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令和3年度

行 政 評 価 調 書

防　府　市

令和3年10月



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

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

消費生活センターにおける相談対応や、悪徳商法等に関す
る情報提供により、消費生活における被害の防止を図り、消費
者の安全安心の確保に繋がった。

〇 概ね有効であった

評価
コメント

特殊詐欺等の手口は年々複雑化・多様化しており、相談体制
の更なる充実のため、相談員のスキルアップを図る。また、市
民の意識向上のため、消費生活に関する情報提供や啓発活
動を引き続き行っていく。

〇 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
有効でなかった

広報広聴課

消費生活における被害を防止し、消費者の安全安心の
確保を図るため、継続して実施すべきである。

②消費者保護の充実 消費生活対策事業（再掲）
- - - 広報広聴課

-

①消費者の自立支援 消費生活対策事業
5,069 5,356 維持継続

目標指標

消費生活相談救済件数（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度
-

詳細施策 事務事業
事務事業評価

R02決算（千円） R03予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

117件 200件

消費生活講座受講者数（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度
470人 88人 800人

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、消費生活に関する教育や啓発、情報
の提供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。

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

実績 目標
（令和2年）平成22年 平成31年

19% 37% 50%

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

令和3年度　行政評価調書のみかた

施　策 消費生活対策の充実 整理番号 １－８

政策・施策の進行管理の
指標です。

市民満足度の
最新の調査結果です。

目標指標は毎年度
調査します。

今後の方向性の
評価です。

各課が実施中の事務事業を
掲載しています。

方向性についての
コメントです。

施策を構成する詳細施策を
掲載しています。

施策の達成度と有効性について、
政策推進課が評価し、
コメントします。

施策の課題や将来の方向性などを

担当部次長がまとめます。



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

事務事業
評価コメント

維持継続 農林水産振興課

農業分野の有する環境保全機能を一層発揮するため、
今後も継続して実施すべき事業である。

維持継続

目標指標

「豊かで美しい自然が身近にある」と思う市民
の割合

事務事業評価

目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

実績

70%
平成22年市民満足度

156事業所 160事業所

目標
（令和2年）平成31年

83%

平成21年度 令和２年度

令和3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。

目標
（令和2年度）

80%

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）

ＣＯ2削減運動取組事業所数（年間）
実績

12/14項目・地点 13/14項目・地点 14/14項目・地点

実績

82事業所

詳細施策

維持継続

維持継続 農林漁港整備課

土砂の流出防止や二酸化炭素の吸収など、多様な機能
を持つ市有林の適正な管理は引き続き必要である。

市有林管理事業
維持継続 農林漁港整備課

ボランティア団体等に森林整備に必要な機材（ウッドチッパー）
を貸し出す事業で、森林整備を促進するために継続すべき事
業である。

多面的機能支払交付金交付事業

生活安全課

維持改善 生活安全課

事業の方向性 担当課

①環境保全対策の充実

環境の状況調査や環境負荷の監視を継続実施するとと
もに、環境保全体制の充実に努める必要がある。

環境対策事業

地球温暖化対策事業

環境保全型農業直接支援対策事
業

②地球温暖化対策の推進

農地、水路等の資源の保全管理活動や水路等農業用施設の
長寿命化など、各保全会の計画に基づいた事業を実施してい
る。

維持継続

地域森林づくり活動強化対策事
業

佐波川流域連携森林整備事業
農林漁港整備課

市民が参加して行う森林整備活動は、環境保全やその
意識形成のために継続すべき事業である。③自然保護対策の推進

R02決算（千円） R03予算（千円）

4,835 6,083

5,802 7,082

1,389 1,388

85,824 101,033

地球温暖化対策は国の政策でも最重要の課題であり、
LED化や再エネ導入など新たな取組を検討している。

農林水産振興課

200 300

133 159

23,911 27,837
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Check　施策評価
　

森林公園管理事業
維持継続 農林漁港整備課

③自然保護対策の推進

森林経営管理事業
維持継続 農林漁港整備課

森林経営管理法に基づく事業であり、今後の森林の適正な管
理のために継続していかなければいけない事業である。

松くい虫伐倒駆除事業
維持継続 農林漁港整備課

松くい虫による被害木の伐倒駆除を行っており、松くい
虫による山林の荒廃を防ぐため継続すべき事業である。

有効であった
評価

コメント

森林整備活動参加者や森林公園の利用者が増加するなど、
環境保全や自然に対する市民の関心が高まっている。今後も
環境保全に寄与する事業として維持継続していく必要がある。

〇 概ね有効であった

10,923 11,806

909 940

未来につなぐ森林づくり推進事業
維持継続 農林漁港整備課

国土の保全、水源涵養等の多面的な機能を有する森林
を次世代に継承していくために必要な事業である。

市民の憩いの場である森林公園の適正な管理は引き続
き必要である。

あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　地球規模での環境保全に向けた取組みが求められる中、環境への負荷が軽減されるよう、環境に関す
る調査・監視を継続実施するほか、更なる環境意識の高揚を図る必要がある。
　地球温暖化対策は国における最重要課題であることから、ＣＯ2の排出量削減に向け、ほうふCO2削減
キャンペーンの展開や環境省が提唱する「地球温暖化対策のための国民運動 COOL CHOICE（＝賢い
選択）」の取組の啓発を行うとともに、省エネルギー化などの取組を推進していく。
　森林や農地は、木材・農産物の供給機能のほか、国土・自然環境の保全や水源のかん養、良好な景
観の形成など様々な機能を有していることから、自然と調和のとれた快適で持続可能なまちを目指し、環
境の保全に努めていく。林業分野においては、森林の整備や森林環境譲与税などを活用して、繁茂竹
林の伐採などによる里山の整備により、自然保護対策を推進する。農業分野では、多面的機能支払交
付金事業等により、地域の主体的、継続的な環境保全への取組を促進していく。

Action　課題及び今後の取組

3,300 7,500

2,847 6,134

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

環境保全対策においては、防府市環境基本計画に基づき適切に事
業を実施しており、概ね順調に進捗している。自然保護対策において
は、森林が持つ多面的機能を発揮するために有効な施策であり、今
後も引き続き行っていく。

〇 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

維持継続

維持継続

衛生対策事業

廃棄物や中間処理後の焼却残渣等の埋立処分及び浸
出水の処理を行う事業であり、継続して行う必要がある。

クリーンセンター維持継続
最終処分場処理業務

- クリーンセンター5,600 -

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを伴う環境の下、一般廃棄物
処理事業者の衛生対策の取組を支援するため、補助金を支給した。

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。

廃棄物処理施設運営事業
494,903 503,061 維持継続 クリーンセンター

可燃ごみ処理施設とリサイクル施設の運営をＰＦＩ事業で
長期にわたり委託している。

平成22年
73% 85% 80%

実績

ごみ減量化推進事業
市民や地域の３Ｒの実践によるごみの減量化と再資源化を推
進する上で必要な事業であり、継続して行う必要がある。

クリーンセンター管理経費
クリーンセンター

搬入されたごみを安全かつ適正に処理する上で必要な
事業であり、継続して行う必要がある。

評価コメント
担当課事業の方向性

目標
（令和2年度）

クリーンセンター維持継続

令和3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

施策の
基本方針

「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

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）
一人あたりのごみ（可燃ごみ、不燃ごみ）排出
量（年間）

30.8%26.4%10%

市民満足度

400kg

実績

実績

　3 Rに対する市民や事業者の理解を深めるため、継続的な周知・啓発を進め、ごみ減量化とリサイクル
の推進に努めます。
　ごみ処理の各段階における適正処理を推進するため、最適なごみ処理体制を構築していくとともに、新
ごみ処理施設の運営にあたっては、施設の特徴を最大限生かしながら、環境負荷が低減された環境に
やさしいごみ処理を推進します。

目標
（令和2年）平成31年

314kg 300kg以下

廃棄物適正処理事業

ごみリサイクル率 令和２年度平成21年度

維持継続 クリーンセンター

事務事業評価
詳細施策 事務事業

②環境負荷の低減に配慮
した適正処理の推進

①３Ｒ（発生抑制・再使用・
再生利用）の推進

ごみ収集運搬業務 ごみ集積施設の適正管理を支援するとともに、適切な収集運
搬体制の確保や指定ごみ袋の安定供給のため、継続して行う
必要がある。

クリーンセンター

R02決算（千円） R03予算（千円）

58,272 61,063

65,131 71,371

9,653 10,891

309,947 387,710

14,272 17,076
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Check　施策評価
　

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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年度に稼働開始したクリーンセンター新施設における
ごみ処理は適正に行われており、ごみ分別や施設へのごみの
搬入基準等も定着してきている。引き続き、ごみ減量化とリサイ
クルの推進に取り組んでいく。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　新ごみ処理施設の稼働を契機に、市民の協力の下、容器包装リサイクル法に基づく分別収集の完全
実施などの３Rの推進、先進的な廃棄物発電によるエネルギー回収の推進、焼却灰のセメント原料化量
の拡大等により、ごみ排出量の削減やリサイクル率の向上等に一定の成果を上げている。今後は、３Ｒの
うち優先順位の高い発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）の２Ｒの浸透を図り、ごみそのものを出さな
いための施策に特に重点的に取り組む。
　また、食品ロス及びプラスチックごみの削減の推進など、国の動きに対応したごみの減量及びリサイクル
の施策に取り組んでいく。

ごみ分別アプリの配信や、ごみステーションへの識別番号付番
等を実施し、適正なごみ処理体制の構築を図ることができた。

〇 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
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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

令和２年度
- 234区画 200区画

②環境美化の推進

環境衛生活動促進事業

③斎場・霊園等の適正管理
大光寺原霊園管理事業

公衆衛生その他公共の福祉の見地から今後も継続して
いく必要のある事業である。

生活安全課

維持継続

市営墓地等管理事業 市営墓地の維持管理及び台帳整備を進めていくとともに、多
様化するニーズに対応した墓地のあり方を検討する必要があ
る。

生活安全課

生活安全課

目標
（令和2年度）平成21年度

維持継続

斎場運営業務
葬送行事を厳かに行うため、施設の維持管理及び運営
を行う事業であり、継続して行う必要がある。

生活安全課

令和3年度　行政評価調書

施　策 環境衛生の推進 整理番号 １－３

浄化槽設置基数（年間）
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）
151基 118基 220基

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

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
実績 目標

（令和2年）平成31年平成22年
67% 75% 80%

目標指標

詳細施策
事務事業評価

畜犬登録事業
市民の安心・安全のため必要不可欠な事業で、継続が
必要である。

維持継続 生活安全課

①生活排水・し尿処理対策
の充実

生活環境の向上を図るため、事業を継続する必要がある。

維持継続
上下水道局
下水道課

クリーンセンター

し尿処理業務

事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

新規貸出墓地等の区画数（延べ数）
実績

浄化槽設置整備事業

保健衛生水準の確保及び環境衛生の改善、衛生思想
の普及向上を図るため必要である。

し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理する事業であり、継
続して実施する必要がある。

環境衛生推進事業
維持継続

380 452

4,501 3,904

維持継続

維持継続

維持継続 クリーンセンター

各自治会が地域の環境衛生活動を行う上で必要な消毒
機の貸出を行う事業であり、継続して行う必要がある。

11,056 14,570

59,793 72,223

R02決算（千円） R03予算（千円）

152,950 125,949

52,926 70,681

2,279 2,166

17,268 22,696
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Check　施策評価
　

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

想定以上に進んでいる
評価

コメント
環境衛生の更なる向上のため、関係施設の維持管理・運営を
計画的に実施した。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　平成６年から供用を開始しているし尿処理施設については、施設の老朽化の進行や下水道の普及に
伴う処理量の減少への対応など、適正な機能維持について検討していく。
　合併処理浄化槽による適正な汚水処理は、居住環境の向上及び公共用水域の水質保全を目的とした
事業であり、単独処理浄化槽や汲取りから合併処理浄化槽への転換や浄化槽の点検強化を進めていく
必要がある。今後も、合併処理浄化槽の普及、法定点検の実施等の広報活動を行い、より有効な環境対
策としていく。
　環境美化の推進については、市民一斉清掃・佐波川一斉清掃をはじめとする清掃活動への参加者の
輪が広がるよう、参加しやすい仕組みづくり等を検討し、意識の高揚を図っていく。
　市営墓地については、引き続き、台帳整備を進め、適正な維持管理に努める。

評　価

関係施設の適切な維持管理・運営により、環境衛生の推進に
大きく貢献している。

〇 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

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

6



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

維持継続

③救急体制の充実強化 救急業務運営事業 救急業務を安定的に運営するために必要な経費であり、新型コロナ
ウイルス感染症等の社会情勢にも対応しつつ、事業を継続していく必
要がある。

行政管理課
ＡＥＤ管理事業

AEDを設置することにより、救命処置を迅速・的確に行うことが
でき、救命率の向上に資するため、継続すべきである。

維持継続
消防本部
消防署

消防・救助資機材等整備事業 市民の生命・財産を災害から守り、また消防職員の安全管理を
図るため、資機材等の整備は不可欠であり、継続する必要が
ある。

消防車両等整備事業

救急隊員等教育訓練実施事業
5,191 6,073 維持継続

消防本部
警防課

良質な救急業務を実施するためには、救急救命士、救急隊員への教
育・訓練は必要不可欠であり、計画的に事業を継続する必要がある。

消防本部
警防課

消防力を維持するために、車両の長寿命化を検討しつ
つ、計画的に車両の更新整備を実施する必要がある。

消防本部
警防課

維持継続

詳細施策
事務事業評価

事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

維持継続
消防本部
予防課

火災予防啓発事業
市民に火災予防を促し、防火意識の向上を図るため、
事業を継続する必要がある。

消防本部管理経費

①火災の予防

②消防力の充実強化

維持継続
消防本部

消防総務課

維持継続

令和3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、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。

消防業務を管理運営するための経常的な経費であり、
事業の効率化を図りながら継続する必要がある。

消防職員教育訓練実施事業
維持継続

消防本部
消防総務課

各種災害から市民の生命・財産を守るために教育訓練・資格
取得は必要不可欠であり、事業を継続する必要がある。

80%
実績

平成21年度 令和２年度

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

目標指標

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

62% 81%
目標

（令和2年度）普通救命講習受講者数（年間）
1,446人 753人 2,000人

R02決算（千円） R03予算（千円）

262 371

43,662 47,058

2,914 4,119

92,974 230,301

9,097 14,121

8,640 6,360

34,993 13,913
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Check　施策評価
　

-
③救急体制の充実強化

維持継続

消防拠点施設の維持管理に必要な経費で、老朽化による施
設や設備の修繕を計画的に実施する必要がある。

消防本部
消防総務課

維持継続

消火活動を迅速、円滑に実施するため、水利施設の効果的な配置、
修繕及び計画的な更新整備を継続して実施する必要がある。

市民の安全安心を確保する上で、災害の初動の要である高機能消
防指令センターを維持・整備することは必要不可欠である。

消防本部
通信指令課

維持継続

消防本部
消防総務課新型コロナウイルス感染症予防事

業 新型コロナウイルス感染症拡大に対応するため、消防署南出張所の
仮眠室の改修工事を実施し、感染症予防対策を完了した。

消防本部
消防総務課

維持継続
消防本部
警防課

維持継続
消防本部

消防総務課

3,810 8,284

14,935 22,111

36,041 24,756

49,906 58,348

160 190

49,259 550

消防団運営事業

④消防施設の整備・適正運
用

消防団員教育訓練実施事業

消防団消防器庫整備事業

消防水利整備事業

消防署東出張所建替事業

消防庁舎管理業務

通信指令施設整備事業

地域防災施設として重要な役割を果たすため、老朽化による施設の
修繕、更新整備を計画的に実施する必要がある。

維持継続

消防団員の資質向上は地域の消防力の向上に資するため、
団員の教育訓練を継続して実施する必要がある。

防災拠点として防災上安全な場所へ移転すべきであり、計画
的に事業を実施する必要がある。

維持継続

消防本部
消防総務課

消防団の管理運営で必要な経常的経費であり、消防団員の処遇改
善、安全装備品の更新、整備を計画的に実施する必要がある。

消防本部
消防総務課

⑤非常備消防の充実

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

各種災害から市民の生命及び財産を守るため、消防・救急体制の更
なる充実強化に努めている。新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で一部に若干の遅れがみられたが、消防施設の整備等、各体制の充
実・強化は進んでいると評価できる。

〇 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）

有効であった
評価

コメント
消防・救急体制の充実強化を計画に行うことで、各種災害や
新規感染症等の社会情勢に対応できている。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　新型コロナウイルスの感染予防対策を継続し、消防業務が停滞することのないよう取り組んでいく。
　消防通信指令業務の共同運用については、災害対応力の向上、組織体制の強化、整備及び維持管
理費用の削減が見込めるため、実現に向けてさらに事業を進めていく。
　防災拠点となる消防署東出張所及び牟礼分団器庫の移転整備については、市民の安全・安心に直接
繋がるものであることから、優先的に取り組んでいく。
　気象災害の激甚化や、今後予想される大規模地震等の各種災害に対応するため、計画的な資機材の
整備を行うとともに、訓練や研修等により消防職団員の資質の向上に努める。
　新型コロナウイルスの感染拡大により、救命講習の開催が制限されたが、今後も感染予防対策を行い
ながら救命講習を実施する。

9,126 -

113,822 72,739
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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

防災組織・関係機関連携強化事
業
※R03「防災危機管理体制整備事業」に統合

災害時の業務継続計画の見直し等を進めていくととも
に、地域防災計画への反映などが必要である。

防災危機管理課維持改善

維持改善

詳細施策
事務事業評価

事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

維持改善 防災危機管理課
防災訓練・講習会等実施事業
※R03「地域防災力向上事業」に統合 市民の防災意識の高揚を図る重要な事業であり、出水期に備えた地

域主体の防災訓練など、より実践的な取組を行っていく必要がある。

防災危機管理課

②防災体制の強化

河川港湾課水防業務
地域住民の大雨等による被害を軽減するために必要な
事業であり、今後も継続すべきである。

維持継続 農林漁港整備課

農林漁港整備課水防業務
大雨、高潮時の浸水被害を防止するための事業であり、地域住民の
安心で安全な生活環境を確保するために必要な事業である。

維持改善 防災危機管理課

防災倉庫・避難所等整備事業
※R03「防災危機管理体制整備事業」に統合 避難場所や避難所の追加指定に努めるとともに、女性や高齢者、ア

レルギー等に配慮した備蓄物資の充実を図る必要がある。

河川港湾課維持継続

防災情報伝達体制整備事業
※R03「防災危機管理体制整備事業」に統合

災害時に重要な役割を果たすため、防災行政無線をはじめ防災ラジ
オ、スマートフォン等、多様な情報媒体を活用した情報伝達に取り組
む必要がある。

維持改善

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

34% 56% 70%

令和3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月の豪雨災害をはじめ、近年多発する災害を教訓とし、「自分たちの地域は自分たちで守
る」という「自助」及び「共助」の重要性から、自主防災組織の強化や活動支援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。

防災情報メールサービス登録者数（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度

49%

防災危機管理課

全国で毎年のように大規模災害が発生する中、ハザードマップの重
要性がより一層注目されており、活用方法の周知に取り組む必要があ
る。

①防災意識の高揚

防災広報啓発推進事業
※R03「地域防災力向上事業」に統合

目標指標

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

100%

1,000人 11,479人 15,000人

100%
自主防災組織率

R02決算（千円） R03予算（千円）

224 -

2,388 -

13,002 -

8,021 -

8,655 -

3,084 5,000

786 1,912
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Check　施策評価
　

維持継続
消防本部
消防署

③地域防災力の強化

維持継続 高齢福祉課

災害時に特に支援が必要な避難行動要支援者の避難
支援等のための事業であり、継続すべきである。

自主防災組織等促進事業
※R03「地域防災力向上事業」に統合

維持改善 防災危機管理課

自治会及び自主防災組織の活動を支援するため、防災士等の防災
リーダーの育成を進めるとともに、資機材の整備への補助を引き続き
行う必要がある。

災害時要配慮者支援事業
※R03「高齢福祉課管理経費」に統合

15 -

5,111

消防本部水防業務 近年多発する豪雨災害や、今後予想される大規模地震に伴う津波災
害に対応するため、水防活動に必要な資機材の整備を継続して実施
する必要がある。

②防災体制の強化

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

市の促進・支援のもと、本市の自主防災組織率は100％となっ
ている。引き続き、自主防災組織の強化及び活動支援に積極
的に取り組んでいく。

〇 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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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
実践的な防災訓練の実施や防災リーダー研修会の開催、防
災士の養成等を通し、地域防災力の向上を図ることができた。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　近年の頻発化・激甚化する災害から身を守るために、「自らの命は自らが守る」意識を強く持ち、災害時
に適切な避難行動につながるよう、市民の防災意識の高揚を図っていかなければならない。そのため、
防災士等連絡協議会と連携しながら、ハザードマップによる災害リスクの理解の浸透や高齢者世帯への
緊急告知防災ラジオの配付など、引き続き防災に関する知識等の普及啓発に積極的に取り組む。
　同時に、災害時の被害を最小限に抑えるためには「日頃からの隣近所や地域の助け合い」が大切であ
り、防災リーダーの養成や防災資機材の整備への支援等を通じて、自主防災組織等の育成、活動の充
実を図っていく。
　また、災害時、市において、避難指示等の発令、避難所の開設、救援物資の支給等を迅速かつ的確
に遂行できるよう、災害対策本部機能の強化をはじめ、防災倉庫の整備や避難所の備蓄物資の充実な
ど、防災体制の強化に努める。

276 398

-

評　価
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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21年度 令和２年度

