
〔生活経済部 生活環境課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

04010303 畜犬登録及び狂犬病予防事業 269

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 819 815 △ 4

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 819 815 △ 4 犬の登録手数料　外

一般財源

　狂犬病の発生や拡散を予防するために，飼い主へのルールの周知及びマナーの向上を図ることで，接種率を向
上させ，狂犬病の発生を防止する。

　犬の登録や予防接種の義務について，市広報，ホームページ及びＳＮＳで周知・啓発を図ったほか，引き続き
動物病院に注射済票の預託を実施し，接種率の向上及び未登録の解消に努めた。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

登録頭数 頭 4,366 4,334 4,319 4,400

接種済頭数 頭 3,190 3,235 3,176 3,300

　接種率は，ここ数年は横ばいであるため，飼い主の狂犬病予防接種への意識の啓発を図り，接種率の増加に努
めていく。
・登録頭数　　4,319頭（前年度4,334頭）
・接種済頭数　3,176頭（前年度3,235頭）
・接種率　　　 73.5％（前年度 74.6％）

　狂犬病予防法に基づく事業として継続していく。

狂犬病予防集合注射の様子
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

04010306 雑草除去事業 269

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 2,189 2,037 △ 152

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 2,134 2,022 △ 112 雑草除去受託料

一般財源 55 15 △ 40

　空き地に繁茂する雑草について，適正管理の指導及び啓発を行い，安全で衛生的かつ快適な生活環境を保全す
る。

　市で雑草の除去を年1回行っている。苦情等が多く寄せられている場所については，土地の所有者に早めの通
知を行い，雑草除去の依頼を促した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

除去率 ％ 90.70 99.40 97.90 100.00

　通知による雑草除去の業者情報や2回以上の除草の推奨，苦情箇所の早期除草の実施を行ったが，効果は横ば
いとなっている。
　・委託件数　　　　84件　　（前年度　87件）
　・委託面積　　16,594㎡　　（前年度　18,235㎡）
　・除去率　　　 97.90％　　（前年度　99.35％）

　空き地に繁茂した雑草を除去することは，枯れ草による火災防止や空き巣などの防犯，害虫の発生等の防止な
ど，周辺地域の生活環境の保全につながることから維持していく必要がある。

04010501 公害・放射線対策事業 271

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 5,174 5,213 39

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 5,174 5,213 39

　水質，騒音・振動，大気（二酸化窒素）及び空間放射線量の現況を把握することにより，公害などの発生を未
然に防止するとともに，発生した場合には，速やかな対応を行うことで市民の健康を守り快適な生活環境を保全
する。
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

・地下水，農業用水，河川水，騒音・振動，二酸化窒素の調査を実施した。
　地下水：16箇所実施し，内6箇所が基準超過のため，井戸所有者に飲用しないよう連絡した。
　農業用水，河川水：17箇所実施し，内1箇所が基準超過であった。超過物質が亜鉛のため自然流出と考えられ
る。
　騒音・振動：15箇所実施したが，要請限度の超過箇所はなかった。
　二酸化窒素：31箇所実施したが，基準超過はなかった。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

基準値超過件数（地下水，農業用水，河川水） 件 12 7 7 0

基準値超過件数（騒音・振動，二酸化窒素） 件 2 0 0 0

　地下水，農業用水，河川水，騒音・振動，二酸化窒素の調査を実施した。水質等の基準を超過した箇所数は横
ばいとなっており，引き続き公害防止と快適な生活環境の保全を維持していく。

