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施策１３.ごみの減量と資源再利用を進め環境にやさしいまちをつくる



１．    値    達成度

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ４．自然にやさしいエコのまち【自然環境】 施策統括課 生活安全課

施策 １３．   減量 資源再利用 進 環
境にやさしいまちをつくる 関 係 課

612
ｂ

目標

629

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

町民一人１日当     
（燃     ） 排出量 ｇ

２．取り組み方針の実施状況と方向性
１３－１   処理環境 維持  所管課

１年間 資源回収量 ｔ
970

ｃ
675

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課  処理環境 整備 16位/7位
成果指標 単位

残された課題
 令和5年4月以降 燃      処理方針 

H28 H29 H30 H31/R1 R2

成果指標なし

令和4年度 取 組 方針 方向性

基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

まちが取り組むべきこと①   燃料化(RDF)施設            利用期限延長 協議 継続   

5年間 取 組 状況
 平成29年 利用期限 令和5年3月末  延長   
 糟屋郡5町    廃棄物対策協議会及 幹事会 定例 開催   

令和4年度取 組 方針
 家庭 事業所  出    収集 運搬  方法 選別 処理  施設      適切 処理  体制 安定
的かつ継続的に確保していく。

取り組み方針の達成状況
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方針に沿った取り組みを実施した
方針に沿った取り組みを実施できなかった

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

１３－２ 地球温暖化防止 資源 有効利用 進  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課  出     徹底      意識向上 15位/3位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

実績値 618 615 619 626 629 ×

１年間 資源回収量 ｔ 970 ×

町民一人１日当     
（燃     ） 排出量 ｇ 612

実績値 861 866917 822 675

  減量(水切  家庭用生  処理機 
利用 買 物時       持参  等) 

実施    町民 割合
（町民意識調査）

％ 88.5 実績値 89.5 90.4 89.1 ○88.6 93.3

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと① 分別等   出     徹底       意識向上 向   町民  啓発 進   

×
ごみ分別のルールやリサイクルの方法を

理解    町民 割合
（町民意識調査）

％ 88.7 実績値 90.1 91.5 89.490.2 88.2

まちが取り組むべきこと② リサイクル品の回収場所、回収機会を拡大するため、公共施設にリサイクルステーションの設置を進めます

5年間 取 組 状況
 志免町役場裏玄関前        目的   古紙類           設置     減量 適切 資源有
効活用 行   

残された課題
・なし

5年間 取 組 状況
 全戸配布      出        分別  種類毎 主    表記  分別一覧        確認  
    周知     令和2年度 構築    志免町  分別          出 方 収集日    簡単  
 素早  提供  住民     向上 図   

残された課題
   排出削減 適切 分別   排出   及 意識 向上 

令和4年度取 組 方針
   減量化 資源化     志免町  分別     登録 推進  併  4R（                 
     ）活動 推進       事業所   一般廃棄物 産業廃棄物 区別 徹底      適切 処理
について周知する。

令和4年度 取 組 方針 方向性

    値  町民一人１日        基準値612ｇ  下 対  最終実績値 629ｇ 目標 達成           1年
間 資源回収量      基準値970ｔ  上 対  最終実績値 675ｔ 目標 達成       取 組        出 
    徹底 3Ｒ 推進     町民    減量 関  取 組    分別       意識 高        今後 4Ｒ活
動  志免町  分別     登録 推進   志免町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）  基   温室効果  排出削
減 取組 行  第6次総合計画 沿  周知及 啓発  創意工夫    実施     

令和4年度取 組 方針
 令和3年度策定予定  志免町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）  基   温室効果  排出削減
 取組 行  地球温暖化対策 行  

取り組み方針の達成状況
方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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