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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価

　

Action　修正及び改善

景観保全意識の高揚

都市景観形成事業

景観の整備

市道樹木管理事業

都市再生整備計画事業

632 393

平成２５年６月に施行された防府市景観条例の周知を図
るため、また、新たな景観の発掘のため継続すべき。

県街路整備事業
64,504 63,000 維持継続

維持継続 都市計画課

都市計画課

県が行う街路整備に伴う事業負担であり、継続すべき。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

施策の
基本方針

　景観への市民意識の高揚を図りながら、親しまれてきた自然や街並み、建造物を保存するとともに、地
域特性を活かした都市景観の形成に努めます。

市民満足度
「美しい景観やまちなみが数多く残されている」
と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

35% － 55%

平成２５年度　行政評価調書

施　策 景観の保全・形成 整理番号 ５－６

目標指標
景観形成整備地区数（延べ
数）

現状（平成21年度） 平成24年度 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1地区 1地区 1地区 2地区

都市計画課

都市再生整備計画に基づく整備により、景観に配慮され
た街並みが促進されており、観光客の増加にも繋がる。

33,576 34,583 維持継続 都市計画課

景観形成や緑化推進に必要な事業であり、市が実施し
なければ支障がでる事業である。

有効でなかった

236,736 58,430 維持継続

大幅に遅れている

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための創意工夫はあるか

　都市再生整備計画事業の第1期計画（宮市・国衙地区）は、第7回まち交大賞で創意工夫大賞を受賞し
た。これは、歴史的文化資産の保存と都市基盤施設整備の調和・共存するまちづくりが評価されたもの
で、第２期計画（宮市・三田尻地区）についても、同様な取組みが求められる。
　宮市地区は、安全で快適な生活道路、ゆっくり観光・回遊できる地区として、（都）宮市天神前線の通過
交通の抑制とともに、地区全体で交通対策に取組むことが必要である。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

防府市景観条例の施行、周知を図ることにより景観保意
識の醸成を図っている。また、緑化の推進など景観に配
慮した事業や整備を行っており施策は想定どおりに進ん
でいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

電柱地中化などにより、観光や文化財などその他事業と
密接に連携しながら推進され、まちの活性化に効果を上
げている。

総合計画の中間
年度をチェックポ

目標指標は 
毎年度測定します。 

政策・施
策の進

事業ヒアリング及び
担当課コメント等か
ら、企画政策課が事
業を評価し、方向性
を判断します。 

※基本計画 
施策を構成する 
詳細施策を網羅 

各課が実施中の 
事務事業を網羅 

事業に対する評価
です。 

施策の達成度と有
効性について、企画
政策課が総合的に
判断し、コメントしま
す。 

施策の課題や

将来の方向性

などを関係部

次長がコメント

します。 





Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

244

ＣＯ2削減運動取組事業所
数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

維持継続

880 940

目標（平成32年度）

82事業所 55事業所

森林公園を適正に管理することにより保安林の機能を十
分に果たしている。継続すべき事業である。

森林公園管理事業

森林の保全のため、森林病害虫等の早期駆除は継続し
て実施する必要がある。

松くい虫伐倒駆除事業

森林ボランティアの清掃活動等により、佐波川の清流の保全を行って
いる。佐波川の環境保全のため継続すべき事業である。

佐波川流域連携森林整備事業

事務事業
評価コメント

環境の現況調査や環境負荷源の監視を継続するとともに、調査結果
等については、今後もＨＰ等により広く周知する必要がある。

環境対策事業

地球温暖化対策事業

事務事業評価
H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課

20,115 20,093

林務水産課

維持継続 林務水産課

維持継続 林務水産課

維持継続

ＣＯ2削減運動取組事業所数が減少傾向にある。地球温暖化対策に
企業の協力は不可欠のため、増加に向けて工夫が必要である。

優良な農地や水路などの生産資源、豊かな農村環境を
維持するために必要な事業である。

引き続き、市有林の適正な管理により、森林の持つ多様
な機能を保持するために必要である。

水質に関する環境基準達
成状況（測定項目：ＢＯＤ、
ＣＯＤ、全窒素、全りん）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

12／14項目・地点 12／14項目・地点 14／14項目・地点 14／14項目・地点

4,322 9,541 維持継続 生活安全課

維持改善 生活安全課

10,872 8,926

22,580 31,783

農業農村課9,770 10,198
農地・水・環境保全向上対策事業

市有林管理事業

維持継続 林務水産課224

環境保全対策の充実

地球温暖化対策の推進

自然保護対策の推進

平成２５年度　行政評価調書

施　策 環境保全対策の推進 整理番号 １－１

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

　環境状況の監視・測定及び公害発生源の調査等を継続して実施するとともに、複雑化、多様化する地
域環境の問題の解決を図るため、環境を管理していく機能の強化に努めます。
　地球温暖化対策においては、身近な生活から継続して取組が行われるよう、実践活動をともなう啓発事
業や太陽光発電などの新エネルギーの普及、省エネルギー型製品の導入などを促進します。また、自然
との共生のため、自然環境の保全や再生を図るなど生物多様性の確保に配慮した自然保護対策を推進
します。

「豊かで美しい自然が身近にある」と思う市民
の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

70% － 80%
市民満足度

詳細施策

120事業所 160事業所

目標指標

1



Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　公害発生源の監視、測定などの取組みを続けるほか、良好な環境を将来に引き継いでいくための施策
を積極的に展開することが求められている。そのためには、事業者や市民一人ひとりの環境に対する意
識を高めていくことが重要であり、行政が先頭にたって、節電や交通手段の改善、再生可能エネルギー
の普及を促進するなどの取組みを進めていく必要がある。中でも、ＣＯ2削減運動に取り組む事業所の増
加を図ることが当面の課題である。
　また、地球温暖化防止を含め多面的な公益的機能を有する森林を維持するため、市有林の保育事業
を推進し、市民の森林整備の重要性の意識高揚を図り、市有林だけでなく市内全域での森林整備を促
進する必要がある。

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

市民を巻き込んだ事業が計画的・継続的に実施されて
おり、環境保全意識の醸成を図っているが、ＣＯ2削減運
動取組事業所数を増やす努力をする必要がある。

概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

環境状況の監視・測定及び公害発生源の調査等を実施するとともに、地球温
暖化対策において啓発事業や新エネルギーの普及などを継続して行ってい
る。しかし、目標指標のＣＯ2削減運動取組事業所数が大幅に減少しており、
協力事業者数を増やすよう工夫して取り組む必要がある。

想定どおりに進んでいる
○

○ あまり有効でなかった
有効でなかった
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

クリーンセンター管理経費
クリーンセンターの業務を円滑に実施するために必要な
事業である。

ごみ収集運搬業務
市民の日常生活に最も密着した行政サービスであるた
め継続すべき事業である。

維持継続 クリーンセンター

クリーンセンター107,771 26,947 維持継続
最終処分場処理業務

最終処分場は必要不可欠なため、引き続き計画的な維
持管理を行う必要がある。

ごみの再生・再利用の推進は、上位施策である循環型
社会の形成に大きく貢献している。（他事業統合予定）

指定ごみ袋推進事業
60,839 71,252

事務事業

維持継続 クリーンセンター

引き続き、有料化した指定ごみ袋による排出方法により、ごみ
を減らすという意識の高揚を図っている。（他事業統合予定）

123,577 187,243

8,543 11,004 維持継続

8% 24%以上 24%以上

環境衛生活動促進事業
地域における環境衛生活動を支援する事業であり、継
続すべき事業である。

3,700 4,905

クリーンセンター

維持継続 クリーンセンター

ごみ再生・利用促進事業
74,255 105,463 維持継続 クリーンセンター

　容器包装リサイクル法対象品目の完全実施に向けた分別対象品目の拡大を行うとともに、市民・事業
者・行政が協働して「ごみの３Ｒ（発生抑制・再使用・再資源化）」の推進を図ります。
　新しいごみ処理施設（焼却施設、リサイクル施設）については、「ごみの３Ｒ」を基本とした循環型社会が
構築できる施設として位置づけ、一体的かつ効率的な整備・運営を基本とした施設整備を行っていきま
す。

市民満足度
現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

ごみリサイクル率
平成21年度

－ 80%

平成２５年度　行政評価調書

施　策 循環型社会の形成 整理番号 １－２

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

目標指標

一人あたりのごみ（可燃ご
み、不燃ごみ）排出量（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

400㎏ 391㎏ 380㎏ 370㎏

施策の
基本方針

現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

10%

「ごみの減量やリサイクル活動、分別収集など
が適正に行われている」と思う市民の割合 73%

３Ｒ（発生抑制・再使用・再
資源化）の推進

ごみ処理対策の充実

ごみ減量化事業
1,014 2,100 維持継続 クリーンセンター

ごみの発生抑制、再使用、再資源化を行政と市民が一体と
なって取り組んでおり、継続すべき事業。（他事業統合予定）
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　平成２６年４月の新ごみ処理施設の稼動に向けたごみ搬入方法の変更等を十分に周知するとともに、
新たに設ける啓発施設の有効活用等を通して、ごみ減量化・再使用・再資源化の推進を積極的に展開
して行く必要がある。
　また、新施設稼動に併せて実施する「資源ごみ」への３品目の追加や「危険ごみ」６品目の分別など３Ｒ
運動の実践活動を展開するために、自治会等を通じて、市民の理解、協力を得るための周知を十分に
行う必要がある。

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

平成２６年４月「廃棄物処理施設」の供用開始を以って、ごみ
の３Ｒ（発生抑制・再使用・再資源化）を基本とした循環型社会
の形成に大きく前進する。今年度、ごみの分別について全自
治会に説明会を行う予定であり、想定どおりに進んでいる。

○

有効であった
○ 概ね有効であった

あまり有効でなかった
有効でなかった

破砕場処理業務
37,249 41,501 維持継続 クリーンセンター

市民の日常生活に最も密着した行政サービスであるた
め継続すべき事業である。

維持継続 クリーンセンター

評価
コメント

目標指標のリサイクル率の数値が低いが、来年度から容
器包装リサイクル法対象品目の完全実施に取り組む予
定であり数値は高くなると予想される。各事業は粛々と実
施されており、施策は概ね有効である。

5,897,949 3,595,446
廃棄物処理施設建設事業

上位施策である循環型社会の形成に大きく貢献する事
業である。

一斉清掃事業
27,303 28,216 維持継続 クリーンセンター

市民のごみに対する減量意識の高揚を図り、ごみ発生
抑制に繋がっている。（他事業統合予定）

ごみ処理対策の充実

焼却場処理業務
231,200 142,495 維持継続 クリーンセンター

市民の日常生活に最も密着した行政サービスであるた
め継続すべき事業である。（他事業統合予定）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

生活排水・し尿処理対策の
充実

環境美化の推進

斎場・霊園等の適正管理

平成２５年度　行政評価調書

施　策 環境衛生の推進 整理番号 １－３

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

「地域で清掃などの環境美化活動が進められ
ている」と思う市民の割合 67% － 80%

施策の
基本方針

　迅速なし尿収集ができる体制の確保に努めるとともに、浄化槽設置のための啓発活動を進めます。
また、防府市環境衛生推進協議会（現　防府市快適環境づくり推進協議会）との連携を強化し、地域の
環境美化活動に対する必要な支援を行います。
　環境衛生を向上させるため、斎場については、施設を安定的に稼動させるための点検、整備に努めま
す。市営墓地については、無縁区画を整備するとともに、将来の墓地需要に対応した施策を推進しま
す。

市民満足度
現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

目標指標

浄化槽設置基数（年間）
平成21年度 現状（平成24年度）

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

151基 175基 220基 220基

新規貸出墓地等の区画数
（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

― 71区画 100区画 200区画

浄化槽設置整備事業
公共下水道の計画区域外の専用住宅を対象とした補助事業
であり、市全体の水質保全に大きな役割を果たしている。

18,135 22,043

2,409 2,494

155,467 164,954 維持継続 クリーンセンター

し尿処理業務
市民の日常生活に最も密着した行政サービスであるた
め継続すべき事業である。

76,919 78,240 維持継続 下水道整備課

畜犬登録事業
狂犬病の発生予防に資するため、法に基づき市が実施
しなければならない事業である。

環境衛生推進事業
衛生思想の普及向上や地域の清掃美化活動を今後も
推進していく。

維持継続 生活安全課

維持継続 生活安全課

56,932 62,740

8,882 48,945

4,639 3,967

大光寺原霊園維持管理経費
多様化する墓地需要に対応するため、適切な墓地管理
が必要である。

斎場運営業務
火葬業務は市民にとって必要不可欠な事業である。

クリーンセンター

生活安全課

維持継続

維持改善

維持改善
市営墓地維持管理経費

多様化する墓地需要に対応するため、適切な墓地管理
が必要である。

クリーンセンター1,295 1,440 維持継続
葬儀所業務

遺体搬送業務を廃止したが、引き続き祭壇の搬送や組
立等を行う。

生活安全課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

○ 想定どおりに進んでいる
市民の安全な暮らしに不可欠な環境衛生の推進について、浄化槽の
設置や新規貸出墓地等の区画整備など、計画的に施策が推進され
ている。高齢化の進展による墓地需要の拡大が予想されるため、対
応を検討する必要はあるが、施策は想定どおりに進んでいる。

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　毎年実施している市民一斉清掃により、多くの市民が参加し、環境への関心を高めてもらえるよう開催
方法や活動内容等を見直すほか、様々な清掃美化活動にボランティアが参加しやすい仕組みづくりや
支援策等を検討する必要がある。
　また、墓地については、現在計画的に無縁区画を整備し、毎年２０基程度の新規貸出しを行っている
が、高齢化や核家族化、さらには墓地に対する市民の意識の変化が進んでいることなどから、将来の墓
地需要を見極め、公営墓地のあり方や今後の方向性を早急に示すことが求められている。

有効であった
評価

コメント
目標指標の達成状況は計画どおりであり、全体として概
ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

消防力の充実強化

救急体制の充実強化

維持継続 消防本部警防課

救急隊員等教育訓練実施事業
職員の資質向上は年々増加する救急需要に対応するた
めに重要である。

527 2,432

6,658 7,160
救急業務運営事業

救急業務を円滑に実施するうえで必要な事業である。

消防本部警防課維持継続

維持継続 総務課
ＡＥＤ管理事業

多くの市民が訪れる公的施設等に設置することで市民
の安全と安心を図るため必要である。

4,882 5,265

49,556 70,653
消防車両等整備事業

各種補助事業を活用して消防車両を計画的に更新して
いる。消防力の充実のため継続すべき事業である。

消防本部警防課維持継続

維持継続 消防本部消防総務課

消防職員教育訓練実施事業
職員の資質向上は各種災害から市民の生命・財産を守
るために必要である。

2,755 4,078

8,241 5,310
消防・救助資機材等整備事業

市民の生命・財産を守るために必要な事業であり、今後
も計画的に実施すべき事業である。

43,691 44,438 維持継続 消防本部消防総務課

維持継続 消防本部消防署

消防本部管理経費
消防業務を円滑に実施するために必要な事業である。

777 287 維持継続 消防本部予防課

火災予防啓発事業
各種行事において火災予防意識の向上を図っている。火災予
防は意識付けが重要なため継続して実施すべき事業である。

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

火災の予防

市民満足度
「消防や救急の体制が整っている」と思う市民
の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

62% － 80%

目標指標
普通救命講習受講者数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1,446人 1,066人 1,700人 2,000人

平成２５年度　行政評価調書

施　策 消防・救急体制の充実 整理番号 １－４

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

　あらゆる種類の災害から市民の生命、財産などを守るため、消防の広域化を視野に入れながら、警防、
予防、救急、救助、防災に係る各体制の充実と強化に努めます。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

有効であった
評価

コメント

問題になる火災や事故等も無く、また救急救命の分野に
も大きな問題は発生していない。設備等の更新も計画的
に為されており、施策は概ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

非常備消防の充実

消防施設の整備

55,167 55,913 消防本部消防総務課

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

 火災については、依然、死傷者に占める高齢者の割合が高いことから、火災の早期発見につながる住
宅用火災警報器の設置率１００％に向け、更なる啓発活動が必要である。
　 また、救急需要も増加の一途をたどっていることから、救急車の適正利用について、引き続き、市民等
に対するPRに努めるとともに、普通救命講習等の救急に関する講習会への市民参加を呼びかけていくこ
とが必要であると考える。

消防本部消防総務課

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

諸事業は計画的に実施されており、施設・資機材等の整
備計画も十分検討されている。警防、予防、救急、救
助、防災に係る各体制の充実と強化は想定どおりに進
んでいる。

○

228 427 維持継続
消防団員教育訓練実施事業

消防団員の資質向上は市民の安全・安心に寄与するも
のであり継続すべき事業である。

1,455 1,700 維持継続 消防本部消防総務課

消防団消防器庫整備事業
各種災害時の地域防災施設として、老朽化による立替
えや耐震化整備が必要である。

16,615 16,939

維持継続

消防水利整備事業
更新する消火栓以上に更新が必要な消火栓があり、計
画について検討する必要がある。

消防本部警防課維持改善

消防団運営事業
消防団は災害等の防除活動に従事する防災組織であり、地域
の災害時に重要な役割を果たすため継続すべき事業である。

維持継続 消防本部通信指令課

通信指令課施設整備事業
１１９番通報を受付ける施設であり、安定的な業務実施
のための環境整備は必須である。

44,510 19,636

3,639 3,214
消防庁舎管理業務

東出張所においては、老朽化や豪雨時の浸水対策等か
ら牟礼分団器庫とともに移転等の検討が必要である。

消防本部消防総務課維持改善
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

防災意識の高揚

防災体制の強化

維持継続 林務水産課
林務水産課水防業務

災害時の漁港背後集落の浸水被害を防止するための事業であり、市
民の安全な生活環境のために必要である。

400 1

維持継続 農業農村課
農業農村課水防業務

台風及び集中豪雨における緊急時に対応するための費
用であり必要である。

146 1

4,250 6,654
防災組織・関係機関連携強化事
業 災害時に対応するため、各組織の強化やそれぞれの役

割を認識しておく必要がある。

防災危機管理課維持継続

維持継続 防災危機管理課

防災倉庫・避難所等整備事業
災害時の避難所の確保及び避難生活に必要な物資の
備蓄は必要である。

3,398 3,651

20,839 42,467
防災情報伝達体制整備事業

災害時の緊急告知放送は受信エリアが市内全域をカバーできていない。迅速
で的確な情報発信をするため、その環境整備等は必要である。

1,686 17,415 維持継続
防災危機管理課

河川港湾課

維持改善 防災危機管理課

防災広報啓発推進事業
防災知識の普及や防災意識の啓発のため、危険箇所
等の情報提供等は継続的に行う必要がある。

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

591 4,135 維持継続 防災危機管理課

防災訓練・講習会等実施事業
防災意識の効用を図るため、継続して実施する必要が
ある。

1,000人

平成２５年度　行政評価調書

施　策 防災対策の充実 整理番号 １－５

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

　市民の生命、財産などを守るため、常日頃から、地域や学校での講習会や防災訓練等を実施し、防災
に対する意識の高揚を図るとともに、災害時における気象等の情報を迅速かつ的確に収集、伝達のでき
る体制の構築に努めます。
　平成２１年７月の豪雨災害を教訓にし、「自分たちの地域は自分たちで守る」という観点から、自主防災
組織の整備に積極的に取り組み、市民と一体となった地域防災力の強化に努めます。

7,881人 10,000人 15,000人

市民満足度
「災害に関する情報伝達の体制が整っている」
と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

34% － 55%

目標指標

自主防災組織率
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

49% 70% 80% 100%

防災情報メールサービス登
録者数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　「防災意識の高揚」については、平成25年度は防災訓練（西浦）が台風の接近により実施できなかった
が、今後も市民参加型の大規模な防災訓練を継続実施する必要がある。防災出前講座等も要望に応じ
て実施はしているものの、積極的、計画的に各地域に年１回は出向くなど、一層の努力が必要である。
　「防災体制の強化」については、防災行政無線の整備、防災ラジオの配布、防災気象情報システムや
メールサービスによる情報伝達体制の拡充を図るとともに、本年度末設置予定の消防本部予備親局を使
用して、次年度は消防本部での図上訓練を早期に実施する必要がある。
　なお、地域防災計画の見直しについては避難行動要支援者名簿の作成とそれに伴う個人情報に関す
る条例の早期制定のため、まず、現行計画へのそれらの盛込みを急ぐ必要があり、本年度末までに一部
修正を行い、さらに全面改訂は翌年度末までにと２段階のスケジュールに変更した。
　「地域防災力の強化」については、自主防災組織の組織率の向上を図り、支援協力員ととともに自主防
災組織の活動支援を積極的に行う必要がある。また、自主防災活動の中核となる人材育成のため「防災
士」を養成するため防災士養成講座を計画的に開催する必要がある。

有効であった
評価

コメント
施策については着実に進めており、防災体制の強化が
進んでいる。投入事業量については概ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

想定どおりに進んでいる
○ 少し遅れている

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

防災訓練や講習会を実施することで市民の防災意識を醸成している
が、一部ハザードマップの作成が遅れている。また、目標指標の防災
情報メールの登録者数及び自主防災組織率は向上しているが、目標
に向けた更なる取組みが求められる。

