
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）

1,008

18

118

15

109

105

D

24年度（目標）

1,031

1,012

18

A ごみ排出量（１人/日） 1,065g/人日

　市民や事業者が廃棄物を適切に分別し、リサイクルに取り組み、廃棄物の排出を抑制している。

E

B リサイクル率

C ＥＭＳ取得の事業者数
※ＥＭＳ　環境マネジメントシステム

135

％ 16

箇所 79 97

15 24

1,000

22年度（実績） 26年度（目標）

1,037

23年度（実績）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）

市内事業所数

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、廃棄物の適正な分別、リサイクルに取り組み、廃棄物の排出を抑制している。

　　　　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

古　賀　将　之

関　係　課　名 環境課、クリーン推進課、建築指導課

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

循環型社会推進課自然と調和した個性的な美しいまちの実現

循環型社会の構築

A ： 環境省の方針では、ごみ排出量（１人/日）は、平成９年度から平成２２年度の目標値は５％となっているが、市としては、ごみ排出量の
ピーク時、平成１５年度１，１９６ｇを基準として、平成１８年度目標値を８％削減の１，１００ｇに設定。平成２６年度の目標値は、平成２２年度
目標値の１，０５０ｇから更に５０ｇ減量することを目標値として設定（平成１５年度比１６．４％削減）
B ： 環境省の年間伸び率１％の方針に従い、平成１８年度の目標数値を基準として計算し、平成２２年度を２０％、２６年度を２４％に設定
C ： ＩＳＯ１４００１については過去５年の平均を基準に、大規模事業所向けＥＭＳであることを考慮し計算。ＥＡ２１については平成１８年度
実績を基準に、小規模事業所向けＥＭＳであることを考慮し計算
※ＥＭＳ ： エコアクション２１．環境省が策定した中小企業向け環境マネジメントシステムの一つ

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 ： 現在４施設でごみ処理を行っており、各処理施設の年間排出量を把握。人口推計については、環境省への報告として各年度の９月末
日での住民基本台帳人口が基礎であり、住基人口を把握
B ： 資源化量、集団回収量および廃食用油精製量の把握。（資源化量＋集団回収量＋廃食用油精製量）／（ごみ総排出量＋廃食用油収
集量）の把握
C ： ISO１４００１については財団法人日本適合性認定協会（JAB）の適合組織検索による把握。EA２１については財団法人地球環境戦略
研究機関持続性センターの認証登録事業者リスト検索による把握

A ： ごみ排出量の減量は、ごみの減量に対する意識の向上を図り、環境にやさしい行動、環境への負荷を低減させる手段の一つであるた
め。
B ： リサイクル率の増加は、循環型社会の構築を図り、天然資源の消費の抑制など、環境への負荷を低減させる有効な手段の一つである
ため。
C ： EMS取得運用は、事業所において環境への負荷を低減させる最も有効な手段の一つであるため。

施策№

3

25

第3章

施　策　名

1,053

15

90

19年度（実績）

1,104

16

72

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。

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。）。）。）。）

　他市に比べ事業系ごみの割合が高く、ごみの排出
量も多い。
　しかし、熱回収設備や灰溶融炉を備えた清掃工場に
よってごみを適正に処理している。

　一般廃棄物の処理責任は市町村にあるため、積極
的に取り組む必要がある。

＊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。

　リサイクル率は横ばいであるが、各家庭や事業所に
おけるごみの減量化の取組は進みつつあり、佐賀市
全体のごみ排出量は減少している。
　市役所における環境マネジメントシステム運用や省
エネ改修事業など事業所としての率先活動は進んで
おり、企業の環境マネジメントシステムへの取組も増
加傾向にある。

・対象者（市民・事業者）については、出前講座や広報等により、ごみの排出抑制等に対する意識は高まっている。事業系ごみの減量化を計画的に進
めることや、事業者の環境マネジメントシステムへの取組に向けた支援を行うことにより、市民や事業者の環境意識は更に高まり、実践へと結びつい
ていく。
・根拠法令等国の施策については、必要に応じ、環境の状況や環境への負荷等について、国の環境基本法に基づく環境基準をはじめとする目標や指
針を設定、施策相互の有機的連携を図りながら、計画的に実施されていく。

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？

　市民・議会ともにごみの適正処理に関する関心や意識が高く、市内全域でのごみ処理方法（指定袋の料金、地域区分、ごみの区分、ごみの収集日、
ごみの直接搬入等）の早期統一を希望する声が大きい。
　対応 ： 平成２５年度と２６年度の２年間で、市内のごみ処理施設を佐賀市清掃工場に統合し、佐賀地区の例によりごみ処理方法の統一化を図る。

