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担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 昭和５５年 終了年度 未定

施策コード

201060102

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

421 364 378 475 378

0 0 0

3,482 3,459 3,560

3,903 3,823 3,938 金額（千円）

3,903 3,823 3,938

70 68 70

0.42人 0.42人 0.42人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 15 15 15 10

実績値 15 15 15

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

吉田保雄
平成16年8月23日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5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

「石狩市環境基本計画」

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

事業活動に伴う環境汚染を防止するため、立ち入り調査し、法令等に定める排出基準等の遵守を徹底させる。

課内№
生活環境部環境課担当部課

三宅　宏 有田英之

１）
　事  　　業　　  名

公害発生源規制事務
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

事業所からの汚染物質の排出状況を監視し、生活環境及び自然環境を保全する。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
快適環境の創造／産業公害の未然防止

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5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

役務費（分析手数料）

２）その他の間接経費　（千円）

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

法、道条例、市条例に基づく特定施設設置事業所及び環境保全協定締結事業所に大気、水質の立ち入り調査を
実施する。
立ち入り調査内容：
①ばいえん発生施設：使用重油中の硫黄分調査（５事業所）、及びばいえん量調査（１事業所）。
②ゴルフ場使用農薬中の残留成分濃度調査（４ゴルフ場）。
③浄化槽排水の生活環境項目調査（５事業所）

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

公害を未然に防止するためには、事業所等の発生源の監視を徹底する必要がある。かつての公害を引き起こさな
いために、道が随時、法に基づき、あるいは市の要請に応じて立ち入り調査を行っている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

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）

H16の減は、重油中硫黄分測定（５事業所）を廃止し、
ばいじん量･硫黄酸化物測定（１事業所）、ゴルフ場残留
農薬測定（４事業所）、浄化槽排水生活環境項目の測定
（５事業所）となったため。

立入事業所数
（箇所）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 10 10 10 10

実績値 10 10 10 目標レベル

達成率 100.0% 100.0% 100.0% ★

最終目標 年度に

目標値 5 5 5 0

実績値 4 4 4 目標レベル

達成率 80.0% 80.0% 80.0% ★★

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） B

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１7年度の方向性
事業内容

市が、特定施設について事業所を立ち入り調査し、未然に環境汚染の防止を図るための改善・指導及び監視をす
ることは一定の妥当性がある。

７　平成１5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

基準の遵守状況の確認は、既存の立ち入り調査方法に限らず、事
業目的、効果等を勘案し、改善していくことも必要である。

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

測定結果
等と規制
値等との
照合

毎年、異なる事業所を立ち入り調査し、届出
値と異なる場合は、指導を実施する。
届出値は、規制基準ではないが、守られるこ
とが望ましい。

届出値と
の照合

規制基準及び指導要
綱基準達成数
（件）

届出値適合状況
（件）

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

調査計画どおり、立ち入り調査を行い、試料の採取、改善、指導を実施した。

【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

事業所からの汚染物質による環境汚染防止するため排出源を監視することは、有効かつ必要である。

□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

事業所に対する環境保全法令の遵守を徹底するため、市条例及び要綱等に基づく排出基準等との適合状況を、
市が立ち入り調査を実施し、使用の形態、排出の状況を確認するのは極めて妥当性がある。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

調査の結果は、実施事業所において届出記載値との不
適合が一部見受けられたが、法令等の基準はすべて達
成されていたことから良好と考える。また、一層、事業者
の環境保全意識の普及を図る必要がある。

□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

法・条例等で事業所が定められている項目ご
との規制基準及び指導要綱基準

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 公害発生源規制事務

事業の成果を示す指標


