
平成２７年度事務事業評価対象事業一覧表

No. 事業名 収録ファイル名 掲載ページ 部名 課名 評価結果

1 行政改革推進事業 行革・企画部 1 改革・改善

2 行政評価システム推進事業 行革・企画部 3 改革・改善

3 秘書広聴事務費 行革・企画部 5 企画部 秘書広聴課 改革・改善

4 那珂ふるさと大使設置事業 行革・企画部 7 企画部 秘書広聴課 改革・改善

5 市民相談事務費 行革・企画部 9 企画部 秘書広聴課 改革・改善

6 企画事務費 行革・企画部 11 企画部 政策企画課 改革・改善

7 広域連携事業 行革・企画部 13 企画部 政策企画課 改革・改善

8 業務系システム管理事業 行革・企画部 15 企画部 政策企画課 改革・改善

9 情報系システム管理事業 行革・企画部 17 企画部 政策企画課 改革・改善

10 地域公共交通活性化事業 行革・企画部 19 企画部 政策企画課 改革・改善

11 コミュニティバス運行事業 行革・企画部 21 企画部 政策企画課 統廃合

12
公共交通利用促進施設管理
事業

行革・企画部 23 企画部 政策企画課 改革・改善

13 経営戦略会議設置事業 行革・企画部 25 企画部 政策企画課 終了

14 デマンド交通運行事業 行革・企画部 27 企画部 政策企画課 改革・改善

15 後台駅駐輪場等整備事業 行革・企画部 29 企画部 政策企画課 終了

16
社会保障・税番号制度対策
事業

行革・企画部 31 企画部 政策企画課 改革・改善

17 団体補助事業 行革・企画部 33 企画部 政策企画課 改革・改善

18 企業立地促進事業 行革・企画部 35 企画部 政策企画課 改革・改善

19 職員研修事業 総務部 1 総務部 総務課 改革・改善

20 職員福利厚生事業 総務部 3 総務部 総務課 改革・改善

21 財務会計システム管理事業 総務部 5 総務部 財政課 改革・改善

22 財産管理事務費 総務部 7 総務部 財政課 改革・改善

23 庁舎管理事業 総務部 9 総務部 財政課 改革・改善

24 税務総務事務費 総務部 11 総務部 税務課 現状維持

25 賦課事務費 総務部 13 総務部 税務課 改革・改善

26 固定資産課税台帳整備事業 総務部 15 総務部 税務課 改革・改善

行財政改革推進室

行財政改革推進室
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27 徴収事務費 総務部 17 総務部 収納課 改革・改善

28 支所庁舎管理事業 総務部 19 総務部 瓜連支所 改革・改善

29 出前講座開催事業 市民生活部 1 市民生活部 市民協働課 現状維持

30
常陸鴻巣駅ふれあい駅舎管
理事業

市民生活部 3 市民生活部 市民協働課 現状維持

31 コミュニティ助成事業 市民生活部 5 市民生活部 市民協働課 改革・改善

32 協働のまちづくり推進事業 市民生活部 7 市民生活部 市民協働課 改革・改善

33
自治活動施設建設費等補助
事業

市民生活部 9 市民生活部 市民協働課 改革・改善

34 文書配送事業 市民生活部 11 市民生活部 市民協働課 改革・改善

35 地区交流センター管理事業 市民生活部 13 市民生活部 市民協働課 現状維持

36
市民活動支援センター運営事
業

市民生活部 15 市民生活部 市民協働課 改革・改善

37 市民自治組織支援事業 市民生活部 17 市民生活部 市民協働課 改革・改善

38 市民活動支援事業 市民生活部 19 市民生活部 市民協働課 改革・改善

39
ふれあいセンターよしの管理
事業

市民生活部 21 市民生活部 市民協働課 改革・改善

40
ふれあいセンターよこぼり管
理事業

市民生活部 23 市民生活部 市民協働課 改革・改善

41
ふれあいセンターごだい管理
事業

市民生活部 25 市民生活部 市民協働課 改革・改善

42 らぽーる管理事業 市民生活部 27 市民生活部 市民協働課 改革・改善

43
木崎地区交流センター整備事
業

市民生活部 29 市民生活部 市民協働課 終了

44
住民投票条例検討委員会設
置事業

市民生活部 31 市民生活部 市民協働課 終了

45 男女共同参画推進事業 市民生活部 33 市民生活部 市民協働課 改革・改善

46 国際交流推進事業 市民生活部 35 市民生活部 市民協働課 改革・改善

47 友好都市交流事業 市民生活部 37 市民生活部 市民協働課 改革・改善

48 戸籍住民基本台帳事務費 市民生活部 39 市民生活部 市民課 改革・改善

49 旅券事務費 市民生活部 41 市民生活部 市民課 現状維持

50 聖苑管理事業 市民生活部 43 市民生活部 市民課 改革・改善

51 聖苑運営事業 市民生活部 45 市民生活部 市民課 改革・改善

52 衛生害虫等対策事業 市民生活部 47 市民生活部 環境課 改革・改善
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53 狂犬病予防事業 市民生活部 49 市民生活部 環境課 改革・改善