河川港湾課管理経費
課の業務を適正に遂行するために必要な経費である。

市民満足度

砂防堰堤の流末水路整備箇所数（延べ数）

排水ポンプ場整備箇所数（延べ数）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度

- 12か所 16か所

1か所 2か所

22%

「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

目標指標

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

46% 55%
実績

②河川の保全

農地保全や防災の観点からも必要不可欠な施設であり、施設
の適正な維持管理を行うためにも継続すべき事業である。

目標
（令和2年度）

2か所

河川や水路の機能を保全し、家屋の浸水被害の軽減及
び生活環境の改善を図るため、継続すべき事業である。

評価コメント

河川港湾課

樋門・排水機場管理事業

維持継続

陸閘樋門管理事業
高潮や津波時の災害の備えとして、陸閘、樋門の点検や管理
は市民の安全安心な暮らしのために必要不可欠である。

河川港湾課維持継続

自然災害を未然に防止し、市民の生命・財産を守るために必
要な事業である。

維持継続 河川港湾課

①海岸の保全

維持継続 農林漁港整備課

水路等維持補修事業
農業用用排水路を良好な状態に維持し、農業用水を安
定的に確保するために必要な事業である。

農林漁港整備課維持継続

河川港湾課維持継続
単市河川改良事業

浸水や洪水の被害から市民の生命・財産を守るため、河
川・水路の整備・改良を行うために必要な事業である。

緊急自然災害防止対策事業

河川維持管理事業

詳細施策
事務事業評価

事業の方向性 担当課

維持継続

佐波川樋門管理事業
市街地を内水被害から守り、市民の生命・財産を守るた
めに必要不可欠な事業である。

維持継続 農林漁港整備課

農林漁港整備課

事務事業

令和3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。

R02決算（千円） R03予算（千円）

1,292 1,294

1,114 1,517

32,146 35,894

89,907 98,080

3,741 1,768

33,113 28,299

10,961 1,021

366,228 237,416
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Check　施策評価
　

③山地の保全
河川港湾課維持継続

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区域住民の生命・財産
を守るために必要な事業である。

④低地の保全
維持継続

河川港湾課
下水道課

既設の都市下水路ポンプ場及び都市下水路の適正な
維持管理を行うため、継続すべき事業である。

基地周辺障害対策事業
維持改善 河川港湾課

基地周辺の低地盤地域に対する浸水被害の防止軽減を図り、
市民の生命・財産を守るために必要な事業である。

都市下水路維持管理事業

5,264 30,849

44,253 40,302

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

樋門の改修等の農業環境整備については、県営事業と併せ
て概ね計画どおりに進んでいる。近年土砂災害が全国的に増
加していることから、引き続き各事業を早急に進めていく。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

適正な事務事業の構成・規模のもと、災害対策等の整備を着
実に進めている。計画的に施設の修繕を行うことで、適切な治
山・治水対策に貢献している。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　令和元年度、2年度は防災・減災対策を推進するため、緊急自然災害防止対策事業を活用し、河川浚
渫や水路維持・改良に注力し、災害対策に一定の効果が発揮された。令和3年度からは、河川浚渫は令
和6年度までの緊急浚渫推進事業、水路維持・改良は令和7年度まで延長された緊急自然災害防止対
策事業を活用し、災害を未然に防ぐ対策を実施していく。
　第5次総合計画においても、河川浚渫、雨水排水設備や砂防堰堤の整備を挙げている。河川浚渫は、
国・県・市が一体となって実施することにより、効果が最大限発揮されることから、より一層の事業促進を
図る。また、県が実施する土砂災害防止対策事業については、堰堤整備や急傾斜地対策の実施による
災害防止効果が特別に大きいため、引き続き、県への事業促進の要望を積極的に行っていく。
　防府基地周辺の排水機場、排水路については、施設整備後４０年以上が経過し老朽化による機能低
下が生じている中で、基地内の施設整備及び周辺の宅地化が進行し、未だに浸水被害が解消されてい
ないため、排水路工事及び排水機場の実施設計・工事等、順次施設更新に向けて計画的に事業を進め
ることにしている。

19,006 26,950
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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

勝間鐘紡自歩道線整備事業
※R03「道路整備事業（補助）」に統合

交通安全対策施設維持管理事業

引込み線跡地の有効利用と安全な自転車・歩行者通路を
確保するため、継続する事業である。

道路課

維持継続 道路課

既存の交通安全対策施設の維持管理を適正に行い、安全
な交通環境の向上を図るため、継続すべき事業である。

既存の道路附属物の維持管理を適正に行い、安全な交
通環境の向上を図るために必要な事業である。

交通安全対策施設整備事業
交通安全対策として必要な事業である。

道路課

道路附属物維持管理事業
維持継続 道路課

維持継続

②交通安全環境の充実
維持継続

維持継続 生活安全課
予備費（交通災害共済事業）

8,644人 6,148人 15,000人

430m 0m 500m

共済事業費
市民の交通事故に関し相互救済を目的とする共済制度
であり、引き続き市民生活の安定を図る必要がある。

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 交通災害共済基金を取り崩しても、なお不足が生じる緊

急事態に対応するために必要な経費である。

多額の共済事業（見舞金）が発生した場合に対応するた
めに必要な経費である。

維持継続 生活安全課
交通安全対策事業

防府警察署・防府市安全会議等と連携して、引き続き交
通安全意識の高揚を図る必要がある。

歩道の新設改良延長（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度

①交通安全意識の啓発

詳細施策
事務事業評価

事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

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

目標指標

令和3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。

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

33% 50% 60%
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）交通安全教室参加者数（年間）

R02決算（千円） R03予算（千円）

20,551 20,044

0 1

7,855 13,817

0 790

87,695 105,303

4,350 5,500

0 －

17,435 20,500
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Check　施策評価
　

生活安全課諸費

地域振興課

維持継続

維持改善

自治会防犯灯整備事業 安全安心な市民生活のために必要不可欠であり、今後は、
LEDの交換時期を迎えることから、取替件数の把握に努めつ
つ、補助制度を見直しながら継続する必要がある。

学校安全事業

10,290 10,600

1,320 840

維持継続

学校・地域の安全管理体制の確立には、外部専門家等の支
援は欠かせなく、社会情勢に即し、継続すべき事業である。

④防犯施設の充実

市民の安全を守るための事業であり、今後も継続して実
施する必要がある。

生活安全課
③防犯意識の高揚

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、目指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

交通安全意識の啓発や、安全施設の整備・維持・点検に取り
組み、交通安全の推進を行った。防犯についても、意識の向
上と防犯体制の確立を図り、想定どおりに進捗させることがで
きた。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

歩道の新設延長については、予定通り進捗しており、道路環
境の改善に努めている。また、市内の防犯灯数の増加やＬＥＤ
化により、市民の安全安心な生活の確保につながった。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　交通安全対策としての意識啓発について、引き続き警察署をはじめとした関係団体と連携し、交通安
全運動の展開、交通安全教育の推進など交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止に努める。
　道路の交通安全対策事業について、事故防止のために、引き続き防護柵の設置や反射鏡、外側線、
注意喚起路面標示、歩道拡幅等の整備が重要である。特に通学路の安心・安全対策については、総合
計画の重点プロジェクトに位置付けており、キッズゾーン等の整備を推進している。
　市民の安全・安心のため、自治会などが設置・管理する防犯灯の新設・取替や電気料金を助成する。
また、自治会の管理が難しい通学路などへの照明整備について、関係者との協議を通じて、早期に解決
を図らなければならない。
　地域ぐるみでの学校安全体制の整備を図るとともに、新1年生への防犯ブザーの配布により、登下校時
の安全確保に努める。

3,955 3,955
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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
　

詳細施策
事務事業評価

事業の方向性 担当課事務事業

①消費者の自立支援

②消費者保護の充実

維持継続 広報広聴課
消費生活対策事業

消費生活における被害を防止し、消費者の安全安心の
確保を図るため、継続して実施すべきである。

- 広報広聴課

-
消費生活対策事業（再掲）

令和3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、消費生活に関する教育や啓発、情
報の提供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

目標
（令和2年）平成31年平成22年

19% 37% 50%

目標指標

実績

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

実績

評価
コメント

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）消費生活相談救済件数（年間）

消費生活講座受講者数（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度

- 117件 200件

470人 88人 800人

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、目指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

特殊詐欺等の手口は年々複雑化・多様化しており、相談体制
の更なる充実のため、相談員のスキルアップを図る。また、市
民の意識向上のため、消費生活に関する情報提供や啓発活
動を引き続き行っていく。

〇 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）

有効であった

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　多様化・複雑化する消費者被害に適切かつ迅速に対応するため、相談職員のスキルアップ等による相
談体制の充実、消費生活講座や地域に出向いての出前講座などによる消費者教育・啓発活動に取り組
む。
　また、消費者安全の確保のための地域協議会を立上げ、関係機関との連携等による消費者支援体制
の強化を図る。

R02決算（千円） R03予算（千円）

5,069 5,356

- -

消費生活センターにおける相談対応や、悪徳商法等に関する
情報提供により、消費生活における被害の防止を図り、消費者
の安全安心の確保に繋がった。

〇 概ね有効であった
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

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

食生活改善地域組織事業
健康増進課

市民の健康増進を推進する上で、地区組織との協働は
欠かすことができす、必要な事業である。

維持継続

①健康づくりの推進

健康増進課

健康づくりと食育を広く普及啓発するため、必要な事業である。

健康増進課

維持継続

維持継続 健康増進課

維持継続

健康づくり推進事業

健康増進課管理経費

食育推進事業

令和２年度
目標

（令和2年度）各種がん検診受診者数（年間）

乳幼児育児相談件数（年間） 平成21年度 令和２年度

12,536人 10,491人 16,000人

2,151人 1,930人 3,000人

6,292

令和3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

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。

実績 目標
（令和2年度）

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

51% 71% 80%

目標指標

実績
平成21年度

法で対策を講じるよう定められており、必要性の高い事
業である。

維持継続

各保健衛生業務の実施及び新健康管理システムの維持
管理のため、必要な経費である。

健康増進課

「健やかほうふ２１計画（第二次）」に基づき健康づくりを
推進する上で必要な事業である。

維持継続

維持継続

妊婦健康診査事業

子どもの健やかな成長や子育て支援のためには、地区組織との協
働は欠かすことができす、必要な事業である。

維持継続 健康増進課

母子保健地域組織育成支援事業

産婦健康診査事業

1,841 2,233

32 212

90,642 102,767

②疾病予防の推進

妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な妊娠・出産を迎えるため
に必要な事業である。R3年度から多胎妊婦健康診査を実施する。

健康増進課

こころの健康づくり事業

健康増進課

産後の初期段階における母子に対する支援を強化する
ために必要な事業である。

R02決算（千円） R03予算（千円）

1,208 1,348

9,503 4,169

212 382

231 213

7,679
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③保健活動の充実

-
新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室

新型コロナウイルスワクチン接種を速やかに行うため、必要な
体制を整備した。

新型コロナウイルス感染症検査事
業

281 - - 高齢福祉課

高齢者や基礎疾患のある方の不安を解消し、重症化リスクの抑制を図
る事業。臨時的事業であったため、令和２年度限りで終了とする。

②疾病予防の推進

法定による事業であり、必要な事業である。

維持継続

法に基づく事業であり、健全な乳幼児の育成を図るため
に必要な事業である。

高齢者施設等緊急対策事業

-

健康増進課

がん検診事業

維持改善

乳幼児健康診査事業

感染症予防事業
維持継続

感染症を予防し市民の生命を守るため、危機管理の面
において重要な事業である。

新型コロナウイルスワクチン接種
事業
※R3「新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業」に事業名変更

維持継続

新型コロナウイルス感染症予防事
業

維持継続
健康増進課、防災危機管
理課、行政管理課、文化・

スポーツ課

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため必要な経費
である。

117,663 66,586

維持継続

360

健康増進課

法定による事業であり、がんの早期発見・早期治療を行うための重要
な事業である。引き続き、検診受診率向上させるための改善を検討し
ていく。

高齢福祉課

健康診査事業

福祉施設等従事者激励金支給事
業

廃止
健康増進課、子育て支援

課、障害福祉課、高齢福祉
課

新型コロナウイルスの感染リスクのある環境下で業務を継続している医療機関
や介護施設等の従事者を支援する事業。臨時的事業であるため令和３年度で
終了とする。

健康増進課

新型コロナウイルス感染症の疑いがある人に対するＰＣＲ
検査を実施するため必要な事業である。

地域外来・検査センター運営事業

704

18,392 60,000

養育医療給付事業

予防接種事業

健康増進事業

維持継続

維持継続

健康増進課27,949 27,628

健康増進課

法定による事業であり、市民の疾病予防に必要な事業で
ある。

健康増進課

健康増進課

法で定められた事業であり、生活習慣病や肝炎を早期発見
し、市民の健康増進を図るために必要な事業である。

452,588 471,746

1,983 2,671

72,965 88,208

障害福祉サービス施設等緊急対
策事業

4,900 - - 障害福祉課

施設が行う新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を支援すること
で、施設の環境改善を図り、利用者の安全安心に資する事業。臨時
的事業であったため、令和２年度限りで終了とする。

新型コロナウイルスワクチン接種
体制準備事業

11,396 -

33,527 37,702

90,170 100,000

25,200 -

4,787

10,314 769,686

維持継続 健康増進課

法定による事業であり、生活習慣病を予防し、健康の保持増進を図る
ために必要な事業である。

3,270

維持継続
新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室

希望する市民に対し新型コロナウイルスワクチン接種を行い、感染拡
大防止を図るために必要な経費である。

施設が行う新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を支援することで、施設の
環境改善を図り、利用者の安心安全に資する事業。臨時的事業であったた
め、令和２年度限りで終了とする。
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Check　施策評価
　

③保健活動の充実

妊娠・出産包括支援事業
維持継続

妊産婦総合対策事業

④医療体制の充実

医師会等補助事業
維持継続

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

野島診療所運営事業

維持継続

市民の生命を守る上で、重要な事業である。
二次救急医療対策事業

健康増進課

健康増進課

健康増進課

地域医療の確保により、安全・安心な生活を守るために
必要な事業である。

一次救急医療対策事業
市民が安全・安心な生活を送るために重要な事業であ
る。

産科医等確保支援事業
維持継続

32,210 32,216

維持継続 健康増進課

- 健康増進課

妊産婦の感染への不安に配慮し、相談に対応するため
の必要な環境整備が完了し事業終了となった。

-

774 310

乳幼児保健指導事業
維持継続

子育ての不安を解消し、乳幼児の健康の保持・増進を図
る上で必要な事業である。

健康増進課

知識の普及、妊産婦の不安軽減を図る上で有効な事業
である。

保健センター管理業務
8,205 9,517 維持継続 健康増進課

保健センター及び休日診療所の、施設の維持管理を行
う上で必要な経費である。

3,804 4,198

9,782 9,892

妊産婦保健指導事業

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施策の方針に
沿った事業を積極的に展開した。今後も関係団体と連携しな
がら取り組んでいく。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の事業に効果的に
取り組むことができた。今後も感染状況等を踏まえ、市民の
ニーズや社会情勢に応じた対策を実施していく必要がある。

〇 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

12,330 12,447

10,633 11,750

37,940 47,854

産前・産後直後の支援体制を構築し、産後うつの予防等
のため必要な事業である。

維持継続 健康増進課

維持継続 健康増進課

医療不便地域の医療確保として、重要な事業である。

健康増進課

449

2,067 2,720
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

  「第５次総合計画」や「第２次健康増進計画」に基づき、市民の健康づくりの推進を図る。ほうふっ子応援
パッケージ等の取組など、妊娠前から出産・子育てまでの切れ目ない支援や親と子のサポート体制の充
実に取り組んでいる。また、がん検診の受診率の向上にむけ、関係機関との連携を図り、市民が受診しや
すい体制の整備を行っている。
　また、コロナ禍でこころの健康が全国的な課題となっており、自殺予防対策が必要である。自殺対策計
画に基づき、庁内全体で自殺対策を推進する。
  さらに、新型コロナの収束の見通しが立たない状況ではあるが、国や県の動向を注視しながら、医師会
等関係機関と連携・情報共有を図り、適切な感染予防対策や医療体制を確保する等、市民の安全・安心
に努めていく。
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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

事業の方向性 担当課
評価コメント

法に定められ、地域福祉の中心的役割を担う民生委員
児童委員の活動は、今後も重要性が高まっていく。

社会福祉課

個別地域福祉活動計画策定地域数（延べ数）

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

31%

1,519人

60%

目標指標
1,578人 1,800人

- 15地域 15地域

令和3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

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。

社会福祉課

社会福祉課の事務事業を実施していくうえで必要な事
業である。

行旅病人死亡人困窮者援護事業
維持継続

民生委員児童委員関係事業
維持継続

社会福祉課

25,795 26,206

3,703 4,072

41 797

2,972 363

法に基づき、行旅病人、死亡人、困窮者に対する援助を
行うものである。

戦傷病者戦没者遺族等援護事業
維持継続

戦傷病者・戦没者を慰霊し、遺族等への援護を行うため
に必要な事業である。

69,041 69,108

500 157

809 664

48%

社会福祉課関係経費
維持継続

福祉活動ボランティア登録者数（年間）

実績 目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

R02決算（千円） R03予算（千円）

罹災者救助援護事業
維持継続

詳細施策 事務事業
事務事業評価

①地域福祉活動の促進

2,474 2,601

社会福祉課

社会福祉課

社会福祉法に謳われ、地域福祉推進の中核的な組織である防府
市社会福祉協議会の活動強化のための必須の事業である。

社会福祉課

災害及び火災等による罹災者の救助・援助を目的とし
た、法に基づく事業であり不可欠なものである。

防府市地域福祉計画推進事業
維持継続 社会福祉課

社会福祉法に規定された計画で、策定し、積極的に推
進していく必要がある。

社会福祉協議会関係事業
維持継続

福祉指導監査室

法に基づく事業であり、社会福祉事業の適正かつ健全
な運営を確保するため、必要な事業である。

②地域福祉サービスの適
正な利用の促進

福祉指導監査室管理経費
維持継続
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Check　施策評価
　

評価
コメント

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）

Action　課題及び今後の取組

有効であった
評価

コメント

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　「第５次総合計画」や「第３次防府市地域福祉計画・防府市地域福祉活動計画」に基づき取組を推進し
ていく。
 　「地域共生社会」の実現（地域課題を解決する体制づくりや複合化・複雑化した課題に対応するための
包括的な相談支援体制の構築）に向け、福祉分野の総合相談窓口の設置による、さまざまな相談に対応
できる支援体制や福祉制度の相談支援機関を総合的にコーディネートする「相談支援包括化推進員」の
配置など、計画的に取り組む。

評　価

第三次防府市地域福祉計画策定のため、防府市地域福祉推進協議会による
検討・協議を重ね、地域福祉推進のため、これから取り組むべき計画を策定
することができた。また、社会福祉法人に対する指導監査により、適正な運営
と円滑な事業経営が図られた結果、福祉サービスの向上に繋がった。

〇 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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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 地域福祉活動の促進を着実に図っており、令和3年度は前年
度に策定した第三次防府市地域福祉計画の取り組みを進め
ている。また、社会福祉法に則り、計画的に社会福祉法人の指
導監査を実施した。

〇 想定どおりに進んでいる
少し遅れている
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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

