
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：　下水道施設から発生する汚泥を有効利
用するため、全量をコンポスト化（堆肥化）を推進する。

○H30年度：　下水道施設から発生する下水汚泥126トン/日
（H29実績）全量をコンポスト（堆肥）化し肥料として緑農地還元
により有効利用を推進した。

県単等 直接実施 498,883 577,721 630,719 641,439 695,151 720,000 県単等

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名 中部流域下水道維持管理費等

内閣府計
上

直接実施 8,288,425 8,337,116 5,971,022 4,606,387

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　那覇及び具志川浄化センターにおいて、汚泥濃
縮設備、汚泥消化タンク設備など汚泥処理施設の整備を行っ
た。

3,738,308 6,208,000
内閣府計

上
○R元（H31）年度：　　那覇及及び宜野湾浄化センターにおい
て、第2ガスタンク建設、汚泥消化タンク築造など汚泥処理施
設の整備を行う。

 担当部課【連絡先】 土木建築部下水道課 【098-866-2248】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 中部流域下水道建設費等

実施主体 県、市町村

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　下水道施設において汚水の処理過程で発生する下水汚泥や消化ガスを有効利用する
ための施設を整備し、下水汚泥の有効利用を推進する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

100%
有効利用率

主な取組 下水汚泥有効利用 実施計画記載頁 26

対応する
主な課題

③産業廃棄物の排出量については、おおむね横ばいで推移し、再生利用率については全国平均より高水準にあるが、排出量同様横ばいで推移していることか
ら、より一層の循環的利用の取組が必要である。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(2)-ア ３Ｒの推進
施 策 ②　未利用資源の活用の推進

施策の小項目名 ○下水汚泥及び消化ガスの有効利用

下水の処理過程で発生する汚泥を肥料として緑農地還元等



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

　下水汚泥の有効利用率は、計画値100％に対
し、実績値100％で推移し、順調に取組を推進す
ることができた。
　下水道施設から発生する下水汚泥156トン/日
（H29実績）をコンポスト化（堆肥化）し有効活用す
ることにより、廃棄物を減量化し、環境負荷の少
ない循環型社会の形成に寄与した。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 有効利用率 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　汚泥等を有効利用するために、那覇・具志川浄
化センター及びうるま市等において、汚泥処理施
設の増設等を行った。また、各下水道施設から発
生する下水汚泥156トン/日（H29実績）全量をコン
ポスト（堆肥）化し肥料として緑農地還元により有
効利用を推進した。

100% 100% 100% 100%
100％

（H29実績）
100% 100.0%

4,433,459 順調

H27年度 H28年度

○R元（H31）年度：　うるま市や名護市等において、下水汚泥
のコンポスト化（堆肥化）を推進する。

○H30年度：　うるま市等において、汚泥処理施設の改築を
行った。また、下水汚泥のコンポスト化（堆肥化）を推進した。

市町村 直接実施 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名 市町村事業



様式１（主な取組）

 (２)これまでの改善案の反映状況

○内部要因 ○外部環境の変化

・現在、全量コンポスト化（堆肥化）により緑農地へ有効利用されているが、下水道処理
人口の増加により今後も下水汚泥発生量の増加が見込まれる。

・平成27年5月、下水道法改正により、下水道管理者の責務として、下水汚泥の燃料・
肥料を再利用する努力義務が明確化されたことから、今後も有効利用維持に努める必
要がある。
・平成26年7月に策定された「新下水道ビジョン」において、下水道事業の使命として「循
環型社会の構築に貢献」することとされており、汚水処理過程で発生する汚泥、消化ガ
ス、及び処理水のより効率的な利用を図ることを中期目標としている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・今後増加する下水汚泥に対し、当面はコンポスト化による有効利用を推進し、中長期的には、下水汚泥のさらなる利活用の可能性を検討しながら有効利用率の維持に取り組
む必要がある。

平成30年度の取組改善案 反映状況

①引き続きコンポスト化（堆肥化）による有効利用率100％を目指す。
①下水汚泥のコンポスト化（堆肥化）に取り組んだ結果、下水汚泥有効利用率は１０
０％を維持している。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・引き続きコンポスト化（堆肥化）による有効利用率100％を目指す。



