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（７）　環境課



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

□ 義務 ■ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

20,491

2 活動指標 指標の
説明

環境審議会の開催回数

環境衛生事務事業

9,633

令和７年度

400ｇ

予算額 国庫支出金 9,633

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　環境審議会の開催（年２回）
　　環境基本計画に関する進捗状況の審議

２　公用車の適正な維持管理　　546千円

３　【新】脱炭素化に向けた再エネ導入計画策定業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,625千円

４　太陽光発電設備設置補助
　　　  9,633千円【県補助10/10】

５　【新】環境啓発支援事業協賛金　50千円

６　【新】脱炭素社会促進事業補助金　500千円

担当課名

環境審議会の開催回数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量
係名

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量 環境衛生係

一般会計

事務事業
概要

環境審議会の開催及び公用車の適正な維持管理を実施する。
款項目 040105

事業 1

根拠法令

関連
計画

・海津市環境基本計画

会計名

１　環境審議会の開催（年1回）
　　環境基本計画に関する進捗状況の審議

２　公用車の適正な維持管理　　450千円

３　太陽光発電設備設置補助　  9,633千円【国補助10/10】

４　環境啓発支援事業協賛金　50千円

５　脱炭素社会促進事業補助金　500千円

事業の財源
（千円）

予算額

2回 1回

400ｇ 400ｇ

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

225 その他 0

7,218 予算額 国庫支出金

10,836県支出金

その他

市債
10,870

１　環境審議会の開催（年1回）
　　環境基本計画に関する進捗状況の審議

２　公用車の適正な維持管理　　550千円

３　太陽光発電設備設置補助　　9,633千円【国補助10/10】

４　環境啓発支援事業協賛金　50千円

５　脱炭素社会促進事業補助金　500千円

１回

0県支出金

一般財源 1,237

その他 0

市債 0

一般財源 2,212 一般財源 1,137

10,770

県支出金 0

市債 00
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

■ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

2 活動指標 指標の
説明

既畜犬登録及び新規畜犬登録数
担当課名

畜犬登録数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

予防接種及び督促通知を行った後、予防注射接
種率（％）

係名

接種及び督促通知を行った後、予防注射接種率 環境政策係

根拠法令

関連
計画

なし

会計名

畜犬等管理事業
一般会計

事務事業
概要

狂犬病予防集合注射の実施。また、捨て猫防止のため、飼い猫
の避妊手術の費用の一部を助成する。

款項目 040105

事業 2

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　畜犬登録及び狂犬病予防集合注射接種の実施
・畜犬登録者への予防注射の接種の呼びかけ（市報・個別案内
など）
・各地区での接種会場にて、登録・予防注射の接種を行う。

２　避妊等手術費補助金
・捨て猫防止のため、飼い猫の避妊手術の費用の一部を助成
　　（1世帯につき1頭）
    　雄　14件
　　　雌　35件　　　　　　　133千円

３　野犬対策等の実施（保健所と連携）
・野犬を捕獲する。
・猫については、自活できない個体のみ預かり保健所へ引き渡
す。
・鳴き声や飼育についての苦情が出た案件について、訪問対応
する。

１　畜犬登録及び狂犬病予防集合注射接種の実施
・畜犬登録者への予防注射の接種の呼びかけ（市報・個別案内
など）
・各地区での接種会場にて、登録・予防注射の接種を行う。

２　避妊等手術費補助金
・捨て猫防止のため、飼い猫の避妊手術の費用の一部を助成
　　（1世帯につき1頭）
    　雄　14件
　　　雌　35件　　　　　　　133千円

３　野犬対策等の実施（保健所と連携）
・野犬を捕獲する。
・猫については、自活できない個体のみ預かり保健所へ引き渡
す。
・鳴き声や飼育についての苦情が出た案件について、訪問対応
する。

事業の財源
（千円）

予算額

555

2,300頭 2,300頭

75% 75%

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

555 その他 520

0 予算額

一般財源 0 一般財源 35

555

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 00
555

県支出金 0

その他 520

令和７年度

１　畜犬登録及び狂犬病予防集合注射接種の実施
・畜犬登録者への予防注射の接種の呼びかけ（市報・個別案内
など）
・各地区での接種会場にて、登録・予防注射の接種を行う。

