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平成 30 年度 

府中町第 2 次環境基本計画年次報告書 

（平成 29 年度実績） 

 

 第 2次環境基本計画の適正な進行管理を図るため、その年度に町が取り組んできた各施策

の実施状況及び今年度の計画についてお知らせします。 

 

■第 2次環境基本計画について                             

 府中町環境基本計画は、まちの総合計画に基づいた環境分野の計画として、まちの環境を

より良いものにしていくための計画です。 

 環境づくりの目標像を“ひと・まち・自然が共に生き、心豊かにくらすまち あきふちゅ

う”と定め、日々の生活や仕事の中で心がけ実践すべき環境にやさしい行動をまとめていま

す。 

 本計画では、環境課題を整理し４つの基本方針、それぞれに 3つの取り組みテーマを設定

し、計画を推進しています。 

 

■計画の期間                                     

 本計画は、府中町第 4 次総合計画（平成 28 年度～平成 37 年度）との整合をはかり、平

成 28 年度から平成 37年度までの 10 年間を計画の期間とします。 

 なお、計画期間の中間年度である概ね５年目に計画の見直しを行うこととしますが、社会

経済情勢の変化や、計画の前提となる諸条件に大きな変更が生じた場合には、その都度見直

しを行います。 

 

■目標指標                                     

 平成 37 年度における目標指標は下記のとおりです。※現状値との検証は見直し時に行います。 

 目標指標 基準値 目標値(平成 37 年度) 

基本方針１：低炭素型のまちづくりの推進                      

 府中町から発生する温室効果ガス排

出量の削減（前年度比で年１％の削減） 

1,350.1 千ｔ-CO2 

（平成 24 年度実績） 

1,220.9 千-CO2 

以下 

基本方針２：自然と共生する快適環境の推進 

 住民の｢市街地の緑が豊かで、自然

が保全されている｣に関しての評価 

38.2％ 

（平成 27 年度実績） 

50.0％以上 

基本方針３：資源循環による環境負荷の低減 

 住民１人 1 日あたりのごみ排出量 797ｇ/人・日 

（平成 25 年度実績） 

717ｇ/人･日以下 

 府中町全体のリサイクル率 
※町の収集及び持ち込みごみに限る 

11.8％ 

（平成 25 年度実績） 

19％以上 

 府中町全体の最終処分量 
※町の収集及び持ち込みごみに限る 

935ｔ／年 

（平成 25 年度実績） 

888ｔ/年以下 

基本方針４：協働型環境づくりの推進 

 住民・事業者・行政の協働、連携し

た環境づくりの取り組み 
（3 者協働だけでなく、２者間での取り

組みや協議の場も含む） 

40 回/年 

（平成 26 年度実績） 

100 回/年以上 
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■次ページからの各基本方針の取り組み状況の内容説明の見方について          

 

基本方針：○○○○の推進 

 

（基本方針の説明）○○○○・・・・・・・・・・・・のまちづくりを目指します。 

 

◆各取り組みテーマ：○○○○                             

 （取り組みテーマの説明）○○○○・・・・・・・・・・・・・・・○○○○。 

 

  指標項目 指標項目の内容 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標  6 8 10 12 14 

実績 2 ５ 8    

達成状況  △ ◎    

   

※達成状況の評価（４段階評価） 

評価項目 

◎ 

（目標より進んで

いる） 

○ 

（ほぼ目標どお

り） 

△ 

（目標より遅れて

いる） 

× 

（目標より大幅に

遅れている） 

評価説明 
本年度の年目標値

以上 

本年度の年目標値

の 90％以上 

本年度の年目標値

の 90％未満 

本年度の年目標値

の 70％未満 

 

  実績評価 ※平成 29 年度の指標項目の目標に対する実績評価 

   ・○○○○・・・・・・・・・・・・・・・○○○○。 

 

  取組内容 ※平成 29 年度と平成 30 年度の取組内容 

   ・○○○○・・・・・・・・・・・・・・・○○○○。 

    →（具体的な実施内容）・・・・・・・・。（H29） 

 

  課題と予定 ※今後の課題と取組予定 

   ・○○○○・・・・・・・・・・・・・・・○○○○。 

 

 

 

 

 

 

 

実施年度 
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これからのまちの環境づくりにおいては、これまでの地球温暖化に向けた取り組みを継続

しつつ、新たに地域資源を活用したエネルギーの導入や、効率的なエネルギーの利活用の推

進に取り組み、まち全体として温室効果ガスを削減させる低炭素型のまちづくりを目指しま

す。 

 

◆取り組みテーマ１：温室効果ガスの削減                      

  地域毎の特徴を捉え、住民・事業者・行政それぞれが温室効果ガスを減らす取り組みを

主体的に進めていきます。また、各取り組みの相乗効果により、温室効果ガスの削減効果

を総合的に高めます。 

 

指標項目① つばきバスの年間利用者数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 188,780 189,520 190,260 190,630 191,000 

実績 187,298 184,364 190,293    

達成状況  ○ ◎    

（単位：人）  

実績評価 

・平成 28 年６月から導入した「BUSit
バスイット

」（※）により利用者が増え、目標を上回るこ

とが出来ました。 

※ 「BUSit
バスイット

」とは、広島県バス協会が提供するバスの到着時間がわかるインターネ       

ット配信サービスです。 

 

取組内容 

 ・町営コミュニティバス「つばきバス」の現在地情報を「BUSit」で提供するなど、コ

ミュニティバスの利用促進に取り組みました。（H29、H30） 

  

課題と予定 

 ・「BUSit」の導入で利便性は向上しましたが、更なる利便性の向上のため、府中町

公共交通協議会でつばきバスの運行ルートの拡大や変更（※）を検討します。 

  ※ つばきバス利用者からのアンケート結果を基に検討されます。 

   

  指標項目② エコドライブ講習の受講者数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 20 40 60 80 100 

実績 0 50 41    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：人） 

 

基本方針１：低炭素型のまちづくりの推進 
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実績評価 

・予定人数に達しなかったものの、目標は達成しました。 

 

  取組内容 

   ・省エネや補助金制度に関する情報発信、環境学習講座や環境イベントの実施によ

り、住民などに対する地球温暖化対策への意識向上を図り、その活動の支援をしま

した。 

    →「エコチャレンジ」（毎月）や「ひろしま環境の日」（６月）、くらすば環境活

動支援補助金制度について、広報やホームページ等に掲載しました。（H29、

H30） 

→JAF 広島から講師を招き、エコドライブ講習を２回実施しました。（H29） 

→府中町脱温暖化市民協議会から講師を招き、出前講座（地球温暖化対策、３Ｒ）を

実施しました。（H29） 

→府中町脱温暖化市民協議会から環境家計簿を配布し、住民の省エネ意識を高めまし

た。（応募件数は、H29に 36 件）（H29、H30） 

→環境省の「COOL
ク ー ル

 CHOICE
チ ョ イ ス

」（※）に賛同し、「COOL CHOICE」を広報等

で呼びかけました。（H29、H30） 

 

