
課コード: 030300 課名称: 生活環境部クリーン推進課平成25年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

030300-002

狂犬病予防事業

ごみ減量係05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

狂犬病の予防、適切な犬の飼い方を啓発。犬の登録申請、鑑札交
付、狂犬病予防注射業務

一般 法令の実施義務（自治事務）

狂犬病予防法

3,507

狂犬病予防事業

市民 春季狂犬病予防注射（４，５月）
秋季狂犬病予防注射（１０月）792件、動
物病院予防注射4,177件、接種率
85.47%、新規登録281件、死亡、転出、
転入434件

登録頭数　4,949頭
狂犬病注射接種数4,239頭
予防接種率　　　85.65％

23年度登録5,008頭、狂犬病注射接種
数4,218頭

22年度登録5,051頭、狂犬病注射接種
数4,299頭

030300-002-01

030300-003

環境美化推進事業

ごみ減量係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

9,787

環境美化推進事業

市民 小動物死骸回収業務149件
不法投棄防止看板の配布　40件

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
　　　　　　　　

030300-003-01

公衆衛生指導員設置

公衆衛生指導員 春・秋清掃活動　延べ参加者23,005人 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）

030300-003-02

ゴミ不法投棄パトロール事
業（緊急雇用対策）

対象事業なし 24年度なし 23年度なし 22年度なし030300-003-03

030300-008

ごみ減量化・リサイクル推進
事業

ごみ減量係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

4,184

ごみ減量化・リサイクル推
進事業

市民 ごみ発生抑制地域講座　３回
出前講座　　　　　　　　　　２回

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030300-008-01

030300-015

岩手中部広域行政組合負
担金

ごみ減量係07-01-03

生活環境部門（市民サービ
ス）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

　岩手中部地区（4市町）におけるごみの広域処理により、ごみ処理
の効率化とごみ処理経費の削減を図る。岩手中部地区4市町の広域
ごみ処理施設の建設に向けた業務

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理と清掃
に関する法律

北上市ごみ処理基本
計画 245,219
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

岩手中部広域行政組合負
担金

組合 会議　
　組合議会　２回（10月、2月）
　構成市町長会議　２回
　構成市町部課長会議　３回
　特別チーム検討会　６回
工事
　（仮称）岩手中部広域クリーンセンター
整備工事（～Ｈ27）
契約案件
（仮称遠野地区中継施設建設工事

会議
・構成市町長会議　　　　　　　４回
・運営業者選定委員会　　　　２回
・担当部課長会議　　　　　　　３回
・整備打ち合わせ会議　　　　９回
・先進地視察　　　　　　　　　　１回
・ごみ処理基本計画検討会　３回

運営業者決定

会議等（課長会議、首長会議）　22回
環境影響調査業務、業者選定委員会

会議（課長会議、首長会議、議会）９回
各種調査資料提出

030300-015-01

030300-022

北上市公衆衛生組合連合
会補助金（事務局業務含
む）

ごみ減量係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

21,611

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　10回、
研修・組合長研修会５回、ごみ発生抑制
講座３回、理事研修10月、連合会研修
会11月、集団資源回収団体説明会11
月、事業・春・秋清掃週間、マイバッグ
キャンペーン８月、衛生薬剤等共同購
入事業１回（夏）、ごみの出し方啓発事
業９月、北上市クリーン活動11月、不法
投棄監視パトロール　市内16地区で３
回、生ごみ処理機購入助成38件

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

030300-022-01

ごみ集積所整備費補助金

地区 補助金交付件数：49件
補助金交付額：1,302,000円
ごみ集積箱等新設　19件（21箇所）、修
理等　13件（13箇所）、被覆ネット購入
　17件（34枚）

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

030300-022-02

030300-023

集団資源回収事業費補助
金

ごみ減量係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。平成26年度から事業
所持込１円/㎏を廃止する。

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 10,008

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：1,413ｔ
補助金額：7,167千円
交付団体：248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

