業名 活動内容

○廃棄物の不法投棄等の不適正処理は、地域の生活環境に支障を及ぼすばかりでな
く、自然環境や景観を損ねるなど大きな社会問題となっており、適正処理や環境美化に
対する意識向上が求められている。

対応する
主な課題

年度別計画

取組内容

(施策の小項目)

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　産業廃棄物の不適正処理は、地域の生活環境に支障を及ぼすばかりでなく自然環境
や景観を損ねるなど大きな社会問題となり、産業廃棄物処理に対する県民の不信感を
助長していることから、産業廃棄物処理業者の資質向上及び排出事業者への制度の周
知を図るために研修等を行う。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

関係機関への適正処理に係る協力依頼及びゴミゼロパト
ロール等の啓発活動の実施 

産廃処理業者及び排出事業者の適正処理等に係る研修会

等の実施 
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1,700 県単等
産業廃棄物処
理業者優良化
促進事業

　産廃処理業者及び排出事業者の適正処理に係る研修会等を本島及び離島で６回開催予定。
　ごみゼロ（５月30日）の日に合わせ、各保健所を中心としたゴミゼロパトロールを実施予定。
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

140件
（22年）

105件
（26年）

100件
（28年）

△35件
165件

（10トン以上）
（26年）

傾向 全国の現状

０者
（23年）

10者
（26年）

11者
（27年）

↗ 979者
（H28.2.29現在）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・研修会を受講者を増加させ、産業廃棄物の適正処理について広く周知するためには、関係機関と協
力していくことが必要である。
・研修会のアンケートにおいて、認定基準を満たすのが困難であるとの理由で認定取得予定がないと
回答した業者もいたことから、今後優良認定を取得する業者を増やすため、業者への支援等について
も検討する必要がある。
・優良認定取得の労力に対し、メリットが少ないとの意見もあることから、公共工事の入札要件にする
等、優良認定取得が積極的に行われるような制度整備等について検討する必要がある。

参考データ

平成27年度の取組改善案 反映状況

○内部要因
・研修会の内、電子マニフェスト研修については、パソコンを用いて行うため、開催場所が限られる。
・有料の開催周知の広告や研修会回数の増加は、予算確保が必要。

○外部環境の変化
・排出事業者、産業廃棄物処理業者とも、廃棄物の適正処理について意識が不十分である者が存在し、廃棄物
の知識についても、習熟度にばらつきがある。
・研修会アンケートより、参考になったという回答がある一方、内容が難しい、他の内容での研修も行って欲しい等
の意見がある。また、開催回数や会場を増やす要望もある。
・研修会アンケートにおいて認定取得の予定があると回答する事業者がいることから、優良認定を取得する業者
が増加すると見込んでいる。一方、同アンケートにおいて、認定基準を満たすのが困難であるとの理由で認定取
得予定がないとする回答もある。

不法投棄件数(１トン以上）

沖縄県の現状・推移

優良産業廃棄物処理業者認定数

①産業廃棄物適正処理・優良化研修会について、産業廃棄物
処理業者・建設業協会・中小建設業協会・工業連合会・商工会
連合会に開催通知を文書にて発送し、周知を行う。
②アンケート調査より、今後の市況や法を遵守した経営方法に
ついてニーズがあるため、講演実績のある廃棄物処理法に熟
知した経営コンサルタントに講師依頼を行う。
③アンケート調査に加えて、簡単な設問を設けて、参加者の習
熟度を確認し、次回の研修会にて活用する。

　不法投棄件数については、平成25年度の96件に対し、平成26年度では新たに発覚した事案が前年の２倍の18件
あったため、105件となった。ただし、撤去件数及び残存件数については、平成25年度９件及び87件であるのに対し、
平成26年度21件及び84件であり、改善が見られる。目標達成に向けては、排出事業者及び廃棄物処理業者への適
正処理のさらなる周知徹底をはかる必要がある。
　優良産業廃棄物処理業者認定数について、平成27年度は11者であり、前年度に比べ増加している。研修会のアン
ケートにおいて認定取得の予定があると回答する事業者がいることから、優良認定を取得する業者が増加すると見
込んでいる。