※ 「COOL
ク ー ル

 CHOICE
チ ョ イ ス

」とは、2030年度に温室効果ガスの排出量を 2013 年

度比で 26％削減するという目標達成のため、省エネ・低炭素型の製品への買

換・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する

「賢い選択」をしていこうという取組みのことです。 

 

課題と予定 

・広報への掲載は引き続き行い、掲載時期や内容の工夫を図ります。 

・ホームページで提供している情報が少ないので、SNS も併せて情報を充実させてい

きます。 

・出前講座やイベント等の実施について、事業者やボランティア団体（府中町脱温暖

化市民協議会等）と協力・連携を図っていきます。 

 

指標項目③ 行政活動に伴い発生する温室効果ガスの排出量 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 3,255,018 3,161,263 3,067,508 2,973,753 2,880,000 

実績 3,348,773 2,566,325 2,497,846    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：㎏-CO2） 

実績評価 

・平成 29 年度は、電気の使用量は増えていますが、半数以上の施設の電力契約を

CO2排出係数（※）の低い電力会社との契約に変更となったことで、全体の CO2

排出量が減少でき、目標を達成することが出来ました。 
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取組内容 

   ・「府中町地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」に基づき、温室効果ガスの発生

抑制するよう、取り組みました。 

→各施設に省エネ行動を促しました。（H29） 

→国のエネルギー対策特別会計補助金（CO2 削減ポテンシャル診断事業）を活用し、

ふれあい福祉センターと府中町役場の CO2 削減のための対策（施設運用管理の見

直しと改修）について診断しました。（H29） 

→国のエネルギー対策特別会計補助金（カーボン・マネジメント強化事業）を活用

し、町内 35 施設の CO2 削減のための対策（施設運用管理の見直しと改修）につ

いて診断しました。（H29） 

→公園灯を白熱灯から LED へ切り替えました。（H29、H30） 

→国のエネルギー対策特別会計補助金（カーボン・マネジメント強化事業）を活用

し、CO2削減のための施設改修を検討しました。（H30） 

 

課題と予定 

・省エネ行動による CO2の排出抑制は取り組んでいるものの、その効果は小さく、限

界があります。CO2の排出量削減には、公共施設の省エネ設備の導入が必要です

が、コスト面で導入が進みにくい状況があります。また、CO2の排出量の積算は、

契約している電力会社の CO2の排出係数（※）を基に行うため、CO2の排出係数

の高い電力会社になれば、目標達成が難しくなります。 

・カーボン・マネジメント強化事業を活用し、CO2削減のための施設改修のロードマ

ップ（以下「ロードマップ」という。）を作成し、環境対策本部会議で報告する予

定でしたが、平成 30年７月の豪雨災害により環境対策本部会議が中止となったた

め、報告できていません。今後は、環境対策本部会議でロードマップを報告し、実

施計画に反映できるよう働きかけていきます。 

・平成 32 年度にカーボン・マネジメント強化事業を活用した、施設改修（ふれあい

福祉センターの空調・給湯・照明）を予定しています。 

 

※ CO2の排出係数とは、二酸化炭素排出係数のことで、単位生産量・消費量等当

りの二酸化炭素の排出量を表す数値。電気は t-CO2/kWh（１時間当りの電気の

消費量で排出する二酸化炭素の排出量）で表されます。 

  



6 

 

◆取り組みテーマ２：再生可能エネルギーの利活用               

  環境負荷の少ない太陽光発電などの再生可能エネルギーの利活用を推進するとともに、

町内で創ったエネルギーを溜めて、賢く使う、エネルギーの地産地消に取り組みます。 

 

指標項目① 町内の家庭用太陽光発電設備の導入割合 

                         

※５年ごとに行う住宅統計調査データの 

ため、見直し時に検証する。 

  

  実績評価 

   ・平成31年度に発表される住宅統計調査データにより評価するため、今回評価はあり

ません。 

 

取組内容 

   ・具体的な取り組みはありません。 

 

課題と予定 

   ・太陽光発電設備は、国の補助制度と平成 2１年から始まった固定価格買取制度（※

１）により大きく普及しました。現在は、設備導入のための国の補助制度はありま

せんが、太陽光発電設備の価格が下がってきたことにより電気の買取価格も下がっ

てきているので、費用対効果が普及のカギになると考えられます。今後は、太陽光

発電設備のみの設置だけでなく、ZEH
ゼ ッ チ

（※２）などの補助制度の利用した設置も考

えられます。普及促進のため、これらの情報発信に努めます。 

   ・平成 31年度に公表される住宅統計データを基に目標値等の見直しを行います。 

・平成32年度から町による省エネ設備の補助制度を実施する予定ですが、市場や国の

動向を踏まえて実施内容を検討します。 

 

※１ 固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が

国の定めた固定価格で一定期間（家庭用太陽光は 10 年間）買い取る制度。 

※２ ZEH
ゼ ッ チ

とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのことで、「快適な室内空

間」と「住宅で消費する年間のエネルギー量が正味ゼロ」にすることを目指

した住宅。 

 

  指標項目② 事業所における再生可能エネルギー設備の導入割合 

 

 

 

 

  実績評価 

   ・計画の中間年度（平成 32 年度）時に実績を確認するため、評価はありません。 

基準値 

（平成 25 年度） 

目標値 

(平成 32 年度) 

3.0％ 5.0％以上 

基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

(平成 32 年度) 

14.7％ 18.0％以上 

※事業所アンケートによるデータ 

のため、見直し時に検証する。 
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取組内容 

   ・具体的な取り組みはありません。 

   

課題と予定 

・指標項目①と同じ状況になりますが、事業所においては、ZEB
ゼ ブ

（※）などの補助制

度の活用が考えられるので、普及促進のための情報発信に取り組みます。 

 

※ ZEB
ゼ ブ

とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルのことで、「快適な室内環境」と

「建物で消費する年間のエネルギー量が正味ゼロ」にすることを目指した建物。 

 

  指標項目③ 太陽光発電設備を導入している公共施設数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 4 4 4 4 4 

