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平成３０年度

行 政 評 価 調 書

防　府　市

平成３０年１２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

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成３０年度　行政評価調書

施　策 景観の保全・形成 整理番号 ５－６

施策の
基本方針

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

市民満足度
「美しい景観やまちなみが数多く残されてい
る」と思う市民の割合

実績 目標
（平成32年）平成22年 平成26年

35% 46% 60%

目標指標 景観形成整備地区数（延べ数）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度
1地区 2地区 2地区

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

都市計画課

景観意識の高揚を図るため維持継続すべき経費であ
る。

②景観の整備

佐波川かわまちづくり事業
61,634 136,577 維持継続 河川港湾課

歴史的史跡や各種イベントと連携した地域住民や市民の
憩いの場となる施設を整備するため、継続すべきである。

①景観保全意識の高揚 景観形成事業
140 328 維持継続

最終年度に入り、道路修景整備事業に加え、事業評価業務を
実施している。

市道樹木管理事業
44,268 49,000 維持継続 都市計画課

市道の安全・美化と様々な効用がある街路樹を適切に
管理するために維持継続すべき事業である。

有効でなかった

都市再生整備計画事業
419,027

評価
コメント

道路修景整備事業及び事後評価は、概ね想定どおりの進捗であるが、事
後評価が整備途中での評価となるため今後フォローアップ調査が必要と
なる。また、佐波川かわまちづくり事業は計画変更により区域拡大した華
城・玉祖地区のかわまちづくり計画を推進するために国が設計を実施して
いる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

436,120 維持継続 都市計画課

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

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

良好な景観づくりに貢献していると認められる建物、風
景を募集・表彰した。また重要な景観軸である佐波川、
旧山陽道萩往還の整備を実施した。

○ 概ね有効であった

総合計画の中間年度を 
チェックポイントとします。 

目標指標は 
毎年度測定します。 

政策・施策の
進行管理 

施策を構成する詳細施策を 
網羅しています。 

各課が実施中の事務事業
を 

事業に対する評価で
す。 

施策の達成度と有効性につ
いて、 
総合政策課が総合的に判断

施策の課題や将来の方向性な

どを関係部次長がコメントします。 

方向性に対する評価です。 



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

目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

12/14項目・地点 12/14項目・地点 14/14項目・地点

82事業所 260事業所 160事業所

80%
実績

拡大

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継続すべき事業である。

事務事業
評価コメント

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）
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

88,397
多面的機能支払交付金交付事業

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
300 300 維持継続 農林水産振興課

大平山山頂付近における森林整備活動は、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。

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。

③自然保護対策の推進

20,519 24,277

27 73 維持継続 農林水産振興課

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を
実施している。より効果を発揮させるため取組面積の拡大が必要である。

森林公園管理事業

市民満足度

詳細施策

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

平成３０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。

事務事業評価
H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課

実績

70%
平成22年

目標
（平成32年）平成26年

80%

②地球温暖化対策の推進

4,571 6,412 維持継続 生活安全課

維持継続 生活安全課

国の推進する地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ（＝賢
い選択）」を旗印に地球温暖化対策を引き続き推し進めていく。

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維持するとともに、引き
続き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
8,011 9,931

環境保全型農業直接支援対策事
業

4,107 5,794 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。

81,874 農林水産振興課

9,251 9,607 維持継続 農林漁港整備課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

　環境保全については、環境に関する調査・監視を行うほか、節電や日常生活の移動手段の工夫を呼
びかけるなど、引き続き環境意識の醸成を図る必要がある。ＣＯ2削減運動取組事業所については、着実
に成果が上がっており、今後も継続して取組む。地球温暖化対策については、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）」の取組のきっかけづくりとなるような啓発
活動を行っていく。
　また、自然環境の保全や水源の涵養などの多面的機能を有する森林や農地、水路等を維持していくこ
とが、自然保護対策の重要な課題である。そのため、市有林の管理事業や森林公園の整備に引き続き
取り組むとともに、地域の共同活動による水路等の機能の維持等を支援するため、支援対象区域の見直
しや既存保全会の規模拡大を推進する。

3,659 4,223

森林整備を通じて地域課題対策に取り組む事業であり、
継続的に実施していく必要がある。

豊かな森林づくり推進事業
維持継続

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

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

環境保全対策の推進としては、適正な事務事業の構成
のもと、全体として有効な施策が実施されていると考え
る。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

あまり有効でなかった
有効でなかった

評価
コメント

環境保全対策について、防府市環境基本計画に基づいて事
業を実施している。

○ 想定どおりに進んでいる

農林漁港整備課
③自然保護対策の推進

松くい虫伐倒駆除事業
904 938 維持継続 農林水産振興課

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。
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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

ごみ減量化推進事業
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。

58,819 維持継続 クリーンセンター

12,103 13,084

483,110 507,120 維持継続 クリーンセンター

クリーンセンター

維持継続
最終処分場処理業務

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。

廃棄物適正処理事業
58,421

283,470 311,097

60,264 維持継続

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

ごみ収集運搬業務
市の責務として継続すべき事業であるが、収集運搬業務の計
画的な民間委託を推進する必要がある。

維持継続 クリーンセンター

維持継続

クリーンセンター

クリーンセンターの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。

廃棄物処理施設運営事業

19,864 34,555

　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。

市民満足度

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

事務事業

30.8%10% 27.4%

61,335

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。

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

73% 85% 80%
実績

①３Ｒ（発生抑制・再使用・
再生利用）の推進

②環境負荷の低減に配慮
した適性処理の推進

平成３０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 平成29年度
目標

（平成32年度）
一人あたりのごみ（可燃ごみ、不燃ごみ）排出
量（年間）

ごみリサイクル率
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

400kg 310kg 300kg以下
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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）

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　新しいごみ処理施設の供用開始、資源ごみ等の分別品目の拡大等により、ごみの３Ｒの推進に向けた
取組は、ごみ排出量の削減、リサイクル率の向上等、一定の成果を上げている。今後は、防府市ごみ処
理基本計画の数値目標達成に向け、更なるごみの減量化、リサイクルの推進に向けた新たな取組を行っ
ていく必要がある。
 可燃ごみ処理施設は、ごみ焼却施設とバイオガス化施設を組み合わせた複合処理施設としての特徴を
最大限生かした運営を行い、環境負荷の低減に配慮したごみ処理を推進する必要がある。
　また、大規模災害発生時における災害廃棄物処理について、円滑かつ迅速な処理と再生利用を可能
とするため、早期に防府市災害廃棄物処理計画を策定する。

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている

評価
コメント

新施設の稼働により、ごみ排出量の減少やリサイクル率
の向上が見られ、全体的に事業実施が循環型社会の構
築に向けて有効であると評価できる。

有効でなかった

有効であった
○ 概ね有効であった

あまり有効でなかった

大幅に遅れている

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

○
想定以上に進んでいる

評価
コメント

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、また、同時期に
見直しを行ったごみ分別や施設へのごみの搬入基準等
も定着化が進んでいる。
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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

新規貸出墓地等の区画数（延べ数）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

151基 173基 220基

- 151区画 200区画

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

67% 76% 80%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

①生活排水・し尿処理対策
の充実

②環境美化の推進

③斎場・霊園等の適正管理

平成３０年度　行政評価調書

施　策 環境衛生の推進 整理番号 １－３

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

「地域で清掃などの環境美化活動が進められ
ている」と思う市民の割合

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

目標指標

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

浄化槽設置基数（年間）

浄化槽設置整備事業
合併処理浄化槽設置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
保全のために必要であるが、補助対象及び補助金額を検討する必要がある。

361 547

1,988 2,335

110,480 121,110 維持継続 クリーンセンター

し尿処理業務
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。

73,652 79,329 維持継続
上下水道局

下水道整備課

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

環境衛生活動促進事業
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。

維持継続 クリーンセンター

維持継続 生活安全課

66,771 58,941

9,581 43,222

5,838 5,984

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。

斎場運営業務
葬送行事をおごそかに行うため、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

生活安全課

維持継続

維持継続

維持改善
市営墓地等管理事業

将来、市営墓地が不足することが懸念される。墓地需要
に対するニーズ調査を行い、今後の検討が必要である。

環境衛生推進事業
21,968 23,853 維持継続 生活安全課

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。

生活安全課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

大幅に遅れている

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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
想定どおりに進んでいる

健康で衛生的な市民生活や自然環境の保全の確保及び環境衛生の
向上のため、浄化槽の設置や新規に貸出を行うための市営墓地の区
画整備などを推進しているが、浄化槽設置の補助金申請の減少傾
向、墓地利用者の確認作業等が難航している状況である。

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　合併処理浄化槽設置による適正な汚水処理は、衛生的な住環境等を確立するために必要であり、引き
続き浄化槽設置のための普及啓発活動を推進する。
　なお、合併処理浄化槽設置補助金の補助対象や金額については見直す時期が到来している。
　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ていく必要がある。
　市営墓地については、計画的な無縁区画の整備を行うとともに、核家族化や単身世帯の増加により埋
葬に対する意識が多様化する中で、長期的な視野に立った取組が求められており、新たな公営墓地の
あり方について検討を行う。

有効であった
評価

コメント
目標指標は順調に推移しており、全体として概ね有効で
ある。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

○ 少し遅れている
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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

②消防力の充実強化

③救急体制の充実強化

維持継続
消防本部
警防課

救急隊員等教育訓練実施事業
救急救命士の養成、再教育を実施し、救急救命処置の知識と技能の維持、
向上を図ることは不可欠であり、計画的に事業を継続する必要がある。

5,548 5,874

7,097 8,243
救急業務運営事業

救急業務を安定的に運営することが救命率の向上に繋がり、救命資
機材の維持、管理など、事業を継続する必要がある。

消防本部
警防課

維持継続

維持継続 総務課
ＡＥＤ管理事業

AEDを設置することにより、救命措置を迅速・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。

5,858 6,375

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、資機材等整備は不可欠であり継続する必要がある。

5,734 7,618

40,239 53,463
消防車両等整備事業

消防力を維持するために、計画的に消防車両の更新整
備を継続する必要がある。

46,314 47,154 維持継続
消防本部

消防総務課

維持継続
消防本部
警防課

消防本部管理経費
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
4,167 4,633 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。

787 748 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。

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

①火災の予防

市民満足度
「消防や救急の体制が整っている」と思う市民
の割合

目標指標

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

62% 80% 80%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年）普通救命講習受講者数（年間）
1,446人 1,117人 2,000人

平成３０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。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

④消防施設の整備・適正運
用

消防水利整備事業
15,387 17,299 維持継続

消防本部
警防課

消防水利が不足する地域を中心として、効果的な水利配置を上下水
道局と協議の上、計画的な整備を継続して実施する必要がある。

有効であった
評価

コメント
火災等の災害から市民の生命・財産を守るため、消防・
救急体制の充実強化を計画的に推進している。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

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）

⑤非常備消防の充実

62,390 56,825
消防本部

消防総務課

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　住宅用火災警報器の設置の義務化により、その奏功事例が数多く報告され一定の効果は上がってい
るものの、火災による死者に占める住宅火災による死者の割合が依然として高いことから、住宅用火災警
報器の設置及び維持管理の普及啓発活動について、地域防災の要である消防団と協力して取り組んで
いく。
　高齢化の進展に伴い救急件数が増加傾向にあるなか、救急体制の充実とともに、市民に有効な応急
手当を身につけさせることが重要であることから、小中学生への救急講習や市民への救命講習を継続し
ていく。
　全国各地で発生する地震や大規模災害に緊急消防援助隊として出動する機会が多くなっているが、
火災件数の減少により現場経験が少ない若手職員が増加したことから、複雑多様化する災害に対応す
るためのより実践的な訓練や研修が必要となっている。

消防本部
消防総務課

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

あらゆる災害から市民の生命・財産を守るため、啓発活
動や消防・救急体制の更なる整備拡充に努めており、施
策は想定どおりに進んでいると評価できる。

○

386 261 維持継続
消防団員教育訓練実施事業

消防団員の資質向上は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。

26,589 31,102
通信指令施設整備事業

市民の安心安全を確保する上で、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

5,892 741 維持継続
消防本部

消防総務課
消防団消防器庫整備事業

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。

4,617 3,638

維持継続

消防庁舎管理業務
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・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

維持継続

消防団運営事業
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、安全装備品等の更新、整備を計画的に実施する必要がある。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

防災広報啓発推進事業
維持継続

防災危機管理課
河川港湾課

市民へ防災知識を普及し、防災意識を啓発するため、避難計
画や防災情報の発信を継続的に行う必要がある。

100%

1,000人 9,749人 15,000人

6925,089

558 1,532 維持継続 防災危機管理課

防災訓練・講習会等実施事業
市民の防災意識の高揚を図る重要な事業であり、継続
して実施すべきである。

自主防災組織率

防災情報メールサービス登録者数（年間）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

49% 100%

①防災意識の高揚

維持継続 農林漁港整備課

農林漁港整備課水防業務
災害時の浸水被害を防止するための事業であり、市民の安心
で安全な生活環境を確保するために必要である。

3,749 1

1,575 358
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。

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。

維持継続

河川港湾課維持継続

消防本部
消防署

236 113

22,522 27,088
防災情報伝達体制整備事業

災害時に重要な役割を果たすため、整備・充実すべき
事業である。

維持継続 防災危機管理課

13,302 6,692
防災組織・関係機関連携強化事
業 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 防災危機管理課

防災倉庫・避難所等整備事業
避難場所や避難所（福祉避難所含む）の追加指定を進めていく必要がある。
また、女性や高齢者、アレルギー等に配慮した備蓄の見直し等も必要である。

2,531 4,151

平成３０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。

②防災体制の強化

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

目標指標

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

34% 56% 70%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント
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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及び今後の取組

　近年、全国各地で大規模な災害が多発し、市民の防災意識は高まってきているが、引き続き、市民へ
の防災知識の普及・啓発に取り組み、併せて、地域防災力の強化のため、自主防災組織等の育成、強
化を図っていく必要がある。
　防災体制の強化については、迅速な避難情報の提供のため、市メールサービスや緊急告知防災ラジ
オなどの情報伝達媒体の適切な管理、運営に努めるとともに、避難所の環境改善や防災倉庫の備蓄物
資の充実などを図る必要がある。
　また、防災拠点である市役所が被災し、一時的に行政機能の低下が余儀なくされる状況においても、
災害応急対策業務や継続性の高い通常業務を執行するための事前対策を取りまとめた「業務継続計
画」について、点検・改善を行っていくとともに、災害対策本部機能の強化、充実に努める。

有効であった
評価

コメント

災害から市民の生命・財産を守るため、防災意識の高揚、防災体制
及び地域防災力の強化を継続的に推進している。また、近年、自主
防災組織の重要度が高まっているが、市の促進・支援のもと組織率は
100％に達し、施策は概ね有効であったと考える。

○ 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

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

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

想定以上に進んでいる
評価

コメント
○

③地域防災力の強化

評　価

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

550 584 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
5,482 6,500 維持継続 防災危機管理課