成果指標

①関係機関への周知依頼に加え、県の広報紙、
ラジオ広報を活用し、研修会開催の案内を行っ
た。
②該当する講師の確保が困難であり、見送った。
③説明会において、設問回答のための時間を設
けることが難しく、見送った。
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・不法投防止のため、関係機関への適正処理に係る協力依頼及びゴミゼロパトロール等の啓発活動
の実施を継続して行う。
・産廃処理業者及び排出事業者の適正処理に係る研修会について、産業廃棄物処理業者・建設業協
会・中小建設業協会・工業連合会・商工会連合会あて開催通知送付による周知を行う他、建設技術課
等関係機関との連携による周知を検討する。
・優良認定取得業者の増加のため、関係機関と調整を行う。
・優良認定取得業者の増加に向け、研修会の内容の変更（受講者の習熟度別、目的別にする等）を検
討する。
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実施計画
記載頁

30

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
５万７千人
一斉清掃
参加人数

７万人

９地区
モデル地区
指定数

13地区
(累計)

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

2,218 2,051 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,218 県単等

５万７千人

事業名 活動内容

ちゅら島
環境美化
促進事業

②不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

ちゅら島環境美化促進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

広報や啓発活動により、全県一斉清掃参加人数は５万６千人となったが、取組計画値よ
り１千人下回った。
取組により、道路、公園、観光地等公共の場に散乱する空き缶・たばこの吸い殻等が少
なくなり、生活環境や街の美観が良くなった。また、多くの県民が参加したことにより、県
民の環境美化意識向上が見込まれた。

推進状況

実績値

　ちゅら島全県一斉清掃（夏・冬）を、県民、事業者、団体等と
行い、各実施報告をとりまとめ結果を公表する。

平成28年度計画

ちゅら島
環境美化
促進事業

・県内各地の道路、公園、観光地、海岸等を対象
として、夏季の行楽シーズン、12月の年末大清掃
の時期に合わせて、県民、事業者、団体等の参加
を得て環境美化を実施した。取組により公共の場
に散乱する空き缶・たばこの吸い殻等がなくなり、
生活環境や街の美観が良くなった。また、一斉清
掃参加人数は計画値５万７千人に対し、実績値５
万６千人となった。

・環境美化促進モデルについては、新規の応募が
ないため、平成26年度に事業が終了した。

活動指標名

全県一斉清掃参加人数 ５万６千人

モデル地区指定数 ９地区 11地区

計画値

事業名 活動内容

取組内容

年度別計画

(施策の小項目)－

〇環境美化については、県民参加型の全県一斉清掃イベント等を行っているものの、依
然として道路、公園、観光地等公共の場に散乱する空き缶、たばこの吸い殻等が見受け
られ、生活環境や街の美観を損ねていることから、県民の意識向上等を図る必要があ
る。

対応する
主な課題

県
市町村
地域住民

→

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　空き缶や吸い殻等の散乱を防止し環境美化の促進を図ることを目的とし、県内各地の
道路、公園、観光地、海岸を対象として、夏季の行楽シーズン、12月の年末大清掃の時
期に合わせて、県民、事業者、団体等の参加を得て環境美化活動を実施する。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

施策

主な取組

ちゅら島環境美化全県一斉清掃の実施 
 
 

環境美化促進モデル地区の指定 
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

5.7万人
（22年度）

5.6万人
（27年度）

7.0万人 △0.1万人 －

傾向 全国の現状

4.1万人
（25年度）

6.3万人
（26年度）

5.6万人
（27年度）

↘ －

43市町村
36事業者
（25年度）

54市町村
41事業者
（26年度）

62市町村
32事業者
（27年度）

→ －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度の取組改善案 反映状況

①これまで行ってきた新聞広告やホームページで
の情報提供、市町村に対する住民への周知依頼
等により、その活動内容が広く知られることとなり、
全県一斉清掃参加人数が増えたと思われることか
ら、今後も継続して周知し、県民の意識にすり込ま
れるような取組を考えたい。

②小学生を中心に環境美化に関する教育用パンフ
レットを配布し、環境美化に関する児童の理解と関
心を高め、自発的な行動に結びつけてもらう契機
作りをする。

③県民、事業者との連携により地域環境美化活動
の促進や不法投棄を防止するための監視、指導体
制を強化していく。

全県一斉清掃参加人数

全県一斉清掃参加人数

・清掃活動中の写真を掲載する等、より可視的に清掃活動を周知できるようホームページの掲載内容
を改善する余地がある。

・環境美化活動を根付かせていくために、引き続き小学生を中心に環境美化に関する教育の推進を図
る。

・新聞広告や市町村に対する住民への周知依頼等により、全県一斉清掃の活動を今後も継続して周
知・実施するとともに、当課ホームページにおける結果公表方法で、清掃状況の写真を掲載するなど
内容の改善を行い普及・啓発の促進を図る。