子育て支援課

子育て支援課

維持継続 子育て支援課

低所得者の出産時の経済的負担を軽減し、産婦の福祉
の増進を図るため必要な事業である。

助産扶助費支給事業

①子育て支援サービス等の
充実

子育て支援課

担当課
評価コメント

維持改善

法に基づく事業で、緊急時や保護者の勤務等の理由で、児童
を安全な場所で一定期間預かるために必要な事業である。

維持継続 子育て支援課

維持継続

事務事業

2,488人 2,414人

地区ごとに活動し、地区の児童の見守りと安全をサポー
トするクラブを支援するために必要な事業である。

事業の方向性

子育て支援課の各種事務事業を行うため、必要な事業
である。

子育て短期支援事業

1,200件

4,000人

事務事業評価

460件 594件

子育て支援課管理経費

令和3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

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。

目標
（令和2年）平成31年平成22年

29% 52% 65%
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）

実績
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

目標指標

あつまれ！わくわく広場参加者数（年間）

一時預かり児童数（年間）
実績

令和２年度

ファミリーサポートセンター運営事
業

維持継続

法に基づく事業で、子育て中の保護者を支援するため
に必要な事業である。

母親クラブ活動支援事業

こども相談室相談件数（年間）

詳細施策

実績 目標
（令和2年度）平成21年度

令和２年度

681人  － (H30年度で事業終了) 1,300人
目標

（令和2年度）平成21年度

R02決算（千円） R03予算（千円）

1,050 1,050

9,589 9,679

34,338 2,808

1,871 1,951

551 600
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4,410,909

子育て支援課

増加する保育児童数に対応するため、学級の増設や保育環境を整
備し、児童の健全育成を図るため、拡充が必要な事業である。

2,132 4,200

15,245 22,166

1,938 65

2,716 76,103

拡大245,650 273,629

4,022,071

入所児童の福祉の向上及び保育環境の確保を行う必要
がある。

維持継続

②保育サービスの充実

子育て世帯の経済的な負担を軽減し、子どもの保健の向上に
寄与し、児童の福祉の増進を図るため必要な事業である。

いのちの誕生支援事業
維持継続 健康増進課

少子化対策の一環となる事業であり、継続が必要であ
る。

維持継続 子育て支援課

子育て世帯の経済的な負担を軽減し、乳幼児の保健の向上に寄与
し、児童の福祉の増進を図るため必要な事業である。

子育て支援課

子育てと仕事の両立を図るため、必要な事業である。

子育て支援課

子育て支援課

多子世帯応援給付金支給事業
※R03「子どもの誕生・成長サポート事業」に統
合

維持継続 子育て支援課

新型コロナウイルス感染症の影響下での子育て支援及び少子化対
策、定住促進を図るため必要な事業である。

維持継続 子育て支援課

市内の子育て支援活動を支援し、その活動の促進を図
るため必要な事業である。

社会福祉課

12,360 13,200

児童遊園内の除草、清掃、遊具の修理・更新、点検等、
適正な維持管理を継続して行う必要がある。

4,665 7,289

48,640 －

1,050 1,300

2,591 3,605

8,487 9,968

①子育て支援サービス等の
充実

児童館運営事業

子育て支援課

民間保育サービス施設に入所している児童の福祉及び
保育の質の向上に必要な事業である。

都市計画課

維持継続
多子世帯保育料等軽減事業

病児保育事業

民間保育サービス施設助成事業

子育て支援課

子育て家庭の経済的負担を軽減するために必要な事業
である。

乳幼児医療費支給事業

こども医療費支給事業
維持継続

法に基づく事業で、生活の安定と児童の健全育成及び資質の
向上を図るための子育て支援策として必要な事業である。

児童手当支給事業
維持継続

子育て世代包括支援センター運
営事業

社会福祉施設整備補助事業

児童遊園管理事業

子育て支援活動補助事業

維持継続 健康増進課

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制を構築し、
子育て支援を図るうえで重要な事業である。

維持継続

維持継続 子育て支援課

維持継続

維持継続

維持継続

留守家庭児童学級運営事業

子どものための教育・保育給付事
業

子育て支援課

多様化する教育・保育ニーズに対応し、良質かつ適切な
教育・保育の提供するために必要な事業である。

児童に健全な遊び場を提供し、児童の情操教育と健康増進を図るた
め、感染対策等を行い、継続して運営することが必要な事業である。

1,839,204 1,855,735

190,613 263,204

165,446 197,917
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②保育サービスの充実

妊産婦健康サポート事業

17,275 - - 子育て支援課

コロナ禍で不安を抱えながら過ごされている妊産婦へ米や旬の地元
野菜等を配達することで外出時の感染リスクを軽減し、健康をサポー
トした。

社会福祉課

子どもの居場所・保護者も安心して預けられる場所として、感染症対
策等の児童の安全に配慮し、保育を行うため必要な事業である。

子育て世帯臨時特別給付金支給
事業

154,863 - - 子育て支援課

新型コロナウイルス感染症の影響下、子育て世帯の経済的な負担を軽減し、
生活の安定と福祉の増進を図るために実施した令和2年度限りの事業である。

維持継続

児童扶養手当支給事業

142,984

維持継続

母子父子寡婦福祉資金支給事業

法に基づく事業で、児童の命を守り安全安心な子育て
環境をつくるため必要な事業である。

維持継続

法に基づく事業で、緊急に保護を要する母子世帯の安全な生活を確
保するため必要な事業である。

維持継続 子育て支援課

維持継続 子育て支援課

法に基づく事業で、ひとり親家庭等の生活の安定及び自立の
促進に寄与するために必要な事業である。

母子家庭等自立支援給付金事業

2,293

12,100 21,312

母子生活支援施設措置事業

維持継続 子育て支援課

経済的に不安定な母子家庭等の父又は母の資格取得を支援し、自
立を図るため必要な事業である。

養育支援訪問事業
子育て支援課

法に基づく事業で、児童虐待防止と悪化を防ぐとともに、
子育て中の家庭を支援するために必要な事業である。

子育て支援課

法に基づく事業で、母子家庭等の自立を支援するために必要
な事業である。

454,957 483,913

16,886 22,255

4,112 5,469

2,172

法に基づく事業で、児童に関する相談を受け支援をして
いくために必要な事業である。

こども家庭総合支援拠点運営事
業

子育て支援課

要保護児童対策地域協議会運営
事業

法に基づく事業で、国は里親の増加を目指しており、里
親会を支援するために必要な事業である。

維持継続 子育て支援課

維持継続

子育て支援課

14,173 12,096

243 340

417 2,771

里親支援事業

市立保育所管理・運営業務
維持改善 子育て支援課

子育て支援課

子育て支援課

市立認定こども園の円滑な管理・運営を図り、児童の福祉の向上及
び保護者の仕事と家庭の両立を支援するために必要な事業である。

-

児童福祉施設等緊急対策事業

市立認定こども園管理・運営業務

市立保育所の円滑な管理・運営を図り、児童の福祉の向上及び保護
者の仕事と家庭の両立を支援するために必要な事業である。

維持改善

129,491

112,212 119,513

39,427 35,204

3,900 -

留守家庭児童クラブ事業
32,194 35,933 維持継続

子育て支援課

施設が行う新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を支援することで、施設
の環境改善を図り、利用者の安心安全に資する事業。臨時的事業であったた
め、令和２年度限りで終了とする。

地域子育て支援事業
地域の実情に応じた保育サービスを実施し、児童の福祉の
向上を図るために必要な事業である。

維持継続

③要保護児童等への対策
の推進
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Check　施策評価
　

-

ひとり親家庭医療費支給事業
50,583 63,504 維持継続 子育て支援課

ひとり親の低所得者を対象としており、経済的な負担を軽減し、生活
の安定と福祉の増進を図るため必要な事業である。

子育て支援課
ひとり親世帯臨時特別給付金支
給事業 新型コロナウイルス感染症の影響下、ひとり親で低所得者の経済的な負

担を軽減し、生活の安定と福祉の増進を図るために実施した令和2年度
限りの事業である。

154,296 -

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

子ども・子育て支援制度の実施主体として、それぞれの家庭や
子どもの状況に応じ、切れ目のない支援を進めている一方で、
子育てに安心感や充実感を得られるような更なる施策の展開
が求められている。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

地域のニーズを踏まえて作成した「子ども・子育て支援事業計
画」に基づき、事業計画に掲げる施策を積極的に展開した。少
子化対策・子育て環境の整備に概ね有効であった。

〇 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

③要保護児童等への対策
の推進

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　本市においても、社会情勢の変化による子ども・子育てに関する環境の変化や市民ニーズの多様化に
対応することが課題となっている。
　このような中、「第５次総合計画」や「第2期防府市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、保健セン
ターなどの関係機関と連携し、ほうふっ子応援パッケージなど妊娠前から出産・子育てにおける切れ目な
い支援や親と子のサポート体制の充実に取り組んでいる。
　また、留守家庭児童学級の充実やキッズゾーンの整備など安全・安心対策に取り組んでいる。
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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

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

27,244件 36,511件 39,000件

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

目標指標

28% 50% 60%
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）要介護認定者の介護保険サービス受給率

認知症サポーター数

- 89% 90%

- 6,226人 6,000人

地域包括支援センター相談件数（年間）
実績

令和3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

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可能
な限り住み慣れた家庭や地域で暮らせるよう、医療・介護・福祉と地域の連携によ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。

趣旨普及費
維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の啓発に係る必要な経費であり、継続が
必要である。

「高齢者保健福祉計画」に基づいて整備を行っており、高齢者
が安心して生活できる環境づくりのため必要である。

実績

維持継続 高齢福祉課
介護保険事業特別会計繰出金

介護サービス等利用者対策事業

老人福祉施設整備補助事業

介護認定審査会費
維持継続

維持継続 高齢福祉課

介護保険の低所得者被保険者に対し経済的負担の軽減
を図り、適正・適切なサービスを提供するため必要である。

目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

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の経費である。

徴収費
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
する事務経費である。

介護保険事業の運営のため継続して必要な事業であ
る。

一般管理費
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のために必要な経
費である。

維持継続 高齢福祉課

R02決算（千円） R03予算（千円）

8,322 8,746

38,422 12,015

1,726,776 1,797,767

12,800 21,580

5,304 5,815

74,505 90,025

902 1,183

①介護サービスの充実
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その他諸費
維持継続

介護保険制度の審査・支払い事務に必要な事務経費で
ある。

186 951

高齢福祉課

介護予防サービス等諸費
維持継続

介護サービス等諸費
維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、重度化を予防して安心して生活で
きるよう介護サービスを行うための事業である。

高齢福祉課

介護保険制度により、重度化を予防して安心して生活で
きるよう介護サービスを行うための事業である。

13,501 12,196

高齢福祉課

高齢福祉課の運営に必要な経費である。

高額介護サービス等費
維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、利用者の経済的負担を軽減させ
るための事業である。

高額医療合算介護サービス等費

251,532 259,240

39,156 39,429 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、利用者の経済的負担を軽減させ
るための事業である。

特定入所者介護サービス等費
維持継続 高齢福祉課

介護保険制度により、入所者の経済的負担を軽減させ
るための事業である。

基金積立金
維持継続

320,247 266,162

98,800 498 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
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。

繰出金
維持継続

予備費（介護保険事業）
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。

2,896 3,550

0 1,668

305 668 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。

在日外国人等福祉給付金給付事
業

維持継続 高齢福祉課

既存の年金制度上の問題を補完し、高齢者の福祉の向
上として継続していく必要のある事業である。

高齢福祉課管理経費
維持継続

高齢者福祉関係業務
維持継続 高齢福祉課

高齢者福祉に係る経費で、高齢者の福祉の向上を実現
するため必要な経費である。

老人ホーム入所・運営関係事業
維持継続

高齢者日常生活用具給付等事業
維持継続 高齢福祉課

高齢者及び地域住民の安心・安全な生活を確保するた
め必要な事業である。

9,448,118 9,861,820

191,722 202,901

120 120

18 149

162,069 183,794

109 156

高齢福祉課

法に基づく事業であり、適切な入所判定及び措置のた
め必要な事業である。

①介護サービスの充実

②介護予防・地域ケアの推
進
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拡大 高齢福祉課

介護保険法に基づき、高齢者の介護予防のための事業
で必要性が高く、今後充実していく事業である。

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し、高齢
者が在宅で生活していくための事業である。

高齢福祉課

他地域の高齢者と同様のサービスを受けるための支援をし、在
宅での生活を可能とするため継続が必要である。

介護サービスの対象とならない事業で、疾病予防等の観
点からも必要な事業である。

維持継続

高齢福祉課

単身高齢者が安全・安心な在宅での生活を継続するた
めに必要な事業である。

地域単位で支援を行う社会福祉協議会の担う役割は大きく、
地域ニーズに合わせて事業の継続が必要な事業である。

40

20,851 30,000

439 1,387

はり、きゅう施術助成事業
維持継続

寝具乾燥事業
維持継続 高齢福祉課

地域福祉推進事業
維持継続

989 1,282

2,161 2,801 高齢福祉課

その他諸費
維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の審査・支払い事務に必要な事務経費である。

6,610 8,400

437,015 525,025

2,196 2,611

高齢福祉課

維持継続

高齢福祉課

要支援認定者に対し適切な介護予防サービス等の提供
を行うため必要な事業である。

生活管理指導短期宿泊事業
維持継続 高齢福祉課

要援護高齢者で家族に代わって一時的に生活支援が
必要な方を支援するために必要な事業である。

在宅寝たきり高齢者等介護見舞
金事業

維持継続

介護予防・日常生活支援総合事
業費

介護予防支援事業費

高齢福祉課

既存の制度を受けられない高齢者を支援し、健康増進
や介護予防を図るため必要な事業である。

在宅で介護している家族への見舞金を支給する事業で在宅
介護者を支援していくために継続していく必要がある。

維持継続

敬老祝金支給事業
維持継続

維持継続

訪問理美容サービス事業

高齢福祉課

介護保険法に基づき、高齢者や介護支援を行う家族の
相談や支援を行っており、継続が必要な事業である。

離島要援護高齢者対策事業
維持継続

敬老会助成事業

老人福祉法適用措置事業

高齢福祉課

福祉電話貸与事業
維持継続 高齢福祉課

包括的支援事業・任意事業費

2,772 4,612

高齢者の長寿を祝福し記念品を贈呈しており、市内共通券を
配布するため経済波及効果も期待でき、必要な事業である。

高齢福祉課

地域単位での福祉を実現していくための支援を行う事業
で、地域の実情に応じて見直しが必要である。

拡大

法に基づく事業であり、高齢者虐待が増加する中で高
齢者の安全を守るために必要な事業である。

②介護予防・地域ケアの推
進

446 682

20 270

213,703 215,241

105 396

386 675

816 972

32
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Check　施策評価
　

保健福祉事業費
844 34,012 維持継続 高齢福祉課

介護保険法に基づき、被保険者が要介護状態になるこ
とを防ぐ事業であり、今後も継続が必要な事業である。

高齢者健康対策事業

704 - - 高齢福祉課

新型コロナウイルス感染症の影響で外出機会が減少している高齢者に体を動
かしてもらう番組を制作・放映し、運動機能低下の防止を図る事業。臨時的事
業であったため、令和２年度限りで終了とする。

生きがいづくりや地域での活動拠点として支援し、生涯現役社会づく
りの推進のため必要であり、施設については引き続き将来的に他の
公共施設と複合化を進める。

老人クラブ助成事業

維持継続 高齢福祉課

自主的な活動を推進し、地域社会を豊かにするための活動を支援す
るため必要な事業であるが、補助対象事業費等の見直しが必要であ
る。

高齢福祉課

高齢者等の権利を守るための成年後見制度の利用を促
進するため今後も継続が必要な事業である。

高齢福祉課

新型コロナウイルス感染症の影響で外出や運動する機会が減少している高齢
者に、花を贈呈し体操番組を制作・放映することで心と体の健康維持を図る事
業。臨時的事業であったため、令和２年度限りで終了とする。

成年後見制度利用促進事業
維持継続

高齢者元気アップ事業

-

老人憩の家維持管理事業

維持継続

③生涯現役社会づくりの推
進

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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
高齢化により対象者が年々増加する中、国の方針に基づき、
適切な事業運営を行っている。

〇 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）

〇 有効であった
評価

コメント

国の方針に基づき、適切な事業運営をすることができた。認知
症サポーター数は目標値を上回っており、市民の認知症に対
する理解が深まっているといえる。

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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　団塊の世代が75歳以上を迎える2025年を控え、介護保険制度の持続可能性を維持し、高齢者の自立
支援・重度化防止に向けた取り組みを行いながら、保健・医療・介護・介護予防にわたる総合的なサービ
スの提供体制が求められている。そのため、「第５次総合計画」や「第９次防府市高齢者保健福祉計画
（第８期介護保険事業計画）」基づき、高齢者が自分らしく健康で充実した生活が送られるよう、地域包括
支援センターを核とした地域包括ケアシステムの更なる構築に取り組む。
　特に、短期集中予防型サービスや介護リスクを軽減するための「元気アップくらぶ」などの介護予防
サービスの充実を図り、誰もが明るく楽しく暮らせるよう支援するとともに、元気な高齢者を増やすことで、
次期介護保険料の上昇を出来る限り抑えていく必要がある。

7,137 8,089 高齢福祉課

②介護予防・地域ケアの推
進

3,816 4,754

4,044 8,016

54,918 -
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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

障害者ホームヘルプサービス利用時間（年間）

外出支援（移動支援）サービス利用者数（年
間）

実績 目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

11,745時間 5,361時間 15,000時間

84人 13人 150人

詳細施策 事務事業
事務事業評価

身体障害者福祉センター外４施
設管理運営事業

維持改善

障害者やその家族等からのニーズは高く有効に活用されているが、
土砂災害警戒区域等に所在し、老朽化も進んでいることから、今後の
施設のあり方や整備について検討が必要である。

目標
（令和2年）平成31年平成22年

21% 36% 50%
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）

障害者医療費給付事業
維持継続 障害福祉課

法に基づく事業で、サービス費の給付により障害者等の
日常生活の安定や生活能力の向上を図るものである。

担当課
評価コメント

事業の方向性R02決算（千円） R03予算（千円）

81,487 14,015

29,204 29,464

154,564 180,985

障害福祉課
障害者福祉関係業務

維持継続

障害福祉事業を円滑に行うために必要な事業である。

令和3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

施策の
基本方針

　障害者のニーズに即した地域生活の支援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、企
業等への障害者雇用の促進、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
進と生活能力向上の支援に努めます。

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

目標指標

実績

障害福祉課

障害福祉課

法に基づく事業で、サービス費の給付により障害者等の
日常生活の安定や生活能力の向上を図るものである。

介護・訓練等給付事業
維持継続

維持継続 障害福祉課

法に基づく事業で、サービス費の給付により障害児の生
活能力の向上等を図るものである。

障害者福祉施設等施設整備費補
助事業

障害児支援給付事業

維持継続 障害福祉課

障害者に関する社会福祉施設の整備を行う法人に対して、施設整備
費の一部を補助することで、当該施設を利用する障害者の福祉の向
上等を図るものである。

①地域生活の支援
1,895,863 2,016,170

543,549 656,135

0 2,671
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②障害者にやさしい環境づ
くりの推進

③社会参加の促進と生活
能力向上の支援

障害者就労ワークステーション運
営事業

障害等の日常生活の利便性の向上、社会参加の促進を図る
事業であり、ニーズが高く、継続が必要な事業である。

法に基づく事業で、障害者等の地域生活の支援のため
に必要な事業である。

障害福祉課

障害者が在宅で安心して生活するために必要な事業で
ある。

福祉援護団体育成費補助事業
障害福祉課

障害者等の団体の活動を支援し、障害者及び一般市民
との社会交流を深める機会として必要な事業である。

維持継続

経済的支援の一環として、障害者及び障害児の保護者
からのニーズが高い事業である。

障害福祉課

外出支援助成事業

維持継続

特別障害者手当等給付事業

身体障害者福祉電話貸与事業

防府市福祉年金支給事業

重度心身障害者医療費支給事業

維持継続
ひきこもりサポーター派遣事業

維持継続

維持継続

生活支援用具給付事業
障害者・障害児の日常生活の安定を図り、経済的負担を軽減
するために継続して実施する必要がある事業である。

法に基づく事業であり、障害者や保護者の福祉の向上
を図るために必要な事業である。

重度障害者の経済的負担を軽減し、安心して医療を受
けることができる制度として継続が必要な事業である。

7,933 4,184

障害福祉課

維持継続 障害福祉課

障害児（者）措置事業

92,372 108,246

1,147 1,299

20,098

11 340

23,040 33,805

38,065 40,717

472,480 537,656

63 108

15,070 15,790

24,310

心身障害者（児）扶養共済掛金助
成事業

障害福祉課

障害者福祉都市推進事業
維持継続 障害福祉課

障害者等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。

維持継続 障害福祉課

対象者は少ないが、重要性・必要性の高い事業である。

維持継続

維持継続

障害福祉課維持継続

ひきこもりの人及びその家族の社会参加を目指す支援
のために必要な事業である。

障害福祉課

廃止 障害福祉課

障害者の就労支援は民間のサービス事業所が充実して
いるため、廃止を検討する。

障害福祉課

維持継続 障害福祉課

障害者や保護者のニーズに基づいて実施されており、障
害者の生活の安定を図るため継続すべき事業である。

地域生活支援事業

650 600

312 497

0 1,875
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Check　施策評価
　

日常生活支援や外出支援、経済支援等を充実させることで、
障害者の社会参加推進と日常生活能力の向上を図ることがで
きた。

〇 概ね有効であった

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　「第５次総合計画」や「第５次防府市障害者福祉長期計画」及び「防府市障害福祉計画（第6期計画）」、
「防府市障害児福祉計画（第2期計画）」に基づき、障害のある人をはじめ市民すべてが住み慣れた地域
で、共生し安心して、生きがいをもって暮らせる地域づくりを実現するため、施策に取り組む必要がある。
　そのため、喫緊の課題である大平園、愛光園、なかよし園の移転を含めた建て替えの推進、手話の普
及啓発や障害のある人の意思疎通の手段の確保を図るための条例の制定、また、障害のある人の活躍
の場や高齢者の生きがいづくりの場を広げるため、農福連携に向けた取組を行う。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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
国の方針に基づき、施策の基本方針に沿って適切な事業運
営を行っている。