市民の防災意識を高揚するとともに、防災体制及び地
域防災力の強化や、避難行動要支援者への支援等に
着実に取り組んでおり、想定どおりに進んでいると評価
できる。

災害時に迅速に対応するためには、自主防災組織の育
成･連携等は重要であり、継続すべきである。

災害時要配慮者支援事業
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

目標
（平成32年度）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

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

- 12箇所 16か所

1か所 1か所 2か所

土砂の流出等によって生じる市民の生命・財産への被
害を防止するために必要な事業である。

小規模治山事業
農林漁港整備課124 2,948

②河川の保全
維持継続

農林漁港整備課

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。

110,635

59,396 61,831
河川維持管理事業

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。

河川港湾課維持継続

河川港湾課維持継続
単市河川改良事業

浸水や洪水から市民の生命財産を守るため、河川・水路
の整備・改良を行うために必要な事業である。

21,479 22,956

維持継続

維持継続 農林漁港整備課

水路等維持補修事業
農業振興のために必要であり、農業用水を安定的に確
保するために継続すべき事業である。

30,362 38,049

968 1,362
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

維持継続

平成３０年度　行政評価調書

施　策 治山・治水対策の充実 整理番号 １－６

政　策 自然環境への優しさと暮らしの安全を大切にするまちづくり

施策の
基本方針

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

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

目標指標

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

①海岸の保全

22% 45% 55%
実績

平成21年度 平成29年度

③山地の保全

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

河川港湾課
河川港湾課管理経費

課の業務を行うため、必要な経費である。

3,899 3,852

117,053
樋門・排水機場管理事業

農地保全や防災等のために必要不可欠な施設であるた
め、計画的に修繕等を実施すべきである。

農林漁港整備課維持継続

2,240 1,270
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

　市域南部は、瀬戸内海に面していることから、高潮・波浪対策として海岸施設の老朽化対策及び長寿
命化を講じる必要があり、施設改修を計画的・継続的又は集中的に実施していかなければならない。
　また、低地盤地域内の浸水対策防止については、「基地周辺障害対策事業」により、排水機場及び排
水路の整備を計画的に行ってきた。本事業は、平成28年度で完了したが、引き続き洪水対策を実施する
ため今年度より、基本計画の見直しを行い、来年度より、詳細設計を行い、順次、再整備していくこととし
ている。

コメント

都市下水路維持管理事業

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

近年、短時間に多量の雨が降ることにより、土砂災害等
の災害が全国的に多発している。治水対策はこれら災
害の被害を防ぐ上で喫緊の課題であり、各事業をより早
急に進めていく必要がある。

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）

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。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

想定どおりに進んでいる
○ 少し遅れている

大幅に遅れている

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

53,047 58,883

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。

評　価

想定以上に進んでいる
評価

コメント

④低地の保全
維持継続

河川港湾課
下水道整備課

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
- 55,693 維持継続 河川港湾課

低地盤地域内の浸水被害を防止し、市民の生命・財産
を守るために必要な事業である。

13,818 14,863 河川港湾課維持継続
③山地の保全
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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

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。

0 8,705

勝間鐘紡自歩道線整備事業
引込み線跡地の有効利用を図るとともに安全な自転車・歩
行者通路を確保するため、計画的に整備すべきである。

道路課

維持継続 道路課
交通安全対策施設維持管理事業

既存の交通安全対策施設の維持管理を適正に行い、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。

4,116

維持継続7,300 27,080

大藪新田線整備事業
21,995 22,113 - 道路課

歩行者・自転車等の安全な通行を確保するため、早期
に実施すべき事業である。

①交通安全意識の啓発

5,923 14,841

②交通安全環境の充実
維持改善

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
を設け、引き続き市民生活の安定を図る必要がある。

0 1 維持継続 生活安全課

維持改善 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。

53,339 99,240
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

維持継続 生活安全課
予備費（交通災害共済事業）

4,200

8,644人 12,368人 15,000人

430m 95m 500m

22,273 23,612 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。

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業
評価コメント

歩道の新設改良延長（年間）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

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

平成３０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
（平成32年）平成26年平成22年

33% 49% 60%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）交通安全教室参加者数（年間）
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

維持継続 学校教育課

学校・地域の安全管理体制の確立には、外部専門家の
支援は欠かせないため、継続すべき事業である。

維持継続3,959 3,959
③防犯意識の高揚

大幅に遅れている

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

想定以上に進んでいる
評価

コメント

交通安全意識の啓発と交通安全施設の整備・維持により、ソフト・
ハード両面から市民の安心安全な生活の確保のため計画に沿っ
て事業を進めている。防犯においても、意識の向上と防犯体制の
確立を図っており、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）

市民の安心安全な生活を確保するための施策は想定ど
おり進んでおり、概ね有効であった。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

地域ぐるみの学校安全体制整備
推進事業

197 225

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

   交通安全の啓発については、引き続き警察署をはじめとした関係団体と連携して取組むとともに、特に
子どもや高齢者の交通弱者に配慮する思いやりの心をはぐくむ活動を推進していく必要がある。
　道路の交通安全対策事業については、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り、特に通学路の安心・安全対策を推進していく
必要がある。
　また、道路利用者の安全で快適な通行を確保するため、道路施設（照明灯柱、標識）の安全点検を実
施しているが、適切な更新年数を設定した上で点検を実施し、更新に努めることとしている。

学校教育課

市民活動推進課

維持継続

拡大
自治会防犯灯整備事業

安心安全な市民生活を確保するために必要不可欠であり、さらなる設置
促進のため補助制度の見直しを検討しながら継続する必要がある。

学校安全事業・防犯ブザー支給
事業 通学時の安全を図り、事件等から児童を守るため必要な

事業である。

534 550

6,838 8,155

④防犯施設の充実

有効であった
評価

コメント

想定どおりに進んでいる
少し遅れている

生活安全課諸費
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
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32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

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

- 139 200件

470人 449 800人

○

あまり有効でなかった
有効でなかった

少し遅れている
大幅に遅れている

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

①消費者の自立支援

②消費者保護の充実

有効であった

評　価

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

4,811 4,999 維持継続 市政なんでも相談課

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。

評価
コメント

想定どおりに進んでいる

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　架空請求における対応など、時代の要請に応じた、相談職員のスキルアップや関係機関との連携等に
よる消費者支援の体制強化が必要である。
　また、消費生活講座受講者数は伸び悩んでいることから、消費生活の被害を未然防止するため、消費
生活講座を含めた各種啓発事業の内容を充実し、啓発活動に努める。

- - - 市政なんでも相談課

想定以上に進んでいる
評価

コメント

消費者相談の内容が複雑化、多様化する傾向にあり、相
談件数は増加している。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とともに、消費生活に関する情報
提供や啓発活動、消費者教育を進めていく必要がある。

-
消費生活対策事業（再掲）

消費生活における被害に関する情報提供や啓発活動
の事業内容の検討が必要である。

○ 概ね有効であった

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課事務事業

平成３０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
（平成32年）平成26年平成22年

19% 39% 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
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

3,000人

②疾病予防の推進

母子保健地域組織育成支援事業
1,948 2,131 維持継続

健康づくり推進事業

健康増進課管理経費

経済的負担の軽減により、母子の健康増進及び疾病の早期発
見・治療を図るため、継続が必要な事業である。

乳幼児健康診査事業
26,439

こころの健康づくり事業

健康増進課

地域と子育て世帯とを繋ぐことにより、孤立化を防ぐと共に、地域社会
の希薄化に一定の効果があり、継続が必要な事業である。

11,390 10,914 維持継続

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
（平成32年）平成26年平成22年

51% 71% 80%

実績 目標
（平成32年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

平成３０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。

目標指標

実績
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32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 平成29年度

12,536人 11,870人 16,000人

2,151人 2,141人

食生活改善地域組織事業
1,306 健康増進課

地域組織との協働により、目的・目標・知識などが共有で
き、事業効果が大きい。

①健康づくりの推進

1,576 維持継続

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２次）」策定後、計画を進めて
いく上で必要な経費である。

326 445

341 314 維持継続 健康増進課

健康増進課

食育推進事業
-

26,468 維持継続 健康増進課

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。

妊婦健康診査事業
98,270 104,447 維持継続 健康増進課

90 維持継続 健康増進課

健康づくりの源である食育を広く普及するため、継続が必要な事
業である。
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②疾病予防の推進

養育医療給付事業
22,748 維持継続 健康増進課

法に基づく事業であり、必要な事業である。

18,015

健康増進課

法に定められた事業で、市民の疾病予防に必要な事業
である。

感染症予防事業
1,749 2,257 維持継続 健康増進課

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。

予防接種事業
406,293 395,698 維持継続

健康増進課

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

がん検診事業
71,161 76,072 維持継続 健康増進課

がんの早期発見・治療を行うための重要な事業であり、
継続が必要である。

健康診査事業
407 681 維持継続

③保健活動の充実

妊産婦保健指導事業
251 291 維持継続

保健センター管理業務
8,679 10,136 維持継続

乳幼児保健指導事業
2,450 2,501 維持継続

子育ての不安を解消し、乳幼児の健康保持・増進を図る
上で必要な事業である。

健康増進課

知識の共有、妊産婦の精神的な負担の緩和等、子育て
の孤立化に対して有効な事業である。

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。

健康増進事業
3,250 2,107 維持継続 健康増進課

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

健康増進課

健康増進課

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
12,305 12,137 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。

医師会等補助事業
6,892 6,892 維持継続

④医療体制の充実
健康増進課

地域医療の確保により、安心・安全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
43,920 43,031 維持継続 健康増進課

市民が安心・安全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
11,730 12,500 維持継続

健康増進課

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

32,040 41,637 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

大幅に遅れている

有効であった
概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評価
コメント

　市民の健康づくりを推進するため第二次健康増進計画に基づき、がん検診や健康教育、健康相談等
を地域・学校・職域等関係機関と連携しながら行なっていく必要がある。今後も社会情勢の変化に応じた
乳幼児から高齢者までの健康づくりを推進していく。
　がん検診事業については、がん検診受診率向上に向けて啓発を行っているが中々受診率向上につな
がらない。今後も引き続き市広報や啓発チラシ、健康教育など様々な場を活用し、また健康マイレージ事
業と併せて啓発を継続して行っていく必要がある。
　医療体制については、今後も医師会等関係機関と情報共有しながら市民が安心・安全な生活を送れる
よう啓発活動を行なっていく必要がある。

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）

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）

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

想定以上に進んでいる
想定どおりに進んでいる
少し遅れている

市民のニーズや社会情勢に応じて事業を実施しており、
概ね有効であった。

○

コメント

評　価

評価
コメント

医療・保健サービスの充実を目指す施策の基本方針に
沿って、想定どおりに進んでいる。

○
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

実績 目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

1,519人 1,565人 1,800人

- 15地域 15地域

平成３０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。

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
（平成32年）平成26年平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

31% 49% 60%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）福祉活動ボランティア登録者数（年間）

個別地域福祉活動計画策定地域数（延べ数）

①地域福祉活動の促進

民生委員児童委員関係事業
25,597 25,620 維持継続

行旅病人死亡人困窮者援護事業
70 788 維持継続

社会福祉協議会関係事業
61,821 72,521 維持継続

罹災者救助援護事業
360 438 維持継続

社会福祉課

法に定められ、地域福祉の中心的役割を担う民生委員
の活動は、今後も重要性が高まると見られる。

戦傷病者戦没者遺族等援護事業
3,379 2,655 維持継続 社会福祉課

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。

社会福祉課

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。

社会福祉課関係経費
3,986 941 維持継続 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。

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のものである。

防府市地域福祉計画推進事業
55 293 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。

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
2,387 2,413 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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
基本方針をベースに、地域福祉の推進を着実に進めて
おり、想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる

概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　市と防府市社会福祉協議会は、地域福祉を総合的に推進するための基本計画として「防府市地域福
祉計画」と、地域福祉の推進を目的とした住民の活動・行動計画として「防府市地域福祉活動計画」を平
成２８年３月に策定した。この計画に基づき、市民、地域、行政がそれぞれの立場で連携し合い、施策を
着実に推進する必要がある。
　また、地域福祉活動の促進を図るため、防府市社会福祉協議会の活動基盤を強化するとともに、民生
委員児童委員と連携し、地域における相談支援体制の充実を図る。

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
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。

○
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

市民満足度
「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

平成29年度

2,488人 3,166人

460件 821件

平成21年度 平成29年度

こども相談室相談件数（年間）

親子ふれあい広場事業
380 427 維持継続

子育て支援課

周辺地域に親子が集う場を提供し、孤立化を防ぎ、交流
を図るため必要な事業である。

子育て支援課

子育て支援課の各種事務事業を行うため、必要な事業
である。

子育て世代包括支援センター運
営事業

9,553

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標
（平成32年度）

目標
（平成32年）平成26年平成22年

29% 48% 65%
実績

4,000人
実績

1,200件

詳細施策

子育てサロン運営事業

子育て支援課

平成３０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
（平成32年度）

実績

平成21年度 平成29年度

681人 915人 1,300人

事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円）

子育て短期支援事業
306 749 維持継続 子育て支援課

法に基づく事業で、緊急時や親の勤務等の理由で、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。

目標
（平成32年度）平成21年度

①子育て支援サービス等の
充実

子育て支援課

親子が集い、交流できる場を中心部で提供するために
必要な事業である。

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。

ファミリーサポートセンター運営事
業

8,296 8,578 維持継続 子育て支援課

法に基づく事業で、子育て中の親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
1,512 1,512 維持継続

13,606 維持継続

3,250 3,289 維持継続

3,620 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。

子育て支援課管理経費
30,058
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多子世帯保育料等軽減事業
1,226

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。

221,643

子育て支援課

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拡充が必要
な事業である。

117 維持継続 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。

19,103 拡大 子育て支援課

子育てと仕事の両立を図るため、拡充が必要な事業で
ある。

児童遊園管理事業
都市計画課

1,500 拡大

拡大

多子世帯応援給付金支給事業
37,751 35,060 維持継続

病児保育事業
16,607

社会福祉施設整備補助事業
96,860 176,802 維持継続

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。

留守家庭児童学級運営事業
227,229

8,668

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。

乳幼児医療費支給事業
251,349 255,719 維持継続

782 維持継続

ＰＲ強化、施設整備補助金の募集を再検討し更なる登
録数の増加を目指す。

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。

600 800 維持改善

新たな婚活イベント補助メニュー（セミナー等）やイベント
開催の促進をする必要がある。

いのちの誕生支援事業
10,669 10,970 維持継続 健康増進課

少子化対策の一環となる事業である。

子育て支援課
婚活支援事業

10,013 維持継続

子育て支援課

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。

民間保育サービス施設助成事業
42

児童の健全育成及び地域住民の交流の場として必要で
ある。

助産扶助費支給事業
260 728 維持継続

こども医療費支給事業
190,298 190,926 維持継続

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。

子育て支援課

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
向上を図るため子育て支援策として必要な事業である。

子育て支援課

児童手当支給事業
1,896,559 1,918,981 維持継続

赤ちゃんの駅整備事業
847

②保育サービスの充実

①子育て支援サービス等の
充実

児童遊園内の除草、清掃、遊具の修理や更新、点検
等、適正な維持管理を継続する必要がある。

児童館運営事業
6,682

子育て支援課

9,064 維持継続 社会福祉課
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勝間留守家庭児童学級建設事業
- 22,935 維持継続 子育て支援課

校舎の改築に伴い、改築し、児童の健全育成並びに保育
環境の充実を図るために必要な事業である。

大道留守家庭児童学級建設事業
- 28,777 維持継続 子育て支援課

校舎の改築に伴い、改築し、児童の健全育成並びに保育
環境の充実を図るために必要な事業である。

市立保育所管理・運営業務
109,845 95,130 維持継続 子育て支援課

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。

中関留守家庭児童学級建設事業
- 3,295 維持継続 子育て支援課

校舎の改修に伴い、校舎内へ移設するとともに、１学級増設し、児童
の健全育成並びに保育環境の充実を図るために必要な事業である。

市立認定こども園管理・運営業務
- 30,283 維持継続 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。

子育て支援課

地域子育て支援事業
98,204 117,739 維持継続 子育て支援課

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。

社会福祉課17,803 25,317 維持継続

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。

維持継続
子どものための教育・保育給付事
業

3,534,865 3,697,742

子どもの居場所づくりになっており、また保護者において
も安心し預けられる場所として期待されている。

子育て支援課

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。

こども相談室運営事業
6,716 6,889 維持継続

里親支援事業
277 404 維持継続 子育て支援課

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。

留守家庭児童クラブ事業

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、
子育て中の親を支援するために必要な事業である。

要保護児童対策地域協議会運営
事業

799 1,137 維持継続 子育て支援課

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

養育支援訪問事業
5,662 5,661 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。

児童扶養手当支給事業
491,996 528,280 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
9,327 12,738