・環境教育の推進を図るため、パネル展の実施にあたり、小学生を中心に、子供にも分かりやすい内
容の掲示物等を増やすほか、環境美化に関する教育用パンフレットを配布するなどして、環境美化に
関する児童の理解と関心を高め、自発的な行動に結びつけてもらう契機作りを行う。

　平成27年度は平成26年度に比べ、全県一斉清掃参加人数及び参加団体数は減少している
が、参加市町村数は増加している。
現状値と平成28年度目標値の差は1.4万人であるが、参加市町村数が増加していることから、
取組強化を呼びかけることで目標達成に近づくと考えられる。

○内部要因
・全県一斉清掃活動の結果は当課のホームページにおいて公表しているが、各市町村及び団体の実
施した日程や参加人数等を記載した一覧表のみの掲載となっており、清掃活動の実際の様子を想起
できない。

○外部環境の変化
・清掃活動は天候に左右されるため、参加人数が変動することがある。

・環境美化促進モデル事業は、新規の応募がないため、平成26年度で事業終了となった。

全県一斉清掃参加延べ市町村数
及び事業者数

成果指標

①７月の「ちゅら島環境美化促進月間」に際して、
新聞広告を掲出し情報提供を行うとともに、市町
村に対して住民への周知依頼を行った。清掃活動
実施後は、報告された実績を集計し、当課ホーム
ページにて結果を公表した。

②各種イベント等において、環境教育用パンフレッ
トを配布し、小学生を対象とした環境教育の一助
となったと考える（「ごみ減量化推進事業」の反映
状況と重複）。

③不法投棄パトロールの実施や、市町村における
環境美化及び不法投棄防止活動に対する支援と
して、のぼり、腕章等備品の貸出を行った。
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実施計画
記載頁

31

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

10,000人
ビーチク
リーン参加
人数

→
県

市町村
地域住民

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

98,763 87,332
各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

118,608
各省
計上

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　国の「地域環境保全対策費補助金(H27)」の活用や、第11管区海上保安本部等と連携
する沖縄クリーンコーストネットワーク(OCCN)の活動により県内における海岸漂着物の
回収処理を推進する。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目)―

○近年、県内各地の海岸において、海外からと思われる漁具やペットボトル、発砲スチ
ロール等のごみが大量に漂着し、自然環境に重大な影響を及ぼしているほか、海岸景
観の悪化により観光資源としての価値の低下等を招いている状況である。

対応する
主な課題

平成28年度計画

地域環境保
全対策費補
助金事業
（環境整備

課）

　国の「地域環境保全対策費補助金(H27)」を活用
した市町村等が実施する海岸漂着物の回収処理
等に対する補助を行った（10町村に22，170千円を
補助）。
　また、第11管区海上保安本部等と連携する沖縄
クリーンコーストネットワークの活動（県内全域の
海岸等での清掃活動等）により、県内における海
岸漂着物の回収処理等を実施した。

活動指標名

ビーチクリーン参加人数
12,500人
（27年)

12,559人
（27年)

事業名 活動内容

地域環境保
全対策費補
助金事業
（環境整備

課）

　国が創設した単年度補助金である「地域環境保全対策費補
助金（海岸漂着物等地域対策推進事業）」（平成28年度）を活
用し、事業による海岸漂着物の回収処理等を実施する。また、
第11管区海上保安本部等と連携する沖縄クリーンコーストネッ
トワークの活動も行う。

③海岸漂着物の適正処理等の推進

海岸漂着物の適正処理及び国内外の発生源対策の推進（海
岸漂着物対策支援事業）

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　まるごと沖縄クリーンビーチ（県下一斉海岸清掃）の取組で、ビーチクリーン参加人数が
約12,559人であり、174カ所の海岸・ビーチで51.4トンのごみが回収された。また、国の補
助金を活用した事業により約189トンの海岸漂着物を回収・処理したことにより、海岸の
景観や環境保全に寄与した。