30 96 維持継続 消防本部警防課
地域防災力の強化

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

1,405 909
河川港湾課水防業務

災害に備えた水防資機材を保管管理等する事業であり市民の生命・
財産を守るうえで必要である。

消防本部水防業務
水害における水防活動に必要な資機材の整備に必要な
事業である。

私設消防隊育成事業
市内において同時多発的に災害が発生した場合、地域
の私設消防隊の活動は非常に重要である。

維持継続

河川港湾課維持継続

消防本部消防署285 300

自主防災組織等促進事業
2,369 4,382 維持継続 防災危機管理課

災害時に迅速に対応することができる、地域における自
主防災組織の育成等は非常に重要である。

防災体制の強化
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

53,049 55,956
河川維持管理事業

河川・水路の維持管理を行う経費であり、市民ニーズは
高く、市が実施しなければならない事業である。

河川港湾課維持継続

河川港湾課維持継続
単市河川改良事業

浸水や洪水から市民の生命財産を守るための整備費用であ
り、市が実施しなければならない事業である。

29,169 40,775

維持継続 河川港湾課
河川港湾課管理経費

河川港湾課の業務を円滑に実施するために必要な事業
である。

1,148 1,858

56,319 62,117
樋門・排水機場管理事業

老朽化した施設の改修等は農地保全や防災対策のた
めに必要である。

農業農村課維持継続

維持継続 農業農村課
水路等維持補修事業

農業用水の確保など本市の農業振興に必要な事業であ
る。

32,686 32,016

966 1,216
佐波川樋門管理事業

大雨等による佐波川の排水・逆流等を防止するために
必要な事業である。

維持継続 農業農村課

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

734 820 維持継続 林務水産課
陸閘樋門管理事業

高潮や津波等の災害への備えとして必要な事業であ
る。

海岸の保全

中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

― 7か所 10か所 16か所

排水ポンプ場整備箇所数
（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1か所 1か所 2か所 2か所

平成２５年度　行政評価調書

施　策 治山・治水対策の充実 整理番号 １－６

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

　計画的な河川の改修や環境整備を行うとともに、内水対策や高潮・波浪対策、治山・砂防事業などを通
じて、適切な治山・治水対策に努めます。
　農業環境の整備に努め、農地海岸地域の堤防の増強と農業用排水路の改修を実施します。

市民満足度
「河川の氾濫や土砂災害など自然災害への対
策が充実している」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

22% － 45%

目標指標

砂防堰堤の流末水路整備
箇所数（延べ数）

河川の保全

平成21年度 現状（平成24年度）
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

河川の保全

佐波川かわまちづくり事業
国と市の共同事業であり、１級河川の佐波川の魅力向上
とともに交流人口の増加等に繋がる。

都市下水路維持管理事業
都市下水路ポンプ場及び都市下水路の適正な維持管
理は、浸水から住民を守るために必要である。

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　浸水対策については、近年の短期集中豪雨に対応するため、市街地における雨水計画の変更に取組
んでいる。計画の変更後は、着実に事業を実施することが求められる。
　また、海岸の保全については、施設の老朽化が進行している状況であり、既存施設の有効利用を図る
ことからも、それら施設の長寿命化対策を諸事業を活用しながら進めていく必要がある。
　新規事業の佐波川かわまちづくり事業は、協議会の開催、市民アンケートの実施、市民ワークショップ
の開催等、市民の意見を集約した上で整備計画を策定することとしている。実施に当たっては、事業実
施後の施設維持管理手法も含めた整備を検討する必要がある。

治山・治水対策の充実のため、各事業を計画的に実施
しており、市民の安全・安心に寄与している。また、新規
の佐波川かわまちづくり事業についても、計画どりに進
んでいる。

○

13,859 14,556 維持継続 下水道整備課

河川港湾課

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

‐ 943 維持継続

都市下水路維持管理事業

山地の保全

低地の保全

有効であった
評価

コメント
対応できない大きな災害は無く、事務事業の構成や規
模は適正である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）
評　価

想定以上に進んでいる
評価

コメント

維持継続 河川港湾課

都市下水ポンプ場及び都市下水路の適正な維持管理
を行うことは、市民の生命・財産を守るため必要である。

小規模治山事業
林務水産課

2,928 2,963

11,401 24,663

河川港湾課維持継続

維持継続

土砂の流出によって生じる市民の生命・財産を守るため
に必要な事業である。

小規模急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地の崩壊による災害から市民を保護し、生活の
安全を図る事業であり継続すべき事業である。

維持継続 河川港湾課
基地周辺障害対策事業

浸水や洪水から市民の生命財産を守るために必要な事
業である。

3,484 0

40,582 33,067
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

交通安全環境の充実

維持継続9,984 16,100

事業収入では賄うことが出来ない事業費用が発生した
時に対応するための事業である。

0 3,482

勝間鐘紡自歩道線整備事業
計画的に整備されており、安全な自転車・歩行者通路の
確保に繋がっている。

道路課

維持継続 道路課
交通安全対策施設維持管理事業

既存の交通安全対策施設の維持管理を行うことで、交
通事故防止を図っており継続すべき事業である。

2,062 4,500

維持継続 道路課
大薮新田線整備事業

歩道の拡幅や車道との落差解消を行うことで、歩行者・自転車等が安
心して通行できる。計画的に実施すべき事業である。

‐ 4,100

110ｍ 500ｍ 500ｍ

10,393 14,568

維持継続

共済事業費
加入者は減少傾向にあるが、行政改革委員会からは当
面存続していくことと答申を受けている。

0 1 維持継続 生活安全課

維持継続 生活安全課

交通災害共済事業特別会計繰出
金

不測の事態に対応するために必要な事業である。

79,394 163,829
交通安全対策施設整備事業

交通事故件数の減少のため、市道の危険箇所について道路反射鏡
等の安全施設の設置を行っており、継続すべき事業である。

道路課

維持継続 生活安全課
予備費（交通災害共済事業）

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

19,428 20,410 維持継続 生活安全課
交通安全対策事業

交通事故のさらなる減少を目指し、防府警察署安全会
議等の関係機関と連携を図り継続して実施する。

交通安全意識の啓発

市民満足度
「交通安全や防犯の対策が十分に行われてい
る」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

33% － 55%

目標指標

交通安全教室参加者数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

8,644人 10,903人 13,000人 15,000人

歩道の新設改良延長（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

430ｍ

平成２５年度　行政評価調書

施　策 交通安全・防犯対策の推進 整理番号 １－７

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

　交通安全については、地域と市、警察や交通安全協会などの関係機関が協力して、市全体で交通安
全意識の啓発を推進します。また、道路事情に起因する事故を減少させるため、交通安全施設（区画
線、反射鏡、防護柵等）を充実させるとともに、不良箇所を早期に把握し、その改善に努めます。
　防犯対策については、地域全体で防犯に対する意識の向上と、地域と市、警察が一体となった防犯体
制の確立を推進します。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

防犯意識の高揚

交通安全環境の充実

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）
評　価

想定以上に進んでいる
評価

コメント

交通安全の啓発だけでなく、道路・施設整備などの環境
整備も計画どおり進んでいる。防犯灯の補助や防犯ブ
ザーの配布など、防犯体制の対策も推進できている。

○

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

交通事故発生件数は若干であるが減少している。目標
指標も計画どおり進捗しており、事務事業の構成や規模
は適正である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

あんしん歩行エリア整備事業（戎
町今宿線）

23,477 38,200

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　引き続き、警察署等と連携し、各年齢層に応じた交通安全の啓発活動に努める。特に、近年高齢者が
関係する交通事故が増加傾向にあること、また児童生徒の交通事故も後を絶たないことから、高齢者や
児童生徒に対しては、実践・体験型の交通安全教室やイベントを実施するなど、交通安全についてより
理解を深めてもらうための工夫が必要である。
　また、通学路の安全対策としては、車道路肩部のカラー舗装を平成19年度から継続して実施しており、
平成25年度には当初目標である各小・中学校から500m以内の箇所について完了予定である。今後、
500mを越える箇所について実施するか検討が必要である。さらに、学校運営協議会を通じて地域の関
係団体や保護者との連携強化を図り、交通安全、防災、防犯の３点において児童生徒の安心安全が確
保されるよう努める。

学校教育課

市民活動推進課

維持継続

維持継続
自治会防犯灯整備事業

安全安心な市民生活のため、各自治会が行う防犯灯の設置・
取替に対する補助事業であり継続すべき事業である。

学校安全事業・防犯ブザー支給
事業

児童の通学時の安全を図るため必要な事業である。

353 387

46,127 33,875

防犯施設の充実

有効であった
評価

コメント

想定どおりに進んでいる
少し遅れている

維持継続3,961 3,980
生活安全諸費

関係機関・団体等と連携を図り事業を推進することで、市民の
安全を確保しており今後も継続すべき事業である。

生活安全課

‐ 道路課

平成２５年度終了事業。

新橋佐波一・二号線交差点改良
事業

‐ 8,100 ‐ 道路課

平成２５年度終了事業。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

○

○ あまり有効でなかった
有効でなかった

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

消費者の自立支援

消費者保護の充実

有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

9,896 4,561 維持改善 市政なんでも相談課

消費生活対策事業
市民の消費生活の安心安全を確保するため継続して実施すべきだ
が、相談件数が増加傾向であり相談体制の充実を図る必要がある。

評価
コメント

想定どおりに進んでいる

- - 維持改善 市政なんでも相談課

想定以上に進んでいる
評価

コメント

消費者の相談が多様化していることから、消費者相談件
数が増加しており、相談体制の更なる充実が必要であ
る。

-
消費生活対策事業（再掲）

消費生活に関する情報提供や消費被害者の救済など、
消費者保護の充実を図るための方法は適正であるが、
消費生活講座受講者数の増加に向けて工夫が必要で
ある。

概ね有効であった

415人 600人 800人

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業

目標指標

消費生活相談件数（年間）
平成21年度

500件 450件

市民満足度
「消費生活の相談窓口や情報提供など消費者
保護の対策が充実している」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

19% － 40%

平成２５年度　行政評価調書

施　策 消費生活対策の充実 整理番号 １－８

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

　消費生活における被害を防止し、消費者の安全を確保するため、消費生活に関する情報の提供や啓
発を行うなど消費者の自立を支援するとともに、消費者事故等の情報提供や消費被害者の救済など消
費者保護の充実に努めます。

評価コメント

消費生活講座受講者数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

470人

現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

550件 641件
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

  消費者の自立支援、被害の未然防止のため実施している消費生活講座については、新たな悪質・悪
徳商法などの情報をタイムリーに提供できる内容に充実させ、減少した受講者数の増加を図る必要があ
る。今後は、先進他市の状況把握に努め、他の具体的な方策を随時検討していく必要がある。
　また、消費者相談件数が増加していることから、消費者の相談が複雑・多様化していることがうかがえ
る。被害者の救済のためには、職員の専門性を高め、他の組織や機関とも充分に連携し、市民が満足で
きるサービスの向上を図る必要がある。目標では、消費生活の相談件数減少を目指しているが、今後
は、一人でも多くの相談を受け、消費者の支援をする体制作りが必要になってくる。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 医療・保健サービスの充実 整理番号 ２－１

政　策 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり

10,768人 14,000人 16,000人

施策の
基本方針

　市民が生涯を通じていきいきと暮らせるよう、地域等と連携して健康づくりを推進するとともに、各年齢
期に応じた健康増進を支援するため、社会の変化に対応した疾病予防対策や保健活動を行います。
　また、医療については、関係機関との連携を深め、地域医療の充実を図るなど、市民の医療需要に対
応できる体制づくりに努めます。

市民満足度
「安心して医療や、健診など保健サービスを受
けられる体制が整っている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

51% - 75%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

目標指標

各種がん検診受診者数
（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

12,536人

健康増進課

地域組織との協働により目的・目標・知識などが共有で
き、事業効果が大きい。

健康づくりの推進

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

乳幼児育児相談件数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

2,151人 2,370人 2,500人 3,000人

健康増進課管理経費
149 158 維持継続 健康増進課

各保健衛生業務を実施する上で、必要不可欠な経費で
ある。

食生活改善地域組織事業
1,507 1,435 維持継続

健康増進課

「みんなでつくる健やかほうふ２１」に基づいた事業の進
捗管理や、新プランの策定のため必要な事業である。

食育推進事業
81 187 維持継続 健康増進課

「防府市食育推進計画」の推進に必要な事業で、市民と
協働で実施することにより普及の効果が大きい。

健康づくり推進事業
0 287 維持継続

健康増進課

地域住民と協働で実施することで子育ての孤立化や地域社会
との希薄化などに対して一定の効果を有する事業である。

こころの健康づくり事業
1,991 1,044 維持継続 健康増進課

法で対策を講じるよう定められた事業である。国の補助
終了後も継続が必要と考える。

保健センター管理業務
7,113 7,551 維持継続

母子保健地域組織育成支援事業
2,036 2,421 維持継続

疾病予防の推進

健康増進課

地域の保健事業等の中心的施設である保健センター、
休日診療所の維持・管理経費で必要な事業である。

妊婦健康診査事業
108,622 114,873 維持継続 健康増進課

経済的負担の軽減により少子化対策及び出産前後のリスク回
避にも効果的で継続すべき事業である。
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疾病予防の推進

乳幼児健康診査事業
26,098 28,991 維持継続

養育医療給付事業
‐ 16,639

感染症予防事業
2,208 2,696

健康増進課

法に定められた事業であり乳幼児の健全な育成を図る
ために必要な事業である。

いのちの誕生支援事業
3,123 2,320 維持継続 健康増進課

少子化対策の一環として必要な事業である。市民ニーズ
も高く継続すべき事業である。

健康増進事業
2,704 2,611

新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されてお
り、危機管理の点から重要度の高い事業である。

維持継続 健康増進課

法に基づく事業で対象者は増加傾向にあり必要な事業
である。

予防接種事業
369,046 389,040 維持継続 健康増進課

社会機能を維持し、安心・安全な生活をおくるために必
要な事業である。

維持継続 健康増進課

保健活動の充実

健康増進課

２５年度急遽縮小となったが、受診率維持のため検診方
法、周知方法などに改善が必要である。

健康診査事業
363 885 維持継続 健康増進課

法で定められた事業で、生活習慣病の早期発見、特定
指導等を行う事業として必要な事業である。

健康増進課

子育て支援として必須の事業で、少子化対策、児童虐待の早
期発見などにも効果的であり、継続すべき事業である。

維持継続 健康増進課

法で定められた事業で、生活習慣病予防のため実施す
る事業で継続が必要である。

妊産婦保健指導事業
232 283

がん検診事業
64,587 83,578 維持改善

維持継続 健康増進課

妊婦の孤立化を防ぎ妊婦・乳幼児の健康を守るために
必要な事業である。

思春期保健指導事業
11 34 維持継続

野島診療所運営事業
12,486 12,193 維持継続

乳幼児保健指導事業
2,137 2,638 維持継続

健康増進課

思春期に実施することで意義のある事業となっている。
今後も継続すべき事業である。

医師会等補助事業
6,892 6,892 維持継続 健康増進課

市が行う保健衛生業務に関する経費であり、また、看護師の養
成など地域医療の確保に必要な経費である。

健康増進課

小児科の夜間救急創設に引き続き取組むとともに、夜間
の受診を減少させるための方策も検討が必要である。

一次救急医療対策事業
38,898 38,934 維持改善

医療体制の充実

健康増進課

島民の命を守るために必要かつ重要であり、継続すべき
事業である。

産科医等確保支援事業
11,628 14,000 維持継続 健康増進課

安心・安全な生活を送るために必要な事業である。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

二次救急医療対策事業
31,455 39,575 維持継続 健康増進課

市民の安心・安全を守るため重要であり必須の事業であ
る。

医療体制の充実

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　市民の健康づくりを推進するための疾病予防や保健指導事業等については、それぞれの年代や社会
状況の変化に応じて、地域や医療機関等とも連携を図りながら適時適切に実施する必要がある。また、
今後も少子高齢化社会の進展が予測されるため、妊産婦・乳幼児の健診・相談事業や、壮年期における
生活習慣病予防など健康増進事業に力点をおいた事業を展開する必要がある。
　がん検診事業では、２４年度から大腸がん検診の無料クーポン券制度を開始したことによって受診率の
向上が図れたが、集団検診では、急遽医師の帯同が必要となったため、次年度以降の実施方法につい
て早期に検討しておく必要がある。今後も無料クーポン券制度の拡充も含め、早期発見の重要性啓発
し、受診率の向上に努めていかなければならない。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

社会状況の変化や必要性に応じて事務事業の見直しが
図られている。事業は適切に実施されており、概ね有効
である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

がん検診受診者数は減少しているが、乳幼児育児相談件数は
目標値に向け推移している。疾病予防や保健活動等、医療・
保健サービスの充実を図る事業が施策の基本方針に沿って進
められており、想定どおり進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 地域福祉の充実 整理番号 ２－２

政　策 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり

1,580人 1,700人 1,800人

施策の
基本方針

　誰もが安心して明るく楽しく暮らしていくことができるよう、防府市社会福祉協議会を中心とした地域福
祉活動の促進に努めるとともに、福祉サービスを安心して利用できるよう、市民、地域、行政がそれぞれ
の立場で連携し合うことにより、地域福祉サービスの適正な利用の促進に努めます。

市民満足度
「地域での福祉活動が充実し、支え合い助け
合いの関係ができている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

31% － 55%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

個別地域福祉活動計画策
定地域数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

― 6地域 15地域 15地域

目標指標

福祉活動ボランティア登録
者数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1,519人

社会福祉課

法令に基づいて実施される制度を補完する事業で、地
域福祉の推進に欠かせない事業である。

戦傷病者戦没者遺族等援護事業
693 1,637 維持継続 社会福祉課

各法令に基づき実施される事務事業及び慰霊等の事業
であり必要である。

民生委員児童委員関係事業
25,146 25,949 維持継続

社会福祉課

地域福祉の推進に必要な事業。市民ニーズを把握し、
事業や経費の見直しが必要である。

維持継続 社会福祉課

法及び条例に基づく事業であり必須の事業である。

社会福祉課関係経費
358 428 維持継続 社会福祉課

社会福祉課における必要最小限の事務経費である。

行旅病人死亡人困窮者援護事業
196 1,046

災害等による罹災者の救助・援助を目的とした事業であ
り、各法令等に基づき実施される事業である。

防府市地域福祉計画推進事業
170 218 維持継続 社会福祉課

法に規定されている計画を積極的に推進するために必
要な事業である。

罹災者救助援護事業
602 649 維持継続

住宅手当緊急特別措置事業
8,678 10,713 維持継続 社会福祉課

国の事業として実施されており、効果が認められる。目
的が明確であり、継続が必要である。

地域福祉活動の促進

社会福祉協議会関係事業
73,342 71,254 維持改善

社会福祉課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　各種福祉サービスの実施については、「防府市地域福祉計画・防府市地域福祉活動計画」に沿って、
行政・地域・市社会福祉協議会がそれぞれの役割分担のもとで、多様化してきたニーズに柔軟に対応し
ていく必要がある。
　一方、地域においては少子高齢化や核家族化の進展、あるいは個人と地域の関係の変化・希薄化に
よって、今後民生委員児童委員の役割はさらに重要となってくると予測されるため、相互に連携を図って
地域での見守りを強化する必要がある。

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
地域福祉推進のための事務事業として、構成や規模は
適正であり、成果は概ね有効である。

○

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

国の施策に沿った形での福祉の推進が行われており、
目標指標も達成に向け計画どおり進捗している。概ね想
定どおり進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる

概ね有効であった
あまり有効でなかった

－

－

地域福祉サービスの適正な
利用の促進

＊複数事業に含まれるため、事業
費の分割不可

－ － －
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 子育て支援の充実 整理番号 ２－３

政　策 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり

1,047人 1,000人 1,300人

施策の
基本方針

　子育て支援サービスの充実や要保護児童等への対策の推進を図り、子育てを社会全体で支える環境
づくりに努めます。また、保育サービスの充実を図り、子どもが心豊かで健やかに育つ環境づくりに努め
るとともに、親が安心して働ける子育て環境づくりに努めます。

市民満足度
「安心して子どもを育てられる支援や保育サー
ビスが充実している」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

29% － 50%

一時預かり児童数（年間）
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

2,488人 3,328人 3,500人 4,000人

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

こども相談室相談件数
（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

460件 704件 480件 480件

目標指標

あつまれ！わくわく広場参
加者数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

681人

子育て支援サービスの充実

児童環境づくり推進事業
60 559 維持継続

ファミリーサポートセンター運営事
業

7,626 7,936

子育てサロン運営事業
3,089 3,091 維持継続

赤ちゃんの駅整備事業
367 208 維持改善

子育て支援課

子ども・子育て支援法に基づき、児童環境づくりを計画
的に推進するために必要な事業である。

母親クラブ活動支援事業
2,079 2,079 維持継続 子育て支援課

地域で子育てを支援する団体として、その活動を支援す
る必要がある。

子育て支援課

子育て支援を行い、地域による見守り体制として必要な
事業である。

維持継続 子育て支援課

多様化する子育てのニーズに即座に対応できる子育て
支援策として今後も利用者増が見込まれる事業である。

親子ふれあい広場事業
69 113 維持継続 子育て支援課

閉じこもり家庭の解消や、子育てに不安を抱えた家庭へ
の子育て支援として必要な事業である。

子育て支援課

子育て支援に有効な事業である。他部署との連携や積極的な情報発
信など、事業の充実に向け改善の余地はあると考える。

助産扶助費支給事業
1,015 1,180 維持継続 子育て支援課

低所得者への経済的負担軽減や、少子化対策、虐待防
止にも繋がる事業として有効である。
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子育て支援サービスの充実