〇 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）

あまり有効でなかった
有効でなかった

Action　課題及び今後の取組

有効であった
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

維持継続 社会福祉課

維持継続 社会福祉課

目標指標

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

生活困窮者自立支援事業

国民健康保険人間ドック受診者数（年間）
1,068人 1,217人 1,900人

社会福祉課

法定受託事務であり、生活保護法に基づき適正に事業
を執行する。

国民健康保険法に基づいた事業を円滑に行うために必
要な費用である。

総務管理費（国民健康保険事業）

②国民健康保険制度の適
正な運営

扶助費支給事業

維持継続 保険年金課

国民健康保険事業の円滑な運営のために必要な費用
である。

国民健康保険事業特別会計繰出
金

維持継続 保険年金課

社会福祉課

事務事業評価
事業の方向性

法定受託事務であり、生活困窮者自立支援法に基づ
き、生活困窮者等に対する支援を継続する。

88% 96%

法定受託事務であり、生活保護法に基づき適正に事業
を執行する。

扶助費支給事務費

国民健康保険料の収納率（現年度分）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度
95%

担当課
評価コメント

①低所得者福祉の充実

法定受託事務であり、生活保護法に基づき適正に事業
を執行する。

詳細施策 事務事業

維持継続

生活保護関係業務

徴収費

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

実績

令和3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

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。

目標
（令和2年）平成31年平成22年

29% 39% 60%

維持継続

維持継続
保険年金課

収納課
国民健康保険事業の財源となる保険料の賦課徴収のた
めに必要な費用である。

運営協議会費
維持継続 保険年金課

国民健康保険事業の運営に関する事項の審議のため
に必要な費用である。

R02決算（千円） R03予算（千円）

24,974 24,046

2,531 1,773

9,060 9,727

1,102,842 1,183,574

1,039,016 1,057,063

37,865 46,144

9,773 11,931

142 272
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②国民健康保険制度の適
正な運営

201,497 183,017

維持継続 保険年金課
趣旨普及費

保険年金課

被保険者の葬祭を行う者に対して給付するものであり、
必要な費用である。

葬祭費
維持継続

国民健康保険事業の趣旨を普及するために必要な費用
である。

7,302,973 7,797,049

1,161,128 1,270,769

0 201

24,233 33,617

9,050 12,000

被保険者に保険給付を行うために必要な費用である。

償還金及び還付加算金

保険年金課

被保険者に保険給付を行うために必要な費用である。

高額療養費
維持継続 保険年金課

被保険者に保険給付を行うために必要な費用である。

療養諸費
維持継続

出産育児諸費
維持継続 保険年金課

移送費

被保険者の出産に寄与するものであり、必要な費用であ
る。

介護納付金
維持継続 保険年金課

県が算出した本市納付額を県に納付するために必要な
費用である。

維持継続 保険年金課

保険年金課

法定受託事務として、国民年金制度の周知や各種届出に
係る窓口業務を行うために必要な費用である。

維持継続

47,606 62,439

0 217,799

2,103,177 1,934,928

629,345 643,540

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
算のために必要な費用である。

維持継続

基金積立金

維持継続 保険年金課

特定健康診査等事業費
保険年金課

被保険者の生活習慣病の早期発見・早期治療につなげ
るために必要な費用である。

保健事業費
被保険者の健康の保持増進のために必要な費用であ
る。

維持継続 保険年金課

国民健康保険事業を安定的に運営するために必要な積
立金である。

62,834 104,229

74,766 100,981

270 440

医療給付費納付金
維持継続 保険年金課

県が算出した本市納付額を県に納付するために必要な
費用である。

予備費（国民健康保険事業）

後期高齢者支援金等納付金
保険年金課

県が算出した本市納付額を県に納付するために必要な
費用である。

維持継続 保険年金課

保険給付費の急増など、不測の事態に備えるために必
要な費用である。

726 836

7,491 8,335
③国民年金制度の周知 国民年金業務

維持継続
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Check　施策評価
　

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
算のために必要な費用である。

保険年金課

維持継続 保険年金課

後期高齢者医療制度を適正に運用するために必要な費
用である。

維持継続 保険年金課

後期高齢者医療事業特別会計繰
出金

維持継続
後期高齢者医療負担金

総務管理費（後期高齢者医療事
業）

保険年金課

医療給付費及び広域連合事務費の本市分を負担する
ために必要な費用である。

後期高齢者医療事業の事務費や保険料軽減に係る負
担分であり、必要な経費である。

予備費（後期高齢者医療事業）

後期高齢者医療広域連合納付金
法に基づき広域連合に納付するために必要な費用であ
る。

徴収費

維持継続 保険年金課

1,888,517 1,949,658

2,373

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

法令に基づき、各種事業を適切に実施している。効果的な保
健事業の実施のために策定されたデータヘルス計画の目標値
を達成するため、引き続き制度の周知を図りながら事業を実施
していく。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者自立支
援事業のうち、住居確保給付金の支給対象者が拡大され、支
給件数が前年に比べて大幅に増加した。引き続き、社会保障
制度の適正な運用を継続していく。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　低所得者福祉の充実として、生活保護制度では、市民が健康で文化的な生活ができるよう最低限度の
生活を保障するとともに、生活保護受給者の自立に向けた支援について関係機関と連携を取りながら各
種事業に取り組む。また、制度の適用が出来ない生活困窮者に対しては、第２のセーフティネットとして
の「生活困窮者自立支援事業」により、就労支援や学習支援等に取り組む。新型コロナウイルス感染症
の影響もあり、今後この事業による給付金の支給が終了した人等への支援が必要となる。生活保護制度
も含め、さまざまな制度を活用し支援していくため、相談体制の充実を図る必要がある。
　国民健康保険については、引き続き、被保険者の健康維持と医療費の適正化を図っていく必要がある
ことから、「第二期データヘルス計画兼第三期特定健康診査等実施計画」に基づき、特定健康診査や人
間ドックの受診率、ジェネリック医薬品の普及率の向上に努めるとともに、特定保健指導や糖尿病性腎症
重症化予防のための保健指導の実施による生活習慣病の予防に取り組む。

④高齢者医療制度の適正
な運営

3,550

0 39,000

471,974 490,366

1,430,707 1,419,680

9,266 9,019

3,304 4,224

後期高齢者医療保険料のうち現年度賦課分保険料で翌年度
の４・５月に収納したものを支払うための費用である。

維持継続
保険年金課

収納課
後期高齢者医療事業の財源となる保険料の徴収のため
に必要な費用である。

償還金及び還付加算金

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

認定こども園施設整備補助事業

教育総務課

教育行政の中心的な役割を果たすために継続して実施
すべき事業である。

認定こども園における修繕計画等を把握し、子どもを安心して
育てることができる体制を整備する上で必要な事業である。

学校法人教育活動補助事業

学校事務の効率化・集中化を図り、教員が教育に専念
できるような環境を整備する上で必要な事業である。

学校事務共同実施事業

95 維持継続

維持継続 学校教育課

維持継続 学校教育課

私立幼稚園特別支援教育費補助
事業

維持継続

幼稚園連盟補助事業

189

4,116 3,970

149 174

学校教育課管理経費

学校教育課

障害のある幼児が、就園している幼稚園で適正な教育
を受けるため、必要な事業である。

学校教育課

私立幼稚園教諭の資質を高め、幼児教育の充実を図る
ため継続すべき事業である。

学校教育課維持継続

維持継続 学校教育課

令和２年度から開始された事業であるため、実績を踏ま
え、５年を程度に見直しが必要な事業である。

維持継続

4,092 4,585

目標
（令和2年）平成31年

43% 100%

平成22年
55% 63% 75%

実績
平成21年度

1.83% 1.00%
令和2年度

目標
（令和2年度）

教育委員会運営費

令和3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

施策の
基本方針

　幼児教育においては、認定こども園、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捉
え、小・中学校が連携し、家庭や地域の力を活かしながら教育のまち「防府」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

目標指標

不登校児童生徒の割合

小・中学校施設耐震化率
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和2年度

1.59%

100%

実績

詳細施策
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

事務事業

学校教育課の事務事業遂行に必要な経費である。

縮小 学校教育課

対象施設は減少しているが、縮小しながらも継続する必
要がある事業である。

①幼児教育の充実

幼児施設利用支援事業

②小・中学校教育の質の向
上

R02決算（千円） R03予算（千円）

1,790 996

0 131

848 864

8,193 53,511
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中学校教科書・指導書整備事業
※R03「中学校教材用品整備事業」に統合

維持継続

維持継続

維持継続 学校教育課

教育指導に関する事務事業を遂行するために必要な事
業である。

学校図書館活用促進事業
維持継続 教育総務課

児童生徒の読書環境を維持し、学習活動を支援するた
めに、継続すべき事業である。

4,152 6,276

縮小

就学に要する経済的な支援を行い、教育の機会均等を
図るために必要な事業である。

知能検査・学力検査事業

維持継続

茜島シーサイドスクール事業
維持継続

多様な教育環境を確保する上で、一定の児童生徒の
ニーズがあることから、継続すべき事業である。

就学時の知能検査を行うため、継続すべき事業である。

学校教育課

外国語教育により児童生徒のコミュニケーション能力を養い、
国際理解を深めるため、継続的に必要な事業である。

学校教育課

外国語活動事業

学校教育課

学校教育課

保護者・地域住民・学校が一緒になって人づくり・地域づくりを目指
す、コミュニティ・スクールの活性化に向けて必要な事業である。

1,068 1,885

704 3,052

40,384 61,523

4,300 121

学校教育課

特別な支援を要する児童が必要な教育的支援を受ける
ため、必要な事業である。

学校教育課

就学に要する経済的な支援を行い、教育の機会均等を
図るために必要な事業である。

学校教育課

教師の指導力向上と学習活動の充実を図るため、継続
すべき事業である。

維持継続

維持継続349 －

学校教育課

維持継続

維持継続

防府市教育“夢”プロジェクト事業

魅力ある学校づくり調査研究事業
- 学校教育課

不登校の未然防止について調査研究を行った。国の研究指
定終了に伴い廃止。令和２年度限りで終了する。

学校教育課

維持継続 学校教育課
小中学校教育研究事業

学校教育課

26,646 44,853
中学校就学援助事業

維持継続

教師の指導力向上と学習活動の充実を図るため、継続
すべき事業である。

教員の授業力向上を図り、学校教育活動の充実につな
げるため、継続すべき事業である。

富海小中学校において、英語教育を充実させた小中一
貫教育に取り組むため、継続すべき事業である。

多様な学習や体験活動の機会の充実を図り、児童生徒
の学ぶ意欲を高めるため、継続すべき事業である

学校教育課

22,438 －

22,789 34,095

1,697 2,553

2,721 3,052

15,251 16,113

5,232 1,028

632 843

105 －

維持継続

小学校特別支援教育就学援助事
業

小学校就学援助事業

地域と育む学び舎づくり事業

小学校教科書・指導書整備事業
※R3「小学校教材用品整備事業」に統合

教育指導管理業務

小中一貫教育推進事業
②小・中学校教育の質の向
上
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教育総務課管理経費

就学援助（給食）事業

中学校特別支援教育就学援助事
業

維持継続

ＩＣＴ教育推進事業

拡大

学校教育課62,992

特別な支援を要する生徒が必要な教育的支援を受ける
ため、必要な事業である。

維持継続

1,349

学校教育課

就学に要する経済的な支援を行い、教育の機会均等を
図るために必要な事業である。

維持継続 学校教育課

特別な支援を要する児童生徒が必要な教育的支援を受
けるため、必要な事業である。

139

100,729

3,747 維持継続

学校教育課

スクールバス運行事業

学校施設を運営していくために継続して実施すべき事
業である。

維持継続

小学校施設管理事業
維持継続 教育総務課

学校施設・設備を健全な状態に保つために継続して実
施すべき事業である。

小学校管理業務
維持継続187,514 203,156

90,416 84,810

700

野島教員住宅管理事業

-

76,281

生徒指導・教育相談事業
15,406

7,570

22,440 165,067

維持継続 学校教育課

児童生徒の問題行動や不登校などに適切に対応し、対象児童生徒
の社会的自立や学校復帰を図るため、継続すべき事業である。

学校教育課

特別支援教育給食費補助事業

維持継続 学校教育課

夏季学校実施事業

-

個のニーズに応じた教育支援事
業

維持継続 学校教育課

発達障害のある児童生徒などの増加や、本事業を必要とする保護者
の要望が年々高まっている状況であり、継続が必要な事業である。

学校教育課

就学に要する経済的な支援を行い、教育の機会均等を
図るために必要な事業である。

426 2,378

61
就学援助（医療）事業

がんばる子どもたち応援事業

17,608

新型コロナウイルス感染症予防による臨時休業の長期化により生じた
学習の遅れを取り戻すため、夏休み期間中に授業の実施に伴い学
校支援員の配置と昼食の提供を行った。

維持継続

教育委員会事務局の運営に必要な経費である。

維持改善 教育総務課0 107

83,125 84,621

児童生徒の動向や地域の実情等により施設のあり方を
検討する必要がある。

教育総務課

児童生徒のＩＣＴ教育推進のニーズの高まりにより、教職員へ
のタブレット配布やＩＣＴ活用教育推進員、ＩＣＴ教育プロジェク
トを推進するため、ニーズが高まる事業である。

教育総務課

遠距離通学する児童の安全・安心な通学環境を整える
ため、引き続き実施すべき事業である。

教育総務課
学校教育課

8,127

6,109

68,662

小中学校の児童生徒が日頃の練習成果を発表しあい、感動を共有
するとともに、交流を深めることを目的とした事業であり、学校教育に
おける体育活動・文化活動の活性化を図るとともに、保護者等負担軽
減を図るため、継続すべきである。

91,717

②小・中学校教育の質の向
上

③小・中学校教育の環境整
備
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学校給食実施事業

維持継続 学校教育課

理科教育を通じて生徒に科学的な知識等を習得させ、また工
夫・創造の能力を養うため、継続すべき事業である。

維持継続 学校教育課

小学校運営事業
維持継続 教育総務課

中学校施設管理事業
学校施設・設備を健全な状態に保つために継続して実
施すべき事業である。

学校管理下における児童生徒の災害に対応するため、
継続して行われるべき事業である。

維持継続

維持継続 学校教育課

理科教育を通じて児童に科学的な知識等を習得させ、また工
夫・創造の能力を養うため、継続すべき事業である。

維持継続 学校教育課

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。

生徒の情報教育環境の充実とともに、学校事務等の効率化を
図るため、継続すべき事業である。

15,688 17,729

学校教育課32,212 －

日本スポーツ振興センター災害
共済事業

中学校施設整備事業

学校施設・設備を健全な状態に保つために継続して実
施すべき事業である。

小学校教材用品整備事業
学校教育環境の充実を図るための教材を整備する経費
であり継続して実施すべき事業である。

65,285 74,929

維持継続

35,879
小学校パソコン等管理事業
※R03「ＩＣＴ教育推進事業」に統合

小学校理科備品整備事業
※R3「小学校教材用品整備事業」に統合

中学校運営事業

38,684 18,041

19,176 20,343

17,598 33,614

1,136 －

児童の情報教育環境の充実とともに、学校事務等の効率化を
図るため、継続すべき事業である。

維持継続

教育総務課

中学校パソコン等管理事業
※R03「ＩＣＴ教育推進事業」に統合

中学校理科備品整備事業
※R03「中学校教材用品整備事業」に統合

維持継続

学校教育を適正かつ効率的に運営するために継続して
実施すべき事業である。

小学校施設整備事業

学校保健事業

中学校教材用品整備事業

53,184

維持継続

17,616

教育総務課

中学校管理業務
維持継続

維持継続

学校教育環境の充実を図るための教材を整備する経費
であり継続して実施すべき事業である。

教育総務課

学校施設・設備を健全な状態に保つために継続して実
施すべき事業である。

－

231,222 250,241

児童生徒の心身の健全な育成に学校給食が重要な役
割を果たしており、今後も継続する必要がある。

維持継続

③小・中学校教育の環境整
備

学校教育課

教育総務課
学校教育課

維持継続

教育総務課

16,823

28,249

維持継続

81,191 93,679

44,167

教育総務課
学校教育課

学校施設を運営していくために継続して実施すべき事
業である。

29,750

74,931 13,183

学校教育を適正かつ効率的に運営するために継続して
実施すべき事業である。

1,216 －

教育総務課
学校教育課
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Check　施策評価
　

小学校“ＧＩＧＡスクール構想”実
現事業
※R03「ＩＣＴ教育推進事業」に統合

屋内運動場天井等落下防止対策
事業

校舎等外壁改修事業

351,480 －

維持継続 教育総務課

多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化さ
れた学びや創造性を育む学びの実現に向け、継続すべき事業であ
る。

維持継続 学校教育課

より安全・安心でおいしい給食を提供するため、今後も
継続する必要がある。

安全で、良好な教育環境を確保するために外壁改修及び屋上防水
を改修するものであり、継続して実施すべき事業である。

学校教育課

安全で、良好な教育環境を確保するために体育器具や照明等の落
下防止対策をするものであり、継続して実施すべき事業である。

維持継続 教育総務課

小学校給食施設改善事業

中学校ＩＣＴ環境整備事業

給食センター運営事業

あまり有効でなかった
有効でなかった

④高校・高等教育の充実
学校法人教育活動補助事業（再
掲）

－

－ 学校教育課

中学校“ＧＩＧＡスクール構想”実
現事業
※R03「ＩＣＴ教育推進事業」に統合

維持継続 学校教育課

多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化さ
れた学びや創造性を育む学びの実現に向け、継続すべき事業であ
る。

小学校ＩＣＴ環境整備事業
－ 学校教育課

一人一台タブレット端末の使用のため校内の通信ネットワーク
環境を整備し、完了した。

－ 学校教育課

一人一台タブレット端末の使用のため校内の通信ネットワーク
環境を整備し、完了した。

177,811 －

182,859

〇 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、目指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

児童生徒の学習環境の充実及び安全・安心な学校生活を送るため
の整備を計画的に進めることができた。学校司書及び学校図書館
コーディネーターの配置により、小・中学校図書館の環境が整い、
ニーズに応えられるようになってきた。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

児童生徒が安心して学習に取り組める環境の整備推進に概ね有効
であった。引き続き、社会の変化に対応した教育環境の整備をしてい
きたい。

－ －

143,404 148,631

4,235 180,120

46,609 8,800

23,664 31,810

児童生徒の心身の健全な育成に学校給食が重要な役
割を果たしており、今後も継続する必要がある。

維持継続 学校教育課

－

101,051

維持継続
③小・中学校教育の環境整
備
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　令和３年度からの５年間を期間とする　「第2次防府市教育振興基本計画」に基づき、「21世紀をたくまし
く生き抜く人材の育成」を目標に教育施策を推進する。特に将来のデジタル社会を見据え、ＩＣＴ機器の
活用と教師の指導力の向上を図り、「つながる・広がる・深まる『防府スタイル』の学び」による、一人も取り
残さない教育を実践することが重要である。
　また、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、タブレット端末を活用したオンライン授業など児
童生徒の学習を保障するための取組を進めていく。
　安全で良好な学習環境の整備を進めるため、引き続き、外壁改修や屋内運動場の耐震化改修を進め
るとともに、「学校施設長寿命化計画」実施計画に基づき、効率的・効果的に学校施設の長寿命化を図
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

事業の方向性 担当課

①生涯学習機会の充実

生涯学習フェスティバル事業

会議での意見を次年度の事業に反映できるようにするた
め、継続すべき事業である。

公民館活動推進事業
維持継続

社会教育活動推進事業

社会教育関係団体等育成事業

詳細施策 事務事業

生涯学習活動推進事業
市民の生涯学習に対する関心や意識の醸成、学習意欲
の高揚を図るため、継続すべき事業である。

維持継続 生涯学習課
生涯学習推進協議会運営事業
※R03「生涯学習推進会議運営事業」に統合

②生涯学習推進体制の整
備

維持継続

内容の充実に向けて更なる検討を行う必要がある。

生涯学習課

維持改善

維持改善

事務事業評価

４９件 ５８件 90件

657,109冊 456,690冊

令和3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。

平成21年度 令和２年度

生涯学習課

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

目標指標

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

35% 43% 60%
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）
聞いて得するふるさと講座（出前講座）利用件
数（年間）

800,000冊
図書館館外個人貸出冊数（年間）

実績 目標
（令和2年度）

評価コメント

生涯学習課

生涯学習課

市民からの多様なニーズに対応ができるよう検討が必要
である。

社会教育委員の会議での成果を地域教育力の活性化や家庭
教育力向上に反映させるため検討を行う必要がある。

維持改善

維持継続 生涯学習課

社会教育の充実を図るために公益的な活動を行っている団体を支援
するため、継続して行うべき事業である。

生涯学習相談コーナー管理運営
事業

各年齢期に応じた学習機会の提供ができるよう検討が
必要である。

③社会教育活動の充実

生涯学習課

地域住民の学習機会や学習の成果発表の場の確保、健康・福祉の
増進、地域活動の充実のため、継続すべき事業である。

77,686

家庭教育推進事業
維持改善 生涯学習課

68,616

R02決算（千円） R03予算（千円）

612 621

1,083 638

6 －

2,582 2,775

3,680 4,311

80 194

910 938
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50,471 370,073

190,426 207,167

④社会教育施設の充実
維持継続

2,308 2,853

65,739 75,186

51,482 61,153

18,626

202

145 維持継続

生涯学習課

生涯学習課

学習ニーズの高度化・多様化への対応や、地域と学校と
の連携を図るため、継続すべき事業である。

維持継続 生涯学習課

公民館・学供管理業務
施設の整備充実を図り、生涯学習の拠点施設として市
民の利用に供するため、継続すべき事業である。

生涯学習課

③社会教育活動の充実

施設の充実を図り、地域住民の社会教育や地域活動を
充実させるため、継続すべき事業である。

文化福祉会館管理業務

生涯学習課

社会教育指導員活動推進事業
維持継続 生涯学習課

施設の維持管理を図り、生涯学習の拠点施設として市
民の利用に供するため、継続すべき事業である。

野島漁村センター運営業務
維持継続

35,890 37,390

2,040

小野公民館建替事業
維持継続 生涯学習課

小野地区の安全な避難場所を確保するため、計画的に
実施すべき事業である。

児童生徒の学習活動を支援するために、資料の共有化
と有効活用を図る必要がある。

維持継続 生涯学習課

生涯学習課

教育集会所講座開設事業

市民の人権意識の高揚と人権感覚を育むための人権学習を
組織ごとに推進するため継続して実施すべき事業である。

維持継続

図書館運営事業
生涯学習の中核的施設としての機能を果たすため、継
続すべき事業である。

582

1,735

人権学習市民セミナー開設事業
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、事業の継続が必要である。

⑤図書館の充実

2,085
教育集会所管理事業

維持継続

地域での集会や人権に関わる学習の場として必要であ
り、継続すべき事業である。

維持継続 教育総務課

人権学習推進委員運営事業

維持継続
⑥人権学習の推進

生涯学習課

市民の人権学習を推進し、人権が尊重される地域づくり
を実現するため、継続して実施すべき事業である。

人権学習推進事業
維持継続17,357

地域住民の人権意識の向上を図る上で、継続すべき重
要な事業である。

8,061

180

8,146

教育総務課

図書館ネットワーク事業

1,647
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Check　施策評価
　

有効であった
評価

コメント

施設の整備や社会教育活動の推進により、市民の生涯学習機会の
充実を図ることができた。図書館事業については、新型コロナウイル
ス感染症による休館のため、館外個人貸出冊数が減少したものの、
感染症対策を徹底した上で開催したイベントは好評であった。

〇 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
コメント

新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった事業も
あったが、生涯学習機会の充実や生涯学習推進体制の整備
を行うことができた。引き続き多くの市民が参加できる事業を実
施していく。

〇 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）

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　令和4年度のルルサスへの文化福祉会館の一部機能移転を契機にアスピラート、図書館等と連携し「に
ぎわいのある生涯学習の拠点」を構築する。
　公民館は社会教育施設であるだけでなく、避難所や出張所としての機能も有していることから、地域住
民のニーズに応える地域の拠点施設として機能強化が重要である。特にデジタル化が進む中、公民館
へ配備したタブレット端末の有効活用として、窓口、相談機能の強化を図るとともに、多様なニーズに対
応した新しい講座等の開設に努める。
　図書館については、「第２次防府市図書館サービス計画」に基づく図書館サービスの向上や、「第３次
防府市子ども読書活動推進計画」に基づく、子どもの読書の推進への取組を進めるとともに、電子図書
の導入について具体的に検討を進める。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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
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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

詳細施策

③青少年活動の推進

地域学校協働活動推進事業
持続可能な体制づくりについて、検討を行う必要があ
る。

非行防止・環境浄化事業
維持改善

青少年の健全育成を図るため、持続可能な体制づくりに
ついて検討する必要がある。

生涯学習課

事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

青少年相談事業

青少年活動諸事業
維持継続

青少年の健全育成及びボランティア活動の維持のた
め、継続して行うべき事業である。

維持継続 生涯学習課

相談できる場所を提供し、青少年の健全育成を図るた
め、継続して行うべき事業である。

目標
（令和2年度）

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

令和２年度

1,182人 2,700人

平成21年度

令和3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

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・問題行動の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。

①家庭教育機能の強化

市民満足度 平成31年平成22年
22% 38%

「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

目標
（令和2年）

2,199人

地域における家庭教育支援基盤
構築事業

R02決算（千円） R03予算（千円）

2,211 2,406

45%

実績

4か所 12か所 15か所

目標指標

街頭巡視活動参加者数（年間）

放課後子ども教室開設箇所数（延べ数）
実績

維持改善 生涯学習課

持続可能な体制づくりについて、検討を行う必要があ
る。

青少年の学習機会や体験活動の充実を図るなど、青少
年活動を推進するために必要な事業である。

166 217

11 276

1,511 2,224

361 518

1,427 1,443

3,036 3,096

維持改善 生涯学習課

子どもの安全安心を確保するため、持続可能な体制づく
りを検討する必要がある。

維持改善 生涯学習課

新成人の門出を祝福し、青少年健全育成に繋げるため
に内容等について検討を行う必要がある。

生涯学習課

②地域活動の促進

生涯学習課

青少年団体支援事業
維持継続

子ども安全安心対策事業

成人式運営事業

3,637 8,289 維持改善 生涯学習課
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Check　施策評価
　

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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　青少年の健全育成のための諸活動については、地域住民や団体等の協力が重要であるため、引き続
き各団体等への支援を行い、地域ぐるみでの青少年の健全育成に取り組む。
　また、人材の固定化や高齢化が顕著になってきているため、生涯学習を支える地域の人材育成に努め
るための施策を検討する。
　民法改正に伴う成人年齢１８歳における新成人を祝う新たな事業を実施するとともに、２０歳でのお祝い
の会を開催する。

評　価

青少年の心身ともに健全な育成を促すために、適正な事務事
業の構成がなされており、成果も有効である。

〇 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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった事業も
あったが、放課後子ども教室等の地域や家庭との連携を通じ
た取組を推進しており、着実に進められている。

〇 想定どおりに進んでいる
少し遅れている
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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

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

文化・スポーツ課維持継続

本市スポーツの一大イベントであり、ＭＧＣ出場権を付与するＧ２レー
スとしての位置づけを確保し、今後も継続実施する。

①スポーツ活動の推進

防府読売マラソン大会開催事業

市民だれもが参加しやすいイベントを開催する。またスポーツに親し
める機会を提供するため、ほうふスポーツフェスタを安定的に開催す
る。

スポーツ推進委員活動事業

スポーツ推進計画策定事業
－

維持改善 文化・スポーツ課

富海水泳講習会開催事業

文化・スポーツ課

本市スポーツの方向性を定めた推進計画を令和2年度に策定
した。

児童生徒に水泳技法を習得させ、海に親しみ自信を養う機会を提供
できることから、今後も継続実施する。

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

令和２年度

254,000人

令和3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

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。

600,000人

②スポーツ団体の支援・育
成

スポーツ団体等支援事業
維持継続

文化・スポーツ課

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

目標指標

スポーツ施設利用者数（年間）

総合型地域スポーツクラブ設置数（延べ数）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

37% 54%

- １団体 3団体

60%

322,903人

各種スポーツ活動推進事業

文化・スポーツ課

縮小 文化・スポーツ課

新しいスポーツツーリズム推進のための事業として、今後も着実に実
施する。

維持継続

維持継続

生涯スポーツ･地域スポーツの一層の推進のため、必要な事業であ
る。

サイクル県やまぐちプロジェクト促
進事業
※R03「各種スポーツ活動推進事業」に統合

文化・スポーツ課

各種目競技の技術向上やスポーツ人口拡大を図るため、今後も必要
な事業である。

R02決算（千円） R03予算（千円）

27,138 14,670

1,169 2,874

0 704

971 1,905

75 －

826 －

13,498 23,122
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Check　施策評価
　

1,692

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

施策の基本方針や防府市スポーツ推進計画に基づき各種事
業を実施している。体育館氷蓄熱ユニットの修繕を行うなど、ス
ポーツ施設の計画的な整備を行った。

〇 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）

有効であった

評価
コメント

維持継続
学校施設開放事業

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

③スポーツ施設の充実

Action　課題及び今後の取組

教育総務課

文化・スポーツ課

指定管理者制度等により、各施設を効率的に管理運営するため、今
後も必要な事業である。

体育施設運営事業
維持継続

地域スポーツの推進において有効な事業であり、今後も継続実施す
る。

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　防府市スポーツ推進計画に基づき、誰もがスポーツを安全で気軽に行える環境整備と多様な機会の提
供に努める。また本市を代表するスポーツイベントである防府読売マラソン大会をＧ２レースとして定着さ
せ、日本屈指のマラソン大会に育て上げる。さらに「する」「みる」「ささえる」スポーツの象徴として、このマ
ラソン大会を実業団・学生のスポーツ合宿誘致に活用していく。さらに、スポーツ施設を集約したスポーツ
ゾーンを活用し、トップアスリートによるスポーツイベントの開催や誘致に努める。
　防府市スポーツ協会や防府市スポーツ推進委員連絡協議会と一体となった、ほうふスポーツフェスタや
市内一周駅伝競走大会を開催する。
　スポーツ施設に関しては、今後、照明のＬＥＤ化や陸上競技場の芝生の整備を行っていく。

143,046 156,415

1,346

指定管理者や防府市スポーツ協会等との連携による各種ス
ポーツ教室の実施や、スポーツ施設の環境整備、読売マラソ
ン等の実施により、スポーツを「する」「みる」「ささえる」取組を
進めた。これらの取組は、市のスポーツ推進や、市民の健康づ
くりにおいて有効であった。

〇
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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22年
31% 49% 55%

実績
平成22年 平成31年

目標
（令和2年）

13% 29% 35%

文化施設利用者数（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度
189,000人 57,486人 320,000人

令和3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。

目標指標

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

「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

実績 目標
（令和2年）平成31年

国際交流事業参加者数（年間）
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度
529人 0人

詳細施策 事務事業
事務事業評価

評価コメント
事業の方向性 担当課

1,000人

R02決算（千円） R03予算（千円）

防府市文化協会助成事業
維持継続

①文化・芸術活動の推進
文化・スポーツ課

小中学生に優れた舞台芸術に触れる機会と素晴らしい音楽を体験し
てもらうために必要な事業で、今後も継続実施する。

文化・芸術団体の集合体である文化協会への支援は、各団体の育成
や文化・芸術の振興に寄与しており、今後も継続実施する。

文化・スポーツ課

本市の文化・芸術団体等の発展に寄与しており、文化・芸術の振興
に必要な事業として、今後も継続実施する。

青少年劇場事業
維持継続

②文化・芸術団体の支援・
育成

文化・芸術団体育成事業
維持継続

文化・スポーツ課

610 841

1,226 1,963

5,055 5,472

山頭火ふるさと館管理事業

維持継続 文化・スポーツ課

種田山頭火の顕彰・交流及び自由律俳句の拠点施設として整備して
おり、指定管理者に施設の設置目的に沿った管理運営をさせること
で、本市の文化の振興に寄与することができる。今後も継続実施す
る。

文化施設運営事業
維持継続

指定管理者が文化施設を一括して管理運営することで、多彩な事業
展開によって文化・芸術の振興が推進される。今後も継続実施する。

賑わいの創出と芸術文化の交流に資するため必要な事業である。な
お、開館から相当年数が経過しており、計画的な施設の改修が必要
である。

文化・スポーツ課

文化・スポーツ課

地域交流センター管理事業

維持継続

維持継続
青少年科学館管理事業

県内唯一の科学館としての特徴を備えており、幼児から大人まで対
象とした科学教育を推進する事業であり、今後も継続実施する。

文化・スポーツ課

28,043 29,900

③文化施設の充実

0 1,880

21,024 61,750

309,857 323,400
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Check　施策評価
　

④国際交流の推進

公会堂管理事業

維持継続

地域振興課

ホストタウン推進事業

国際的視野に立ち地域リーダーとして高い市民意識を持つ有為な人
材の育成を推進するため、継続すべき事業である。

文化・スポーツ課

地域振興課

互いの国際理解及び国際協調を深め、多文化と共生できるまちづくり
を推進するため、適宜見直しを行いながら継続すべき事業である。

姉妹都市国際交流事業

維持継続

施設の設置目的に沿って、特徴を活かしながら、来館者がより快適に
利用できる施設とするために必要な事業である。今後も継続実施す
る。

多彩な交流活動事業

東京2020オリンピック競技大会を支えたホストタウン推進事業である
が、セルビア共和国女子バレーボールチームの銅メダル獲得により、
一定の到達点に達したと言える。今後はレガシーとして、セルビア給
食やセルビアカップバレーボール大会を後世に伝えていくことに努力
する。

廃止 地域振興課

維持改善

有効であった
評価

コメント

市民文化祭の開催など、文化振興財団及び文化協会と連携して、文化・芸術
に親しむ機会の提供に努めた。また、地域交流センターの音響調整機器更新
や公会堂の外灯修理等、各施設を適切に維持管理したことは、市の文化振興
のため概ね有効であった。今後も各施設の計画的な改修が必要と考えられ
る。

〇 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
コメント

文化振興財団及び文化協会と連携して施策の基本方針に基づいた各種事業
を実施している。国際交流事業においては、新型コロナウイルス感染症の流
行に伴い、令和2年度の事業は中止となったが、１年延期となった東京2020大
会をはじめ、令和3年度以降の事業再開に向けた関係団体との協議を進めて
いる。

想定どおりに進んでいる
〇 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）

③文化施設の充実

715 1,246

6,600 26,455

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

音楽のまち創造プロデューサーの力を借りて、新春の防府音楽祭を今まで以上に活性化させる。同じく
プロデューサーの人脈を活かして魅力あるコンサートを誘致する。
アスピラート１階の市民ギャラリーを市民が幅広く活用できる賑わいの場とする。
県内唯一の体験型科学館ソラールや山頭火ふるさと館への誘客拡大を図る。
防府市文化協会や協会加盟団体と一体となって、市民の文化祭などへの参加を促進していく。
公会堂の事業運営の長期安定化を図るため、ネーミングライツパートナーを募集していく。
防府市に住む外国人は、近年増加傾向にあり、多文化共生の地域づくりが必要である。

1,616 1,000

1,052 5,071

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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
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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

事務事業

地域づくりにとって、発掘調査による歴史文化の情報の蓄積、分析は
必要であり、継続すべき事業であるが、今後、活用についての検討が
必要である。

文化財保護管理事業

周防国府跡等発掘調査事業

事務事業評価
事業の方向性 担当課

評価コメント

文化財課

維持継続

文化財管理のため必要な事業であり、継続すべき事業
である。

R02決算（千円） R03予算（千円）

36,646 27,135

18,748 29,269

令和3年度　行政評価調書

施　策 文化財の保護・継承 整理番号 ３－６

実績

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年）平成31年平成22年

48% 69% 70%
目標

（令和2年度）

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

　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存・活用に努め、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

目標指標

979

95.2% 96%

68件
市指定文化財件数（延べ数）

目標
（令和2年度）平成21年度

実績
令和２年度史跡周防国衙跡の公有地化率

58件 67件

83%

有形民俗文化財保存修理事業

①文化財の調査

詳細施策

文化財課

緊急発掘調査受託事業

2,580 11,682 維持継続 文化財課

③文化財の活用 文化財活用事業

史跡萩往還三田尻御茶屋（英雲
荘）保存修理事業 庭園整備を進め、文化財の価値を高めるために必要な

事業である。
②文化財の保存・整備

文化財課

維持継続 文化財課

市の歴史や文化財に対する市民の理解を深め、郷土愛
を育むために必要な事業である。

焼失した本陣・本家の復元を目指し、整備・活用を図ることで
地域を代表する街道文化を広めるために必要な事業である。

宮市本陣兄部家保存整備事業
文化財課維持継続

1,399 1,440

維持継続

605

5,793 23

6,914 8,136

製塩用具等の国指定文化財を次世代に伝えるために、適切に
保存処理を行い管理し、活用を図るために必要な事業である。

維持継続

文化財課

維持改善

開発工事により破壊される遺跡の内容を記録し、成果を
公開・活用するために必要な事業である。
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Check　施策評価
　

文化財資料の保存と活用を図り、郷土の歴史及び文化に
対する市民の理解を促すため、継続すべき事業である。

維持継続

評価
コメント

有効でなかった

英雲荘運営事業

③文化財の活用

文化財郷土資料館運営事業
維持継続 文化財課

文化財課

文化財資料の保存と活用を図り、郷土の歴史及び文化に対す
る市民の理解を促すため、継続すべき事業である。

9,186 10,370

12,006 95,860

評　価

少し遅れている
大幅に遅れている

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　「防府市歴史文化基本構想」では、地域住民との協働体制で、文化財を保存・活用しながら後世に継
承することを目的としている。特に無形民俗文化財については、担い手不足が顕著となりつつあるため、
令和3年度に創設した「防府市無形民俗文化財等保存伝承活動事業補助金」を活用し,地域や保存会等
への支援体制を強化する。
　また、防府市の誇る文化財に愛着を持ってもらうための、情報発信に力を入れるとともに、文化財の活
用策を検討する。

想定以上に進んでいる
評価

コメント

英雲荘の整備をはじめ、市内各所の文化財の調査・保存活用
のため、計画的に事業を実施している。計画完了に時間を要
するため、今後も継続して直実に事業を進める必要がある。

〇 想定どおりに進んでいる

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

文化財の保存・修理・活用について実施した各事業は、おお
むね有効であり、今後も着実に事業を進める必要がある。

〇 概ね有効であった
あまり有効でなかった

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
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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

農業振興対策業務

人・農地問題解決加速化支援事
業
※R03「経営継承・発展等支援事業」に統合

農地中間管理機構事業

農林水産振興課管理経費

経営所得安定対策直接支払推進
事業

事業の方向性
評価コメント

維持継続

農林水産振興課

農林水産振興課

農林水産振興課の業務を円滑に実施するために必要な
事業である。

詳細施策 事務事業

中山間地域等直接支払制度事業

2団体 4団体

担当課

5団体

①農業経営基盤の強化

地域農業を担う経営体や生産基盤となる農地を確保す
るため、継続すべき事業である。

農林水産振興課

維持改善

維持継続

維持継続 農林水産振興課

農業振興のための各種施策を総合的かつ計画的に実
施するため、継続すべき事業である。

農林水産振興課

経営所得安定対策の円滑な実施のため、今後も継続す
べき事業である。

維持継続 農林水産振興課

維持継続

目標指標

令和3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

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、生産技術の向上や経営管理の合理化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。

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）

特定農業法人数（延べ数）

24% 33%

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

56% 73% 80%
実績

平成21年度
50%

令和２年度
目標

（令和2年度）

実績

事務事業評価

中心経営体への農地集積・集約化の加速化を図るた
め、継続して実施すべきである。

目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

農業生産を維持し、水源の涵養、良好な景観の形成等の多面的機
能の確保や耕作放棄地の増加を防止するため、継続すべき事業であ
る。

R02決算（千円） R03予算（千円）

8,307 8,313

208 －

246 249

5,462 6,078

3,958 6,548

5,226 6,854
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拓け！！ほうふ農みらいプロモー
ション事業

農林水産振興課

農業委員会事務局

農地台帳は法定化されているため、適正なデータ管理
を行うため、必要な事業である。

農業振興における大きな課題である新規就農者の確保
のため、必要な事業である。

維持継続

農林水産振興課維持継続

1,233 3,000

78 78

594 1,826

24,157 24,081

3,000 －

集落営農法人連合体形成加速化
事業 地域の中心となる農業経営体の競争力・体質強化を図

るため、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持継続7,362 8,000

担い手育成総合支援事業

農業者年金業務委託事業
農業者の老後の安定及び農業者年金制度の安定化の
ため、必要な事業である。

農業委員会事務局維持継続

自作農創設促進事業

地域農業の核となる担い手を育成・確保するため、必要
な事業である。

玉葱機械等レンタル推進事業
維持継続

維持継続

農林水産振興課

玉葱等の産地拡大を促進し、農家の所得向上に取組む
ため、必要な事業である。

農地集積協力金交付事業

イノシシや特定外来種等の有害鳥獣の増加により、農業被
害の拡大を防ぐため、維持すべき事業である。

農林水産振興課維持継続
有害鳥獣対策事業

国有農地を適切に管理するため、必要な事業である。

農業委員会事務局維持継続

8,047 11,950

5 6

維持継続

農業振興のため、先端技術を活用した栽培技術の早期
習得や生産拡大に必要な事業である。

農林水産振興課

181 235

446 447

農業者の営農継続や新規就農者の確保等の農業振興
を図るため、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持継続
農業近代化資金利子補給事業

地域の中心となる農業経営体の競争力・体質強化を図
るため、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持継続

農業委員会事務局維持継続

農地の利用促進等に関する業務を円滑に行うため、必要
な事業である。

253 476

6,159 7,000

②担い手の育成

機構集積支援事業
776 1,081 維持継続 農業委員会事務局

農地中間管理事業を推進するため、必要な事業であ
る。

ほうふ産米次年度生産緊急応援
事業

12,489 － － 農林水産振興課

潮風害や害虫被害により減退した水稲農家の生産意欲回復のため、
次期作に要する水稲種子購入費の一部を支援した。

①農業経営基盤の強化

農業委員会運営費

農地情報管理システム整備事業

維持継続 農林水産振興課

スマート農業導入実証事業
※R03「コロナに負けない農業経営実践加速化
事業」に統合

農業振興における大きな課題である新規就農者の確保
のために、必要な事業である。

新規就農者支援事業

1,427 2,636
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維持継続 生活安全課

事業を円滑に実施するため必要な経費である。
と場事業特別会計繰出金

維持継続 生活安全課

927 2,000

10,704 11,579

34,019 13,350

農林水産振興課

新規就農者ステップアップ事業
維持継続 農林水産振興課

新規就農者が経営の拡大や所得向上に取組むために、
必要な事業である。

土地改良施設を適正に維持管理し、効率的に施設更新
を行うために必要な事業である。

土地改良施設維持管理適正化事
業

維持継続
農業施設管理事業

施設の老朽化や台風被害などの緊急的な修繕に対応
するための経費であり、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持継続
予備費（青果市場）

畜産物の安定生産・供給を図るため、継続すべき事業
である。

農林水産振興課維持継続

市民の食生活の向上と、食肉衛生の管理を図るための
事業であり、必要な経費である。

青果市場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経費である。

生活安全課維持継続

と場事業費

防府市公設青果物地方卸売市場の経営を維持するた
め必要な経費であり、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持継続

農林水産振興課

畜産振興対策業務

市の保有する農業施設の維持管理のための経費であ
り、継続すべき事業である。

園芸産地等の規模拡大や生産体制強化を図るため必
要な事業である。

農林水産振興課維持継続

維持継続 農林漁港整備課

国・県の補助事業で採択されない小規模な土地改良事業の支
援策として、市民ニーズが高く継続すべき事業である。

園芸作物の生産機械整備事業

維持継続 農林漁港整備課

維持継続 農林漁港整備課

土地改良管理事業

単独市費土地改良事業

土地改良施設を適正に維持管理し、農村地域の防災及
び環境保全等を図るためにも継続するべき事業である。

0 200

③地産地消の推進

青果市場費

防府市産の農産物の産地振興のために必要な事業であり、重点的に
ブランド化を推進する品目の拡充や地産地消のPRの促進等の改善
を図りながら、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持改善
おいしい防府農産物ブランド化事
業

農作物の地元消費を拡大することにつながり、市の農業振興
に大きく寄与するものであるため、継続すべき事業である。

農林水産振興課維持継続
地産地消推進事業

維持継続

市が保有する青果市場を適正に維持管理するための経
費であり、継続すべき事業である。

予備費（と場事業）

④農業生産基盤の整備

14,077 18,966

159 379

1,314 1,500

18,969 21,653

0 2,000

6,562 2,791

4,642 4,763

1,099 1,368

3,630 3,458

35,611 50,000

0 6,686

②担い手の育成
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Check　施策評価
　

ため池防災減災対策事業
ため池の整備やﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成により、ため池災害を未然に防止し、農業生
産力の維持及び住民の安全を図るため、継続するべき事業である。

農林漁港整備課

維持継続 農林漁港整備課

維持継続

経営体育成支援事業

農道維持管理事業

農村公園管理事業

維持継続

農林漁港整備課

農道の安全性を確保し、農村地域の利便性を向上させるため
にも必要な事業である。

維持継続 農林漁港整備課

地域住民の憩いとふれあいの場である農村公園の適正な管理
は引き続き必要である。

農林漁港整備課

県営土地改良事業
維持継続126,243 107,400

農林水産振興課

農業生産力等機能強化対策事業

地域の中心となる経営体の経営規模の拡大や経営基盤
の強化のため必要な事業である。

上右田地区の現況地形図作成及び農用地集団化業務を行う
ことは、ほ場整備事業を推進するために必要な事業である。

農業生産の基盤整備を行うことで、生産性の向上や効率的な
農業経営が図られるため、継続するべき事業である。

維持継続

④農業生産基盤の整備

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

農業経営の強化や地産地消の推進など、それぞれの事業方
針に沿って、概ね計画どおりに進んでいる。また、市民の食生
活の向上や食肉衛生の管理を図るためのと場運営を行ってい
る。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

国の施策に沿って農業経営の強化や地産地消の推進が図られてお
り、各事業は概ね有効である。と場は市内食肉業者も利用しており、
市民の食生活向上や市内産業保護に寄与している。と場使用料の適
正化を図り、と場事業収支の健全化に取り組む。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　農業は食料の安定供給はもとより、自然環境の保全や災害防止等の重要な役割を担っているが、近年
は、担い手の減少・高齢化や生産基盤の老朽化などが課題となっている。
　そこで、県の「農林業の知と技の拠点」の形成を契機とした農業の活性化に取り組むこととしており、担
い手の農業経営基盤を強化するため、新技術やスマート農業の導入などを支援し、担い手を育成するた
め、県やＪＡ山口県と連携して新規就業者や法人経営体の育成に努めていく。
　また、地産地消を推進するため、地元農産物のブランド化やＰＲ、青果市場の活性化に努め、生産基盤
の整備に向けては、ほ場整備やため池改修などにより、農業の生産性の向上を図るとともに、地域の保
全活動を支援していく。
　と畜場事業については、ＨＡＣＣＰに沿った適切な衛生管理を行うとともに、事業の健全化に努め事業
を継続する。

2,386 2,224

21,944 85,408

4,487 10,000

0 17,500

4,118 5,910

56



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
　

②林業生産基盤の整備

①林業経営支援の充実

森の豊かな贈り物事業

担当課

目標指標

小規模作業林道整備延長（延べ延長）
実績

平成21年度
目標

（令和2年度）

目標
（令和2年度）

実績
平成21年度

令和２年度
4,100m 5,095m

民有林造林面積（延べ面積）

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

　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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

15% 31% 35%

令和3年度　行政評価調書

施　策 林業の振興 整理番号 ４－２

令和２年度

評価コメント

5,200m

4ha 4.11ha 10ha

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性

農林漁港整備課

R02決算（千円） R03予算（千円）

関係団体と協力し、林業の振興に取り組むため、必要な
経費であり、継続すべき事業である。

維持継続
林業振興整備事業

農林漁港整備課

17,146 20,833

林業の振興のために継続すべき事業である。
林道維持管理事業

維持継続

農林漁港整備課

森林環境贈与税を活用し、木製玩具を贈呈し木育を推
進するために継続すべき事業である。

維持継続7,570 4,110

4,027 5,537

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

森林整備の助成制度は、森林所有者の施業意欲向上のため
必要な事業である。引き続き森林環境整備を行っていく。ま
た、幼少期に木材に触れる「木育」を進め、将来の林業振興に
繋げている。

〇 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）

有効であった
評価

コメントあまり有効でなかった
有効でなかった

木材価格の低迷や後継者不足により、森林所有者の施業意
欲は減少しているが、森林の適正な管理や林業振興のための
必要な施策である。

〇 概ね有効であった
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

 森林は、木材の生産という経済的機能とともに、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全などの多面
的機能を有しており、これらの機能を維持していくことが重要である。また、豪雨によって発生した山地災
害を教訓として、災害に強い森林づくりが求められている。
　そこで、森林組合等の関係団体と連携強化を図り、森林環境譲与税などを活用して実施する繁茂竹林
の伐採などにより、里山を整備し、森林の適正な管理や木材の利用に繋がる林業活性化等に努める。
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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

関係団体と協力し水産業の振興に取り組むため、必要
な経費であり、継続すべき事業である。

事務事業評価
事業の方向性

令和２年度
目標

（令和2年度）

水産流通の活性化を支援するため、必要な経費であり、
継続すべき事業である。

27,371 7,941

21,399 15,014

17,539 205,517

住民の生活環境の維持を図るとともに、野島漁港及び周辺水
域の汚濁を防止するため継続すべき事業である。

維持継続

維持継続 農林水産振興課

水産業の振興及び都市と漁村との交流を図る施設として適正
に維持管理するための経費であり、継続すべき事業である。

農林水産振興課

自立化に向けた新規漁業就業者が4人おり、漁業後継者の確
保につながっているため、継続すべき事業である。

実績

漁港機能保全整備箇所数（延べ数）
- 2漁港5漁港

維持継続

農林漁港整備課

担当課
評価コメント

維持継続

農林水産振興課

漁業者への負担軽減、漁業生産力向上に寄与する事業
であり、継続すべき事業である。

維持継続

農林水産振興課

30,774 30,313

R02決算（千円） R03予算（千円）

4,882 5,817

農林水産振興課維持継続

詳細施策 事務事業

①水産業生産力の強化

②水産基盤の整備

令和3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、平成27年4月に道の駅に
登録された防府市水産総合交流施設「潮彩市場防府」を活用して、防府市近海の水産物の認知度を高
め、ブランド力の強化や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。

目標指標

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

実績
平成21年度

目標
（令和2年）平成31年平成22年

33% 50% 55%

野島地区漁業集落排水事業

漁業近代化資金利子補給事業

水産振興業務

水産流通活性化事業

ニューフィッシャー確保育成推進
事業

水産総合交流施設管理運営事業

農林漁港整備課

海岸保全施設の機能を維持するために必要な事業であり、計画に基
づき優先度の高い施設から老朽化対策を行っていく必要がある。

維持継続

維持継続 農林漁港整備課

漁村集落の地区内道路、水路の整備を行い生活環境の
改善を図るため必要な事業である。

5,434 4,000

維持継続

5,000

58 139

2,638 6,678

8,000

漁村生活環境基盤整備事業

漁港施設維持管理事業

漁港海岸堤防等老朽化対策事業

漁港背後集落の住民の生活環境の維持や、漁港を適
正に維持管理するために必要な事業である。

農林漁港整備課
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Check　施策評価
　

34,644 90,050 維持継続 農林漁港整備課

排水ポンプ施設を整備することにより、生活環境の向上及び防
災機能の強化が図られるため、継続するべき事業である。

向島排水対策事業②水産基盤の整備

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

  漁業就業者の減少や高齢化に加えて、新型コロナウイルス感染拡大の影響により外食産業の需要が
減少する等、漁業経営を取り巻く環境は一段と厳しさを増している。
　そこで、水産業生産力の強化に向けて、山口県漁協などと連携した新規漁業者の確保や自立化への
総合的な支援の実施や、水産物の流通を活性化するため、地魚の消費拡大や水産市場と潮彩市場防
府の機能強化を図ることとしている。
　また、水産基盤の整備については、老朽化が進行している漁港施設の機能保全対策に取り組むととも
に、漁港海岸堤防等の老朽化対策にも計画的に取り組み、水産基盤の機能確保と漁港背後地の防護
機能の維持管理に取り組む。

評　価

有効でなかった

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

水産業生産力の強化については、各事業とも関係機関の連携・協力
もあり、概ね計画に沿って進めており、新たな漁業就業者の確保につ
ながっている。水産基盤の整備については、国・県等の補助を活用し
ながら概ね計画どおり進んでいる。

〇

水産業生産力の強化に関する事業は、関係機関の連携・協力もあり、漁業者
の支援や水産総合交流施設の活性化のために有効に機能している。水産基
盤の整備に関する事業は、漁村集落の人口減少や高齢化が進行する中で、
集落の生活環境を維持・改善するために有効な施策である。

概ね有効であった
あまり有効でなかった

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）

〇 有効であった
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

商工振興課

クラウドファンディング型ふるさと納税を活用した起業家を支援する事
業であるが、事業者のニーズに合わせた支援内容を検討する必要が
ある。

維持改善

②地場産業・既存企業・中
小企業の育成

安全・安心・住まい助成事業
30,000 50,000 維持改善 商工振興課

住環境の整備を対象にした地域経済の活性化のために必要な事業
であるため、随時見直しを行いながら継続すべき事業である。

市民満足度

12社 51社(H30年度で事業終了) 50社

平成22年
22% 52% 50%

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

実績 目標
（令和2年）平成31年

実績 目標
（令和2年度）平成21年度 平成30年度

3件 0件 5件

「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

目標指標

令和3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。

企業誘致優遇措置指定件数（年間）

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）

維持改善 商工振興課

商工振興課

防府市中小企業振興会議において、中小企業の振興に関する施策
の実施状況について協議し、今後の事業化を検討している。

地場産業育成事業

廃止 商工振興課

令和３年度に（公財）山口・防府地域工芸・地場産業振興センターは
解散を予定。所有施設は市へ譲渡される予定であり、今後は創業拠
点施設としての活用を目指す。

中小企業育成事業
維持継続

ほうふ産品販路開拓支援事業
維持継続 商工振興課

地場産品の販路開拓を支援するために必要な事業であるため、防府
市中小企業サポートセンター等と連携して支援を継続する。

チャレンジほうふ中小企業成長発
展事業 中小企業の成長発展・事業継続、創業を支援するため、防府市中小

企業サポートセンターでの相談や情報の集約と発信を行う。事業者の
ニーズ等を把握し、随時見直しを行いながら進めていく必要がある。

ふるさと起業家支援事業
※R03「創業支援モデル事業」に統合

経済情勢の変化を的確に捉え、防府第二テクノタウン等
の用地への企業誘致に引き続き取り組む。

商工振興課
①企業誘致の推進 企業誘致推進事業

維持改善

担当課
評価コメント

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性R02決算（千円） R03予算（千円）

223,917 735,839

1,866 2,064

16,381 20,210

4,008 －

77 2,480

40,000 42,000
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Check　施策評価
　

活性化対策事業

廃止 商工振興課

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、事業環境の変化に対応
していくための設備投資等や感染防止対策に取り組む事業者を対象に支援
した。令和２年度補正予算で計上し一部を令和３年度予算へ繰越したもので
あり、令和３年度で事業は終了する。

②地場産業・既存企業・中
小企業の育成

飲食業新規展開対策事業

824 - - 商工振興課

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食事業者に対する
支援として防府商工会議所が実施するテイクアウト等の新規業展開
に必要な経費の一部を補助した。

④物流機能の充実
＊複数事業に含まれるため、事業
費不可分

- －

－

地場産業育成事業（再掲）
- 商工振興課

－

－ －

③新たな産業の育成
チャレンジほうふ中小企業成長発
展事業（再掲）

- 商工振興課

－

中小企業育成事業（再掲）
- 商工振興課

－

－ －

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

新型コロナウイルス感染症に対応して、山口県や防府商工会
議所等関係機関と連携を取りながら、事業実施に変化や工夫
を加え、経済動向に合わせた施策を展開した。

〇 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）

有効であった
評価

コメント
新たな企業進出に加え、既存事業者への支援を主眼におい
た施策の推進が大きく工業振興に寄与している。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　本市の経済をけん引する工業の更なる成長を目指すため、企業誘致の推進については、県などの関
係機関と連携し、誘致活動を展開するとともに、立地環境の更なる向上を図る。
　地場産業・既存企業・中小企業の育成については、地元産品に対する意識の醸成と積極的な活用の
促進や、防府の地域ブランド「幸せます」関連商品の販売を促進する。
　新たな産業の育成については、防府商工会議所、中小企業サポートセンター（コネクト２２）、金融機関
などと一体となって創業を支援し、「防府市創業支援モデル」を構築する。
　物流機能の充実については、新たな道路網「防府・未来へのネットワーク構想」に基づく国道２号線の
拡幅や県道防府環状線などの整備を促進するなど、国、県、物流事業者などと連携し、物流機能の充実
に努める。

182,036 19,433

－ －

－ －

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

商店街等にぎわい創出事業
維持改善

平成22年
28%

中心市街地の商店街空き店舗対策出店数
（延べ数）

中心市街地の１日の通行量（休日）

プレミアム付商品券事業
16,085

詳細施策

30店

事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課

48% 50%
実績

平成21年度 令和２年度

1,263 1,362

目標
（令和2年度）

実績
目標指標

令和２年度

5店 42店

10,415人 8,953人

実績

緊急支援対策事業
-

評価コメント

市民満足度

商工振興課

目標
（令和2年）平成31年

商工振興課管理経費
維持継続

目標
（令和2年度）平成21年度

13,500人

商工振興課

令和3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

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と支援メニュー
の充実に努めます。

商工振興課

まちづくり活動拠点施設の管理運営と商店街等でのイベント開催を支
援する事業。随時見直しを行いながら進めていく必要がある。

商工振興課に係る業務を行っていく上で必要な経費で
あるため、継続する。

187,857 -

－ － 商工振興課

令和元年度に実施したプレミアム商品券事業の換金業
務を行った。

452,090 449,682

②商店街の活性化

①経営基盤の充実

「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

R02決算（千円） R03予算（千円）

－

－

防府商工会議所と連携して総合相談窓口を設置し、事業者の各種相
談を受けるとともに、事業継続に係る緊急的な対策を講じた。

商工振興課

中小企業振興資金融資事業

維持改善 商工振興課

中小企業者等の金融の円滑化を図り、設備及び運転資金の供給を
行う上で必要な事業である。新型コロナウイルスの影響により、資金繰
りに困窮する事業者の状況を見極め柔軟に対応していく。

10,101 19,160

－ －

中心市街地活性化事業
1,879 － － 商工振興課

中心市街地活性化協議会や外部委員会による市中心
部のまちづくりの方向性の検討等を行った。

廃止151,233

消費を喚起し、市内事業者の活性化を図るためプレミアム付商品券
を発行した。経済情勢から必要性が生じた場合には、随時実施をす
る。

43,526

③中心市街地の活性化

商店街等にぎわい創出事業（再
掲）

商工振興課

プレミアム付商品券発行事業
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Check　施策評価
　

想定どおりに進んでいる

－ －

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　新型コロナウイルス感染症拡大による、飲食業を中心として市内景気が冷え込む中、これまで商業・
サービス産業に対する緊急的、総合的な支援を行ってきたが、未だに収束の兆しが見えない中、引き続
き、経営基盤の充実に向けて、中小企業制度融資などの活用促進や資金調達を支援するとともに、効果
的な情報発信を行っていく。
　「商店街の活性化」については、商店街アーケードの方向性の検討や空き店舗の活用などによる新規
事業者への出店支援を実施する。
　「中心市街地の活性化」については、まちなかの道路整備や、ＪＲ防府駅北の公有地への民間活力の
導入、駅周辺の公共施設改修により、魅力と利便性を向上させ、活性化につなげていく。

新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受けた事
業者等を支援するため、総合相談窓口の設置や融資制度の
拡充、並びに消費喚起策を講じるなど経済動向に合わせた事
業を行った。

〇 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
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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛要請やイベントの中
止等により、中心市街地の活性化は大変厳しい結果となるとともに、
飲食業をはじめとする事業者の大幅な売上減少に繋がった。引き続
き経済動向を注視しながら施策推進に取り組んでいく。

〇

-

活性化対策事業

少し遅れている
大幅に遅れている

③中心市街地の活性化

④サービス産業等の育成
＊複数事業に含まれるため、事業
費不可分

- おもてなし観光課

コロナ対策として低迷する飲食業や観光関連事業の活
性化を図り、令和２年度で終了した事業である。

187,043 -

－ －
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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

維持継続

右田ヶ岳わくわくツーリズム創出
事業

サイクリングターミナル管理事業
利用者数の減少を改善するために、本施設の立地や特性を活かした
誘客を、指定管理者と協力して実施する。

三田尻塩田記念産業公園管理運
営事業

観光関連団体等連携・助成事業

情報発信・おもてなし力強化事業
維持継続 おもてなし観光課

本市の知名度向上及び誘客のため、国内及び海外に向け強力にＰＲ
する必要があり、今後も継続実施する。

おもてなし観光課

市民と観光客との交流及び回遊拠点としての情報発信を通じて観光
の振興を図り、地域の活性化に資するため、今後も継続実施する。

まちの駅管理運営事業

おもてなし観光課

広域連携や専門分野での取組等で必要な経費であり、観光ＰＲによ
る誘客を図るために、今後も継続実施する。

目標
（令和2年度）観光客数（年間）

防府市観光ネットワーク加盟店数（年間）

678,000人 1,861,637人

②宣伝・受入れ体制の充実

維持継続

－ おもてなし観光課

受入体制強化のための駐車場整備が令和２年度に完了した。

①観光地づくり

観光コンベンション推進事業

維持継続 おもてなし観光課

今後ＤＭＯ化も視野に入れながら組織体制の強化と人材育成を進め
るため、自立・安定した組織運営となるまで、引き続き支援が必要であ
り、今後も継続して実施する。

おもてなし観光課

市の歴史を伝え、また観光にも寄与しているため、継続すべき事業で
ある。

維持改善 おもてなし観光課

おもてなし観光課

市民の夏の憩いの場を確保し、海水浴場周辺の賑わいの創出を図る
にあたり、より一層海の安全性を確保するよう適宜改善する。

令和3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

施策の
基本方針

　“幸せます” をコンセプトとした観光まちづくりを推進し、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、観光まちづくりプラットフォームを整備するなど、｢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。

2,200,000人

22店 34店 40店

実績 目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

維持継続

海水浴場管理事業
維持改善

令和２年度

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

17% 32% 40%
実績

平成21年度

R02決算（千円） R03予算（千円）

11,516 8,385

31,694 15,428

5,204 5,940

13,422 －

45,357 38,682

2,510 3,010

8,949 21,438

20,757 22,133

65



Check　施策評価
　

観光施設等管理事業
維持継続 おもてなし観光課

おもてなし観光課が管理する施設の維持費であり、今後も継続する。

20,904 32,021

おもてなし観光課－ －

－

観光コンベンション推進事業（再
掲）

－
③市内周遊観光の促進

②宣伝・受入れ体制の充実

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

観光地づくりを目的とした施設の維持管理や情報発信等を積
極的に進めている。新型コロナウイルス感染症の影響により令
和２年度の観光客数は減少したが、感染症収束後には安全な
イベント開催等により回復を目指す。

〇 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

想定以上に進んでいる
評価

コメント

第３次防府市観光基本計画に掲げる事業を計画通り実施して
いる。また、近隣市町と連携した広域観光プロモーション等に
より、交流人口の拡大に取り組んでいる。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　観光事業全体が「平和で健康な社会」ということを土台としているため、新型コロナウイルス感染症の収
束までは、国の指針に従って生活しなければならず、観光分野は、ここ数年じっと耐える期間になってい
る。
　令和３年度の終盤にかけて、ワクチン接種の進展や重症化を防ぐ薬の登場などが見込まれ、「Ｗｉｔｈコ
ロナ」、「Ａｆｔｅｒコロナ」の情報発信やイベント等の実施要請が大きくなると予想している。観光コンベンショ
ン協会と連携し、的確に事業を実施して、早期に人流を回復させる。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指す方向に施策が舵取りされているか）
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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31年平成22年

令和3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。

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

実績 目標
（令和2年）

28% 30%

目標指標

8%

維持継続

詳細施策 事務事業
事務事業評価

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している事業であるため、継続する。
指定管理者制度を導入し、サービスの向上を図っている。

目標
（令和2年度）平成21年度

実績
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

50% 85%73.8%
令和２年度

中高年齢労働者の健康づくりの場としてニーズが高く一般市民の利
用も多いため、今後も継続する。指定管理者制度を導入し、サービス
の向上を図っている。

11,253 7,414

商工振興課

年々会員が減少しているものの、高齢者の就業機会の確保と
能力活用のため、必要な事業である。

商工振興課

シルバー人材センター助成事業
維持継続

勤労者福祉向上事業

①雇用の安定

防府地域職業訓練センター運営
事業

維持継続

商工振興課

人財活躍応援事業
維持継続 商工振興課

女性や高齢者等多様な人財の活躍の場を広げるため、その受
け皿となる企業や求職者向けのセミナーを実施している。

②勤労者福祉の向上

維持改善

企業・しごと情報検索サイトの認知度を高めるため、SNS
広告等を利用し閲覧数の増加を図る。

企業の魅力発信事業

維持継続

勤労者の福祉向上を目的として、各種制度の普及促進
に努めているため継続する。

防府市中高年齢労働者福祉セン
ター運営事業

商工振興課

R02決算（千円） R03予算（千円）

2,003 3,534

3,759 5,600

5,955 5,778

11,131 10,153

22,614 28,711
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Check　施策評価
　

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

勤労意欲がありながら就業機会に恵まれない市民への就業機
会の拡大や就労支援にかかる事業は想定通り進捗している一
方で、少子高齢化による生産年齢人口の減少が課題となって
いる。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　少子高齢化社会において、生産年齢人口の減少などにより、市内企業の人手不足が顕著になってい
ることから、誰もが安心していきいきと働ける社会の実現を目指すこととしており、雇用の安定に向けて、
ハローワーク防府、山口しごとセンター及びほうふ若者サポートステーションなどと連携した求人の開拓
やきめ細かな就労支援を行っていく。
　勤労者福祉の向上に向けては、勤労者の生活保障に資する福祉共済制度など各種制度の普及促進
など、勤労者の生活の安定を図るとともに、労働条件や安全衛生対策などの改善を促進する。

学生・女性・シニア等のそれぞれのターゲットに応じた事業を
実施したことで、多様な人材の活躍の場を広げ、効果的かつ
効率的な支援をすることができた。

〇 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
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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

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を
利用した行政サービスの向上に努めます。
　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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