・３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進して、環境負荷の低減に努める。
・ごみを不法投棄しない。
・日常生活においても、循環型社会を目指して行動する。
・事業所はＩＳＯ１４００１やＥＡ２１の認証取得を積極的に行い、ごみの排出抑制や資源化への取組を積極的に進める。
・環境美化活動等を実践・推進し、不法投棄等の防止に努める。

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）

・循環型社会の実現に向けた取組などの情報を積極的に発信する。
・ＩＳＯ１４００１やＥＡ２１の認証取得など事業者の環境活動を促進する。

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？

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

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

● 概ね達成 達成していない

妥当ではない

一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

● 一部妥当ではない

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

○ごみ排出量の削減及び適正処理の推進
・市民１人当たりのごみ排出量は目標を上回っており、最終目標に向けて順調に推移している。
・燃えるごみ量も減少しているが、２４年度に２０年度比１０％削減するとの目標達成は厳しい状況にある。
○リサイクル率の向上
・ごみのリサイクル率は近年足踏み状態であり、年に１％ずつ向上させていくとの目標から年々離れつつある。
・大きな要因としては、資源化率の高い古紙の発生量、収集量の減少がごみの総排出量の削減以上に進んでいることが影響しているものと思われる。
○ごみ処理施設の統廃合
・合併後も旧行政区域ごとにごみの分別方法、収集方法、ごみ袋の料金等が統一されず、市民に対して公平なごみ処理サービスが提供できていな
い。
・４つのごみ処理施設の維持管理経費が大きい。
・佐賀市清掃工場以外の施設では発電をすることができない。

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 ： リサイクル率と環境マネジメントシステム取得事業所数は目標に達しなかったが、ごみ排出量は目標を大きく上回った。
・妥当性 ： 施策の成果向上が見られるので、今後も現行の施策体系を維持する。
・経済性 ： ごみ処理施設の管理運営においては経費節減に努めながら適正に行っていくよう努めているが、市内４施設の統廃合による経費削
減の余地は大きい。
・必要性 ： 市民や事業者の廃棄物の分別、リサイクル、排出抑制についての意識を更に高めていくためにも継続していく必要がある。

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している



●次年度方向性の考え方

減少

小

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

・廃棄物の収集運搬や処理に関しては、経費の節減に努めるが、安全、安心かつ適正に業務を遂行するための予算執行を行い、成果を
維持ないし向上させていく。併せて、施設統廃合を実現するよう努めていく。
・２４年度末までに２０年度比で燃えるごみ量１０％削減を実現する必要があるが、コストは増加させず、市報やホームページ等を活用し
て市民や事業所に対する情報提供に力を入れ、ごみの分別徹底等ごみ減量やリサイクルに対する協力を求めていく。特に、講座等への
出席が少ない若い世代や若年層に対する情報発信に力を入れていく。
・事業系ごみの減量化のために、引き続き多量排出事業所に減量化計画書の提出を義務付け、研修会を行うとともに、ごみの排出実態
を調査するために事業所訪問を行い、実情に応じたごみ減量の方法を提案していく。
・剪定枝や草類の処理については、民間活力を導入して、リサイクル率の向上を図っていく。

大

・エコプラザ管理運営事業
・有料指定袋事業
・ごみの堆肥化等リサイクル推進事業
・買い物袋持参運動推進事業

・容器包装リサイクル法関連業務
・資源物集団回収奨励事業
・不法投棄防止対策事業

・可燃ごみ搬入時の検査及び指導事業
・清掃工場維持管理運営事業
・最終処分場維持管理事業
・有価物処理事業
・蛍光管処理事業
・リサイクル工場維持管理運営事業
・清掃工場維持管理運営事業（クリーンセンター大和）
・清掃工場維持管理運営事業（富士クリーンセンター）
・粗大ごみ処理施設管理運営事業（クリーンセンター大和）
・富士町粗大ごみ処理事業
・一般廃棄物収集運搬処理事業（諸富町及び三瀬地区）
・大和町蛍光管処理事業
・清掃工場維持管理運営事業（川副・東与賀清掃センター）
・川副・東与賀町蛍光管処理事業
・ごみ処理施設統廃合推進事業
・不燃ごみ収集運搬事業
・粗大ごみ収集運搬事業
・ビン・缶類収集運搬事業
・大和町可燃ごみ収集運搬事業
・富士町一般廃棄物収集運搬事業
・大和町不燃ごみ収集運搬事業
・大和町粗大ごみ収集運搬事業
・大和町資源ごみ収集運搬事業
・川副・東与賀町可燃ごみ収集運搬事業
・川副・東与賀町不燃ごみ収集運搬事業
・川副・東与賀町資源ごみ収集運搬事業
・ごみステーション維持管理活動補助事業
・可燃ごみ等収集運搬事業
・建設リサイクル法推進事業