子育て支援課管理経費
22,170 1,602 維持継続

子育て短期支援事業
258 912

乳幼児医療費支給事業
267,846 272,787 維持継続

児童遊園管理事業
13,871 30,964 維持継続

子育て支援課

子育て支援業務を円滑に行うために必要な経費である。

子育て新システム準備業務
‐ 2,530 維持継続 子育て支援課

新制度に対応するために必要な事業である。

子育て支援課

乳幼児を持つ保護者の経済的負担軽減を図り、安心し
て子育てできる環境をつくるために必要な事業である。

維持継続 子育て支援課

法に基づいて行う事業であり、家族構成の変化や母親
の社会進出等で今後も必要な事業である。

児童手当支給事業
1,949,626 2,007,731 維持継続 子育て支援課

児童手当法に基づく事業で、少子化対策、子育て支援
策として継続すべき事業である。

都市計画課

児童遊園は子どもが安全に過ごせる空間である。子育て
支援の充実は市の施策であり継続すべき事業である。

留守家庭児童クラブ事業
11,906 11,928 維持継続 社会福祉課

法に基づく事業で、昼間児童の保護ができない保護者
にとって必要な事業である。

保育サービスの充実

民間保育所委託事務費
11,168 6,751 維持継続

多子世帯保育料等軽減事業
550 750 維持継続

社会福祉施設整備補助事業
115,468 57,956 維持継続

市立保育所運営業務
18,095 19,901 維持継続

子育て支援課

民間保育所委託事業の円滑な運営、保育料収納率の
向上のために必要な事業である。

民間保育所委託事業
1,954,592 2,072,301 維持継続 子育て支援課

児童の福祉の向上、保護者の仕事と家庭の両立により
少子化にも対応していくため必要な事業である。

子育て支援課

保護者の経済的負担を軽減させることで、子育てしやす
い環境をつくる事業として必要である。

病児・病後児保育事業
18,482 16,370 維持継続 子育て支援課

保護者のニーズは高まっており、安心して子育てできる
環境を整えるため必要な事業である。

子育て支援課

入所児童の福祉の向上並びに児童の保育環境の確保
を図るために必要な事業である。

民間保育サービス施設助成事業
184 362 維持継続 子育て支援課

保育の質の向上や児童の安全確保を図るため必要な事
業である。

子育て支援課

児童の福祉の向上及び保護者の仕事と家庭の両立に
寄与する事業である。

市立保育所管理業務
53,944 61,928 維持継続 子育て支援課

児童の福祉の向上及び保護者の仕事と家庭の両立に
寄与する事業である。
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留守家庭児童学級運営事業
112,302 124,805 維持改善

里親支援事業
303 369 維持継続

保育サービスの充実

要保護児童等への対策の
推進

子育て支援課

子育てと就労の両立を図るため必要な事業。負担額の
見直しなど、事業内容は改善の余地がある。

児童館運営事業
6,708 7,537 維持継続 社会福祉課

登録者も多く子どもの居場所づくりとして有効な事業で
ある。当面は継続が必要と考える。

子育て支援課

里親の役割の重要性を認識し、市の事業として継続が
必要である。

こども相談室運営事業
5,473 5,913 維持継続 子育て支援課

相談内容は複雑化しており、問題を抱える保護者から必
要とされている事業で、継続が必要である。

子育て支援課

法に基づく事業で、児童の命を守り、地域で支援してい
くために必要な事業である。

養育支援訪問事業
1,286 2,084 維持改善 子育て支援課

親への支援として必要な事業。支援方法や支援員の謝
礼額について検討が必要である。

要保護児童対策地域協議会運営
事業

162 242 維持継続

維持継続 子育て支援課

法に基づく事業で、母子家庭の自立を支援する事業で
ある。

母子家庭等自立支援給付金事業
20,282 18,184 維持継続 子育て支援課

ひとり親家庭の子育て支援策として、今後も継続すべき
事業である。

母子福祉資金支給事業
1,670 1,803

母子生活支援施設措置事業
3,133 7,180 維持継続 子育て支援課

法に基づき実施される事業。母子の安全を図るため継
続して実施する必要がある。

児童扶養手当支給事業
561,295 579,155 維持継続 子育て支援課

ひとり親家庭の経済的負担を軽減させる事業として、今
後も継続すべき事業である。

ひとり親家庭医療費支給事業
92,378 91,683 維持継続 子育て支援課

ひとり親の経済的負担軽減、児童の福祉の向上に効果
があり、継続実施が必要である。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　近年は、児童家庭相談も増加傾向にあり、内容も複雑化しているため、問題が終結せず長期化してい
る。今後、児童虐待等から子どもたちの安全を確保するためには現行組織の強化は必須である。
　また、平成２４年８月に「子ども・子育て関連３法」が可決・成立し、平成２７年度から子育てに関する制度
が大幅に変更されることとなったため、国の動向も視ながら、新しい制度に対応する体制づくりも急務で
ある。
　今後もきめ細かな子育て支援を継続し、時代の要請に対応した安心して子育てができる環境づくりを推
進するためには、事業の見直しや改廃が円滑に実施される柔軟な仕組みづくりが必要であると考えてい
る。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
目標指標は計画通り進捗しており、事務事業の構成や
規模は適正である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

目標指標は前倒しで達成されたものもあり、安心して子
育てができるための環境整備やサービスの提供が進め
られている。施策の基本方針に沿って、想定どおり進ん
でいる。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 高齢者福祉の充実 整理番号 ２－４

政　策 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり

78% 80% 83%

施策の
基本方針

　一人ひとりの高齢者の介護ニーズに即した介護サービスの提供体制を整備するなど介護サービスの充
実を図ります。また、介護予防を早期の段階から推進するとともに、高齢者が要介護状態となってもできる
限り住み慣れた家庭や地域で暮らせるよう、地域における支援体制の整備を図ります。
　健康長寿を目指し、高齢者が仕事やボランティア活動、生涯学習・スポーツなどを通じていきいきと活
躍できる「生涯現役社会づくり」を推進します。

市民満足度
「高齢者が安心して暮らせる支援や介護サー
ビスが充実している」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

28% － 50%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

地域包括支援センター相
談件数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

27,244件 28,422件 28,000件 29,000件

目標指標

要介護（要支援）認定者の
介護保険サービス受給率

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

77%

介護サービスの充実

老人福祉施設整備補助事業
174,573 84,025 維持継続

介護サービス等利用者対策事業
5,146 4,580 維持継続

介護認定審査会費
72,653 88,393 維持継続

介護サービス等諸費
7,132,706 7,776,956 維持継続

高齢福祉課

今後もニーズは高まると考えられる。「高齢者保健福祉
計画」に基づいた整備が必要である。

介護保険事業特別会計繰出金
1,231,627 1,344,194 維持継続 高齢福祉課

介護保険事業の運営のため継続して必要な事業であ
る。

高齢福祉課

介護保険制度により、低所得者の利用者の負担軽減を
図るため必要な事業である。

総務管理費
16,819 5,713 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度を運営するための事務事業である。

高齢福祉課

介護保険制度により、介護認定の調査、審査判定に関
する事務を行うため必要な事業である。

徴収費
3,810 5,436 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の運営にあたり必要な賦課及び徴収に関
する事業である。

高齢福祉課

介護保険制度により、安心して生活できるよう介護予防
サービスを行うための事業である。

趣旨普及事業
3,493 252 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の運営に当たって必要な経費であり、継
続が必要である。
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介護サービスの充実

介護予防・地域ケアの推進

介護予防サービス給付
506,074 580,797

高額介護サービス等費
148,163 157,779

特定入所者介護サービス等費
310,434 338,479

17,450 31,177

維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、利用者の負担を軽減させるための
事業である。

高額医療合算介護サービス等費

維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、安心して生活できるよう介護予防
サービスを行うための事業である。

その他諸費
13,064 13,577 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の運営に必要な事務経費である。

維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、利用者の負担を軽減させるための
事業である。

高齢福祉課

介護保険制度の運営に関して必要な経費である。

基金積立金
76,630 2,208 維持継続 高齢福祉課

介護保険法等関係法令等により規定された事業で、今
後も適正な運営を行うため必要な事業である。

償還金及び還付加算金
54,133 950 維持継続

高齢福祉課

介護保険制度により、入所者の負担を軽減させる事業で
継続が必要である。

維持継続

維持継続 高齢福祉課

高齢福祉課の円滑な事業運営に必要な経費である。

予備費
0 1,355 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の運営に関して必要な経費である。

高齢福祉課管理経費
82 448

高齢福祉課

制度上の問題を補う事業。高齢者の福祉の向上として
継続していく事業である。

生きがい活動支援事業
2,463 6,195 維持継続 高齢福祉課

介護予防の役割を担い、介護保険制度における給付費
の抑制にも資する事業である。

在日外国人等福祉給付金給付事
業

370 480 維持継続

高齢福祉課

一人暮らし高齢者の生活の安全を確保するための事業
として有効である。

維持継続 高齢福祉課

高齢者福祉に係る業務を円滑に進めるために必要な事
業である。

老人ホーム入所・運営関係事業
160,702 179,498 維持継続 高齢福祉課

法に基づく事業で、高齢者福祉に必要な事業で、継続
が必要である。

高齢者日常生活用具給付等事業
277 283 維持継続

高齢者福祉関係業務
372 437

寝具乾燥事業
734 1,224 維持継続 高齢福祉課

介護保険サービスで対応できない部分を支援すること
で、居宅での生活を可能とするための事業である。
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介護予防・地域ケアの推進

福祉電話貸与事業
460 640

2,157

維持継続

高齢福祉課

社会福祉協議会の担う役割は大きく、ニーズに即して事
業の見直しが必要である。

地域福祉推進事業
3,245 3,245 維持改善

高齢福祉課

高齢者の長寿を祝福し市内共通商品券の支給で市内
経済への波及効果も期待できる。

軽度生活援助事業
380 832 維持継続 高齢福祉課

介護保険サービスで対応できない部分を支援すること
で、居宅での生活を可能とする事業である。

敬老祝金支給事業
5,939 7,716 維持継続

高齢福祉課

高齢化の急速な進展に伴い、現在の緊急通報システム
の見直しが必要である。

はり、きゅう施術助成事業
2,907 4,116 維持継続 高齢福祉課

高齢者の健康増進や介護予防につながり在宅での生活
を継続を可能とするため必要な事業である。

高齢者等安心安全在宅支援事業
4,188 5,000 維持改善

高齢福祉課

介護保険サービスで対応できない部分を支援すること
で、居宅での生活を可能とする事業である。

高齢福祉課

社会的・経済的に弱い立場の高齢者を支援し、在宅生
活を可能とする事業。今後も継続する。

離島要援護高齢者対策事業
267 750 維持継続 高齢福祉課

他地域と同程度のサービスを受けることで、離島での在宅生活
の維持を可能とすることから、継続が必要である。

高齢福祉課

地域単位でのきめこまかな福祉を実現するための支援
を行う事業で、地域の実情に応じて継続が必要である。

敬老会助成事業
18,199 19,360 維持継続

維持継続

訪問理美容サービス事業
26 50

維持継続 高齢福祉課

認知症高齢者は増加しており、市民ニーズは今後一層
高まると予想され、継続実施が必要である。

老人福祉法適用措置事業
43 693 維持継続 高齢福祉課

法に基づき継続して実施すべき事業。高齢者虐待も
年々深刻化している中で、必要な事業である。

認知症対策等総合推進事業
1,711

包括的支援・任意事業
164,890 181,527 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、総合相談窓口や家族介護支援事
業を実する事業で、継続が必要である。

介護予防事業
18,824 46,259 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、重度化を予防するために適切な
サービスを提供する事業である。

繰出金
1,492 1,355 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、適切なサービスが提供されるため
の経費である。

介護予防支援事業
11,084 11,764 維持継続 高齢福祉課

要支援者に対して適切な介護予防サービス等が提供さ
れるための事業である。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

生涯現役社会づくりの推進

少し遅れている

高齢福祉課

生きがいづくりや介護予防の取り組みを気軽に行うこと
ができ、生涯現役社会づくりに貢献する事業である。

老人憩の家維持管理事業
5,148 5,788 維持継続

老人クラブ助成事業
6,176 6,307 維持継続 高齢福祉課

自主的、積極的な活動の場で、生きがいづくりや介護予
防等の面で大きな役割を果たす事業である。

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　本市の高齢化率は全国平均を上回り、今後も急速に高齢化が進むと予測されている。高齢者人口の
増加に伴い介護認定者や認知症高齢者も増加していくため、介護を必要とする高齢者のニーズを的確
に把握し、地域の実状に応じて、国の補助事業を補完するきめ細かい市単独事業を継続して実施してい
く必要がある一方で、要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者を早期に把握し、将来に向けて介
護状態にならないよう、介護予防へと繋げてゆく２次予防事業についても、今後、地域包括支援センター
とも連携し、重点的に取り組んでいく必要がある。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

事業の大半が、国の方針に基づいて実施される分野で
あり、補助金等で事業規模が大きくなっている。概ね有
効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

国の方針に基づいて実施される事業が大半である。事
業は施策の基本方針に沿って想定どおりに進んでい
る。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 障害者福祉の充実 整理番号 ２－５

政　策 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり

10,297時間 14,000時間 15,000時間

施策の
基本方針

　障害者のニーズに即した障害福祉サービスや相談支援体制の充実に努めるとともに、ユニバーサルデ
ザインを考慮した生活環境の整備や心のバリアフリーを推進するなど障害者にやさしい環境づくりを推進
します。また、福祉的就労の場や外出支援の充実などにより障害者の社会参加の促進と自立支援に努
めます。

市民満足度
「障害者に配慮したバリアフリーの施設が整っ
ている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

21% － 45%

詳細施策

目標指標

障害者ホームヘルプサービ
ス利用時間（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

11,745時間

外出支援（移動支援）サー
ビス利用者数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

84人 88人

事務事業
事務事業評価

120人 150人

障害者福祉関係事務
66,236 11,238 維持継続

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

障害福祉課

障害福祉事業を円滑に行うために必要な事業である。

障害福祉課

法により実施が定められおり、障害者の日常生活の安定
を図るもので、継続して行う必要がある。

維持継続 障害福祉課

国の通知に基づく事業で、実施の件数は少ないが継続
が必要な事業である。

障害程度区分認定審査会事業
3,090

小児慢性特定疾患児日常生活用
具給付事業

0 154

自立支援医療費給付事業
87,973 115,321 維持継続

身体障害者福祉センター外４施
設管理運営事業

97,679 114,014 維持改善 障害福祉課

障害者のニーズにより有効に活用されているが、制度の
変化により、施設のあり方等の検討が必要である。

障害福祉課

法に基づいて実施されるもので、障害者のサービス利用
を決定するために必要な事業である。

3,634 維持継続

障害福祉課

障害者等の団体の活動を支援することで、障害者の自立を促
す事業であり必要である。

介護・訓練等給付事業
1,512,252 1,507,311 維持継続 障害福祉課

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づき実施する事業である。

福祉援護団体育成費補助事業
780 930 維持継続

障害者自立支援対策臨時特例基
金事業

障害福祉サービスの充実

障害者にやさしい環境づく
りの推進

23,387 18,189 - 障害福祉課

平成２５年度終了事業。
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障害福祉課

法に基づく事業で、障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援する事業として継続すべき事業である。

心身障害者（児）扶養共済掛金助
成事業

1,457 1,803 維持継続 障害福祉課

障害者からのニーズに基づいて実施されており、必要
性、有効性は高く継続すべき事業である。

地域生活支援事業
86,256 93,975 維持継続

障害福祉課

障害者が住みやすいまちづくりを推進するために必要な
事業である。

障害児（者）措置事業
0 55 維持継続 障害福祉課

対象者は少ないが、市が実施しなければならない事業
であり、継続すべき必要である。

障害者福祉都市推進事業
242 555 維持継続

障害福祉課

障害者の外出支援に欠かせないもので、障害者のニー
ズの高い事業である。

障害者（児）補装具費給付事業
25,796 25,200 維持継続 障害福祉課

法律に基づく事業で、障害者（児）の日常生活の安定を
図るため継続すべき事業である。

維持継続
福祉タクシー助成事業

26,272 29,050

障害福祉課

県と市町が共同で行う事業。安心して医療を受けること
の出来る制度として継続すべき事業である。

維持継続 障害福祉課

障害者の外出を可能にする事業であり必要である。

特別障害者手当等給付事業
39,699 42,814 維持継続 障害福祉課

法に基づく事業であり、今後も継続して実施すべき事業
である。

介助用自動車改造助成事業
200 200

重度心身障害者医療費支給事業
569,497 568,143 維持継続

障害福祉課

電話を有していない低所得の重度身体障害者にとって
有効な事業である。

第二種身体障害児通院時有料道
路利用料金助成事業

0 30 維持継続 障害福祉課

障害者制度の不足部分を補う制度として必要な事業で
ある。

身体障害者福祉電話貸与事業
111 170 維持継続

人工内耳用電池等購入費助成事
業

28 304 維持継続 障害福祉課

対象者は少ないが、法の不足部分を補完するもので、聴覚障
害者の福祉として評価できる。継続すべき事業である。

防府市福祉年金等支給事業
16,130 17,420 維持改善

在宅心身障害者（児）紙おむつ給
付事業

110 200 維持継続 障害福祉課

障害者からのニーズに基づいて実施されており、必要
性・有効性の高い事業である。

障害福祉課

障害者からのニーズは高いが、必要とする人に支給され
るよう制度の見直しが必要である。

障害者にやさしい環境づく
りの推進

社会参加の促進と自立支
援

身障者施設建設費補助事業
3,822 2,788 - 障害福祉課

平成２５年度終了事業。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

障害福祉課

法に基づき実施される事業で、継続実施が必要である。
障害児支援給付事業

‐ 132,375 維持継続

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　「防府市障害福祉計画」に基づき、障害のある人自らが必要なサービスを選択し、自立した生活を確立
していくためには、相談支援体制の確立と、平成２４年度から全障害者が対象となったサービス利用計画
作成事業の年次計画的な実施が必要である。
　また、障害者の就労支援も重要な課題であり、防府市地域自立支援協議会を核とした関係機関との連
携を強化するとともに、障害者ニーズを的確に把握し適正な事業を維持しながら、最終的に社会参画と
自立という大きな目標を達成するためには、今後補助事業と併せ市独自の支援を実施する必要がある。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
対象者のニーズを把握しながら事業が進められており、
成果は概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
法改正による事業内容等の変更、拡大に対応し、施策
の基本方針に沿って想定どおり進行している。

○ 想定どおりに進んでいる

社会参加の促進と自立支
援

軽度・中等度難聴児補聴器購入
費等助成事業

73 377 維持継続 障害福祉課

制度の狭間にある対象者を救済する事業として、有効な
事業である。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 社会保障制度の充実 整理番号 ２－６

政　策 健やかな日々と地域のぬくもりにみちたまちづくり

1,519人 1,500人 1,900人

施策の
基本方針

　市民が健康で安定した生活を営むことができるよう、低所得者福祉の充実とともに、国民健康保険、国
民年金、高齢者医療の制度の周知を図りながら、関係機関と連携し、社会保障制度の適正な運用・運営
に努めます。

市民満足度
「国民健康保険や国民年金などの社会保障制
度について周知されている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

29% － 50%

目標指標

国民健康保険人間ドック受
診者数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1,068人

社会福祉課

詳細施策

90%

事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

国民健康保険料の収納率
（現年度分）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

88% 94% 89%

扶助費支給事務
6,969 10,708 維持継続 社会福祉課

生活保護業務を円滑に実施していくために必要な最小
限の事務的経費である。

生活保護関係事務費
1,500 1,431 維持継続

生活保護業務を適正に運用していくためには必要不可
欠な事業である。

維持継続 社会福祉課

憲法に規定される最低限度の生活の保障を行うために
必要不可欠な事業である。

国民健康保険制度の適正
な運営

国民健康保険事業特別会計繰出
金

786,371 821,006 維持継続 保険年金課

低所得者福祉の充実

扶助費支給事業
1,414,455 1,518,584

徴収費
11,573 14,593 維持継続 保険年金課

国民健康保険料の徴収や滞納整理に係る必要な経費
である。

国民健康保険法等に基づいた事業を円滑に行うために
必要な経費である。

総務管理費
40,213 41,316 維持継続 保険年金課

国民健康保険事業の円滑な運営に係る事務経費であ
る。

趣旨普及費
462 483 維持継続 保険年金課

国民健康保険の制度周知にかかる必要経費であり、費用は県調整交
付金により実施されるため継続すべき事業である。

運営協議会費
135 266 維持継続 保険年金課

国民健康保険料の料率等を審議する国民健康保険運営協議会の開
催に係る経費であり、必要経費である。
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高齢者医療制度の適正な
運営