54 環境保全対策事業 市民生活部 51 市民生活部 環境課 改革・改善

55 環境活動啓発事業 市民生活部 53 市民生活部 環境課 改革・改善

56 ＰＣＢ汚染物対策事業 市民生活部 55 市民生活部 環境課 現状維持

57 清掃総務事務費 市民生活部 57 市民生活部 環境課 現状維持

58 ごみ啓発等推進事業 市民生活部 59 市民生活部 環境課 改革・改善

59 不法投棄廃棄物撤去事業 市民生活部 61 市民生活部 環境課 現状維持

60 消費者行政推進事業 市民生活部 63 市民生活部 環境課 改革・改善

61 交通安全推進事業 市民生活部 65 市民生活部 防災課 現状維持

62 各種団体補助事業 市民生活部 67 市民生活部 防災課 改革・改善

63 原子力広報調査対策事業 市民生活部 69 市民生活部 防災課 現状維持

64 防犯事業 市民生活部 71 市民生活部 防災課 改革・改善

65 原子力被害対策事業 市民生活部 73 市民生活部 防災課 現状維持

66 食品等放射能検査事業 市民生活部 75 市民生活部 防災課 統廃合

67 防災事務費 市民生活部 77 市民生活部 防災課 現状維持

68 防災無線管理事業 市民生活部 79 市民生活部 防災課 改革・改善

69 自主防災組織育成事業 市民生活部 81 市民生活部 防災課 改革・改善

70 非常用食料等備蓄事業 市民生活部 83 市民生活部 防災課 現状維持

71 防災訓練実施事業 市民生活部 85 市民生活部 防災課 改革・改善

72 各種団体補助事業 保健福祉部 1 保健福祉部 社会福祉課 改革・改善

73 各種団体補助事業 保健福祉部 3 保健福祉部 社会福祉課 現状維持

74
在宅心身障害者（児）福祉手
当支給事業

保健福祉部 5 保健福祉部 社会福祉課 現状維持

75 タクシー利用助成事業 保健福祉部 7 保健福祉部 社会福祉課 統廃合

76 地域生活支援事業 保健福祉部 9 保健福祉部 社会福祉課 改革・改善

77 難病患者福祉手当支給事業 保健福祉部 11 保健福祉部 社会福祉課 改革・改善

78 障害者虐待防止対策事業 保健福祉部 13 保健福祉部 社会福祉課 現状維持
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79 生活保護総務事務費 保健福祉部 15 保健福祉部 社会福祉課 改革・改善

