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１ 総括表 
循環型社会形成に向けて特に力を入れて取り組んでいる重点施策 

（ 分 類 ） 循 環 基 本 計 画 に 掲 げ る 具 体  的  な 取 組 例 

自治体名 
①廃棄物の分別収集・適正処理 ②3R の推進 

③廃棄物処理施設などの 

公共的施設の整備 

④地域住民のライフスタイルの 

見直し支援 

⑤グリーン製品・サービスや地産

商品の推奨・情報提供 
⑥事業者としての取組 ⑦その他 

北海道 ・ＰＣＢ廃棄物の早期適正処理を 

図るためのシステム構築【他県】 

・自動車リサイクルの推進 

【関連団体】 

・リサイクル製品の認定制度の創設

等 

・北海道循環型社会

推進基本計画の

策定等 

青森県 ・産業廃棄物税の創設 

・県外産業廃棄物の搬入に係る事前協

議制度の創設 

・ＩＳＯ１４００１の推進  

岩手県 ・エコショップ認定制度【NPO・市町村】 ・リサイクル製品の認定制度  

  ・産業・地域ゼロエミッション推進事業  

宮城県 ・みやぎエコファクトリー立地促進事業 ・環境産業コーディネーターの派遣  

  ・3R に関する製品開発等に対する補助  

  ・バイオマス利用の促進  

秋田県 ・あきた環境優良事業所認定制度（秋田県

版ミニＩＳＯ） 

・あきたエコ＆リサイクルフェスティバ

ル 

・リサイクル製品の認定制度 ・県庁や地域機関でのグリーン購

入の推進 

 

  ・エコタウン事業 ・ごみゼロあきた推進事業  

山形県 ・エコショップ認定制度【関連団体】 ・環境産業まつりの開催【関連団体】 ・リサイクル製品の認定制度  

  ・廃棄物対策アドバイザーの派遣（H17.3

終了） 

  ・リサイクル推進事業費補助金の交付 

  ・バイオマス利用の促進 

福島県 ・ゼロエミ推進事業【県民・事業者・団体・

市町村】 

・マイバッグキャンペーン【県民・事業

者・関連団体・市町村】 

・リサイクル製品認定制度 

【事業者・関連団体・市町村】 

・県庁や地域機関でのグリーン購

入ゼロエミの推進【事業者・関

連団体】 

  ・エコショップ認定制度 

【事業者・関連団体・市町村】 

・ISO１４００１推進 

茨城県  ・ゼロエミ推進事業 ・リサイクル製品認定制度 

栃木県  ・地域循環モデルを具体化するための基礎

的な調査・研究等 

・ごみ減量化・リサイクル演劇の開催 ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁や地域機関でのグリーン購

入の推進 

   ・清掃活動を中心とした美化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ【関

連団体・市町村】 

   ・マイバックキャンペーン 

   ・クリーンアップフェア【関連団体】 

   ・エコテック「とちの環」【関連団体】

群馬県  ・ゼロエミ推進事業 ・マイバックキャンペーン ・県庁や地域機関でのグリーン購

入、ゼロエミの推進 

   ・循環型社会づくり推進費補助金 

埼玉県  ・彩の国資源循環工場の整備

【事業者】 

・ＩＳＯ１４００１の推進 

・グリーン購入の推進 

・彩の国リサイクルデ

ータバンク【県民・

NPO・事業者】 

千葉県 ・農林水産業の自然循環機能を利用した廃

棄物等の循環的利用の推進 

・資源循環に関する体験的環境学習の促

進 

  ・エコタウン事業 ・マイバッグの普及促進事業【県民・事

業者・市町村】 

  ・ふるさと里山保全整備事業 

東京都 ・産業廃棄物の排出事業者の適正処理

に向けた取組を公表する制度の創設

等 

・廃プラの発生抑制・リサイクルの促進 ・ＰＣＢ廃棄物無害化処理施設

等の整備推進 

神奈川県 ・不法投棄撲滅キャンペーン事業 ・マイバッグキャンペーン ・グリーン購入の充実強化 
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新潟県 ・エコショップ認定制度 ・資源再生・ゴミ半減戦略事業 