実績 2 ４（２） ４（0）    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：施設） 

  実績評価 

   ・平成 28年度に２施設（ふれあい福祉センター、北交流センター）に導入したこと

で、既に中間年度（平成 32 年度）の目標は達成しています。 

 

  取組内容 

 ・新設または改修を行う公共施設への太陽光発電設備の導入に取り組みました。 

→公共施設の新築、改修時に太陽光発電設備の導入または設置を見据えた設計を促

しました。（H29、H30） 

→既存の公共施設に太陽光発電設備の設置の可能性を検討しました。（H29、

H30） 

 

  課題と予定 

   ・府中町公共施設等総合管理計画には、施設の省エネルギー化について盛り込まれて

いるものの、再生可能エネルギー設備の積極的な導入にはつながっていません。要

因としては、導入コストや維持管理費において優位性が見込まれていないと考えら

れます。しかし、太陽光発電設備は CO2の排出抑制につながるため、今後も関係部

署に国の補助制度を周知し、再生可能エネルギー設備の導入を図ります。 

     

 

  

 

 

 

  

ふれあい福祉センターの太陽光発電と蓄電システム 北交流センターの太陽光発電システム 
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◆取り組みテーマ３：吸収減対策の推進                    

  当町の北東部側約半分を占める森林は、二酸化炭素を吸収し固定する「貯蔵庫」として

の役割を有しています。二酸化炭素吸収量を維持するため、既存の森林の適正な管理を行

います。また、住宅や工場などが集積する市街地については、緑地の適正な配置や管理に

より、緑を増やすことで、二酸化炭素の吸収源対策に取り組みます。 

 

指標項目① 市街地内における緑地率 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― ― ― ― ― 13.52 

実績 13.43 13.48 13.48    

達成状況  ― ―    

（単位：％） 

  実績評価 

   ・各年度の目標値は設定していないため、評価していません。中間年度（平成 32 年

度）の実績を評価検証し、必要に応じて見直しを行います。 

 

 取組内容 

・緑に関する知識を深めるためのイベントの検討や街路樹の設置など、緑化の推進に

取り組みました。 

→南小学校青崎東線に中低木の街路樹を整備しました。（H30） 

→公園に植樹しました。（H30） 

→府中町脱温暖化市民協議会主催の「緑のカーテンコンテスト」の活動支援を行い

ました。（応募総数：H29 が 29件、H30が 20件） 

    →府中町脱温暖化市民協議会主催の「緑の仲間フェスタ」で花の苗やゴーヤの種を

配付の支援を行いました。（配布数 100 件）（H29、H30） 

→2020 年実施予定の「全国都市緑化ひろしまフェア」に向けて、広島市及び安芸

郡 3 町と協議を行いました。（H29、H30） 

 

  課題と予定 

   ・2020年に実施予定の「全国都市緑化ひろしまフェア」に向けて、空城山公園の緑

化に努めます。 

   ・都市整備課と協議し、新設改良道路の街路樹の植樹を検討します。 

   ・公園に植樹ができる箇所はありますが、樹木を嫌う住民もいるため、地域との調整

を進めます。 

   ・府中町脱温暖化市民協議会主催の「緑のカーテンコンテスト」は、民間宅地や町内

施設の緑化推進と省エネに寄与しますが、年々応募者が減少しているので、活動支

援や周知に努めます。 
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  指標項目② 森林の間伐面積 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 10.2 12.2 14.2 16.2 18.2 

実績 6.2 16.05(2.3) 17.83(1.78)    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：ha） 

  実績評価 

   ・継続的に間伐が実施出来ており、目標上回る結果となりました。 

 

  取組内容 

・二酸化炭素の吸収効果を維持するため、町内の森林間伐に取り組みました。 

→水分
みくまり

峡森林公園の間伐（1.78ha）を行いました。（H29、H30） 

→みくまりの森サポートクラブによる水分峡森林公園や憩いの森広場周辺等の森林

間伐を行いました。（H29、H30） 

 

課題と予定 

   ・水分峡森林公園は、平成 30年７月豪雨に伴う復旧工事のため立入禁止となり、   

平成 30年７月から 12月まで間伐ができませんでした。町による間伐は平成 32

年３月までできない見込みですが、平成 31 年１月から水分峡森林公園の入口付近

をみくまりの森サポートクラブにより間伐を行っており、当面この活動を支援して

いきます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度緑のカーテンコンテスト大賞作品 

（団体の部） 

水分峡森林公園の間伐状況 

平成 29 年度緑のカーテンコンテスト大賞作品 

（個人の部） 
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これからのまちの環境づくりにおいては、市街地に残された緑地や水辺の保全や、町内に

おける自然や生きものとふれあえる場の維持や創出に取り組み、まちで生活する人々が快適

に暮らせるまちづくりを目指します。 

 

◆取り組みテーマ１：自然環境の保全                     

  緑や生きものを保全し、自然とのふれあいを身近に感じられる場の維持や創出に取り組

みます。 

 

指標項目① 緑地や水辺の保全に向けた環境活動数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 86 90 94 98 100 以上 

実績 84 138 124    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：回/年） 

  実績評価 

・くらすば環境づくり支援事業の活動団体数が14から12に減少しましたが、事業報

告書に正確に活動実施日が報告されていなかったことを是正したところ、目標は達

成しました。 

 

  取組内容 

   ・まちの自然環境保全に向け、環境学習講座の実施、町内の環境活動団体への支援、

活動内容の紹介、活動参加者の募集などに取り組みました。 

→川の自然の大切さを学習するため、水分峡森林公園で水生生物の観察会（水辺教

室）を町内小学校３校に行いました。（H29、H30） 

    →「クリーン太田川」の清掃活動を実施しました。（H29） 

※平成 29 年度は、7月 30 日に実施（13 団体 197 人が参加、290 ㎏のごみ

を回収）。平成 30 年度は 7 月豪雨災害のため中止となりました。 

→身近な環境保全活動を行う団体に「くらすば環境づくり支援事業」による助成金

を交付しました。（H29：12 団体 614,014円、H30：11団体 658,000

円） 

→環境活動団体（くらすば環境活動支援事業助成実施団体、脱温暖化市民協議会、

公衆衛生推進協議会等）について、広報とホームページに掲載しました。

（H29、H30） 

 

  課題と予定 

・「クリーン太田川」は、環境イベントとして定着してきているので、引き続き実施

します。 

   ・環境保全活動を増やすため、引き続き「くらすば環境づくり支援事業」による環境

基本方針２：自然と共生する快適環境の推進 
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保全活動団体への助成を行い、広報やホームページ等で周知を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目② Webサイト「府中町のいきもの探しガイド」の閲覧数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― ― ― 50 80 100 