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：　糸満市等において引き続き消化ガス発電
等を行い、化石燃料の節減とCO2発生量の削減に努める。

○H30年度：　糸満市等において引き続き消化ガス発電等を
行い、化石燃料の節減とCO2発生量の削減に努めた。

市町村 直接実施 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村 市町村

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名 市町村事業

内閣府計
上

直接実施 8,288,425 8,337,116 5,971,022 4,606,387

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　那覇・具志川浄化センターで汚泥処理施設の整
備を行った。また宜野湾・具志川浄化センターでFITによる再
生可能エネルギー発電事業を推進した。

3,738,308 6,208,000
内閣府計

上
○R元（H31）年度：　那覇・具志川浄化センターで汚泥処理施
設の整備を引き続き行う。宜野湾・具志川浄化センターでFIT
による再生可能エネルギー発電事業を継続する。

 担当部課【連絡先】 土木建築部下水道課 【098-866-2248】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 中部流域下水道建設費等

70% 72% 73% 74%

実施主体 県、市町村

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　下水道施設において汚水の処理過程で発生する下水汚泥や消化ガスを有効利用する
ための施設を整備し、消化ガスの有効利用を推進する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

69%
有効利用率

主な取組 消化ガス有効利用 実施計画記載頁 27

対応する
主な課題

③産業廃棄物の排出量については、おおむね横ばいで推移し、再生利用率については全国平均より高水準にあるが、排出量同様横ばいで推移していることか
ら、より一層の循環的利用の取組が必要である。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(2)-ア ３Ｒの推進
施 策 ②　未利用資源の活用の推進

施策の小項目名 ○下水汚泥及び消化ガスの有効利用

下水の処理過程で発生する消化ガスを燃料として発電等



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①再生可能エネルギー発電事業を着実に推進するため、各浄化センターでは消化ガス
を発生させる施設の維持管理を適切に行うとともに、消化ガス発生量に注視しながら汚
泥処理施設の増設等を行う。

①那覇及び具志川浄化センターにおいて、汚泥処理施設の増設等整備を行った。ま
た、宜野湾及び具志川浄化センターにおいて、消化ガスの有効利用として固定価格買
取制度（FIT）を活用した再生可能エネルギー発電事業を平成28年度より開始したことに
より、FIT事業者への消化ガス売却による未利用資源の有効利用に寄与した。

　消化ガスの有効利用率は、那覇浄化センターで
の利用率が向上したことにより、計画値70％に対
し、実績値71.7％（H29実績）に増加し、順調に取
組を推進することができた。
　また、消化ガスを浄化センターの電力や熱源等
に有効活用することにより、化石燃料の節減と同
時にCO2発生量を削減し、環境負荷の少ない循
環型社会の形成に寄与した。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 有効利用率（％） H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　那覇・具志川浄化センターで汚泥処理施設の整
備を行うとともに、宜野湾・具志川浄化センターで
FITによる再生可能エネルギー発電事業を推進し
た。
　また、前年度に引き続き、糸満市等において、
汚泥処理設備を適正に管理し、適量な消化ガス
の発生に努めた。

64.3% 65.9% 66.8% 71.7%
71.7％

（H29実績）
70% 100.0%

3,738,308 順調

H27年度 H28年度
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４　取組の改善案（Action）

・再生可能エネルギー発電事業を着実に推進するため、浄化センターでは消化ガスを発生させる施設の維持管理を適切に行うとともに、消化ガス発生量に注視しながら施設の
増設や改築等を行う。

○内部要因 ○外部環境の変化

・再生可能エネルギー発電事業については契約期間が20年間と長期契約となっている
ことから、県浄化センターでは安定的な消化ガス供給に留意しなければならない。

・平成27年5月、下水道法改正により、下水道管理者の責務として、下水汚泥の燃料・
肥料を再利用する努力義務が明確化されたことから、今後も有効利用維持に努める必
要がある。
・平成26年7月に策定された「新下水道ビジョン」において、下水道事業の使命として「循
環型社会の構築に貢献」することとされており、汚水処理過程で発生する汚泥、消化ガ
ス、及び処理水のより効率的な利用を図ることを中期目標としている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・再生可能エネルギー発電事業について、長期的な事業を着実に推進するため、県浄化センターでは安定的な消化ガス供給に努める必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）
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（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：　―