③要保護児童等への対策
の推進

②保育サービスの充実

母子父子寡婦福祉資金支給事業
2,024 2,058 維持継続 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。

維持継続

25



Check　施策評価
　

想定以上に進んでいる
想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

有効であった
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

ひとり親家庭医療費支給事業
67,333 72,479 維持継続 子育て支援課

コメント

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、概ね
有効な施策の推進を行うことができた。一方、要保護児童等に
対する相談体制や支援の充実を進めていく必要がある。

○

評　価

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、
それぞれの子育て家庭の状況に応じ、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。

○

　平成３０年３月に中間年度・見直しを行った「防府市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子どもや
子育てをめぐる様々な課題を解決するため、引き続き事業計画に掲げる施策を着実に進めていく必要が
ある。
　子育て支援サービス等の充実については、国・県制度に基づく各種事業を確実に実施していくととも
に、関係機関・関係団体等と連携し、結婚から妊娠・出産・子育て等に対する支援に取り組む。
　保育サービスの充実については、子ども・子育て支援新制度への対応を着実に進めるとともに、引き続
き留守家庭児童学級等の充実を図る。
　要保護児童等への対策の推進については、要保護児童対策地域協議会を核とする関係機関との連携
を強化するとともに、国・県の動向を注視しながら、児童虐待に対する体制の強化に取り組む。

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）

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

母子生活支援施設措置事業
21,148 27,315 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。③要保護児童等への対策

の推進

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
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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

実績 目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

- 82% 90%

- 5,055 6,000人

平成３０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。

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
（平成32年）平成26年平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

28% 48% 60%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32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

老人福祉施設整備補助事業
9,303

介護保険事業の運営のため継続して必要な事業であ
る。

総務管理費
16,409 20,961 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。

4,485 維持継続 高齢福祉課

「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。

介護保険事業特別会計繰出金

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。

介護サービス等利用者対策事業
7,560 7,239 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。

5,439

趣旨普及費
151 908 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。

地域包括支援センター相談件数（年間）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度
27,244件 38,106 39,000件

①介護サービスの充実

1,495,613 1,565,342 維持継続 高齢福祉課

介護認定審査会費
85,728 83,761 維持継続 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
4,560 維持継続
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予備費
0 791 維持継続 高齢福祉課

介護保険制度の運営に関して必要な経費である。

高齢福祉課

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。

その他諸費
11,720 14,817 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。

介護予防サービス等諸費
420,362 240,895 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
31,193 36,582 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。

高額介護サービス等費
203,661 204,600 維持継続

高齢福祉課

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

特定入所者介護サービス等費
315,299 332,902 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
92,372 9,546 維持継続

②介護予防・地域ケアの推
進

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。

償還金及び還付加算金
57,026 205,525 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
336 291 維持継続

①介護サービスの充実

介護サービス等諸費
8,717,126 9,144,678 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

高齢福祉課の運営に必要な経費である。

在日外国人等福祉給付金給付事
業

240 240 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
2,030 612 維持継続

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。

高齢者福祉関係業務
302 402 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
165,505 176,638 維持継続

高齢者日常生活用具給付等事業
112 238 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。

28



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

8,429 9,672 維持継続 高齢福祉課

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。

介護予防・日常生活支援総合事
業費

226,433 465,239 維持継続 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
で今後も継続が必要な事業である。

②介護予防・地域ケアの推
進

高齢福祉課

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。

寝具乾燥事業
1,227 1,288 維持継続

高齢福祉課

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。

地域福祉推進事業
2,897 3,245 維持継続

はり、きゅう施術助成事業
4,084 4,704 維持継続 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。

敬老祝金支給事業
6,736 7,993 維持改善 高齢福祉課

高齢者の長寿を祝福し記念品を贈呈しているが、記念品の必
要性について見直し、検討が必要である。

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。

訪問理美容サービス事業
8 40 維持継続

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。

敬老会助成事業
20,108 21,856 維持改善 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。

離島要援護高齢者対策事業
351 540 維持継続

645 維持継続 高齢福祉課

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。

福祉電話貸与事業
694 842 維持継続 高齢福祉課

単身高齢者が安心・安全な在宅での生活を継続するた
めに必要な事業である。

老人福祉法適用措置事業
213

包括的支援事業・任意事業費
38,558 230,997 維持継続 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。

その他諸費
1,066 2,460 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。

介護予防支援事業費
467 234 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
321 507 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

高齢福祉課

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
のため必要であるが、施設自体は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
5,063 5,080 維持改善 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。

老人憩の家維持管理事業
6,293 5,918 維持改善

大幅に遅れている

③生涯現役社会づくりの推
進

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

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

○

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　平成３０年３月に「第８次防府市高齢者保健福祉計画（第７期介護保険事業計画）」（計画期間：平成３０
年度から３年間）を策定した。
　今後は、この計画に基づき、地域包括ケアシステムを強化し、保健・医療・福祉をはじめとする各分野と
連携を図ることにより、総合的に高齢者保健福祉施策を推進するとともに、地域共生社会の実現に向け
た「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制の整備を進めていく必要がある。
　多くの施策は、国の方針に基づいて実施される事業であるが、今後も引き続き、介護サービス等の充実
を図るとともに、地域包括支援センターを核とした関係機関等とのネットワークづくりを進め、介護予防・地
域ケアに係る様々な事業を着実に推進していく。

有効であった
評価

コメント

事業の大半が、国の方針に基づいて実施される分野で
あり、高齢化により事業規模が今後も拡大していく見込
みである。施策としては、概ね有効であった。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
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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
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

11,745時間 7,238時間 15,000時間

84人 68人 150人

①地域生活の支援

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円）

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 目標
（平成32年）平成26年平成22年

21% 39% 50%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

平成３０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。

維持改善 障害福祉課

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。

障害者福祉関係業務
42,228 17,536 維持継続

事業の方向性H30予算（千円） 担当課
評価コメント

障害福祉課

障害福祉事業を円滑に行うために必要な事業である。

身体障害者福祉センター外４施
設管理運営事業

26,773 35,225

障害者福祉都市推進事業
664 748 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。

福祉援護団体育成費補助事業

障害者医療費給付事業
148,566 122,919 維持継続 障害福祉課

法に基づく事業で、障害者・障害児の日常生活の安定
を図るため継続して実施する必要がある。

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
1,737,088 1,783,515 維持継続

障害福祉課

障害者等の団体の活動を支援し、障害者同士及び一般
市民との社会交流を深める機会として必要である。

650 650 維持継続

障害児支援給付事業
368,860 454,529 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。

障害児（者）措置事業
0 148 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。

②障害者にやさしい環境づ
くりの推進
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Check　施策評価
　

想定以上に進んでいる
想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

有効であった
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

外出支援助成事業
24,039 24,545 維持継続 障害福祉課

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。

心身障害者（児）扶養共済掛金助
成事業

1,127 1,437 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
97,913 103,777 維持継続 障害福祉課

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

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。

重度心身障害者医療費支給事業
514,618 546,998 維持継続

特別障害者手当等給付事業
40,743 41,000 維持継続 障害福祉課

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。

維持継続 障害福祉課

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。

身体障害者福祉電話貸与事業
83 105 維持継続 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。

障害者就労ワークステーション運
営事業

評価
コメント

対象者のニーズ等を把握しながら事業を進めており、事
業の構成・規模は概ね適正であり、成果も概ね有効であ
る。

○

評　価

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想定どお
り進行している。

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

○

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

③社会参加の促進と生活
能力向上の支援

障害福祉課

防府市福祉年金支給事業
15,880 16,500 維持継続 障害福祉課

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。

生活支援用具給付事業
27,034 25,650 維持継続

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。

5,761 8,656 維持継続 障害福祉課

障害者雇用の促進を図り、障害者の社会進出のモデル
形成のため継続して実施する必要がある。

ひきこもりサポーター派遣事業
82 335
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Action　課題及び今後の取組

コメント

　平成３０年３月に「防府市障害福祉計画（第５期計画）」及び「防府市障害児福祉計画（第１期計画）」
（計画期間：平成３０年度から３年間）を策定した。
　今後は、この計画に基づき、「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」を目指して、様々な施策に取り組んでいく必要がある。
　そのため、障害福祉サービス等の充実を図るとともに、福祉的な就労や一般就労など障害者の就労を
促す取組を進める。また、地域共生社会の実現に向けた取組を進めるとともに、相談支援体制の充実に
も取り組む。

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組
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（白紙）

34



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

国民健康保険人間ドック受診者数（年間）

国民健康保険料の収納率（現年度分）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

1,068人 １，４５６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。

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

目標指標

①低所得者福祉の充実

生活困窮者自立支援事業

扶助費支給事業

実績
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32年度）

維持継続 社会福祉課

3,789

事務事業評価
H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課

評価コメント

11,915 16,387 維持継続 社会福祉課

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% 95% 95%

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

平成３０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
（平成32年）平成26年平成22年

29% 48% 60%

1,266,478 1,172,337 維持継続

生活保護関係業務
1,975 維持継続 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。

扶助費支給事務費
8,376 11,624

保険年金課

国民健康保険法に基づいた事業を円滑に行うために必
要な経費である。

総務管理費（一般管理費、連合
会負担金）

51,293 48,467 維持継続 保険年金課

国民健康保険事業の円滑な運営に係る事務経費であ
る。

国民健康保険事業特別会計繰出
金

1,076,913 1,102,017 維持継続

維持継続
保険年金課

収納課
各事業を運営するための財源となる保険料の賦課徴収
に係る必要な経費である。

運営協議会費
149 272 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
に必要な経費である。

徴収費
10,713 12,979

②国民健康保険制度の適
正な運営
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維持継続 保険年金課

被保険者に国民健康保険事業の広報を行うためのもの
であり、今後も継続すべき事業である。

出産育児諸費
31,245 50,426 維持継続 保険年金課

移送費
0 2

被保険者の出産に寄与するものであり、今後も継続すべ
き事業である。

被保険者に保険給付を行うものであり、今後も継続すべ
き事業である。

療養諸費
7,993,919 8,118,803 維持継続

維持継続 保険年金課

被保険者に保険給付を行うものであり、今後も継続すべ
き事業である。

830,180 維持継続 保険年金課

国民健康保険財政の基盤を安定強化するため継続が
必要な事業である。

保険年金課

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

③国民年金制度の周知 国民年金業務
8,391 13,405 維持継続

法に基づき実施される事業で、後期高齢者が安心して
医療費等を受診するために必要な経費である。

償還金及び還付加算金
79,440 169,638 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清
算のため必要な事業である。

予備費
0 261,756 維持継続 保険年金課

保険給付費等の不測の支出に対応するための費用であ
り必要な事業である。

医療給付費納付金
- 2,138,006 維持継続 保険年金課

医療費等の保険給付を県が行うため、医療費水準や所
得水準等を考慮して県から示された納付金である。

673,697 維持継続 保険年金課

保健事業費
90,077 108,192

趣旨普及費
691 821

被保険者の健康保持増進、医療機関受診の適正化の
啓発の推進のため継続すべき事業である。

維持継続

介護納付金
451,392 202,214 維持継続 保険年金課

法に基づいた各保険者が実施する事業であり、福祉の
増進のため継続すべき事業である。

保険年金課

被保険者に保険給付を行うものであり、今後も継続すべ
き事業である。

高額療養費
1,207,594 1,239,601 維持継続 保険年金課

②国民健康保険制度の適
正な運営

基金積立金
90

維持継続 保険年金課

特定健康診査等事業費
50,506 81,031 保険年金課

被保険者の疾病予防・早期発見・早期治療により、将来
の医療費の抑制に繋げるため継続が必要である。

保険年金課

被保険者の葬祭執行に給付されるものであり、今後も継
続すべき事業である。

葬祭費
9,850 11,300 維持継続

後期高齢者支援金等納付金
1,378,412
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

1,550 維持継続 保険年金課

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

1,363,226 維持継続 保険年金課

法で定められた負担率及び市町別占有率による負担金
と広域連合の事務費であり必要な経費である。

④高齢者医療制度の適正
な運営

後期高齢者医療事業特別会計繰
出金

437,305 476,855 維持継続 保険年金課

償還金及び還付加算金
2,526

総務管理費（後期高齢者医療保
険業務）

8,116 18,492 維持継続 保険年金課

後期高齢者医療保険業務を円滑に行うために必要な経
費である。

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

後期高齢者医療広域連合納付金
1,709,613 1,862,741 維持継続 保険年金課

法に基づき実施される事業であり、継続が必要である。

徴収費
2,875 3,414 維持継続

保険年金課
収納課

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

後期高齢者医療負担金
1,354,098

想定どおりに進んでいる
少し遅れている

予備費
- 33,000 維持継続 保険年金課

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予備費である。

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及び今後の取組

　低所得者福祉の充実を図るため、関係機関と連携を取りながら、各種事業を実施していく必要がある。
　生活保護世帯の自立を支援するため、就労支援などの適切な指導に努める。また、生活困窮者世帯の
自立を支援するため、自立相談支援事業等を行っていく。
　国民健康保険については、医療費の適正化のため、保健事業の取組を更に強化する必要がある。平
成３０年に策定した「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、特定保健指導や腎症
重症化予防のための保健指導の実施により生活習慣病の予防にも取り組んでいく。

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント
目標指標は中間目標を上回っており、順調に推移して
いる。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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
各法律に基づいた業務が行われており、計画どおりに施
策が推進されている。

○
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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

43% 100%

学校教育課

認定こども園の設置の促進を図り、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。

39,669 94,289

事務事業

8,757 維持継続 学校教育課

発達障害のある児童生徒の増加や、本事業を必要とする保護
者の要望が年々高まっているため、継続すべき事業である。

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。

864 864

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。

維持継続 学校教育課

保護者の負担軽減、負担格差是正を図り、全ての幼児
に適正な教育を受けさせるため、継続すべきである。

学校教育課維持継続

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

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

1.59%

100%

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

55% 63% 75%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）
1.41% 1.00%

平成３０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。

詳細施策
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

私立幼稚園特別支援教育費補助
事業

131 393 維持継続 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。

①幼児教育の充実

通級指導事業
8,603

幼稚園就園奨励費補助事業
3,008 4,177

幼稚園連盟補助事業

学校教育課管理経費
3,595 3,628 維持継続 学校教育課

学校教育課の事務事業遂行に必要な経費である。

学校法人助成事業
9,703 10,160 維持継続 学校教育課

学校法人の経営基盤の安定を図るために必要な事業で
ある。

教育委員会運営費
231 301 維持継続

維持継続

②小・中学校教育の質の向
上
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168 179

7,720 維持継続 学校教育課

学校教育課

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、解
決を図るために継続すべき事業である。

小中学校教育研究事業
4,273 3,346 維持継続 学校教育課

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。

学校支援員派遣事業
49,364 51,017

特別な支援を要する児童生徒の増加に対応し、適正な
教育環境を確保するため、継続すべきである。

維持継続 学校教育課

茜島シーサイドスクール事業
766 985 維持継続 学校教育課

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。

維持継続 学校教育課

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

教育指導管理業務
3,657 6,489 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。

知能検査・学力検査事業
7,020 8,042

維持継続

維持継続 学校教育課

児童生徒の個を生かす教育の推進や指導方法の工夫
改善を図るため、継続すべき事業である。

学校教育課

学校教育課

音楽を通じた児童生徒の豊かな人間性形成を図るた
め、継続すべき事業である。

小中学校音楽発表事業
1,333 1,426

外国語活動事業
24,800 38,230 拡大 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、拡大すべき事業である。

