
平成24年度業務棚卸表（政策体系順）

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

030300-003

環境美化推進事業

クリーン推進
課

04-02-01

ごみの不適正排出・不法投
棄の防止

05

ソフト事業（任意）

ごみが無いきれいで清潔な街づくり。・市衛連が中心となり不法投棄
パトロールを実施し、不法投棄がある場合には収集及び清掃を行
う。・市民対して不法投棄防止の看板等を配布し、きれいな街づくりの
推進を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

12,456

環境美化推進事業

犬猫等死骸収集業務委託153件
不法投棄防止看板の配布45枚

不法投棄箇所のパトロール及び清掃活
動
回数　　延べ50回
参加者　延べ380人

不法投棄箇所の清掃活動：70回　地区
パトロール・清掃活動：58回

不法投棄箇所の清掃活動：70回　地区
パトロール・清掃活動：58回

030300-003-01

公衆衛生指導員設置

・春・秋清掃活動
延べ参加者　20,864人
・不法投棄監視パトロール
延べ回数58回
延べ参加者1,035人
収集量8,280ｋｇ

クリーン活動（３回/年以上）、不法投棄
パトロール（３回/年）、ごみの分別指導
（随時）、集積所の清掃管理（随時）

クリーン活動（３回/年以上）、不法投棄
パトロール（３回/年）、ごみの分別指導
（随時）、集積所の清掃管理（随時）

クリーン活動（３回/年以上）、不法投棄
パトロール（３回/年）、ごみの分別指導
（随時）、集積所の清掃管理（随時）

030300-003-02

ゴミ不法投棄パトロール事
業（緊急雇用対策）

24年度なし 23年度なし 22年度なし 市内61カ所清掃
可燃物：1,500kg
不燃物：4,050kg
タイヤ類327本、テレビ35台、冷蔵庫8台
など回収

030300-003-03

030300-022

北上市公衆衛生組合連合
会補助金（事務局業務含
む）

クリーン推進
課

04-02-01

ごみの不適正排出・不法投
棄の防止

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

ごみの不法投棄対策と防止、ごみの分別徹底指導、リサイクルの推
進・指導で地域の環境美化を図る。125地区公衆衛生組合が公衆衛
生活動を実施するにあたり活動費として交付

一般 法令に特に定めのないもの

18,574

北上市公衆衛生組合連合
会事業費補助金

連合会 会議
・定期総会　１回
・理事会　８回
研修
・理事研修　８月
・集団資源回収団体説明会11月
・地区組合長研修会　11月
地区事業
・春・秋清掃週間
・北上市クリーン活動　8月
・ごみ減量作戦　10月
・薬剤あっせん事業　春・秋
・不法投棄監視パトロール　3回
・ごみの出し方啓発事業　7月
・環境美化及び環境整備事業（不法投
棄監視カメラ設置　4地区）

衛生組合長による衛生パトロール、市民
ぐるみのクリーン活動、ごみ減量化・リサ
イクル啓蒙活動

衛生組合長による衛生パトロール、市民
ぐるみのクリーン活動、ごみ減量化・リサ
イクル啓蒙活動

衛生組合長による衛生パトロール、市民
ぐるみのクリーン活動、ごみ減量化・リサ
イクル啓蒙活動

030300-022-01

ごみ集積所整備費補助金

地区 補助金交付件数：46件
補助金交付額　1,154,950円
交付件数
ごみ集積箱等新設　19件（20箇所）
修理・移設　5件（11箇所）
被覆ネット購入　22件（44枚）

補助金交付件数：60件
集積箱等新設　29基
修理　６基
移設　１基
被覆ネット購入24枚

補助金交付件数：46件
小屋11棟、箱14基、ネット27枚
修理５棟

補助金交付件数：43件
小屋18棟、箱9基、ネット31枚
修理2棟

030300-022-02
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

030300-084

産業廃棄物処理施設等立
入検査事務

クリーン推進
課

04-02-01

ごみの不適正排出・不法投
棄の防止

01

ソフト事業（義務）

市町村は一般廃棄物処理施設等へは指導権限を有するが、産業廃
棄物処理施設等にはないため、住民からの不適正処理などの情報
提供があっても業者に立入拒否されると、県の立入検査を待たなけ
ればならず初期対応が遅れる危険がある。立入権限を共有すること
で迅速に対応できるため監視体制の強化が図られる。不適正処理等
の通報のあった産業廃棄物処理施設に対して立入検査を行い、県と
協力して対応に当る。立入検査後は県が責任をもって指導に当るも
のである。