保険年金課

被保険者の医療費負担を行うものであり、市民ニーズが
高く今後も継続すべき事業である。

高額療養費
959,237 983,115 維持継続 保険年金課

被保険者の医療費負担を行うものであり、市民ニーズが
高く今後も継続すべき事業である。

療養諸費
7,632,189 8,070,958 維持継続

保険年金課

国民健康保険法に規定された事業であり継続すべき事
業である。

維持継続 保険年金課

被保険者が安心して医療等を受けることができるよう継
続すべき事業である。

出産育児諸費
44,916 54,628 維持継続 保険年金課

国民健康保険法に規定された事業であり、かつ、市民
ニーズの高い事業である。

移送費
0 2

葬祭費
9,150 11,500 維持継続

保険年金課

介護保険法の規定により各保険者が実施する事業であり、法
の規定する福祉の増進のため継続すべき事業である。

老人保健拠出金
71 72 維持継続 保険年金課

平成２０年３月に廃止された制度だが、医療費の過誤納付に
ついては民法上の時効である１０年を経過するまで発生する。

介護納付金
568,787 611,212 維持継続

保険年金課

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業であり、被保
険者の疾病予防、早期発見、早期治療に有効である。

共同事業拠出金
1,384,188 1,457,805 維持継続 保険年金課

平成27年度より対象レセプトが1件30万円以上から1円以上に拡大することは
市にとって新たな負担が発生する恐れがあり今後注視していく必要がある。

特定健康診査等事業費
46,217 74,715

保険年金課

保険財政の悪化や急激な医療費の増加等に対応するために
保有している国民健康保険基金であり必要である。

保健事業費
83,952 101,436 維持継続 保険年金課

市民の健康保持増進・疾病予防等のために実施している事業
であり継続すべき事業である。

保険年金課

保険給付費等の不測の支出に対応するための費用であ
り必要である。

償還金及び還付加算金
120,042 157,440 維持継続 保険年金課

保険料の過払いが発生した場合や、国庫負担金等の精
算のために必要な事業である。

国民年金制度の周知 国民年金業務
2,674 3,027 維持継続

予備費
0 488,525 維持継続

国民健康保険制度の適正
な運営

基金積立金
108 717 維持継続

維持継続

保険年金課

国民年金制度の周知を図り、市を窓口とした届出事務全般を
行うための管理事務経費であり継続すべきである。

後期高齢者支援金等
1,421,686 1,481,636 維持継続 保険年金課

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいた事業であり後期高齢
者が安心して医療等を受診できるよう継続すべきである。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

高齢者医療制度の適正な
運営

前期高齢者納付金等
1,513 1,525 維持継続 保険年金課

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいた事業であり前期高齢
者が安心して医療等を受診できるよう継続すべきである。

保険年金課

後期高齢者医療保険業務を円滑に行うために必要な経
費である。

徴収費
2,135 3,132 維持継続 保険年金課

後期高齢者医療保険料の徴収業務を円滑に行うための
事務経費であり必要な事業である。

総務管理費
12,588 10,670 維持継続

維持継続 保険年金課

高齢者の医療の確保に関する法律に基づいた必要な事
業である。

償還金及び還付加算金
437 1,505 維持継続 保険年金課

保険料の過払いが発生した場合や、国庫負担金等の精
算のために必要な事業である。

後期高齢者医療広域連合納付金
1,449,870 1,527,327

少し遅れている

後期高齢者医療負担金
1,195,843 1,270,936 維持継続 保険年金課

高齢者の医療の確保に関する法律で定められている負担率
及び市町別占有率によって負担するものであり必要である。

後期高齢者医療事業特別会計繰
出金

346,068 357,226 維持継続 保険年金課

後期高齢者医療制度の適正な運営のための事務費や
低所得者の保険料軽減に係る経費であり必要である。

老人保健事業
5 55 維持継続 保険年金課

平成２０年３月（老人保健制度）までに係る診療分の医療諸費
及び事務費等の精算業務を行うために必要な事業である。

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　急速に進む高齢化に伴い、今後医療費が増大することが予測されるとともに、現状では横ばいの生活
保護受給者数についても予断を許さない状況である。市民が安心して健やかな生活を営むためには、
複雑多岐にわたる社会保障の制度や施策を正しく理解し、利用してもらうことが重要であり、そのための
周知方法等をさらに工夫する必要がある。特に、医療費の抑制に関しては、ジェネリック医薬品の使用、
また人間ドック、特定健康診査、特定保健指導の実施率の向上に努めているが、さらなる取組みの強化
が求められる。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
目標指標も順調に推移しており、概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
各法律に従って、粛々と業務が行われている。計画どお
りに施策が推進されている。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 学校教育の充実 整理番号 ３－１

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

0.91% 1.30% 1.10%

施策の
基本方針

　幼児教育においては、幼稚園、保育園(所)、小学校の交流や連携により、義務教育への円滑な移行を
図るとともに、就園の支援に努めるなど、幼児教育の充実を図ります。
　義務教育においては、小・中学校の環境整備に努めるとともに、学校教育を生涯学習の基礎としてとら
え、小・中学校が連携し、家庭や地域の力を活かしながら学問のまち「ほうふ」にふさわしい教育の質の
向上を図ることで、「主体的に生き抜く力」と「豊かな人間性」を備えた人材の育成に努めます。
　高校・高等教育においては、県と連携して、質の高い高校・高等教育を促進するとともに、高等教育機
関の拡充、誘致に努めます。

市民満足度
「小・中学校の教育施設など、教育環境が整っ
ている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

55% － 75%

目標指標

不登校児童生徒の割合
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1.59%

事務事業

小・中学校施設耐震化率
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

43% 77% 75% 100%

946 1,077 維持継続 学校教育課

7,244 維持継続 学校教育課

本事業を必要とする保護者の要望も年々高まっており、
継続すべき事業である。

学校教育課維持継続

学校教育課

保護者負担の軽減及び学校経営の安定化を図るために
必要な補助である。

学校図書館活用促進事業
2,981 5,561

10,360 10,670 維持継続

詳細施策
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

私立幼稚園特別支援教育費補助
事業

524 655 維持継続 学校教育課

障害のある幼児が、適正な教育を受けるため、必要な事
業である。

維持継続

幼児教育の充実

学校教育課

学校図書館司書を配置することで、学校図書館の活用・
充実が図られている。

通級指導事業
7,210

教育指導管理業務
教育指導に係る事務事業に必要な経費である。

学校法人助成事業

幼稚園就園奨励費補助事業
150,611 144,000

幼稚園連盟補助事業
864 864

幼児教育の充実及び教諭の資質向上の為必要な事業
である。

維持継続 学校教育課

すべての幼児が適正な幼児教育を受けるために、必要
な事業である。

維持継続 学校教育課

学校事務の効率化・集中化を図ることで、教員が教育に
専念できるような環境が整備されている。

164 179
学校事務共同実施事業
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小・中学校教育の質の向上

教育委員会運営費
186 450 維持継続 教育総務課

教育委員の業務執行のため必要な経費である。

教育委員報酬
4,656 4,656 維持継続 教育総務課

教育行政推進のために必要な経費である。

茜島シーサイドスクール事業
453 566 維持継続 学校教育課

教育を充実させる上で重要な事業である。今後の事業継続に
ついては市民のニーズに基づき検討されるべきである。

教育政策推進事業
174 460 維持継続 教育総務課

教育委員会の事務執行状況等について点検及び評価を行う
ことで、効果的な教育行政の推進を図る事業である。

小中学校教育研究事業
2,690 2,806 維持継続 学校教育課

研究成果の普及により、市内の教師の授業力向上が図られ、
学校教育活動の充実につながっており、継続すべきである。

研究指定校事業・教育研究プロ
ジェクト事業

900 900 維持継続 学校教育課

研究成果の市内全体への還元により、各小・中学校の教師の
授業力向上が図られており、継続すべきである。

よりよい学級づくりサポート事業
2,638 2,648 維持継続 学校教育課

学級の現状に関する調査結果を分析・活用することで、学級
内で生じている諸課題の解決に有効な手段となっている。

知能検査・学力検査事業
9,661 7,900 維持継続 学校教育課

検査結果をもとに児童生徒一人ひとりに適切な指導を行
うことができるため、授業の改善に有効な事業である。

各種大会参加等補助事業
4,042 3,260 維持継続 学校教育課

児童生徒の健全育成、及び保護者等負担軽減を図るた
め、継続すべき。

小中学校管理職会補助事業
1,262 1,321 維持継続 学校教育課

市全体の学校教育の質の向上の為、必要な事業であ
る。

体力向上推進事業
4 57 維持改善 学校教育課

児童の体力の現状を踏まえ、事業内容を工夫して今以
上に児童の体力向上を推進する必要がある。

地域と育む学び舎づくり事業
809 976 維持継続 学校教育課

学校運営協議会の運営に必要な経費である。

小中学校音楽発表事業
921 1,150 維持継続 学校教育課

音楽発表会を通し、豊かな人間性の形成を図る事業で
ある。

教育のつどい開催事業
500 500 維持継続 学校教育課

子どもの健全育成のため、教職員や保護者の教育の質
の向上及び関心を高める事業である。

学校支援員派遣事業
29,429 37,633 維持継続 学校教育課

特別に支援を要する児童生徒への一人ひとりの状況に応じた
教育を行うことで、適正な教育環境が確保されている。
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小・中学校教育の質の向上

学校教育課

障害や障害の疑いのある児童生徒に対して適正な就学
指導が行われており、継続すべき事業である。

生活安心相談事業
1,586 1,595 維持継続

心身障害児適正就学指導事業
99 115 維持継続

学校教育課

通室児童生徒数は増加しており、事業の必要性は高
い。継続すべき事業である。

在宅生徒学習指導事業
1,708 1,723 維持継続 学校教育課

不登校傾向にある児童生徒への学習指導は、学級復帰
に向けた支援として非常に有効である。

不登校児童・生徒専任指導事業
5,165 5,209 維持継続

学校教育課

補助教員を配置することできめ細かな指導体制が構築さ
れ、学級運営の安定化が図られている。

スクールカウンセリング事業
269 2,463 維持継続 学校教育課

専門家による支援が児童生徒の問題解決につながって
おり、継続すべき事業である。

学級支援補助教員活用事業
3,416 6,790 維持継続

学校教育課

相談件数は増加しており、学校訪問や家庭訪問の要請なども
あり、事業のニーズは高い。継続すべき事業である。

学校教育課

教育の機会均等のため必要な事業である。

外国語指導事業
5,400 5,686 維持継続 学校教育課

外国人の外国語指導助手の派遣は、児童生徒のコミュニケーション
能力の向上に非常に有効であり継続すべき事業である。

学校教育課

生徒指導において関係機関との連携が不可欠であり、
連携を高める本事業の意義は非常に高い。

生徒指導問題対策事業
46 88 維持継続

小学校就学援助事業
26,742 30,020 維持継続

1,311 維持継続 学校教育課

教育の機会均等のため必要な事業である。

就学援助（給食）事業
94,993 103,000 維持継続 学校教育課

教育の機会均等のため必要な事業である。

就学援助（医療）事業
1,426

特別支援教育給食費補助事業
1,393 1,987 維持継続 学校教育課

特別な支援を要する児童が適正な教育を受けるため、
必要な事業である。

小学校特別支援教育就学援助事
業

657 976 維持継続 学校教育課

特別な支援を要する児童が適正な教育を受けるため、
必要な事業である。

小学校教科書・指導書整備事業
1,465 1,150 維持継続 学校教育課

教師が使用する教科書、指導書等を購入するために必
要な事業である。

学校教育課管理経費
1,815 2,327 維持継続 学校教育課

経常的な事務事業に必要な経費である。
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中学校教科書・指導書整備事業
12,240 1,100 維持継続 学校教育課

教師が使用する教科書、指導書等を購入するために必
要な事業である。

教育総務課

野島小・中学校を運営していく上で、教職員の住居の確
保は必要不可欠である。

学校教育課

少人数教育の実施による学級増に対し、非常勤職員を配置する事業
だが、平成２５年度は県事業で実施している。

教育課程研究プロジェクト事業
90 90 ‐ 学校教育課

研究成果の市内全体への還元により、各小・中学校の教師の
授業力向上が図られている。平成２５年度で終了。

教育総務課管理経費
65,498 66,478 維持継続 教育総務課

教育委員会事務局を運営するため必要な経費である。

野島教員住宅管理事業
1,048 419 維持継続

維持継続 教育総務課

運行にあたり効率性が考慮されており、教育機会均等の
観点からも必要な事業である。

小学校管理業務
154,630 160,487 維持継続

教育総務課
学校教育課

スクールバス運行事業
425 469

小学校運営事業
27,131 29,551 維持継続 教育総務課

小学校教育を適正かつ効率的に運営するため、必要な
経費である。

教育環境の維持確保のため必要な事業である。

小学校施設管理事業
62,367 54,299 維持継続 教育総務課

適正な教育環境を維持するため必要な事業である。

小学校教材用品整備事業
17,543 18,676 維持継続

教育総務課
学校教育課

教育環境の充実を図るため必要な経費である。

小学校施設整備事業
12,147 132,491 維持継続 教育総務課

安全安心な教育環境を確保するため、必要な経費であ
る。

中学校管理業務
67,180 72,797 維持継続

教育総務課
学校教育課

教育環境の維持確保のため必要な事業である。

小学校施設耐震化事業
266,942 271,066 維持継続 教育総務課

児童の安全と良好な教育環境のため、学校施設の耐震
化を継続すべきである。

中学校施設管理事業
32,264 31,750 維持継続 教育総務課

適正な教育環境を維持するため必要な事業である。

小・中学校教育の質の向上

小・中学校教育の環境整備

やまぐち学校教育支援員活用促
進事業

5,841 15,652 ‐
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4,697 維持継続 学校教育課

理科教育のための設備を整備する経費であり必要であ
る。

25,090 38,989 維持継続 学校教育課

児童の情報教育環境の充実と学校事務等の効率化を
図る事業である。

学校保健事業
59,681 66,002 維持継続 学校教育課

児童生徒の生命及び健康を守る事業である。

小・中学校教育の環境整備

小学校パソコン整備事業

維持継続 学校教育課

生徒の情報教育環境の充実と学校事務等の効率化を
図る事業である。

中学校パソコン整備事業
15,220 22,668

小学校理科備品整備事業
1,430 3,157 維持継続 学校教育課

理科教育のための設備を整備する経費であり必要であ
る。

中学校理科備品整備事業
2,134

中学校運営事業
19,283 20,895 維持継続 教育総務課

中学校教育を適正かつ効率的に運営するため、必要な
経費である。

中学校教材用品整備事業
25,479 23,012 維持継続

教育総務課
学校教育課

教育環境の充実を図るため必要な経費である。

中学校施設整備事業
60,086 13,203 維持継続 教育総務課

安全安心な教育環境を確保するため必要な事業であ
る。

116,528 維持継続 教育総務課

安全安心な教育環境を維持するため、防府市立学校施
設耐震化推進計画に基づき実施すべき事業である。

中学校施設耐震化事業
151,777 132,296 維持継続 教育総務課

生徒の安全と良好な教育環境のため、学校施設の耐震
化を継続すべきである。

教育総務課

安全安心な教育環境を維持するため、防府市立学校施
設耐震化推進計画に基づき実施すべき事業である。

教育総務課

安全安心な教育環境を維持するため、防府市立学校施
設耐震化推進計画に基づき実施すべき事業である。

右田小学校改築事業
‐ 309,834 維持継続

学校教育課

学校・地域の安全管理体制確立にあたり、本事業の果た
す役割は大きく、継続すべき事業である。

地域ぐるみの学校安全体制整備
推進事業

245 253 維持継続

中学校特別支援教育就学援助事
業

174 708 維持継続 学校教育課

特別な支援を要する児童が適正な教育を受けるため必
要な事業である。

中学校就学援助事業
31,924 36,948 維持継続 学校教育課

教育の機会均等のため必要な事業である。

西浦小学校改築事業
‐ 4,249 維持継続

桑山中学校改築事業
15
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

‐
高校・高等教育の充実

日本スポーツ振興センター災害
共済事業

19,532 20,673 維持継続 学校教育課

小・中学校教育の環境整備

学校管理下の災害に対し、児童生徒災害共済給付金の
支給を行うなど、安心な学校生活を担保する。

学校教育課

児童・生徒の生命を守り、その健康を保持し高めていく
ために、必要な事業である。

結核予防事業
606 730 維持継続 学校教育課

児童生徒及び教職員の結核感染を早期に発見し、対策
をとるため必要な事業である。

有効でなかった

学校教育課

給食の提供のため必要な経費である。

学校給食実施事業
171,566 181,490 維持継続 学校教育課

給食の提供のため必要な経費である。

小学校給食施設改造・食器更新
事業

37,681 37,327 維持継続 学校教育課

給食設備及び食器の整備のため必要な事業である。整
備に当たっては計画的な予算執行がなされている。

‐ 維持継続 学校教育課
学校法人助成事業（再掲）

‐

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　平成25年度に『「主体的にたくましく生き抜く力」と「豊かな人間性」を備えた人材の育成』を基本目標と
する『防府市教育振興基本計画』を策定中である。この計画の中で、小・中学校教育の質の向上や環境
整備などを施策の柱に掲げ、点検・評価及び進行管理を含め体系的に取組んでいく予定である。

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
目標指標の達成度も高く、事務事業の構成や規模も適
正である。

○

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

幼児教育から高等教育まで支援が充実している。各計
画に沿った事業実施により、施策は順調に進められてい
る。

○ 想定どおりに進んでいる

概ね有効であった
あまり有効でなかった

給食センター運営事業
116,626 107,886 維持継続

学校保健会事業
2,600 2,600 維持継続
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 生涯学習の推進 整理番号 ３－２

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

施策の
基本方針

　いつでも、どこでも、誰でも学びたいことが学べ、それが地域づくりに活かされるよう、生涯学習機会の
充実や生涯学習推進体制の整備に努めます。
　また、さまざまな社会教育活動を推進し、公民館活動の充実や社会教育関係団体などへの支援に努
めるとともに、図書館、公民館などの社会教育施設の充実を図ります。
　人権学習については、「市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かなぬくもりのある地域づくり」の実現
に向けて、市民ぐるみで積極的な推進を図ります。

市民満足度
「生涯を通じて、いつでも、どこでも学べる環境
が整っている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

35% － 55%

目標指標

聞いて得するふるさと講座
（出前講座）利用件数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

49件 44件 90件 130件

図書館館外個人貸出冊数
（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

657,109冊 624,176冊 750,000冊 800,000冊

生涯学習機会の充実

生涯学習フェスティバル事業
617 636 維持改善

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

生涯学習課

様々な学習に触れる機会を創出しているが、参加団体の自主
運営を進める工夫が必要である。

生涯学習活動推進事業
321 377 維持継続 生涯学習課

市民の市政に関する理解を深め生涯学習意識の啓発を図る機会として、ふる
さと講座を無料で実施しており質の高いサービスを提供できている。

生涯学習課

生涯学習関連施策の推進に関する協議会の運営経費
であり必要な事業である。

人材養成・活用事業
127 783 維持継続 生涯学習課

豊富な知識や経験をもったボランティアの方に活動してもらうこ
とは指導者、受講者、双方にとって有意義なことである。

生涯学習推進協議会運営事業
97 208 維持継続

維持継続 生涯学習課

生涯学習相談コーナーを設置することで、市民の多様な学習ニーズ
に対応できる体制づくりができており、継続すべきである。

社会教育活動の充実

社会教育活動推進事業
3,400 3,370 維持継続 生涯学習課

生涯学習推進体制の整備

生涯学習相談コーナー管理運営
事業

2,124 2,136

社会教育関係団体等育成事業
929 1,144 維持継続 生涯学習課

社会教育を充実させるため、社会教育関係団体等の活動に対して引
き続き支援を行っていくことが必要である。

社会教育委員の会議及び専門部会等の運営経費であ
り必要な事業である。

家庭教育推進事業
260 379 維持改善 生涯学習課

第二次防府市生涯学習推進計画に掲載している、父親の子育参加
促進が十分にできていない状況であり工夫が必要である。
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生涯学習課

公民館を拠点として、地域における社会教育活動の充
実に努めている。継続して実施すべき事業である。

社会教育指導員活動推進事業
27,620 27,621 維持継続 生涯学習課

社会教育に精通した指導員を配置することで様々な学習ニーズの対
応が可能になる。社会教育の充実のため継続すべきである。

公民館活動推進事業
69,072 70,026 維持継続

維持継続 生涯学習課

学校や子どもが抱えている課題は多様化しており、地域
全体で支援することは非常に有効であると考えられる。

社会教育施設の充実

野島漁村センター運営業務
2,033 2,404 維持継続 生涯学習課

社会教育活動の充実

学校支援地域本部事業
716 781

公民館・学供管理業務
45,644 51,158 維持改善 生涯学習課

３公民館（向島、小野、牟礼）の建て替え及び移設について向島以外
は対応が未決定であり早急に検討すべき。

野島漁村センターの整備充実を図るとともに社会教育充
実のため事業を継続すべきである。

文化福祉会館管理業務
63,408 67,324 維持改善 生涯学習課

文化福祉会館は耐震診断の２次診断でも低い数値が示され、
改修等が必要であり対応を検討すべき。

図書館

情報・文化・生涯学習の中核的施設として市民のニーズ
に確実に応えるため、事業を継続すべきである。

移動図書館車運行事業
3,919 4,266 維持継続 図書館

図書館から遠距離に居住する方、障害のある方、交通手段のない方
等への図書館サービス提供のため、継続すべきである。

図書館運営事業
151,694 149,788 維持継続

維持継続 図書館

学校図書館にネットワークを構築することにより、管理運営の効
率化が図られると同時に、資料を有効に活用できている。

人権学習の推進

人権学習市民セミナー開設事業
179 190 維持継続 生涯学習課

図書館の充実

図書館ネットワーク事業
149 2,921

教育集会所管理事業
1,701 5,780 維持継続 生涯学習課

地域の集会や人権に関わる学習の場として多くの利用がある集会所
として、引き続き施設の維持管理を行っていくことが必要である。

年に４回のセミナーを開催しており、人権問題の正しい理解と豊かな
人権感覚の習得を図っている。今後も継続すべきである。

人権学習推進委員運営事業
542 827 維持継続 生涯学習課

人権学習は意識付けが必要となるため継続して実施す
べきである。

人権学習視聴覚資料整備事業
78 80 維持継続 生涯学習課

日常的に人権学習を提供できる場であり、特に学習意
欲がある人にとって有効な事業である。

教育集会所講座開設事業
2,392 3,020 維持継続 生涯学習課

学習を通じて、地域の連帯感が強まっている。引き続き人権学習の場
を提供することで人権意識の向上を図るべきである。

人権学習推進事業
17,871 18,677 維持継続 生涯学習課

自発的な研修の開催を支援することは人権学習の推進
に大きく繋がる。継続すべき事業である。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