学校教育課

保護者・地域住民・学校の信頼関係を深め、学校運営
の改善を目指すため、継続すべき事業である。

研究指定校事業・教育研究プロ
ジェクト事業

3,021 2,257

障害のある児童生徒に関する教
育支援事業

2,424

各種大会参加等補助事業
4,514

障害のある児童生徒等に対し、必要な教育的支援を行
うため、継続すべき事業である。

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。

よりよい学級づくりサポート事業
2,037 2,380 維持継続 学校教育課

学級の現状に関する調査結果を分析・活用し、学級内で生じ
ている諸問題を早期に解決するため、継続すべき事業である。

学校図書館活用促進事業
13,018 13,350 拡大

2,413 維持継続

教育上の諸課題に対応し、教育活動についての理解や授業
力の向上を図り、学力の向上を図るため継続すべきである。

地域と育む学び舎づくり事業
1,084 872 維持継続

教育総務課

児童生徒の読書環境を整備し、学習活動を支援するた
めに、拡充すべき事業である。

スクールカウンセリング事業
5,998 6,887 維持継続

②小・中学校教育の質の向
上
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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。

維持継続 学校教育課

1,272

185 381

学校教育課

不登校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

防府市教育“夢”プロジェクト事業
628 945 維持継続 学校教育課

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。

小中一貫教育推進事業
7,247 8,016 維持継続 学校教育課

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。

1,955

不登校児童・生徒専任指導事業
6,445 6,419 維持継続

生徒指導問題対策事業
161 156 維持継続

在宅生徒学習指導事業
2,047 2,118 維持継続

不登校児童生徒の学力定着及び進路選択肢の確保を
図るため、継続すべき事業である。

児童生徒の指導上の諸問題に対し、未然防止や早期対
応を図るため継続すべき事業である。

学校教育課

児童生徒の不登校に対応するため、継続すべき事業で
ある。

維持継続
生活安心相談事業

1,925

学校教育課

就学援助（給食）事業
83,851 89,000 維持継続 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。

小学校就学援助事業
31,172 27,065 維持継続

小学校教科書・指導書整備事業
942 11,356 維持継続

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。

2,761 維持継続 学校教育課

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。

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。

中学校就学援助事業
41,033 36,054 維持継続

維持継続 学校教育課

321

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

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。

就学援助（医療）事業
136

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。

中学校特別支援教育就学援助事
業

481 1,598

中学校教科書・指導書整備事業

学校教育課

特別支援教育給食費補助事業
3,248 4,873

②小・中学校教育の質の向
上

維持継続

小学校特別支援教育就学援助事
業
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教育総務課管理経費
81,236 82,928 維持継続 教育総務課

教育委員会事務局を運営するために事業継続の必要が
ある。

野島教員住宅管理事業
6 306 維持改善 教育総務課

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。

小学校管理業務
維持継続

教育総務課
学校教育課

175,477 174,668

スクールバス運行事業
408 601

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 教育総務課

小学校施設管理事業
69,219 73,482 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。

小学校運営事業
27,849 29,031 維持継続 教育総務課

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
110,291 191,241 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。

教育総務課

対象となる学校の工事を完了した。

大道小学校改築事業
98,218 262,291 維持継続 教育総務課

勝間小学校改築事業
183,184 520,257 維持継続 教育総務課

耐震性がなく老朽化が著しい校舎を改築するために継
続して実施すべき事業である。

維持継続
小学校教材用品整備事業

耐震性がなく老朽化が著しい校舎を改築するために継
続して実施すべき事業である。

遠距離通学する児童にとっての安全・安心な通学環境
を整えるため継続して実施すべき事業である。

教育総務課
小学校空調設備整備事業

- 35,000 維持継続

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。

校舎等外壁改修事業
245,721 64,045 維持継続 教育総務課

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

中関小学校改築事業
428,888 1,157,613 維持継続 教育総務課

耐震性がなく老朽化が著しい校舎を改築するために継
続して実施すべき事業である。

中学校屋内運動場天井等落下防
止対策事業

48,390 120,270

③小・中学校教育の環境整
備

-

-

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
学校教育課

対象となる学校の工事を完了した。

小学校屋内運動場天井等落下防
止対策事業

87,563 55,300 教育総務課

18,409 17,579
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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。

47,456 38,249 維持継続 学校教育課

18,849 維持継続 学校教育課

安全・安心でおいしい給食を提供し、児童生徒の健全な
育成に資するため、継続して行われるべき事業である。

教育総務課
学校教育課

学校教育課

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。

学校給食実施事業

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。

中学校管理業務
維持継続

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。

小学校理科備品整備事業
1,363 1,692 維持継続 学校教育課

中学校施設整備事業
23,101 教育総務課

74,987 78,591

16,838 20,418

中学校運営事業
19,950 20,274 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。

6,607 維持継続

教育総務課

26,274 20,917

日本スポーツ振興センター災害
共済事業

15,443

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。

62,511 66,103 維持継続 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。

32,019 36,238 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。

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。

中学校理科備品整備事業
2,056 2,532

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。

小学校パソコン等管理事業

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。

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。

学校教育課

維持継続

給食センター運営事業
143,172 167,241 維持継続 学校教育課

中学校パソコン等管理事業
維持継続 学校教育課

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。

維持継続

学校保健事業

196,714 215,377

小学校給食施設改善・食器更新
事業

中学校教材用品整備事業
維持継続

中学校施設管理事業

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。

③小・中学校教育の環境整
備

中学校空調設備整備事業
- 22,000 維持継続

3,221 5,250
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

有効でなかった

○

概ね有効であった
あまり有効でなかった

④高校・高等教育の充実
- - 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
想定どおりに進んでいる 評価

コメント
教育の質の向上が推進され、学校施設の整備等は計画
的に進めている。施策としては順調に進んでいる。

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

教育現場の実情に合わせて拡充されている事業も多く、児童生徒
の教育環境の整備、学校施設の整備等は計画的に進められてお
り、概ね有効であったと考えられる。

○

学校法人助成事業（再掲）

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　現在、最優先課題であった耐震化事業ついては、校舎改築による耐震化が平成３１年度に完了する
が、学校施設の老朽化に対応し、児童生徒の安全を確保するため、学校内のプールや遊具などのさま
ざまな設備についても定期的な点検・補修を引き続き実施する。特に、学校施設にある危険ブロック塀に
ついては、なるべく早期に撤去・改修を行うこととしている。また、暑さ対策として全小中学校の普通教室
に空調設備を設置することとしており、計画的に事業実施する必要がある。
　学校教育の推進にあたっては、「防府市教育振興基本計画」の基本目標に基づき、学校運営協議会の
活性化を図り、地域とともにある学校づくりを引き続き推進することで、確かな学力や豊かな人間性を持
ち、郷土を愛する心を持った児童生徒を育んでいく。

少し遅れている

-

-

44



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

図書館館外個人貸出冊数（年間）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

維持改善 生涯学習課

家庭教育の向上を図り、各年齢期に応じた学習機会を提供するため、継
続して行うべき事業である。内容については検討を行う必要がある。

①生涯学習機会の充実

生涯学習フェスティバル事業

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。

人材養成・活用事業
2,052 2,177 維持改善 生涯学習課

人材バンク制度をより活用してもらうために、制度の見直
し及び周知を図る必要がある。

49件 72件 90件

657,109冊 586,898冊 800,000冊

維持継続 生涯学習課

市民からの多様な学習ニーズに対応するため、継続して
行うべき事業である。

613 624 維持改善

事務事業評価
H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課

評価コメント

生涯学習課

学習成果を発表する機会であり、生涯学習への意識啓発を図るため、継続し
て実施すべき事業であるが、内容の検討を行う必要がある。

226 230 維持継続 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

平成３０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。

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

35% 46% 60%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）
聞いて得するふるさと講座（出前講座）利用件
数（年間）

生涯学習推進協議会運営事業
96 118 維持改善 生涯学習課

生涯学習施策を推進するための機関であるが、会議のあり方等につ
いては検討を行う必要がある。

③社会教育活動の充実

社会教育活動推進事業
4,000 4,200 維持改善 生涯学習課

②生涯学習推進体制の整
備

生涯学習相談コーナー管理運営
事業

2,324 2,437

社会教育関係団体等育成事業
1,064 937 維持継続 生涯学習課

社会教育に関する公益的な活動を行い、社会教育の充実を図るために活動
し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。

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。

家庭教育推進事業
187 299
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図書館運営事業
193,944 193,110

維持継続

197 233 維持継続 生涯学習課

維持継続 教育総務課

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

人権学習市民セミナー開設事業

図書館ネットワーク事業

生涯学習課

野島漁村センター運営業務
2,019 2,268 維持継続 生涯学習課

教育総務課

④社会教育施設の充実

⑤図書館の充実

維持継続

50,001 44,306 維持継続

生涯学習の中核的施設として機能を果たすため、継続
すべき事業である。

地域住民の教養の向上や、健康・福祉の増進、地域活
動の充実を図るため、継続すべき事業である。

社会教育指導員活動推進事業
33,783 34,137 維持継続 生涯学習課

学習ニーズの高度化・多様化や地域・学校との連携を図
るため、継続すべき事業である。

公民館活動推進事業
74,554 73,653 維持継続

③社会教育活動の充実

小野公民館建替事業
4,147 5,000 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。

施設の充実を図るとともに、地域住民の社会教育を充実
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
72,921 85,979 維持継続 生涯学習課

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。

公民館・学供管理業務

向島公民館建替事業
45,189 54,515 維持継続 生涯学習課

向島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。

生涯学習課

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。

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。

人権学習推進事業
18,730 19,755 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。

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。

8,850 7,596

教育集会所管理事業
2,285 2,037

生涯学習課

⑥人権学習の推進

生涯学習課

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。

人権学習推進委員運営事業
476 592 維持継続 生涯学習課

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

教育集会所講座開設事業
2,127 2,180 維持継続
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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）

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

評価
コメント

○

　生涯学習については、「第二次防府市生涯学習推進計画（学ぼうやプラン2）」に基づき、各種事業、施
策を実施しており、今後は、市民ニーズに合わせたメニューの設定や制度の効果的な周知を行う必要が
ある。
　また、地域の拠点施設となる公民館は、社会教育施設であるとともに避難所としての施設であることから
「防府市公共施設マネジメント基本方針」を踏まえ、施設の複合化を図りつつ、地元住民の理解を得なが
ら整備を進めていく。
　子ども達の読書活動については、市立図書館と学校図書館とのネットワークを活用した図書（資料）の
効率的な活用や平成３１年度に改訂予定の子ども読書活動推進計画策定の中で検討を深めることで活
性化を図る。
　また、基本的人権尊重の視点に立った人権教育を推進するため、さまざまな学習機会の提供に努める
とともに、防府市人権学習推進市民会議や人権学習推進委員との更なる連携を図る。

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

コメント

想定以上に進んでいる
想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

有効であった

○

市民の生涯学習機会の充実のため、施設の整備や社会
教育活動を推進したほか、市立図書館の学校支援図書
の活用や学校図書館間での蔵書の相互貸借により、授
業における学校図書館の活用が広がりを見せている。

評　価

評価
コメント

生涯学習社会の実現に向けて多様な事務事業を展開しており、市民
の生涯学習機会の充実が図られている。市立図書館は、生涯学習
サークルや他の施設との協働によるサービスの向上を進め、市立図
書館と学校図書館の横断検索システムにより、資料の共有化が進み
利活用できている。
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

青少年活動諸事業
1,049

勤労青少年ホーム管理事業
38 124 縮小 生涯学習課

根拠法である「勤労青少年福祉法」の改正により、事業
の実施について検討を行う必要がある。

生涯学習課

青少年団体支援事業
3,056 3,375 維持継続

維持継続

青少年の健全育成を図り、地域での見守り活動を推進
するため、継続して行うべき事業である。

生涯学習課

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 目標

（平成32年度）

①家庭教育機能の強化

青少年相談事業
4,177 4,293 維持継続 生涯学習課

相談できる場を提供し、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。

0 79 維持継続

平成29年度

地域における家庭教育支援総合
推進事業

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性

平成22年
22% 32% 45%

実績
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32年度）

「青少年の健全育成や非行防止活動などが十
分行われている」と思う市民の割合

実績 目標
（平成32年）

平成３０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。

担当課
評価コメント

市民満足度 平成26年

③青少年活動の推進

2,199人 2,012人 2,700人

4か所 15か所 15か所

子ども安全安心対策事業
222 222 維持継続 生涯学習課

子どもの安全安心を確保するため、継続すべき必要な
事業である。

成人式運営事業
1,365 1,466 維持継続 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
に継続すべき事業である。

生涯学習課

平成21年度

1,096 維持継続

青少年の健全育成及びボランティア活動の促進のた
め、継続すべき事業である。

生涯学習課

就学期子育て講座での学習機会の提供や学校を拠点と
した家庭教育の支援等を行っていく事業である。

②地域活動の促進

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必要な事業である。

非行防止・環境浄化事業
1,410 1,434
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

維持改善 生涯学習課

大幅に遅れている

想定以上に進んでいる
青少年の健全育成に向けて、地域や家庭の連携を通じ
た取組みが推進されており、施策は着実に進められてい
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）

放課後子ども教室数の増加に伴う運営方法の改善に向けて、また地
域の自主的な運営が容易となるよう検討を行う必要がある。

評価
コメント

○
少し遅れている

③青少年活動の推進 地域学校協働活動推進事業
9,452 8,486

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　青少年を取り巻く環境がさまざまに変化している中で、青少年の健全育成を推進するには、行政、関係
機関・団体、家庭、学校、地域の連携が重要であり、関係機関との更なる連携強化を図り、総合相談体制
の充実及び情報モラル教育などに取り組んでいく。特に青少年の健全育成にあたっては、家庭教育機
能の強化が必要であり、「家庭教育支援チーム」によるさまざまな取組を更に広げていく必要がある。
　各地域においては、子どものみまもり活動などが活発に行われており、行政からも引き続き支援してい
きたい。
　また、全ての地区に開設された放課後子ども教室では、さまざまな取組が行われている。。
　今後も関係機関が連携して青少年や青少年団体の活動を支援し、思いやりを持ち創造性豊かな青少
年の育成を図る。

有効であった
評価

コメント
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。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる

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

0団体 3団体

市民だれもが参加できるイベントを開催し、スポーツに親しめる機会を
提供できることから、必要な事業である。

4,563 4,479 維持継続 文化・スポーツ課

790 973

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

（平成32年度）平成21年度

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

37% 49% 60%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

平成29年度

254,000人 521,499人 600,000人

-

平成３０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。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

文化・スポーツ課16,101 16,202 維持継続

①スポーツ活動の推進

市スポーツの一大イベントとして、またメディアを通じ市のＰＲにもつながること
から、必要な事業である。コースの見直しについて協議中である。

各種スポーツ活動推進事業

防府読売マラソン大会開催事業

児童生徒の水泳技法の習得のみでなく、海に親しみ自信
を養う良い機会を提供できることから、必要な事業である。

維持継続 文化・スポーツ課

文化・スポーツ課

生涯スポーツ･地域スポーツ推進のため、必要な事業である。スポーツ推進委
員間の情報共有により、地域スポーツの一層の推進が必要である。

1,500 維持継続 文化・スポーツ課

サイクルスポーツの振興による交流人口の拡大、地域活
性化のため、必要な事業である。

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、必要な事業である。

体育施設運営事業
141,481 153,387 維持継続

富海水泳講習会開催事業

サイクル県やまぐちプロジェクト促
進事業

-

地域スポーツの推進において有効な事業であり、継続
実施する必要がある。

②スポーツ団体の支援・育
成

スポーツ団体等支援事業
14,951 16,252 維持継続 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、必要な事業である。

1,698 維持継続
学校施設開放事業

1,565

1,675 2,077 維持継続
スポーツ推進委員活動事業

③スポーツ施設の充実
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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及び今後の取組

