
【概要】 【評価基準】

　≪担当課及び審議会の評価≫

　　〇Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階

【評価対象】

【評価方法】 　≪施策評価≫

　　〇審議会評価を点数で算出

【「※」評価について】

Ⅰ 清らかな水と豊かな緑に育まれ心安らぐまち

目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ａ

目標値 年間150ha以上

実績値  年間100ha

（農林畜産課） 結　果 未達成

目標値 50ha以上

実績値 105.37ha

（農林畜産課） 結　果 達成

目標値 2,300ha

実績値 2,300ha

（農林畜産課） 結　果 達成

　第２次栗原市環境基本計画に基づき令和２年度に実施した事業について、事業所管部署
が評価した内容を栗原市環境審議会において点検と評価を行い、当該年度の施策評価及び
総評としてとりまとめたものです。

　①事業所管部署において個別事業を評価（自己評価）
　②事業所管部署による評価結果を環境審議会において点検して評価
　③環境審議会委員による点検・評価結果を点数化して施策を評価
　④環境審議会委員より点検・評価に際しての意見等を収集
　⑤環境審議会委員から収集した意見等を総評として整理

　　（評価の目安）　Ａ … 目標を達成することができた。
　　　　　　　　　　Ｂ … 目標を概ね達成することができた。
　　　　　　　　　　Ｃ … 目標は未達成であるが、計画した取組を実施することができた。
　　　　　　　　　　Ｄ … 目標が未達成であり、計画した取組も一部未達成のものがある。
　　　　　　　　　　Ｅ … 全取組を実施しなかった。

　　　基本点数 … 評価　Ａ（100点）・Ｂ（80点）・Ｃ（60点）・Ｄ（40点）・Ｅ（20点）
　　　施策点数 … 基本点数にそれぞれの事業数を乗じて、その合計点を施策の事業数で割る。
　　　　　　　　　　例）「施策Ａ森林の保全」の場合
　　　　　　　　　　　　評価Ａ（100点）×２事業＝200点
　　　　　　　　　　　　評価Ｃ（ 60点）×１事業＝ 60点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （合計点）260点
　　　　　　　　　　　　260点（合計点）÷３事業（事業数）＝86点【施策評価点数】⇒Ｂ評価

　　（評価の目安）　９１点から１００点まで　⇒　Ａ評価
　　　　　　　　　　７１点から　９０点まで　⇒　Ｂ評価
　　　　　　　　　　５１点から　７０点まで　⇒　Ｃ評価
　　　　　　　　　　３１点から　５０点まで　⇒　Ｄ評価
　　　　　　　　　　２０点から　３０点まで　⇒　Ｅ評価

　〇事業所管部署数 … １８部署　　　　〇実施事業数 … ５８事業

　　新型コロナウイルスによる影響を受けているため評価をすることが困難であり、評価
　対象としなかったものです。
　　なお、施策評価にあっては、当該施策内の半数以上が評価困難な場合は、評価対象外
　としています。

適正な森林整備の推進（植林、下
刈、除伐、保育間伐）、栗原産材の
流通量拡大など

森林整備の実
施面積 Ａ

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

森林の保全

1

森林整備地域活動支援
交付金事業

森林の有する多面的機能が発揮さ
れるよう、森林所有者等による森林
経営計画の作成、森林施業の集約
化の実施に不可欠な地域活動を支
援する。

森林所有者等が面的なまとまりを
持って、森林経営計画を作成するた
めに必要な活動を実施した者（森林
組合等）に対し、補助金を交付した
もの。

協定締結面積

第２次栗原市環境基本計画　令和２年度実施事業の評価結果

Ａ

3

広葉樹の植林、森林の
維持管理（市有林の巡
視業務、みやぎ里山林
協働再生支援事業への
登録）

人工林での間伐や枝打ち、里山林
での広葉樹植栽等を積極的に進め
る手法や、保育期にある森林の整備
と同時に、主伐期に達した立木の活
用方法についても検討する必要が
あるこから、市有林約2,300haの巡視
業務により現状等を把握する。

市有林巡視業務

市有林巡視面
積 Ａ Ａ

Ｃ Ｃ

Ｂ

１　未達成ではあるが、目標値の３分の２を毎年クリアして
いるのは評価できる。しかし、評価の考え方や方向性に
工夫が必要ではないか。

２　地球温暖化防止のため、今後も適正な森林整備を推
進していただきたい。今後とも、荒廃されている森林育成
に目標以上に促進されたい。

３　目標値を達成し、評価できる。今後も計画的に実施し
ていただきたい。森林パトロール制度を活用し、山林の保
全を図られたい。巡視業務の成果等も掲載して、その実
践がどのような効果を生むのかを可視化できる評価方法
を検討されたい。

2

栗原の森林づくり支援
事業

栗原市の森林面積は約４４，０００ha
で森林率は５５％となっている。森林
は、植林し保育・間伐、木材生産し、
再度植林することで、循環できる唯
一の資源であり、水源のかん養や二
酸化炭素の吸収による地球温暖化
防止に寄与することができる。
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目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｂ

目標値 １件

実績値  ０件

（農林畜産課） 結　果 未達成

目標値 510㎥

実績値 127.083㎥

（農林畜産課） 結　果 未達成

目標値 150組織

実績値 137組織

（農業政策課） 結　果 未達成

目標値 年間5ｈａ以上

実績値 63ha

（農業委員会） 結　果 達成

目標値 260人

実績値 109人

（農業政策課） 結　果 未達成

目標値 160ha

実績値 59.57ha

（農林畜産課） 結　果 未達成

目標値 735人

実績値 648人

（農業政策課） 結　果 未達成

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

里地里山の保全

1

人工林や里山の適正管
理の推進

近年、環境問題への関心が高まる
中、環境貢献や社会貢献を目的とし
た森林づくりに取り組みたいと考え
ている企業等が増えていることから、
県実施事業であるみやぎ里山林協
働再生支援事業により里山林等の
維持管理を図る。

みやぎの里山林協働再生支援事業
への登録　（県実施事業）

新規協定件数 Ｃ Ｃ

Ｂ

2
森林病害虫等防除事業

市内においても、被害発生を加速さ
せる高温少雨の気象条件等により、
被害木が増加していることから、伐
倒駆除等の措置を行ない被害の蔓
延防止や景観保全等を図る。

伐倒駆除・地上散布・松くい虫被害
調査

被害木の材積
量 Ｂ Ｃ

3

多面的機能支払交付金
事業

農業者だけではなく地域団体等が
幅広く参加する組織により農地・農
業施設の維持保全、農村景観など
を守る地域共同活動の実践や、環
境にやさしい営農活動への支援を
実施する。

・146組織が共同活動として、農地・
農業施設等の維持管理や生態系保
全、景観形成等農村環境向上活動
を実施。
・上記の内23組織が施設の長寿命
化のための活動として、水路の布
設・補修活動を実施。

活動組織数 Ｃ Ｂ

Ａ Ａ

5

環境保全型農業直接支
払交付金事業

農業者等が化学肥料・化学合成農
薬の５割低減の取組とセットで、地
球温暖化防止を目的とした、農地土
壌への炭素貯留に効果の高い営農
活動や生物多様性保全に効果の高
い営農活動に取組む場合に支援を
行います。

地球温暖化及び生物多様性保全に
効果の高い営農活動に取組む農業
者の支援を図るため、環境保全型
農業を行う農業者に交付金を交付
する。

取組者数 Ｃ Ｃ

4
栗原市農地パトロール

・遊休農地（荒廃農地）の実態把握
と発生防止・解消
・農地の違反転用の早期発見と発
生防止対策等について重点的に取
組むため

・重点地域（周辺農地に及ぼす影響の
大きい地域）を設定する。
・関係機関等の協力を得て、管内すべ
ての農地を対象に目視による巡回調査
を実施する。
・パトロールの結果、遊休農地や違反転
用を発見した場合は、必要な助言指導
を行う。

遊休農地（荒
廃農地）の解
消面積

Ｃ

7

中山間地域等直接支払
交付金交付事業

中山間地域の農業・農村では、平地との
生産条件の不利や農村地域の高齢化、
担い手不足により維持管理等が危ぶま
れている。このため、中山間地域等直接
支払交付金事業により農業・農村の有
する水源かん養機能、洪水防止機能等
の多面的機能の維持・継続を支援する
もの。

中山間地域の農用地の保全、多面
的機能の確保

組織の構成者
数 Ｃ Ｂ

6
農地集積支援事業

農地移動適正化斡旋事業、農用地利用
集積事業及び農地保有合理化促進事
業により農業経営基盤強化促進法に基
づく水田に係る利用権を設定した者に
農地集積補助金を交付することにより、
農地集積を推進し、農地の規模拡大、
有効利用、集団化等による生産性の高
い農業経営を目指す。

土地利用型担い手農業者の育成、
農地流動化の促進のため、利用権
設定に対する集積助成金を交付。
担い手農業者の経営安定と遊休農
地の解消を図る。

農地集積 Ｃ

１　登録があるものの、協定にまで至らないハードルが何
かの説明がほしい。これからも努力して関係団体と協議
の上、推進されたい。また、事業内容のPRが必要ではな
いか。

２　今後も計画的に実施されたい。松くい虫、ナラ枯れ対
策のため、防除を各年次の調査目標や範囲を明確し、調
査結果は地図で可視化していくことも検討されたい。

３　人口減少の中、組織数が増えており、一定の評価が
できる。地域ぐるみで農業に希望をもてる育成を拡大され
たい。また、組織の件数ではなく、組織の活動内容の評
価を検討されたい。

４　重点地域に集落の生活圏も取り入れられたい。荒廃
農地が多くならないように、担い手育成につなげるため、
促進パトロールを進められたい。

５　直接支払い事業の意義をもっとＰＲして、取組者数の
増加につなげられたい。

６　人口減少による担い手不足が原因と思われる。農地
集積は、個人（出し手）の意思によるところなので、面積目
標は如何なるものか。現状とあまりにも乖離がありすぎる。

７　研修会の開催や組織へ事務的処理等の直接指導や
助言を行い、組織の拡大を進められたい。
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目標値 ３箇所

実績値 ３箇所

（農業委員会） 結　果 達成

目標値 ２箇所

実績値 ０箇所

（農村整備課） 結　果 未達成

目標値 15人以上

実績値 9人

（農林畜産課） 結　果 未達成

Ｂ

10

農業後継者・新規就農
者育成対策事業

農業の担い手を育成するため、農
業の経営及び技術を習得するため
の就農研修を受ける者に対し、研修
支援事業を実施することにより、農
業の担い手を確保し、意欲ある農業
者の育成に資する。