80 生活保護扶助費 保健福祉部 17 保健福祉部 社会福祉課 改革・改善

81 医療福祉扶助事業 保健福祉部 19 保健福祉部 こども課 改革・改善

82
ファミリーサポートセンター事
業

保健福祉部 21 保健福祉部 こども課 改革・改善

83 学童保育事業 保健福祉部 23 保健福祉部 こども課 改革・改善

84 母子自立支援事業 保健福祉部 25 保健福祉部 こども課 現状維持

85
子ども子育て支援計画推進
事業

保健福祉部 27 保健福祉部 こども課 改革・改善

86 病児保育補助事業 保健福祉部 29 保健福祉部 こども課 現状維持

87 額田保育所民営化事業 保健福祉部 31 保健福祉部 こども課 終了

88
子育て世帯臨時特例給付金
支給事業

保健福祉部 33 保健福祉部 こども課 現状維持

89 菅谷保育所管理事業 保健福祉部 35 保健福祉部 こども課 改革・改善

90 菅谷保育所運営事業 保健福祉部 37 保健福祉部 こども課 改革・改善

91 額田保育所管理事業 保健福祉部 39 保健福祉部 こども課 廃止

92 額田保育所運営事業 保健福祉部 41 保健福祉部 こども課 廃止

93
こども発達相談センター運営
事業

保健福祉部 43 保健福祉部 こども課 改革・改善

94 各種団体補助事業 保健福祉部 45 保健福祉部 介護長寿課 改革・改善

95
ひとり暮らし高齢者等緊急通
報システム事業

保健福祉部 47 保健福祉部 介護長寿課 現状維持

96 紙おむつ等購入助成事業 保健福祉部 49 保健福祉部 介護長寿課 改革・改善

97 敬老事業 保健福祉部 51 保健福祉部 介護長寿課 改革・改善

98 訪問介護利用料補助事業 保健福祉部 53 保健福祉部 介護長寿課 廃止

99
介護保険特別会計（保険事
業勘定）

保健福祉部 55 保健福祉部 介護長寿課 改革・改善

100 家族介護継続支援事業 保健福祉部 57 保健福祉部 介護長寿課 改革・改善

101
高齢者の生きがいと健康づく
り推進事業

保健福祉部 59 保健福祉部 介護長寿課 改革・改善

102 国民健康保険特別会計 保健福祉部 61 保健福祉部 保険課 現状維持

103 後期高齢者医療特別会計 保健福祉部 63 保健福祉部 保険課 現状維持

104 休日診療委託事業 保健福祉部 65 保健福祉部 健康推進課 現状維持
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105 ３歳児健康診査事業 保健福祉部 67 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

106 予防接種事業 保健福祉部 69 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

107 １歳６か月児健康診査事業 保健福祉部 71 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

108
母子健康診査・健康相談事
業

保健福祉部 73 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

109 乳児家庭全戸訪問事業 保健福祉部 75 保健福祉部 健康推進課 現状維持

110 不妊治療費助成事業 保健福祉部 77 保健福祉部 健康推進課 現状維持

111 各種健康相談事業 保健福祉部 79 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

112 団体補助事業 保健福祉部 81 保健福祉部 健康推進課 現状維持

113 各種検診事業 保健福祉部 83 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

114 がん検診推進事業 保健福祉部 85 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

115 地域自殺対策緊急強化事業 保健福祉部 87 保健福祉部 健康推進課 改革・改善

116 担い手育成支援事業 産業部 1 産業部 農政課 現状維持

117 遊休農地解消対策事業 産業部 3 産業部 農政課 改革・改善

118 しどりの湯管理事業 産業部 5 産業部 農政課 改革・改善

119 農地流動化促進事業 産業部 7 産業部 農政課 改革・改善

120 土地改良推進事業 産業部 9 産業部 農政課 改革・改善

121 局所土地改良事業 産業部 11 産業部 農政課 改革・改善

122 那珂川沿岸農業水利事業 産業部 13 産業部 農政課 改革・改善

123 土地改良基盤整備事業 産業部 15 産業部 農政課 改革・改善

124 経営所得安定対策事務費 産業部 17 産業部 農政課 現状維持

125
経営所得安定対策奨励補助
事業

産業部 19 産業部 農政課 現状維持

126 中小企業振興対策事業 産業部 21 産業部 商工観光課 改革・改善

127 商工振興出捐事業 産業部 23 産業部 商工観光課 現状維持

128 商工会補助事業 産業部 25 産業部 商工観光課 改革・改善

129 がんばる商店街支援事業 産業部 27 産業部 商工観光課 改革・改善

130 特産品ブランド化推進事業 産業部 29 産業部 商工観光課 現状維持
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131 観光事務費 産業部 31 産業部 商工観光課 改革・改善