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

○ごみ排出量の削減及び適正処理の推進
・今年度末までに２０年度比で燃えるごみ量を１０％削減する。
・このため、従来の取組に加え、今年度は市内県立高７校を訪問し２年生を対象に古紙分別の徹底を呼び掛けるほか、市職員に燃える
ごみ減量の協力を依頼し、市役所挙げて目標達成に向けて取り組んでいく。
○リサイクル率の向上
・家庭や事業所において、燃えるごみに含まれる再生可能な雑誌や難古紙の分別を推進する。
・剪定枝のチップ化と草の堆肥化を促進する。
・古紙の抜取り行為に対して厳しい姿勢で臨む。
○ごみ処理施設の統廃合
・２５年度から大和と富士の施設を、２６年度から川副・東与賀の施設を佐賀市清掃工場に統合する。

大 中 小

中

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

・各種メディアの活用による市民啓発
・廃食用油リサイクル事業
・ごみ減量・リサイクル推進事業

・ごみ対策推進協議会運営事業

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

・ごみ対策推進協議会運営事業【廃止】

減少 維持 増加

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

・ごみの堆肥化等リサイクル促進事業
・買い物袋持参運動推進事業

・エコプラザ管理運営事業
・有料指定袋事業
・資源物集団回収奨励事業
・各種メディアの活用による市民啓発
・廃食用油リサイクル事業
・ごみ減量・リサイクル推進事業

事
務
事
業
の
成
果

・清掃工場維持管理運営事業（クリーンセンター大和）
・清掃工場維持管理運営事業（富士クリーンセンター）
・粗大ごみ処理施設管理運営事業（クリーンセンター大和）
・富士町粗大ごみ処理事業
・大和町蛍光管処理事業
・清掃工場維持管理運営事業（川副・東与賀清掃センター）
・川副・東与賀町蛍光管処理事業
・大和町可燃ごみ収集運搬事業
・富士町一般廃棄物収集運搬事業
・大和町不燃ごみ収集運搬事業
・大和町粗大ごみ収集運搬事業
・大和町資源ごみ収集運搬事業
・川副・東与賀町可燃ごみ収集運搬事業
・川副・東与賀町不燃ごみ収集運搬事業
・川副・東与賀町資源ごみ収集運搬事業

・容器包装リサイクル法関連業務
・可燃ごみ搬入時の検査及び指導事業
・清掃工場維持管理運営事業
・最終処分場維持管理事業
・有価物処理事業
・蛍光管処理事業
・リサイクル工場維持管理運営事業
・一般廃棄物収集運搬処理事業（諸富町及び三瀬地区）
・ごみ処理施設統廃合推進事業
・不燃ごみ収集運搬事業
・粗大ごみ収集運搬事業
・ビン・缶類収集運搬事業
・不法投棄防止対策事業
・ごみステーション維持管理活動補助事業
・可燃ごみ等収集運搬事業
・建設リサイクル法推進事業

向上

維持



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 23.07 ・実績水準総合評価（28点満点） 18.35

・重要度総合評価（14点満点） 11.26

・19年度評価 18.04 ・今後のコスト水準（10点満点） 5.59

・市の裁量余地の大小（10点満点） 8.29

・20年度評価 18.36

※経営戦略会議調整

・21年度評価 17.53    なし（採点結果どおり）

・22年度評価 18.66 参考：H24方針

成果向上・コスト低下

・23年度評価 18.07

3,201

13,894

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

721,359

3,056,909

9,881

753,456

3,269,897

10,692

平成22年度実績 平成23年度実績

40

2,335,550

40

2,516,441

　■平成２５年度方針

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

平成21年度実績

47

2,486,996

779,435

3,266,431

10,552

3,307 3,052

12,933

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　　　/    市民人口     　　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　　市民人口     　　）

施策トータル
コスト

項　　目

13,859

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


