
（平成２５年度基金運用実績）                                         （単位：千円） 

事業区分 基金の保有区分 平成２５年度 
当初保管額 運用益繰入額 平成２５年度 

支出済額 
平成２５年度 
年度末保管額 

海岸漂着物地域対策 

推進事業 

金融機関への預金 800,000 111 432,049 368,062 

     

     

合計  800,000 111 432,049 368,062 

※本表は基金の保有区分ごとに記載すること 
※基金の保有区分は実施要領第５の２で定める「基金の運用方法」を参考に記載すること。 
※運用益繰入額は、当該年度に基金の運用によって生じた果実の金額を記載すること 

※支出済額は、当該年度内に支出負担行為を行い、出納整理期間に支出をしたものを含む。ただし、当該年度に債務負担行為のみをおこ

なったものについては含まない。 



様式第４号（第５の６④関係）

（事業計画書作成担当者）

氏名

森山秀之

ＴＥＬ ＦＡＸ

０８５２－２２－５２６１ ０８５２－２２－６７３８

（基金事業の執行計画） （単位：千円）

海岸漂着物地域対策推進事業 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計 執行率

地域計画の策定・改定に係る事業 - 0 0 0

海岸漂着物等の回収・処理に係る事業 - 430,599 337,551 768,150 56.1%

海岸漂着物等の発生抑制策に係る事業 - 1,450 30,400 31,850 4.5%

0

- 432,049 367,951 800,000 54.0%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

道県等の名称

平成２５年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）

島根県松江市殿町１番地

島根県

環境生活部　廃棄物対策課　主任

合計

所属部局・役職名等

メールアドレス

moriyama-hideyuk@pref.shimane.lg.jp

事業計画作成担当者

所在地



（事業計画の概要）

H24 H25 H26

- 4,970 4,233

- 6,748 5,747

備考：

回収・処分量（ｔ）

雇用効果（人）

事業実施主体

平成２５年度事業実施の概要

項目

平成２５年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）

平成２５年度成果目標及び達成状況

島根県、県内沿岸市町村

①海岸漂着物回収・処理事業　②発生抑制普及啓発事業

①海岸漂着物回収・処理事業
　県内沿岸各市町村において、海岸管理者等による海岸漂着物の回収・処理を実施する。なお、実施箇所については、関係機関による地区ブロック会議を開催し、決定した。
　漂着物量のデータとするべく、前年度回収・処理した箇所についても数カ所選定し、当年度の実施箇所に盛り込む。

②発生抑制普及啓発事業
　▽海岸漂着物は、国内から発生したものも多いため、県内でモデル的に高津川を選定し、その河川上流域の小・中学生に対して普及啓発を行った。
　　　具体的な実施内容は次のとおり
　　　　　　・小・中学生と海岸の清掃活動を行い、漂着ごみの実態とその内容を確認した。
　
　▽対岸諸国から漂着するごみについては、韓国から来日する中・高生を対象に、県内海岸の漂着ごみの実態を現場での回収を通じて確認してもらった。
　　　具体的な実施内容は次のとおり
　　　　　　・県内学生と共に海岸の清掃活動を行い、漂着ごみの実態とその内容を確認した。

計画の名称

事業の実施期間 平成２５年度



（別紙２）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

補助率
補助金所要額
（千円）

事業実施者 実施方法 事業区分
海岸漂着物等
回収・処理量

(t)

雇用効果
（人/年）

当初
計画
から
の変
更の
有無

他の
国庫
補助
制度
の有
無

自治
体独
自の
補助
制度
の有
無

島H25-01
出雲市沿岸海岸漂着ごみ回収・処
分業務委託

6,734 10/10 6,734 ㈱中筋組 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 104.6 57 無 無 無 松江水産事務所

島H25-02
出雲市沿岸海岸漂着ごみ回収・処
分業務委託その２

26,335 10/10 26,335 ㈱中筋組 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 546.1 339.5 無 無 無 松江水産事務所

島H25-03
松江市沿岸海岸漂着ごみ回収・処
分業務委託

7,123 10/10 7,123 カナツ技建工業㈱ 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 75.1 154 無 無 無 松江水産事務所

島H25-04 漂着ゴミの回収・処理業務委託 95 10/10 94 山陰酸素工業㈱ 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 0.06 2 無 無 無 松江水産事務所

島H25-05 漂着ゴミの回収・処理業務委託 263 10/10 262 山陰酸素工業㈱ 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 0.047 2 無 無 無 松江水産事務所

島H25-06 漂着ゴミの回収・処理業務委託 7 10/10 7
細谷火工㈱
（回収者は松江
水産事務所）

委託
海岸漂着物回収・処理
事業 0.005 1 無 無 無 松江水産事務所

島H25-07 漂着ゴミの回収・処理業務委託 13 10/10 13
アースサポート㈱
（回収者は松江
水産事務所）

委託
海岸漂着物回収・処理
事業 0.01 1 無 無 無 松江水産事務所

10/10 160 89 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 136 61 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 8 18 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 17 54 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 20 23 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 1 5 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 0.01 2 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 0.1 5 無 無 無 浜田水産事務所

10/10 0.3 2 無 無 無 浜田水産事務所

平成２５年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）　事業一覧表

13,832.7 13,832.7 黒徳建設㈱

2,274.3 2,274.3 ㈱サンクラフト 委託
海岸漂着物回収・処理

事業

委託
海岸漂着物回収・処理

事業
和江漁港外　漂着ごみ回収処分業
務委託

浜田漁港外　漂着ごみ回収処分業
務委託

島H25-08

島H25-09
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（別紙２）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

補助率
補助金所要額
（千円）

事業実施者 実施方法 事業区分
海岸漂着物等
回収・処理量

(t)

雇用効果
（人/年）

当初
計画
から
の変
更の
有無

他の
国庫
補助
制度
の有
無

自治
体独
自の
補助
制度
の有
無

平成２５年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）　事業一覧表

島H25-10 漂着ゴミの回収・処理業務委託 135.2 10/10 135.2 直営 直営
海岸漂着物回収・処理
事業 0.1 6 無 無 無 浜田水産事務所

島H25-11
島根沿岸（松江市西部）海岸漂着ご
み回収・処分業務委託

10/10 25,493
カナツ技建工業

（株） 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 73.31 211 無 無 無 松江県土整備事務所

島H25-12
島根沿岸（松江市東部）海岸漂着ご
み回収・処分業務委託

10/10 24,300 （株）紅花組 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 109.88 251 無 無 無 松江県土整備事務所

島H25-13
西浜海岸　海岸漂着ごみ回収処分
業務委託（経済対策）

21,032 10/10 21,032 ㈲板倉組 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 107 451 無 無 無 出雲県土整備事務所

島H25-14
外園海岸　海岸漂着ごみ回収処分
業務委託（経済対策）

40,383 10/10 40,383 （有）鎌田組 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 653 708 無 無 無 出雲県土整備事務所

島H25-15
塩津海岸外　海岸漂着ごみ回収処
分業務委託（経済対策）

55,774 10/10 55,774 岩成建設（有） 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 817 965 無 無 無 出雲県土整備事務所

島H25-16
島根海岸（大田市）　海岸漂着ごみ
回収業務委託

42,000 10/10 42,000 （株）サンクラフト 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 515 630.75 無 無 無

県央県土整備事務所
大田事業所

島H25-17
島根県沿岸（江津市）漂着ごみ回
収・処分業務委託

1,883 10/10 1,883 江津土建㈱ 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 1 19 無 無 無 浜田県土整備事務所

島H25-18
島根県沿岸（浜田市）漂着ごみ回
収・処分業務委託

9,467 10/10 9,467 祥洋建設㈱ 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 139 144 無 無 無 浜田県土整備事務所

島H25-19
島根県沿岸（浜田市三隅町）漂着ご
み回収・処分業務委託

6,093 10/10 6,093 土井建設工業(有) 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 8 122 無 無 無 浜田県土整備事務所

5,184 10/10 5,184 （有）澄谷造園 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 75.7 84.7 無 無 無 益田県土整備事務所

12,460 10/10 12,460 （有）澄谷造園 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 288.4 322.7 無 無 無 益田県土整備事務所

998 10/10 998 （有）澄谷造園 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 22.8 25.5 無 無 無 益田県土整備事務所

24 10/10 24 （有）澄谷造園 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 1.1 1.2 無 無 無 益田県土整備事務所

65 10/10 65 （有）澄谷造園 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 0.01 0.1 無 無 無 益田県土整備事務所

50,000

島根沿岸（益田市）海岸漂着ごみ回
収・処分業務

島H25-20
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（別紙２）

事業番号 事業名
総事業費
（千円）

補助率
補助金所要額
（千円）

事業実施者 実施方法 事業区分
海岸漂着物等
回収・処理量

(t)

雇用効果
（人/年）

当初
計画
から
の変
更の
有無

他の
国庫
補助
制度
の有
無

自治
体独
自の
補助
制度
の有
無

平成２５年度海岸漂着物地域対策推進事業状況報告書（各年度報告書）　事業一覧表

島H25-21
しらしま沿岸付近漂着ごみ回収処
分業務委託

6,914 10/10 6,914 （株）金田建設 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 23.45 142 無 無 無 隠岐支庁県土整備局

島H25-22
平成25年度　海士町内の島根県管
理海岸漂着ゴミ回収処分業務委託
(その２）

19,950 10/10 19,950 海士町 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 195 373 無 無 無 隠岐支庁県土整備局

島H25-23
平成25年度　海士町内の島根県管
理海岸漂着ゴミ回収処分業務委託

9,923 10/10 9,923 海士町 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 33 221 無 無 無 隠岐支庁県土整備局

島H25-24
平成25年度　西ノ島町内の島根県
管理海岸漂着ゴミ回収処分業務委
託

28,755 10/10 28,755 西ノ島町 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 450 440 無 無 無 隠岐支庁県土整備局

島H25-25 漂着ゴミの回収・処理業務委託 749 10/10 748 直営 直営
海岸漂着物回収・処理
事業 0.1 6 無 無 無 隠岐支庁県土整備局

島H25-26 海岸漂着物地域対策推進事業 8,003 10/10 8,003
黒徳建設
西ノ島建設

委託
海岸漂着物回収・処理
事業 170 155 無 無 無 西ノ島町

島H25-27
知夫村重点区域海岸漂着物対策
推進事業

4,431 10/10 4,431 自主回収 直営
海岸漂着物回収・処理
事業 15 100 無 無 無 知夫村

島H25-28
出雲市港湾海岸漂着物回収・処分
業務委託

29,801 10/10 29,801 (株)中筋組 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 120.4 401 無 無 無 出雲市

島H25-29
都万地区海岸漂着ゴミ回収・処分
業務

19,740 10/10 19,740 徳畑建設(株) 委託
海岸漂着物回収・処理
事業 83.9 153 無 無 無 隠岐の島町

（海岸漂着物回収・処理事業　旅費
等）

368 10/10 368 直営
海岸漂着物回収・処理
事業 - - 無 無 無 県庁

（発生抑制事業　旅費等） 1,450 10/10 1,450 直営 発生抑制対策事業 - - 無 無 無 県庁

432,049 4,970.482 6,748.450
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