２　避妊等手術費補助金
・捨て猫防止のため、飼い猫の避妊手術の費用の一部を助成
　　（1世帯につき1頭）
    　雄　14件
　　　雌　35件　　　　　　　133千円

３　野犬対策等の実施（保健所と連携）
・野犬を捕獲する。
・猫については、自活できない個体のみ預かり保健所へ引き渡
す。
・鳴き声や飼育についての苦情が出た案件について、訪問対応
する。

一般財源 35

2,300頭

75%

市債 0

国庫支出金 0 予算額 国庫支出金 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

□ 義務 ■ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

2 活動指標 指標の
説明

市民等より公害苦情（騒音・振動・悪臭・水質汚
濁）を受けた件数

根拠法令

関連
計画

・海津市環境基本計画

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　公害苦情を平日・休日問わず受付・対応
・苦情を受付た後、調査・指導・助言等を行う。
・公害関係法令に基づき、騒音・振動・悪臭測定を実施する。

２　公共水域等水質検査を委託業務
　　市内17ケ所　年4回実施　                        605千円

３　自動車騒音常時監視に係る騒音調査・画的評価委託業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　473千円

４　野焼き事案の処理（Logoフォーム、環境パトロールボランティ
アによる通報対応含む）
・野焼きを発見した場合の通報を受け速やかに対応し、状況に
よっては消防・警察と連携して厳格に対応する。

１　公害苦情を平日・休日問わず受付・対応
・苦情を受付た後、調査・指導・助言等を行う。
・公害関係法令に基づき、騒音・振動・悪臭測定を実施する。

２　公共水域等水質検査を委託業務
　　市内17ケ所　年4回実施　                        635千円

３　自動車騒音常時監視に係る騒音調査・画的評価委託業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              500千円

４　野焼き事案の処理（Logoフォーム、環境パトロールボランティ
アによる通報対応含む）
・野焼きを発見した場合の通報を受け速やかに対応し、状況に
よっては消防・警察と連携して厳格に対応する。

事業の財源
（千円）

予算額

担当課名

市民等より公害苦情（平日・休日）を受けた件数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

市民等により公害苦情（騒音・振動・悪臭・水質
汚濁）を受け、対処した処理件数

係名

公害苦情を対処した処理件数 環境政策係

会計名

公害対策等事業
一般会計

事務事業
概要

公害苦情を受け、公害関係法令に基づき事業所等に対し、必要
な調査・指導・助言を行うことにより生活環境の保全を図る。

款項目 040106

事業 1

50件

50件 50件

その他 0

予算額

1,500

県支出金 0

市債 0

国庫支出金 0

一般財源 1,500

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

0

0

市債

0県支出金

その他
1,429

50件

一般財源 1,429

0
1,600

県支出金 0

令和７年度

１　公害苦情を平日・休日問わず受付・対応
・苦情を受付た後、調査・指導・助言等を行う。
・公害関係法令に基づき、騒音・振動・悪臭測定を実施する。

２　公共水域等水質検査を委託業務
　　市内17ケ所　年4回実施　                        665千円

３　自動車騒音常時監視に係る騒音調査・画的評価委託業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　550千円

４　野焼き事案の処理（Logoフォーム、環境パトロールボランティ
アによる通報対応含む）
・野焼きを発見した場合の通報を受け速やかに対応し、状況に
よっては消防・警察と連携して厳格に対応する。

48件

予算額 国庫支出金 0

48件

一般財源 1,600

その他 0

市債 0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

■ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　廃棄物減量等推進審議会の開催（年1回）
　　第2次一般廃棄物処理基本計画に関する進捗状況について
審議する。
　
２　ごみステーション施設整備事業補助金
　・自治組織等が管理するごみ集積所に対して補助金を交付
　　　全面改装：補助率1/2（上限10万円）
　　　修繕　　　：補助率1/2（上限5万円）　　　　　          450千円

