
年 月 日

年 月 日

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等

A

B

C

意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

80.0

88.6

4.00
(2.80)

86.6

4.00

2.80

D

24年度（目標）

80.0

76.0

85.7

A
省エネ等の環境問題を意識

し、取り組んでいる市民の割合 77.0％

市民や事業者が、身近な環境問題を意識し、環境保全に取り組んでいる。自然環境を大切に思い行動する。

E

B 下水道普及率

C
河川の生物化学的酸素要

求量（ＢＯＤ）
4.00

(2.60)

％ 81.1

ｍｇ／ｌ 5.26 2.90

84.4 91.2

83.0

22年度（実績） 26年度（目標）

76.6

23年度（目
標）

　　　 　（実
成果指標 単位 20年度（実績）

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

21年度（実績）

市内事業者

単位

人

箇所

対象指標

235,692 236,357 235,350市民人口 236,057 232,229

12,825 12,825

234,310

12,565 12,565 12,565 12,825

  市民や事業者は、身近な環境問題を意識し、環境保全に取り組んでいる。

　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（実績） 23年度（実績） 24年度（目標） 26年度（目標）

  市民や事業者

平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424

24724

金丸和生

関　係　課　名   循環型社会推進課・衛生センター・クリーン推進課・上下水道局

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

環境課  自然と調和した個性的な美しいまちの実現

  環境の保全

Ａ　省エネ等の環境問題を意識し、取り組んでいる市民の割合（市民意向調査・問７（６））：アンケート結果から少しづ
つ増やしていく
Ｂ　行政内部データ  ただし、総合計画の目標と連動させておく
Ｃ　環境省の河川についての環境基準として上流域から下流域までをAA類型（BOD１ｍg/ｌ以下）、A類型（同2ｍg/ｌ以
下）、B類型（同3ｍg/ｌ以下）、C類型（同5ｍg/ｌ以下）、D類型（同8ｍg/ｌ以下）、E類型（同10ｍg/ｌ以下）と定めている。
BODの数値については、それらの類型を定めていても天候･気温等でかなりの変動が見られる。本市においては、A類
型からD類型までが大半を占めている。それらの平均値が、2.8ｍg/ｌであるが、下水道の整備状況から推測すると2.6
ｍg/ｌまで近づいて行くと考える。

成果指標設定の
考え方（成果指標

設定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定
企画（実際にどの
ように実績値を把

握するか）

Ａ　省エネ等の環境問題を意識し、取り組んでいる市民の割合（市民意向調査・問７（６））　：　環境保全に取り組むとい
う行動をとるということは、最終的には環境に対する市民意識が大きく影響しているため
Ｂ　下水道普及率　：　環境を保全する最も有効な手段である下水道整備の状況を把握するため
Ｃ　河川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）　：　保全された環境の具体的な状況を把握するため（数値が大きいほど水
の汚れが進んでいることを示す）

Ａ　省エネ等の環境問題を意識し、取り組んでいる市民の割合（市民意向調査・問７（６）） ：　環境保全に取り組むとい
う行動をとるということは、最終的には環境に対する市民意識が大きく影響しているため
Ｂ　下水道普及率　：　環境を保全する最も有効な手段である下水道整備の状況を把握するため
Ｃ　河川の生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）　：　保全された環境の具体的な状況を把握するため（数値が大きいほど水
の汚れが進んでいることを示す）

施策№

3

24

第1章

施　策　名

79.0

81.8

4.43

19年度（実績）

71.0

79.1

5.48

19年度（実績）

236,711

12,565



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名： 県内自治体 ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識

〇温暖化対策と自然環境の保全
地球温暖化に関しては確実に進行しており、温室効果ガス排出量の削減を図るために、省エネや自然エネルギーの導入が急務である。公共工事の実
施に際しては、生態系に十分配慮する必要がある。また、外来種の進入も課題となっており、絶滅危惧種を守ることはもちろん、生物多様性を認識し、
生態系を守ることが何よりも必要となっている。
○地域清掃活動
地域清掃活動は市民に定着し、環境美化意識の向上や生活環境の向上のために大きな効果を挙げているが、参加者に占める高齢者や女性の割合
が高くなっており、清掃活動の維持が難しくなりつつある。
○下水道関係
公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図っていくため、公共下水道、浄化槽の整備を積極的に進めていく必要がある。また、今後は維持管理の
時期を迎えるため、適切な維持管理を図っていく必要がある。
○下水浄化関係
維持管理費の削減と環境負荷（二酸化炭素）の削減が求められている。また、環境に配慮した下水処理が求められている。
○衛生関係
下水道普及率の向上により、衛生センターの汚泥搬入量は減少している。しかしながら、し尿世帯が減少しても処理施設は必要である。

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

《達成度》市民の意識はほとんど変わっていない。なお、下水道普及率は向上して、ＢＯＤは改善している。
《妥当性》現状においては､一定の効果・成果を上げているところではあるが､高まるニーズに対応するため新たな事務事業の展開を図る必要が
ある｡温暖化防止対策は「循環型社会の構築」だけに限らず環境分野すべてにおいて対応が必要になってきている。また、下水道事業について
は経営の効率化等を図っていくための見直しが必要であると考えられる。
《経済性》費用対効果は妥当な水準にあり、今後も費用対効果を考えながら事業に取り組んでいく。
《必要性》環境に対する市民・事業者の関心がますます高まる中、本施策の必要性もますます高まっているものと考える。