実績 0 0 0    

達成状況  ― ―    

（単位：件/年） 

  実績評価 

   ・ホームページの掲載は、平成 30年６月から開始のため、評価はありません。 

 

  取組内容 

   ・町内の自然環境の保全などに役立てるため、町内の植物の生育状況や生きものの生

息状況の把握と情報発信に取り組みました。 

→府中町の生物や植物などの生息を、住民・事業者・行政の協働で調査するため、

いきものマップと調査マニュアルを作成しました。（H29） 

    →調査マニュアルを元に作成した「府中町のいきもの探しガイド」を、町内の小学

４年生に配布しました。また、広報やホームページ、フェイスブックにも掲載

し、町民や事業者に調査を呼びかけました。（H30） 

   

課題と予定 

   ・「府中町のいきもの探しガイド」を作成しましたが、問い合わせがほとんどなく、

調査報告も届いていません。引き続き、町内の小学４年生に配布するとともに、広

報やホームページ等に掲載し、町民や事業者に調査を呼びかけていきます。 

   

  指標項目③ 自然に身近な公園の来園者数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 162,700 173,600 184,500 195,400 206,300 

実績 151,000 155,577 156,499    

達成状況  ○ ○    

（単位：人） 

クリーン太田川での作業 水生生物の観察会（水辺教室） 
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実績評価 

   ・イベント等で来場者が増えましたが、一時的なもののため、リピーターの増加には

至らず、目標値には達しませんでした。 

 

  取組内容 

   ・自然共生地域・保全山林地域では、原則標高概ね 150mを超える範囲の開発を禁止

し、北東部帯の山並みの維持に努めました。 

→水分峡森林公園の二段池に水が滞留していたため、水路から水を引き、水の透明

度を高めました。（H29） 

     

課題と予定 

   ・平成 30年７月の豪雨災害により立ち入り禁止となった水分峡森林公園を、平成 32

年４月から全面開放できるよう復旧に努め、順次、美観に配慮した整備を進めま

す。 
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◆取り組みテーマ２：生活環境の保全                     

  誰もが快適に暮らせる環境を維持し、住み心地の良いまちづくりの創出に取り組みます。 

 

指標項目① 人の健康を保護し生活環境を保全する上で、維持することが望ましい基準の達成率 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 100 100 100 100 達成率の向上 

実績 88 88 88    

達成状況  △ △    

（単位：％） 

実績評価 

 ・環境調査の調査項目の内、県道における道路騒音が基準値を超えていることから、

目標を達成できていません。（※） 

  ※ 昼間の道路騒音（測定値 71dB、基準値 70dB 以下）、夜間の道路騒音（測定

値 68dB、基準値 65dB以下）が基準値を超えていました。県道の道路交通規

制等の措置を公安委員会に要請できる要請限度値（昼間 75dB以下、夜間 70 

dB 以下）を下回っていることと、測定場所周辺に住居がないことから、状況を

静観しています。 

 

  取組内容 

   ・大気質・騒音・振動などの影響を継続的に把握し、快適な生活環境の維持に取り組

みました。 

    →府中町の大気、水質、ダイオキシン、騒音、振動の状況を定点監視するため環境

調査を継続して実施しました。（H29、H30） 

   ・まちの生活環境の保全に向け、環境学習講座や参加型イベントの実施に取り組みま

した。 

    →小学校で“ごみ”についての出前講座を実施しました。（H29、H30） 

    →キッズ環境調査プロジェクトで、公衆衛生推進協議会から講師を招き、川の役割

や下水道などの学習とともに川の清掃を行いました。（H29） 

→空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンを実施し、町の事業者、団体、町内会と共に

ポイ捨て防止を呼びかけました。（※）（H29、H30） 

※ 平成 29年度は、６月連続不審火のため中止、12 月に 15団体・事業所

279 名参加、町内会 4,063名参加。平成 30 年度は、６月に 16団体・事

業所 255名参加、町内会 4,060 名参加、12月に 15 団体・事業所 309

名参加、町内会 3,８96名参加。 

 

課題と予定 

   ・府中町の環境（大気、水質、ダイオキシン、騒音、振動）を監視するため、環境調査

を引き続き実施します。 

・環境学習講座や出前講座などを実施し、身近な生活環境に対する意識の向上を図りま

す。 
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・住民、団体、事業所に呼びかけ、引き続き「空き缶等散散乱ごみ追放キャンペーン」

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目② 公共下水道人口普及率（※） 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 90.4 91.2 92.0 93.0 94.0 

実績 89.4 93.5 96.0    

達成状況  ◎ ◎    

※行政区域内の総人口に対する下水道利用可能人口の割合        （単位：％） 

   

  実績評価 

   ・社会資本総合整備計画（第２次）に基づく計画的な整備により、中間目標（平成 32

年度）をすでに上回る実績となりました。 

 

  取組内容 

   ・健康で快適な生活環境の向上や河川水質の改善に向け、市街地全域における公共下

水道（汚水）の整備に取り組みました。 

    →下水道の整備工事を実施し、供用面積（下水道が利用可能となった面積）を

9.22ha 拡げました。（H29） 

    →下水道の接続申請件数が 326 件ありました。（H29） 

    →供用開始世帯数（下水道が利用可能となった世帯数）が 244 世帯（H29.4.1 現

在）増加しました。（H29） 

→下水道課と環境課が協働し、下水道供用開始から３年経過した地区を対象に、下

水道未接続者への戸別訪問（H29：80 件、H30：62 件）を行いました。

（H29、H30） 

    →浄化槽の法定検査未受検者に対し、勧奨通知を送付（H29：175 件、H30：57

件）し、法定検査指定機関と協働で戸別訪問による指導（H29：100 件）を行い

ました。（H29、H30） 

 

  課題と予定 

   ・社会資本総合整備計画（第２次）に基づき、継続して下水道整備を図ります。 

   ・公共下水道の整備が進む一方で、「下水道接続工事費用がかかる」「下水道の必要

空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンの様子 環境出前講座（下水道の学習）の様子 
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性を感じない」などの理由で、公共下水道への転換が進まないところもあります。