３　ごみカレンダーの作成・ごみ分別アプリ「さんあ～る」配信
　・ごみの分別を円滑に行うように図る。
　　・ごみカレンダーの作成委託（市内9地区）
　　・ごみ分別アプリの修正等行い配信する。　　　　　 1,980千円

４　市指定ごみ袋製作
　・市指定ごみ袋を作成し取扱店へ販売する。
　　６種類各10枚入りにて販売（ごみ処理券は5枚1シート販売）
                                                                       19,729千円
　
５　南濃衛生施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合へ
の負担金交付及び連絡調整　　　453,119千円

１　廃棄物減量等推進審議会の開催（年1回）
　　第2次一般廃棄物処理基本計画に関する進捗状況について
審議する。
　
２　ごみステーション施設整備事業補助金
　・自治組織等が管理するごみ集積所に対して補助金を交付
　　　全面改装：補助率1/2（上限10万円）
　　　修繕　　　：補助率1/2（上限5万円）　　　　　          450千円

３　ごみカレンダーの作成・ごみ分別アプリ「さんあ～る」配信
　・ごみの分別を円滑に行うように図る。
　　・ごみカレンダーの作成委託（市内9地区）
　　・ごみ分別アプリの修正等行い配信する。　　　　　 2,285千円

４　市指定ごみ袋製作
　・市指定ごみ袋を作成し取扱店へ販売する。
　　６種類各10枚入りにて販売（ごみ処理券は5枚1シート販売）
                                                                        20,000千円
　
５　南濃衛生施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合へ
の負担金交付及び連絡調整　　　　　　498,500千円

400ｇ

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

事業の財源
（千円）

予算額

700ｇ 700ｇ

1人1日あたりのごみの総排出量
担当課名

1人1日あたりのごみの総排出量 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量
係名

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量 環境衛生係

2 活動指標 指標の
説明

関連
計画

・海津市一般廃棄物処理基
本計画

会計名

清掃事業
一般会計

事務事業
概要

ごみの分別とごみ収集業務の円滑化を図る。
廃棄物減量等推進審議会の開催。

款項目 040201

事業 1

根拠法令

400ｇ

0

40,110 その他 40,100

0 予算額 国庫支出金 0

512,911

一般財源 472,801 一般財源 529,900

570,000

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 0

令和７年度

１　廃棄物減量等推進審議会の開催（年1回）
　　第2次一般廃棄物処理基本計画に関する進捗状況について
審議する。
　
２　ごみステーション施設整備事業補助金
　・自治組織等が管理するごみ集積所に対して補助金を交付
　　　全面改装：補助率1/2（上限10万円）
　　　修繕　　　：補助率1/2（上限5万円）　　　　　          450千円

３　ごみカレンダーの作成・ごみ分別アプリ「さんあ～る」配信
　・ごみの分別を円滑に行うように図る。
　　・ごみカレンダーの作成委託（市内9地区）
　　・ごみ分別アプリの修正等行い配信する。　　　　　 2,285千円

４　市指定ごみ袋製作
　・市指定ごみ袋を作成し取扱店へ販売する。
　　６種類各10枚入りにて販売（ごみ処理券は5枚1シート販売）
                                                                        20,000千円
　
５　南濃衛生施設利用事務組合、西南濃粗大廃棄物処理組合へ
の負担金交付及び連絡調整　　　　　501,200千円

700ｇ

400ｇ

予算額 国庫支出金 0

市債 0

一般財源 532,600

その他 40,100
572,700

県支出金 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

2 活動指標 指標の
説明

廃棄物の分別回収を実施した団体数
担当課名

廃棄物の分別回収を実施した団体数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

分別回収を実施した団体が回収した廃棄物の量
係名

分別回収を実施した団体が分別回収した廃棄物の量 環境衛生係

根拠法令

関連
計画

・海津市環境基本計画
・海津市一般廃棄物処理基
本計画

会計名

ごみ減量対策事業
一般会計

事務事業
概要

ごみ減量化に関する施策を実施し、ごみ減量化及び資源化を図
る。

款項目 040201

事業 2

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　ごみ減量推進員の委嘱
　・海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、ごみ減量推進
    員に関する要綱に基づき委嘱を行う。
　・市と連携して地域におけるごみの減量・リサイクルを推進す
    る。