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している

一部妥当ではない 妥当ではない

● 一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

● 概ね達成 達成していない
評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） 達成している

妥当性（構成事業見直し） 現行の体系でよい

経済性（費用対効果） ● 妥当な水準である

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

　市民、事業者、民間団体等は、環境の現状について、その問題点を自ら認識して、それぞれの立場による意見の相違を克服し、目標となる望ましい
環境の姿を共有しようとする取組に主体的に関わることが期待される。そして、健全な環境保全の構築に向けた計画の策定等の取組に参加し、水環
境の改善を含む環境保全に対する意識を向上させ、具体的な行動を実践することが重要である。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

　市は、自らの周辺状況に関する情報を把握し、個別の事情に応じてより効率的、効果的に水環境の改善を含めた環境保全の取組を行う。また、平成
２２年２月に環境都市宣言を行い、３月に地球温暖化対策地域推進計画を作成したが、その後の実効ある取組みがとても重要になっている。
　国は地球規模の視点から基本的なルールを策定することや必要な施策を展開するなどを進め、環境保全への意欲が適切な実践や参加につながる
ように、仕組みづくりやパートナーシップづくりを、地方公共団体と役割分担しながら進める必要がある。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？

　対象者（市民・事業所）については、環境問題を考え積極的にその役割を果たそうとする意識の高い人と、関心はあるが行動は取らない人、まったく
関心を示さない人に分けられるが、施策を実施することにより意識の高い人の割合は高くなる。近年においては、水環境改善・地球温暖化対策・生物
多様性の保全の重要性とともに、低炭素社会・持続可能な社会の実現に向けての各種取組みの重要性は今後ますます高まってくる。
  また、平成２３年３月の東日本大震災を受け、省エネの推進や、太陽光発電など自然エネルギーを導入していくための長期的な対策が必要となって
きている。

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか？

　野焼きの禁止や犬の適正飼育、空き家など市民生活に起因する問題が目立ってきており、身近な生活環境への市民の関心はたいへん高くなってい
る。また、下水道の普及は、快適な生活環境の保全に貢献し衛生上の面からも、整備が望まれている。
　議会からは、カラス対策・空き家等対策・犬の適正飼育・タバコのポイ捨て禁止・地球環境問題・地球温暖化対策・環境マネジメントシステムの構築な
ど多種多様な意見、要望がなされている。また、環境問題を解決する重要な方策のひとつとして、環境教育の充実が求められいる。そのような意見や
要望に対し、犬のふん害防止条例や路上喫煙防止のための要綱による対応・環境都市宣言後の取り組み、地球温暖化対策などの具体的な取り組み
を始めている。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

　佐賀環境フォーラムの開催・学校版環境ISOの普及
など、環境学習が高い水準にある。
　また、水路が昔から生活様式の中に溶け込んでい
た事により水環境に対する住民意識が高いため、下
水道普及率も他市町に比較して高い。

　自治体は周辺の情報を把握し、個別の事情に応じ
て積極的に,より効率的に環境保全の取組を行うこと
が求められている。
　また、市民、事業者の取組みは十分といえる状況で
はないので、より一層市民と一体となって強力に取組
みを押し進める必要がある。

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

　環境基本計画の基本施策を進捗管理しており、環
境に関する出前講座や環境フォーラム・環境保健推
進協議会等の活動により、また環境都市宣言をしたこ
となどにより環境に関しての市民の意識向上が相当
図られていると考えられる。学校版環境ISOの普及な
どで成果も上がっている。
　下水道については積極的な整備を進めたことで普
及率向上がみられた。



●次年度方向性の考え方

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

維持

減少

減少 維持 増加

・自然環境創出事業
・「トンボ王国さが」づくり
・狂犬病予防対策及び適正飼育
・水質汚濁防止対策事業
・河川水質管理事業
・衛生害虫駆除事業
・環境モニタリング事業
・公衆衛生
・し尿･浄化槽汚泥収集事業

・環境教育の推進（子ども）
・パークアンドライド推進事業
・公害発生源の指導事業
・ふるさと美化活動推進事業
・ごみステーションの適正管理事業
・衛生センター維持管理運営事業
･し尿･浄化槽汚泥処理対策事業

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

・環境基本計画の推進
・地球温暖化防止啓発事業
・地域猫推進事業
・太陽光発電システム設置事業
・中小規模事業者省エネ設備等導入促進事業
・汚水管渠の整備（公共下水道）
・さわやかマイタウンSAGA推進事業

・路上喫煙防止対策事業
・パークアンドライド推進事業

・狂犬病予防対策及び適正飼育

・環境保健推進協議会の活動強化
・環境マネジメントシステムの推進と普及
・環境配慮意識の高揚
・カラス対策事業
・市民一斉清掃推進事業
･市営浄化槽事業
・汚水管渠の整備（特定環境保全公共下水道）
・新世代下水道支援事業制度水環境創造事業

