
直通電話 64-3196 事業コード 205010307 7 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ４ 終了年度 未定

Ｈ１５

施策コード

2050103

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

11,377 12,112 11,480 12,174 11,455

#REF! #REF! #REF! 25

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

12,613 13,384 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.15人 0.15人 0.19人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 2,400 2,420 2,400 2,430

実績値 2,273 2,420 2,293

達成率 94.7% 100.0% 95.5%

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 97 98 97

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

吉田　保雄
平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

環境基本計画    平成３２年度リサイクル率３０％を目指す。

課内№生活環境部リサイクル
プラザ

担当部課
三上　雅光 相澤　幸一

１）
　事  　　業　　  名

資源回収団体奨励事業
最近の事業内容見直し年度

２）
総合開発計画での
事業体系

１）事業の目的
→何のために

地域でのリサイクル意識と、ごみの排出抑制意識を高めるため。

２）目指す成果
→何をどんな状態に
する（何がどんな状
態になる）ように

２　事業の内容

ごみを少しでも減らし、資源の有効利用を進める。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１6事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

需用費等

報償費

２）その他の間接経費　（千円）

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
環境衛生の充実/ごみ処理の充実/ごみの減量化・リサイクルの推進

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

・集団資源回収を行う団体は、あらかじめ、生活環境部リサイクルプラザに登録を行う。
・回収対象品目は、紙類、びん類、金属類（Ｈ１５年度からスチール・アルミ缶を除く）、布類。
・各団体は、対象品目を回収し、業者に売却する。業者は団体に引取り量を記載した書類を渡す。
・年２回（上期：４月～９月、下期：１０月～３月）集団資源回収実施団体からの報告を基に奨励金を交付する。
　１ｋｇ当たり５円（アルミ・スチール缶は奨励対象外）。平成９年度から１ｋｇ３円を５円に改定した。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

特になし

合併にともない回収地域も広域となることからも今年度よりも支出が多くなると考える。よって、現状の奨励金５円と
いうのは他市町村と比較しても高額であり、見直す必要があると考える。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

ごみの減量化と資源のリサイクル・再利用を進めるため、同様の奨励制度は多くの自治体で行っている。道内の自
治体における奨励金は１ｋｇ当たり３円の単価設定のところが多く、近隣市町村では札幌市２円、北広島市３円、江
別市３円、当別町５円の単価となっている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 回収作業

目標値は未設定（既に、市内全域で集団資源回収が行
われていることから団体を増やす努力はしていない）

各指標の説明・算定方法

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

奨励対象品目の集団資源回収量を示す指標
（目標値は予算額により設定）

資源回収登録団体数
（団体）

資源回収実績（トン）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 5,034 4,152 4,858 4,858

実績値 2,245 2,391 2,272 目標レベル

達成率 44.6% 57.6% 46.8% ★★★

最終目標 年度に

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 71 72 69 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度）

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向

現状維持 ＊●

縮小方向 　

統　　　合

休・廃止

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

スチール・アルミ缶については、毎週ステーション回収のため平成１５年度より集団資源回収対象物から除いた。
市況を反映し、有価物として高騰、あるいは下落して取引される品目については、助成金額を含め適宜見直しを
行い、これらは現在進行形で取り進められており、内容は適当と判断する。

７　平成１6年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

集団資源回収などリサイクルルートが確立されている新聞・雑誌・ダ
ンボール以外の紙類はごみとして排出されているが、封筒・はがき・
紙箱・包装紙など、いわゆる「ミックスぺーパー」については、リサイク
ルルートの確立には至っておらず、品目ごとの分別収集ルートの拡
大・確保が必要である。

上に
つい
ての
説明

　

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

リサイクル
プラザ調

集団資源回収量÷（集団資源回収量＋リサ
イクルプラザ回収量）×１００％
寄与率の目標設定はなじまないと思われる。

リサイクル
プラザ調

減量したごみの量（ト
ン）

リサイクル寄与率（％）

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、事
業改善等の効果はどう
だったか

■概ね良好 □一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

平成１６年度においては資源回収実績が対前年比5.2％減少し、市の燃やせるごみの排出量も対前年比3％減少
したが、資源回収量は、ほぼ横ばいで推移しており、概ね良好と判断する。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の達
成に効果があるか、また、
市民（対象者）に必要とさ
れているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与する
必要があるか、市がどこ
まで関与するのが適当か

□極めて妥当

本事業の奨励金は、リサイクル意識とごみの排出抑制意識を高める目的と相乗し、ごみステーションに不法投棄さ
れた処理困難物の処理費や自治会運営やボランティア活動を支えるための資金となっており、有効かつ必要と判
断する。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるため
には今の事業内容が適当
か、受益と負担の関係に
不公平はないか

８　今後の方向性・課題

平成１３年度の本事業評価において奨励金単価について近隣市より割高との評価の結果、また市緊縮財政を受
けて助成額の見直しを提案したが、一定量の資源物回収している活動の意欲をそぐ懸念がある。市の関与はごみ
減量化に向けての積極的な取組みとして適当である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

資源の有効活用と環境保全を目指す本事業は、市民、
自治会等組織の協働により、ごみ処理経費の削減に多
大に寄与している。また、厳しい経済動向の中で自治会
等の活動による回収は、本市ごみ再資源化（Ｈ16）の６
８%を占めており、良好と判断する。

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

集団資源回収で回収した紙類の量（これらは本事
業以外にまとまった回収手段がないため、ごみの減
量指標として採用した）。目標値は、ごみ減量化計
画（Ｈ15～19）におけるＨ19リサイクル率到達指標２
３％に相当する再資源化量を計上した。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 資源回収団体奨励事業

事業の成果を示す指標


	詳細評価（資源回収団体奨励事業）