30% 46% 50%

令和3年度　行政評価調書

施　策 地域情報化の推進 整理番号 ５－１

防府市ホームページアクセス回数（年間）
- 5,699,613回 4,500,000回

目標指標
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）

②ＩＣＴ（情報通信技術）利
活用の推進

－

電子計算機運用管理事業

-

小学校パソコン等管理事業（再掲）
中学校パソコン等管理事業（再掲）

小学校“ＧＩＧＡスクール構想”実現事業（再掲）
中学校“ＧＩＧＡスクール構想”実現事業（再掲）

学校教育課

学校教育課

－

－

詳細施策 事務事業

ネットワーク管理事業

デジタル推進課

市全体の業務遂行上必要不可欠であり、継続すべきである。
デジタル化・ネットワーク化された行政事務の遂行に必要な経
費である。

事務事業評価
事業の方向性 担当課

評価コメント

維持改善

行政運営に必要不可欠であり、電子計算機器をより経済的、
効率的に運用するとともに、セキュリティ対策を継続する必要
がある。

①電子市役所の推進

デジタル推進課

維持継続

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

機器・システムの更新を計画的に進めている。また、自治体Ｄ
Ｘ推進計画に沿って、市民生活の利便性の向上を図り、効率
的な行政運営を行う。

〇 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）

有効であった
評価

コメント
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

R02決算（千円） R03予算（千円）

323,668 322,877

10,252 15,711

－ －

－ －

市役所の行政情報システムを重大な事故なく運用できた。事
務事業の構成や予算規模は、適正である。

〇
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及・利用促進に努めるとともに、自治体情報システ
ムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化等に対応する。また、新庁舎建設に向けたICTインフラの
整備、公民館機能の強化、ペーパーレス化、AI・RPA等の活用、キャッシュレス決済の導入検討などデジ
タル技術を活用した市民サービスの向上と行政事務の効率化を推進する。
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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

評価コメント

52% 54.8% 56%

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

事業の方向性 担当課R02決算（千円） R03予算（千円）

令和3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

都市計画課の業務を円滑に実施するために必要な経費で
ある。

維持継続 道路課

詳細施策

道路課

幹線道路の整備促進は重要な施策であり、今後も継続
して要望活動等を推進すべき事業である。

①国道・県道の整備促進 幹線道路整備促進事業

都市計画事業予定地ですでに買収済の土地の管理を
行うものであり、必要不可欠な事業である。

②都市計画道路の整備

維持継続

新橋牟礼線道路改築事業
※R03「街路整備事業」に統合

事務事業
事務事業評価

目標指標 都市計画道路の整備進捗率

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

50% 55% 70%

維持継続

周辺道路の混雑を緩和し、交通体系の確立を図るため
に必要な事業である。

単市街路整備事業

道路課

維持継続 都市計画課

県が行う都市計画道路の街路事業に関し、事業費のう
ち、市が１０％負担する。

都市計画課管理経費
維持継続 都市計画課

県街路整備事業

港湾整備関連事業
拡大2,095 4,216

69,064 134,087
③港湾の整備促進

河川港湾課

港湾施設の環境改善を図り、人々が憩い楽しめる場とするため
に拡大すべき事業である。

港湾整備事業
維持継続 河川港湾課

港湾整備計画に基づき県が実施する事業費の一部を負
担するものであり、継続すべき事業である。

270 1,140

952 1,309

206,683 －

9,038 4,551

7,776 20,000
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Check　施策評価
　

〇 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

想定以上に進んでいる
評価

コメント

国道・県道整備促進のため積極的に要望活動を行っている。
また、都市計画道路の整備を計画的に進めている。港湾整備
については、県事業である緑地整備の一部完了に併せ、市の
事業である防災施設整備事業が完了し、供用を開始した。大幅に遅れている

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

  国道及び県道、都市計画道路の整備は、総合計画に「防府・未来へのネットワーク」の構築を重点プロ
ジェクトに位置付け実施している。その中でも、市が整備する佐波川右岸の広域防災広場にとって、新た
な県道は必要不可欠であり、今後も県に早期の整備要望を行っていく。
　また、本市が実施する都市計画道路の整備等については、市民の安全安心の確保のため、事業費の
安定的な確保などの課題がある中で、早期の整備を推進する。
　県央部の産業拠点港として、基盤整備の促進と臨海地域の更なる振興を図るため、国や県に対し三田
尻中関港港湾計画に基づく中関3号岸壁の早期整備を、引き続き要望していく。また三田尻地区につい
ては、山口県地域防災計画や三田尻中関港港湾計画において、大規模地震発生時の海上輸送基地に
指定されているため、防災緑地のリニューアルについて県に要望していくとともに、賑わいの創出に取り
組んでいく。

都市計画道路の整備は計画的に進められている。港湾整備に
ついては、整備が完了した緑地部分の供用を開始したことに
伴い、整備前に比べ新たな年齢層の方が利用されるなど、利
用者の大幅な増加がみられた。

〇 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
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

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

既存道路の維持補修を行い、市道の安全性、利便性を
確保するため、継続すべきである。

道路課

安全な交通環境の確保と利便性の向上を図るために継
続すべきである。

維持継続

維持継続

維持継続

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

43% 56% 65%
実績

平成22年 平成31年
目標

（令和2年）

市民満足度

27% 35% 50%

69%

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事業である。

道路課

道路課

道路業務を円滑に実施するために必要な事業である。

73.0% 74%
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度

拡大 道路課

道路、橋りょうを管理するために必要な事業であり、新た
な幹線道路ネットワークの構築を検討している。

維持継続

「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

「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

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標
路線バス（市内で完結する系統）利用者数（年
間）

市道の改良率
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度

420,000人 23,000人 330,000人

令和3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、路線バスなどの生活交通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。

①生活道路の整備

市道維持補修事業

道路相談室管理経費

道路橋りょう管理業務

道路課管理経費

単市道路新設改良事業

R02決算（千円） R03予算（千円）

2,517 3,194

13,009 15,049

4,056 4,231

191,107 184,584

18,264 91,296
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維持改善

維持継続

地域振興課

132,163

32,557 －

13,367 －

23,604 －

5,457 5,722

私道であるため受益者が制限されるが、利便性確保の
観点から必要性を有する事業である。

道路課

道路課

維持継続

維持継続

真尾線道路改良事業
※R03「道路整備事業(補助)」に統合

維持継続 道路課

北部の国道2号線へのアクセス向上及び災害時の避難道とし
て機能を担うため必要な事業である。

栄町藤本町線道路改良事業
※R03「道路整備事業(補助)」に統合

維持継続 道路課

中心市街地の回遊性及び緊急時の避難路としての機能の向
上を図るために必要な事業である。

利用者の減少や運転士不足など、厳しい状況にある公共交通を守る
とともに、交通弱者対策を含めた地域における交通サービスを、地元
の意見を聞きながら、総合的に検討する必要がある。

高齢者等バス・タクシー運賃助成
事業

地域振興課

自らの移動手段を持たない高齢者等に対する支援であり、地域にお
ける交通サービスと併せ、助成内容を総合的に検討する必要がある。

公共交通対策事業

佐波川睦美橋架替事業
維持継続

四ノ桝三ノ桝線外１路線道路改築
事業
※R03「道路整備事業(補助)」に統合

維持継続

市民生活環境の向上を図るために継続すべき事業であ
る。

道路課

河川断面不足のため橋を架け替える国直轄事業でその経費
を市が一部負担するため維持継続が必要な事業である。

道路課

橋梁の長寿命化修繕計画に基づき補修・架け替えを行うこと
は、地域住民の安全と利便性の向上を図るため必要である。

橋りょう維持事業

道路課

狭小な踏切を含む道路拡幅及び歩道新設による交通混雑の緩和、
歩行者の安全確保を図るために継続すべき事業である。

道路拡幅による歩行者の安全確保、幹線道路へのアクセス向上、
さらには防災面の強化を図るために継続すべき事業である。

道路課

県施工事業の一部負担金であり整備の遅れている広域
幹線道路（県道）の事業促進のため必要な事業である。

中塚真尾線道路改良事業
※R03「道路整備事業(補助)」に統合

道路課維持継続

道路課

65,902 －

219,039 260,345

140,750

生活安全課

自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を確保するための
適正な維持管理を継続する必要がある。

生活安全課

駐車場機器の故障等、緊急的な修繕等に対応するため
に必要な経費である。

維持継続

維持継続

維持継続

道路の効用保持と円滑な道路交通の確保を図るとともに、駐車場事
業及び特別会計のあり方も含めて検討する必要がある。

駐輪場事業

維持改善

生活安全課

予備費（駐車場事業）

防府第二テクノタウン周囲の道路を整備することで産業団地の
物流等の円滑化を図るため必要な事業である。

駐車場事業費
維持継続

維持継続

①生活道路の整備

③生活交通システムの充実

②駐車場・駐輪場の整備

認定外道路整備事業

私道改良・舗装工事補助事業

県道整備事業

下河内中河内線道路改良事業
※R03「道路整備事業(補助)」に統合

252 1,400

657 2,000

1,199 4,388

31,800 －

2,958

0 39,295

174,761 220,988

37,654 46,151

2,610
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Check　施策評価
　

大道地区の利便性を保つため、自由通路の維持管理及
び有人の改札業務を継続する必要がある。

維持継続 都市計画課

維持継続 都市計画課

維持継続 都市計画課

富海地区の利便性を保つため、維持継続する必要があ
る。

富海駅周辺施設管理事業

大道駅周辺施設管理事業

－

玄関口である防府駅周辺の良好な景観と利便性を保つ
ため、維持継続する必要がある。

－ 地域振興課
公共交通対策事業（再掲）

③生活交通システムの充実

④離島航路の確保

防府駅周辺施設等管理事業

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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・橋梁の整備は、関係機関と連携しながら計画的に進められており、駐車
場・駐輪場も適正な維持管理が行われている。生活交通システムについて
は、新型コロナウイルス感染症に伴う移動自粛により利用者が大幅に減少して
いる。市民の移動手段である生活交通を維持していくために、市民・交通事業
者・行政等の関係する主体が適切な役割分担のもと、公共交通施策を推進す
る必要がある。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

道路の整備、駐車場・駐輪場の整備は有効に進められている。一方
で、新型コロナウイルス感染症による移動自粛の影響で、公共交通機
関の利用者数の戻りは鈍く、公共交通を取り巻く環境は厳しさを増し
ており、持続可能な公共交通の実現に向け、取組を推進する必要が
ある。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など
　生活道路の整備については、安全性、快適性に優れた道路環境の整備を実現するために、定期的な
橋りょうの点検・診断等を実施するとともに、点検、診断結果に基づき、計画的に橋りょうの補修、架け替
えを実施し、ライフサイクルコストの最小化と施設の長寿命化を図っていく。
　駐車場事業については、事業及び特別会計のあり方も含めて検討する必要がある。
　生活交通については、路線バスを中心とした公共交通サービスの維持に努める。また高齢者や障害者
の方など交通弱者に対するバス・タクシー運賃助成を継続して実施することで市民の移動手段を確保す
る。さらに地元との協議を通じて、住民が望む住民の力で運営する交通媒体を見つけ出し、この具現化
を支援する。
　島民の減少が進んでいる状況ではあるが、離島航路を安定的に維持するため、経営の安定化を図ると
ともに予備船レインボーのしまの貸出やクルーズ船としての活用を支援する。

41,267 15,346

193 208

－ －

4,901 5,708
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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

令和3年度　行政評価調書

施　策 上下水道の整備 整理番号 ５－４

上下水道局
水道課

上下水道局
水道課

公衆衛生の向上を図るため、継続する必要があるが、現在、地
域状況や需要動向を踏まえ面的整備を休止している。

上下水道局
財務課

水道事業を継続していく上で経営基盤強化のために負担区分
に基づき負担することとされているもので必要である。

休止

事務事業評価

目標指標

詳細施策 事務事業
評価コメント

60% 63%

72% 87% 100%

事業の方向性 担当課

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）

目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

59%

実績
平成21年度 令和２年度

目標
（令和2年度）

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

　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、市街化区域内における早期の整備を目標とし、下水道の普及促進に努める
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

平成31年平成22年
67% 84% 80%

実績 目標
（令和2年）

公共下水道整備率
実績

水道事業会計繰出金
維持継続

施設改良事業経費
維持継続

安心・安全な水を安定して届けるため、事業を継続する
必要がある。

①上水道の整備

②上水道施設の維持・強化

第四期拡張事業経費

市街地の浸水防除のため、中長期的視点による計画に
基づいた事業を実施する必要がある。

維持継続

1,037,569 1,045,803

-

処理場施設整備事業経費
維持継続

上下水道局
下水道課

公共用水域の水質保全のため、計画的に事業を実施する必
要がある。

3,340 261,144

- —

管渠施設等関連経費

⑤運営基盤の強化とお客
様サービスの向上

（健全経営の維持・
お客様サービスの充実）

④下水道施設の維持・強化

公共下水道事業会計繰出金

ポンプ場施設整備事業経費

③下水道の整備

維持継続
上下水道局

財務課

- -

上下水道局
下水道課

公衆衛生の向上及び生活環境の改善のため、計画的に
事業を実施する必要がある。

公共下水道事業を継続していく上で経営基盤強化のために国
の基準で負担することとされているもので必要である。

維持継続
上下水道局
下水道課

R02決算（千円） R03予算（千円）

20,183 —

30,570 78,912

1,306,615 1,607,525

1,436,839 2,797,018

26,626 18,150
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Check　施策評価
　

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

水道整備については、令和2年度から基幹管路の継手補強工
事に着手し耐震化を進めている。下水道整備については、汚
水管渠の整備は遅れているが、施設の更新はストックマネジメ
ント計画に沿って計画的に進めていく。

想定どおりに進んでいる
〇 少し遅れている

大幅に遅れている

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など
　上水道は、給水人口の減少、節水型社会の進展等による水需要の減少に伴い、経営の根幹を成す料
金収入の減少傾向が続くと見込まれる。一方、老朽化した施設の改修や地震などの災害等に備えるため
管路等の耐震化対策の推進など、多額の費用が必要となっている。今後とも、公共性と経済性のバラン
スを取りながら効率的な事業運営を行い、安心安全な給水を確保するため諸事業を着実に実施してい
く。
　下水道は、整備に多額の費用が必要であることから、国庫補助金及び地方債を活用して計画的に供用
区域を拡大しているが、今後も、計画的・効率的に整備を進めるとともに、老朽化した汚水管渠や処理場
の更新について、令和２年度に策定したストックマネジメント計画に基づき、計画的に実施していく。ま
た、市街地の雨水排水対策として、今年度から、雨水管理総合計画の策定に着手した。
　両事業とも、令和２年度を初年度とする防府市上下水道ビジョンに沿い、社会環境の変化に的確に対
応した施策の推進により経営基盤の強化に努め、更なるお客様サービスの向上を図る。

安心・安全な水が安定的に供給され、衛生的な環境が整備さ
れているなど、上下水道ともに事業は着実に進んでおり、概ね
有効であった。

〇 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
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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

市有住宅の適正な維持管理を行うための事業であり管
理コストの削減等に努めながら継続すべきである。

建築課管理経費

市有住宅管理事業
維持継続 建築課

市営住宅の適正な維持管理を行うための事業であり管
理コストの削減等に努めながら継続すべきである。

維持継続

建築課

①良質な公営住宅の提供

1棟 2棟 3棟

3件 13件 30件

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。

維持継続 建築課

実績 目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

市営住宅駐車場管理事業
維持継続

市営住宅の駐車場を適正に維持管理をするため継続す
べきである。

公営住宅ストック総合改善事業

維持継続 建築課

市営住宅管理事業

令和3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

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、住宅や空き家に関する
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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

45% 71% 75%
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）市営住宅建替棟数（延べ数）

住宅・建築物耐震化診断等申請件数（年間）

市営住宅の安定的な供給を図るため、防府市公営住宅等長寿命化
計画に基づく計画的な建物の改善や更新等を行うため継続すべきで
ある。

R02決算（千円） R03予算（千円）

271 1,548

90,707 94,675

859 1,066

3,667 7,422

104,422 133,445
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Check　施策評価
　

地震による住宅や建築物の被害及びこれに起因する人命や財産の
損失を未然に防止する必要があるため継続すべき事業である。

空家等対策事業

拡大 都市計画課

空き家数は増加する一方であり、適正管理や危険な空き家の解消を
促進するとともに、空き家と狭あい道路の一体的な解消を図る施策が
必要である。

市民課

800 3,000

214 272

法に基づき、引き続き住居表示台帳の整備が必要であ
る。

③住居表示の実施 住居表示管理業務
維持継続

住宅・建築物耐震化促進事業

建築指導室管理経費
維持継続 開発建築指導課

建築行政に係る適切な審査・指導や建築審査会に関する事務
等を行い、住環境の向上のために必要な事業である。

②住環境の向上

狭あい道路拡幅整備事業
維持継続

三世代同居定住促進事業
維持継続 建築課

多世代家族の形成を促進し、本市への人材の還流及び
定着を促進するために継続すべき事業である。

開発建築指導課

住宅及び宅地環境の質的な向上を図るため継続すべき
事業である。

維持継続 開発建築指導課

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

市営住宅の修繕・改修は防府市公営住宅等長寿命化計画に基づき行われて
いる。空き家対策については、新たな補助制度の新設などにより、所有者によ
る空き家の適正管理や利活用等の促進を図ることができた。一般住宅の耐震
化は、専門家等と連携した補助を行うことで耐震の促進を図っている。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

公営住宅の長寿命化のための事業は概ね有効であった。空き家対策につい
ては、専門家団体等と連携した相談体制の充実や、解体費補助制度の拡充
などを行った。住環境の向上では、固定資産税明細書に「耐震化促進」周知
のチラシを同封し、申請や問い合わせが増加するなど一般住宅の耐震化促
進に効果が見られた。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など
　老朽化が進行中である市営住宅については、防府市公営住宅等長寿命化計画に基づき、適切な維持
管理のもと、計画的に改修改善を行っていく。また、本年度に長寿命化計画の見直しを行っており、次期
10年間の改善・建替え計画を年度末までに策定する。
　住宅・建築物耐震化促進事業については、地震に対する危機意識が低いところが課題ではある。これ
に対して、無料耐震診断は建築士会との連携を図り継続的に申請周知を進め、また、耐震改修は住宅
耐震化緊急促進アクションプログラムの取組に基づき、継続して耐震化の普及啓発を実施していくことと
する。
　空家等対策事業については、管理不全な空き家の所有者等への意識啓発や適切な助言等を行うとと
もに、危険な空き家の除却への支援を継続して行う。また、危険な状態になる前の空き家の解体や活用
を促進するため、老朽空き家の除却への支援や空き家バンク登録物件購入者への利活用支援も継続し
て行う。さらに、空き家、空き地、狭あい道路の一体的な解消を図るため、モデル事業を実施する。

15,542 23,671

2,144 17,701

4,243 7,357

0 1,728
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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

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

35% 55% 60%

令和3年度　行政評価調書

施　策 景観の保全・形成 整理番号 ５－６

景観形成整備地区数（延べ数）
1地区 2地区 2地区

目標指標
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

景観形成事業①景観保全意識の高揚
都市計画課

景観賞等で集まった景観資源を基に、今後、景観百選
の選定に取り組む。（９地域を数回に分けて実施）

維持継続

維持継続

かわまちづくり事業で整備した施設等の情報を継続的に発
信し、事業効果を高めるために必要である。

市道樹木管理事業
市道の良好な景観形成と安全性及び緑化推進のため
街路樹を適切に管理する必要がある。

維持継続 都市計画課

河川港湾課

有効であった
評価

コメント

②景観の整備

佐波川かわまちづくり事業

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、目指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

佐波川かわまちづくり事業で整備した施設の情報発信に努めるととも
に、佐波川かわまちづくり協議会を中心に施策の基本方針を達成す
るための協議・活動を行っている。防府市景観百選の選定などによっ
て、景観保全に対する市民の意識の醸成を図っている。

〇 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）

R02決算（千円） R03予算（千円）

108 632

253 500

44,799 44,800

新型コロナウイルス感染拡大防止対策による外出の機会が制
限されている中で、防府市景観百選に新たな応募があったこと
や、佐波川かわまちづくり事業の景観整備によって、景観に対
する意識の醸成が進んでいるといえる。

〇 概ね有効であった
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　景観形成事業については、市民の景観保全意識の醸成するため、これまで実施した市民アンケート、
景観ワークショップ、景観賞を参考にしつつ、引き続き、市内９地域に区分した上で防府市景観百選を選
定していく。
  市道樹木管理事業については、定期的に樹木を監視するとともに、倒木の恐れがある老木は伐採し、
その他の樹木は剪定、灌水、防除を行うなど、景観に配慮した維持管理を行う。
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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
　

205,436 211,368

4,229 11,250

26,302 36,095

1,600本

詳細施策 事務事業
事務事業評価

目標指標

実績
平成21年度 令和２年度

記念植樹本数（延べ数）
実績 目標

（令和2年度）

事業の方向性R02決算（千円） R03予算（千円）

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

　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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

26% 43%

令和3年度　行政評価調書

施　策 公園・緑地の整備 整理番号 ５－７

緑化推進と花木センターの運営にかかる経費であり、市
民の緑化活動のため、継続する必要がある。

維持継続 都市計画課

①都市公園・緑地の整備

50%
目標

（令和2年度）複合遊具設置公園数（延べ数）
4か所 9か所 11か所

公園整備事業
維持継続

公園利用者の安全や、利便性を保つため、今後は計画
的に公園の再整備を進める必要がある。

都市計画課

担当課
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）

有効であった
評価

コメント

平成21年度 令和２年度
1,040本 1,644本

②緑化の推進 緑化推進事業

公園緑地管理事業
市民の憩いの場である公園、緑地等の維持管理は施設
の老朽化に対応しながら継続する必要がある。

維持継続 都市計画課

地域と連携した公園・緑地の維持管理を行い、概ね想定どおり
に進んでいる。直営作業員の人材不足が懸念される中で、施
策を達成するための方策を検討していく必要がある。

〇 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

記念植樹本数が目標値を超えるなど、市民の緑化意識の向上
が図られている。一方で地域主体で行う公園管理は年々難しく
なる傾向にあるため、持続可能な維持管理に向けての対策を
引き続き考えていく。

〇 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、目指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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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　都市公園・緑地の管理・整備については、利用者の安全・安心の観点から老朽化が進んでいる施設を
更新する。特に、バリアフリーの視点からトイレの改修を行い、毎年実施している遊具点検の結果により、
計画的に遊具の撤去、改修することが望ましい。また、維持管理は、地域の協力が得られる持続可能な
体制を維持していく。
　緑化推進事業については、緑化活動への市民参加を促進するため、これまでどおり記念植樹や花苗
の無料配布などを継続して実施できるよう、育苗体制の維持に努めていく。同時に花木センター用地の
有効活用について施策の検討が必要となる。
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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