２　生ごみ処理機器設置事業補助金交付
　・各家庭から排出される生ごみの減量対策として、生ごみ処理
    機器購入補助金を交付する。
　   対象経費　電気式：2/3（上限2万円）
　　　　　　　　   コンポスト：1/2（上限3千円）　　　　　　　260千円

３　ボカシ処理容器無料貸出（1世帯2個まで）

４　段ボールコンポストの販売

５　リサイクル奨励金交付
　・廃棄物の再資源化として再生可能な分別回収事業を実施した
    団体等に奨励金を交付する。
　　 回収量1㎏につき5円（ペットボトルは50円）　　　 　3,600千円

１　ごみ減量推進員の委嘱
　・海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、ごみ減量推進
    員に関する要綱に基づき委嘱を行う。
　・市と連携して地域におけるごみの減量・リサイクルを推進す
    る。

２　生ごみ処理機器設置事業補助金交付
　・各家庭から排出される生ごみの減量対策として、生ごみ処理
    機器購入補助金を交付する。
　   対象経費　電気式：2/3（上限2万円）
　　　　　　　　   コンポスト：1/2（上限3千円）　　　　　　　260千円

３　ボカシ処理容器無料貸出（1世帯2個まで）

４　段ボールコンポストの販売

５　リサイクル奨励金交付
　・廃棄物の再資源化として再生可能な分別回収事業を実施した
    団体等に奨励金を交付する。
　　 回収量1㎏につき5円（ペットボトルは50円）　　　 　3,600千円

事業の財源
（千円）

予算額

4,010

50団体 50団体

400ｔ 400ｔ

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

384 その他 349

0 予算額

一般財源 3,626 一般財源 3,661

4,010

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 00
4,010

県支出金 0

その他 349

国庫支出金 0

令和７年度

１　ごみ減量推進員の委嘱
　・海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、ごみ減量推進
    員に関する要綱に基づき委嘱を行う。
　・市と連携して地域におけるごみの減量・リサイクルを推進す
る。

２　生ごみ処理機器設置事業補助金交付
　・各家庭から排出される生ごみの減量対策として、生ごみ処理
    機器購入補助金を交付する。
　   対象経費　電気式：2/3（上限2万円）
　　　　　　　　   コンポスト：1/2（上限3千円）　　　　　　　260千円

３　ボカシ処理容器無料貸出（1世帯2個まで）

４　段ボールコンポストの販売

５　リサイクル奨励金交付
　・廃棄物の再資源化として再生可能な分別回収事業を実施した
    団体等に奨励金を交付する。
　　 回収量1㎏につき5円（ペットボトルは50円）　　　 　3,600千円

50団体

予算額 国庫支出金 0

400ｔ

一般財源 3,661

市債 0

71
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

694

2 活動指標 指標の
説明

根拠法令

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　一斉美化運動の実施（年２回　６月第１・１０月第３日曜日）
・不法投棄されにくい環境づくりのため、市内一斉美化運動を実施す
る。

２　廃棄物監視業務員・環境パトロール員によるパトロール実施
・廃棄物監視業務員（会計年度任用職員）や、市が委嘱した環境パト
ロール員により、不法投棄の多い場所の重点的なパトロールを実施
し、不法投棄を未然に防止する。

３　不法投棄事案の処理（Logoフォーム、環境パトロールボランティ
アによる通報対応含む）
・不法投棄を発見した場合の通報を受け速やかに対応し、警察と連
携して厳格に対応する。
・不法投棄が頻繁にある箇所等には、警察署と連名の看板を設置す
る。また、必要に応じ監視カメラの設置を行い、不法投棄させない環
境づくりを進める。
・不法投棄の適正処理を行う。　　　　　　　　　　　 438千円

４　【新】「清流の国ぎふ　海洋ごみ対策地域計画　モデル事業」
県において構築した清掃活動webページやアプリの他、受託調査、
「アングラー河川清掃」「産業感謝祭」等イベントでの啓発や協力など
を行う。　98千円（人件費72千円含まず）