132
なかひまわりフェスティバル事
業

産業部 33 産業部 商工観光課 改革・改善

133 団体補助事業 産業部 35 産業部 商工観光課 改革・改善

134 清水洞の上整備事業 産業部 37 産業部 商工観光課 現状維持

135 静峰ふるさと公園管理事業 産業部 39 産業部 商工観光課 改革・改善

136 八重桜まつり事業 産業部 41 産業部 商工観光課 改革・改善

137 白鳥保護事業 産業部 43 産業部 商工観光課 改革・改善

138 一の関溜池公園管理事業 産業部 45 産業部 商工観光課 改革・改善

139 地域資源創造事業 産業部 47 産業部 商工観光課 改革・改善

140 いいまち魅力発信事業 産業部 49 産業部 商工観光課 終了

141 静峰ふるさと公園再生事業 産業部 51 産業部 商工観光課 終了

142 湛水防除施設維持管理事業 建設部 1 建設部 土木課 現状維持

143 未登記道路整理事業 建設部 3 建設部 土木課 改革・改善

144 道路維持補修事業 建設部 5 建設部 土木課 現状維持

145 両宮遊歩道管理事業 建設部 7 建設部 土木課 現状維持

146 道路改良舗装事業 建設部 9 建設部 土木課 改革・改善

147 河川総務事務費 建設部 11 建設部 土木課 現状維持

148 両宮排水路整備事業 建設部 13 建設部 土木課 現状維持

149 都市計画見直し事業 建設部 15 建設部 都市計画課 現状維持

150 下菅谷地区まちづくり事業 建設部 17 建設部 都市計画課 現状維持

151
上菅谷駅前地区まちづくり事
業

建設部 19 建設部 都市計画課 現状維持

152 菅谷地区まちづくり事業 建設部 21 建設部 都市計画課 現状維持

153 菅谷市毛線街路整備事業 建設部 23 建設部 都市計画課 現状維持

154 上宿大木内線街路整備事業 建設部 25 建設部 都市計画課 現状維持

155 公園管理事業 建設部 27 建設部 都市計画課 現状維持

156 区画整理事業費 建設部 29 建設部 都市計画課 現状維持

- 6 -



平成２７年度事務事業評価対象事業一覧表

No. 事業名 収録ファイル名 掲載ページ 部名 課名 評価結果

157 建築指導総務事務費 建設部 31 建設部 建築課 現状維持

158 浄化槽設置補助事業
上下水道部・会
計課・議会

1 上下水道部 下水道課 改革・改善

159 一般管理事務費
上下水道部・会
計課・議会

3 上下水道部 下水道課 改革・改善

160 下水道維持管理費
上下水道部・会
計課・議会

5 上下水道部 下水道課 改革・改善

161 公共下水道整備事業
上下水道部・会
計課・議会

7 上下水道部 下水道課 現状維持

162 水道料金賦課徴収事務
上下水道部・会
計課・議会

9 上下水道部 水道課 改革・改善

163 浄水関連施設管理事業
上下水道部・会
計課・議会

11 上下水道部 水道課 改革・改善

164 配水管網整備事業
上下水道部・会
計課・議会

13 上下水道部 水道課 改革・改善

165 浄水場等更新事業
上下水道部・会
計課・議会

15 上下水道部 水道課 現状維持

166 会計事務費
上下水道部・会
計課・議会

17 現状維持

167 議会広報事業
上下水道部・会
計課・議会

19 改革・改善

168
小中学校適正規模等推進事
業

教育委員会（１） 1 教育委員会 学校教育課 休止

169
小中一貫教育検討委員会設
置事業

教育委員会（１） 3 教育委員会 学校教育課 終了

170
小中学校英語指導助手設置
事業

教育委員会（１） 5 教育委員会 学校教育課 現状維持

171 ＴＴ非常勤講師配置事業 教育委員会（１） 7 教育委員会 学校教育課 改革・改善

172 障害児学習活動支援事業 教育委員会（１） 9 教育委員会 学校教育課 現状維持

173 教育支援センター設置事業 教育委員会（１） 11 教育委員会 学校教育課 現状維持

174 図書室業務活性化事業 教育委員会（１） 13 教育委員会 学校教育課 現状維持

175
コミュニティースクール推進事
業

教育委員会（１） 15 教育委員会 学校教育課 現状維持

176 小学校管理事務費 教育委員会（１） 17 教育委員会 学校教育課 現状維持

177 管理用備品購入事業 教育委員会（１） 19 教育委員会 学校教育課 現状維持

178 スクールバス運行事業 教育委員会（１） 21 教育委員会 学校教育課 現状維持

179
菅谷西小学校校舎耐震補強
事業

教育委員会（１） 23 教育委員会 学校教育課 終了

180 芳野小学校校舎整備事業 教育委員会（１） 25 教育委員会 学校教育課 終了

181
菅谷小学校屋内運動場大規
模改造事業

教育委員会（１） 27 教育委員会 学校教育課 終了

182
五台小学校屋内運動場大規
模改造事業

教育委員会（１） 29 教育委員会 学校教育課 終了

会計課

議会事務局
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平成２７年度事務事業評価対象事業一覧表

No. 事業名 収録ファイル名 掲載ページ 部名 課名 評価結果

183 中学校管理事務費 教育委員会（１） 31 教育委員会 学校教育課 現状維持

184 管理用備品購入事業 教育委員会（１） 33 教育委員会 学校教育課 現状維持

185 「心の教室相談員」配置事業 教育委員会（１） 35 教育委員会 学校教育課 現状維持

186
第一中学校校舎耐震補強事
業

教育委員会（１） 37 教育委員会 学校教育課 現状維持

187
瓜連中学校校舎耐震補強事
業

教育委員会（１） 39 教育委員会 学校教育課 現状維持

188 幼稚園管理事務費 教育委員会（１） 41 教育委員会 学校教育課 統廃合

189 幼稚園備品購入事業 教育委員会（１） 43 教育委員会 学校教育課 現状維持