・環境教育の推進（子ども）
・自然環境創出事業
・「トンボ王国さが」づくり
・衛生害虫駆除事業
・公衆衛生
・ふるさと美化活動推進事業

・電気自動車導入事業
・家庭用白熱電球取替促進事業
・生物多様性地域戦略シンポジウム開催事業

・自然環境に配慮した公共工事の推進
・浄化センター・ポンプ場の増設・改修事業
・浄化センター・ポンプ場の維持管理
・汚水管渠の維持管理業務
・農業集落排水事業の維持管理
・地方公営企業法適用事業
・下水道施設長寿命化計画策定事業
・衛生センター維持管理運営事業
・し尿･浄化槽汚泥収集事業
･し尿･浄化槽汚泥処理対策事業

・電気自動車充電設備設置事業

７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

向上

・カラス対策事業
・地域猫推進事業
・さわやかマイタウンSAGA推進事業

事務事業の成果向上余地

９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

・環境基本計画の推進 ・地球温暖化防止啓発事業
・環境保健推進協議会の活動強化
・環境マネジメントシステムの推進と普及
・環境配慮意識の高揚
・自然環境に配慮した公共工事の推進
・路上喫煙防止対策事業
・太陽光発電システム設置事業
・中小規模事業者省エネ設備等導入促進事業
・電気自動車充電設備設置事業
・市民一斉清掃推進事業

事
務
事
業
の
成
果

評価結果から事務事業コストについては維持ないし縮小するが、成果は維持向上させるため、優先順位の高いもの､あるいは、低く評価されたが必要な事業につ
いては見直しを図り実施する｡

・環境基本計画の推進については、市民や事業者へ具体的な環境行動を促すような働きかけや温暖化対策地域推進計画策定後の市民･事業等への推進体制を
整備していくなど積極的に取り組んでいく。
・平成２３年３月の東日本大震災を受け、省エネの推進や、太陽光発電など自然エネルギーを導入していくための長期的な対策が必要となってきている。

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３

【取り組むべき課題】
〇温暖化対策と自然環境の保全
低炭素社会へ向けての取組みが重要で、市民・事業所と一体となった活動が必要であるとともに、公共施設や民間施設を問わず、省エネ・自然エネルギーの導入
を強力に推進していく必要がある。環境に配慮した公共工事の実施に際しては、生物多様性の確保との両立を図る。　また、外来種進入に関しては、駆除はもちろ
んのこと、小中学校等を通じて環境教育を強化していく。
○地域清掃活動
地域清掃活動における市民と市の役割分担を明確にするとともに、市民の活動を市が適切にサポートしていく必要がある。
○下水道関係
公共下水道の整備を積極的に進めていくとともに、平成２２年度から開始した市営浄化槽事業の推進を図っていく。また、今後、維持管理にあたっては、維持管理
計画に基づき効率的な改築・更新を行っていく。
○下水浄化センター関係
平成18年9月から汚泥減量化と薬品使用量の削減に取組んだ。平成21年10月堆肥化施設の稼動により、処分費用を削減でき、また、トラック運搬が大幅に減少し
たことで、二酸化炭素も削減できた。さらに、平成２３年4月から消化ガス発電を開始し、買電力料金を削減する。
また、有明海の環境に配慮するため、下水処理水中の窒素･燐成分について、冬場の海苔養殖時期は高く、夏場は低く抑えるような下水処理を行う。
○衛生関係
佐賀市のし尿処理については、「佐賀市衛生センター」「天山地区共同衛生処理場組合」「三神地区環境事務組合」の三箇所で処理しているが、搬入量が減少して
いくなか、今後のし尿処理について効率的な処理が出来ないか検討していく。

大 中 小

大

中

小

・公害発生源の指導事業
・環境モニタリング事業
・水質汚濁防止対策事業
・河川水質管理事業
・ごみステーションの適正管理事業
・下水道管理事務



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

　■実績水準総合評価（28点満点） 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）

・18年度評価 21.34 ・実績水準総合評価（28点満点） 17.22

・重要度総合評価（14点満点） 10.85

・19年度評価 18.34 ・今後のコスト水準（10点満点） 6.35

・市の裁量余地の大小（10点満点） 7.06

・20年度評価 18.25

※経営戦略会議調整

・21年度評価 17.07 　成果維持・コスト維持を成果向上・コスト維持に変更

・22年度評価 17.49 参考：H24方針

成果維持・コスト維持

・23年度評価 16.81

2,883

26,904

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

626,192

8,246,257

32,331

679,492

6,341,043

24,021

平成22年度実績 平成23年度実績

34

7,620,065

44

5,661,551

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/　                   　）

平成21年度実績

42

7,700,111

631,167

8,331,278

32,670

2,678 2,657

34,987

効率性指標

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策の
⑤事業費（定義式：　　　　　②　　　/                      　　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　　                  　　）

施策トータル
コスト

項　　目

35,348

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

④トータルコスト（②＋③）

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