１　一斉美化運動の実施（年２回　６月第１・１０月第３日曜日）
・不法投棄されにくい環境づくりのため、市内一斉美化運動を実施す
る。

２　廃棄物監視業務員・環境パトロール員によるパトロール実施
・廃棄物監視業務員（会計年度任用職員）や、市が委嘱した環境パト
ロール員により、不法投棄の多い場所の重点的なパトロールを実施
し、不法投棄を未然に防止する。

３　不法投棄事案の処理（Logoフォーム、環境パトロールボランティ
アによる通報対応含む）
・不法投棄を発見した場合の通報を受け速やかに対応し、警察と連
携して厳格に対応する。
・不法投棄が頻繁にある箇所等には、警察署と連名の看板を設置す
る。また、必要に応じ監視カメラの設置を行い、不法投棄させない環
境づくりを進める。
・不法投棄の適正処理を行う。　　　　　　　　　　　 478千円

４　「清流の国ぎふ　海洋ごみ対策地域計画　モデル事業」または環
境省「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用した事業
県において構築した清掃活動webページやアプリの他、受託調査、
「アングラー河川清掃」「産業感謝祭」等イベントでの啓発や協力など
を行う。　228千円（人件費72千円含まず）

事業の財源
（千円）

予算額

125件 120件

11.5t

環境パトロール員及び不法投棄発見による通報
の件数

関連
計画

・海津市環境基本計画
・海津市一般廃棄物処理基
本計画

11.0t

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

0

担当課名

環境パトロール員及び不法投棄発見による通報の件数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

不法投棄発見の通報により回収したごみの量
（ｔ）
(一斉美化運動を除いた量）

係名

不法投棄発見の通報により回収したごみの量 環境政策係

会計名

不法投棄対策事業
一般会計

事務事業
概要

廃棄物の不法投棄を未然に防止し、快適な生活環境の確保と環
境美化の促進を図る。

款項目 040201

事業 3

0 予算額 国庫支出金 0

一般財源 625 一般財源 795

955

県支出金 160

市債

69県支出金

その他

市債 00

0 その他
977

県支出金 160

その他 0

令和７年度

１　一斉美化運動の実施（年２回　６月第１・１０月第３日曜日）
・不法投棄されにくい環境づくりのため、市内一斉美化運動を実施す
る。

２　廃棄物監視業務員・環境パトロール員によるパトロール実施
・廃棄物監視業務員（会計年度任用職員）や、市が委嘱した環境パト
ロール員により、不法投棄の多い場所の重点的なパトロールを実施
し、不法投棄を未然に防止する。
　
３　不法投棄事案の処理（Logoフォーム、環境パトロールボランティ
アによる通報対応含む）
・不法投棄を発見した場合の通報を受け速やかに対応し、警察と連
携して厳格に対応する。
・不法投棄が頻繁にある箇所等には、警察署と連名の看板を設置す
る。また、必要に応じ監視カメラの設置を行い、不法投棄させない環
境づくりを進める。
・不法投棄の適正処理を行う。　　　　　　　　　　　 500千円

４　「清流の国ぎふ　海洋ごみ対策地域計画　モデル事業」または
「環境省「海岸漂着物等地域対策推進事業」を活用した事業
県において構築した清掃活動webページやアプリの他、受託調査、
「アングラー河川清掃」「産業感謝祭」等イベントでの啓発や協力など
を行う。　228千円（人件費72千円含まず）

115件

11.0ｔ

予算額 国庫支出金 0

一般財源 817

市債 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

■ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　一般廃棄物の収集運搬
　一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般廃
棄物の収集運搬を委託業者・市直営にて実施する。
　（平田地区の可燃物収集運搬は市直営＝会計年度任用職員
等）
　 ◎収集日（海津4地区、平田2地区、南濃3地区）
　　・可燃・・・週2回
　　・不燃・・・月1回
　　・粗大・陶磁器など・・・年2回　　　　　　　　86,448千円

２　ごみ収集車及び運搬用トラックの維持管理　1,690千円

３　【新】粗大ごみ戸別回収（6月より月1回。市直営＝会計年度任
用職員等）

１　一般廃棄物の収集運搬
　一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般廃
棄物の収集運搬を委託業者・市直営にて実施する。
　（平田地区の可燃物収集運搬は市直営＝会計年度任用職員
等）
　 ◎収集日（海津4地区、平田2地区、南濃3地区）
　　・可燃・・・週2回
　　・不燃・・・月1回
　　・粗大・陶磁器など・・・年2回　　　　　　　　90,595千円

２　ごみ収集車及び運搬用トラックの維持管理　1,750千円

３　粗大ごみ戸別回収

４【新】運搬用トラックの更新　4,000千円

400ｇ

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

事業の財源
（千円）

予算額

700ｇ 700ｇ

1人1日あたりのごみの総排出量
担当課名

1人1日あたりのごみの総排出量 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量
係名

家庭系ごみ１人１日あたりの排出量 環境衛生係

2 活動指標 指標の
説明

関連
計画

・海津市環境基本計画
・海津市一般廃棄物処理基
本計画

会計名

ごみ収集事業
一般会計

事務事業
概要

一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般廃棄
物の収集を実施する。

款項目 040202

事業 1

根拠法令

400ｇ

0

416 その他 400

0 予算額 国庫支出金 0

88,231

一般財源 87,815 一般財源 97,000

97,400

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 0

令和７年度

１　一般廃棄物の収集運搬
　　一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般
　廃棄物の収集運搬を委託業者・市直営にて実施する。
　（平田地区の可燃物収集運搬は市直営＝会計年度任用職員
等）
　 ◎収集日（海津4地区、平田2地区、南濃3地区）
　　・可燃・・・週2回
　　・不燃・・・月1回
　　・粗大・陶磁器など・・・年2回　　　　　　　　90,619千円

２　ごみ収集車及び運搬用トラックの維持管理　1,600千円

３　粗大ごみ戸別回収

700ｇ

400ｇ

予算額 国庫支出金 0

市債 0

一般財源 93,500

その他 400
93,900

県支出金 0
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

■ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　エコドーム管理事業
・エコドームの運用及び維持管理を適正に行う。
・市民のリサイクル意識の向上を図るとともに、資源の有効活用
を促進する。
・資源搬入種類・・・空缶、空瓶、ペットボトル、プラスチック製容器
包装、発泡スチロール、トレイ、紙類、布類、その他資源物

２　資源ごみ処理事業
・一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき、廃棄物の分
別収集を委託業者・市直営にて収集運搬を実施する。
・空缶、空瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装・・・月１回
                                                                 42,234千円

３　資源ごみの拠点回収の実施
・発泡スチロール・トレイ　市内4箇所
・使用済小型家電類　　　市内3箇所　　2,308千円

４　ペットボトルの再生処理　　27,351千円

１　エコドーム管理事業
・エコドームの運用及び維持管理を適正に行う。
・市民のリサイクル意識の向上を図るとともに、資源の有効活用
を促進する。
・資源搬入種類・・・空缶、空瓶、ペットボトル、プラスチック製容器
包装、発泡スチロール、トレイ、紙類、布類、その他資源物

２　資源ごみ処理事業
・一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき、廃棄物の分
別収集を委託業者・市直営にて収集運搬を実施する。
・空缶、空瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装・・・月１回
                                                                42,234千円

３　資源ごみの拠点回収の実施
・発泡スチロール・トレイ　市内4箇所
・使用済小型家電類　　　市内3箇所　　2,308千円

４　ペットボトルの再生処理

340ｔ

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

事業の財源
（千円）

予算額

55,000人 60,000人

エコドームを利用した人数
担当課名

エコドームを利用した人数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

エコドームの資源物の搬入量
係名

エコドームの資源物の搬入量 環境衛生係

2 活動指標 指標の
説明

関連
計画

・海津市環境基本計画
・海津市一般廃棄物処理基
本計画
・海津市分別収集計画

会計名

リサイクル対策事業
一般会計

事務事業
概要

・エコドームの運用及び維持管理を実施する。
・一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき、プラスチック
容器包装等廃棄物の分別収集を実施する。