新規就農者やＵターンによる就農者
に対し、技術習得に必要な研修等
の支援の実施や青年農業団体に補
助金を交付することにより、事業の
活性化を図る。

新規就農者数 ※ ※

Ａ

８　現状を見ると耕作放棄地が多くなっているので、実施
面積の増加を検討し、継続して実施されたい。地域の協
力や実績のＰＲなど、耕作放棄地の解消に向け、さらなる
効果的な周知も検討されたい。

９　ソフト面の遅れは、十分な事業説明の不足である。現
在も実施しているが、規模拡大など集積を図るためにも、
今後も箇所を多くし、早期に希望される11地区の完成を
進められたい。

１０　新規就農者育成対策事業は、青少年クラブ連絡協
議会の活動支援の他にも検討されたい。

Ａ

9
ほ場整備事業

農作業効率を上げるため、環境に
配慮した工法により農地の区画を大
きくし、担い手へ集積する。

計画段階で、環境に配慮した工法
を取り入れる。

完了数（環境
に配慮した工
法を取り入れ
たもの）

Ｃ Ｃ

8

耕作放棄地復元モデル
事業

農業者の高齢化、後継者不足によ
る農地の荒廃増加が危惧されてい
ることから、委員自ら復元作業をモ
デル的に実施し、耕作放棄地解消
事業の周知を図るとともに、地域の
担い手等へ利用権設定を推進する
ため。

・各区毎１箇所復元可能な農地を選定
（所有者から復元作業および担い手等
への利用権設定の同意を得た農地）
・作業に必要な農機具等は委員の持ち
込みとし、伐採、草刈、耕起等荒廃農地
の状況に合わせ耕作できる状態に復元
する。
・復元完了後は、地域の担い手等に利
用権設定の斡旋を行う。

実施箇所（１区
～３区　各１箇
所）
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目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｃ

目標値 5mg/L以上

実績値 3.5mg/L

（環境課） 結　果 未達成

目標値 150人以上

実績値 370人

（環境課） 結　果 達成

目標値 137a／1,523千円

実績値 146a／ 1,216千円

（農林畜産課） 結　果 達成

Ｄ

目標値 220万人

実績値 136万人

（田園観光課） 結　果 未達成

目標値 220万人

実績値 136万人

（田園観光課） 結　果 未達成

目標値 500人以上

実績値 60人

（農林畜産課） 結　果 未達成

目標値 100%

実績値 100%

（都市計画課） 結　果 達成

3

グリーンツーリズム促進
支援事業

農村との交流により、農業・農村に
対する関心や理解を深めてもらうこ
とを目的し、また、農業者を主とした
グリーン・ツーリズム実践者等の人材
の育成を目的とする。

栗原市の自然や美しい農村景観、
農林産物の生産技術、生活・文化
等の地域資源を活用し、都市住民
等を受け入れる体験活動の実施及
び農林産物等の販売促進事業等を
実施し、地域活性化を図る。

交流人口（グ
リーンツーリズ
ム）

4
公園等の維持管理

市が管理している公園など定期的
な維持補修を行い、地域住民の憩
いの場として、より快適に利用できる
よう維持管理に努める。

公園の点検　各月１回

月１回以上点
検した公園の
個所数１００％

2
観光情報総合発信事業

雑誌、新聞等の紙メディア、テレビ、
ラジオ等の放送メディア、さらにはイ
ンターネットのｗｅｂサイトやソーシャ
ルネットワークシステム（ＳＮＳ）など
を活用した観光情報を継続的に発
信することにより、誘客拡大を図るこ
とを目的とする。

・旅雑誌・新聞等への広告掲載、ラジ
オ・テレビ番組・インターネットやＳＮＳに
よる観光情報発信
・大規模イベント等へのブース参加、ＪＲ
東日本駅構内での看板掲示などによる
観光情報発信
・インバウンド推進に向けた観光情報発
信

観光客誘客人
数

観光・物産振興事業

関係機関と協力しながら、特産品の
販売を通じて栗原市の情報発信と
認知度の向上を図る。

・仙台圏や連携都市で開催される各
種物産市における販売と観光ＰＲ
・宮城ふるさとプラザ等におけるアン
テナショップへの出展と観光ＰＲ

※

１　観光・物産振興事業の物産市はわかるが、人数だけ
でなく内容の評価も説明されたい。

２　ＳＮＳやＨＰなどの閲覧数の評価も必要ではないか。
平時とコロナ禍を同じ目標数値では評価できない。アフ
ターコロナを見据えて情報発信を継続されたい。

３　コロナ禍に対応して「十文字商店定期便」に取り組ん
だことは評価できる。

４　公園管理では、草刈りが不十分だったり、ゴミの投げ
捨てが気になる。公園設備の老朽化が進んでいる。事故
のない遊具等の安全・安心を引き続き守られたい。行政と
ボランテイアとの連携などでの対応を検討されたい。

Ｃ

観光客誘客人
数

Ｃ

Ａ Ａ

※ ※

Ｂ

1

生物多様性の保全

１　水質だけを見ればその結果ですが、本事業は生物多
様性復元が目的であり、生物も指標になる。今後、集中
的に予算をつけて事業展開し、基本方針の”清らかな水
と豊かな緑に育まれ心安らぐまち”を本気で実現された
い。