推進状況

実績値

まるごと沖縄クリーンビーチ（県下一斉海岸清掃） 

海岸清掃・適正処理に対する支援 

海岸漂着物処理推進法に基づく財政措置及び国際的な発

生源対策について国へ要請 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

11,490人
（25年）

10,482人
（26年）

12,559人
（27年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①国の単年度補助金である｢地域環境保全対策
費補助金（平成27年度）｣を活用し、海岸漂着物対
策事業を実施した。内容としては、海岸管理者へ
の予算分任、市町村への補助金交付、モニタリン
グ調査などを行い、海岸漂着物の回収処理・発生
抑制対策の推進を図った。

―

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①引き続き海岸漂着物対策事業に係る国へ財政
措置等を要望し、海岸管理者への予算分任、市町
村への補助金交付等関係機関と連携し、海岸漂着
物の回収処理・発生抑制対策等の推進を図ってい
く。

まるごと沖縄クリーンビーチ（県下一
斉海岸清掃）参加人数

・海岸管理者や市町村、ボランティア団体等と連携して効果的な漂着物対策に取り組む必要がある。

・引き続き海岸漂着物対策事業に係る国へ財政措置等を要望し、海岸管理者への予算分任、市町村
への補助金交付等関係機関と連携し、海岸漂着物の回収処理・発生抑制対策等の推進を図っていく。
・ビーチクリーン参加人数増に向けて、県広報媒体を用いて（ポスター作成等）広く県民に周知する。

　まるごと沖縄クリーンビーチ（県下一斉海岸清掃）の取組で、ビーチクリーン参加人数が約
12,559人であり、174カ所の海岸・ビーチで51.4トンのごみを回収した。また国の補助金を活用し
た事業により約189トンの海岸漂着物を回収・処理したことにより、海岸の景観や環境保全に寄
与した。しかし、海岸漂着ごみは一度回収しても、繰り返し漂着し、景観を損ね、環境保全に影
響を与える状況にあるため、ねばり強く、継続的にビーチクリーン活動や回収事業等を行ってい
く。

○内部要因

・国の「地域環境保全対策費補助金」について、平成26年度までは、補助率が10/10であるが、平成28
年度は補助率９／１０となっており各自治体の負担増となる（平成27年度は9.5/10）。

○外部環境の変化

・海岸漂着物は繰り返し漂着し、また、海外由来も多いため、国レベルでの調整が必要である。

参考データ 沖縄県の現状・推移
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実施計画
記載頁

31頁

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

－ － ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

- ―

③海岸漂着物の適正処理等の推進

海岸漂着物の再資源化に向けた研究開発の推進

未着手

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

-

推進状況

実績値

- -

事業名 活動内容

― -

(施策の小項目)―

○近年、県内各地の海岸において、海外からと思われる漁具やペットボトル、発砲スチ
ロール等のごみが大量に漂着し、自然環境に重大な影響を及ぼしているほか、海岸景
観の悪化により観光資源としての価値の低下等を招いている状況である。

対応する
主な課題

平成28年度計画

－ －

活動指標名

-

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　国の「地域環境保全対策費補助金(H25～H26)」等を活用し、県内における海岸漂着物
の処理を推進する。

担当部課 環境部環境整備課

1-(2)-イ 適正処理の推進施策展開

施策

研究開発 再資源化

実証実験 



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度の取組改善案 反映状況

　平成26年度までの取組みで検討には一定のめど
がついており、特段の対応は行っていない。

―

・特になし

・特になし

「脱塩処理実証試験」、「県内の潜在的な需要」と「売却益の有無」の評価を行った結果、「品質」
は脱塩工程を得た場合は良好で資源としての価値はある。「県内の潜在的な需要」は、一定量
はある。「売却益の有無」は、見込めない結果である。しかし、各関連業者ともに技術的な課題
に取り組みながら、将来的に見るとRPF又は廃プラスチック等の廃棄物を循環的に活用していく
可能性の芽生えは伺える結果となった。

○内部要因

・特になし

○外部環境の変化

・県内のRPF製造業者や鰹節製造時に流木を燃料（薪）として利用する業者へのヒアリング結果より、
将来受け入れの可能性が示唆された。

―

成果指標

　平成26年度までの取組みで検討には一定のめ
どがついており、特段の対応は行っていない。