款項目 040202

事業 2

根拠法令

330ｔ

0

3,638 その他 3,638

0 予算額 国庫支出金 0

73,285

一般財源 69,647 一般財源 69,647

73,285

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 0

令和７年度

１　エコドーム管理事業
・エコドームの運用及び維持管理を適正に行う。
・市民のリサイクル意識の向上を図るとともに、資源の有効活用
を促進する。
・資源搬入種類・・・空缶、空瓶、ペットボトル、プラスチック製容器
包装、発泡スチロール、トレイ、紙類、布類、その他資源物）

２　資源ごみ処理事業
・一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき、廃棄物の分
別収集を委託業者・市直営にて収集運搬を実施する。
・空缶、空瓶、ペットボトル、プラスチック製容器包装・・・月１回
                                                                42,234千円

３　資源ごみの拠点回収の実施
　・発泡スチロール・トレイ　市内4箇所
　・使用済小型家電類　　　市内3箇所　　2,308千円

４　ペットボトルの再生処理

65,000人

350t

予算額 国庫支出金 0

市債 0

一般財源 69,647

その他 3,638
73,285

県支出金 0



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

■ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

2 活動指標 指標の
説明

最終処分場への搬入件数

処分場管理事業

0

令和７年度

700m3

予算額 国庫支出金 0

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　処分場管理事業
・市内３ケ所の一般廃棄物最終処分場の管理を行う。（福江・今
尾・戸田）
・最終処分場の投入物整地・除草作業の実施
・最終処分場の地下水分析調査の実施
・最終処分場の残余容量調査の実施     　 計   9,654千円

２　戸田最終処分場廃止事業
・戸田処分場の廃止に向けた準備工事（ガス抜き管設置）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450千円

担当課名

最終処分場への搬入件数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

最終処分場の埋立量
係名

最終処分場の埋立量 環境政策係

一般会計

事務事業
概要

市内３ケ所の最終処分場の適正な維持管理を行う。（福江・今
尾・戸田）

款項目 040202

事業 3

根拠法令

関連
計画

・海津市一般廃棄物処理基
本計画

会計名

１　処分場管理事業
・市内３ケ所の一般廃棄物最終処分場の管理を行う。（福江・今
尾・戸田）
・最終処分場の投入物整地・除草作業の実施
・最終処分場の地下水分析調査の実施
・最終処分場の残余容量調査の実施           計  9,650千円

２　戸田最終処分場廃止事業
・戸田処分場の廃止に向けた手続きの調整

・ガス等の成分検査（2年間実施）

事業の財源
（千円）

予算額

260件 260件

700m3 700m3

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

2,690 その他 2,500

0 予算額 国庫支出金

0県支出金

その他

市債 00

１　処分場管理事業
・市内３ケ所の一般廃棄物最終処分場の管理を行う。（福江・今
尾・戸田）
・最終処分場の投入物整地・除草作業の実施
・最終処分場の地下水分析調査の実施
・最終処分場の残余容量調査の実施         計   9,750千円

２　戸田最終処分場廃止事業
・戸田処分場の廃止に向けた手続き
・全体測量と市所有分面積の算出　　　2,500千円
・防草シート設置工事の実施　　　　7,500千円

・ガス等の成分検査（2年間実施）

260件

20,100
その他 2,500

一般財源 17,600

市債 0
10,164

0県支出金

一般財源 7,474 一般財源 7,500

10,000

県支出金 0

市債
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海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

□ 義務 ■ 国規定 ■ 県規定 ■ 市規定 □ なし

93,129

2 活動指標 指標の
説明

浄化槽設置等事業補助金の申請件数

し尿・浄化槽対策事業

863

令和７年度

73.0%

予算額 国庫支出金 863

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　浄化槽設置等事業補助金の交付　19,539千円
　合併浄化槽を設置する者に対し補助金を交付する。
　　5人槽(788千円/基)　3基
　　7人槽(945千円/基)　15基
　　8人槽以上(1,200千円/基)　2基
　【下水道認可区域外の既設住宅における合併浄化槽への転換
　についてのみ、国県それぞれ基本額の1/3補助有　＝863千円】