２　コロナ禍でも参加人数が目標の２倍以上あり、評価で
きる。講義内容の改善も評価対象にされたい。

３　今後、獣害の増加が予測される。狩猟免許の新規取
得者を増やし、人材育成も重要な課題である。農作物の
被害拡充しており、電柵等の拡充を進められたい。2

ラムサール条約湿地とし
ての取組

水鳥の生息地として国際的に重要
な湿地及びそこに生息・生育する動
植物の保全を促し、湿地の懸命な
利用を進めるため。

公益財団法人伊豆沼内沼環境保全
財団の事業への協力や共催による
事業運営、ラムサール条約登録湿
地関係市町村会議への参加、伊豆
沼・内沼自然再生協議会への参
加、関係機関との連携並びに情報
交換など

自然体験講座
の参加人数 Ａ Ａ

3
有害鳥獣対策

昨今、野生動物の出没により、農作
物の被害が増加し、人的被害も懸
念されるため、市鳥獣被害防止対
策協議会や市鳥獣被害対策実施隊
と連携し、被害防止策を講じる。

・市鳥獣被害対策実施隊への費用
弁償、わな設置謝礼、クマ、シカの
わな見回りの際の費用弁償等の対
応。
・農作物被害防止防護設備設置補
助金、狩猟免許等取得補助金など

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

Ｃ Ｃ

イノシシによる
農作物の被害
面積／被害金
額

Ａ Ａ

伊豆沼・内沼自然再生
事業

※ ※

伊豆沼の溶存
酸素量

水生植物の適正な管理、沈水植物
の復元、在来魚類・貝類の増殖・移
植、水鳥飛来状況等のモニタリン
グ、湖沼内負荷対策、流入負荷の
低減、浅底化対策、観光業や農業
などの地域産業との連携など

伊豆沼・内沼の自然再生（昭和55年
7月の洪水被害を受ける以前の頃の
自然環境を取り戻すこと）を目指す。

豊かな自然の活用

1
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Ⅱ 資源を守り安心して快適に暮らせるまち

目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｅ

目標値 年間5件以下

実績値 3件

（環境課） 結　果 達成

目標値 年間1件以下

実績値 0件

（環境課） 結　果 達成

目標値 87.0%

実績値 82.6%

（施設課） 結　果 未達成

目標値 2,600ｍ

実績値 2,282ｍ

（施設課） 結　果 未達成

Ｆ

目標値 2箇所で4回実施

実績値 2箇所で4回実施

（環境課） 結　果 達成

目標値
測定：2地点
評価：6区間

実績値
測定：2地点
評価：6区間

（環境課） 結　果 達成

目標値 19事業所

実績値 4事業所

（環境課） 結　果 未達成

Ｃ Ｃ

3
水質検査

市等と事業者で締結している公害
防止協定において、水質に係る取り
決め（水質検査、結果報告等）があ
る場合は、定期的に水質検査の報
告を受け、水質汚濁の監視を行う。

公害防止協定において、水質に係
る取り決め（水質検査、結果報告義
務等）がある１９事業所から協定に基
づく報告を受ける。

報告を受け協
定を遵守する
事業所数

Ｄ

Ａ

Ａ

3
生活排水の適正な処理

生活及び地域環境の整備、公共用
水域の水質改善のため。

下水道接続率向上対策として、各
種補助制度の地区説明会を行うとと
もに、広報紙及びホームページ等で
広くＰＲしながら、接続率向上に努め
る。

水洗化率

Ｃ

Ｂ

１　今後も継続し把握して、データを保有されたい。

２　社会問題である。今後も常時監視を継続実施し、対応
されたい。

３　検査箇所数を増やして公表されたい。目標に対して
実績が少ないので、もっと拡大し、市としての協定の確認
をしてはどうか。酸性雨調査と騒音調査は、しっかり行わ
れているが、水質調査は毎年同じ事業所が報告していな
いため、改善策を講じられたい。

2
自動車騒音常時監視

主要幹線道路の自動車騒音レベル
を測定し、必要な評価を行い、市内
の自動車交通による騒音の状況を
把握する。

自動車騒音常時監視に係る実施計画を
策定（見直しを含む。）し、騒音の測定、
面的評価を実施する。 モニタリングの

区間及び調査
地点数

Ａ

モニタリング回
数

Ｄ

Ｃ

環境モニタリングの推進

1
酸性雪調査

大気汚染などにより酸性雨（雪）が
発生しており、特に東北地方では日
本海側で酸性雪が観測されている
ことから、モニタリングを行い、市内
の酸性雪の状況を把握する。

市内２箇所（市役所本庁舎及びハイ
ルザーム栗駒）において、毎年１月
下旬から２月中旬の時期に調査を
実施する。 Ａ

Ａ Ａ

Ｂ

１　小規模事業者の事業ゴミを燃やした煙などで困ってい
る人もいる。苦情が少ないことは評価できる。水質検査等
の常時監視は継続されたい。

２　例年、家庭のオイルタンクで漏油事故が発生している
ので、今後も市民向けに事故防止の広報を実施された
い。農家での農機具の管理上の徹底も必要ではないか。

３　住環境整備には生活排水は重要な施設であるため、
公共下水道及び集落排水等を促進して拡大することを期
待したい。

４　前年度より実績値が増えており、評価できる。市民の
健康被害防止のため、今後も事業を推進されたい。数値
目標の達成だけでなく、取り組み実践の内容を評価され
たい。

2

漏油等による水質事故
防止対策

漏油事故は、市民生活を脅かすお
それがあるため、迅速な対応による
被害拡大の防止を目指す。

関係機関の連絡体制及び漏油事故
時の対応を明確にするために作成
したマニュアルの更新（人事異動、
組織改編等の確認）するとともに、事
故対応時に必要となる資機材の適
正な在庫管理を行う。