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）」及び「第7次国土調査事業10箇年計画（令和2年度～令和12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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

17% 33% 40%

令和3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

地籍調査進捗率
69% 80% 87%

目標指標
実績

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）

土地対策関係業務

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

R02決算（千円） R03予算（千円）

想定以上に進んでいる
評価

コメント

行政管理課

法律に基づく届出、調査及び指導に関する業務であり、
実施は不可欠である。

法定外公共物管理業務
維持継続 道路課

法定外公共物の適正管理に必要な継続すべき業務で
ある。

維持継続148 335

3,710 1,721
①土地利用の適正化

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

市民の生活基盤の一つである土地に係る最も基礎的な
調査であり、必要な事業である。

②地籍調査の推進 地籍調査事業
維持継続 農林漁港整備課41,990 42,423

法律に基づき、土地対策関係業務を適正に実施した。地籍調
査業務についても、第７次国土調査事業１０箇年計画に基づ
き、概ね計画どおりに進んでいる。

〇 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

土地対策関係業務は、法律に基づき、適正に事務を実施して
いる。地籍調査事業の国土調査により明確化された土地情報
は、様々な分野で有効活用されるものであり、引き続き適正な
調査を行う。

〇 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、目指す方向に施策が舵取りされているか）
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

  地域の実情に即した健全な都市の発展に向けて、適正な土地利用を推進するためには、地籍調査を
推進し、土地利用に一定の秩序をもたせ、計画的な土地利用を進める必要がある。
　一方で、土地の利用形態は多種多様であり、防府市都市計画マスタープランや防府市立地適正化計
画等の関係計画の整合性を保つ必要があることから、土地の利用に当たっては、長期的視点のもと、社
会経済情勢の変化に的確に対応し、横断的な観点や相互の関連性に配慮しながら、適正かつ効率的な
利用を進めていく。
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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

令和3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

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

27% 40% 50%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

34% 49% 60%

平成31年
目標

（令和2年）
実績

平成22年

目標指標
実績 目標

（令和2年度）平成21年度 令和２年度審議会等の女性委員割合
24% 31%

社会福祉課

人権推進事業
維持継続 社会福祉課

各人権団体補助金は、効率化を推進する。福祉援護資金・住宅資金
は、引き続き償還額の向上を図るとともに整理を進めていく。

社会福祉課

人権学習及び人権擁護委員協議会へ助成することによ
り、引き続き市民の人権擁護を図る。

35%

①豊かな人権感覚の育成

②男女共同参画社会づくり
の推進

維持継続 社会福祉課

犯罪被害者等の支援に必要な施策を引き続き実施す
る。

福祉センター運営業務
地区住民の福祉の向上を目指し、開かれたコミュニティセンターとし
て、相談業務等の充実を図りながら、引き続き事業を行う。

男女共同参画推進事業
維持改善 社会福祉課

誰もが個性と能力を発揮することができる社会の実現にむけ、
啓発活動等の充実を図りながら、継続して事業を行う。

男女共同参画相談事業
維持継続

人権擁護委員関係業務
維持継続

社会福祉課

DV被害者等の保護や自立に向けた支援を行うもので、
引き続き実施すべき事業である。

犯罪被害者等支援事業

維持継続

214 961

R02決算（千円） R03予算（千円）

478 525

3,043 6,529

4 605

31,301 38,695

2,060 2,365
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Check　施策評価
　

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、目指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
人権尊重社会や男女共同参画社会に向けた事業や推進を着
実に進めており、想定通りに進んでいる。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　「第５次総合計画」に基づき、市民一人ひとりが人権課題を理解し、お互いの人権が尊重された心豊か
な地域社会の実現を目指し、人権教育、啓発を推進する。
　人権課題は、近年の社会情勢の変化や、情報化、国際化の進展などに伴い複雑・多様化しており、最
近ではコロナ禍における感染者やその家族、また、医療従事者などへの人権侵害など新たな課題も生じ
ている。引き続き、関係機関や団体と連携し、人権尊重社会の実現に向けた「（仮称）防府市人権推進指
針」の策定に取り組んでいく。
　男女共同参画社会づくりについては、性別による固定的な役割分担意識が依然として高いことから、引
き続き、男性の家事・育児参加に向けた講座等による意識啓発を図る。また、ＤＶ等の相談も増加・複雑
化していることから、デートＤＶ予防啓発講座等のＤＶ予防啓発及び女性相談員による相談対応等に取り
組んでいく。

啓発講座等により、男女共同参画社会づくりの推進に向けた
取組を進めることができた。事務事業の構成や規模、成果は概
ね有効であったと考える。

〇 概ね有効であった
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

令和3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

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

目標指標

平成21年度 令和２年度

- 0地域

実績

実績
平成21年度

目標
（令和2年）平成31年平成22年

36% 51% 60%

15地域

149か所 152か所

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

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、中山間地域については、地域が自主的・主体的に取り組む地域の将来計画・実行計画である
「地域の夢プラン」づくりを支援します。
　さらに、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。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

新たな地域コミュニティ組織構築地域数（延べ
数）

地区集会施設（単位自治会館等）数（延べ数）
実績 目標

（令和2年度）

令和２年度
目標

（令和2年度）

160か所

人口減少と高齢化が著しい離島において、住民の生活の安定を図る
ため、適宜見直しを行いながら継続すべき事業である。

地域振興課

地域振興課

1,077 12,500

地域振興課

地域コミュニティ活動の拠点や災害時の避難場所として、地区
公共用施設は重要であり、適宜見直しながら継続すべき事業
である。

②活動拠点の充実 地区公共用施設整備事業

維持改善2,978 16,000

①地域コミュニティ活動の
支援

地域振興課

高齢化や感染症の不安が増す中、身近な出張所の必要性は高まっ
ており、ＤＸを軸とした業務の見直しを図りながら、継続すべき事業で
ある。

離島振興事業

ＵＪＩターン促進事業

中山間地域振興事業
維持改善 地域振興課

中山間地域の住民主体の地域づくりや活性化を図るた
めに必要であり、適宜見直しながら継続すべき事業であ

出張所管理業務

維持改善

コミュニティ推進連絡会議等助成
事業

維持改善

住民が自主的に行う地域コミュニティ活動を促進していく
ため、適宜見直しながら継続すべき事業である。

自治会振興事業
維持改善

地域のコミュニティ活動の中心的役割を果たす自治会の更なる活性
化のため、適宜見直しを行いながら継続すべき事業である。

維持改善 政策推進課

ＵＪＩターンを促進するため、県や他市町と連携し、移住希望者
に対する効果的な支援と積極的な情報発信を実施していく必
要がある。

維持改善 地域振興課

R02決算（千円） R03予算（千円）

708 722

3,632 5,673

100,150 76,405

2,580 2,580

2,012 1,050
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Check　施策評価
　

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

地域コミュニティ活動に関しては、住民の声を取り入れながら
新たな地域コミュニティの構築によらず、自治会への補助を拡
充することにより支援を行った。

想定どおりに進んでいる
〇 少し遅れている

大幅に遅れている

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　出張所管理業務は、国や県のＤＸ推進の機運を捉え、タブレット端末などを利用して、公民館と市役所
窓口を接続することにより、市民に身近でありながら、本庁と変わらぬサービスを提供する公民館の実現
を目指す。
　地域コミュニティ活動の拠点となる地区公共用施設は、自治宝くじ助成金と地区公共用施設補助金の
併用による建替えを促進する。

地区公共用施設補助金を使って施設の整備に取り組む自治
会が増加し、地域コミュニティ活動の拠点の充実が図れた。

〇 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
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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
　

①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）

－ 地域振興課

②市民活動の促進 地域協働支援センター運営事業
維持改善 地域振興課

新型コロナウイルスの影響で、諸団体の活動が低調になるなど、想定
した事業の実施が困難となったが、今後も継続していく事業である。

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

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

16% 21% 40%

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

令和3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

令和２年度
240団体

目標
（令和2年度）

実績
平成21年度 令和２年度

186団体 195団体
目標

（令和2年度）

実績
平成21年度

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

20法人 33法人

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

ＮＰＯ法人認証数（延べ数）

市民活動支援センターの登録団体数（年間）

30法人

新型コロナウイルス感染症の影響で活動が休止している団体
等に対する支援方法や、コロナ禍での人材育成等を検討して
いく必要がある。

想定どおりに進んでいる
〇 少し遅れている

大幅に遅れている

オンラインを活用した団体支援やボランティアマッチング制度
をきっかけに、団体の立ち上げや新規登録が増加し、登録団
体数が前年を上回った。

〇 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、目指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

R02決算（千円） R03予算（千円）

－ －

108,371 109,151

－
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Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　市民が市民活動に参加しやすい環境を整えるとともに、市民活動団体の支援に努める。また防府市市
民活動支援センターによる諸団体の課題解決のための個別相談の実施や、多様な主体によるネットワー
ク構築を支援する。
　市広報やＷｅｂによる情報発信やボランティア養成講座の開催による市民活動のきっかけづくりを行う。
ボランティアマッチング制度を活用した市民活動団体の基盤強化と市民のボランティア参加の促進に努
める。

91



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

令和3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

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

40%23%17%

目標指標

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

53% 66% 80%

③市民と行政の協働体制
の整備

実績
平成22年

事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

50%12% 34%

平成31年
目標

（令和2年）

実績 目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度公募委員がいる審議会等割合

維持継続

個人情報保護管理事業
維持継続

広報広聴課

広報広聴課

条例により、個人情報の適正な取扱い等を定め、市政へ
の信頼確保のため継続すべき事業である。

維持改善

維持改善

参画の機会の拡充は進んでいるが、市民の意見がより効果的
に施策に反映されるよう、新たな参画の手法を検討するなど適
宜見直しを行いながら継続すべき事業である。

詳細施策

広報広聴課

条例により、公文書の公開を請求する権利等を定め、市
政への信頼確保のため継続すべき事業である。

情報公開管理事業②広報・広聴機能の充実

地域振興課

市民参画協働推進事業

①市民参画の機会の拡充

市民相談事業
維持継続 広報広聴課

市民からの声を市政に反映し開かれた市政を実現する
ため、継続すべき事業である。

市広報を中心とした各種媒体を活用し、情報発信を行う。また、より効
果的な発信に向け、現行手法の改善や新たな手法の研究を行う。

広報業務

学公連携推進事業

維持改善 政策推進課

議会運営費
維持継続 議会事務局

議会の管理運営に必要な経費であり、継続すべき事業
である。

大学の持つシーズをより有効に活かし、第５次総合計画の推進に繋
がる研究事業や調査事業を実施するよう、大学との連携を図ってい
く。

980 1,000

33,117 29,428

R02決算（千円） R03予算（千円）

933 3,280

218 465

56,309 62,131

185 569

670 781
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Check　施策評価
　

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

広報・広聴については、実態に即した運用のため、防府市情報公開条例及び
防府市個人情報保護条例の改正を行った。また、各種広報媒体を活用した効
果的な情報発信を行っている。議会については、新型コロナウイルス感染症
のため議会報告会は中止したが、議会モニター制度等により市民の意見を市
政に反映する体制が構築されており、「市民に開かれた議会」の運営ができて
いる。

〇 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

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　市民と行政が地域の課題を共有し、解決していくための手段として創設した防府市協働事業提案制度
を活用し、協働によるまちづくりを推進する。また各所属に配置している協働推進員の体制強化を図る。
　広報広聴については、個人情報保護制度において適正な運用に努めるとともに、市広報を中心に各
種媒体の特性を活かした情報発信に努める。

各種事業とも、適切な事業構成・規模で適正に運用されてお
り、市民と行政の協働が促進されている。

〇 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
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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

35%
実績

平成21年度 平成31年
目標

（令和2年度）
100%

事業の方向性 担当課

市役所本庁舎の円滑な運営を行うため、必要な経費で
ある。

目標
（令和2年度）平成21年度 令和２年度

71 1,026

2,545 7,429

公用車運行管理業務
維持継続 行政管理課

環境に配慮した公用車の導入と適切な公用車の管理を
行うため、必要な経費である。

固定資産評価審査委員会運営費
維持継続

96%

事務事業評価

行政管理課諸費
維持継続 行政管理課

各種負担金・協賛料など必要な経費である。

行政管理課

市長・副市長の公務執行に必要な事業であり、必要不
可欠なものである。

42 60

R02決算（千円） R03予算（千円）

50,293 54,933

47,084 26,009

令和3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

施策の
基本方針

　最少の経費で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るとともに、新庁舎の整備を
進めます。

市民満足度（市民アンケート・４５項目）の目標
指標達成割合

市税の収納率（現年度分+滞納繰越分）
実績

91% 98%

実績

- 11%

14% 25%

目標
（令和2年）平成31年平成22年

評価コメント

行政管理課

詳細施策 事務事業

行政管理課管理経費
維持継続

①簡素で効率の良い行政
経営

法律に基づく審査委員会であり、同委員会の運営に必
要な事業である。

秘書室管理経費
維持継続 人事課

行政管理課

業務上生じる可能性のある問題や生じた紛争等について、
法的な視点から解決等を図るため、維持すべきである。

法務推進室管理経費

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

目標指標

維持継続1,594 1,770
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3,393 9,357

維持継続 人事課

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。

11,268 13,790

人事管理業務

維持継続 行政管理課

公文書の適正な管理等を行うため、必要な事業である。
文書管理業務

人事課管理経費
維持継続 人事課

行政事務の遂行に必要な事業で、今後も同水準の事業
継続とする。

20,148 20,368

67,098 96,284

4,074 12,063

職員研修業務
維持継続

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。

人事課

維持継続 人事課

政策推進課管理経費
維持継続

市民課

旅券の適正な発給、在留外国人住民の利便性の確保等、厳
格かつ必要不可欠な業務であるため継続が必要である。

維持継続

市民課

5,838 5,840
旅券発給・中長期在留者管理・郵
便請求業務

住民基本台帳管理業務

政策推進課

197 693

106,991 181,165

20,399 14,274

特別定額給付金給付事業

116,640 56,310

各種申請や証明の交付、マイナンバーカード関連業務等、市民生活
に直結する業務であるため、今後も更なる業務の円滑化に努める。

政策推進課

維持継続

職員福利厚生業務

統計調査事業
維持継続

統計調査管理業務

戸籍届出受理管理業務

市民ニーズに的確に対応し、より質の高い行政サービスを提供してい
くため、第５次総合計画に基づく行政経営改革の取組みを進めていく
必要がある。

企画経営課管理経費

市民課
デジタル推進課

行政経営改革推進事業
※R03「企画経営課管理経費」に統合

維持継続 政策推進課

統計法に基づく各種統計調査を円滑に行うため必要で
ある。

維持改善

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。

政策推進課

統計法に基づく各種統計調査を円滑に行うため必要で
ある。

各種事務事業を行うために、必要な経費である。

224

公共施設マネジメント事業

①簡素で効率の良い行政
経営

11,706,254 - - 政策推進課

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、給付対象者に対して
迅速かつ的確に1人10万円の特別定額給付金を支給した。

－

25 35

47,916 5,345

政策推進課

各種事務事業を行うために、必要な経費である。

維持改善 政策推進課2,000 2,000

維持継続

戸籍業務は国民の親族的身分関係を登録し公証する業務であり、他
に代わる業務がないため継続が必要である。

自治体経営の視点から公共施設の総合的かつ効率的な
管理・運営を進めていく必要がある。

維持改善
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普通財産等管理事業

計画的で健全な財政運営を行い、円滑に財政業務を行
うために必要な経費である。

地方公務員法に基づいた公平委員会における各種業
務を実施するために必要な経費である。

監査委員事務局

監査委員事務局管理経費
維持継続

地方自治法等に基づく各種監査等を実施するために必
要な経費である。

課税課管理経費

物品等管理業務

収納事務の円滑な推進に必要な経費である。

選挙業務執行に必要な経費であり、継続すべきである。

維持継続

会計課管理経費

財政課管理経費
維持継続 財政課2,378 2,583

入札検査室管理経費

積極的な財源確保に向け、売却も含めた未利用財産の有効利活用
について、適宜改善を図りながら事業継続が必要である。

行政管理課維持改善10,909 54,272

市議会議員一般選挙業務
63,695 － －

選挙管理委員会
事務局

市議会議員一般選挙のために必要な経費である。

917

82

公正・公平な入札契約事務の遂行及び適正な検査を行
うため、今後も必要な経費である。

高齢福祉課管理経費

7,553 8,790

4,787

選挙啓発事業
維持改善

選挙管理委員会
事務局

若年層の政治意識向上を図るため、さらなる取組が必要
である。

各税務業務を実施するうえで、必要不可欠な経費であ
る。

維持継続

維持継続

入札検査室2,001 2,310

収納課管理経費

選挙管理委員会
事務局

選挙管理委員会運営費
維持継続280 314

維持継続
公平委員会運営費

305 公平委員会

13,003 14,386

2,686

維持継続 会計課

市の業務遂行に必要不可欠であり、継続して行われる
べき事業である。

①簡素で効率の良い行政
経営

②財政の健全な運営

212 170

入札検査室

919 － － 高齢福祉課

訴訟応訴経費として、顧問弁護士委託を行った。

維持継続 課税課

11,082 13,096

5,599

庁内の適正な物品管理に必要な事業であり、各課の事
務の効率化や経費削減を図るため継続すべきである。

収納課
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Check　施策評価
　

ふるさと寄附金推進事業

財政調整基金積立金

基金の運営収益を積み立てるために必要な基金である。公債費の増
加に対応できるよう運用収益以外の積立ルールを作る必要がある。

維持継続

維持継続

市財政の健全な運営を行っていく上で、必要な基金で
ある。

魅力的な地場産品の登録を継続して行うとともに、ポータルサイトの
追加やふるさと応援推進月間による積極的なＰＲを行ってく。

減債基金積立金

商工振興課

562,368 51,042

120,383 110,625

32,645 96,678 維持改善

徴収業務
徴収の円滑な推進に必要な業務である。

収納課90,975 527,465 維持継続

賦課業務
維持継続

税務行政の円滑な推進に必要な業務である。

課税課

財政課

財政課

あまり有効でなかった
有効でなかった

③公用施設の維持管理 庁舎建設基金積立金

庁舎建設事業
老朽化し、耐震性能も不十分な市庁舎の建て替えのた
め、必要な業務である。

維持継続

維持継続

庁舎建設室

市庁舎の建て替えの財源として、必要な基金である。

庁舎建設室

92,464

850 1,289

196,926 284,491

行政管理課

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。

市庁舎管理業務
維持継続124,265

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　令和元年度から財政健全化本部を設置して行財政基盤の確立に向けた取組を集中的に開始し、令和
２年度決算では、実質単年度収支が７年ぶりに黒字化し、一定の成果が現れ始めた。しかし、財政調整
基金の残高については、７年連続減少するなど、未だ厳しい財政状況にあることから、今後も引き続き、
財源確保対策等を一層強化し、「財政基盤の確立」に向けた取組を進める。
　令和３年４月にスタートした第５次防府市総合計画「輝き！ほうふプラン」については、６つの重点プロ
ジェクトをはじめとする諸施策について全庁で連携した進捗管理を行っており、今後も計画通り確実に推
進する。

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、目指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

新型コロナウイルス感染症等の影響もあり、財政調整基金を多額に取り崩す
財政状況が続いているため、行政経営改革の推進や、財政体制確保のため
の対策が求められる。新庁舎建設については、新庁舎の基本・実施設計を予
定通り完了するなど、庁舎建設スケジュールに沿って、順調に事業進捗してい
る。

〇 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）

有効であった
評価

コメント

より効果的な施策を展開していくために、予算編成方法や事
業内容の見直し等、持続可能な財政基盤の確立に向けた取
組みを引き続き行う必要がある。

〇 概ね有効であった

②財政の健全な運営

68,363 64,086
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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
　

行政事務共同処理の状況
5事務 7事務 7事務

詳細施策 事務事業
事務事業評価

事業の方向性 担当課
評価コメント

R02決算（千円） R03予算（千円）

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、文化交流などを進め、姉妹都市の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

実績
目標指標

実績 目標
（令和2年）平成31年平成22年

12% 22% 35%

平成21年度 令和２年度
目標

（令和2年度）

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

令和3年度　行政評価調書

施　策 広域連携の推進 整理番号 ６－６

維持継続 地域振興課

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、令和2年度の交流事業は
中止となったが、姉妹都市との友好親善を通して、両市の活性化を図
るため、継続すべき事業である。

②姉妹都市との交流の推進 姉妹都市交流事業

0 419

①多様な広域連携の推進
＊複数事業に含まれるため、事業
費不可分

－ －

-

－ －

Action　課題及び今後の取組

コメント

施策の推進にあたっての課題や第5次総合計画での取組など

　令和３年度に姉妹都市締結50年を迎えた安芸高田市との交流については、定期交流事業を広げ、両
市の一層の友好と連携を図る。
　多様な広域連携の推進については、７市町で構成する山口県央連携中枢都市圏における広域連携施
策を推進し、地域の一体的な発展を図る。
　新型コロナウイルス感染症まん延収束を見据えて、文化やスポーツ、観光や商業等による諸交流の回
復を戦略的な事業やイベントで後押しする。山口県内から県外、大都市圏の交流へと順次人流が拡大
すると予想されるため、令和５年度にはインバウンド事業等にも取り組めるよう、計画的に諸事業を準備し
ていく。

〇 概ね有効であった
あまり有効でなかった

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、令和2年度の交流事
業は中止となったが、姉妹都市とは友好親善を深めており、両
市の発展及び活性化を図っている。

有効であった
評価

コメント
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、目指す方向に施策が舵取りされているか）

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

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、令和2年度の交流事
業は中止となったが、令和3年度の姉妹都市縁組締結50周年
での交流再開に向け、行政間の協議を中心に姉妹都市との友
好親善を深めている。

想定どおりに進んでいる
〇 少し遅れている

大幅に遅れている
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