190 預かり保育事業 教育委員会（１） 45 教育委員会 学校教育課 改革・改善

191 給食センター施設管理事業 教育委員会（１） 47 教育委員会 学校教育課 改革・改善

192 給食センター運営事業 教育委員会（１） 49 教育委員会 学校教育課 統廃合

193 家庭教育学級開設事業 教育委員会（２） 1 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

194 成人式開催事業 教育委員会（２） 3 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

195 各種団体補助事業 教育委員会（２） 5 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

196 青少年育成事業 教育委員会（２） 7 教育委員会 生涯学習課 現状維持

197 ふるさと教室開設事業 教育委員会（２） 9 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

198 各種団体補助事業 教育委員会（２） 11 教育委員会 生涯学習課 現状維持

199 スポーツ教室開設事業 教育委員会（２） 13 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

200 学校体育施設夜間開放事業 教育委員会（２） 15 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

201 団体補助事業 教育委員会（２） 17 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

202 体育施設管理事業 教育委員会（２） 19 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

203 総合公園管理事業 教育委員会（２） 21 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

204 総合公園運営事業 教育委員会（２） 23 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

205 図書館管理事業 教育委員会（２） 25 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

206 図書館運営事業 教育委員会（２） 27 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

207 公民館施設管理事業 教育委員会（２） 29 教育委員会 生涯学習課 現状維持

208 学級講座開設事業 教育委員会（２） 31 教育委員会 生涯学習課 改革・改善
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平成２７年度事務事業評価対象事業一覧表

No. 事業名 収録ファイル名 掲載ページ 部名 課名 評価結果

209 歴史民俗資料館管理事業 教育委員会（２） 33 教育委員会 生涯学習課 現状維持

210 歴史民俗資料館運営事業 教育委員会（２） 35 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

211 特別展開催事業 教育委員会（２） 37 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

212 文化財保護対策事業 教育委員会（２） 39 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

213 額田城跡整備事業 教育委員会（２） 41 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

214 城館跡調査事業 教育委員会（２） 43 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

215 市史編さん事務費 教育委員会（２） 45 教育委員会 生涯学習課 改革・改善

216 常備消防総務管理事業 消防本部 1 消防本部 総務課 改革・改善

217 ＡＥＤ整備・普及促進事業 消防本部 3 消防本部 警防課 改革・改善

218 消防団設置事業 消防本部 5 消防本部 警防課 改革・改善

219 消防団無線整備事業 消防本部 7 消防本部 警防課 終了

220 消防施設管理事業 消防本部 9 消防本部 警防課 現状維持

221 消火栓設置事業 消防本部 11 消防本部 警防課 現状維持

222 常備消防通信管理事業 消防本部 13 消防本部 通信指令室 統廃合

223 常備消防東署管理事業 消防本部 15 消防本部 東消防署 現状維持
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年 月 日
年 月 日

□ □ □
（

②事務事業をとりまく状況（対象者や根
拠法令等はどう変化していますか？　開
始時期と比べてどう変わりましたか？）

③関係者からの意見要望（この事務事業
に対して関係者（市民、議会、事業対象
者、利害関係者等）からどんな意見や要
望が寄せられていますか？）

単年度のみ
年度 ～

【全体概要】 【業務内容】

１　現状把握の部（DOシート）

期間限定複数年度単年度繰返
年度～）（開始年度 年度）

（計画）

28年度26年度

（見込）

27年度

事業概要

千円

千円

29年度

⑤活動指標（事務事業の活動量を表す指標）

（2）投入量の推移 単位 28年度（計画）

事 業 費 計 (A)

正 規 外 職 員

人 件 費 計 (B)

地 方 債

財
源
内
訳

県 支 出 金

投入量(A)+(B)