漏油等による
水質事故件数
（初期対応の遅れ
による取水制限等
の事故発生件数）

Ａ Ａ

4
アスベスト対策の推進

アスベストに関する市民の健康被害
を防止するため。

アスベスト相談窓口の設置や石綿セ
メント管布設替工事を行う。

石綿管の更新

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

発生源対策の推進

1

苦情・公害関係による事
業者への指導

騒音・振動・悪臭等の公害苦情にお
ける原因者に対して、指導等による
改善を図り、住み良い街づくりを目
指す。

公害の未然防止対策を推進するとと
もに、関係機関との協力により公害
苦情の適正な処理に努める。
水質検査や酸性雪検査、自動車騒
音の常時監視による騒音測定を行
い、市民生活の環境の把握に努め
る。

公害苦情通報
件数
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目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｇ

目標値 760g/人･日

実績値 788g/人･日

（環境課） 結　果 未達成

目標値 65%以上

実績値 52%

（衛生センター） 結　果 未達成

目標値 10,000,000円

実績値 12,406,934円

（農林畜産課） 結　果 達成

目標値 100.0%

実績値 100.0%

（施設課） 結　果 達成

目標値 100.0%

実績値 100.0%

（施設課） 結　果 達成

目標値 １種類以上の使用

実績値 １種類以上の使用

（建設課） 結　果 達成

Ａ

4

下水道汚泥リサイクル処
理の推進

現在、瀬峰・高清水浄化センターから排
出された汚泥は、緑農地利用（肥料、コ
ンポスト化）や建設資材利用（セメント原
料化）を行っており、引き続き、脱水汚泥
の全量リサイクルを完遂することにより、
資源循環型社会の形成に寄与する。

瀬峰・高清水浄化センターから排出
された脱水汚泥を、緑農地利用（肥
料、コンポスト化）や建設資材（セメ
ント原料化）による全量リサイクルを
完遂する。

脱水汚泥のリ
サイクル率 Ａ

Ａ Ａ

Ａ6
建設廃棄物の再資源化

建設副産物のリサイクルを計画的か
つ効率的に実施

宮城県が策定した「宮城県グリーン
製品」の利用促進に関する指針を
参考に、所管する工事等において、
「宮城県グリーン製品」の利用促進
に努める。

「宮城県グリー
ン製品」を使
用可能な工事
で１種類以上
の使用

Ａ

Ａ

5

水道浄水場浄水発生土
のリサイクル処理の推進

水道の浄水過程で発生する浄水発
生土を、資源循環システムの構築と
環境への負荷の低減を目的に、リサ
イクル処理を行う。

浄水発生土を中間処理業者に排出
し、建設再生土として再利用する。

浄水発生土の
リサイクル率 Ａ

※ ※

Ａ

１　今後も市民への周知方法を工夫しながらゴミの減量化
を推進されたい。

２　リサイクル肥料の利用方法等について知っている市民
は少ないので、広報を強めて、利用拡大を促進された
い。

３　普及は進んでおり評価できるが、利用方法が知らない
市民も多いので、周知されたい。家畜排せつ物の適正処
理を推進するためにも、引き続き適切な管理運営に努め
られたい。

４　今後も全量再資源化されるよう事業を実施されたい。
全ての施設でのコンポスト化等の再利用ができるようにし
てリサイクルを進められたい。

５　浄水過程で出る土砂の建設事業の再利用は良いこと
で、今後とも継続されたい。

６　建設廃棄物の再資源化の利用は、目標値が低くはな
いか。

2

衛生センターから発生
する汚泥の肥料化

循環型資源再生利用の推進のため し尿の処理工程で発生する汚泥に
薬品を添加し脱水して、汚泥肥料と
して利用を希望する市民に無料で
配布している。

発生汚泥を堆
肥化し農地等
に還元した割
合

Ｃ Ｃ

3

有機センターの管理運
営

家畜排せつの適正な処理を行い、
生産された有機肥料を利用した環
境保全型農業を推進することによ
り、悪臭・水質汚濁等の畜産経営に
起因する環境汚染の防止と、経営
の合理化及び耕畜連携の促進を図
る。

堆肥搬入量、肥料生産量、肥料販
売量

肥料販売額

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

ごみの減量化・資源化の推進

1

一般廃棄物処理基本計
画の推進

栗原市一般廃棄物処理基本計画を
策定し栗原市、事業者及び市民が
循環型社会の形成を目指して、そ
れぞれが適切な役割分担のもとで
連携し、積極的に施策に取組んで
いく。

・ごみ収集カレンダーの発行による、
ごみの分別や減量化の周知
・いどう市民セミナーの実施

一人1日当たり
のごみ排出量
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目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｈ

目標値 60件以下

実績値 49件

（環境課） 結　果 達成

目標値 年１回以上

実績値 年１回実施

（環境課） 結　果 達成

目標値 年２回以上

実績値 年２回実施

（農林畜産課） 結　果 達成

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

不法投棄防止対策
※ ※不法投棄物撤

去件数

不法投棄パトロール、各地区一斉清
掃、資源回収事業、広報紙・看板設
置事業による啓発活動などを実施
する。

不法投棄を防止し、ゴミのない綺麗
な街づくりを目指す。

市の豊かな自然を守り、快適な生活
環境の保全を目指す。

公有地へ不法投棄されているごみ
を、関係団体（市公衆衛生組合連合
会及び（一財）宮城県産業資源循環
協会県北支部）と協力しながら期間
を定めて重点的に回収・撤去する。