　「２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催に伴う、セルビアバレーボールチームの事前
合宿の受け入れにより、世界トップチームのバレーボールに間近で触れることでの感動体験を通じて、ま
た人工芝多目的グラウンドの整備に伴い、大規模な大会が開催されることで、これまで以上に、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し、スポーツ人口の拡大に取り組んでいく。
　体育施設については、比較的新しい施設が多いものの、劣化状況を踏まえ、計画的な保全対策が求
められる。

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント

指定管理者や防府市体育協会等との連携により、ス
ポーツを「する」「観る」機会の提供により、市のスポーツ
推進のため概ね有効であった。

○ 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）

あまり有効でなかった

想定以上に進んでいる

少し遅れている
評価

コメント

施策の基本方針、防府市スポーツ推進計画に基づき各種事業を実
施し、想定どおりに進んでいる。今後、東京オリンピック・パラリンピッ
ク、ホストタウン推進事業に多くの市民が参画することで、スポーツに
よる地域活性化が見込まれる。

想定どおりに進んでいる○

有効でなかった

52



Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

市民満足度

「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
（平成32年）平成26年平成22年

31% 44% 55%
実績

平成22年 平成26年
目標

（平成32年）
13% 25% 35%

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性

平成３０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。

担当課
評価コメント

目標指標
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度
529人 460人 1,000人

国際交流事業参加者数（年間）

文化施設利用者数（年間）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度
189,000人 204,479人

②文化・芸術団体の支援・
育成

文化・芸術団体育成事業
1,286 3,521 維持継続

320,000人

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
に必要な事業である。

①文化・芸術活動の推進 青少年劇場事業
1,070 1,333 維持継続

防府市文化協会助成事業
5,700 6,400 維持継続 文化・スポーツ課

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必要な事業である。

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ある。

青少年科学館管理事業
22,797 9,950

地域交流センター管理事業
1,291 15,260 維持継続

維持継続 文化・スポーツ課

公会堂管理事業
93,960 500 維持継続 文化・スポーツ課

広く集会の場として使用し、市民の福祉を増進、生活文化の向上に資するた
め必要な事業である。施設の老朽化による補修等が必要である。

山頭火ふるさと館管理事業
44,396 37,502 維持継続

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
進するため、必要な事業である。また、魅力ある科学館として発信していくため、施設及び
展示物の更新が必要である。

文化・スポーツ課

駅前の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１８年経過しており、計画的な施設の改修が必要である。

文化・スポーツ課

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しており必
要な事業である。

③文化施設の充実

53



Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

③文化施設の充実

公会堂整備事業
- 85,801 維持継続

文化施設運営事業
284,682 314,172 維持継続

文化施設を一括して指定管理者に管理運営させることで、多彩な事
業展開により文化・芸術の振興に寄与しており必要な事業である。

文化・スポーツ課

施設の耐震補強及び大規模改修を行うことで、安全性を高めると同時に、施設全体のバリ
アフリー化を実施し、来館者がより快適に利用できる施設とするため必要な事業である。

文化・スポーツ課

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おり、想定どおりに進ん
でいる。

○

④国際交流の推進

市民活動推進課

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の人
材の育成を推進するため、継続すべき事業である。

多彩な交流活動事業
9,517 30,859 維持継続 市民活動推進課

互いの国際理解及び国際協調を深め、また、多文化と共生で
きるまちづくりに貢献するため、継続して実施する。

姉妹都市国際交流事業
17,144 4,463 維持継続

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　市民文化のシンボル的な役割をもつ公会堂については、耐震化と長寿命化に向けた改修を進めてい
く。
　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、国際交流事業については、「２０２０東京オリンピック・パラリンピック競技大
会」のセルビアバレーボールチームのホストタウンとして、日本初公開となるニコラテスラ展の開催や、引
き続きモンロー市との姉妹都市交流事業を進めていく。
　また、山頭火ふるさと館については、指定管理者との連携を図り、山頭火の顕彰を行うとともに、多くの
方に来館してもらえるように、展示の充実や自由律俳句の拠点として様々な企画を進めていく。

有効であった
評価

コメント

文化・芸術に親しむ機会の提供、施設整備を進めてお
り、市の文化・芸術振興のため概ね有効であった。な
お、今後各施設の老朽化により計画的な施設改修が必
要と思われる。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

史跡周防国衙跡の公有地化率

17,179 文化財課

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。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

文化財課

歴史を観光の柱にする本市にとって、発掘調査による研
究の進展は必要であり、継続すべき事業である。

文化財課

維持継続

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

平成３０年度　行政評価調書

施　策 文化財の保護・継承 整理番号 ３－６

政　策 豊かな心の育みと文化の薫りにあふれるまちづくり

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。

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

48% 56% 70%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）市指定文化財件数（延べ数）

文化財課

貴重な歴史遺産である英雲荘の価値を高め、保存・活
用するために必要な事業である。

②文化財の保存・整備

平成29年度

58件 64件 68件

83% 95% 96%

27,592

史跡萩往還三田尻御茶屋（英雲
荘）保存修理事業

15,973 34,705 維持継続

文化財課

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。

周防国府跡等発掘調査事業
19,660

実績 目標
（平成32年度）平成21年度

46,380

有形民俗文化財保存修理事業
58,295 53 維持継続

①文化財の調査

文化財保護管理事業
48,028 38,200 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。

防府市歴史文化基本構想策定事
業

5,035 2,014 維持継続 文化財課

文化財を周辺環境も含めて総合的に保存・活用していく
方策を示し、地域づくりに繋ぐため必要な事業である。

緊急発掘調査受託事業
5,545 維持継続

文化財活用事業
110 7,315 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。

③文化財の活用

11,826 維持継続 文化財課

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
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

文化財郷土資料館運営事業
14,972 16,759 維持継続 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。

英雲荘運営事業
11,442 13,158 維持継続 文化財課

本市の重要な歴史文化施設であり、観光施設としての魅
力を発信するために継続すべき事業である。

大幅に遅れている

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

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

市内各所にある文化財の調査・保存活用にむけて、計
画的に事業を実施しているが、まだ多くの時間を必要と
しており、今後も継続して事業を進める必要がある。

○

③文化財の活用

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　本市にある多くの文化財を的確に把握し、適正な保護に努めるとともに、計画的な修復により文化財の
保存及び継承を図り、その活用についても十分に検討していく。
　また、、観光部門とも連携して本市の多くの文化財を広く情報発信し、郷土の歴史や文化に対する理解
を市内外に深めていく。
　今年度、市内の文化財（指定・未指定にかかわらず）をその周辺環境まで含めて総合的に保存・活用
するための「防府市歴史文化基本構想」を策定を終えるが、基本構想に基づいた実効性のある計画づく
りに取り掛かる。

有効であった
評価

コメント

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

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
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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

目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

農地中間管理機構事業

維持継続

農林水産振興課

農林水産振興課

5,321 7,466 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

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。

維持継続 農林水産振興課

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

①農業経営基盤の強化

農業振興地域整備促進事業
90 1,335 維持継続

人・農地問題解決加速化支援事
業

701 1,102 維持継続

農林水産振興課管理経費

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。

認定農業者等経営規模拡大支援
事業

56% 64% 80%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

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。

実績

1,500 1,500 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。

耕作放棄地対策として一定の効果が発揮されており、今
後も継続して実施していくべき事業である。

農林水産振興課

目標指標

農地利用集積割合（認定農業者・特定農業法
人等管理水田面積割合）

特定農業法人数（延べ数）

24%

平成３０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。

28% 50%

2団体 3団体 5団体

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
（平成32年）平成26年平成22年

経営所得安定対策直接支払推進
事業

249 250

山口型放牧推進事業
10 10 維持継続

中山間地域等直接支払制度事業
8,192 8,192

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。

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。

3,442 4,174 維持継続
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農地集積協力金交付事業
2,646 7,253 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。

鳥獣被害防止対策事業
2,039 1,514 維持継続 農林水産振興課

イノシシ侵入防止柵の設置を支援する事業であり、農作
物等への被害防止・軽減のため継続すべき事業である。

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。

農業振興対策業務
5,195 5,723

有害鳥獣対策事業
5,495 6,160 維持継続

農業委員会事務局

国有農地を適切に管理するため、必要な事業である。

農業委員会運営費
1,265 2,477 維持継続 農業委員会事務局

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。

自作農創設促進事業
8 6 維持継続

農林水産振興課

イノシシ等の有害鳥獣の増加により、農業被害等の拡大が
懸念されるため維持すべき事業である。

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。

農業近代化資金利子補給事業
302 1,052 維持継続

①農業経営基盤の強化

②担い手の育成

機構集積支援事業
851 1,298 維持継続 農業委員会事務局

農地中間管理事業に必要な農地台帳の精度向上のた
め、必要な事業である。

農地情報管理システム整備事業
324 675 維持継続 農業委員会事務局

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

農業者年金業務委託事業
174 186 維持継続 農業委員会事務局

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。

新規就農者支援事業
32,925 43,161 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。

担い手育成総合支援事業
144 144 維持継続

施設の老朽化が著しいため、施設存廃を検討する必要
がある。

と場事業特別会計繰出金
11,407 12,122 維持改善 生活安全課

事業を円滑に実施するための必要経費である。施設の
老朽化が進んでおり、存廃について検討が必要である。

と場事業費
12,595 13,087 維持改善 生活安全課

予備費（と場事業）
0 200 維持継続 生活安全課

不測の事態に対応するために必要な経費である。

③地産地消の推進
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青果市場事業特別会計繰出金
17,756 17,849 維持継続 農林水産振興課

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。

青果市場費
26,110 24,071 維持継続 農林水産振興課

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。

地産地消推進事業
377 383 維持継続 農林水産振興課

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。

農業施設管理事業
2,448 6,650 維持継続

予備費（青果市場）
0 2,000 維持継続

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

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。

農林水産振興課

農林漁港整備課

土地改良管理事業

畜産振興対策業務
4,583 4,183 維持継続 農林水産振興課

畜産物の安定生産と地域経済の活性化を図るため、継
続すべき事業である。

農業生産基盤の整備として必要な事業であり、今後も計
画的に実施すべきである。

土地改良施設維持管理適正化事
業

新規就業者受入体制整備事業
- 13,332 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。

県営土地改良事業
88,359 133,602 維持継続

農業経営基盤強化のために必要な事業であり、継続し
て実施すべきである。

④農業生産基盤の整備
維持改善 農林漁港整備課

市民ニーズが高く、補助事業の早期実施要望が多いた
め、早期対応を図る対策が必要である。

ため池等整備事業
1,997 10,200 維持継続 農林漁港整備課

決壊等の恐れのあるため池を整備するものであり、農地
保全や防災のために重要な事業である。

農林漁港整備課

16,641 維持継続 農林漁港整備課

維持継続

農道維持管理事業
2,983

農村公園管理事業

8,718 維持継続

農林漁港整備課

農道の安全性や利便性を向上させるために必要な事業
である。

2,119 2,105 維持継続 農林漁港整備課

農業集落居住者の日常的な健康増進と憩いの場を提供
しており、必要な事業である。

③地産地消の推進

6,427 7,926

農業生産基盤の維持管理に必要な事業であり、今後も
計画的に実施すべきである。

2,436

単独市費土地改良事業
49,694 50,000
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

少し遅れている

あまり有効でなかった

評価
コメント

想定どおりに進んでいる

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

 　近年、担い手の高齢化、営農意欲の低下や後継者不足などの要因により、耕作放棄地が増加してい
る状況に対して、農地中間管理機構の活用などにより農地等の利用の最適化を推進していくことが求め
られている。こうした中、山口県は、農業試験場及び林業指導センターを農業大学校に移転統合し、先
端技術の開発と、高度な技術を持つ即戦力人材の育成を一体的に行う「農林業の知と技の拠点」を形成
することとされた。　この新たな拠点が、本市に所在することとなる強みを最大限に活かせるように、充実し
た担い手の確保育成対策や、新規就農者の受け皿となることのできる集落営農法人等の経営体の育成
等を進めていく。
　老朽化した農業用施設に対しては、効率的な機能保全対策を講じる必要があるため、農業生産基盤の
計画的な整備に引き続き取り組んでいく。

大幅に遅れている

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

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

有効であった
評価

コメント

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

○ 概ね有効であった

農業の振興に関する事業を計画に沿って進めている。
○

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

Check　施策評価
　

平成22年
15% 25% 35%

平成３０年度　行政評価調書

施　策 林業の振興 整理番号 ４－２

目標
（平成32年度）

5,200m

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
平成21年度 平成29年度

実績 目標
（平成32年）平成26年

目標
（平成32年度）民有林造林面積（延べ面積）

4ha 4.11ｈａ 10ha

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

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 平成29年度
4,100m 4,948ｍ

②林業生産基盤の整備

農林水産振興課

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。

588 627 維持継続 農林漁港整備課

維持継続
①林業経営支援の充実 林業振興業務

836 1,440

地域の資源を最大限に活用できるよう林道の整備を行っ
ており、継続すべき事業である。

普通林道開設事業

評価
コメント

あまり有効でなかった

森林所有者の施策意欲向上のため、引き続き環境整備
を行う。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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
ＣＬＴの普及、地球温暖化対策、地域振興等の側面か
ら、重要性が高まる事業である。

○ 概ね有効であった

有効でなかった

林道維持管理事業
4,531 8,758 維持継続 農林漁港整備課

林業の振興のために実施すべき事業である。
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Action　課題及び今後の取組

　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。
　本市の林業経営体のほとんどが小規模経営体のため、森林組合等の関係団体と連携強化を図り、平
成３１年度から交付される森林環境譲与税等を活用し、森林の適切な管理や木材の利用に繋がる林業
活性化等に努める。

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組
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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

担当課
評価コメント

水産総合交流施設管理運営事業
139,684 50,847 維持継続 農林水産振興課

市が所有する潮彩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。

住民の生活環境の向上を図るとともに、野島漁港及び周
辺水域の汚濁を防止するため、実施すべき事業である。

野島地区漁業集落排水事業
7,342 7,950 維持継続

漁港施設維持管理事業

漁業後継者不足の解消のために必要な事業であり、継
続すべき事業である。

農林漁港整備課

①水産業生産力の強化

水産振興業務
4,301 5,839 維持継続

ニューフィッシャー確保育成推進
事業

2,235 7,420 維持継続

農林水産振興課

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、継続べき事業である。

漁業近代化資金利子補給事業
169 240 維持継続 農林水産振興課

県と実施する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。

農林水産振興課

9,620

平成３０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。

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

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

33% 45% 55%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）漁港機能保全整備箇所数（延べ数）
- 2漁港2漁港

目標指標

農林漁港整備課

海岸保全施設の老朽化に伴う整備については、延命化を図ることで効率的に
実施しており、今後も優先順位の高い施設から計画的に実施すべきである。

維持継続28,023

29,406

漁港を適正に維持管理するために実施しなければなら
ない事業である。

維持継続

農林漁港整備課

維持継続 農林漁港整備課

漁港施設の老朽化に伴う整備については、今後も計画
的に実施すべきである。

28,030

②水産基盤の整備 水産基盤ストックマネジメント事業
91,081 154,787

漁村生活環境基盤整備事業
2,981 9,167 維持継続 農林漁港整備課

漁港集落の地区内道路、水路の整備を行うことで生活
環境の向上を図る事業であり、実施すべきである。

漁港海岸堤防等老朽化対策事業
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

向島排水対策事業
20,870 71,213 維持継続 農林漁港整備課

高潮対策に資する排水ポンプ施設の整備であり、生活環境の
向上及び防災機能の強化のために必要な事業である。

　漁業就業者の高齢化や著しい後継者不足から漁業労働者が減少し、さらに漁獲量の減少等、漁業経
営を取り巻く環境は、一段と厳しさが増している。
　このような中、水産物の安定供給のためには、水産資源の保護・繁殖を図るなど水産生産力の強化が
必要である。そのため、「道の駅 潮彩市場防府」を活用して、鱧などの地元水産物のブランド力の向上や
消費拡大を図り、漁業経営の安定化と、漁業後継者の育成に取り組んでいく。
　また、老朽化が進行している漁港施設は、平成２３年度から機能保全対策に取り組むとともに、平成２６
年度から漁港海岸堤防等の老朽化対策にも計画的に取り組んでおり、引き続き、漁業基盤の機能確保と
漁港背後地の防護機能の維持管理に取り組んでいく。