○H30年度：　―

― ― ― ― ― ―

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

県単等 直接実施 15,860 15,944 15,610 21,526

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：廃棄物監視指導員(７名)及び不法投棄監視員(３
名)を配置し、那覇市の監視指導員の配置に対し財政支援を
実施した。

15,987 17,767 県単等 ○R元（H31）年度：廃棄物監視指導員(10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。

 担当部課【連絡先】 環境部環境整備課 【098-866-2231】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 廃棄物不法投棄対策事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 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） 実施計画記載頁 29

対応する
主な課題

③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。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(2)-イ 適正処理の推進
施 策 ②　不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

施策の小項目名 ―

8,000件

監視パトロール

件数

廃棄物監視指導員の配置（６名）、不法投棄監視員の配置（３名）

不適正処理監視パトロール
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活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30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
体制の維持を図り、県警や市町村との連携を密にし、効率的に取り組んでいく。

②不法投棄の原状回復を促進する取組は、ＨＰ等を活用し、利用を促進する。

③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。

①今年度も廃棄物監視指導員、不法投棄監視員を警察ＯＢから登用を行い、監視体制
の維持を図った。また、「沖縄県廃棄物不法処理防止連絡協議会」の設置及び各保健
所に市町村、消防署及び各警察署等で構成されるネットワーク会議を設置して、合同パ
トロールを実施する等、関係機関との連携強化を図った。

②不法投棄の原状回復を促進する取組について、関連団体に事業の案内文を送付し、
利用促進に努めた。

③研修会を開催し、講義及び産業廃棄物処理施設の現場確認等により、立入検査の
手法等を共有することで、監視体制の強化を図った。

　県内５保健所に廃棄物監視指導員７名を、北
部、中部、南部保健所の３保健所に不法投棄監
視員３名を配置し、監視パトロールや現場への立
入検査等を実施した。平成30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10,016件(H31年2月
時点)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。順調に取り組むこと
ができた。

活動指標名 廃棄物監視指導員の配置 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

６名 ６名 ６名 ７名 ７名 ６名 100.0%

活動指標名 不法投棄監視員の配置 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

３名 ３名 ３名 ３名 ３名 ３名 100.0%

活動指標名 監視パトロール（不適正処理監視パトロール） H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　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(７名)及び不法投棄
監視員(３名)を配置し、監視パトロールを実施し
た。
　また、那覇市の監視指導員の配置に対し財政
支援を実施した。

7,239件 7,591件 8,812件 9,324件
10,016

（H31.2月
末）

8,000 100.0%

15,987 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員について、廃棄物監視指導員に職務内容を統合するよう設置規定を改定し、県警や市町村との連携を密にして効率的に取り組む。
・不法投棄が行われそうな場所に監視カメラを設置し、連続撮影する。また、その存在を周知し、不法投棄の未然防止に資する。
・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。

○内部要因 ○外部環境の変化

・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、撤去が進みにくい要因となっている。
・不法投棄等は、行政庁閉庁時（夜間早朝及び週休日等）に行われることも多く、パト
ロール等による現認が困難である。
・警察OBから登用している廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員は、それぞれの設置
規定により、職務内容が異なるため、問題事案発生時における柔軟な対応が困難であ
る。

・産業廃棄物等の処理については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。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・引き続き、県警や市町村などと連携し、行政庁閉庁時も含めた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。
・監視体制の強化及び効率化のため、廃棄物監視指導員及び不法投棄監視員それぞれの職務内容を統合する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：　―

○H30年度：　―

― ― ― ― ― ―

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

県単等 委託 1,494 1,387 1,326 1,357

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　産廃処理業者への研修会、排出事業者への研
修会、電子マニフェスト操作説明会を開催した。

1,396 1,702 県単等 ○R元（H31）年度：　産廃処理業者への研修会、排出事業者
への研修会、電子マニフェスト操作説明会を開催する。

 担当部課【連絡先】 環境部環境整備課 【098-866-2231】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 産業廃棄物処理業者優良化促進事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 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 実施計画記載頁 29

対応する
主な課題

③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。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(2)-イ 適正処理の推進
施 策 ②　不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