富山県 ・リサイクル認定制度（エコショップ・エ

コ事業所） 

・事業者や NPO 等が実施する循環型社

会づくりのための取組支援 

・リサイクル製品の認定制度(製品) ・新県庁エコプラン、環境 ISO の

推進 

  ・産業廃棄物排出事業者等に対する技術相

談、アドバイザー事業 

・ゴミゼロに関するメールマガジン

の発行 

  ・循環資源活用推進事業補助 

石川県 ・リサイクル関連企業の立地促

進 

・リサイクル製品の認定制度【事業

者】 

福井県 ・資源ごみ回収拠点整備に対する支援 ・リサイクル製品の認定制度 

山梨県 ・マイバックキャンペーン ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁や地域機関でのグリーン購

入、リサイクルの推進 

  ・ごみ減量化県民運動「やまなしエコラ

イフ宣言」 

県民・事業者・行政自らがごみ減量化

の取組を宣言し、実践する 

長野県 ・一般廃棄物減量化・資源化推進市町村協

働事業（ゴミゼロ・トップランナー支援

事業） 

・ごみダイエットショップ認定制度 

・リサイクル推進認定制度 

・ごみ減量アドバイザー事業 ・リサイクル製品の認定制度 

岐阜県 ・エコショップ認定制度【事業者】 ・製造業等従事者を対象に LCA 手法に

ついてのセミナー開催 

・リサイクル製品の認定制度【事業

者】 

  ・マイバックキャンペーン【県民・事業

者・関連団体・市町村】 

・電子調達システムとエコマーク商

品情報サイトの連携 

  ・もったいないぎふ県民運動 

【県民・事業者・関連団体・市町村】

静岡県 ・不法投棄対策の強化 ・環境教育の充実 

（出前教室、ポスター・標語コンテスト、

ごみゼロアイデアコンテスト） 

・静岡県ゼロエミッション事業

【市町村】 

・環境にやさしい買い物キャンペーン ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁でのグリーン購入制度 

・県庁のごみ削減作戦 

愛知県  ・エコタウン事業【その他】 ・リサイクル製品の評価・認定制度   

三重県  ・ごみ減量はじめの一歩事業 ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁ＩＳ０１４００１運営管理

（庁内のグリーン購入も含む）

・グリーン購入ステップアップ事

業 

・企業環境ネットワーク支援事業

費 

 

滋賀県  ・産業廃棄物不法投棄防止対策事業【他

県】 

・しがゼロエミッション型農村創生事業 ・エコタウン計画推進事業【市

町村】 

・エコ村づくり支援事業 ・リサイクル製品認定事業   

   ・産業廃棄物減量化技術研究開発 ・産業廃棄物処理事業者情報ホーム

ページ事業 

  

京都府 ・産業廃棄物税の創設 ・グリーン購入を推進する組織の構

築【NPO・関連団体・有識者・事

業者・行政】 

・ゼロエミッションの推進  

  ・不法投棄対策の強化【他県】 

大阪府 ・住民・事業者・行政による廃棄物減量化・

リサイクル推進会議の運営 

・エコタウン事業 ・リサイクル製品の認定制度 

兵庫県 ・県民協働容器回収システム構築支援

事業【市町】 

・５R 生活推進事業【市町・事業者・関連

団体】 

・農のゼロエミッションの推進 

・エコタウン事業 ・５R 生活推進事業【市町・事業者・関

連団体】 

・行政による環境率先行動計画及

びグリーン調達の推進 

奈良県 ・産業廃棄物税の創設 ・エコライフファミリーの募集 ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁でのグリーン購入制度 

  ・不法投棄対策の実施 ・エコオフィス宣言事業所の募集 

和歌山県 ・循環型社会啓発番組の作成 ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁や地域機関でのグリーン購

入 

  ・環境にやさしい買い物キャンペーン 

鳥取県 ・一般廃棄物リサイクル等促進方策の

検討 

・エコショップ認定制度 ・マイバッグキャンペーン ・廃棄物の排出側・受入側の情報交

換を HP で行う【他県】 

  ・リサイクル技術について企業・大学との

共同研究 

・リサイクル製品の認定制度 
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  ･リサイクル施設・設備の整備事業の支援 