　守谷市公害防止条例に基づき公害の状態を把握するもので，河川や地下水の水質，幹線道路沿線の騒音・振動
など，公的箇所の環境状況調査は，今後も市が行う必要がある。

04020104 廃棄物減量等啓発事業 275

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,832 4,753 △ 79

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 4,832 4,753 △ 79

　家庭系ごみの排出量を削減する。

自動車騒音・振動測定の様子
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

・各地区の廃棄物減量等推進員に，ごみ減量の啓発活動として町内会で管理しているごみ集積所での立哨をお願
いし，分別等の指導と分別状況の把握に努めていただいた。
・ごみの減量対策として，生ごみ減量キャンペーンを実施し，生ごみ絞り器を配布した。
・常総環境センターで実施している生ごみたい肥化モデル事業の推進を図った。
・平成29年度資源物回収実施団体：61団体，回収量：890.8t，：報奨金の額：4,454,100円

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

１人１日当たりのごみ総排出量 ｇ/日・人 793 775 771 781

　平成24年度から，ごみの分別を5種16分別に変更し，当初は1人1日当たりのごみ排出量は減少したが，現在は
横ばい状況である。

　廃棄物減量等推進員に，引き続き地区内におけるごみ減量の啓発活動をお願いするとともに，広報紙やＳＮ
Ｓ，市ＨＰ等を通じ啓発を行っていく。

04020109 塵芥収集事業 275

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 224,894 228,432 3,538

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 12,341 12,820 479 資源物（古紙類）売払代　外

一般財源 212,553 215,612 3,059

　一般廃棄物の適正かつ安定的な収集運搬を行うとともに，ごみ集積所の適正管理等による生活環境の保全と公
衆衛生の向上を図る。

・市内を3エリアに分け3業者と収集契約を締結し実施した。
・集積所設置の際は，適切な収集が行えるよう，設置者(管理者)への指導・助言を行った。
・ごみ出しが困難な高齢者等への支援策検討の一環として，要支援の高齢者を対象に戸別回収の実証実験を実施
した。

廃棄物減量等推進員会議の様子
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

ごみ集積所数 箇所 1,418 1,498 1,535 1,645

家庭系年間ごみ収集量（行政回収分のみ・資源含） t 14,663 14,410 14,284 15,583

　宅地開発や集合住宅の増加に伴いごみ集積所数も増加しているが，家庭系のごみ排出量は横ばい(事業系を含
むごみ総量は微増）になっている。

　全国的に高齢化が進んでおり，ごみ集積所までのごみ出しが困難な世帯が増加すると思われるため，回収方法
や粗大ごみ以外の有料化など検討が必要である。

04020112 不法投棄対策事業 277

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,937 2,905 968

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 1,937 2,905 968

　不法投棄された廃棄物を適正に処理するとともに，不法投棄を行いにくい環境を作るなど，再発防止対策を行
い，市民や事業者の生活環境に対する意識の向上を促し，快適な生活環境の保全に寄与する。
　また，ポイ捨てごみや犬等の糞のない，快適な生活環境の形成を図る。

　不法投棄を確認した際には，現場を保存するとともに速やかに警察に通報し，土地所有者や管理者に対し助言
や看板設置を促した。
　守谷駅周辺のポイ捨て等防止について，毎年，条例施行月である5月にキャンペーンを行っており，今年度も
市民はもちろんのこと守谷駅利用者に啓発を行った。

ごみ収集の様子
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

　不法投棄件数は，年間10件前後で推移しているが，投棄されたものは家庭の粗大ごみが主なものであり，人口
流動が活発な当市の特徴的な傾向であると考えられる。
　また，守谷駅周辺において，ポイ捨て等防止指導員によるパトロールを実施しているが，年間の指導件数はほ
ぼ横ばいである。
【指導員パトロール結果】
　・注意指導件数　　78件
　・過料徴収者数　　 0件

　不法投棄を未然に防ぐには，パトロールが有効であることから，警察や茨城県ボランティアＵ.Ｄ.監視員と連
携して実施していく。
　守谷駅周辺のポイ捨て等の防止については，引き続きポイ捨て等指導員による強化区域のパトロールを実施
し，ポイ捨て等による迷惑行為に対する意識向上を図っていく。

（実績） （目標値）

不法投棄件数（公共施設・道路） 件 6 13 12 10

守谷駅前クリーン活動の様子
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