下水道供用開始から３年以上経過した地区の下水道未接続者に対しては、継続して

戸別訪問等の指導を行い、下水道接続への理解が得られるよう努めます。 

・下水道未整備区域などで浄化槽を引き続き使用される場合は、適正管理をするよう

広報等で啓発し、法定検査未受検者に対しては文書・戸別訪問による指導を行いま

す。 
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◆取り組みテーマ３：快適な都市環境の創造                  

  良好な都市景観の保全や清潔なまちづくりの形成に取り組みます。また、古くから残る

まちの風景や文化を学び保全することで、魅力あふれるまちづくりに取り組みます。 

 

  指標項目① まちの美化に関わるボランティアの参加者数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 10,500 11,500 13,000 14,000 15,000 

実績 9,465 6,663 8,914    

達成状況  × △    

（単位：人/年） 

  実績評価 

・6 月開催予定だった「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン及び町内一斉清掃」が連

続不審火により中止となり、ボランティアの参加者数が大幅に減ったため、目標値

に達しませんでした。 

   

取組内容 

・町内の公園、河川、歩道なので実施される清掃ボランティア活動への参加を通じ

て、生活マナーやモラルの向上、清潔なまちづくりに取り組みました。 

→「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン及び町内一斉清掃」を実施しました。

（H29、H30）（P13再掲） 

※平成 29 年度は 12 月のみ実施。平成 30 年度は６月、12月に実施。 

→「クリーン太田川」を実施しました。（H29※）（P10再掲） 

 ※平成 30年度は、７月豪雨災害により中止しました。 

→「くらすば環境づくり支援事業」で環境活動団体に助成を行いました。（H29、

H30）（P10再掲） 

 

  課題と予定 

・引き続き「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン及び町内一斉清掃」や「クリーン太

田川」を実施し、清掃ボランティア活動への参加を通じた生活マナーやモラルの向

上、清潔なまちづくりに取り組みます。 

・環境活動団体の活動数や活動者数が減少しているため、新たな活動者の掘り起こし

や活動の活性化が必要と考えられます。広報やホームページの内容を充実させると

ともに、それ以外の方法でも周知等を図っていきます。 

 

指標項目② 府中町歴史民俗資料館の来館者数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― ― ― ― ― 10,000 

実績 7,865 7,407 6,926    

達成状況  ― ―    

（単位：人/年） 
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  実績評価 

   ・各年度の目標値は設定していないため、評価はありませんが、来館者数は減少傾向

にあります。中間年度（平成 32年度）に一度評価検証し、必要に応じ見直しを行

います。 

 

  取組内容 

   ・優れた歴史風土を有する歴史文化資源である出張城跡や多家神社などに代表される

まちの歴史文化拠点周辺の緑地空間の保全・形成に取り組みます。また、これら歴

史文化拠点につながり、重要な景観軸となる榎川沿いの松並木などを保全し、まち

を代表する歴史文化景観の形成に取り組みました。 

    →榎川沿いの松並木の維持管理（剪定や防虫）を行いしました。（H29） 

・まちの歴史文化や自然スポットの情報を掲載したパンフレット、町内散策マップ、

町外からの来訪者を対象としたレンタサイクルサービスなど、まちの魅力の浸透・

発信に取り組みました。 

→水分峡森林公園キャンプ場に、園内スポット情報を掲載した掲示板を作成しまし

た。（H29） 

→水分峡森林公園散策マップを作成しました。（H29） 

→町内を自転車で回るために観光マップを作成しました。（H29） 

※平成 29 年度レンタサイクル利用件数 1,084 件（内、町外 365 件） 

→まちの歴史文化や自然スポットを紹介するパンフレットを作成しました。（H30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・大規模な道路、公園、公共建築物の整備にあたっては、地域景観のシンボルとなる

ようなより良い景観形成に努めました。 

→揚倉山健康運動公園に桜を 100本植樹し、美観形成に取り組みました。

（H29） 

→空城山公園、青崎公園、柳ヶ丘南広場にツバキやコスモスなどを植えました。

（H30） 

 

 

イオンモールにあるレンタサイクル 水分峡森林公園内のキャンプ場掲示板 
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 課題と予定 

・歴史文化拠点周辺である府中公民館と歴史民俗資料館の改修等は、今後の道路整備

と一体的に景観に配慮した施設となるよう担当部署に働きかけます。 

   ・「良好な都市景観の保全や清潔なまちづくりの形成に取り組み」における指標項目

として、「府中町歴史民俗資料館の来館者数」は適切でないため、見直しを検討し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

柳ヶ丘南広場の様子 揚倉山運動公園の桜植樹の様子 
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 これからのまちの環境づくりにおいては、住民・事業者・行政それぞれが大量生産・大量

消費・大量廃棄からの脱却を意識し、日頃から３R を実践することで資源循環が進んだまち

づくりを目指します。 

 

◆取り組みテーマ１：ごみの排出抑制の推進                  

  家庭や事業所から発生または排出されるごみの量を可能な限り少なくするため、ごみを

減らした生活スタイルや事業スタイルへの転換を進めます。特に、事業系ごみは、今後も

排出量が大幅に増加することが予測されることから、廃棄物処理責任を明確にし、分別の

意識を高めることでごみの排出抑制を推進します。 

 

指標目標① １人１日あたりの家庭ごみの排出量 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 3１年度 32 年度 

目標 ― 578.7 572.9 569.1 565.3 561.5 

実績 585.5 565.6 567.7    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：g/人・日） 

実績評価 

   ・目標値には達していますが、前年度に比べて実績値が増えています。家庭ごみの排

出量は減少しているにも関わらず一人当たりの排出量が増えている原因としては、

実態調査の基準日となる 10 月 1日時点の人口が少なかったことが考えられます。 

府中町の年間人口数（４月～翌年３月までの各月の人口合計）で換算すると、一人

当たりの排出量は減少しています。 

 

取組内容 

   ・ごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の拡充や作成、住民や事業者に対し普及

しやすい情報発信方法の検討など、ごみ減量化やリサイクルの推進に向けたわかり

やすい情報発信に取り組みました。 

→「家庭ごみの正しい出し方」の内容拡充や、自主的な取り組み（ごみを出さな

い、生ごみの水切りを行う等）を広報やホームページを使って周知啓発を行いま

した。（H29、H30） 

→普通ごみ（家庭系・事業系）の組成調査を実施しました。（※）（H29） 

※厨芥類（生ごみ）が約 32％、紙類が 37％、プラスチック類 24％となってお

り、この３品目で約 93％。 

→ホームページを多言語化しました。（Ｈ30） 

→アプリを導入し、ごみ収集日やごみに関する情報の配信サービスを実施しました。

（Ｈ29、H30） 

→小学生を対象にエコクッキングを開催し、生ごみを減らす学習を行いました。

（H29、H30※） 

基本方針３：資源循環による環境負荷の低減 
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※ Ｈ29：２回実施で参加者 65名、Ｈ30：１回実施で参加者 31名（１回は豪