○ 少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み
　生涯学習については、『第二次防府市生涯学習推進計画(学ぼうやプラン２)』に基づき、「いつでもどこ
でも学べる環境づくり」、「ひとりひとりがきらめく人づくり」、「学びを通じてつながる地域づくり」に鋭意努め
る。特に、老朽化した公民館等の社会教育施設の将来構想は重要課題として取組む必要がある。
　図書館については、平成25年度に「学校図書館管理システム」全小学校を対象に導入した。今後、これ
を全中学校に拡大するとともに、将来的には市立防府図書館と学校図書館をネットワークで結ぶ。防府
市子ども読書活動推進協議会などの場で、共通認識を深め、学校と図書館の協力体制の構築に努め
る。
　人権学習については、基本的人権尊重の視点に立った人権教育を推進するため、防府市人権学習推
進市民会議や人権学習推進委員と連携し、さまざまな学習機会の提供に努める。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

施策の推進のためのサービスやその活用のための体制
も整えられており、概ね有効である。目標指標の達成を
図るため、市民のサービス活用を促進する更なる取組み
が求められる。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

施策の推進に向け幅広い事務事業が進められており、
市民の生涯学習の機会の充実が図られているが、目標
指標の進捗は遅れている。

想定どおりに進んでいる
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 青少年の健全育成 整理番号 ３－３

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

2,375人 2,450人 2,700人

施策の
基本方針

　関係機関・団体との連携を図り、家庭教育に関する学習機会や相談機能を充実させるなど、家庭教育
機能の強化を図るとともに、地域における青少年の非行防止活動や環境浄化活動などの青少年育成活
動を推進します。
　また、家庭・学校・地域・行政が連携し、青少年の活動や青少年団体の活動を支援していくことで、思い
やりや創造性豊かな青少年の育成を図ります。

市民満足度
「青少年の健全育成や非行防止活動などが十
分行われている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

22% － 45%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

放課後子ども教室開設箇
所数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

4か所 7か所 10か所 15か所

目標指標

街頭巡視活動参加者数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

2,199人

家庭教育機能の強化 青少年相談事業
3,546 3,638 維持継続

青少年活動諸事業
254 352 維持継続

青少年健全育成のための協議会及び講座の開催運営
費であり必要な事業である。

生涯学習課

核家族化や情報網の発達などの生活環境の変化により子どもの抱える問題
は多様化。相談する場の提供や助言等により青少年の健全育成に繋がる。

子ども安全安心対策事業
240 240 維持継続 生涯学習課

子ども１１０番など地域ぐるみで子どもの安全を確保することで
事件発生防止に繋がっている。継続すべき事業である。

地域活動の促進

成人式運営事業
1,379 1,586 維持継続 生涯学習課

新成人自らが実行委員となり運営することは、成人になったこ
とを自覚させる良い機会となり青少年の育成に繋がる。

生涯学習課

青少年団体支援事業
3,096 3,472 維持継続

非行防止・環境浄化事業
1,379 1,456 維持継続 生涯学習課

育成センター指導員や警察等と協力することで、青少年の非
行抑止力の向上を図っている。継続して実施すべきである。

維持改善 生涯学習課

民間に類似したサービスがあり、時代にそぐわないと思われる。登録
者は減少しており、内容について改善すべきである。

青少年活動の推進

勤労青少年ホーム管理事業
2,163 2,339

生涯学習課

防府市青少年育成市民会議、防府青年会議所などの活動を
支援することで学習機会や体験活動の充実を図っている。

放課後子ども教室推進事業
4,182 4,474 維持継続 生涯学習課

子どもだけでなく共働きの親にとっても、安心・安全な場所に子どもを
預け、かつ、様々な学習を受けられるメリットは大きい。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

地域や関係機関・団体とともに行われる事務事業など、
地域全体で青少年の健全な育成が推進されており、施
策は着実に進められている。

○

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　引き続き関係機関・団体と連携を強化し、諸事業に鋭意取組む。また、現在８校区で開設している放課
後子ども教室の継続と内容充実を図るとともに、制度拡大に向け、毎年新たに１校区の増設に取り組む。

有効であった
評価

コメント

地域や関係機関・団体との連携を密にした取組みが行
われており、目標指標も順調に推移している。事務事業
の構成や規模も適正である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 スポーツの振興 整理番号 ３－４

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

455,977人 300,000人 320,000人

施策の
基本方針

　スポーツの振興、健康づくり、絆づくりのため、幅広い世代がスポーツと多様に関わることのできる機会
を提供するとともに、市民が主体となった新たな生涯スポーツの仕組みづくりやスポーツボランティアの育
成を進めます。また、スポーツ施設の計画的な整備、拡充と効率的な活用を図ります。

市民満足度
「生涯にわたりスポーツに親しめる環境が整っ
ている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

37% － 60%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

総合型地域スポーツクラブ
設置数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

― 1団体 1団体 3団体

目標指標

スポーツ施設利用者数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

254,000人

スポーツ振興課

競技マラソンとしての位置づけを明確にすることで、レベルの
高い大会として注目が高まり、市のＰＲとなる。

各種スポーツ活動推進事業
1,714 2,093 維持継続 スポーツ振興課

幅広い世代の市民が身近にスポーツに参加できる機会
を作っており、引き続き実施すべきである。

防府読売マラソン大会開催事業
16,165 16,170 維持継続

スポーツ振興課

スポーツの促進を通し地域の活性化が期待される事業であり、昨年
度の実績でも集客効果は高い。引き続き実施すべき事業である。

維持継続 スポーツ振興課

７０年以上続く伝統行事であり、安全に留意して今後も
継続して実施すべきである。

スポーツ推進委員活動事業
1,541 1,761 維持継続 スポーツ振興課

スポーツ基本法に基づくスポーツ推進委員の活動に対
する必要経費であり、今後も継続すべきである。

富海水泳講習会開催事業
573 773

我がまちスポーツ推進事業
2,935 4,000 維持継続

スポーツ推進計画策定事業
461 225 ‐ スポーツ振興課

スポーツ基本法に基づく事業である。平成２５年度で終
了する予定。

スポーツ活動の推進

スポーツ施設の充実

スポーツ団体の支援・育成 スポーツ団体等支援事業
13,093 13,065 維持継続 スポーツ振興課

スポーツ関係団体や全国大会出場団体を支援することで、組
織の育成・充実と、競技力の向上を図る事業である。

向島運動公園管理事業
5,355 6,073 維持継続 スポーツ振興課

施設の利用ニーズは高い。今後は施設の整備や競技用備品
の充実など、更なる利用者サービスの向上に努める。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

スポーツ振興課

指定管理者が独自で開催するスポーツ教室やイベント
等により利用者が着実に増加している。

体育施設運営事業
97,883 147,378 維持継続

プール建設事業
10,856 709,087 維持継続 スポーツ振興課

公共プールが無い状況であり、新たな公共プールの整備が不
可欠である。来年度のオープンに向け事業を継続する。

スポーツ施設の充実

学校施設開放事業
1,576 1,770 維持継続

地域におけるスポーツ活動の基盤になっており、各学校とも利
用率は極めて高いため、継続して実施すべき事業である。

スポーツ振興課

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　平成25年度に『スポーツで活力発信！絆深まり元気あふれるまち　ほうふ　～だれもが生涯にわたりス
ポーツに親しみ　いきいきと心豊かに生活するまちの実現をめざして』を基本理念とする『防府市スポーツ
推進計画』を策定中である。この計画の中で、「『する』スポーツ、『観る』スポーツ、『支える』スポーツの推
進とスポーツ環境の整備推進」を施策の柱に掲げ、点検・評価及び進行管理を含め体系的に取組んで
いく予定である。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

市民がスポーツに親しむ機会が多く提供されており、概
ね有効である。事務事業の構成や規模、成果は適正で
ある。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

目標指数は順調に進捗している。特にスポーツ施設利用者数
は、民間の指定管理者が実施するスポーツ企画や、市の管理
する施設の利用者も多く、昨年度から３万人近く増加しており、
想定どおり進んでいると評価できる。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 文化・芸術の振興 整理番号 ３－５

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

施策の
基本方針

　防府市文化振興財団、防府市文化協会との連携を図りながら、文化・芸術活動の推進や、文化・芸術
団体の支援・育成を行うとともに、郷土ゆかりの著名な文化人の顕彰に努めます。さらには、文化・芸術活
動の拠点である文化施設を適切に維持管理し、一層の利用促進を図ります。
　また、諸外国の異なる文化に対する理解を深めるとともに、国際交流の活発化を図り、国際性豊かな人
づくりや多文化共生社会の実現に努めます。

市民満足度

「文化・芸術活動が活発に行われている」と思う
市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

31% － 55%

164,833人 220,000人 240,000人

「国際交流が進み外国（人）への理解が深まっ
ている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

13% － 35%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

国際交流事業参加者数（年
間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

529人 493人 700人 1,000人

目標指標

文化施設利用者数（年間）
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

189,000人

文化・芸術団体の支援・育成

文化・芸術団体育成事業
505 210 維持継続 生涯学習課

全国大会出場団体への支援や各種文化･芸術団体の発表行事、大
会開催を支援することで、文化・芸術の振興を促進している。

文化・芸術活動の推進 青少年劇場事業
1,206 1,212 維持継続

防府市文化協会助成事業
5,450 5,450 維持継続 生涯学習課

文化・芸術の振興を図るには各団体との連携が不可欠
であるため、今後も継続すべき事業である。

生涯学習課

文化・芸術に触れる機会の少ない小学生を対象としており費用対効
果は高い。文化・芸術の振興のため継続すべきである。

青少年科学館管理事業
595 704

地域交流センター管理事業
8,962 1,124 維持継続

企画政策課

郷土ゆかりの文化人を顕彰し、その業績を全国に発信し
ていくため、計画的に整備を進めていく必要がある。

公会堂管理事業
909 2,077 維持改善 生涯学習課

公会堂は耐震診断の２次診断でも低い数値が示され改
修等が必要。早急に対応を検討すべきである。

山頭火ふるさと館整備事業
1,185 45,076 維持継続

維持継続 生涯学習課

科学教育普及活動の拠点施設として様々な科学教室の開催、小・中学校へ
の理科教育支援、企画展の開催などにより来館者数の増加に努めている。

生涯学習課

市の文化・芸術活動を推進する施設として、魅力ある芸術鑑賞・発表機会の
提供、市民の文化意識の高揚に役立っており施設整備は必要である。

文化施設の充実
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

文化施設運営事業
265,832 294,877 維持継続

5,339 維持継続

生涯学習課

指定管理者が文化施設を管理運営することで市民に優れた文化･芸
術にふれる機会を作り、本市の文化･芸術の振興を図れている。

生徒へ質の高い英語教育を行うために必要な事業であ
る。

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

文化芸術活動は活発に行われ、市民が文化・芸術に親
しむ機会は充実している。国際交流事業への参加者も
昨年度に比べ増加しており、概ね順調に進んでいる。

○

国際交流の推進

英語指導助手招致事業
4,936 6,365

市民活動推進課

国際感覚を備えた人材は、将来市にとって大きな財産と
なるため、今後も継続して実施する。

多彩な交流活動事業
1,178 1,480 維持継続 市民活動推進課

市民と市内在住外国人との交流事業により、互いの国際理解
及び国際協調を深めることができるため、継続して実施する。

姉妹都市国際交流事業
3,268

文化施設の充実

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み
 公益財団法人防府市文化振興財団や防府市文化協会と連携し、文化・芸術活動の推進や文化・芸術
団体の支援育成に努めるともに、施設面では公共施設マネジメント事業の中で、老朽化した公会堂の建
替え等について検討を進める必要がある。併せて、地域交流センターアスピラートの計画的な改修並び
に青少年科学館ソラールの常設展示物更新が求められている。
  また、「山頭火ふるさと館」については、顕彰・交流・拠点施設として早急に整備し、郷土ゆかりの著名人
を全国に発信していくことが必要である。
　国際交流の推進については、国際性豊かな人づくりや多文化共生社会の実現に向け、幅広く市民を
巻き込んで国際交流事業を活発に展開していくことが求められている中で、中学校における事業展開は
重要である。

有効であった
評価

コメント

文化施設の整備、関係団体との連携、文化・芸術団体
への支援など、幅広い取組みが行われている。事務事
業の規模も適正であり、概ね有効であった。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

維持継続 学校教育課
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 文化財の保護・継承 整理番号 ３－６

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

60件 64件 68件

施策の
基本方針

　文化財保護意識の高揚と普及を通じて郷土の歴史や文化に対する理解を深めるとともに、市民共有の
財産である文化財の調査や保護・保存に努め、後世に伝えます。市内各地域の文化財を総合的に把握
し、市民生活やまちづくりに有効に活用するとともに、文化財情報の発信に努めます。

市民満足度
「郷土の文化財が大切に保存・継承・活用され
ている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

48% － 70%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

史跡周防国衙跡の公有地
化率

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

83% 87% 89% 96%

目標指標

市指定文化財件数（延べ
数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

58件

史跡周防国衙跡土地買上事業
15,767 44,763 維持継続

文化財課

文化財の適切な管理のため必要な事業であるが、管理対象が
増加しており、今後効率の良い管理体制を検討すべきである。

周防国府跡等発掘調査事業
38,834 52,878 維持継続 文化財課

今後の史跡整備において基礎資料となる調査であり継
続すべき事業である。

文化財保護管理事業
22,155 27,732 維持継続

文化財課

史跡地の公有化のため、土地の買上は計画的に進めら
れており継続すべき事業である。

文化財の調査

文化財の保護・保存

史跡萩往還三田尻御茶屋（英雲
荘）保存修理事業

14,767 98,412 維持継続 文化財課

庭園の整備を行い建物と庭園を一体活用することは観光・文
化的価値を一層高めることに繋がるため継続すべきである。

文化財課

後世への文化財の継承だけでなく、復元後に内部や資料等の
公開を行うことで郷土の歴史を学ぶ機会の提供に繋がる。

宮市本陣兄部家保存整備事業
‐ 7,327 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

文化財の整備は計画的に実施されている。また、将来の
計画も考えており、全体としては概ね順調に進捗してい
る。

○

文化財活用事業
137 168 維持継続 文化財課

独自に地域の歴史や文化財の保護活動を行う団体への支援を通じ、
文化財愛護思想の普及を図る事業である。

文化財郷土資料館運営事業
14,696 15,216 維持改善 文化財課

市民の文化財への理解を深めるため、より来館者数を増やす取り組
みを検討すべきである。

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　平成25年度は、昨年国指定史跡萩往還へ追加された宮市本陣兄部家の史跡整備を進めていくうえで
の基本構想の策定に着手するとともに、国指定史跡萩往還 三田尻御茶屋英雲荘の屋外防災設備の整
備や三条実美の書などの複製品を制作し、展示を実施している。今後も、文化財保護意識の高揚と普及
を通じて郷土の歴史や文化に対する理解を深めるとともに、文化財の調査や保護・保存に努める。
　また、文化財をまちづくりに有効活用するためにも、文化財情報の発信が重要であると考える。

有効であった
評価

コメント
事務事業の構成や規模は適正であり、概ね有効であっ
た。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

文化財の活用

英雲荘運営事業
10,536 16,084 維持継続 文化財課

三田尻御茶屋の維持管理を行い、その運営を通して文化・観
光施設として有効活用されており、継続すべきである。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 農業の振興 整理番号 ４－１

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

26% 35% 50%

施策の
基本方針

　担い手農家や後継者の育成及び新規就農者の支援に努めます。また、農地の利用集積や農業生産
基盤の整備を行うとともに、生産技術や経営技術の改善により農業経営の強化を図ります。さらに、地元
農産物の生産、販売の拡大に努め、生産者と消費者の交流などによる地産地消を推進します。

市民満足度
「地域の特性を活かした農産物が生産され、身
近な場所で購入することができる」と思う市民の
割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

56% － 80%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

特定農業法人数（延べ数）
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

2団体 3団体 3団体 5団体

目標指標

農地利用集積割合（認定農
業者・特定農業法人等管理
水田面積割合）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

24%

農業経営基盤の強化

農業振興地域整備促進事業
‐ 1,456 維持継続

防府市農業公社助成事業
3,500 6,685 維持継続

地域農業マスタープラン作成事業
725 400 維持継続

農業農村課管理経費
530 187 維持継続

農業農村課

農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実
施するために必要な事業である。

認定農業者等経営規模拡大支援
事業

1,075 1,800 維持継続 農業農村課

農地を集積することによる経営体の基盤強化だけでなく、耕作
放棄地の発生防止にも繋がっており継続すべきである。

農業農村課

優良農地の確保や耕作放棄地による農作業の受委託
等の担い手対策に繋がっており継続すべきである。

耕作放棄地対策事業
0 210 維持継続 農業農村課

実績は少ないが、一定の効果が発揮されており、継続す
べき事業である。

農業農村課

地域全体でプランを作成することで、農業の競争力・体
質強化が図れるため、継続すべきである。

中山間地域等直接支払制度事業
6,556 6,666 維持継続 農業農村課

中山間地域の農業生産の維持、水源の涵養等の多面
的機能の確保や耕作放棄地の増加防止に繋がる。

農業農村課

農業農村課の業務を円滑に実施するために必要な事業
である。

経営所得安定対策直接支払推進
事業

1,793 8,325 維持継続 農業農村課

経営安定対策の円滑な実施のために必要な事業であ
る。
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農業農村課

農業分野の有する環境保全機能を一層発揮するため、
継続すべき事業である。

鳥獣被害防止対策事業
2,475 4,910 維持継続 農業農村課

鳥獣による被害は農業者の営農意欲を低下させ、耕作放棄地
の増加に繋がる。引き続き鳥獣被害の防止を行うべきである。

環境保全型農業直接支援対策事
業

1,090 1,710 維持継続

林務水産課

有害鳥獣による農林水産物への被害を防止することは
生産者にとっては欠かせない。継続すべき事業である。

維持継続 農業農村課

各種団体への育成負担金は農業振興対策における農
産物の質の向上を図るために有効な手段である。

農業近代化資金利子補給事業
833 1,871 維持継続 農業農村課

農業者の営農継続や新規就農者の確保など、農業振興
のために有効な事業である。

農業振興対策業務
1,811 2,597

有害鳥獣対策事業
4,600 5,019 維持継続

農業委員会運営費
2,553 2,141 維持継続 農業委員会事務局

農地の効率的な利用促進のため必要である。

自作農創設促進事業
6 8 維持継続

農地の調査により農地保有の合理化が図られている。農
地の有効利用に資する事業であり、継続すべきである。

農業者年金業務委託事業
200 216 維持継続 農業委員会事務局

農業者の老後の生活をより安定したものとするために、農業年
金への加入促進を図る事業であり継続すべきである。

農業委員会事務局

国有農地の管理のため継続すべき事業である。

農業経営基盤の強化

担い手の育成

地産地消の推進

農業委員会事務局

農地基本台帳により、農地・農家のデータを的確かつ円
滑に進めるためシステムの整備は不可欠である。

農地制度実施円滑化事業
794 1,233 維持継続 農業委員会事務局

遊休農地解消のため、また農地及びその利用状況を把
握するために必要な事業である。

農地情報管理システム整備事業
377 4,887 維持継続

農地保有合理化促進事業
38 40 維持継続 農業委員会事務局

農業農村課

地域農業を守っていくためには担い手の確保・育成は
大変重要であり、今後も継続すべきである。

新規就農者支援事業
6,060 13,620 維持継続 農業農村課

新規就農に必要な技術習得、農地確保、所得確保などの支援
は就農意欲の喚起と定着の促進のために必要である。

担い手育成総合支援事業
135 180 維持継続

維持継続 農業農村課

地域の中心となる経営体への農地集積に必要な取組を支援
することにより、農業の競争力・体質強化を図る必要がある。

と場事業特別会計繰出金
9,950 10,868 維持継続 生活安全課

事業を円滑に実施するための必要経費である。

農地集積協力金交付事業
‐ 2,640
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生活安全課

施設の老朽化が著しいため、施設の利用が困難になっ
た場合の検討が必要である。

と場運営事業
11,033 11,806 維持改善

生活安全課

不測の事態に対応するために必要な経費である。

青果市場事業特別会計繰出金
38,270 28,008 維持継続 農業農村課

青果市場の業務を円滑に実施するために必要な経費で
ある。

予備費（と場事業）
0 200 維持継続

農業農村課

農作物の地元消費を拡大することに繋がり、市の農業振
興に大きく寄与する事業である。

青果市場費
23,787 20,053 維持継続 農業農村課

生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図
るために必要な経費である。

地産地消推進事業
437 435 維持継続

農業農村課

共同利用施設の維持管理は必要であり、老朽化した施
設の補修など計画的に実施すべきである。

農業施設管理事業
1,285 1,451 維持継続

予備費（青果市場）
0 2,000 維持継続 農業農村課

不測の事態に対応するために必要な経費である。

公債費
25,794 17,874 ‐ 農業農村課

平成２５年度終了事業。

農業農村課

意欲ある多様な経営体に支援することで経営体の育成・
確保を図っており継続すべきである。

経営体育成支援事業
‐ 2,850 維持継続

園芸作物の生産機械整備事業
1,818 18,592 維持継続 農業農村課

将来に向けて安定した生産を行うため、集落営農法人
等への支援は必要である。

畜産振興対策業務
3,657 4,001 維持継続 農業農村課

畜産農家へ積極的な援助を行うことで、畜産物の安定生産と
地域経済の活性化を図っており継続すべきである。

農業生産基盤の整備に必要な事業である。

土地改良施設維持管理適正化事
業

9,008 14,298 維持継続 農業農村課

土地改良管理事業
6,158 6,653 維持継続 農業農村課

農道や農業用排水路、ため池などの施設の整備を進めるとともに、ほ
場整備を推進することで生産性の向上に繋がっている。

地産地消の推進

農業生産基盤の整備

防府基地周辺障害防止対策事業
（防府北）

47,628 46,812 維持継続 農業農村課

農地を湛水被害から防ぐため、県営事業により排水路等
を整備する事業であり継続すべきである。

単独市費土地改良事業
50,000 60,000 維持継続 農業農村課

平成２１年度の災害が原因で平成２４年度末時点で６１件の繰越があ
るが農業生産性向上のため予算の範囲内で対応すべきである。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