030300-023-01

030300-027

北上地区広域行政組合負
担金

ごみ減量係05-01-01
快適な住環境の整備

04

負担金・補助金（義
務負担金）

住民が希望する時に火葬場を利用することできる。組合規約に基づく
分賦金の納入（年6回分納）。広域行政組合が開催する会議への出
席。

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物処理法

174,841
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

北上地区広域行政組合負
担金（総務・火葬場費）

北上地区広域行政
組合

利用実績
死体987体、死胎　16体、小動物　448
体、その他　22体

利用実績
　　延べ　　　1,413件　
　　死体　　　　933件
　　死胎　　　　　19件
　　小動物　　　439件
　　その他　　　　22件

利用実績　延べ：1,509件
死体：990件
死胎：18件
小動物：477件
その他：24件

死体：923件、死胎：24件、小動物414
件、その他27件

030300-027-01

北上地区広域行政組合負
担金（し尿）

組合 搬入実績　し尿　　　22,025ｋｌ
　　　　　　　浄化槽　11,384ｋｌ
　　　　　　　計　　　　33,409ｋｌ

搬入実績　
延べ　　　    32,640.95ｋｌ
し尿　　　　   22,198.89ｋｌ
浄化槽汚泥 10,422.06ｋｌ

搬入実績　延べ：34,709.76ｋｌ
し尿　　：23,767.54ｋｌ
浄化汚泥：10,942.22ｋｌ

し尿処理量：24,437.60ｋｌ
（浄化汚泥：10,770.20ｋｌ）

030300-027-02

030300-035

全国都市清掃会議等分担
金

ごみ減量係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

703

全国都市清掃会議分担金

国・県 総会・研修会分担金　92,000円 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）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・研修会 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 Ｈ22脱会 平成22年度で脱会 平成２２年度で脱会 総会１回030300-035-03

030300-065

家庭ゴミ収集運搬（可燃、不
燃）

ごみ減量係07-01-03
生活環境部門（市民サービ
ス）

01

ソフト事業（義務）

市民が分別して集積所に出したごみを、速やかに収集する。家庭系
可燃ごみ、不燃ごみの収集運搬

一般 法令の努力義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
令

北上市環境基本計
画、北上市ゴミ処理基
本計画

129,087

家庭ゴミ収集運搬（可燃、
不燃）

市民 集積所の数　1,560箇所　
可燃ごみ：11,814ｔ
不燃ごみ：828ｔ

集積所の数　1,548箇所
可燃ごみ：11,827t
不燃ごみ：　　823t

集積所の数1,525箇所
可燃ごみ：11,714.83t
不燃ごみ：　 997.31t

集積所の数1,505箇所
可燃ごみ：11,404t
不燃ごみ：　 733t

030300-065-01

030300-066

資源ごみリサイクル事業

ごみ減量係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

101,046

資源ごみ収集運搬

市民 資源ごみステーション数　383箇所
予定数量
　資源ごみ量：4,083.47t

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

030300-066-01

資源ゴミ加工保管

市民 加工保管量：4057.92t 加工保管量：4263.28t 加工保管量：4,436.67t 加工保管量：4,009t030300-066-02

資源ゴミ再商品化

市民 再商品化量：1,516t(市独自処理339ｔ、
容リ協会1,177t）

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：288t030300-066-03
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

030300-069

廃電池運搬処理

ごみ減量係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

2,857

廃電池運搬処理

市民 処理数　５ｔ×４回＝20ｔ 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）030300-069-01

030300-072

一般廃棄物処理及びし尿浄
化槽清掃業の許可事務

ごみ減量係07-01-03
生活環境部門（市民サービ
ス）

01

ソフト事業（義務）

設備、技能、資金等事前に審査し、違法業者の参入を未然に防ぐ。
一般廃棄物処理及びし尿浄化槽清掃業の許可

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律 2,153

一般廃棄物処理及びし尿
浄化槽清掃業の許可事務

事業所 一般廃棄物収集運搬業　5件
一般廃棄物処分業　2件
特定家電収取運搬業　2件
浄化槽清掃業　3件

許可件数：29件 許可件数：10件 39件  390千円030300-072-01

030300-077

し尿収集運搬事業

ごみ減量係05-01-01

快適な住環境の整備

01

ソフト事業（義務）

安定したし尿及び浄化槽汚泥収集体制の確立。職員は、委託業者と
の連絡調整、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬の地区割り、日毎の収
集量の配分を決める。委託業者は、地区割り、配分に基づき市民か
らの収集依頼に対し収集を計画的に行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律 145,987

し尿収集運搬

市民 し尿収集量　22,183ｋｌ し尿収集量：23,767.54ｔ し尿収集量：23,767.54ｔ し尿収集量：24,437.6ｋｌ
待ち日数４～６日(土日除き)