　　下水道接続補助金　　300千円×2件　（国県補助なし）

２　海津浄化センターし尿受入施設の負担金　73,249千円

担当課名

補助事業に伴う浄化槽設置基数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

一般廃棄物処理基本計画における生活排水処
理率

係名

生活排水処理率 環境政策係

一般会計

事務事業
概要

下水道・農業集落排水事業計画区域外の水洗化による生活環境
の改善並びに公共用水域の水質向上を図る。

款項目 040203

事業 1

根拠法令

関連
計画

・海津市一般廃棄物処理基
本計画

会計名

１　浄化槽設置等事業補助金の交付　20,000千円
　合併浄化槽を設置する者に対し補助金を交付する。
　　5人槽(788千円/基)　3基
　　7人槽(945千円/基)　15基
　　8人槽以上(1,200千円/基)　2基
　【下水道認可区域外の既設住宅における合併浄化槽への転換
　についてのみ、国県それぞれ基本額の1/3補助有　＝863千円】

　　下水道接続補助金　　300千円×2件　（国県補助なし）

２　海津浄化センターし尿受入施設の負担金　73,250千円

事業の財源
（千円）

予算額

20基 20基

72.0% 72.5%

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

0 その他 0

863 予算額 国庫支出金

863県支出金

その他

市債
93,590

１　浄化槽設置等事業補助金の交付　20,000千円
　合併浄化槽を設置する者に対し補助金を交付する。
　　5人槽(788千円/基)　3基
　　7人槽(945千円/基)　15基
　　8人槽以上(1,200千円/基)　2基
　【下水道認可区域外の既設住宅における合併浄化槽への転換
　についてのみ、国県それぞれ基本額の1/3補助有　＝863千円】

　　下水道接続補助金　　300千円×2件　（国県補助なし）

２　海津浄化センターし尿受入施設の負担金　73,250千円

20基

863県支出金

一般財源 91,864

その他 0

市債 0

一般財源 91,403 一般財源 91,864

93,590

県支出金 863

市債 00



海津市第２次総合計画 ■　第７期　実施計画

基本目標 安全で快適な　住み良い　まちづくり

施策 自然環境の保全

事業名

□ 義務 □ 国規定 □ 県規定 ■ 市規定 □ なし

主な事業
の概要

（年次計画）

令和５年度 令和６年度

１　合併浄化槽の維持管理
　西勝賀団地の集合浄化槽の清掃・保守点検等を定期的行い、
適正な維持管理を行う。  　　2,456千円（保守管理及び電気料）

２　使用料の賦課・徴収

１　合併浄化槽の維持管理
　西勝賀団地の集合浄化槽の清掃・保守点検等を定期的行い、
適正な維持管理を行う。            2,525千円（電気料含む）

２　使用料の賦課・徴収

西勝賀団地の集合浄化槽利用件数
担当課名

西勝賀団地の集合浄化槽利用件数 環境課

2-9 成果指標 指標の
説明

手数料収納率
係名

手数料収納率 環境政策係

2 活動指標 指標の
説明

関連
計画

なし

会計名

西勝賀浄化槽管理事業
一般会計

事務事業
概要

西勝賀団地に設置されている市所有合併処理浄化槽の適正な
維持管理及び使用手数料徴収事務を行う。

款項目 040203

事業 2

根拠法令

100%

目
標
値

活動指標

成果指標

国庫支出金

事業の財源
（千円）

予算額

28件 28件

100%

0

1,382 その他 1,400

0 予算額 国庫支出金 0

その他 1,400

一般財源 1,123 一般財源 1,200

2,600

県支出金 0

市債

0県支出金

その他

市債 0

令和７年度

１　合併浄化槽の維持管理
　西勝賀団地の集合浄化槽の清掃・保守点検等を定期的行い、
適正な維持管理を行う。             2,600千円（電気料含む）

２　使用料の賦課・徴収

28件

100%

予算額 国庫支出金 0

2,505
市債 0

一般財源 1,300

2,700

県支出金 0
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