Ａ

1

ごみの適正処理の推進

Ａ

１　取組に反映されたように、不法投棄ゴミは減っている。
道路沿いやチェーン脱着場の生活ゴミの投げ捨てが非
常に目立つので、こちらの対策にも力を入れられたい。

２　年１回でも実施することで意識付けができるので、今
後も実施されたい。

３　各農業団体と協力しながら進め、今後も引き続き適正
処理について周知されたい。農業用廃プラの回収は、成
果をあげているが、回収した廃プラがどのように処理され
ているかが可視化できれば、回収率はもっと上がるので
はないか。Ａ Ａ

3

農業用廃プラスチックの
適正処理

クリーンナップ
作戦の実施回
数

農業環境規範をはじめとした、人と
環境にやさしい農業を目指し、農業
用廃プラスチックの適正処理の周知
徹底と分別処理を実施することで、
循環型社会の形成に資する。

農業用廃プラスチックの適正処理を
推進するため、適正処理の周知徹
底と分別回収を実施する。 農業用廃プラ

スチックの回
収事業の実施
回数

Ａ

2

不法投棄ごみのクリーン
ナップ作戦
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Ⅲ 地球を思いやりやさしい暮らしを営むまち

目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｉ

目標値 100%

実績値 100%

（管財課） 結　果 達成

目標値
160,684㎏-CO2

（Ｒ2：19基）

実績値
16,476.30㎏-CO2

（Ｒ2：24基）

（建設課） 結　果 達成

目標値 32.8ｔ-CO2削減

実績値 33.5ｔ-CO2削減

（環境課） 結　果 達成

目標値
グリーン製品の品

目等の調査

実績値
グリーン製品の品

目等の調査

（管財課） 結　果 達成

目標値
国の再生エネルギー
施策の動向の把握

実績値
地熱発電及び風力
発電事業開発（企

業）に伴う協力

（環境課） 結　果 未達成

Ｊ

目標値
24,141,772kg-CO2

実績値
24,809,327kg-CO2

（379施設）

（環境課） 結　果 未達成

再生可能エネ
ルギーの利用
や普及方法の
検討

4

グリーン購入法に基づく
適合商品の購入推進

環境に与える負担ができるだけ少な
い製品を優先的に購入し、環境へ
の負担を軽減する。

事務用消耗品について、グリーン購
入法に基づく適合商品の購入を推
進する。

事務用消耗品
購入に占める
グリーン購入
法に基づく適
合商品の占め
る割合

・二酸化炭素排出量の算定
・第２期計画の検証

5

再生可能エネルギーの
普及や利用の検討

再生可能エネルギーの利用等につ
いて国のエネルギー政策の動向等
を見極めながら検討する。

国の再生可能エネルギー施策の動
向の把握

Ａ Ａ

※

１　地球温暖化対策は世界的に重要な施策なので、温暖
化対策の目標設定を明確にして計画を推進されたい。

Ｃ

※ ※

ＢＢ

Ａ Ａ

Ｂ

１　今後も引き続き低公害車を導入されたい。今後は世
界的に電気自動車が普及されるので、計画的に導入され
たい。

２　引き続きＬＥＤ灯への交換を促進されたい。

３　みやぎ環境交付金を活用し、引き続き目標を達成す
るよう事業を実施されたい。地球温暖化対策のためにも、
今後も市民へアピールして進められたい。

４　調査に３年もかける必要性が不透明である。グリーン
購入法に基づく適合商品の購入推進に向けて、具体的
な取組みを進められたい。

５　再生可能エネルギーの普及は期待されますが、大規
模太陽光、風力発電などが乱立している。再生可能エネ
ルギーの利用や普及の検討結果を取りまとめ、利用にあ
たっては市民に対して説明されたい。栗原市の再生可能
エネルギーの普及推進の基本的な具体策を作成し、予
算化されたい。

2

LED道路照明灯交換事
業

既存の道路照明灯において、水銀
灯が未だ残っており、環境負荷を低
減するための省エネルギーに係る
取り組みが急務となっている。

道路照明灯水銀灯をLED灯へ交換
（Ｒ2年度までに160,684㎏-CO2削
減）

二酸化炭素排
出量の削減 Ａ

Ｃ

Ａ

3

住宅用省エネルギー機
器の導入支援事業

みやぎ環境交付金を活用し、環境
負荷の少ない省エネルギー機器の
導入を推進する。

住宅用省エネルギー機器導入支援
事業の実施
・補助件数　40件
・補助対象機器　エコキュート、エコ
ワン、エコウィル、ペレットストーブ

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

省エネルギー・再生可能エネルギーの推進

1
低公害車の導入

低公害車の導入により地球温暖化
防止策を推進し低炭素社会の実現
を図る。

一般事務車両の更新に当たって
は、低公害車を購入し、順次、低公
害車への切り替えを行う。また、保有
車両の適正化（減）を図る。

一般事務連絡
用車両購入の
際の低公害車
の比率

二酸化炭素排
出量の削減

温室効果ガス
排出量

温室効果ガス排出量の削減に向けた対策の推進

1

栗原市地球温暖化対策
実行計画の推進

地球温暖化対策の推進に関する法
律第21条第1項に基づき、市役所の
事務事業に関して、職員自ら率先し
て温室効果ガスの排出削減に取り
組むことにより環境負荷の低減を図
ることを目的としている。
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Ⅳ みんなで環境を学び行動するまち