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

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
各事業とも関係機関の連携・協力もあり、概ね有効に機
能しており、予算規模も適正であった。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった

②水産基盤の整備

想定どおりに進んでいる

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
各事業とも関係機関の連携・協力もあり、概ね計画に
沿って進めている。

○
少し遅れている

有効でなかった
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

市民満足度
「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

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

実績 目標
（平成32年）平成26年

実績 目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

3件 ３件 5件

12社 46社 50社

平成３０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。

平成22年
22% 38% 50%

実績
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32年度）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）

雇用を生み出し、人口増加に繋がる重要な事業であり、社会情勢や
企業ニーズの変化にあわせ、事業内容の見直しを検討する。

商工振興課

中小企業の育成・振興を図るために必要な事業であり、他の制
度との連携など、事業内容の見直しを検討する。

地場産業育成事業
48,800 49,000 維持継続 商工振興課

地場産業の育成振興を図るため、継続する。

中小企業育成事業
365,162 504,043 維持改善

商工振興課
①企業誘致の推進

②地場産業・既存企業・中
小企業の育成

企業誘致推進事業
227,319 220,223 維持改善

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

- - - -

-

③新たな産業の育成

地場産業育成事業（再掲）
- - - 商工振興課

-

店舗リフォーム助成事業
10,402 11,000 - 商工振興課

景気動向を注視し、今後の事業実施について検討する
必要がある。

商工振興課

景気動向を注視し、今後の事業実施について検討する
必要がある。

中小企業育成事業（再掲）
- - - 商工振興課

住宅リフォーム助成事業
53,791 55,000 -

-
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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及び今後の取組

　本市には自動車関連企業が集積しており、製造業を中心とした工業が本市の経済の発展を支える重
要な役割を担っている。今後も、工業の成長を持続させるため、関係機関と連携しながら、積極的な訪問
活動等により企業のニーズや動向の把握に努め、新規事業展開等の支援や企業誘致を進める。「防府
テクノタウン」及び「防府第二テクノタウン」については、団地造成事業者である大和ハウス工業㈱との協
力協定に基づき、誘致活動に取り組む。
　また、中小企業・小規模事業者は、生産性向上、従業員確保、事業承継など複雑化、多様化した経営
課題に直面していることから、商工会議所等の中小企業支援機関の連携を強化し、相談機能をはじめと
する中小企業の支援策の充実に努める。

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント

目標指標は順調に推移しており、一定の成果が得られ
ているが、国・県等の施策と連携した取組について検討
する必要がある。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

少し遅れている
評価

コメント
概ね想定どおりに施策は進んでいるが、国・県等の施策と連携
した取組について検討する必要がある。

○ 想定どおりに進んでいる

あまり有効でなかった
有効でなかった
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

商店街の回遊性の向上も含めた中心市街地の賑わいの創出、中心
市街地の活性化を図るため、事業内容の見直しを検討する。

③中心市街地の活性化

13,500人

②商店街の活性化

①経営基盤の充実

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

28% 39% 50%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

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

目標指標

都市計画課

魅力ある都市核を形成し、持続可能なまちづくりを計画
的に進めていくことが必要である。

中心市街地活性化事業
21,754

平成３０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。

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

中心市街地の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）
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

5店 39店 30店

10,415人 10,346人

-

-

中心市街地活性化事業
- 12,429 維持継続

商工振興課

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。

商店街活性化事業
3,263 6,050 維持改善 商工振興課

商店街の回遊性の向上を図るため、中心市街地活性化
事業と連携した事業実施等の検討が必要である。

商工振興課管理経費
1,094 1,235 維持継続

23,444 維持改善 商工振興課

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

- - -
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

概ね有効であった
あまり有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　市外から進出する多くの大規模小売店舗やサービス業が市周辺部へ出店していることや、商店街等で
の後継者不足による廃業などにより、中心市街地は空き店舗や空き事務所が目立つ状況下にある。これ
に対し、商工会議所や各商店街等と協力して、賑わい創出に努め、まちなか商業の活性化を図る。
　また、魅力ある都市核を形成し、持続可能なまちづくりを計画的に進めていくことが必要であり、計画的
に中心市街地の活性化を図っていく方針である。

少し遅れている
大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント

目標指標は順調に推移しており、一定の成果が得られ
ているが、商店街を含む中心市街地の回遊性の向上と
活性化を図るための取組について検討する必要がある。

○

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

概ね想定どおりに施策は進んでいるが、中心市街地に
おける空き店舗等は依然として目立つ状況であり、出店
者の定着を促進するための取組を検討する必要がある。

○ 想定どおりに進んでいる

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

海水浴場管理事業
16,344 27,715 維持改善 おもてなし観光課

市民の夏場の憩いの場の提供及び賑わい創出のため、今後も
改善を図りながら事業継続が必要である。

実績 目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

サイクリングターミナル管理事業
4,040 1,850 維持改善 おもてなし観光課

施設の老朽化等により、利用者数の減少に歯止めがかかっていな
い。本施設の有意性を活かした顧客の掘り起こしをする必要がある。

三田尻塩田記念産業公園管理運
営事業

9,195 8,354 維持継続

678,000人 2,195,385人 2,200,000人

22店 27店 40店

観光振興広告宣伝事業
13,734 11,926 維持改善 おもてなし観光課

本市の知名度向上及び誘客のため、全国に向けＰＲす
る必要がある。

おもてなし観光課

広域、専門分野での取組等、必要な経費であり、市内観
光ＰＲによる誘客を図ることが必要である。

近隣市町と連携した広域観光プロモーションによって、知名度向上及び誘客
を図るため、効果的な事業を検討する必要がある。

おもてなし観光課

（一社）防府観光コンベンション協会へ組織改編し、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
る。

おもてなし観光課

市の歴史研究及び観光に寄与しているため、継続すべ
き事業である。

平成３０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。

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
（平成32年）平成26年平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

17% 27% 40%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32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）

おもてなし観光課

①観光地づくり

おもてなし観光課

観光情報館(コア銀座）管理事業
1,119 1,120 縮小

平成29年度から防府市観光ボランティアガイドの会の活動拠点を同施設にす
るなど、施設の利用高度化を図っているが、更なる検討が必要である。

②宣伝・受入れ体制の充実

観光協会助成事業
29,895 34,135 維持改善

観光関連団体等連携・助成事業
6,065 6,715 維持改善

観光振興協定事業
1,178 1,364 維持改善

69



Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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、今後も改善を図りながら事業継続すべきである。

まちの駅管理運営事業
19,547 20,043

明治維新１５０年事業
1,730 5,851 - おもてなし観光課

平成30年度をもって事業が終了する。

有効でなかった

おもてなし観光課

本市の周遊観光の促進、滞在時間の増加を図るものであり、最終的に補助金なしでの運行を目指してい
るが、補助金が旅行代金の一部を補填するに留まっており、事業実施が顧客満足度の向上に繋がって
いない。事業効果が低いため、平成30年度をもって廃止する。

観光バス運行事業

概ね有効であった

2,499

観光地魅力創造事業
4,143 27,334 縮小 おもてなし観光課

事業費の節減を図るとともに、インバウンド誘客等の未着
手施策にも取り組む。

900 廃止
③市内周遊観光の促進

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　平成３０年度は、明治維新１５０年を記念した取組として、「体験プログラム」の提供によって観光客をも
てなす「ほうふ幸せます　まち博」の開催や、山口県の「山口ゆめ花博」により、秋の行楽シーズンには、
多くの観光客が本市を訪れた。しかし、他県での防府市の知名度が低いことから、更なる交流人口の拡
大を図るためには、本市の魅力を国内外に発信していく必要がある。
　今後、平成３０年度に発足した「防府観光コンベンション協会」と緊密に連携し、本市の歴史的価値のあ
る観光資源を活かして、誘客活動に取り組んでいく。

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
事業の展開により、主に人材育成、組織強化の点で具
体的な効果が現れている。

○

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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
第二次防府市観光振興基本計画に掲げる事業を計画
通り展開している。

○ 想定どおりに進んでいる

あまり有効でなかった

縮小

観光施設等管理事業
17,382 2,734 拡大 おもてなし観光課

観光客受入環境の充実をさらに図るため、拡充が必要
な事業である。

②宣伝・受入れ体制の充実
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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

高齢者の就業機会確保と能力活用のため、事業を継続
する。

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%63%

商工振興課

雇用環境等社会情勢の変化への対応や他の制度との
連携など、事業内容の見直しを図る。

雇用安定事業
維持改善

平成29年度
目標

（平成32年度）

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。

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年市民満足度

「働く場所がたくさんあり、働きやすい環境が
整っている」と思う市民の割合

平成３０年度　行政評価調書

施　策 労働環境の向上 整理番号 ４－７

目標指標

8%

7,875 維持継続

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

防府地域職業訓練センター運営
事業

8,066

17% 30%
実績

平成21年度

商工振興課

雇用環境等社会情勢の変化への対応や他の制度との
連携など、事業内容の見直しを図る。

①雇用の安定

6,734 5,654

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、コスト削減を図っている。

②勤労者福祉の向上
16,467 維持継続

女性の活躍応援・人材確保支援
事業

55,368 48,776 縮小

商工振興課

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、コスト削減を図っている。

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

8,339

シルバー人材センター助成事業
10,948 10,153 維持継続

勤労者福祉向上事業
23,451 23,625 維持継続 商工振興課

71



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及び今後の取組

　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おり、対策が求められている。ま
た一方で、 若者や女性、高齢者などあらゆる世代が、それぞれの意欲に応じて、一層能力を発揮して働
ける社会の実現が求められている。今後、関係機関との連携も視野にいれた総合的な就労支援対策に
取組むとともに、誰もが働きやすい職場環境の形成を促進する「働き方改革」を、より一層推進する。

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント

目標指標は順調に推移しており、一定の成果が得られ
ているが、環境の変化への対応や他の制度との連携な
ど、見直しが必要である。

○ 概ね有効であった

有効でなかった

○ 想定どおりに進んでいる

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）

あまり有効でなかった

少し遅れている

想定以上に進んでいる
評価

コメント

少子高齢化により、生産者人口の減少が課題となってい
るが、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の施策は想定どおり進
んでいる。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成３０年度　行政評価調書

施　策 地域情報化の推進 整理番号 ５－１

施策の
基本方針

　行政における情報システムの整備を進めるとともに、誰もが快適に利用できるユビキタスネットワークを
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
（平成32年）平成26年平成22年

30% 36% 50%

防府市ホームページアクセス回数（年間）
- 3,912,751件 4,500,000回

目標指標
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

①電子市役所の推進

情報システム再構築事業
241,483 204,973

ネットワーク管理事業
7,454 18,045

電子市役所推進事業
3,543 11,069

ＩＣＴ推進課

再構築に係るシステム構築を平成２６年度に完了し、マイナンバー制度に係る改修を２９年度に完了する
とともに同年７月に情報連携を開始した。今後は、運用必要により制度改正等に対応するための改修を
行う。

電子計算機運用管理事業
93,813 100,901 維持継続 ＩＣＴ推進課

行政事務に必要不可欠であり、今後は自治体クラウド等、行政情報シ
ステムのより経済的、効率的な運用等を検討する必要がある。

維持継続

維持改善

公式HPについて、利用者の目線に立った情報掲載がな
されるよう、引き続き指導を行っていく必要がある。

- -

維持継続 ＩＣＴ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。また、庁
舎建設に合わせネットワークの見直し等が必要である。

情報発信課
ＩＣＴ推進課課

有効でなかった

学校教育課

-

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

７市町によるやまぐち自治体クラウド協議会での基幹系業務システムの共
同調達業務を開始するなど、行政情報システムのより経済的、効率的な
運用等を検討している。また、カレンダー機能の活用や掲載方法の指導
など、公式HPでのわかりやすい情報発信に向けた取組を行っている。

○ 想定どおりに進んでいる

②ＩＣＴ（情報通信技術）利
活用の推進

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）

-

少し遅れている
大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント

庁内の情報通信環境の整備は、計画どおり進められている。ま
た、各課によるHP編集が定着しているため、カレンダー機能の活
用など、指導による効果が上がっている。今後はセキュリティの観
点などからCMSのバージョンアップ等について検討が必要。

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

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　行政情報システムの更なる経済的、効率的な運用を目指し、システムの共同利用を行うため、自治体ク
ラウド構築の取組を進めるとともに、シンクライアントシステムを導入し、災害時の業務継続体制や情報セ
キュリティ対策の強化を図る。
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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

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
（平成32年）平成26年平成22年

50% 57% 70%

平成３０年度　行政評価調書

施　策 広域交通ネットワークの整備 整理番号 ５－２

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

施策の
基本方針

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

目標指標 都市計画道路の整備進捗率
52% 54% 56%

実績
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

都市計画課管理経費
19,360 15,389 維持継続 都市計画課

都市計画マスタープランを軸に、今後、立地適正化計画や条
例改正等を進め、有効かつ適正な土地利用を誘導する。

①国道・県道の整備促進 幹線道路整備促進事業
245

都市計画事業予定地で既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。

道路課

②都市計画道路の整備

県街路整備事業
58,039

継続経費として、今後も必要である。

30,000 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。

407 維持継続

新橋牟礼線道路改築事業
259,934 361,868 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
に継続すべき事業である。

単市街路整備事業
746 894 維持継続 道路課

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。

河川港湾課

港湾施設及び背後地の環境改善を図り、人々が集い楽しめる
場とするため拡大すべき事業である。

港湾整備事業
85,746 148,795 拡大 河川港湾課

港湾整備計画に基づき実施する事業費の一部を負担す
るものであり、継続拡大すべきである。

港湾整備関連事業
840 1,775 拡大

③港湾の整備促進

③港湾の整備促進

港湾施設利用促進事業
55 55 維持継続 商工振興課
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

国・県の関係機関と連携し、計画的に国道や県道の整
備を行っている。また、県街路整備事業も概ね想定どお
りに進んでいる。

○

　新橋牟礼線道路改築事業については、市道新橋牟礼線の完成により、市中心部から牟礼地域に至る
周辺道路の交通混雑の緩和が見込まれており、着実な事業の推進が求められている。また、当該道路の
整備は、防府天満宮や毛利邸などの観光スポットへの快適なアクセスの確保のためにも、非常に重要で
あることから、引き続き整備を推進していく。
　都市計画マスタープランを、平成３０年４月に策定したことから、今後この計画を実効性のあるものとする
ために、立地適正化計画の策定に取り組む。
　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産業振興を図るため、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
区の賑わいに創出や活性化策については、港湾管理者(県）や港湾関係事業者と連携し、継続的に取り
組んでいくこととしている。

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

有効であった
評価

コメント

都市計画マスタープランに示した将来都市構造を実現
するためには、更に整備を進める必要がある。道路は計
画的に整備事業が進められており、概ね有効である。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

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

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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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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

27% 38% 50%

69%

63,615
単市道路新設改良事業

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

43% 51% 65%
実績

平成22年 平成26年
目標

（平成32年）

1,988 2,231 維持継続

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

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

安全な交通環境の確保と利便性の向上を図るために継
続すべき事業である。

道路課

維持継続

11,946 維持継続 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。

平成３０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。

市民満足度

「安全に通行できる生活道路が整備されてい
る」と思う市民の割合

「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

H29決算（千円） H30予算（千円）

道路課

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

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。
道路課管理経費

72% 74%
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度
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