雨災害により中止）。 

 

  課題と予定 

・生ごみ減量化に対する他市町の事例として「生ごみ処理機」の導入補助がありまし

たが、府中町では処理機の需要が見込めないことから、手付かずの食品廃棄の減量

に有効とされているフードドライブを調査し、町での取組実施を検討します。 

・エコクッキング参加者にアンケートを実施し、受講後の日常生活への影響・変化を

調査します。 

・平成 29 年度に行った調査結果からの変化を確認するため、平成 31年度に普通ご

み（家庭系・事業系）の組成調査を実施します。（２年毎に実施予定） 

 

  指標目標② 事業系ごみ排出量 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 3１年度 32 年度 

目標 ― 4,176 4,050 4,349 4,169 3,975 

実績 3,986 4,342 4,541    

達成状況  ○ △    

（単位：t/年） 

※平成 30 年度からの目標値については、大型商業施設増床により想定される排出量増

加分を加味しています。 

 

  実績評価 

・目標を達成することはできませんでした。要因としては、平成 28 年２月に増床と

なったイオンモール広島府中の影響があります。また、廃棄物収集を運搬業者と別

途契約するマンションが増加し、家庭から排出されたごみが家庭系ごみではなく事

業系ごみとして処理されることや、介護施設から出る紙おむつの増加が考えられま

す。 

 

取組内容 

   ・ごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の拡充や作成、住民や事業者に対し普及

しやすい情報発信方法の検討など、ごみ減量化やリサイクルに向けたわかりやすい

情報発信に取り組みました。 

→他市町の好事例を参考に、「事業系ごみ減量・リサイクルガイドブック」を作成

しました。（H30） 

→町内のスーパーマーケット等にアンケートを実施し、店頭回収を実施している店

舗をホームページで掲載しました。（Ｈ29） 

   ・多量排出事業者などを対象とした減量計画書作成の義務化、ごみの展開検査、ごみ

手数料の適正化の検討など、ごみ減量化やリサイクルの推進に取り組みます。 

→多量排出事業者の減量計画作成及びごみの展開検査等について他市町の実施状況

を調査しました。（H29） 
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→事業系ごみ処理手数料を改定（10kg まで毎にかかる手数料を 98 円から 100 円

に改定）しました。（H29） 

・ごみの減量化やリサイクルに対し優れた取組みを行っている住民団体や事業者に対

しての表彰制度について、他市町の事例を調査し、町独自の表彰制度について検討

しました。（H29、H30） 

 

課題と予定 

 ・事業系ごみ減量対策の一つとして、ごみの展開検査の実施が有効ではありますが、

府中町単独での実施は困難であることから、安芸郡４町合同での、試験的な展開検

査の実施を他町に提案します。 

・「事業系ごみ減量・リサイクルガイドブック」を活用し、ごみ減量への取組みを事

業者に働きかけていきます。 

・町独自の表彰制度については、定期的な表彰を府中町の規模で実施した場合、対象

となる事業所や住民団体からの応募があまり見込めず、表彰の効果が十分に得られ

ないことが判明したため、今後は国等の表彰制度の活用等を検討します。 
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◆取り組みテーマ２：ごみの資源化の推進                   

  生活スタイルの多様化に対応し、新たな分別品目の拡充や店頭回収の推進などにより、

誰もが取り組みやすい資源化の仕組みづくりを進めます。また、事業系ごみについては有

価物の分別排出を徹底するため、資源化の実施事例などの情報発信を行うとともに、中小

規模の事業所においても資源化に取り組みやすい仕組みづくりに取り組みます。 

 

指標項目 紙類の資源回収量 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 3１年度 32 年度 

目標 ― 340 350 750 800 863 

実績 325 425 698    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：ｔ/年） 

  実績評価 

 ・目標を大きく上回る実績となりました。要因としては、有価物の持ち去り禁止条例

の施行や巡回パトロールの回数を増加、持ち去り者の指導強化といった取り組みと、

町内会による資源回収量を調査し、実績を反映させたことが考えられます。 

 

取組内容 

 ・ごみの減量化やリサイクルに向けた手引書の拡充や作成、住民や事業者に対し普及

しやすい情報発信方法の検討など、ごみ減量化やリサイクルに向けたわかりやすい

情報発信に取り組みました。（P21-22再掲） 

 ・行政回収している資源物への“雑がみ”の追加、“プラスチック類”“紙おむつ”

“生ごみ”などの新たな資源回収品目を検討、有価物を持ち込める資源回収拠点の

整備検討など、資源化の推進に取り組みました。 

→分別収集品目に“雑がみ”を追加するため、町内会長に対して事前説明を実施し、

各家庭に“雑がみ”回収のチラシを配布しました。（Ｈ29） 

→平成30年４月から“雑がみ”の分別収集を開始し、併せて広報やホームページ、

アプリで周知を行いました。（H30） 

 

課題と予定 

   ・“雑がみ”の分別収集について、町内会長への出前講座を実施し、住民に対しては

広報等で引き続き周知をしていくとともに、分別の浸透に伴う収集量の変化や、課

題の抽出を行います。また、ごみ質の変化等を調査します。 

・更なる資源化に向け、“プラスチック類”“紙おむつ”“生ごみ”などの新たな資

源回収品目を検討します。 
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◆取り組みテーマ３：ごみの適正な処理・処分の推進              

  環境保全に配慮した適正な処理体系を確立し、不法投棄の削減などに取り組みます。 

また、広域処理を行っている普通ごみ処理や委託処理を行っている最終処分については、

安芸地区衛生施設管理組合の構成自治体と連携し、新たな普通ごみ処理施設や最終処分場

の整備について協議していきます。 

なお、大型ごみなどの分解場がある府中町環境センターは老朽化が進行しているため、

都市化の進行や主要道路の拡充などの状況を踏まえ、今後の立地も考慮した整備体制につ

いて計画していきます。 

 

指標項目 パトロール車の不法投棄ごみ回収量 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 

実績 31,750 8,630 10,060    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：㎏/年） 

  指標評価 

・前年度より増加しているものの、目標を上回る実績となっています。要因としては、

平成29年度からごみ回収パトロールが直営から委託となり、また、通行上の支障回

避を重視し、苦情対応において、迅速かつ細やかに対応したことが挙げられます。 

 