目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｋ

目標値 15校

実績値 16校

（学校教育課） 結　果 達成

目標値
実施回数10回、

理解した割合70％以
上

実績値 実施回数0回

（環境課） 結　果 未達成

目標値 4回

実績値 2回

（市政情報課） 結　果 未達成

目標値 100人

実績値 0人

（社会教育課） 結　果 未達成

目標値 500団体

実績値 508団体

（社会教育課） 結　果 達成

目標値 19校

実績値 12校

（ジオパーク推進室） 結　果 未達成

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

環境教育・環境学習の推進

1

学校での環境率先行動
の実施

身の回りの自然環境・社会環境とそ
れに関わる問題や環境の実態につ
いて関心をもたせ、調査活動や栽
培活動・清掃活動等の体験活動を
通して、より良い環境づくりのために
進んで行動しようとする意欲や実践
力を養う。

各学校で授業、行事等の実施計画
を立案するにあたり、環境に関する
活動等を計画するよう促す。

環境に関する
取組の実施
（幼稚園9園、
小学校12校、
中学校7校）

参加人数

Ａ Ａ

※

１　子どもの頃から環境に対する意識付けをすることは大
切だと思うので、今後も推進されたい。幼、小、中校の全
ての学校で環境に心がけて行動が出来る仕組を図られ
たい。環境学習の内容を整理して、副読本のようなテキス
トを作成されたい。

２　高校もしくは中学校生徒会にテーマを検討してもらう
方法を検討されたい。

３　コロナ禍で申し込みが少なかったと思うが、今後も市
民に多く活用されるような工夫なども検討しながら取り組
まれたい。

５　今後も各団体の情報共有を進められたい。人材活用
は、人材を育てて活用することも大切だと思われる。

6　ジオパーク学習は、高校生以上の評判は良く、小学校
での活用も進んでいる一方、中学校の授業でどのように
活用するか工夫が必要ではないか。

2
環境学習事業

ごみの分別や省エネの意識などは、
幼児期からの意識付けが重要であ
るため、市内の幼稚園で環境に係る
学習を実施することにより、環境意
識の高揚を図る。

幼稚園（年長組）を対象に、ごみの
分別の学習プログラムを実施する。

実施回数、学
習のアンケート
で理解した割
合

※ ※

3
い・ど・う市民セミナー

市民からの要望に応じ、集会や会
合の場に職員が出向き、セミナーを
通じて、市の仕事などを理解してい
ただくとともに、地域の課題などにつ
いて意見交換を行いながら、意見を
市政に反映させていく。

環境に係るセミナーの開催（３回予
定）
【セミナーメニュー】
　・環境基本計画
　・ごみを減らそう！
　・ごみ処理施設の視察研修Ⅰ
　・ごみ処理施設の視察研修Ⅱ
　・放射能について

環境に係るセ
ミナーの開催
回数

※ ※

Ａ

※

6
ジオパーク学習

自然環境との関係性を認識して、保
全の必要性について考え、新たな
価値観や行動を生み出せる人材を
育てる。

校長会や教育研究会、学校教育関
係者に対しジオパーク学習の説明
会を実施する。

取組み学校数 ※ ※

Ａ

4
くりはら市民大学

自分たちが暮らす栗原市について
学習ができ、日常生活を快適なもの
にすることができるよう、暮らしに関
わる情報や健康等について学べる
市民大学を開設するもの。

暮らしに関わる情報や健康等につ
いて学べる講座を年7回開催（うち1
回は基調講演とし、これまでの心に
きざむ文化講演会を兼ねる） ※

5

「まなびの財箱」人材バ
ンクのリスト作成

市民のライフステージにあった自主
的な学習活動や社会参加活動を支
援・奨励するため、指導者に関する
必要な社会教育関係団体の情報を
提供することにより、生涯学習の振
興を図る。

社会教育関係団体の登録を随時受
付、登録団体の情報共有（社会教
育課及び各教育センター、市内社
会教育施設及び体育施設（指定管
理施設）並びに庁内内部情報系シ
ステム共有文書掲載）

登録団体数
（社会教育団
体）
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目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｌ

目標値
団体数7団体以上

活動人数200人以上

実績値
団体数5団体

活動人数154人

（建設課） 結　果 未達成

目標値 128団体

実績値 130団体

（建設課） 結　果 達成

目標値 5団体

実績値 7団体

（建設課） 結　果 達成

目標値 18回

実績値 10回

（環境課） 結　果 未達成

目標値 19団体

実績値 19団体

（市民協働課） 結　果 達成

目標値 5回以上

実績値 2回

（産業戦略課） 結　果 未達成

Ｍ

目標値 年間44回以上

実績値 年間36回

（環境課） 結　果 未達成

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

環境保全活動の推進

1

市民団体と連携した違
反広告物の撤去（違反
広告物除去サポーター
制度）

くりはら違反広告物除去サポーター
制度要綱に基づく、ボランティア団
体（除去サポーター）が簡易な違反
広告物（電柱のはり紙等）を除去し、
良好な景観を形成する。

団体が、各計画に基づき各地域を
巡回し、簡易な違法広告物を除去
活動を支援する。

活動団体数及
び活動人数

5

栗原市コミュニティ組織
一括交付金制度

地域コミュニティ活動の活性化を図
る。また、地域の環境美化意識の高
揚と公衆衛生の向上を図る。

自治会やコミュニティ推進協議会が
実施する道路愛護、花植栽整備、ご
み集積所設置等の事業に対し、コ
ミュニティ組織一括交付金の交付に
より活動費用の一部を支援する。