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

420,000人 316,000人 330,000人

①生活道路の整備

210,291 維持継続

事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

市道維持補修事業
129,959 151,293 維持継続

道路相談室管理経費
7 1,976

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。

道路橋りょう管理業務
10,270

認定外道路整備事業
3,856 4,000 維持継続

私道改良・舗装工事補助事業
1,000 1,400 維持継続
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佐波川睦美橋架替事業
133,976 184,000 維持継続 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。

高齢者等バス・タクシー運賃助成
事業

33,757 42,560

道路課

159,863 152,093

防府第二テクノタウンと県道等を直結する道路を建設すること
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。

橋りょう維持事業

維持継続

-
総合政策課

市民活動推進課

道路課

踏切部の歩道新設による歩行者の安全確保、車道拡幅による
交通混雑の解消を図るために継続すべき事業である。

36,043 維持継続 道路課

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。

1,170

生活安全課

維持継続 都市計画課

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

富海駅周辺施設管理事業
富海地区の利便性を保つため、維持継続する必要があ
る。

③生活交通システムの充実

持続可能な公共交通の実現のため、市民・交通事業者・行政等、関
係する主体が適切な役割分担のもと、推進していく必要がある。

公共交通対策事業

維持改善

自らの移動手段を持たない高齢者等に対する移動支援であり、継
続して実施する必要がある。

大道駅周辺施設管理事業
5,254 5,319 維持継続 都市計画課

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。

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
事業であるが、より効率的な管理体制を検討する必要がある。

生活安全課

市営駐車場を維持管理し、利用者の利便性の向上を図
る必要がある。

④離島航路の確保 生活交通対策事業（再掲）
- -

防府駅周辺施設等管理事業
12,572 14,253

- 354

-

7,716 7,775

維持継続 都市計画課

駐車場機器の故障等、緊急的な事態が生じた場合に対
応するために必要な経費である。

駐輪場事業

予備費（駐車場事業）

②駐車場・駐輪場の整備

維持継続 総合政策課

4,388 維持継続 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。

総合政策課
市民活動推進課

17,268

道路課

橋梁の長寿命化計画に基づき補修・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。

四ノ桝三ノ桝線外１路線道路改築
事業

- 83,000

36,966 維持継続

駐車場事業費
3,150 3,114 維持改善

0

①生活道路の整備

維持継続

20,144 維持継続
下河内中河内線道路改良事業

7,729

130,159 209,793 維持継続

中塚真尾線道路改良事業

県道整備事業
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

あまり有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　橋りょう及び道路付属物の点検・診断等については、安全・安心の観点から、国が定める統一的な基準
により、５年に１回の頻度で、近接目視による全橋点検を実施することが義務付けられた。また、舗装、照
明灯等、構造が比較的単純なものについては、経年的な劣化に基づき適切な更新年数を設定し、点検・
更新することとされたことから、平成２７年度以降、計画的に実施している。なお、診断に当たっては、統
一的な基準のもとで健全度の判定区分を設定し、計画的に更新等に取り組むこととしている。
　生活交通については、「地域公共交通網形成計画」に基づき、市民・事業者・行政が一体となって、持
続可能な公共交通ネットワークの構築を図っていく。また、野島の離島航路の安定的な確保を図るため、
老朽化した予備船の新船建造に向けた取組を進めていく。

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

道路の整備等は計画的に進められているが、公共交通を取り
巻く環境は依然として厳しい状況にあり、持続可能な公共交通
の実現に向け、防府市地域公共交通網形成計画に基づき、取
組を推進する必要がある。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

市道の改良率は順調に推移している。路線バスの利用者は昨
年度より減少しており、市民・交通事業者・行政等、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。

○ 想定どおりに進んでいる

有効でなかった
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

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）

公共下水道整備率
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

59% 61% 63%

72% 82% 100%

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

67% 77% 80%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

平成３０年度　行政評価調書

施　策 上下水道の整備 整理番号 ５－４

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

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

詳細施策 事務事業
評価コメント

上下水道局
水道整備課

配水管網の安心・安全確保のため、継続する必要のある
事業である。

上下水道局
水道整備課

公衆衛生向上と生活環境改善を図るため、継続する必要のある事業である
が、地域状況や需要動向を踏まえて今後の面的整備を休止する。

目標指標

上下水道局
総務課

水道事業を円滑に実施するため、継続する必要のある
事業である。

①上水道の整備 第四期拡張事業経費
57,602 3,780 休止

事務事業評価
H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課

②上水道施設の維持・強化

水道事業会計繰出金
19,517 37,445 維持継続

施設改良事業経費
693,224 1,848,504 維持継続

86,251 維持継続
上下水道局

下水道整備課
下水の適正な処理は市の責務であり、計画的に事業を
進めている。

管渠施設整備事業経費
1,266,311 3,828,434 維持継続

維持継続
上下水道局

下水道整備課
公共用水域の保全のため必要な施設であり、長寿命化計画に沿って
改築・更新を継続して実施する必要のある事業である。

④下水道施設の維持・強化 公共下水道事業会計繰出金
1,091,947 1,066,197 維持継続

上下水道局
総務課

③下水道の整備

処理場施設整備事業経費
568,006 1,360,218

上下水道局
下水道整備課

生活環境改善のため必要な事業である。新工法の採用などにより、
今後の膨大な事業費を縮減する取組を継続する必要がある。

ポンプ場施設整備事業経費
37,576

公共下水道事業を円滑に実施するため、継続する必要
のある事業である。

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）

- - - -

-
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

　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
金収入は今後も減少すると見込まれる。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などの推進が求められており、収益には直接つながらない事業に多額の費用が必
要となることから、今後とも、公共性と経済性のバランスを取りながら、防府市水道ビジョンに沿って、効率
的な事業運営を行い、安全で安心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、国の交付金及び地方債を活用して計画的に供用
区域の拡大を進めているが、交付金関係の影響で供用開始の予定時期が遅れている。今後も、計画的・
効率的に整備を推進するとともに、老朽化した汚水管渠や処理場を適正に維持管理するため、長寿命
化計画等に基づき、改築・更新を実施していく。
　上下水道事業の業務の効率化や民間委託等の推進により、経営基盤の強化や経費節減に努め、更な
るお客様サービスの向上を図る。

コメント

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

あまり有効でなかった
有効でなかった

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

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

安全安心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、概ね有効であったと考える。

○ 概ね有効であった

評価
コメント

上水道については計画的に耐震化が進められており、また安
全安心な給水体制も着実に進められている。下水道整備につ
いては交付金の関係で目標達成は困難となり、また老朽化し
ている施設の計画的な更新が求められている。

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

②住環境の向上

実績 目標
（平成32年度）平成21年度 平成29年度

1棟 2棟 3棟

3件 31件 30件

18,050

建築課

建築課の業務を円滑に実施するために必要な事業であ
る。

市営住宅管理事業
90,093 91,781 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。

建築課管理経費
276

平成３０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
（平成32年）平成26年平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標

45% 62% 75%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32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）

1,507 維持継続

維持継続

①良質な公営住宅の提供

市有住宅管理事業
1,951 5,276 維持継続

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

市営住宅の維持管理上必要な改修工事等を行うもので
あり、安全性の確保などに必要な事業である。

市営住宅駐車場管理事業
955 1,139 維持継続 建築課

市営住宅の駐車場を適切に管理するために継続すべき
事業である。

市営住宅改良事業
13,878

公営住宅ストック総合改善事業
59,000

維持継続 建築課

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
5,548 8,907 維持継続 生活安全課

空き家問題解決のため、今後も引き続き、関係団体等とも連携した意識
啓発活動や所有者への支援を実施していく必要がある。

78,602 維持継続 建築課

建築課

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更新が必要である。

住宅・建築物耐震化促進事業
1,922 15,048
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

評価
コメント

防府市公営住宅等長寿命化計画に基づき市営住宅の修繕や改修を
行うとともに、建築行政に係る適切な審査・指導等を行っている。ま
た、関係事業者や専門家等と連携した支援を行うことで、所有者等自
らによる空き家の適正管理、利活用の促進を図っている。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

市民課

法に基づき、継続して台帳整備の事務費用を計上して
いく必要がある。

③住居表示の実施 住居表示管理業務
293 290 維持継続

19,422 20,000 縮小

②住環境の向上

建築課

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及び今後の取組

　市営住宅の老朽化が進んでいることから、今後も安定的な供給を図るために、平成２８年度に行った
「防府市公営住宅等長寿命化計画」の中間見直しに基づき、計画的な市営住宅の改修改善を行ってい
く。
　木造住宅の耐震診断については、平成２４年度から診断費を無料とするなど、積極的に取り組んでい
る。住宅の安全面から必要な事業であると考えており、継続して実施していく。
　管理不全な空き家の所有者への適切な指導を行うとともに、それらを発生させない取組として、専門知
識を有する団体や地域と連携した適正管理、利活用に関する相談体制の整備や意識啓発活動などを継
続して実施していく。

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

公営住宅の質を高め、長寿命化のための整備が着実に進んでいるほか、居
住の安全性や利便性に適した環境の整備も進んでいる。また、空き家の相談
案件について、関係事業者や専門家等と連携した所有者への働きかけ、危険
空き家解体費補助などにより、所有者等自らによる改善がおよそ５割となって
おり、概ね有効である。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

事業内容を移住・定住促進に重点を置いたものに見直
した上で実施する。

建築指導室管理経費
4,330 6,655 維持継続 建築課

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。

狭あい道路拡幅整備事業
0 1,416 維持継続 建築課

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。

三世代同居支援事業
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成３０年度　行政評価調書

施　策 景観の保全・形成 整理番号 ５－６

施策の
基本方針

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

市民満足度
「美しい景観やまちなみが数多く残されている」
と思う市民の割合

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

35% 46% 60%

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 平成29年度
目標

（平成32年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

景観形成事業
140 328

①景観保全意識の高揚
都市計画課

景観意識の高揚を図るため維持継続すべき経費であ
る。

44,268 49,000 維持継続 都市計画課

維持継続

河川港湾課

有効でなかった

都市再生整備計画事業
419,027

評価
コメント

道路修景整備事業及び事後評価は、概ね想定どおりの進捗であるが、事
後評価が整備途中での評価となるため今後フォローアップ調査が必要と
なる。また、佐波川かわまちづくり事業は計画変更により区域拡大した華
城・玉祖地区のかわまちづくり計画を推進するために国が設計を実施して
いる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

436,120 維持継続 都市計画課

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

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

良好な景観づくりに貢献していると認められる建物、風
景を募集・表彰した。また重要な景観軸である佐波川、
旧山陽道萩往還の整備を実施した。

○ 概ね有効であった

②景観の整備

佐波川かわまちづくり事業
61,634 136,577 維持継続

歴史的史跡や各種イベントと連携した地域住民や市民の
憩いの場となる施設を整備するため、継続すべきである。

市道樹木管理事業

最終年度に入り、道路修景整備事業に加え、事業評価業務を
実施している。

市道の安全・美化と様々な効用がある街路樹を適切に
管理するために維持継続すべき事業である。
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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及び今後の取組

　景観形成事業では、市民の景観意識の高揚を図るために実施する景観賞が第１０回を迎えたことから、
次のステップである「防府市景観１００選」へ進んで行くことが望まれる。
　都市再生整備計画事業では、平成３０年度が第二期の最終年度となることから、事業評価を実施し、次
期計画では引き続き市道新橋阿弥陀寺線の過剰交通抑制に取り組み、また、三田尻地区においては、
さらにワークショップ等を継続し整備の方向を探ることが重要となる。
　市道樹木管理事業については、良好な景観、安全面を配慮した維持管理が重要であることから、定期
的な樹木の監視・診断を行う必要がある。
　佐波川かわまちづくり事業は、社会資本整備総合交付金事業で行っている新橋地区が今年度で完了
することから、今後は市民への広報の充実や継続的にイベントを開催することにより、利用者数の増加を
目指す。
　また、新橋地区の整備が完了することにより、下流域の華城・玉祖地区へと取組みを進めていかなけれ
ばならない。
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

平成21年度 平成29年度
1,040本 1,500本 1,600本

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成３０年度　行政評価調書

施　策 公園・緑地の整備 整理番号 ５－７

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
（平成32年）平成26年平成22年

26% 36% 50%

目標指標

実績
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32年度）複合遊具設置公園数（延べ数）

4か所 8か所 11か所

記念植樹本数（延べ数）
実績 目標

（平成32年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

①都市公園・緑地の整備

公園整備事業
14,332

公園緑地管理事業
196,692

市民の憩いの場である公園、緑地等の維持管理を継続
して行う必要がある。

維持継続 都市計画課

利便性を保つため、計画的に公園の再整備を進める必
要がある。

196,250 維持継続

9,110

都市計画課

②緑化の推進 緑化推進事業
22,869 28,672

緑化推進と花木センターの運営にかかる経費であり、維
持継続する必要がある。

維持継続 都市計画課

地域主体で行う公園の管理は年々衰退しおり、業者委
託する箇所を増やさざるを得ない状況であるが、新たな
仕組みを講じる必要もある。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

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）

ほぼ想定どおりに業務を終了しているが、直営作業員の
人材不足が進むことが予想され、事業達成するために新
たな仕組みを検討する必要がある。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

有効であった
評価

コメント
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Action　課題及び今後の取組

　都市公園・緑地の管理・整備については、利用者の安全・安心の観点から中長期的な計画により進め
ていく必要がある。
　複合遊具や健康器具系施設の新設については、市民の要望も強いことから、計画どおり実施すること
が望ましい。
　緑化推進事業は、これまでどおり記念植樹、花苗の配布などを継続して実施できるよう、植樹候補地の
確保及び育苗体制の維持に努めていく必要がある。
  大平山山頂公園については、索道事業の廃止に伴い、市民に親しまれる都市公園として維持管理を
行うとともに、市民の憩いの場としての整備を行っていく。

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

政　策 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

平成３０年度　行政評価調書

施　策 適正な土地利用の推進 整理番号 ５－８

施策の
基本方針

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

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

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

17% 26% 40%

地籍調査進捗率
69% 75% 87%

目標指標
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

①土地利用の適正化

土地対策関係業務
402 385

56,879 維持継続

総務課

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
3,350 3,776 維持継続 道路課

法定外公共物の適正な管理に必要な継続すべき業務で
ある。

維持継続

有効でなかった

農林漁港整備課

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。

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
第６次国土調査事業１０箇年計画に基づき、概ね想定ど
おりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる

②地籍調査の推進 地籍調査事業
27,335

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　地籍調査事業は、平成２８年度から小野地域内の奈美地区（大字奈美）の調査を開始し、平成３１年度
は奈美地区及び中山地区の調査を実施する予定である。本市の未調査地区は、小野、右田、富海の山
林部であり、分間図等の公図が存在しない上、地権者の高齢化や継承不足等により境界確認が困難な
状況にある。今後も、資料の詮索・保存・現地情報の承継等の協力を関係者に要請するとともに、地権
者、推進員や地元との調査スケジュール調整を密にし、計画的に事業を進めていく必要がある。

少し遅れている
大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント
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る。

○ 概ね有効であった
あまり有効でなかった
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成３０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% 34% 50%

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

34% 46% 60%
実績

平成22年

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

目標指標
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度審議会等の女性委員割合
24% 30% 35%