施策の小項目名 ―

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

６回

研修会等開催数

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



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①産廃処理業者研修会の参加者に、より関心を持ってもらえるよう内容等をリニューア
ルする。

②産廃の適正処理に関する基本的な知識の習得を目的とした排出事業者研修会を継
続して開催する。

①優良産廃処理業者認定制度は、認定を受けると事業者にさまざまなメリットがある。
認定事業者による活用事例発表の時間配分を増やし、他の処理業者が参考にしやす
い内容とした。

②排出事業者向けの研修会を継続して実施した。

　研修会への参加者数が、昨年度の1.2倍であっ
たことから、順調と判断した。不法投棄防止のた
め、廃棄物不法処理防止連絡協議会及び各保
健所において廃棄物不法処理防止ネットワーク
会議を開催し、ゴミゼロパトロール等の啓発活動
を実施できたことから、順調と判断した。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 研修会等開催数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　産廃処理業者に対しては産廃の適正処理に関
する比較的専門的な知識を習得するための研修
会を、排出事業者に対しては産廃の適正処理に
関する基本的な知識を習得するための研修会
を、北部・中部・南部・宮古・八重山の５か所で開
催した。また、電子マニフェスト操作説明会を、浦
添市と宮古島市の２か所で開催した。

６回 ６回 ６回 ８回 ８回 ６回 100.0%

1,396 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・産廃処理業者研修会の参加者に、より関心を持ってもらえるよう、近年の県内での廃棄物処理の動向や法改正等を踏まえ内容をリニューアルする。
・産廃の適正処理に関する基本的な知識の習得を目的とした排出事業者研修会を継続して開催する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・右記のとおり、研修会へのニーズは今後高まることが予想されることから、本業務によ
り一層力を注ぐことが重要。

・排出事業者の責任がより一層重要視され、排出事業者の法令遵守及び適正処理へ
の意識が向上しているように思われる。そのため、産廃の適正処理に関する基本的な
知識を習得するための研修会へのニーズは今後高まることが予想される。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・産廃処理業者に対する研修会については、参加者に関心を持ってもらえるよう、毎年、内容をリニューアルする必要がある。
・排出事業者に対する研修会については、産廃の適正処理に関する基本的な知識を習得するためのものを、地道に実施し続けることが重要。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：　―

○H30年度：　―

― ― ― ― ― ―

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名 ―

県単等 直接実施 3 1,732 1,787 1,937

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　県内各地の道路、公園等を対象に、夏季の行
楽シーズンと年末大清掃の時期に、県民、事業者、団体等の
参加を得て全県一斉清掃を実施した。

1,216 1,757 県単等 ○R元（H31）年度：　県民、事業者等の参加を得て、ちゅら島
全県一斉清掃（夏・冬）を行う。また、実績を公表し県民意識の
向上を図る。

 担当部課【連絡先】 環境部環境整備課 【098-866-2231】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ちゅら島環境美化促進事業

7万人

実施主体 県、市町村、地域住民

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 ちゅら島環境美化促進事業 実施計画記載頁 29

対応する
主な課題

④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、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。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(2)-イ 適正処理の推進
施 策 ②　不法投棄等の不適正処理の防止及び環境美化の推進

施策の小項目名 ―

５万７千人

一斉清掃参加人数

ちゅら島環境美化全県一斉清掃の実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①各市町村や事業者に、清掃時の写真を提供してもらう等して、ホームページの掲載内
容の充実を図る。

②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とした環境美化教育
の推進を図る。

①清掃時の写真を県ホームページに掲載することで、更なる県民意識の向上に向けた
普及啓発活動の充実が図ることができた。

②教育委員会等と調整のうえ、小学生を対象にした環境学習教材を県内全ての小学校
に配布し、環境美化等についての普及啓発を図ることができた。

　清掃活動及び新聞広告等の普及啓発活動によ
り、公共の場に散乱する空き缶・たばこの吸い殻
等が除去されたほか、県民の環境美化に対する
意識向上が図れた。一斉清掃参加人数は計画
値5.2人に対し、実績値4.9万人と約0.3万人下回っ
た。要因としては天候の影響が考えられる。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 全県一斉清掃参加人数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　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（６月から８月）、年
末大清掃の時期（１２月）に、県民、事業者、団体
等の参加を得て全県一斉清掃を実施した。
　新聞広告を実施するほか、全県一斉清掃の実
績を取りまとめ、県ホームページ及びパネル展で
公表し、県民の意識向上等を図った。