経営体育成基盤整備事業（下津
令）

40,429 79,408 維持継続 農業農村課

農業経営基盤の強化は生産性の向上に繋がるため継
続すべきである。

農道維持管理事業
5,452

農業体質強化基盤整備促進事業
34,806 21,800 維持継続

少し遅れている

あまり有効でなかった

農業生産基盤の整備

農業経営基盤の強化は生産性の向上に繋がるため継
続すべきである。来年度から他事業へ統合。

災害関連業務
22,602 37,000 維持継続 農業農村課

県の埋立地に土砂を搬出しており、事業に合わせて計
画的に行われている。継続すべき事業である。

海岸保全施設整備事業（高潮）

基幹農道整備事業（牟礼小野地
区）

3,610 6,409 維持継続 農業農村課

県営土地改良事業による小野地区と牟礼地区を結ぶ農免道路の整
備であり農業生産性基盤の強化のため、継続すべきである。

農業農村課

2,000 4,000 維持継続 農業農村課

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　農業振興整備計画の見直しを進め、農業経営基盤の強化とともに生産基盤の充実もさらに進めていく
必要があり、継続的に様々な農業施策を活用する必要がある。さらに、担い手の育成、地産地消の推進
を図り、第６次産業をも視野に入れた施策も検討課題として研究を進める必要がある。
　また、担い手の高齢化や営農意欲の低下などにより、耕作放棄地が増加している状況に対して、様々
な主体と連携して対策を進めていくことが重要である。
　継続的な課題として、農業用施設の老朽化により更新を必要とする施設の増加に対して、既存施設の
長寿命化対策を実施し、効率的な機能保全対策を講じる必要がある。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

農業者を支援する諸事業は、国の施策に則る形で構成
されており、地域特性を活かした農産物の生産に大きく
貢献している。概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

農業集積は着実に進んでいるが、担い手育成・新規就
農者不足が課題である。生産者と消費者の交流などに
よる地産地消の推進は想定どおりに進んでいる。

○

有効でなかった

想定どおりに進んでいる

農村公園管理事業
1,398 2,642 維持継続 農業農村課

地元と市が協力して農村公園の維持管理を行っており、
継続すべきである。

団体営土地改良事業
1,255 720 ‐ 農業農村課

平成２５年度終了事業。

平成２６年度以降は西浦・大道で事業を実施する予定。農地を高潮
被害から防ぐため、今後も県と連携して実施すべきである。

9,030 維持継続 農業農村課

農業用道路として利用されている農家にとっても、生活用道路
として利用されている一般市民にとっても必要性が高い。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 林業の振興 整理番号 ４－２

施策の
基本方針

森林整備や森林機能の維持管理を図るため、森林施業の集約化を推進します。また、森林施業に必要
な林道網の整備及び維持管理に努めます。さらに、関係機関との連携強化を図り、林業後継者の育成を
進めます。

市民満足度
「森林資源の保護育成や有効活用が行われて
いる」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

15% － 35%

目標（平成32年度）

4ha 4.2ha 7ha 10ha
目標指標

民有林造林面積（延べ面
積）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

小規模作業林道整備延長
（延べ延長）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

4,100m 4,654ｍ 4,700m 5,200m

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

林業経営支援の充実 林業振興業務
3,147 1,919 林務水産課

各種団体と連携することで、林業経営体制が強化されて
おり、継続すべき事業である。

20,996 18,753 維持継続 林務水産課

維持継続

有効でなかった

林道維持管理事業
4,306

評価
コメント

各種団体との連携や林道の計画的な整備により、林業
の振興は想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

18,175 維持継続 林務水産課

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
経営支援や生産基盤の整備は、計画どおり進んでおり、
事務事業の構成や予算規模等は概ね有効である。

○ 概ね有効であった

林務水産課

平成２５年度終了事業。

林業生産基盤の整備

普通林道開設事業
47,765 31,611 ‐

林道開設改良事業

林道の適正な管理により、一般車両の利用を可能にし、
林業活動の維持ができている。継続すべきである。

林道の拡幅整備等により、地域資源を最大限活用でき
る。継続すべき事業である。
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　国の森林・林業経営の基本方針として国産材の自給率上昇が示されており、森林施業においては搬出
間伐を主体として補助制度を活用する必要がある。そのため、小規模経営体の森林施業の集約化、小
規模作業林道整備が必要である。
　また、造林に関して森林所有者の関心・意欲が低下している現状に対して、林業者の森林施業に対す
る意欲が向上するように森林組合と連携してＰＲするとともに、森林施業を展開していくことが求められて
いる。

62



Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 水産業の振興 整理番号 ４－３

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

施策の
基本方針

　水産業の振興を図るため、｢つくり育てる漁業｣への転換を推進するとともに、魚の消費拡大を図り、漁
業経営の安定化と漁業後継者の確保及び育成に努めます。また、漁港施設の機能確保及び生活環境
の整備を推進します。

市民満足度
「水産物が安定して供給され、魚の消費拡大
が進められている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

33% － 55%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標
漁港機能保全整備箇所数
（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

－ 1漁港 1漁港 2漁港

水産業生産力の強化

水産振興業務
3,045 3,247 維持継続

ニューフィッシャー確保育成推進
事業

3,382 1,125

林務水産課

関係団体活動への補助金や負担金の支出等であり、漁
業生産の安定化、流通機能の再編・強化を図っている。

漁業近代化資金利子補給事業
119 254 維持継続 林務水産課

県と共同で漁業者への負担軽減を行うことで、漁業生産
力向上に寄与する事業であり継続すべきである。

維持改善 林務水産課

水産業振興のため、新規漁業就業者の育成・確保が急務である。新
規漁業就業者は少ないため事業内容を検討すべきである。

水産総合交流施設管理運営事業
‐ 36,950 維持改善 林務水産課

潮彩市場の活性化が求められており、その取組みの一つとして利用
客の移動手段の確保を早急に実現すべきである。

林務水産課

排水処理施設の適正な管理により、野島地区住民の生
活環境の向上を図っており、継続すべきである。

野島地区漁業集落排水事業
7,328 8,275 維持継続

水産基盤の整備 漁港施設維持管理事業
26,106 16,195 維持継続 林務水産課

水産業の基盤である漁港施設の維持管理の経費であ
り、必要事業である。

林務水産課

倒壊の危険性が高い施設の補強を行い漁船の安全を
図るために必要な事業である。

水産基盤ストックマネジメント事業
24,222 303,383 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

○ 少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　漁業就業者の高齢化か進む中、新規就業者定着支援事業、新規就業者生産基盤整備事業の開始に
より僅かではあるが、新規就業者が創業を開始する状況であり、今後も県や漁協と連携をししながら、後
継者の育成を図っていくことが重要である。
　また、漁港施設が建設後、かなりの年月を経ている状況であり、漁港施設の老朽化に対応する保全計
画を策定し、施設の延命を目途とした保全工事を実施することにより、漁業就業者の安全確保や後背集
落地の防護を図るため、事業費コストの低廉化をも考慮し継続的に水産基盤を整備する必要がある。
　さらに、漁港漁場集落の環境整備についても様々な観点から整備事業の実施を検討していくことも必
要である。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
生産力の強化や水産基盤の整備に向けた事務事業の
構成や予算規模等は概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

漁業施設の機能確保及び生活環境の整備は計画どおり
進んでいるが、潮彩市場の活性化に関する取組が少し
遅れている。また、新規漁業就業者の育成・確保が課題
である。

想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 工業の振興 整理番号 ４－４

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

施策の
基本方針

　企業ニーズや企業動態の把握を行い、基幹産業の振興、市内に根付く企業の体質強化や新規事業展
開を支援するとともに、企業誘致を推進します。さらに、新たな産業の導入に向けた取組を推進します。
また、国や県などと連携し、物流関係施設の整備の促進などにより物流機能の強化を図ります。

市民満足度
「企業の生産活動が活発に行われている」と思
う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

22% － 45%

目標指標

企業誘致優遇措置指定件
数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

3件 ４件 4件 5件

売れるものづくり事業による
新製品開発着手等事業者
数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

12社 23社 35社 50社

企業誘致の推進

企業立地推進事業
4,100 3,519 維持継続

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

企画政策課

雇用の創出等、経済に対する波及効果が高い事業であ
り継続すべき事業である。

企業誘致推進事業
120,478 118,013 維持継続 商工振興課

企業立地推進事業と併せ、今後も予算の範囲内におい
て継続すべき事業である。

商工振興課

中小企業の育成・振興を図るために行う事業であり、今
後も継続すべき事業である。

地場産業育成事業
45,788 49,547 維持継続 商工振興課

産業の地産地消の促進のため、今後も予算の範囲内に
おいて継続すべき事業である。

中小企業育成事業
286,784 490,635 維持継続

維持継続 商工振興課

市内の建築関連事業の振興を推進するため、継続して
実施すべき事業である。

新たな産業の育成 新産業育成事業
500 500 維持継続 商工振興課

地場産業・既存企業・中小
企業の育成

住宅リフォーム助成事業
49,396 50,000

防府ブランド知財戦略センターの活動も支援でき、今後
も継続すべき事業である。

物流機能の充実
＊複数事業に含まれるため、事業
費不可分

－ － － －

―
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　  今後も工業の成長を持続させていくためには、自動車関連を中心とした基幹産業の振興に加え、企
業誘致や新たな産業の育成に向けた支援が必要となる。
　また、地場産業の活性化のためには、（公財）山口・防府地域工芸地場産業振興センターと連携し、売
れるものづくりや販路拡大等の関連事業を支援するとともに、情報収集を積極的に行い、きめ細かに企
業ニーズや企業の動向を把握し、事業の見直しを行う必要がある。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
目標指標は順調に推移しており、事務事業の構成や予
算規模等は概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

複数の企業に対して企業誘致優遇措置などの企業支援
を行っている。今後は、ＪＴ防府工場跡地１４万㎡への企
業進出が課題である。中小企業の支援・育成に関しても
計画どおり事業を実施している。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

5店

中心市街地の１日の通行量
（休日）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

10,415人 未調査 12,000人 13,500人

平成２５年度　行政評価調書

施　策 商業・サービス産業の振興 整理番号 ４－５

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

11店 20店 30店

施策の
基本方針

　関係機関との連携のもと商業・サービス産業の育成支援を進めるとともに、魅力ある商店街の形成、大
規模小売店舗や公共施設等との連携などによる回遊性の向上により中心市街地の活性化に努めます。
　また、今後の成長が見込まれるサービス産業の誘致や育成を推進していくための体制の充実に努めま
す。

市民満足度
「商業活動が活発に行われ、身近な場所でさ
まざまな商品を購入したり、サービスを受けたり
することができる」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

28% － 50%

目標指標

中心市街地の商店街空き
店舗対策出店数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度）

商工振興課

商店街活性化事業と併せて、今後も予算の範囲内にお
いて継続する。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

－

－

中心市街地の活性化 中心市街地活性化事業
9,780 10,745 維持継続

商工振興課

経常経費として、今後も必要である。

商店街の活性化 商店街活性化事業
2,355 1,914 維持継続 商工振興課

商店街活性化のため、今後も予算の範囲内において継
続する。

経営基盤の充実 商工振興課管理経費
348 1,185 維持継続

サービス産業の育成
＊複数事業に含まれるため、事業
費不可分

－ － －

概ね有効であった
あまり有効でなかった

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
中心市街地の衰退が課題であるものの、全体としては概
ね有効である。

○

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
商店街等の活性化を図るため、既存メニューを充分に活
用しており、概ね想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる

有効でなかった
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　大規模小売店舗やサービス業の多くが市の周辺部へ出店していることから、中心市街地の空洞化が進
んでいる。また、商店街では経営者の高齢化や後継者不足により事業の継続が困難となり、このことが商
店街の運営にも大きな影響を及ぼしている。中心市街地の活性化のために商店街の空き店舗対策を実
施しているが、さらに出店を増やすためには創業支援も必要となってくる。平成２５年度に創設した起業
家支援制度の周知を図るとともに関係機関と連携し経営指導や相談体制を充実させ経営能力の向上と
経営体質の強化を図る必要がある。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

宣伝・受入れ体制の充実

維持継続 観光振興課

市民の夏場の憩いの場、賑わい創出のため、今後も継
続すべきである。

索道事業費
70,335 73,452 維持継続 観光振興課

平成２５年度に存続の検討結果が出る予定になってお
り、その結果を踏まえて継続の検討を行う。

観光振興課

指定管理料の適正化を図り、回遊性と滞在時間の増加
を図るため、継続すべき必要である。

まちの駅管理運営事業
19,412 20,865

平成２５年度　行政評価調書

施　策 観光の振興 整理番号 ４－６

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

1,144,539人 1,000,000人 1,200,000人

施策の
基本方針

　本市の豊かな自然や歴史的、文化的遺産等の観光資源の魅力を高める取組を行うとともに、｢おもてな
しの心｣で観光客を受け入れる体制の強化を図ります。
　また、観光客の回遊性の向上と滞在時間の増加を図るため、民間事業者等と連携し、観光ネットワーク
の整備を進めるとともに、体験、交流型の観光メニュー開発への取組を進めます。

市民満足度
「まちの資源を活かした、魅力的な観光地と
なっている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

17% － 40%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

防府市観光ネットワーク加
盟店数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

22店 27店 30店 40店

目標指標

観光客数（年間）
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

678,000人

観光振興課

三田尻塩田を顕彰する事業であり、管理運営費のため
の経費であり必要である。

サイクリングターミナル管理事業
15,509 44,580 維持継続 観光振興課

指定管理の導入が決まったため、適正な管理運営が行
われるよう実施すべきである。

三田尻塩田記念産業公園管理運
営事業

7,424 11,735 維持継続

観光振興課

貴重な資源であり、安全対策を講じながら今後も継続す
べきである。

予備費（索道事業）
0 2,000 維持継続 観光振興課

緊急時の予算であり、必要経費である。

索道事業特別会計繰出金
54,264 49,953 維持継続

海水浴場管理事業
5,736 4,565

維持継続

観光地づくり

69



Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

宣伝・受入れ体制の充実

観光振興広告宣伝事業
8,480 8,537 維持継続 観光振興課

観光客の増加に結びつく事業であることから、今後も継
続的に実施する。

観光振興課

広域・専門分野での取組等に必要な経費であり、今後も
継続する。

観光協会助成事業
28,353 29,187 維持継続

3,570 維持継続

観光振興課

観光事業推進団体の充実強化のために、今後も継続す
る。

観光関連団体等連携助成事業
6,217 8,478 維持継続

観光情報館(コア銀座）管理事業
1,218 1,211 維持改善

ＩＴ化が進んでおり、情報発信の方法や立地場所も含め
て検討する必要がある。

有効でなかった

観光振興課

周遊観光の推進、滞在時間の増加を図るため、実績を
精査して、今後の事業展開を図る必要がある。

維持継続 観光振興課

周南市との観光連携協定に基づき実施される事業であ
り、誘客効果が大きい。継続すべき事業である。

観光施設等管理事業
5,106 8,116 維持継続 観光振興課

観光振興課が管理する施設の維持費であり、今後も継
続する。

観光振興協定事業
797 2,356

観光バス運行事業

概ね有効であった

観光振興課

市内周遊観光の促進
3,031

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　現在、観光庁の支援選定を受け、「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」に取り組んでい
る。　本市の支援事業である「幸せますのまち防府「幸せ発見」ツアー」は、防府ブランド「幸せます」をコ
ンセプトとした取り組みで、官民協働のため、防府市観光資源活性化協議会を組織し、旅行商品化に取
り組んでいる。
　事業目的に沿い「食」に関する魅力向上、新たな観光資源の掘り起こし及びフェイスブックの運用開始
による情報発信の強化を図ると伴に防府展（寺社の秘蔵公開）の開催による本市の認知度の向上を図る
など多面的に展開している。事業成果となるモニターツアー等を検証し、今後とも魅力ある観光地の再
建・強化に取り組む必要がある。

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
観光客数は目標を上回っており、実施してきた各事業は
概ね有効であった。

○

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

まちの駅「 うめてらす」を中心に、防府天満宮周辺の活
性化が見られる。観光客数も安定的に推移してきている
ことから、天満宮周辺の整備は一定の成果を上げてい
る。

○ 想定どおりに進んでいる

あまり有効でなかった
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

市民満足度
「働く場所がたくさんあり、働きやすい環境が
整っている」と思う市民の割合

平成２５年度　行政評価調書

施　策 労働環境の向上 整理番号 ４－７

政　策 産業の活力とふるさとの魅力がみなぎるまちづくり

施策の
基本方針

　就業機会の拡大や若者等への就業支援など、雇用の安定に努めるとともに、勤労者が安心して快適に
働ける労働環境を整備するなど、勤労者福祉の向上を図ります。

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

8% － 30%

目標指標
就業サポート者（ほうふ若
者サポートステーション登
録者）進路決定率

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

60% 70%

目標（平成32年度）

50% 74.3%

商工振興課

短期間ではあるが、雇用を創出し、地域の活性化を図る
事業である。平成25年度で終了する。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

商工振興課

雇用の安定や人材育成に寄与する施設で、事業の継続
が必要である。

維持継続 商工振興課

高齢者の就業機会を確保するため、今後も継続する必
要がある。

防府地域職業訓練センター運営
事業

10,162 11,329 維持継続

商工振興課

就業機会の拡大、職業的自立を支援するため今後も継
続する必要がある。

雇用安定事業

勤労者福祉の向上
8,210 維持継続

シルバー人材センター助成事業
10,053 10,053

雇用の安定

緊急雇用創出事業
9,130 29,700 ‐

805 3,071 維持継続

商工振興課

中高年齢労働者の福祉の向上に資するため、今後も継
続する必要がある。

中小企業勤労者の福祉向上に資する各種制度の普及
促進の為、今後も継続する必要がある。

防府市中高年齢労働者福祉セン
ター運営事業

8,350

勤労者福祉向上事業
23,098 26,770 維持継続 商工振興課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　雇用情勢は景気の動向に左右され、依然として厳しい状況にある。また、人々の価値観の多様化により
就労意識も変化する中、若者への職業面での自立支援も必要となっている。今後も関係機関との連携を
図りながら国や県の施策の変化に柔軟に対応していく。
　また、防府市中高年齢労働者福祉センターや平成２６年度から指定管理者制度を導入する防府地域
職業訓練センターも効果的に活用し、勤労者の雇用の安定や求職者の雇用機会の拡大を進める。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
勤労者への福利厚生や就業機会の拡大に尽力してお
り、概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

就業支援を手厚く実施し、雇用の安定に関する事業を
展開している。特に、就業サポートは想定以上に事業展
開が行われている。

あまり有効でなかった

少し遅れている
○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 地域情報化の推進 整理番号 ５－１

施策の
基本方針

　行政における情報システムの整備を進めるとともに、誰もが快適に利用できるユビキタスネットワークの
構築に努めます。
　また、ＩＣＴ(情報通信技術)の利活用を推進するため、小・中学校における情報教育環境の整備や情報
教育の推進を図るとともに、セキュリティ対策に努めます。

市民満足度
「身近にインターネットなど必要な情報を入手
するための情報通信環境が整っている」と思う
市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

30% － 50%

目標（平成32年度）

200件 333件 500件 1,000件
目標指標 電子申請利用件数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