島根県 ・エコショップ認定制度 ・リサイクル製品の認定制度 ・ISO14001 の推進 

  ・グリーン購入の推進 

岡山県 ・エコ事業所（ゼロエミッション・一般事

業所・小売店）認定制度 

・エコタウン事業 ・リサイクル製品の認定制度 ・県でのグリーン購入、ゼロエミ

の推進 

  ・循環資源に関する情報をデータベ

ース化、HP 化、情報誌発行等に

よる情報発信【事業者・関連団体・

行政】 

広島県 ・廃棄物対策の推進（不法投棄監視体

制強化事業、産業廃棄物処理業者情

報公開支援事業、地域廃棄物対策支

援事業） 

・リサイクルの推進（リサイクル関連研究

開発費助成事業、リサイクル施設整備費

助成事業、資源循環広域システム構築事

業、リサイクル製品使用促進事業） 

・自主的環境活動の支援（環（わ）の応

援団支援事業、事業者への環境マネジ

メントシステム導入促進事業、環（わ）

の応援団サポーター養成支援事業）

【県民・関連団体・事業者】 

山口県 ・産業廃棄物税の創設【その他】 ・ゼロエミ推進事業 ・リサイクル製品認定制度 ・ISO14001 推進【その他】  

  ・ごみセロ県庁やグリーン購入の

推進【その他】 

 

徳島県 ・エコショップ認定制度【関連団体・市町

村】 

・とくしま環境県民会議の活動【県民・

事業者・関連団体・ＮＰＯ・有識者・

市町村】 

・リサイクル認定制度（リサイクル

製品の認定）【他県】 

 

  ・リサイクル認定制度（３Ｒモデル事業所

の認定） 

・循環資源交換情報システム【他県】  

  ・環境関連産業の振興（環境関連産業立地

促進資金の補助・融資、とくしま環境ビ

ジネス交流会議の設置）【事業者・関連

団体・有識者】 

 

香川県 ・地域環境産業の振興 ・環境にやさしい消費者行動の促進 ・リサイクル製品の認定制度【他県】・ISO14001 の推進  

  ・エコアイランドなおしまプランの推進 

  ・環境配慮モデル事業所の認定制度【他県】

愛媛県 ・産業廃棄物等適正処理指導員の設置 ・エコショップ認定制度 ・エコタウン構想の推進 ・えひめ循環型社会推進フォーラム ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁や地域機関でのグリーン購

入の推進 

・ISO１４００１の推進 

・バイオマスエネルギ

ープロジェクトの

推進 

高知県 ・マイバッグキャンペーン ・リサイクル製品の認定制度 ・県庁や地域機関でのグリーン購

入 

  【関連団体・事業者】 ・ISO１４００１推進 

福岡県 ・産業廃棄物税の創設【他県】 ・リサイクル技術について企業・大学との

協同研究【事業者・研究機関】 

・エコタウン事業 ・マイバッグキャンペーン 

【事業者・関連団体】 

・リサイクル製品の認定制度 ・行政によるグリーン購入推進 

佐賀県 ・ごみ減量化事業推進員現場研修会、マ

イバッグキャンペーン 

・リサイクル製品の認定制度、講演

会等の開催 

 

長崎県 ・産業廃棄物税の創設【他県】 ・マイバッグキャンペーン【関連団体・

事業者】 

・ゴミゼロ優良事業表彰 ・グリーン購入  

  ・生ごみの減量・リサイクルを通じ、環

境問題の意識を高める【NPO】 

・ＩＳＯ１４００１推進  

  ・ゴミゼロ統一標語の募集、表彰  

熊本県 ・ゴミステーションを設置、複数 

分別収集の促進 

・自動車リサイクルの推進 ・ごみゼロ推進県民会議の開催 ・ＩＳＯ１４００１の推進  

  ・地球温暖化対策率先実行計画の

推進 

 