6.3万人 5.6万人 6.4万人 7.2万人 4.9万人 5.2万人 86.0%

1,216 概ね順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・各市町村や事業者に、清掃時の写真を提供してもらう等して、ホームページの掲載内容の充実を図る。

・清掃実績報告のない市町村でも実際には清掃を行っている可能性があるため、報告してもらえるよう連絡調整を密にする。

・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とした環境美化教育の推進を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・清掃活動の周知が行き届いていない可能性がある。

・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。
・清掃実績報告のない市町村でも実際には清掃を行っている可能性がある。
・将来の沖縄の環境美化を担う子供たちに美化活動の意識が十分根付いていない。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・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。

・清掃実績報告のない市町村の実績を把握する必要がある。

・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。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 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） 実施計画記載頁 29

対応する
主な課題

⑤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ため、効果的な回収処理体制を構築する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 1-(2)-イ 適正処理の推進
施 策 ③　海岸漂着物の適正処理等の推進

施策の小項目名 ―

15,000人

実施主体 県、市町村、地域住民

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　国の「地域環境保全対策費補助金」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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

12,000人

ビーチクリーン
参加人数

 担当部課【連絡先】 環境部環境整備課 【098-866-2231】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 海岸漂着物等地域対策推進事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　国が創設した単年度補助金を活用し、事業によ
る海岸漂着物の回収処理及び発生抑制対策を実施した。ま
た、第11管区海保と連携した活動も行った。

133,093 149,000 各省計上 ○R元（H31）年度：　国が創設した単年度補助金を活用し、事
業による海岸漂着物の回収処理及び発生抑制対策を実施す
る。また、第11管区海保と連携した活動も行う。

予算事業名 ―

各省計上 委託 294,552 236,023 112,809 120,076

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：　―

○H30年度：　―

― ― ― ― ― ―

主な財源 実施方法
H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

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）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 ビーチクリーン参加人数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　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29年度）を活用し、事業による海岸漂
着物の回収処理及び発生抑制対策を実施した。
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を行った。

10,482人 12,559人 12,536人 13,765人 12,548人 12,000人 100.0%

133,093 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

― ― ― ― ― ―

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　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１万３
千人であり、94か所の海岸・ビーチで約69トンの
ごみが回収された。また、国の補助金を活用した
事業により海岸管理者及び13市町村において海
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。そのほか、九州知事
会議の特別決議にて、海洋ごみの回収・処理に
必要な予算の継続的な確保を国に対して要請し
た。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

― ― ― ― ― ―

平成30年度の取組改善案 反映状況

①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。

②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。

①国の補助金を活用し、海岸管理者への予算分任、市町村への補助金交付、現存量
調査等を行い、海岸漂着物の回収処理・発生抑制対策の推進を図った。

②ポスターの作成及びスーパー、コンビニエンスストアでの掲示、県並びにOCCN（沖縄
クリーンコーストネットワーク）のホームページへの掲載等により、県民に広く周知するこ
とができた。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・海岸管理者や市町村等、及びボランティアが連携して海岸清掃活動が実施できるよう連絡調整を密にする。
・海外からの漂着物の状況についてモニタリングの結果を国に情報提供することなどにより、国レベルでの漂着物対策の調整を求めていく。
・さらなるビーチクリーン参加人数増に向けて、県広報媒体等を用いて（ポスター作成等）広く県民に周知する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・海岸での回収作業は多くの労力と費用が必要である。
・漂着物に含まれる塩分の影響で焼却処理が難しい。市町村の焼却施設で焼却ができ
ない。
・離島内で処理できない廃棄物は、遠方の処理施設へ運ぶ必要があり、運搬・処理コス
トがかかる。

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

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・海岸漂着物の適正な処理が促進されるよう、市町村、県民、ボランティア団体等との相互の連携を図る。
・海外からの海岸漂着物については沖縄県だけで対策を取ることが難しいため、国レベルでの調整を求めていく必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）