電子市役所の推進

情報システム再構築事業
149,705 138,037

ネットワーク管理事業
11,276 11,732

電子市役所推進事業
4,684 27,390

電算統計課

進化する情報システムに対応するため、必要な事業であ
る。

電子計算機運用管理事業
102,633 128,225 維持継続 電算統計課

多くの事業を支えるための、電子機器等を堅実に運用
するため、必要な事業である。

維持継続

維持継続

ＩＣＴ技術を活用し、情報提供や行政手続きの利便性向
上を図るため、継続して行う。

－ 維持継続

維持継続 電算統計課

LGWANとYSNの維持管理を適切に行う必要がある。

電算統計課

有効でなかった

学校教育課

－

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

庁内におけるＰＣ利用については、一人１台体制となり
業務の効率化は格段に向上している。サーバシステム
への切り替え等、想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる

ＩＣＴ（情報通信技術）利活
用の推進

小学校等パソコン管理事業（再掲）
中学校等パソコン管理事業（再掲）

－

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

庁内ネットワークや情報教育環境の整備は、計画的に進
んでおり、行政情報システムの充実やセキュリティ対策
の強化も図られている。事務事業の構成や規模は、概ね
有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　情報システムについては、サーバー化への移行のため更新コストが年々多大となっているが、平成２８
年１月には、番号制度に伴う個人番号の利用開始が予定されており、第４次システム（健康管理・障害者
福祉）サーバー化については、計画を１年前倒しし、平成２６年度中に構築する必要がある。その後は、
将来の自治体クラウドによるシステムの効率化・安定化について全庁的に検討を始める必要がある。
　電子申請の利用については、職員採用の応募と水道開始・中止の簡易申請が大半であり、他の１１種
については利用促進が望めない状況であることから、ＩＣＴ推進本部において平成２７年６月末での廃止
が了承された。今後は市民サービスの向上のため申請だけでなく証明発行もできる他の方策としてコンビ
ニ等での証明発行を検討する必要がある。
　平成２４年度に全小・中学校の教育用パソコン及びシステムの更新を実施したところであるが、ＬＡＮ
ネットワークも含め、今後もこれらが適正に運用されるよう維持管理に努める。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 広域交通ネットワークの整備 整理番号 ５－２

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

施策の
基本方針

　広域交通体系のさらなる充実を図るため、国道や県道の整備促進、都市計画道路の早期整備に努め
ます。
　また、海上交通については、国・県の関係機関や港湾関係事業者と連携し、港湾施設の整備を促進す
るとともに、周辺道路網の整備に努め、海陸一体の広域交通ネットワークの充実を図ります。

市民満足度
「市中心部や周辺都市へ快適にアクセスできる
幹線道路網が整っている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

50% － 70%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標
都市計画道路の整備進捗
率

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

52% 52%

国道・県道の整備促進 幹線道路整備促進事業
137 2,386 維持継続

新橋牟礼線道路改築事業
10,448 28,731 維持継続

県道環状一号線まで整備することにより、周辺道路の混
雑を緩和し、交通安全の確保に繋がる。

単市街路整備事業
961 858 維持継続 道路課

都市計画事業予定地で既に買収済みの土地の管理を
行うものであり、必要な事業である。

道路課
都市計画道路の整備

都市計画課管理経費
4,414 11,901 維持継続 都市計画課

都市計画課の業務を円滑に実施するために必要な事業
である。

54% 56%

都市計画課

国道２号富海拡幅事業などの整備促進のために必要な
事業であり継続すべきである。

天神前植松線道路改良事業
202,800 160,496 維持継続 道路課

天神前植松線を整備することで、市道三田尻西浦線の
交通混雑の解消に繋がる。計画的に実施すべきである。

河川港湾課

市管理の港湾施設の維持管理経費であり、継続すべき
事業である。

港湾整備事業
218,899 207,669 維持継続 河川港湾課

港湾整備計画に基づき実施される事業経費の一部を負
担するものであり、継続すべきである。

港湾整備関連事業
714 1,286 維持継続

港湾の整備促進

港湾施設利用促進事業
55 70 維持継続 商工振興課

港湾施設の利用促進に繋がるなど、効果の高い事業で
ある。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

国・県の関係機関と連携して、広域交通体系である国道
や県道の整備促進や港湾施設の整備を計画的に実施
している。

○

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　広域交通体系の充実を図るため、国や県へ事業促進の要望活動を引き続き展開する必要がある。
　市道天神前植松線について、事業認可区間である石が口２丁目～伊佐江町は、遅くとも平成２８年度
には、供用開始の予定である。本路線の目的である「市道三田尻西浦線の交通混雑を解消し、自転車
歩行者の安全を確保すること。さらには、市街地の東西方向の交通体系の拡充を図る」ためにも、伊佐江
町～一般県道中ノ関港線区間の対応が求められる。

有効であった
評価

コメント
計画的な整備が為されている。また、市民や企業の利便
性も着実に向上しており、概ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 生活交通の充実 整理番号 ５－３

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

施策の
基本方針

　生活道路の新設や改良、安全施設の整備を進め、市民生活のさらなる利便性向上と歩行者などにやさ
しい安全な道路環境づくりに努めます。　駐車場・駐輪場については、防府駅周辺の都市機能の維持、
増進を図るため、需要動向に配慮して整備を進めます。
　また、路線バスなどの利便性向上と利用促進を図るとともに、総合的な生活交通システムの充実に努め
ます。
　さらに、野島の住民にとって日常生活における唯一の移動手段である離島航路の安定的な確保を図り
ます。

市民満足度

「安全に通行できる生活道路が整備されてい
る」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

43% － 65%

70% 72% 74%

「通勤や通学、買い物のための公共交通機関
が整っている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

27% － 50%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

路線バス（市内で完結する
系統）利用者数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

420,000人 328,000人 450,000人 480,000人

目標指標

市道の改良率
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

69%

生活道路の整備

道路課管理経費
1,926 1,924 維持継続

道路相談室管理経費
2,742 2,743

単市道路新設改良事業
97,735 104,260 維持継続

私道改良・舗装工事補助事業
328 400 維持継続

道路課

道路課業務を円滑に実施するために必要な経費であ
る。

道路橋りょう管理業務
13,318 16,227 維持継続 道路課

道路台帳の作成等、道路業務を円滑に実施するために
必要な事業である。

道路課

市道の充実は市民生活に直結するものであり、継続して
実施すべきである。

維持継続 道路課

市道に関する相談や境界立会等を行う事業であり、市民
ニーズが高いため継続すべきである。

市道維持補修事業
153,327 165,323 維持継続 道路課

受益者は市民全員であり、安全・安心の観点から継続し
て実施すべきである。

道路課

受益者が制限されるが、公共性の高い私道の舗装は利
便性が向上するため継続すべきである。
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Check　施策評価
　

道路課

日常生活道として不特定多数の利用者があり、かつ、必要性
が高い箇所の舗装を行うことで利便性が向上する。

県道整備事業
2,813 3,000 維持継続 道路課

県施行の県道改良工事に要する経費の一部を負担する
ものであり、継続すべきである。

認定外道路整備事業
3,999 6,000 維持継続

駐車場事業費
4,597 2,561 維持継続 生活安全課

定期駐車、普通駐車ともに若干の増加傾向にある。今
後、施設等を計画的に整備する。

維持継続 道路課

橋梁の長寿命化計画に基づき計画的に補修・架け替えを行う
ことは経費の平準化と利用者の安全のために必要である。

橋りょう維持事業
20,147 40,400

公共交通対策事業
100,367 105,381 維持改善 企画政策課

バス利用者の減少に歯止めをかけるとともに、交通空白地域の
解消に向けた新たな交通サービスの導入が必要である。

予備費（駐車場事業）
0 24,212 維持継続

－ 維持改善 企画政策課

現状の定期航路を維持するためにも、収入増に繋がる
取組みの検討が必要である。

駐輪場事業
7,045 7,179 維持継続 生活安全課

駅周辺で年間約200台の自転車放置があるため、引き続
き駐輪対策を行う必要がある。

生活安全課

不測の事態に対応するために必要な経費である。

○

○ あまり有効でなかった
有効でなかった

離島航路の確保 公共交通対策事業（再掲）
－

生活道路の整備

駐車場・駐輪場の整備

生活交通システムの充実

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

路線バス・航路利用者数は目標指標に大幅に遅れてい
る。人口減少などにより、自然減は否めないが利用者増
に向けた工夫が必要である。

概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

市道の改良率は順調に推移しており、計画に基づいた
事業が進められている。しかし、生活交通に関しては、
バス・離島航路利用者の減少や富海駅・大道駅のバリア
フリー化など、課題が多い。

想定どおりに進んでいる
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　橋梁長寿命化修繕計画で得られた対策は、予防的な修繕工事等を行うことで、橋りょうの長期的な維
持管理費用の縮減を図りつつ道路網の安全性・信頼性を確保するものであることから、引き続き修繕対
策を年次的・計画的に進めて行く必要がある。
　市営駐車場については、今後の防府駅周辺の駐車場事情を見極めながら、経済性を追求する民間の
経営とは異なる公営の駐車場としての役割を踏まえた上で、利用者の利便性、快適性の向上を図ってい
く必要がある。
　市内周辺部の交通空白地域の解消を目指した「新たな交通システムの導入」を引き続き検討している
が、バス事業者等との調整が困難な中、期待どおりの成果が得られる具体的方策を検討していく必要が
ある。
　なお、福祉の視点から高齢者に対し、平成２６年度からバスやタクシーの利用助成券配布制度が実施
できるよう検討中である。
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

（注）資本的支出のみ計上

平成２５年度　行政評価調書

施　策 上下水道の整備 整理番号 ５－４

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

60.0% 61.0% 63.0%

施策の
基本方針

　上水道については、運営基盤を強化し、安心・快適な給水を確保しながら、サービスの向上、災害対策
や環境対策の強化に努めます。
　また、下水道については、地方公営企業法全部適用及び水道局との組織統合により、経営基盤の強
化を図り、市街化区域内における整備の目標年次を平成30 年とし、計画的な事業計画区域の拡大と下
水道の普及の促進に努めるとともに、汚水管渠及び施設の維持、強化と安定した放流水質の維持を図り
ます。

市民満足度
「おいしい水が安定的に供給されている」と思う
市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

67% － 80%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

公共下水道整備率
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

72% 76% 87% 100%

目標指標

上水道地震対策３指標（基
幹管路・浄水施設・配水池
耐震化率：100%換算）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

59.0%

上下水道局総務課

水道事業を円滑に実施するために必要な事業である。

上水道の整備 第四期拡張事業経費
93,096 32,905 維持継続

施設改良事業経費
466,995 767,350 維持継続 水道整備課

水道事業は市民生活に直結しており、それを支える管
路の更新は市が実施しなければならない事業である。

水道整備課

上水道の整備は市民生活に必要不可欠である。上位施
策への貢献度も高く継続すべきである。

管渠施設整備事業経費
1,338,159 2,891,762 維持継続

上水道施設の維持・強化

水道事業会計繰出金
26,691 20,796 維持継続

維持継続 下水道整備課

浄化センターは公共用水域の保全のため必要不可欠な施設であり、
処理能力を維持するために計画的に更新すべきである。

下水道施設の維持・強化 公共下水道事業会計繰出金
997,328 1,013,957 維持継続 上下水道局総務課

下水道の整備

処理場施設整備事業経費
208,877 516,563

下水道整備課

公共下水道事業は市民生活に直結しており、汚水管渠
整備は市が実施しなければならない事業である。

ポンプ場施設整備事業経費
65,485 337,163 維持継続 下水道整備課

下水の適正な処理は市の責務である。流入水を適切に
処理することで、市民の安心・安全を確保している。

公共下水道事業を円滑に実施するために必要な事業である。

運営基盤の強化とお客様
サービスの向上

収益的支出のため未計上
－ － － －
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　上水道は、節水社会の進展等による水需要の減少により、料金収入の減少が引き続き見込まれる一方
で、水質管理の強化、施設の耐震化及び老朽管の更新並びに未給水区域の解消等の重要事業に取組
む必要がある。今後とも、防府市水道ビジョンに沿って、計画的に建設改良事業を実施していく。
　下水道は、計画的に供用開始区域を拡大し、下水道の普及促進に努めているが、老朽化した汚水管
渠や浄化センター等の更新時期に直面している。下水道の効率的な整備推進を図るとともに、適正な維
持管理のため、平成２４年度に策定した長寿命化計画に基づき、計画的に改築更新を実施する。
　平成２３年４月に上下水道事業を統合し、経営基盤の強化に努めているが、民間委託の積極的な活用
等による効率的な事業運営を行い、お客様サービスの向上を図る。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
上水道及び下水道の整備は計画どおりに進んでいる。
施策は概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

上水道及び下水道の整備は計画的に進捗しており、市
民生活のみならず、産業経済活動も支えている。今後
は、施設の耐震化や老朽化対策が重要である。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 住宅・住環境の整備 整理番号 ５－５

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

1棟 2棟 3棟

施策の
基本方針

　多様化する居住ニーズに対応した市営住宅の建替えや改善を進めるとともに、住宅に関する相談への
適切な指導・助言や狭あい道路の解消に努めるなど、住環境の向上を図ります。
　市民生活の利便性向上を図る住居表示については、人口集中地区を基本として、計画的な実施に努
めます。

市民満足度
「良好な住環境が整備されている」と思う市民
の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

45% － 65%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

住宅・建築物耐震化診断等
申請件数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

3件 27件 15件 30件

目標指標

市営住宅建替棟数（延べ
数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1棟

建築課

市営駐車場の管理は市が実施しなければならないため
継続すべきである。

市営住宅改良事業
33,178 26,553

建築課

建築課の業務を円滑に実施するために必要な事業であ
る。

市営住宅管理事業
91,944 85,499 維持継続 建築課

市営住宅の適正な管理は市の責務であるため継続すべ
きである。

建築課管理経費
520 1,829 維持継続

公営住宅ストック総合改善事業
57,125 87,179 維持継続

維持継続

良質な公営住宅の提供

住環境の向上

建築課

防府市公営住宅等長寿命化計画に基づき予防保全の
観点から改善を進め、市営住宅の安定的な供給を図る。

市有住宅管理事業
‐ 9,349 維持継続 建築課

市有住宅の適正な管理に関する経費であり、市が実施
しなければならない事業である。

建築課

市営住宅の維持管理上必要な補修を行い、安全性を確
保するものである。

市営住宅駐車場管理事業
1,112 1,290 維持継続

建築課

計画的な建替等を行うことで良質な公営住宅を提供して
おり継続すべきである。

住宅・建築物耐震化促進事業
2,388 7,400 維持継続 建築課

所有者が耐震診断・耐震改修を行いやすい環境の整備や負
担軽減のための補助制度であり、継続すべきである。

市営住宅建替事業
25,970 89,102 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

想定どおりに進んでいる
少し遅れている

市民課

新規の住居表示については、地元自治会等からの要望がないため実施して
いない。継続して管理台帳の整備費用を計上する必要がある。

住居表示の実施 住居表示管理業務
2,847 2,854 維持継続

住環境の向上

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　昭和４０年代から５０年代に多く建設された公営住宅を有効活用するため策定した「防府市公営住宅等
長寿命化計画」に基づき、本町団地の建替えに着手することにより中間目標は達成するが、引き続き、建
替えや予防保全的な改善を進め、老朽化の進む市営住宅の整備を進めて行くべきである。
　木造住宅の耐震診断は昨年度から無料耐震診断員派遣方式としたため、件数が増加し、毎年県下市
町では２位となり効果が出ているので、耐震化促進に向けこのまま継続して実施すべきである。また、改
修工事も昨年より増え県下でも上位の件数ではあるが、数は少ないので、改修工事への補助金の増額を
国に要望をしているものの、よりＰＲに努めるなど工夫も必要である。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

目標指標である住宅・建築物耐震化診断等申請件数は
無料耐震診断員派遣方式により大幅に増加した。その
他事務事業に関しても着実に進行しており、概ね有効で
ある。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
防府市公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の
修繕や改修を計画的に実施している。

○

建築指導室管理経費
6,799 9,202 維持継続 建築課

建築確認など、多くの業務は市が実施しなければならな
いものであるため継続すべきである。

狭あい道路拡幅整備事業
298 1,096 維持継続 建築課

件数は少ないが、狭あい道路の改善に繋がる事業であ
り継続すべきである。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 景観の保全・形成 整理番号 ５－６

施策の
基本方針

　景観への市民意識の高揚を図りながら、親しまれてきた自然や街並み、建造物を保存するとともに、地
域特性を活かした都市景観の形成に努めます。

市民満足度
「美しい景観やまちなみが数多く残されている」
と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

35% － 55%

目標（平成32年度）

1地区 1地区 1地区 2地区
目標指標

景観形成整備地区数（延べ
数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

都市景観形成事業
632 393

景観保全意識の高揚

県街路整備事業
県が行う街路整備に伴う事業負担であり、継続すべきで
ある。

58,430 維持継続 都市計画課

都市再生整備計画に基づく整備により、景観に配慮され
た街並みが促進されており、観光客の増加にも繋がる。

都市計画課

平成２５年６月に施行された防府市景観条例の周知を図るた
め、また、新たな景観の発掘のため継続すべきである。

33,576 34,583 維持継続 都市計画課

景観形成や緑化推進に必要な事業であり、市が実施し
なければ支障がでる事業である。

維持継続

都市計画課64,504 63,000 維持継続

有効でなかった

都市再生整備計画事業
275,805

景観の整備

市道樹木管理事業

評価
コメント

防府市景観条例の施行、周知を図ることにより景観保全
意識の醸成を図っている。また、緑化の推進など景観に
配慮した事業や整備を行っており施策は想定どおりに進
んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント

電柱地中化などにより、観光や文化財などその他事業と
密接に連携しながら推進され、まちの活性化に効果を上
げている。

○ 概ね有効であった
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　都市再生整備計画事業の第1期計画（宮市・国衙地区）は、第7回まち交大賞で創意工夫大賞を受賞し
た。これは、歴史的文化資産の保存と都市基盤施設整備の調和・共存するまちづくりが評価されたもの
で、第２期計画（宮市・三田尻地区）についても、同様な取組みが求められる。
　宮市地区は、安全で快適な生活道路、ゆっくり観光・回遊できる地区として、（都）宮市天神前線の通過
交通の抑制とともに、地区全体で交通対策に取組むことが必要である。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 公園・緑地の整備 整理番号 ５－７

5ヶ所 9ヶ所 11ヶ所

施策の
基本方針

　潤いと安らぎの空間を目指した公園整備を進めるとともに、地域と連携した公園･緑地の維持管理に努
めます。
　また、緑化に対する市民意識の高揚を図りながら、緑化活動への市民参加を促進し、緑化の推進に努
めます。

市民満足度
「利用しやすく、安らげる公園や緑地が整備さ
れている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

26% － 50%

目標指標

複合遊具設置公園数（延べ
数）

平成21年度

1,350本 1,600本

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標（平成32年度）

4ヶ所

公園緑地管理事業
57,431 123,744 維持継続

都市公園・緑地の整備は市が実施すべき事業であり、市
民が安全で快適に利用できるよう継続すべきである。

現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

記念植樹本数（延べ数）
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

1,040本 1,260本

都市公園・緑地の整備

公園整備事業
15,717

大平山山頂公園管理事業
12,545

緑化の推進 緑化推進事業
87,761 23,170

33,401

緑化の推進のため、市民・企業などが一体となって取り
組んでおり、継続すべきである。

観光振興課

利用者が安全で快適に過ごせるよう、継続して整備する
必要がある。

都市計画課

維持継続 都市計画課

都市公園・緑地の整備は市が実施すべき事業であり、老朽化
した施設・遊具の改修等は計画的に実施すべきである。

維持継続 都市計画課

15,319 維持継続

計画的な整備を実施しており、事務事業の構成や規模
は概ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

遊具やフェンスなどの整備により、潤いと安らぎの空間で
ある公園の維持管理を適正に行っている。また、市民・
企業と共同で緑化推進を行っており施策は想定どおりに
進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

有効であった
評価

コメント
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　公園は、散策、観賞、運動等市民の憩いの場や子供の遊び場として重要な都市施設であるばかりでな
く、防災上の緊急避難場所としても重要な役割を果たしている。市民の誰もが安全で快適に利用できる
公園として、引き続き愛護会等の協力や自主点検の充実を図るとともに、専門業者による遊具点検の実
施等適正な維持管理に努めなければならない。
　公園の利便性を高めるため、トイレ、駐車場、複合遊具を整備しているが、特に地域ニーズの高いトイレ
の改修、改築等は、優先して整備する必要がある。
　緑化の推進については、市民の緑化意識の高揚を図るため、緑化祭、記念植樹、花壇・緑化ポスター
コンクール等引続き市民・企業と共同で取組む必要がある。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 適正な土地利用の推進 整理番号 ５－８

施策の
基本方針

　現状に即した区域区分(線引き)において、適正な制限に基づいた計画的な市街化を進めるなど、土地
の有効利用に努めます。
　また、さまざまな分野で活用される土地情報を明確にするため、「第６次国土調査事業１０箇年計画(平
成22年度～平成31年度)」に基づき、地籍調査を計画的に実施します。

市民満足度
「計画的な市街化や農地の保全などそれぞれ
の地域にあった土地の整備・活用が進んでい
る」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