平成26年
目標

（平成32年）

75,706 70,063 維持継続 社会福祉課

犯罪被害者等支援事業
650 1,388

社会福祉課

引き続き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、市民の人権擁護を図る。

人権推進事業
5,217 6,881 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。

人権擁護委員関係業務
571 572 維持継続

引き続き、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事業を行う。

男女共同参画推進事業
266 459 維持継続 社会福祉課

男女共同参画相談事業
2,038 2,097 維持継続 社会福祉課

保護や自立に向けた支援を行うべきもので、引き続き実
施すべき事業である。

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

引き続き犯罪被害者等の支援に必要な施策を実施す
る。

福祉センター運営業務

男女共に個性と能力を発揮することができる社会の実現にむ
けた啓発活動を行うもので、継続して実施すべきである。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　国際化、情報化などの社会情勢の変化により、インターネット上の人権侵害など新たな人権課題も生じ
ており、さらなる人権教育や人権啓発の推進が必要である。
　そのため、関係機関・関係団体等と連携を図り、啓発活動を進め、各種研修会等への市民参加を促進
する。また、教養や文化、生活相談に関する事業等を行う福祉センターの運営の充実にも取り組む。
　次に、男女共同参画社会づくりの推進については、平成３０年３月に「第５次男女共同参画推進計画
（計画期間：平成３０年度から３４年度）」を策定した。
　この計画の中に位置付けた「防府市女性活躍推進計画」及び「防府市ＤＶ対策基本計画」に基づき、
様々な施策を推進するとともに、男女共同参画に関する施策の一層の推進を図っていく。

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
適正な事業実施による成果が出ており、概ね有効であっ
た。

○ 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
市民満足度の向上が見られ、想定どおりに進んでいる。

○

92



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

15地域

149か所 153か所 160か所

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

36% 49% 60%
実績

平成21年度 平成29年度
目標

（平成32年度）

平成３０年度　行政評価調書

施　策 地域コミュニティ活動の推進 整理番号 ６－２

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

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。

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

市民活動推進課

高齢化の進む中、出張所の存続は地域の要望事項であ
るため、継続すべき事業である。

離島振興事業
2,352 6,974

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 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

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

- -

市民活動推進課

地域コミュニティ活動の拠点として、地区公共用施設は重要で
あり、地域からの要望に沿い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
3,258 4,842 拡大

①地域コミュニティ活動の
支援

ＵＪＩターン促進事業
2,059 2,110 維持改善 総合政策課

ＵＪＩターンを促進するため、より効果的な支援を検討す
る必要がある。

維持継続 市民活動推進課

人口減少や高齢化が著しい離島住民の生活の安定を
図るため、継続すべき事業である。

市民活動推進課

出張所管理業務
680 694 維持継続

コミュニティ推進連絡会議等助成
事業

2,600 2,600 維持継続

公民館を中心とした地域コミュニティ活動の支援のため
に必要な事業である。

自治会振興事業

中山間地域振興事業
43,912 76,532 維持継続 市民活動推進課

住民主体の地域づくり、中山間地域における人口定住
の促進を図るために必要な事業である。

地域コミュニティ構築推進事業
34 59 維持改善 市民活動推進課

多様化・複雑化する地域ニーズに主体的に対応するために必要な事業
であるが、地域の実情に合わせて事業の見直しをする必要がある。

72,650 73,579 維持継続 市民活動推進課

地域コミュニティ活動の中心的役割を果たす自治会の更
なる活性化を図るため、継続すべき事業である。
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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

地域コミュニティ活動に関する支援は想定どおりに進ん
でいるが、新たな地域コミュニティの構築については遅
れが生じている。

想定どおりに進んでいる

概ね有効であった
あまり有効でなかった
有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　「新たな地域コミュニティ組織」については、引き続き、中山間地域における「地域の夢プラン」づくりや
地域おこし協力隊員による活動など、地域の自主的な取組を支援していく中で、その構築に取り組む
きっかけづくりを進めていく予定である。
　地域コミュニティ活動の拠点となる地区集会施設整備の支援については、引き続き制度の見直しを図り
ながら実施していく。

○ 少し遅れている
大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント
地域コミュニティの重要性が増していく中、支援や施設
の充実などは概ね有効であったと考える。

○
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

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
（平成32年）平成26年平成22年

16% 20% 40%

目標指標

ＮＰＯ法人認証数（延べ数）
実績

平成21年度

平成３０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

市民活動支援センターの登録団体数（年間）
186団体 191団体

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

目標
（平成32年度）

30法人

実績
平成21年度 平成29年度

240団体

目標
（平成32年度）

平成29年度
20法人 32法人

- -

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

有効でなかった

市民活動推進課

-

②市民活動の促進 地域協働支援センター運営事業
107,667 107,668 維持改善 市民活動推進課

主体的な市民活動が展開できる体制を整えるためには、柔
軟な対応と継続的な事業展開がともに必要である。

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）

-

評価
コメント

市民活動の裾野拡充のため、市民活動支援センターの
登録団体数増加に向けた取組が求められる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　市民活動を継続していくために必要な情報発信等を行うとともに、市民活動を総合的に支援する中間
支援組織である市民活動支援センターの機能の充実を図っていく必要がある。

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

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント
市民活動支援センターの機能の充実を図るとともに、市
民活動の周知、啓発が求められる。

○ 概ね有効であった
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（白紙）
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

平成３０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%22%17%

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

53% 68% 80%
実績

平成22年 平成26年
目標

（平成32年）

目標指標
実績 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度公募委員がいる審議会等割合

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

50%12% 29%

情報公開管理事業
143 448 維持継続

より効果的な情報発信に向け、広報「ほうふ」を中心とし
た本市広報のあり方を抜本的に見直す必要がある。

広報業務
55,734 63,582 維持改善 情報発信課

市民参画協働推進事業

市政なんでも相談課

条例に基づくものであり、また行政への信頼確保のた
め、継続すべき事業である。

大学との連携協定に基づき実施しており、地域活性化に
寄与する事業であるため、継続すべき事業である。

市民参画協働推進事業（再掲）
- - - 市民活動推進課

-

学公連携推進事業
1,000 1,510 維持継続 総合政策課

③市民と行政の協働体制
の整備

議会運営費
22,973 26,498 維持継続 議会事務局

議会の運営管理に必要な経費であり、継続すべき事業
である。

①市民参画の機会の拡充

市民相談事業
1,095 3,074 維持継続 市政なんでも相談課

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。

571 468 維持改善

市民の意見がより効果的に施策に反映されるよう、随時見直し
を行いながら継続すべき事業である。

個人情報保護管理事業
2,843 884 維持継続 市政なんでも相談課

条例に基づいて個人情報の適正な管理を行うため、継
続すべき事業である。

②広報・広聴機能の充実

市民活動推進課
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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及び今後の取組

　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していく。
　広報業務については、様々な媒体の特性を活かし、それらを組み合わせることにより、市政情報や市の
魅力を、より効率的、効果的に発信していく。

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント

市民の意見を市政により反映できるよう、庁内の体制整
備、広報・公聴機能の充実を図るとともに、市民参画の
機会を拡充していく施策が求められる。

○ 概ね有効であった

評　価

Ⅰ：施策の達成度　（施策の基本方針に沿った形で、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

参画の機会の拡充、市民と行政との協働体制の整備に
向けた取組はともに想定どおり進んでいる。また、本市
広報のあり方についてアンケートを実施するなど、『広報
の充実』に向けた全体の見直しを進めている。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった
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

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

14% 24% 35%
実績

平成21年度 平成26年度
目標

（平成32年度）

詳細施策 事務事業 H29決算（千円）

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

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 目標

（平成32年度）平成21年度 平成29年度

平成３０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。

- 11% 100%

91% 97% 96%

事務事業評価
H30予算（千円） 事業の方向性 担当課

評価コメント

総務課

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。

総務課管理経費
46,886 51,067 維持継続

公用車運行管理業務
28,494 42,979 維持継続 総務課

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。

総務課

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
6,589 7,681 維持継続 総務課

市長及び副市長の公務遂行に必要な経費であり、継続
すべき事業である。

固定資産評価審査委員会運営費
88 1,108 維持継続

法務推進課

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。

法務推進課管理経費
1,479 1,739 維持継続

総務課諸費
186 200 維持継続 総務課

各種負担金・協賛料など必要な経費である。

文書管理業務
18,671 21,439 維持継続 法務推進課

公文書の適切な管理等を行うため、必要な事業である。

職員課管理経費
59,318 64,380 維持継続 職員課

行政事務の遂行に必要な事業で、今後も同水準の事業
継続とする。

①簡素で効率の良い行政
経営

99



人事管理業務
1,282 4,177 維持継続 職員課

行政事務を担う職員を管理するための事業であり、必要
不可可決なものである。

8,853 維持継続 職員課

研修計画に基づき行われており、職員の能力向上に欠
かせない事業である。

職員課

住民基本台帳管理業務
59,773 67,461

職員福利厚生業務
10,402 12,462 維持継続

維持継続

恩給及び退職年金費
1,736 1,737 維持継続

法令等に基づく事務事業であり、今後も継続的に実施
する必要がある。

維持改善

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・運営を推進するため、更に意識の醸成を図る必要がある。

維持継続

140

職員課

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

職員研修業務
8,748

行政経営改革課

行政経営改革を推進するため、必要な経費である。

統計調査管理業務
24 35 維持継続 ＩＣＴ推進課

法律で定められた各種統計調査を円滑に行うため必要
な事業である。

統計調査事業
3,664 7,853 維持継続 ＩＣＴ推進課

法律で定められた各種統計調査を円滑に行うため必要
な事業である。

行政経営改革課

総合政策課管理経費

維持改善

維持継続 総合政策課

総合政策課の各種事務事業を行うため、必要な経費で
ある。

1,136 7,407

旅券発給・中長期在留者管理・郵
便請求業務

5,476 5,460

課税課管理経費

5,268

収納事務の円滑な推進に必要な経費である。

市民課

市民の手続きの利便性を確保するために行っている事
業であり、市民からのニーズは高く継続が必要である。

8,278 7,512 維持継続

各税務業務を実施するうえで、必要不可欠な経費であ
る。

市民課

戸籍届出受理管理業務
11,604 11,712 維持継続 市民課

法に基づく事業であり、継続が必要である。

維持継続

維持継続 収納課

公共施設マネジメント事業
2,542 2,082

行政経営改革委員会運営事業
90 360 行政経営改革課

課税課

①簡素で効率の良い行政
経営

収納課管理経費
4,898

各種申請や証明の交付を行っており、市民の生活に必
要不可欠な事業である。

行政経営改革課管理経費
96

簡素で効率の良い行政経営を推進するための手法を検
討する必要がある。
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自主財源確保のため、処分も含めた未利用地の有効利
活用について、適宜改善を図りながら事業継続が必要。

総務課

21,024

650,465

基金の運用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。

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。

612,603

維持継続

財政課

22,037

物品等管理業務
2,032 2,210 維持継続 入札検査室

庁内の適正な物品管理に必要な事業であり、継続すべ
きである。

14,704

監査委員事務局管理経費
890 876 維持継続

地方自治法等に基づいた各種監査等を実施するために
必要な経費である。

44,520 維持継続
選挙管理委員会

事務局

600 維持継続 財政課

公平委員会運営費
343 371

選挙管理委員会運営費
219 225 維持継続

7,380 維持改善

市長選挙及び市議会議員補欠選挙のために必要な経
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
県議会議員一般選挙業務

-

財政課管理経費
維持継続 財政課

財政調整基金積立金

海区漁業調整委員選挙のために必要な経費である。

普通財産等管理事業
7,024

維持継続

市財政の健全な運営を行っていくうえで、必要な基金で
ある。

2,858 3,136

市長選挙及び市議会議員補欠選
挙業務

海区漁業調整委員選挙業務

8,974 9,193 維持継続 入札検査室

効率的かつ適正な検査や入札業務の遂行のため、必要
な経費である。

監査委員事務局

①簡素で効率の良い行政
経営

②財政の健全な運営

入札検査室管理経費

維持継続-

選挙管理委員会
事務局

県議会議員一般選挙のために必要な経費である。

選挙管理委員会
事務局

維持継続 公平委員会

選挙管理委員会
事務局1,349

会計課管理経費
12,176 13,264 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。

選挙啓発事業
維持改善190 261

-

選挙管理委員会
事務局

近年投票率は低下傾向にあり、啓発方法及び内容等を
見直すべきである。

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。

ふるさと寄附金推進事業
ふるさとへの貢献や応援を考える方からの寄附を本市の諸事
業の財源として確保するために必要な経費である。

減債基金積立金

商工振興課

322
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Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

徴収業務の円滑な推進に必要な業務である。

収納課

賦課業務
63,331 59,130 維持継続 課税課

税務行政の円滑な推進に必要な業務である。

想定どおりに進んでいる
少し遅れている
大幅に遅れている

有効であった
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

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）

簡素で効率の良い行政経営を推進するため、計画的に
事業を実施しており、収納率の向上などの効果が見られ
るが、基金に頼らない安定した財政運営を行う必要があ
る。

○

評価
コメント

計画的に推進しており、事務事業の構成や規模は概ね
有効であるが、予算編成方法等を見直す必要がある。

○

評価
コメント

　「防府市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる諸事業について、計画期間の最終年度に向け、これ
までの事業効果を検証し、次への展開も視野に効果的な取組を推進する必要がある。
　恒常的に歳出が歳入を上回る財政構造となっていることから、持続可能な行財政基盤の確立に向けた
取組を早急に推進していく必要がある。
　庁舎建設事業については、平成３０年度までに、現庁舎敷地における建築計画案を作成する。庁舎建
設基金は、平成３０年度まで積立を行い、平成３１度以降、事業進捗に合わせ計画的に活用する。

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

116,916 維持継続

徴収業務

老朽化し、耐震性能も不十分な市庁舎の建て替えのた
め、必要な基金である。

コメント

143,086 76,980

総務課

安全安心な公共施設環境を確保するために必要な業務
である。

市庁舎管理業務
82,039 80,299 維持継続

維持継続

庁舎建設基金積立金
103,842

評　価

庁舎建設事業
266 19,795 維持継続 庁舎建設室

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。

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

③公用施設の維持管理
庁舎建設室

②財政の健全な運営
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Plan　政策や施策の状況について

Do　事務事業の状況について

Check　施策評価
　

Action　課題及び今後の取組

実績 目標
（平成32年）平成26年平成22年

12% 19% 35%

政　策 自ら担う喜びとみんなで支えあう力で築くまちづくり

平成３０年度　行政評価調書

施　策 広域連携の推進 整理番号 ６－６

施策の
基本方針

　地方自治体を取り巻く環境の変化に的確に対応した、多様な都市間連携を推進し、行政サービスの充
実に努めるとともに、都市の存在感や求心力を高め、一体的な発展を図ります。
　市民、団体、行政が連携して、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
平成21年度 平成29年度

目標
（平成32年度）行政事務共同処理の状況

5事務 7事務 7事務
目標指標

- -

詳細施策 事務事業
事務事業評価

H29決算（千円） H30予算（千円） 事業の方向性 担当課
評価コメント

有効でなかった

-

-

②姉妹都市との交流の推進 姉妹都市交流事業
204 206 維持継続 市民活動推進課

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、
継続すべきである。

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

-

評価
コメント

多様な都市間連携や姉妹都市の交流の推進は、現在
のところ想定どおりに進んでいる。

○ 想定どおりに進んでいる
少し遅れている

あまり有効でなかった

コメント

施策の推進にあたっての課題及び今後の取組

　県央連携中枢都市圏の形成により、圏域において交流人口や雇用を創出する取組を総合的に進め、
将来にわたる経済成長を図り、圏域全体としての更なる活力につなげていく取組を進めて行く必要があ
る。
　姉妹都市との交流については、安芸高田市と防府市の市民訪問団が交互に訪問するなど、交流を深
めており、引き続き事業を実施する。

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

大幅に遅れている

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

有効であった
評価

コメント
姉妹都市交流事業を通じて、姉妹都市とは友好親善を
深めている。概ね良好である。

○ 概ね有効であった

103


