
担当部課 直通電話 64-3196 課コード 4104

作 成 日 事業コード T38

開始年度 H４ 終了年度 未定

Ｈ９
施策コード

2050103

×

×

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 金額（千円）

10,556 11,094 11,211 12,000 11,211

35 0 0 0

79 16 17 16

1,379 1,397 1,410 1,400

12,049 12,507 12,638 13,416 金額（千円）

12,049 12,507 12,638 13,416

219 226 228 242

0.17 0.17 0.17 0.17

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ｂ 2,200 2,200 2,400 2,400

実績値ｃ 2,112 2,220 2,244

達成率c/b 96.0% 100.9% 93.5%
単位費用a/c 5.7 5.6 5.6

目標値ｄ 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値ｅ 87 87 90

達成率e/d － － －
単位費用a/e 138.5 143.8 140.4

目標値ｆ
実績値ｇ
達成率g/f
単位費用a/g

Ｈ１３事業費の主な内訳

Ｈ１３主な特定財源の内訳

４　事業活動の結果

平成13年度実施事業
評価（試行）シート

生活環境部　リサイクルプラザ

14年7月24日 担 当 者

１　事業のアウトライン
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

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）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。

４）
事業の自由度

実施の義務付け（法令等；○　契約等；△　無；×）

実施方法の定め（法令等；○　契約等；△　無；×）

２　事業の内容
１）事業の目的
→何のために

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
３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

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。

ごみを少しでも減らし、資源の有効利用を進める。

・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、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あたり５円（アルミ・スチール缶は奨励対象外）平成９年度から１㎏３円を５円に改定した。

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

３　事業に投入した行政資源

１）～４）の合計経費 （千円）　ａ
ａのうち一般財源充当額（千円）
市民一人当たり一般財源使用額（円）

１）直　接　事　業　費　（千円）
２）市　債　償　還　費　（千円）
３）その他の間接経費　（千円）
４）従事正職員の人件費　（千円）

項　　　　　目
報償費

４）１３年度に改善
した事項、重点的
に取り組んだ事項

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

６）事業の立案や実
施などへの市民参
加

特になし

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、他市町村
の奨励金の単価は札幌市２円・北広島市３円・江別市３円・当別町５円全道的に３円の奨励金の自治体が多い。

回収作業は、市民の参加なしでは不可能である。
【中間公表への市民意見があり、市長ヒアリング実施】

活動の結果を示す指標 各指標の説明・算定方法

事務に従事した正職員の数（人・年）

資源回収実績（トン）

資源回収登録団体数
（団体）

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）

三宅　宏



事業名：

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ａ 415 431 436 463

実績値ｂ 2,049 2,168 2,202 最終目標
達成率b/a 493.7% 503.0% 505.0% 未設定

確認方法 年度

目標値ｃ 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値ｄ 100 84 78 最終目標
達成率d/c － － － 未設定

確認方法 年度

目標値ｅ
実績値ｆ 最終目標

達成率f/e
確認方法 年度

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） （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

●：市長の評価（最終評価）

（記号の意味）
＊：担当課長までの評価

９　平成１５年度の方向性

事業
規模

事業内容

【担当部長】市民の資源循環型社会を目指したリサイクル意識は高く
はなっておりますが、限定された品目であり、回収量として表れてい
ない。ごみ減量化計画の行動計画に基づき、分別収集の徹底と回
収品目（布など）の拡大を図ることにより回収量の増量が見込めるこ
とから、事業は継続して行くべきである。
【市長評価】市民のリサイクル意識は高ま ており 回収量の維持増

担当課
長までの
評価

最終評
価

８　今後の方向性・課題

可燃ごみ日に一部古紙の混入が見られることから、資源回収団体に
対して資源物分別指導を行うことにより、回収率の増加を図る余地が
ある。

資源回収の実績は順調に延びており、ごみ減量化のために奨励金を出すという現在の事業内容は極めて妥当であ
る。

【市長評価】奨励金の単価が近隣市などよりも割高になっている点には疑問がある。

７　平成１３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

【最終評価】Ｂ Ｃ

生活様式や消費意識の変化に伴い、ごみは増加する傾
向にある中で、資源の有効利用と環境保全を目指した資
源回収奨励金事業は、回収率、ごみ処理経費の削減な
どに寄与していることから、本事業は良好と判断する。

【担当部長】廃棄物の発生抑制と製品・部品の再利用、
原材料や熱などの再資源化の仕組みづくりをごみ減量計
画の中で策定中であるが、先行して行われている資源回
収（新聞紙・雑誌を主体）は、町内会、団体の理解により、
着実に成果を上げている。
【市長評価】他市より割高な奨励単価が回収量の増加に
どれだけ効果があるかの検証がされていないため、良好
とは判断できない。

【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

減量したごみの量（ト
ン）

リサイクル寄与率（％）

集団資源回収で回収した紙・布の量（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、本事業の合計経費で処理できる
紙・布類の量により設定（29,000円／トン）。

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

リサイクルプラザ調

□大きな問題あり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

４）事業内容の妥当性

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 各指標の説明・算定方法

２）有効性・必要性　

成果確認のために必要な事
項（指標を設定できない理由）

６　事業の観点別評価

□妥当性に疑問あり

【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

担当課長氏名 　相澤　幸一

資源回収実績は目標を下回ったが、これは平成１２年度が予算をオーバーしたことから平成１３年度で予算を増額し
たことによるものである。資源回収量は増加していることから、極めて良好と判断した。

■極めて良好

□極めて妥当

寄与率の低下は、リサイクルプラザの処理量が大きくのびているためであり、本事業がごみの減量に役立っている事
は明らかなので、有効かつ必要と判断する。

■極めて妥当 □一定の妥当性あり □妥当性に疑問あり

□必要性に疑問あり □ともに疑問あり

　近年、古紙単価が低迷しており、集団資源回収団体の古紙売却収入が減少している。本事業はその補填を行うこ
とにより、市民の資源回収意識を維持し、資源物がごみ処理されることによる処理費の増加及び埋め立て処分場の
逼迫、それらに起因する財政負担の増加を防止する効果があるため、市が本事業を行うことは妥当性がある。

■有効かつ必要

■一定の妥当性あり

□妥当性が低い

□有効性に疑問あり

□妥当性が低い



【市長評価】市民のリサイクル意識は高まっており、回収量の維持増
加と奨励単価の見直しは両立できると考える。 担当部長氏名 　吉田　保雄