17% － 40%

目標（平成32年度）

69% 71% 77% 87%
目標指標 地籍調査進捗率

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

土地利用の適正化

土地対策関係業務
455 557

38,701 維持継続

財政課

法律に基づく業務であり、土地利用計画には欠かせな
い事業である。

法定外公共物管理業務
1,384 1,425 維持継続 道路課

法定外公共物の適正な管理のために必要な事業であ
る。

維持継続

有効でなかった

林務水産課

土地状況を明確にすることで、境界をめぐるトラブルの防
止に繋がるとともに行政の各種業務の効率化に繋がる。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

地籍調査に関しては、計画に基づき着実に事業が進行
しており、法定外公共物についても、適正に管理が行わ
れている。

○ 想定どおりに進んでいる

地籍調査の推進 地籍調査事業
28,908

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
計画的な整備を実施しており、事務事業の構成や規模
は概ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　地籍調査事業は、現在、小野地区大字久兼で継続して調査中である。本市の未調査地区は、小野、
右田、富海の主に山林部であるが、山林部には公図と呼ばれる図面が存在しないため、土地の境界把
握が困難であり、その対策に苦慮しているのが現状である。また、富海地区から数年にわたり地籍調査事
業の実施についての要望が寄せられているが、第６次国土調査事業１０箇年計画による事業実施を説明
している。
　今後、境界確認が地権者の高齢化、後継者への継承不足により困難になってきている状況であること
から、資料の詮索、保存、現地情報の承継等の協力を依頼し、事業の進捗を目指すこととする。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 人権尊重社会の実現 整理番号 ６－１

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

「家庭・地域・職場などあらゆる分野での男女
共同参画が進んでいる」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

27% － 50%

施策の
基本方針

　行政機関や関係団体等との連携を図り、一人ひとりの基本的人権が尊重される社会の実現を目指し、
市民ぐるみで人権課題に対する教育、啓発を推進します。
　また、固定的な性別役割分担意識の解消や男女間の暴力を許さない環境づくりなど、男性も女性も一
人ひとりがいきいきと活躍し、暮らせる男女共同参画社会づくりを推進します。

市民満足度

「お互いの個性や人権を尊重し合えている」と
思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

34% － 55%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標 審議会等の女性委員割合
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

24% 28% 30% 35%

76,702 78,587 維持継続 社会福祉課

犯罪被害者等支援事業
‐ 1,466

社会福祉課

人権啓発活動や人権相談を行い、市民の人権擁護を図
る事業として必要である。

人権推進事業
6,835 7,888 維持継続 社会福祉課

人権問題の幅広い活動を支援するもので、今後も同程
度の予算規模で継続すべきである。

人権擁護委員関係業務
601 572 維持継続

コミュニティーセンターとして行う各種相談、教養及び文
化活動等事業は、住民福祉向上のため必要である。

男女共同参画推進事業
361 563 維持継続 社会福祉課

国が最重要課題の一つと位置づけている事業で、意識
啓発は今後も継続が必要である。

男女共同参画相談事業
1,660 1,713 維持継続 社会福祉課

法に基づいて実施されており、市民のニーズもあり継続
が必要な事業である。

豊かな人権感覚の育成

男女共同参画社会づくりの
推進

維持継続 社会福祉課

犯罪被害が発生した場合に適用されるもので、市民の
安心のため継続させるべき事業である。

福祉センター運営事業
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　平成２３年度に「山口県人権推進指針」も改定されたことから、改めて市民ぐるみで人権に関する教育・
研修・啓発事業を実施する必要がある。男女共同参画推進事業については、平成２４年度が「第３次防
府市男女共同参画推進計画」の最終年であったことから、国や県の動向も注視しながら第４次の計画を
策定した。今後は、同計画の礎となる条例の整備が遅れているため、早期に制定に向けて取り組む必要
がある。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
着実に事業を展開しており、全体としては概ね有効であ
る。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

目標指標は達成に向け順調に進捗している。基本的人
権の尊重される社会の構築に必要な事業として、施策の
基本方針に沿って想定どおり進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 地域コミュニティ活動の推進 整理番号 ６－２

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

0地域 5地域 15地域

施策の
基本方針

　地域住民や地域のさまざまな団体が主体的に活動できる環境を整えるなど地域コミュニティ活動の支
援に努めます。
　また、地区集会施設の整備に対する支援等により、地域コミュニティ活動の活動拠点の充実を図りま
す。

市民満足度
「自治会など地域コミュニティの活動が活発に
行われている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

36% － 60%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

地区集会施設（単位自治会
館等）数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

149か所 150か所 155か所 160か所

目標指標

新たな地域コミュニティ組織
構築地域数（延べ数）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

―

地域コミュニティ活動の支
援

離島振興事業
2,042 2,884 維持継続

地域コミュニティ構築推進事業
34 204

コミュニティ推進連絡会議等助成
事業

2,600 2,600 維持継続

企画政策課

人口減少や高齢化が著しい島民の生活の安定を図るた
め必要である。

出張所管理業務
662 684 維持継続 市民活動推進課

出張所業務のための経費であり、住民サービスの観点
から必要である。

市民活動推進課

宝くじ助成事業は、市の補助や活動団体の支出なく非
常に効率的な事業であるため、今後も継続していく。

維持改善 市民活動推進課

新たな地域コミュニティ構築については様々な課題があり、計
画どおりに進んでいない。事業内容の変更が必要である。

自治会振興事業
69,244 70,572 維持継続 市民活動推進課

自治会振興のため、今後も継続していく。

市民活動推進課

地域活動の拠点となる地区公共用施設整備に対する補助で
あり、地域コミュニティの活性化に重要な事業である。

活動拠点の充実 地区公共用施設整備事業
6,367 6,310 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

自治会と本市との間で、適切な関係が構築されており、
地域コミュニティ活動に関する支援は順調に進んでい
る。

○ 想定どおりに進んでいる

概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　人口減少社会の中で、地域社会を支える担い手を育成していくことが重要であり、その中で、地域コミュ
ニティの活動は非常に注目されるところであり、行政の支援は欠かせない。このような中、今後も地域が一
丸となって地域づくり、まちづくり活動を継続的に行うには、地域が主体となって各団体を統括的にマ
ネージメントできる新たな地域コミュニテイ組織を構築することが望まれる。

少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
地域コミュニティの重要性は増しており、その中心となる
自治会の活動など、円滑に推進されていると考える。

○
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 自主的・主体的な市民活動の推進 整理番号 ６－３

施策の
基本方針

　市民がまちづくりに参加する機会の提供やボランティアリーダー等の育成など、ボランティア活動をはじ
めとする市民活動の支援を充実させるとともに、市民の自主性が尊重され、主体性を持った市民活動が
展開できる体制の整備に努めます。

市民満足度
「ボランティア活動やＮＰＯ活動などに積極的
に参加している」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

16% － 40%

目標（平成32年度）

186団体 211団体 220団体 240団体
目標指標

市民活動支援センターの
登録団体数（年間）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

ＮＰＯ法人認証数（延べ数）
平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

20法人 20法人 25法人 30法人

－ 維持継続

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

有効でなかった

市民活動推進課

－

市民活動の促進 地域協働支援センター運営事業
110,964 108,964 維持継続 市民活動推進課

協働のまちづくり、地域住民の相互交流、にぎわいの創出、子育て支援のた
め、指定管理者のノウハウ等を有効活用しており継続すべきである。

ボランティア活動の促進
地域協働支援センター運営事業
（再掲）

－

評価
コメント

市民活動支援センターの登録団体数は増加しており、
施策は想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
市民活動支援センターの登録団体数は増加しており、
施策の運営方法は概ね有効である。

○ 概ね有効であった
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Action　課題及び今後の取組み

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　市民の参画と協働による「まちづくり推進」のため、今後もボランティア活動をはじめ、専門性・先駆性・
柔軟性などの特性・特徴を活かした多様な市民活動事業について着実に推進していく必要がある。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 市民の参画と協働による市政の推進 整理番号 ６－４

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

「市政に市民の意見が十分に反映されている」
と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

17% － 40%

施策の
基本方針

　広報・広聴機能を充実させ、市民に開かれた行政のもと、市民参画の機会の拡充や市民と行政との
パートナーシップによる協働の体制の整備を図ります。

市民満足度

「広報紙などで、行政からの情報が分かりやす
く説明されている」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

53% － 75%

目標指標
公募委員がいる審議会等
割合

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

12% 17% 30% 50%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

市政なんでも相談課

情報公開管理事業
240 440 維持継続

市民参画の機会の拡充

市民相談事業
2,439 2,558 維持継続

市政への陳情、要望、提言などを把握し、対応することにより
開かれた市政運営を行っている。継続して実施すべきである。

市民参画協働推進事業
43 1,194 維持継続 市民活動推進課

今後のまちづくりにおいて、不可欠である市民の参画及び協
働を推進するため重要な事業であり、継続とすべきである。

維持継続 市民活動推進課

市政に関する情報提供は、市民に市政への理解と参画
を求めていく上で必要なものである。

市民と行政の協働体制の
整備

学公連携推進事業
657 1,000 維持継続 企画政策課

広報・広聴機能の充実

広報業務
51,115 51,933

市政なんでも相談課

防府市情報公開条例に基づき、行政への信頼確保のた
め継続すべき事業である。

個人情報保護管理事業
52 333 維持継続 市政なんでも相談課

防府市個人情報保護条例に基づき、個人情報の迅速・
適切な運用、開示のために継続すべき事業である。

市の抱える問題点などを、大学に研究依頼することで専
門的な研究が可能。継続的に実施する必要がある。

議会運営費
18,675 27,749 維持継続 議会事務局

議会の運営管理に必要な経費であり、継続すべき事業
である。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

少し遅れている

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

　各種行政情報の発信だけでなく、 「参画及び協働の推進条例」の主旨等をより一層市民へ周知し、こ
の条例に基づいて行われるパブコメや公聴会等の参画機会の拡充により、広く市民の意見を聴き、市政
に反映できるように運用面での充実を図る必要がある。

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
行政からの情報伝達は、様々な情報媒体を利用して実
施しており、概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント
審議会等の公募委員割合は着実に増加しており、目標
に向けて継続していく必要がある。

○ 想定どおりに進んでいる
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成２５年度　行政評価調書

施　策 計画的な行財政運営の推進 整理番号 ６－５

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

― 50% 100%

施策の
基本方針

　最少の経費と最大の効果を基本とし、「選択」と「集中」による簡素で効率的な行政経営の確立を図ると
ともに、自主財源の確保や財源の重点的な配分を通じて、計画的な財政の運営を推進します。
　また、行政サービスを提供する拠点となる市庁舎の適切な維持管理に努めます。

市民満足度
「市税が有効に使われている」と思う市民の割
合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

14% － 35%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

市税の収納率（現年度分+
滞納繰越分）

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

91% 93% 92% 93%

目標指標

市民満足度（市民アンケー
ト・４５項目）の目標指標達
成割合

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度） 目標（平成32年度）

―

簡素で効率の良い行政経
営

総務課管理経費
47,627 51,314 維持継続

固定資産評価審査委員会運営費
704 638 維持継続

法務推進課管理経費
1,870 1,555 維持継続

総務課

固定資産評価の不服に対する審査委員会であり、必要
な事業である。

秘書室管理経費
5,799 6,963 維持継続 総務課

市長及び副市長の公務遂行に必要な経費である。

総務課

庁舎管理等に必要な経費である。

公用車運行管理業務
25,452 34,569 維持改善 総務課

職員の配置計画などと併せて公用車の購入又はリース
契約の比率等についても検討が必要である。

総務課諸費
82 300 維持継続 総務課

各種負担金・協賛料など必要な経費である。

企画政策課

各事業を実施するための必要な事業である。

文書管理業務
18,900 19,986 維持継続 法務推進課

法令等の全般的な事業であり、公文書の適切な管理等
を行う必要な事業である。

企画政策課管理経費
325 440 維持継続

法務推進課

多様化する行政運営上の問題など、法的な観点から解
決を図るため、職員のスキルアップも必要である。
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企画政策課

人口減少にある現代において人口定住を促進する事業は必
要な事業である。実績をあげるための工夫が必要である。

まちづくり振興事業
401 794 維持改善

職員課

行政事務の遂行に必要な事業で、今後も同水準の事業
継続とすべきである。

人事管理業務
1,063 5,153 維持継続 職員課

行政事務を担う職員を管理するための事業であり、必要
不可欠なものである。

職員課管理経費
45,305 63,478 維持継続

職員課

研修計画に基づき行われており、職員の能力向上に欠
かせない事業である。

職員福利厚生業務
8,529 10,929 維持継続 職員課

法令等で定められている事業であり、今後も効率的に維
持継続していく必要がある。

職員研修業務
7,781 11,241 維持継続

職員課

委員会の運営に関わる経費で、事業は継続が必要であ
る。

恩給及び退職年金
2,371 1,737 維持継続 職員課

法令等に基づく事務事業であり、今後も継続的に実施
する必要がある。

行政経営改革委員会運営事業
47 894 維持継続

7,000 維持継続 職員課

老朽化した公共施設を適正な配置や管理運営等を効率
的に実現するために必要な事業である。

行政経営品質向上事業
1,332 1,799 維持継続 職員課

職員の資質向上に欠かせない事業である。

公共施設マネジメント事業
‐

統計調査管理業務
30 56 維持継続 電算統計課

統計法で定められた各種統計調査を円滑に行うため必
要な事業である。

課税課管理経費
8,885 10,107 維持継続 課税課

税務行政の円滑な推進に必要な経費である。

統計調査事業
4,092 7,824 維持継続 電算統計課

統計法で定められた各種統計調査を円滑に行うため必
要な事業である。

賦課業務
50,035 67,416 維持継続 課税課

税務行政の円滑な推進に必要な業務である。

簡素で効率の良い行政経
営
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簡素で効率の良い行政経
営

財政の健全な運営

収納管理経費
4,534 5,078 維持継続 収納課

収納課の円滑な推進に必要な経費である。

市民課

窓口延長の利用者は増加傾向にある。引き続き住民
ニーズを把握しサービスの向上に努めるべきである。

戸籍届出受理管理業務
14,338 13,500 維持改善 市民課

法律に基づいた業務を行っており継続。平成改正前の戸籍附票の電
算化については、コスト等について十分検討すべきである。

住民基本台帳管理業務
13,651 9,427 維持継続

公平委員会

地方公務員法に基づくもので、公平委員会開催に必要
な経費である。

監査委員事務局管理経費
2,272 2,378

市民課

旅券発給業務や郵便での各種証明書発行業務は市民
ニーズが高く継続すべきである。

物品等管理業務
2,157 2,270 維持継続 入札検査室

一括管理により、効率化が図られており、必要な事業とし
て継続すべきである。

旅券発給・外国人住民・郵便請求
事務事業

4,722 4,813 維持継続

会計課

会計課の業務を円滑に実施するために必要な事業であ
る。

入札検査室管理経費
6,536 6,620 維持継続 入札検査室

市業務の遂行に欠くことのできない事業として、継続実
施すべきである。

会計課管理経費
9,711 10,665 維持継続

維持継続 監査委員事務局

地方自治法に基づき、各種監査を実施するために必要
な経費である。

公平委員会運営費
301 340 維持継続

ふるさと寄附金推進事業
273 617 維持継続 企画政策課

選挙管理委員会運営費
240 2,057 維持継続 選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会の運営、選挙人名簿・投票資格者名簿
の調整に必要な事業である。

選挙啓発事業
219 329 維持継続 選挙管理委員会事務局

選挙への意識を高めていくために継続すべき事業であ
る。

維持継続 選挙管理委員会事務局

海区漁業調整委員会委員補欠選
挙業務

‐ 1,663

ふるさと防府への応援を寄附金という形で実施するもの
であり、継続的なＰＲなどを実施する必要がある。

維持継続 選挙管理委員会事務局

海区漁業調整委員会委員補欠選挙執行のために必要
な事業である。

参議院議員通常選挙業務
‐ 36,145

参議院議員通常選挙執行のために必要な事業である。

参議院議員補欠選挙業務
3,126

参議院議員補欠選挙業務執行のために必要な事業で
ある。

維持継続 選挙管理委員会事務局26,023
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4,002 6,070

5,306 維持継続

防府駅周辺施設管理事業
12,087 12,651

総務課

安全安心な公共施設環境を確保するために必要な業務
である。

大道駅周辺施設管理事業
5,164 5,631 維持継続 都市計画課

駅の運営や駅舎の清掃等、地域全体で協力することで経費削減に努
めている。市民にとって欠かせない駅であり継続すべきである。

市庁舎管理業務
114,395 104,909 維持継続

維持継続 都市計画課

防府の玄関口である防府駅及び周辺施設の維持管理
事業であり実施すべきである。

538,703 維持継続 財政課

健全な財政運営を行っていくうえで必要な基金である。

起債償還額の平準化を図るうえで必要である。

維持継続

自主財源の確保、市域における土地の活用に有効な事
業である。

財政調整基金積立金
808,997

1,800 維持継続

財政課管理経費
3,007 財政課

財政業務を円滑に行うために必要な経費である。

財政課

減債基金積立金
294

収納課

業務の円滑な進行に必要な業務である。

財政課

普通財産等管理事業

財政の健全な運営

維持継続
徴収業務

115,734 86,484

公用施設の維持管理

庁舎建設基金積立金
111,024 107,995 拡大

老朽化し、耐震性も低い市庁舎の建替えのため、基金
の積立が必要である。

庁舎耐震化事業
‐ 89 維持継続 総務課

老朽化し、耐震性も低い本庁舎の耐震化や建替え等を
検討している。

公用施設の維持管理

市有施設耐震診断事業
42,531

安全安心な公共施設環境を確保するために必要であ
る。平成２５年度で終了する。

6,090 － 総務課

総務課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

周辺市町と比較して、安定した財政状況と言える。プライ
マリーバランスも保たれており、良好な財政規模を維持
できている。

○

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

  「真に自立した自治体」を目指すため、次期行政改革では「経営」の視点を加えることで、健全な財政運
営を図りつつ、限られた行政資源（人・物・金・情報）を最大限に有効活用しながら、実効性の高い戦略と
最適な手法を導き出したうえで施策を実施していくことが重要である。さらに、その成果をしっかり評価・
検証し、その結果を反映させ、「市民満足度」の向上を図るとともに、持続的に発展していく地域社会の
実現を目指した行政運営を行っていく必要がある。
　安定した行財政運営を行っていく上での財政の健全性を示す財政指標は、昨年度に引き続き、良好な
数値にある。しかしながら、小・中学校施設の耐震化などの大型事業に係る建設地方債や臨時財政対策
債の増発により、地方債残高の増加が見込まれるとともに、民生費の増加により、厳しい財政状況が予測
されることから、総合計画等との整合性を図りつつ、個々の事業について、緊急性、効率性、市民満足度
の向上の視点などで、より一層、事業を峻別していく必要がある。
　市の財政状況については、予算、決算、指標等を、市民に分かりやすい形での公表に努める必要があ
る。

有効であった
評価

コメント
計画的に実施されており、事務事業の構成や規模は概
ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組み

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

平成２５年度　行政評価調書

施　策 広域連携の推進 整理番号 ６－６

施策の
基本方針

　地方自治体を取り巻く環境の変化に的確に対応した、多様な都市間連携を推進し、行政サービスの充
実に努めるとともに、都市の存在感や求心力を高め、一体的な発展を図ります。
　市民、団体、行政が連携して、スポーツ交流や文化交流などを進め、姉妹都市安芸高田市との交流の
推進を図ります。

市民満足度
「他の自治体との広域的な交流が行われてい
る」と思う市民の割合

現状（平成22年） 中間（平成27年） 目標（平成32年）

12% － 35%

目標（平成32年度）

5事務 4事務 6事務 7事務
目標指標 行政事務共同処理の状況

平成21年度 現状（平成24年度） 中間（平成27年度）

30,400 維持継続

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H24決算（千円） H25予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

有効でなかった

財政課

災害に備えた対策資金を確保するため、年次的に基金
を積み立てるものであり、今後も必要である。

姉妹都市との交流の推進 姉妹都市交流事業
182 206 維持継続 市民活動推進課

姉妹都市との交流は両市の活性化に繋がっており、友好親善
を通し、更なる市の発展を図るため、継続すべきである。

多様な広域連携の推進 財政課諸費
30,500

評価
コメント

姉妹都市との交流の推進については、毎年実施されて
おり、想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

コメント

施策を円滑に推進していくための課題及び今後の取組み

  防災の分野では、特に災害復旧や被災者支援に迅速に対応するためには、広域連携は不可欠であ
り、現在、県内すべての市町相互間で災害時応援協定を結んでいるが、今後は具体的な取り組みや実
際の運用を強化していく必要がある。（複数都市連携型としては、他に瀬戸内海の路ネットワーク、石油
基地自治体協議会の協定があります。）
  また、単独で遠隔地との都市間協定も複数締結する必要があり、現在、姉妹都市である安芸高田市と
は協定締結に向けて調整中であり、平成２５年度中に調印する予定としている。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、めざす方向に施策が舵取りされているか）

想定以上に進んでいる

大幅に遅れている

Ⅱ：施策の有効性　（施策の推進に関して、事務事業の構成や規模、成果は有効であったか）

有効であった
評価

コメント
姉妹都市とは良好な関係が構築されており、相互の文
化交流も着実に実施されている。概ね有効である。

○ 概ね有効であった
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