030300-077-01

し尿取扱い手数料収納事
務

事業所 手数料額　5,820千円 業者への手数料額　5,967,113円 し尿収集対象者が年に数回汲み取り
し、その都度手数料を徴収。

し尿収集対象者が年に数回汲み取り
し、その都度手数料を徴収。

030300-077-02

030300-082

専任ごみ減量指導員設置
事業

ごみ減量係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 5,784

専任ごみ減量指導員設置
事業

市民・事業者 不適正排出直接指導者数　
不法投棄処理　　　　11件
アパート関係　　　　　54件
市民直接指導　　　　14件
事業所直接指導　　　６件

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

030300-082-01

030300-084

産業廃棄物処理施設等立
入検査事務

ごみ減量係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 229

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

事業なし 24年度なし 23年度なし 22年度なし030300-084-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

030300-085

家庭ごみ手数料化事業

ごみ減量係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

40,311

家庭ごみ手数料化事業

市民 取扱実績
可燃10Ｌ   36,660部
可燃20Ｌ   69,630部
可燃30Ｌ   89,010部
可燃40Ｌ 115,050部
不燃10Ｌ    4,380部
不燃20Ｌ    5,370部
不燃30Ｌ    5,670部
不燃40Ｌ    8,490部
シール券  12,450枚

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％

030300-085-01

030300-101

清掃事業所備品購入

施設係07-01-03

生活環境部門（市民サービ
ス）

07

施設等整備事業

ごみ処理施設の適切な管理。清掃事業所のラミネータ１台、水中ポン
プ１台、水中ミキサ１台、プロパンガスメーター２台購入

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

ごみ処理基本計画、環
境基本計画 1,377

清掃事業所備品購入

市民 ・水中ポンプ　１台
・水中ミキサ　１台
・プロパンガスメーター　２台
・アスカラミネーター　１台

・ビデオスコープ　１台
・水中ポンプ　２台
・ラインポンプ　１台
・熱風式ヒーター　１台

・油圧式ポンプ　１台
・放射線検知器　１台
・ベクレルモニター　１台

・水中ポンプ　３台
・電動３方バルブ　１本
・計量装置用パソコン　１台
・流量計　１台
・レジスター　１台
・計量伝票発行用プリンター　１台

030300-101-01

030300-103

大気汚染負荷量負担金

施設係07-01-03

生活環境部門（市民サービ
ス）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

公害健康被害補償。大気汚染原因者の汚染負荷量賦課金一般 法令の実施義務（自治事務）

公害健康被害の補償
等に関する法律

ごみ処理基本計画、環
境基本計画 1,549

大気汚染負荷量負担金

被害者 公害健康被害者　40,015人 公害健康被害者　41,372人 公害健康被害者　42,732人 公害健康被害者　44,223人030300-103-01

030300-104

公衆便所管理(7ｹ所)

ごみ減量係05-01-01

快適な住環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

公衆便所の適正管理を行うことで、利用しやすい公衆便所にする。公
衆便所の清掃管理【北上駅東、柳原駅前、諏訪町、横川目、竪川目、
和賀仙人駅、藤根駅前】

一般 法令に特に定めのないもの

8,976

公衆便所管理(7ｹ所)

市民 施設の清掃及び管理業務　トイレット
ペーパー、薬剤等の補給
藤根駅前公衆便所　自動開閉装置修繕
諏訪町公衆便所　トイレブース及び小便
器修繕

施設の清掃及び管理業務　薬剤等の補
給　施設の修理

施設の清掃及び管理業務　薬剤等の補
給　施設の修理

施設の清掃及び管理業務　薬剤等の補
給　施設の修理

030300-104-01

030300-105

墓園管理

ごみ減量係05-01-01

快適な住環境の整備

02

施設管理・維持補
修事業

市営墓園の適正管理を行うことによって、利用しやすい墓園環境を継
続する。市営藤根墓園、後藤野墓園の管理運営（使用許可申請・各
種届出の受付、審査、台帳整備、使用料収納事務、施設の修繕、管
理業務委託契約）。墓地の経営許可、経営指導。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

墓地･埋葬等に関する
法律　　北上市墓園条
例

2,432

墓園管理（藤根墓園）

市民 墓園使用者（既存）　563人
墓園使用者（新規）　　29人
墓園委員会　８月実施

施設の清掃及び管理　施設の修繕永代
使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

030300-105-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

墓園管理（後藤野墓園）

市民 墓園使用者（既存）４８人 施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

施設の清掃及び管理　施設の修繕　永
代使用料・管理費徴収事務

030300-105-02

030300-107

埋立地管理事業

施設係07-01-03

生活環境部門（市民サービ
ス）

02

施設管理・維持補
修事業

埋立地の適切な管理。臥牛埋立地管理一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

ごみ処理基本計画、環
境基本計画 36,347

埋立地管理事業

市民 総埋立量　　　　65,754m3
本年度埋立量 　2,594m3
覆土量　　　　　　6,636m3

総埋立量　     56,523m3    　
本年度埋立量　 2,650m3
本年度覆土量 　4,750ｍ3

総埋立量　    54,468m3
23年度埋立量　 5,232m3

総埋立量　    49,236m3
22年度埋立量　 3,345m3

030300-107-01

埋立地管理事業（臨時）

市民 総埋立量　　　　65,754m3
本年度埋立量　 2,594m3
覆土量　　　　　　6,636m3

H24年度実施なし。030300-107-02

030300-109

清掃事業所維持管理事業

施設係07-01-03

生活環境部門（市民サービ
ス）

02

施設管理・維持補
修事業

清掃事業所の適切な管理。清掃事業所に搬入されるごみを適切に処
理するため施設運転管理を行う。

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

ごみ処理基本計画、環
境基本計画 426,367

清掃事業所管理事業

市民 ごみ処理量　25,993ｔ ごみ処理量　26,358ｔ ごみ処理量　25,250ｔ ごみ処理量　22,035ｔ030300-109-01

清掃事業所維持補修事業

市民 ごみ処理量　25,993ｔ ごみ処理量　26,358ｔ ごみ処理量　25,250ｔ ごみ処理量　22,035ｔ030300-109-02

清掃事業所管理（臨時）

市民 ごみ処理量　25,993ｔ ごみ処理量　26,358ｔ ごみ処理量　25,250ｔ030300-109-03

030300-110

公用車管理

施設係07-02-03

生活環境部門（内部管理事
務）

02

施設管理・維持補
修事業

清掃事業所、埋立地等の施設管理。フロン回収車１台、軽バン２台、
除雪重機１台、軽トラック１台、軽ダンプ１台の管理

一般 法令の実施義務（自治事務）

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律

ごみ処理基本計画、環
境基本計画 2,609

公用車管理

施設 ごみ処理量　25,993ｔ
埋立量　　　　2,594m3
覆土量　　　　6,636m3

ごみ処理量　26,358ｔ

埋立量　　　 2,650ｍ3
覆土量　　　 4,750ｍ3

ごみ処理量　25,250ｔ
埋立量　　　 5,232ｍ3

ごみ処理量　22,035ｔ030300-110-01

030300-112

藤根墓園整備事業

ごみ減量係05-01-01

快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

墓地の購入を希望する市民のニーズを充足している状態。墓地の購
入について希望者があること及び、残区画が少なくなったことより増
設するものである。

一般 法定受託事務

墓地、埋葬等に関する
法律、北上市墓園条例

北上市総合計画

1,427

藤根墓園整備事業

市民と北上市に縁
のある人

２０区画新規造成 　２０区画造成　１７区画販売 20区画増設 20区画増設030300-112-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

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25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

030300-118

緑化木保全事業(啓発、防
除機貸出し)

ごみ減量係05-01-01

快適な住環境の整備

05

ソフト事業（任意）

樹木等を病害虫から守り、緑豊かな街並の保全。アメシロ発生に対
する警戒と早期自主防除のためのチラシの配布等広報活動及び噴
霧機の貸出し。

一般 法令に特に定めのないもの

1,145

緑化木保全事業(啓発、防
除機貸出し)

市民、事業所 噴霧機の貸出
　高圧　17件
　背負　14件
　　 計　31件
貸出し時期
６月～９月

噴霧器の貸し出し　４１件
6月～9月の病害虫発生時期貸し出し
市所有台数は４台

本庁舎で12台を6月～9月の病害虫発
生時期に貸し出し。7件

本庁舎で12台を6月～9月の病害虫発
生時期に貸し出し。7件

030300-118-01

030300-120

犬の登録管理システム導入
事業

ごみ減量係05-01-01
快適な住環境の整備

07

施設等整備事業

狂犬病の予防及び適正な管理の向上のため犬の登録管理システム
を導入する。以下の業務のデータ管理及び処理を当該システムを利
用し、実施する。・狂犬病予防集合注射（春・秋）及び未受診犬の所
有者への督促・犬の登録原票作成や予防注射受診の管理・犬及び
所有者の転出・転入等に係る処理

一般 法令に特に定めのないもの

1,353

犬の登録管理システム導
入事業

当市に登録されて
いる犬及び所有者

平成25年５月末時点のデータにて移
行。

030300-120-01
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