一般 法令の努力義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

産業廃棄物処理施設等立
入検査事務

事業所、産業廃棄
物処理業者

24年度なし 23年度なし 22年度なし 21年度なし030300-084-01

030300-008

ごみ減量化・リサイクル推進
事業

クリーン推進
課

04-02-02

ごみの発生抑制

05

ソフト事業（任意）

ごみの減量化及びリサイクルの推進。出前講座等の市民からの要請
に応じ、ごみ減量化・リサイクル意識啓発活動を実施。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

北上市環境基本計
画、北上市ごみ処理基
本計画

1,865

ごみ減量化・リサイクル推
進事業

出前講座8回 出前講座７回
啓発看板の配布　200枚

出前講座７回 出前講座13回030300-008-01

030300-035

全国都市清掃会議等分担
金

クリーン推進
課

04-02-02

ごみの発生抑制

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

ごみ処理係る諸問題の解決、研修。全国都市清掃会議分担金（人口
１０万人未満：92千円）

一般 法令に特に定めのないもの

92

全国都市清掃会議分担金

国・県 各種調査回答、総会・研修会（不参加） 各種調査回答、総会・研修会（不参加） 各種調査回答、総会・研修会（不参加） 各種調査回答３回、研修会030300-035-01

全国都市清掃会議東北地
区協議会分担金

協議会 総会１回、研修会１回（不参加） 総会１回、研修会１回 総会１回、研修会１回030300-035-02

岩手県市町村清掃協議会
分担金

県 平成22年度で脱会 平成２２年度で脱会 総会１回030300-035-03

030300-082

専任ごみ減量指導員設置
事業

クリーン推進
課

04-02-02

ごみの発生抑制

05

ソフト事業（任意）

ごみの減量とリサイクルの推進により、清掃事業所の延命を図るとと
もに、ごみ処理経費の負担を抑える。年々増加するごみ量に対応す
るため、地域説明会及び出前講座等の広報活動や、各事業所を対
象としたごみ出しの指導、不法投棄防止対策など、きれいなまちづく
りとごみの減量、リサイクルの推進を図る。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

環境基本計画・ごみ処
理基本計画 5,645

専任ごみ減量指導員設置
事業

市民・事業者 不法投棄処理件数：50件
出前講座８回
アパート関係等指導：200件

不法投棄処理件数：50件
出前講座：７回
アパート関係等指導：200件

不法投棄処理件数：30件
出前講座：６回
アパート関係等指導：50件

不法投棄処理件数：30件
出前講座：13回
アパート関係等指導：50件

030300-082-01

030300-085

家庭ごみ手数料化事業

クリーン推進
課

04-02-02
ごみの発生抑制

05

ソフト事業（任意）

ごみ減量とリサイクルの推進、処理経費の節減及び市民意識の高揚
を目的とする。処理経費を含む指定袋及びシールでのごみ出しに変
更。袋は40.30.20.10Ｌの４種類、100円のシール。資源常設ステーショ
ンの５箇所設置。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

廃棄物処理法、資源循
環推進法、

北上市ごみ処理基本
計画、北上市環境基
本計画

40,440
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

家庭ごみ手数料化事業

市民 販売実績
可燃
10Ｌ　36,300部
20Ｌ　71,700部
30Ｌ　90,720部
40Ｌ 120,780部
不燃
10Ｌ　4,800部
20Ｌ　5,550部
30Ｌ　6,360部
40Ｌ　9,600部
シール券　12,850枚

