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担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１５ 終了年度 未定

施策コード

2050103

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

0 0 3,108 3,491 2,082

0 0 0 1,026

0 0 848

0 0 3,956 金額（千円）

3,956

0 0 71

0.00人 0.00人 0.10人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 18 10

実績値 18

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 100.0%

目標値 216

実績値 73

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 33.8%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

ごみとして家庭から出されていた剪定枝や草花を収集し、剪定枝はチップ状に粉砕してマルチング材として
道路の植樹帯や公園での再利用をはかる一方、草花は堆肥にして再利用し、ごみの減量化にも繋げる。

収集日を幅広く設定し、ごみ収集業者と連携し収集すべきである。混在防止のため回覧により周知を図るべきであ
る。効果が直ぐあがらなくても継続すべきである。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5事業費の主な内訳

吉田　保雄
平成16年8月31日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

３）個別計画での位
置付け

環境基本計画・水とみどりの基本計画・ごみ減量化計画

１）
　事  　　業　　  名

みどりのリサイクル事業
最近の事業内容見直し年度

課内№生活環境部みどりの
課

Ｈ１5主な特定財源の内訳

１　事業のアウトライン

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

担当部課
田村　和人 松本　　博

１）事業の目的
→何のために

家庭から出される剪定枝や草花を収集し、堆肥やマルチング材として再利用する。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

剪定枝の破砕

剪定枝等の収集、運搬

２）その他の間接経費　（千円）

項　　　　　目

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか 平成１５年度は花川北・南地区限定で、試験的に実施。

家庭からごみとして出された剪定枝や草花などを収集し、みどりのリサイクル施設で、細かく裁断した剪定枝をチップ
化しマルチング材として再利用し草花は堆肥として再利用する。

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

平成１４年度に柏公園に緑のリサイクル事業の作業場所としてヤード施設を作り、街路樹や公園内から出る樹木、草
花の堆肥化の取組を行っている。
平成１５年３月に「ごみ減量化計画」を取りまとめ、循環型社会を目指した資源の再利用として、家庭から出される剪
定枝や草花を取り上げたらという市民からの意見があった。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 事業実施に当たっては、市民の協力がなければ成り立たない事業である。

各指標の説明・算定方法

剪定枝の収集回数
（回）

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

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）

剪定枝等収集量
（トン）

１４年度可燃ごみの割合を７．５％、地区割６４％、週２回
の内１回で５０％、秋限定で７５％
１２０００×０．０７５×０．６４×０．５０×０．７５＝２１６トン

花川北、南地区でそれぞれ９回、計１８回の収集運搬を
行い、破砕は隔週で５回行う。



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 216

実績値 73 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 33.8% ★★★

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

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

重量計
で、
その都度
計測した。

減量となったごみの
量
（トン）

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

収集日については、大量に出される時期を想定し秋に試験的に行ったが、目標値を大きく下回る結果となった。こ
のことは市民に事業の内容が十分理解されていなかったことが起因していると思われる。また、収集後における堆肥
化の方法についても、堆肥になるまでの期間を考慮した取組みが必要である。

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

本事業は「市民」と「行政」が協働で取り組むことにより、大きな効果
が生まれるもので、そのためには、事業目的や内容について市民理
解が得られるよう周知の徹底をはかると共に堆肥や再資源へ向けた
専門的な処理体制を構築し強力に事業の実施を進める。また、草花
と剪定枝を分別した事業の実施を進める。

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

効率的な収集日の設定や専門的な処理体
制を整え、収集回数を増やす方向で、資源
化する方法を検討したい。

事業
規模

剪定枝、草花の収集量

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

花川北・南地区を対象に家庭から出される剪定枝等の収集を１０月下旬から１２月初旬にかけて、延べ１８回実施し
た。
市民に広報、回覧版、アイボードさらにはマスコミを活用し、周知に努めたが、市民に事業内容が十分把握されな
かったことから対象物以外の異物混入や収集日以外に可燃ごみとして処理されたことから収集量が目標を大きく下
回る結果となった。

８　今後の方向性・課題

市では、既に公園内から出る剪定枝等については、平成１４年度から堆肥化の取組みを行っており、本事業につい
ても、市民と行政が協働で行わなければならない事業と考えている。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

Ｄ

収集量が目標値を大きく下回る結果となったことから、収
集時期や回数の問題など、また、堆肥やチップ化しマル
チング材としての再利用の取組みについても検討が必要
であると判断した

□極めて妥当 □一定の妥当性あり

【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

【最終評価】

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

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

【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　 ■極めて妥当

これまで可燃ごみとして焼却処分していた家庭から出される剪定枝をチップ化しマルチング材として、草花を堆肥と
して、資源活用する本事業は、環境やごみ減量化の面から考えて極めて重要な事業である。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

５　事業の成果 みどりのリサイクル事業
事業の成果を示す指標

D

各指標の説明・算定方法

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり


