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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

％ ※－　 70 96.6 ◎

％ 53 58 36.1 ×

件 ※－　 20 84 ◎

人 ※－　 1,100 1,762 ◎

％ 49.6 100.0 100.0 ◎

％ 0.0 70.0 53.7 △

件 5 8 6 △

％ 70.6 85.0 88.2 ◎

％ 85.7 95.0 96.9 ◎

グラム 483.38 450.00 507.46 ×

％ 16.15 23.00 16.70 ×

回 ※－　 2 16 △

箇所 33 27 24 ◎

件 72 75 78 ◎

トン 104 109 63 ×

※計画期間中の事業開始のため現状値（H27）はない。

３　評価内容

市民の環境学習イベント等の参加者理解
度

環境学習事業実施小中学校の割合

助言・指導などを行った空き家等に対する
問題の解決に至った年間件数

イベント目的の理解度増を目指します。

対27年度から10％の増を目指します。

解体・修繕・適正管理の実施により問題状況の解
消を目指します。

市民の環境学習イベントの参加者数

原発事故による放射性物質に汚染した牧
草としいたけ栽培用ほだ木の合計焼却処
分進捗率

イベントの開催回数を段階的に増やし、参加者数
の増加を目指します。

市内に保管されている農林業系廃棄物の全量焼
却処分を行います。

原発事故による放射性物質に汚染した側
溝土砂の処理完了進捗率

公害防止協定数の新規・再締結締結数

定点観測地点の水質環境基準Ａ類型（大
腸菌群数を除く）の達成率

汚染側溝土砂の全量処理を目指します。

木質バイオマス発電施設の年間CO2排出
削減量

公害防止協定の新規締結及び、合併前に締結して
いた協定を見直し再締結を目指します。

全ての観測地点における基準値
(PH,BOD,SS,DO)全項目の達成を目指します。

定点観測地点の交通騒音基準値の達成
率（高速自動車道沿線を含む）

おうしゅうエコ事業所制度登録数

全ての観測地点における騒音環境基準（特定類
型）の達成を目指します。

対27年度比10％の増を目指します。

対27年度比10％の増を目指します。

不法投棄常習箇所数 毎年５％の解消を目指します。

リサイクル率
毎年1.5ポイントの増を目指します。
※スーパーでの回収を含む

ごみ・リサイクル出前講座実施回数

大綱名 Ⅴ　環境にやさしい安全・安心なまちづくり 担当部

基本施策 ❶　良好な自然・生活環境の保全と循環型社会の形成 市民環境部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

年間48回の実施に向け、段階的に引き上げます。

１人１日あたりのごみの排出量 毎年10グラムの減を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　環境基本計画の推進に係る市民協働の取組として環境市民会議「奥州めぐみネット」の活動が他分野にわたって定着して
おり、今後もこれを基本として取組を進めつつ、小学校、中学校等の次世代の市民への環境学習、市内企業への啓発を図
り、持続的かつ発展的な取組としていく必要がある。
　３Ｒの推進による環境負荷の低減やエネルギー使用量の削減等は、地球温暖化防止対策としても重要な政策であることか
ら、ハード・ソフトの両面から市民協働により推進する必要がある。
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

　市民協働による環境保全思想の啓発と環境学習の
場の提供や支援を行い、環境にやさしい人づくりを目
指します。

　環境基本計画の推進に係る市民協働の取組として、奥州市環境市民会議「奥州め
ぐみネット」と市が協働で環境フォーラムの開催や市民・学校向けの環境学習を実施
している。
市民や学校の児童・生徒が環境学習を行うためには、市民協働による積極的な働き
掛けが重要であるが、「奥州めぐみネット」の独自事業の実施のほか、学校における
環境学習への講師派遣などを実施しており、市民、市民団体、事業者及び市の役割
分担による協働を基本とした効率的な取組が図られている。
　今後、環境学習に応募する学校数の増加など、より幅広い地域で学習がなされるよ
う取組が必要である。

　水質や騒音、臭気、放射線量などの測定監視とその
対策に取り組み、良好な生活環境の保全を目指しま
す。

　公害防止対策は、自治体の責務であり、未然に防止するための測定・監視業務や
発生時の早期対応により、良好で快適な生活環境の保全に寄与している。水質検査
や自動車騒音常時監視を業者委託により効率的に実施するほか、公害防止協定を
締結し公害の発生を未然に防ぐとともに、苦情があった場合は速やかに対応すること
により解決が図られている。
　水質検査や自動車騒音常時監視を継続して行い、市民や事業者に対し環境保全意
識の啓発を図る取組を継続していく。

　環境への負荷を低減し、豊かな自然環境を次世代へ
引き継ぐために、廃棄物の発生及び排出を抑制すると
ともに、資源の循環利用を推進します。

　循環型社会形成基本法では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限
り低減する循環型社会を目指すこととされており、自治体レベルでも廃棄物の発生抑
制、３Ｒの推進、適正処分が必要となっている。
　ごみと資源物を適正に分別し、処理することにより、ごみ処理施設の長寿命化と環
境負荷の低減を図り、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実践に取り組んでいく。

施策③　ごみ減量化に向けた３Ｒの推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

   今後も奥州市環境基本計画の推進を軸とし、３Rの推進により環境負荷の低減を図り、地球温暖化対策やSDGｓの実践に市民、事業者と協働し
て取り組んでいく。

施策④　地球温暖化対策・再生可能エネルギー活用
の推進

●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　地域産業の活性化につながる再生可能エネルギー
の利用を進め、省エネルギー・省資源型の生活・産業
活動を支援し、地球温暖化の原因である温室効果ガス
の排出を抑制します。

　地球温暖化対策は、全世界で取り組む必要がある重要な課題である。地球温暖化
を防ぐには、省エネルギー・省資源の推進に加え、地域の特色を活かした再生可能エ
ネルギーの利活用が有効である。住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金の
交付により、効率的に普及を図ることができたものの、当該補助金については廃止さ
れていることから国の施策の動向を注視しながら、新たな取組の展開も必要となって
いる。エコ事業所の登録件数増加の取組や、市民への環境学習の取組を継続し、省
エネルギー・省資源型の生活・産業活動を支援していく必要がある。

施策②　公害防止・放射線対策の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

【総合計画審議会の意見】
・ごみの減量化については、減量化策について市民がまだまだ知らない情報が多くあるので、有効な情報を積極的に市民に周知する等の対
策を図られたい。また、自力でごみを出すのが困難な高齢者等に対する支援策についても地域特性を考慮しながら検討されたい。

・小中学校での環境学習は極めて大切であるが、学校統合などもあり充分な学習内容となっていない。さらに新型コロナウイルス感染拡大の
影響もあり未達の指標もある。コロナ対策も考慮した戦略的かつ継続的な新たな学習内容を準備されたい。

施策①　自然環境保全対策と環境学習の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

件 ※
　315 230 234 ○

人 ※
   6 3 2 ◎

件 424 410 234 ◎

件 13 25 25 △

件 1,260 1,200 1,283 ×

件 88 84 47 ◎

件 23 24 8 ×

※過去５年の平均値

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

大綱名 Ⅴ　環境にやさしい安全・安心なまちづくり 担当部

基本施策 ❷　安全・安心な市民生活の実現 市民環境部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

交通事故（人身）発生件数 過去５年の平均の30％減を目指します。

交通事故死者数 過去５年の平均の半減を目指します。

刑法犯発生件数 年間400件以下を目指します。

消費者救済資金(生活再建資金)貸付件数 R03に１割増を目指します。

相談の件数 中間年で５％減、R03に１割減を目指します。

消費者救済資金(債務整理資金)貸付件数 債務整理促進によりR03に１割減を目指します。

出前講座の件数 中間年には倍、R03には３倍を目指します。

　各種の相談事業や啓発活動、消費者教育、消費者
救済事業の実施により、消費者被害の防止と市民の
日常生活の安定を目指します。

  消費者を取り巻く環境の変化により、消費者トラブルは多様化・複雑化しており、高
齢者や若年層を狙った悪質商法や特殊詐欺は後を絶たず、より巧妙化している。総
合相談室では市民相談事業として、消費生活相談員が市民の様々な相談に対応して
いるほか、消費者被害を未然に防ぐため、市の広報誌や地元メディアを活用し、継続
的な情報提供を行うとともに、地域や学校への出前講座による消費者教育に積極的
に取り組んでいる。市民の安心・安全な生活を図るため、市民の頼れる相談先とし
て、今後も施策を継続していく必要がある。

施策②　消費者被害の防止、相談体制の整備 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　安全・安心な市民生活の実現を目指すため、市民が被害者のみならず加害者になることのないよう、地域ぐるみの防犯活
動や交通指導業は必要である。
　また、相談業務については、多様かつ複雑な相談内容の対応が求められていることから、今後も専門的な知識を有する消
費生活相談員を配置し、市民生活の安定を継続的に図る必要がある。消費者救済資金貸付事業においても、件数が年々減
少しているとはいえ、社会情勢が安定していない状況においては、消費者への貸付融資の原資となる預託事業は継続する
必要がある。

施策①　交通安全・防犯対策の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　交通安全思想の普及、交通安全教育の推進及び交
通弱者の保護に努めるとともに、防犯思想の普及及び
地域ぐるみの防犯活動を進め、安心・安全な市民生活
の実現を目指します。

　市内の交通安全及び防犯対策に係る各種活動を、市交通安全対策協議会及び市
防犯協会と連携して推進している。成果指標としている交通事故や刑法犯の発生件
数等の減少に係る実効性は低いものの、有効と考えられる継続的な交通安全及び防
犯思想の普及啓発は、さらに推進していく必要がある。
　今後も、被害者になりやすい交通弱者（幼児・小中学生、高齢者）向けの交通安全
教育を充実していくとともに、地域ぐるみの防犯活動を積極的に支援し、市全域にわ
たる防犯活動の活性化を推進していく必要がある。
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４　今後の施策の方向性
　　今後も交通安全思想の普及、交通安全教育の推進及び交通弱者の保護に努めるとともに、地域ぐるみの防犯活動を支援していく。また相談業
務においては、消費生活相談のみならず市民相談の増加も見込まれることから、弁護士相談の継続実施や、消費生活相談員の現状人数の確保に
努め、継続する。

【総合計画審議会の意見】
・交通指導隊の業務は忙しく大変であり、なり手がいない状況にあるので、交通指導隊のモチベーションを向上させる方策について検討され
たい。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

世帯 3,591 0 0 ◎

人 1,838 1,900 1,712 ×

基 2124 2127 2,131 ◎

基 672 675 671 ○

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

大綱名 Ⅴ　環境にやさしい安全・安心なまちづくり 担当部

基本施策 ❸　災害に強いまちづくりの推進 市民環境部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

緊急告知ラジオ難聴地域世帯数 市内の難聴地域ゼロを目指します。

消防団員数 消防団員定数（1,900人）を目指します。

消火栓設置数量 人口分布、規模を考慮し、現状維持に努めます。

防火水槽設置数量 人口分布、規模を考慮し、現状維持に努めます。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　災害に強いまちづくりは、市勢の発展と基本である。
　今後も、消防・防災対策の充実を図り、防災力向上に向けた取り組みの強化を図っていく。

施策①　防災対策の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　 近年多発する洪水被害に備えるため、消防施設等のハード面の整備や物資の備蓄を進めるとともに、消防団員の確保や振興会・自主防災組織
等への防災知識や防災技術の普及に努めることにより、防災力の向上を図る必要がある。