  ・バイオマス利用の促進 ・グリーン購入の推進  

大分県 ごみ処理対策支援事業[市町村] ・空き缶等散乱防止実証事業【市町村】 ・エコ・コミュニケーション実践事業 ・リサイクル製品の認定制度  

     ・エコ・マネー実証事業【市町村】    

  ・「ごみゼロおおいた推進隊」支援 

宮崎県 ・マイバッグキャンペーン【関連団体】 ・ISO14001 の推進 

  ・県庁や地域機関のグリーン購入

鹿児島県 ・マイバッグ・キャンペーン 
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沖縄県 ・産業廃棄物税の創設 ・ゼロエミ推進事業 ・ごみ減量化推進事業 ・リサイクル製品の認定制度 

札幌市 ・分別収集 ・木質バイオマスリサイクル事業【事業者】・エコタウン事業【事業者】 ・移動食器洗浄車の貸し出し【NPO】 ・行政の率先行動と市民などへの

波及 

 

  ・蛍光管拠点回収リサイクル事業【事業者】  

  ・古紙回収ボックス・古紙回収協力店【事

業者】 

・市民・事業者・行政の３者のごみ減量

実践ネットワーク作り【市民・事業

者・ＮＰＯ】 

 

仙台市 ・生ゴミの堆肥化等 ・移動食器洗浄車の貸し出し  

  ・３Ｒに関する情報をホームページ、情報

誌等を通じて発信 

 

  ・環境配慮型店舗認定制度  

さいたま市 ・事業系ごみの NPO 法人への処理委託

【NPO】 

 

千葉市 ・ごみ減量のための「ちばルール」の推進 ・蘇我エコロジーパーク構想の

推進 

 

横浜市 ・分別収集品目の拡大・分別排出徹底

（10 分別１５品目）（「ヨコハマ

はＧ３０」）【市民・関連団体】 

・事業者と協働した容器包装の発生抑制・

減量化の推進（「ヨコハマはＧ３０」）

【事業者・市民】 

・剪定枝の資源化の推進（「ヨコハマは

Ｇ３０」）【市民・関連団体】 

・ＨＰや説明会における情報公開の

推進（「ヨコハマはＧ３０」）【市

民・関連団体】 

・小学校給食残さのリサイクル

（「ヨコハマはＧ３０」） 

 

  ・生ごみ資源化の推進（「ヨコハマはＧ

３０」）【市民・関連団体】 

・市役所ごみゼロの推進（「ヨコ

ハマはＧ３０」） 

 

川崎市 ・資源集団回収の拡充 

・分別収集の拡充 

・生ごみリサイクルの推進 

・資源集団回収の拡充 

・分別収集の拡充 

・生ごみリサイクルの推進 

・ごみ減量に向けた環境学習の推進  

静岡市 ・古紙等資源回収活動の奨励 ・生ごみ処理機器購入費助成  

  ・びん・かん等集団資源回収の奨励  

名古屋市 ・生ゴミの堆肥化 ・再使用(リユース)の取り組み支援  

  ・レジ袋の削減・簡易包装の推進 

【市民・事業者・有識者】 

 

京都市 ・ゴミステーションを設置、複数分別

収集の促進 

・リターナブルびんの拠点回収 ・食用油処理施設を整備  

  ・コミュニティ回収制度の普及・促進 ・有料指定袋制の導入検討  

大阪市 ・容器包装プラスティックの 

分別収集の推進 

・廃棄物原料など推進員と連携したごみ

減量の取組推進 

 

神戸市 ・資源集団回収活動の促進 ・リサイクル工房の運営 ・エコタウンまちづくりの推進  

  ・4 区分・6 分別収集の促進  

広島市 ・事業ごみ指定袋制度の導入  

北九州市 ・家庭ごみ分別収集・減量化 ・事業系ごみ資源化・減量化、生ごみリサ

イクル対策事業 

・エコタウン事業【市民・事業

者・関連団体・NPO・研究

機関】 

・集団資源回収奨励制度 ・グリーン購入制度  

福岡市 ・校区紙リサイクルステーションの設置  

 
（注） 【XXX】内は取組において連携している主体（県民・市民・事業者・関連団体・NPO・有識者・研究機関・市町村・他県） 
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