コミュニティ推
進協議会設立
数

Ｃ Ｃ

Ｂ

１　違反広告撤去数の報告を入れられたい。今後も取組
を継続して実施されたい。

２　現状、年１回の除草作業分の予算しかなく、雑草は伸
び放題、年に２回実施を望みます。高齢化と後継者不足
により活動団体が衰退化していく中で、改善方法を説明
する会を開催して、活動の推進を図られたい。

３　各団体は創意工夫をして進めているが、活動を続ける
ためにも研修会や講習会を開催し促進されたい。

４　コロナで中止になったが、きちんと継続していることが
大事である。

５　各団体は事業実施に向けていろいろな工夫をして進
めており良い制度であるので、今後も説明会等を開催し
て拡大を図り、多くの地区が制度を利用できるように取り
組まれたい。

６　企業の研修会の継続は重要。その内容には地球温暖
化対策やSDGsを取り上げられたい。

2

環境美化運動の推進
（河川愛護会）

河川愛護精神の高揚と併せて河川
管理整備事業を促進する。

河川敷や堤防等の除草作業

活動団体数 Ａ Ａ

3

道路の緑化、植栽整備
（スマイルロードくりはら・
プログラム）

地域のボランティア活動の活性化及
び道路に関する地域環境の維持向
上を通じ、官民のパートナーシップ
の構築と住民参加のまちづくりを図
る。

各団体の地域での市道におけるボ
ランティア活動としての清掃や緑化
作業に対する活動を支援する。

活動団体数 Ａ Ａ

※

6

市内企業の自主的な環
境関連活動への支援

市内企業の自主的な環境関連活動
を支援し、環境保全活動を推進す
る。

・栗原エコフォーラムへの支援（会議へ
のオブザーバー出席、市内のクリーン
キャンペーン、草刈り自粛期間の情報提
供等）
・大林企業協議会への支援（会議への
出席、市内のクリーンキャンペーン、草
刈り自粛期間の情報提供等）

市内企業への
環境関連の情
報提供回数

※ ※

Ｂ

4

市民と連携した清掃等
の活動

自然環境を保全しながら次世代に
引き継ぐため、不法に投棄されてい
るゴミを回収する。

各地区の一斉清掃や伊豆沼・内沼
クリーンキャンペーンを市民と連携し
て実施する。 市民連携した

清掃活動等の
実施回数

※

Ｃ Ｃ Ｃ

１　広報紙やＳＮＳ等により、幅広い年齢層に向けた広報
活動を今後も実施されたい。環境情報の目標値が高いの
で不十分だが内容はしっかり行っている。また、市民に伝
わる情報の発信が課題である。

Ｂ

情報発信回数

環境情報の発信

1

広報紙、ホームページ
等を通じた環境情報の
発信

毎月発行している市の広報「くりは
ら」や市ホームページ等で環境に関
する情報を発信する。

・一般廃棄物の分別方法やごみの
減量化、環境モニタリング結果等に
ついて、市民に対し周知を行う。
・市フェイスブック等を活用し、環境
教育事業等の情報発信を行う。
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Ⅴ 放射性物質による不安を解消し安心して暮らせるまち

目的（何のため） 計画（何をどのように） 目標項目
担当課
評　価

審議会
評　価

施策
評価

総評

Ｎ

目標値 125箇所

実績値 125箇所

（放射性廃棄物等対策室） 結　果 達成

目標値
放射能測定申請さ

れた品目数

実績値
放射能測定申請さ

れた品目数

（放射性廃棄物等対策室） 結　果 達成

目標値 188検体

実績値 188検体

（施設課） 結　果 達成

ＡＡ

施策・事業名
（担当課）

Ｒ２進捗状況

測定・監視の継続

1
放射線の測定業務

平成23年3月11日に発生した東北地方
太平洋沖地震（東日本大震災）によって
引き起こされた福島第一原子力発電所
事故に起因する市内における放射線量
を定期的に観測し、状況の把握を図ると
ともに広報やホームページ等により市民
に情報を提供する。

教育施設や保管施設等における測
定

放射線の測定
箇所

Ａ

１　情報提供することにより、市民は安心安全で暮らせる
ため、評価できる。市民の不安が解消されるよう、放射性
物質の調査は今後も継続して実施し、結果を公表された
い。

２　一般財源で行っているため、消費者が安心できてい
る。

３　市民に安全であることの周知を徹底するためにも、継
続されたい。

2
食品等放射性物質検査

平成23年3月11日に発生した東北
地方太平洋沖地震（東日本大震災）
によって引き起こされた福島第一原
子力発電所事故に起因する市内に
おける放射線量を定期的に観測し、
状況の把握を図る。

食品等放射性物質検査：自家消費
食品の測定（1申請2品目まで）

放射性物質検
査の対象品目 Ａ Ａ

3

水道水中の放射性物質
モニタリング調査

東日本大震災による東京電力株式
会社福島第一原子力発電所の放射
性物質漏えい事故に伴い、水道水
及び浄水発生土中における放射性
セシウムのモニタリング調査を行うも
の。

稼働施設の水道水及び浄水発生土
を採取し、検査機関において測定を
行う。
水道水の測定（4回/年）、浄水発生
土の測定（12回/年）

検体数 Ａ Ａ
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