家庭ごみ収集量：17,149ｔ
燃えるごみ：11,715ｔ
燃えないごみ：997ｔ
資源ごみ：4,437ｔ
リサイクル率：23.5％

家庭ごみ収集量：16,146ｔ
燃えるごみ：11,404ｔ
燃えないごみ：733ｔ
資源ごみ：4,009ｔ
リサイクル率：23.5％

家庭ごみ収集量：16,519ｔ
燃えるごみ：11,408ｔ
燃えないごみ：700ｔ
資源ごみ：4,411ｔ
リサイクル率：24.6％

030300-085-01

030300-010

生ゴミコンポスト処理推進費
補助金

クリーン推進
課

04-02-03

リサイクルの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

事業系生ごみのリサイクルを推進し、可燃ごみの減量化を図る。事業
系生ごみのコンポスト処理費に対する補助（処理費の1/2、限度額」
6,000円/t）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

廃棄物処理法、食品リ
サイクル法

北上市ごみ処理基本
計画

生ゴミコンポスト処理推進
費補助金

企業 Ｈ24から休止 対象事業所14社
処理量　　199t

14社、204tの事業系生ごみをリサイクル
（堆肥化）

12社、156tの事業系生ごみをリサイクル
（堆肥化）

030300-010-01

030300-023

集団資源回収事業費補助
金

クリーン推進
課

04-02-03

リサイクルの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

資源ごみの収集運搬等及びリサイクルに係る経費を減らすため、各
種団体で自主的に回収することでリサイクルの推進及びごみの減量
化を図る。集団資源回収事業費補助金(５円/Kg、加算要件：事業所
持込１円/Kg)を資源ごみ収集団体に対し交付

一般 法令に特に定めのないもの

北上市ごみ処理基本
計画 11,977

集団資源回収事業費補助
金

集団資源回収事業
登録団体

集団資源回収量：1,655t
補助金額：8,279千円
交付団体：255団体

集団資源回収量：1,710t
補助金額：8,322千円
交付団体：延べ262団体

集団資源回収量：1,851t
補助金：10,573千円
団体：子供会123、学校43、女性団体
23、老人ｸﾗﾌﾞ17、自治会23、その他41

集団資源回収量：1,797t
補助金：10,261千円
団体：子供会136、学校42、女性団体
23、老人ｸﾗﾌﾞ16、自治会24、その他43

030300-023-01

030300-066

資源ごみリサイクル事業

クリーン推進
課

04-02-03
リサイクルの推進

05

ソフト事業（任意）

住民のリサイクル意識の高揚。可燃・不燃ごみの減量。職員による委
託業者との連絡調整、収集の広報、分別の啓発。委託業者は、資源
ごみステーションを収集車で巡回し、種別ごとに収集する。収集した
ごみは委託している民間の中間処理施設へ運搬する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律

北上市環境基本計
画、北上市ゴミ処理基
本計画

104,559

資源ごみ収集運搬

市民 資源ごみステーション数384箇所
資源ごみ量：4263t

資源ごみステーション数382箇所
資源ごみ量：4,436.67t

資源ごみステーション数382箇所
資源ごみ量：4,009t

資源ごみステーション数382箇所
資源ごみ量：4,411t

030300-066-01

資源ゴミ加工保管

市民 加工保管量：4263.28t 加工保管量：4,436.67t 加工保管量：4,009t 加工保管量：4,411t030300-066-02

資源ゴミ再商品化

市民 再商品化量：1,621t(市独自処理338ｔ、
容リ協会1,283t）

再商品化量：288t 再商品化量：288t 再商品化量：772t030300-066-03

030300-069

廃電池運搬処理

クリーン推進
課

04-02-03
リサイクルの推進

05

ソフト事業（任意）

水銀が含まれる電池を、安全にリサイクルし再資源として活用する。
不燃ごみとして出された廃電池をリサイクルのため梱包処理し、リサ
イクル施設へ運搬し処分を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
令

3,397
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当課名政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量 平成21年度事業量

廃電池運搬処理

市民 処理量　30ｔ（５ｔ×６回）
震災の影響で昨年度分10ｔを今年度処
理

20ｔ（５ｔ×４回） 20ｔ（５ｔ×４回） 30ｔ030300-069-01
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