取組内容 

・町内会などと連携し、不法投棄や有価物の持ち去りに対する監視や情報連絡体制の

強化に取り組みました。 

 →持ち去り及び不法投棄監視パトロールの回数を、平成 29年度から例年より 2 回

分増やし、72 回と強化しました。（H29、H30） 

→定期的に深夜・早朝にパトロールを行った結果、平成 29 年度は持ち去りを 95

件発見し、指導や警告（口頭による指導：16件、警告書の交付：78件）を行い

ました。（H29、H30） 

→ごみステーションのごみ出しのマナーに苦慮されている町内会の要望により、試

験的に環境省から不法投棄監視カメラを借用設置しました。（H29） 

・合理的かつ効果的な収集運搬体制、新たな中間処理施設や最終処分場の整備の検討な

ど、町内から発生するごみの適正処理・処分に向けて取り組みました。 

→安芸地区衛生施設管理組合と広島市及び安芸郡４町で協議し、安芸クリーンセンタ

ーの将来の整備方針について、共通認識を図り、合意しました。（H29） 

→新たな最終処分場の整備については、安芸地区衛生施設管理組合、広島市及び安芸

郡４町で協議を行い、当面、出島処分場を使用することで合意しました。（H29） 

        

  課題と予定 

   ・町内会の意見を踏まえ、効果的な場所に不法投棄監視カメラを設置するとともに、巡

回パトロールの拡充と法令違反者への告発を継続して行います。 
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   ・安芸クリーンセンターの整備や新たな最終処分場の整備については、周辺市町と随

時協議を行います。 
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 これからのまちの環境づくりにおいては、これまで培われてきた環境活動の維持を図りつ

つ、住民・事業者・行政の交流・連携を強化し、様々な主体が協働しやすいまちづくりを目

指します。 

 

◆取り組みテーマ１：環境活動の活性化                    

  府中町では前計画策定に際し、住民自身により自分たちが住む地域の環境問題について

考え、その解決に向けた自分たちの“行動プラン”をまとめていく会議を実施しました。

そうした中、町内で活動団体を増やし活動の活性化を目指しました。本計画においても、

この考え方を踏まえ、これからも継続して町内における環境活動の活性化に取り組みます。 

 

指標項目① 町内で環境活動を行う住民団体の支援数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 17 18 19 20 20 

実績 16 15 16    

達成状況  △ △    

（単位：団体） 

  実績評価 

   ・広報やホームページで周知・啓発しましたが、新規団体は「くらすば環境づくり支

援事業」の１団体のみとなり、目標は達成できませんでした。 

 

取組内容 

   ・町内における環境活動の活性化に向け、町内の環境活動団体への支援、活動内

容の紹介、活動参加者の募集に取り組みました。 

→「くらすば環境づくり支援事業」による環境保全活動団体への助成を行いま

した。（H29、H30）（P16再掲） 

（平成 29 年度：12 団体に 614,014円、平成 30 年度：11 団体に

658,000 円） 

・ホームページや広報による環境活動に関する情報発信、環境学習講座や環境イ

ベントの実施など、住民や事業者に対する環境意識の向上に取り組みました。 

 →環境活動団体（くらすば環境づくり活動支援事業助成団体、脱温暖化市民協

議会、公衆衛生推進協議会、カエル倶楽部）の取組みについて、広報とホー

ムページに掲載しました。（H29、H30）（P10 再掲） 

 

  課題と予定 

   ・環境活動団体数や活動者数が減少しているため、新たな活動者の掘り起こしや

活動団体の活性化が必要と考えられます。身近な環境への関心が高まるよう、

広報やホームページの内容を充実させ、環境活動団体の取組みや活動内容の周

知を図っていきます。 

基本方針４：協働型環境づくりの推進 
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指標項目② 府中町ホームページにおける環境関係コンテンツの閲覧数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 6,600 6,700 8,000 9,000 10,000 

実績 6,533 8,781 12,473    

達成状況  ◎ ◎    

（単位：件/年） 

実績評価 

   ・平成 29年４月にホームページのリニューアルがあったことで閲覧数が増え、目標

を達成することができました。 

 

取組内容 

・ホームページや広報による環境活動に関する情報発信を行い、住民や事業者に対す

る環境意識の向上に取り組みました。 

→町内の環境活動団体（くらすば環境づくり支援事業助成団体、脱温暖化市民協議

会、公衆衛生推進協議会、カエル倶楽部）への支援や活動内容をホームページに

掲載しました。（H29）（P10、P25 再掲） 

→環境調査結果（平成 28、29 年度）、キッズ環境調査プロジェクト（平成 28、

29 年度）の取組みを広報とホームページに掲載しました。（H28、H29） 

→「府中町のいきもの探しガイド」を作成し、広報やホームページ等で調査を呼び

かけました。（H30）（P11再掲） 

→地球温暖化対策実行計画に基づく取組状況の公表について、ホームページに掲載

しました。（H30） 

 

課題と予定 

・引き続きホームページや広報による環境活動に関する情報発信を行い、内容の充実

を図ります。 

 

指標項目③ 環境学習講座やイベントの実施回数 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 3１年度 32 年度 

目標 ― 18 19 21 23 25 

実績 17 15 15    

達成状況  △ △    

（単位：回/年） 

  実績評価 

   ・出前講座の周知不足などにより依頼件数が減少したため、目標を達成できませんで

した。 

 

取組内容 

・環境学習講座や環境イベントの実施などによる、住民や事業者に対する環境意識の

向上に取り組みました。 
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→公衆衛生推進協議会から講師を招き、キッズ環境調査プロジェクトに取り組む小

学生と、水分峡森林公園で水生生物を調査しました。（H29、H30） 

→府中町脱温暖化市民協議会から講師を派遣し、小学生を対象にした環境にやさし

い「エコクッキング」を実施しました。（H29、H30） 

→夏休みの子ども環境学習講座として、エネルギア総合研究所（東広島市）を訪問

し、電気について学びました。（H29、H30※） 

※参加者：平成 29 年度 17 名、平成 30 年度 10 名 

→「榎川を蘇らせよう会」から講師を招き、北小学校の４年生を対象に川の役割を

学ぶと共に榎川の清掃活動を行いました。（H29） 

→JAF 広島から講師を招き、エコドライブ講習を行いました。（H29）（P4 再

掲） 

→府中町脱温暖化市民協議会から講師を招き、柳ヶ丘第 2 町内会いきいきサロンで

地球温暖化と 3R の学習会を行いました。（H29）（P4再掲） 

→太田川流域振興調整会議から講師を招き、小学校 4 年生を対象にもみのき森林公

園で雪山体験を行いました。（H29） 

 