【総合計画審議会の意見】
・消防団は地域を守る上で必要不可欠であるが、団員の減少が続いており、確保対策には企業の理解と応援が不可欠である。消防団を応援
することで企業もメリットを受けられるような対策を講じられたい。

・地域の防災に関しては、行政の対応はもとより、地区振興会の防災会などもあり、地域の自主性も考慮して自助・共助を基本とした施策を講
ずることが重要である。婦人消防協力会については、地域によっては代替組織での対応も可能な状況も見受けられるので、地域と協議の上、
現状に即した組織として改めるよう検討されたい。

　迅速な情報連絡体制を強化し、市民の防災意識の高
揚を目指すとともに、地域の防災力が高められる取組
を強化し、安全・安心なまちづくりを推進します。

　迅速かつ正確な災害情報が市民に届くようにするため緊急告知ラジオの配付と難
聴地域への対策を継続する。
　また、防災セミナーや出前講座の開催により防災意識の啓発を実施するとともに、
地域防災力向上のため、市民の防災士資格の取得と資格取得者へのスキルアップ
を支援していく。

施策②　消防体制の強化 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　消防団員の確保により消防体制を強化し、効果的で
効率的な消防施設の整備を行い、安全・安心なまちづ
くりを推進します。

　今後も効果的かつ効率的な消防施設の整備を継続していく必要がある。
　併せて、消防団員確保を進めるため、支援施策等を積極的に周知して消防体制の
強化を図っていく必要がある。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

人 115,935 113,000 88,341 ×

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

大綱名 Ⅴ　環境にやさしい安全・安心なまちづくり 担当部

基本施策 ❹　持続可能な公共交通体系の確保 総務企画部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

コミュニティバス利用者数
現状維持に努めます。
※奥州市人口ビジョンに基づく人口の将来推計減
少率（約5％）を考慮

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　コミュニティバス利用者数の減少が著しいことから、市民の移動実態と現状の交通サービスのミスマッチにより利便性が低
下していると考えられる。利用が少ない路線・区間を維持することにより路線全体の事業性を悪化させていることから、令和
２年２月に策定した第３次奥州市バス交通計画に掲げる各施策を推進していく必要がある。利用者のニーズに寄り添った交
通体系を、市の財政負担を一定程度に抑えつつ実現する必要がある。

施策①　公共交通対策の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　「幹線（民間独自バス路線、ＪＲ等）」「支線（市コミュニティバス等）」「地区内交通」の各交通モードを有機的に組み合わせ、最寄りの都市拠点まで
移動できる交通体系を構築する。事業者が独自に運行している幹線は、事業者へ維持・確保を継続依頼していく。支線については抜本的な見直し
により経費削減を図り、その相当額の範囲内で地区内交通に振り替えるものとする。

【総合計画審議会の意見】
・高齢化が進む中で自家用車に頼らないで済む社会が求められている。コミュニティバス、スクールバスなど市が有する既存の移送手段の統
合的・戦略的活用も踏まえた組織横断的な取組みに努められたい。

　自ら移動手段を持たない交通弱者や、公共交通空白
地域への移動手段の確保に努めます。併せて、公共
交通サービスの地域間格差の解消を目指します。ま
た、将来を見据えた持続可能な公共交通体系の確立
を目指します。

　マイカーの普及や全国的な交通事業者の運転士不足等により、従来のバス交通事
業が成り立たなくなっている。利用者減に伴う運賃収入の減少も顕著であり、市から
事業者への補助金交付額も年々増加しているが、市民アンケートの結果では、これ
以上の財政負担を疑問視する意見が大半を占めている。将来的な交通ネットワーク
の在り方、市民・事業者・行政の役割を明確化し、持続可能な交通ネットワークの形
成を目指す必要がある。
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