課題と予定 

   ・出前講座については、住民や地域団体に周知が不足していた状況がありましたの

で、情報発信を強化し、環境学習機会の提供を増やしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

エネルギア総合研究所の訪問の様子 エコドライブ講習の様子 
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◆取り組みテーマ２：環境活動の拡大・連携                  

  住民・事業者・行政の間でまちの環境づくりに関するコミュニケーションを育むことや

各活動主体の交流による活動内容の拡大を期待し、各主体の連携に取り組みます。 

 

  指標項目① 環境活動に取り組んでいる町内会率 

基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

(平成 32 年度) 

93％ 100％ 

  

 指標項目② 環境活動に取り組んでいる事業所率 

基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

(平成 32 年度) 

31％ 増加を図る 

   

  実績評価 

・「環境活動に取り組んでいる町内会率」「環境活動に取り組んでいる事業所率」は、

各年度の目標は設定していませんので、今回の評価はありません。中間年度（平成

32 年度）に一度評価検証し、必要に応じ見直しを行います。 

   

取組内容 

   ・町内で顕著な活動を実施している個人や団体、事業者をホームページ等で情報発信

しました。 

    →環境活動に取り組む団体を広報（６月）に掲載しました。（H29、H30） 

    →「広島県景観大賞」の写真部門での最優秀賞受賞者と、「環境と健康のポスター 

・標語コンクール」の環境部門で小学生高学年の部（標語）での最優秀賞受賞者

を広報ふちゅう 12 月号とフェイスブックで紹介し、受賞作品のパネル展示も行

いました。（H30） 

→町内の事業者が実施する環境に配慮した事業活動の把握に取り組みました。

（H30） 

    →町内事業者の環境活動の取組みについて情報を集めました。（H30） 

   ・環境に配慮した事業活動を推進するため、ホームページや広報、イベントなどにお

いて事業所の取組内容に関する情報発信に取り組みました。（H29、H30） 

 →「空き缶等ごみ追放キャンペーン」や「クリーン太田川」における参加事業者を

ホームページで紹介しました。（H29、H30） 

 

  課題と予定 

   ・出前講座やイベントの実施についての啓発活動に取組み、町内会の主体的な活動を

促します。 

・引き続き、町内の事業者が実施する環境に配慮した事業活動の把握に努め、集めた

情報をホームページ等で発信できるよう取り組みます。 

※町内会アンケートによるデータ 

のため、見直し時に検証する。 

※事業所アンケートによるデータ 

のため、見直し時に検証する。 
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・町独自の表彰制度について、定期的な表彰を府中町の規模で実施した場合、対象と

なる事業所や住民団体からの応募が少なく、表彰の効果が十分に得られないことが

判明したため、国等の表彰制度を活用していきます。 

 

指標項目 住民団体・事業者・行政が協働で行うイベントの企画・実施 

年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

目標 ― 5 5 5 ５ 5 

実績 4 5 ４    

達成状況  ◎ △    

（単位：回/年） 

  実績評価 

・6 月に連続不審火が発生したため、空き缶等散乱ごみ追放キャンペーンが中止とな

り、目標に達しませんでした。 

 

取組内容 

   ・住民・事業者・行政それぞれが集まり、環境イベントの検討や環境活動を行うなど、

各主体者の連携の場の創出に取り組みました。 

    →「空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン」を、住民、事業者、行政による協働イベ

ントとして実施しました。（H29、H30）（P13 再掲） 

→「クリーン太田川」を、住民、事業者、行政による協働イベントとして実施しま

した。（H30）（P10再掲） 

    →夏休みの子ども環境学習として、エネルギア総合研究所（東広島市）を訪問しま

した。（H29、H30）（P27再掲） 

→府中町脱温暖化市民協議会と協働で夏休み子どもエコクッキングを開催しました。

（H29、H30）（P19、P27再掲） 

→府中町脱温暖化市民協議会と協働で「緑の仲間フェスタ」を２月に開催しました。

（来場者：平成 29 年度約 350 人、平成 30年度約 270人） 

 

課題と予定 

 ・他の市町の状況を調査・検討しましたが、同様の内容のイベントでしたので、今の

イベントを継続して予定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の仲間フェスタの様子 エコクッキングの様子 
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◆取り組みテーマ３：環境に配慮した事業活動の推進              

  当町は自動車製造業に関連した企業や工場が集積する企業城下町として成長・発展して

きました。町内ではこれらをはじめとした製造業やその他の中小企業などの事業活動が環

境に及ぼす影響が大きいことから、これらの環境負荷を低減するため、環境に配慮した事

業活動の普及促進に取り組みます。 

 

指標目標① 事業系ごみ排出量（P20再掲） 

年度 基準値 28 年度 29 年度 30 年度 3１年度 32 年度 

目標 ― 4,176 4,050 4,349 4,169 3,975 

実績 3,986 4,342 4,541    

達成状況  ○ △    

（単位：t/年） 

  指標項目② 環境活動に取り組んでいる事業所率（P28再掲） 

基準値 

（平成 26 年度） 

目標値 

(平成 32 年度) 

31％ 増加を図る 

   

  実績評価 

・「事業系ごみ排出量」は、目標を達成することはできませんでした。要因としては、

平成28年２月に増床となったイオンモール広島府中の影響があります。また、廃棄

物収集を運搬業者と別途契約するマンションが増加し、家庭から排出されたごみが

家庭系ごみではなく事業系ごみとして処理されることや、介護施設から出る紙おむ

つの増加が考えられます。（P20再掲） 

・「環境活動に取り組んでいる事業所率」は、各年度の目標は設定していませんので、

今回の評価はありません。中間年度（平成32年度）に一度評価検証し、必要に応じ

見直しを行います。（P28 再掲） 

   

取組内容 

   ・町内の事業者が実施する環境に配慮した事業活動の把握に取り組みました。    

→町内事業者の環境活動の取組みについて情報を集めました。（H30） 

   ・環境に配慮した事業活動を推進するため、ホームページや広報、イベントなどにお

いて事業所の取組内容に関する情報発信に取り組みました。 

 →「空き缶等ごみ追放キャンペーン」や「クリーン太田川」における参加事業者を

ホームページで紹介しました。（H29、H30） 

  

課題と予定 

・引き続き、町内の事業者が実施する環境に配慮した事業活動の把握に努め、集めた情

報をホームページ等で発信し、企業による環境活動の推進に取り組みます。 

※事業所アンケートによるデータ 

のため、見直し時に検証する。 