①事業を始めたきっかけ

29年度（計画）

一 般 財 源

□

（実績）

実施計画
対象事業

点検日
事業類型

記入者氏名

根拠法令

25年度

事務事業評価シート
平成27
平成27

（3）事務事業の環境変化・市民意見等

正 規 職 員

千円

国 庫 支 出 金

会計

（実績）

③意図する成果（この事業によって、対象をどう変えるのか、したいのか）

作成日

事務事業名
担当部課G等

総合計画体系

予算科目

評価対象年度

項

施策の大綱（施策名）

年度

施策名

事業期間

款 目 事業名
基本事業名

（1）事務事業の目的と効果・指標等の推移
単位

総事業費25年度（実績） 27年度（見込）

平成26

②手段（具体的な事務事業のやり方）

④対象指標（対象の大きさを表す指標）①対象（誰、何を対象にしているのか）*人や自然資源等

（計画）

26年度（実績）

⑥成果指標（対象における意図された対象の程度）

千円

千円

千円

千円

千円

事
業
費

そ の 他

人
件
費 千円

千円

担当部課グループ名等を記入しています。 

事務事業の上位施策等について、番号、名称を記入してい

事務事業を行う根拠となる法

律や条例を記入しています。 

単年度のみ：平成26年度の一年間のみの事務事

業の場合にチェックしています。 

単年度繰返：基本的に同じ内容を毎年度繰り返し

行っている事務事業の場合にチェックしています。 

期間限定複数年度：数年間の期間を限定して行う

事務事業の場合にチェックしています。 

事務事業の目的や内容を記入しています（“どのような事をしている事務事業なの

か”、“大体の仕事(業務)の流れ”など）。「全体概要」「業務内容」を項目として、具体

的に記入しています。 

前年度に実施した事務事業の内容を記入しています。 

この事務事業は、誰（何）を対象にしているのかを記入

しています。 

この事務事業によって、対象（①）がどのようになること

を意図しているのかを記入しています。 

対象（①）の大きさ、量を表わす指標を設定していま

す。 

手段（②）の活動量を表わす指標を設定しています。 

また、年度ごとの具体的な数値を記入しています。 

 

意図する成果（③）がどの程度達成されたのか(対

象がどの程度意図した状態になったのか）を表わ

す指標を設定しています。 

また、年度ごとの具体的な数値を記入しています。 

 

この事務事業のために使われた、職員人件費以外の費用を年度ごと

に記入しています。 

開始から終了までにか

かる費用の合計です。

終期がある事務事業の

場合のみ記入していま

す。 

この事務事業のために使われた、臨時職員も含めた職員人件費及び人数を年度ごとに記入

しています。 

この事務事業を始めた経緯を記入しています。 

この事務事業を開始した時と比べて、対象者や根拠法令などの社会状況がどう変化している

かを記入しています。 

この事務事業に関して寄せられている関係者からの意見を記入しています。（「どのような意

見」が「どのような人から」寄せられているかを記入しています） 
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（4）前回（ ）の評価結果に対する改革・改善の取り組み
(予算への反映)

□ 終了 □ 削減 (事業費

□ 廃止 (人件費

□ 休止 □ 増加 (事業費

□ 見直し (人件費

□ 現状維持 □ 反映なし

① □ □

② □ □

③ □ □
□ □

④ 事業費や人件費の削除余地 □ □
□ □

□ □
□

□ 終了 □ 廃止 □ 休止 統廃合
□ 継続 □ 見直し(改革・改善) □ 目的の再設定 □ 有効性の改善 □ 効率性の改善

□ 公平性の改善
□ 現状維持(現状通りで特に改革改善はない)

□ 終了 □ 廃止 □ 休止 統廃合 □ 継続 （ □ 見直し □ 現状維持 ）
担当部長としての意見・考え方(1次評価者と同じの場合も記入)

□ 終了 □ 廃止 □ 休止 統廃合 □ 継続 （ □ 見直し □ 現状維持 ）

□ 終了 □ 廃止 □ 休止 統廃合 □ 継続 （ □ 見直し □ 現状維持 ）

(2) 2次評価（2次評価者として判断した今後の事務事業の方向性（改革・改善策）） ※担当部長が記載

※担当課長、グループ長、担当者が記載

(3) 外部評価(外部評価委員会が判断した今後の事務事業の方向性(改革・改善策))
□

３　計画の部(PLAN)
(1) １次評価（次年度に向けた方向性）

改革・改善の具体的内容(改革案・実行計画)

コスト

人件費の削除余地がない

事業費の削減余地がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

人件費の削減余地がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

適正である

受益者負担を求める事業ではない

見直す余地がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

統廃合の余地がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

廃止・休止の可能性がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

統廃合の余地がない

廃止・休止の可能性がない

事業費の削除余地がない

妥当である 見直す必要がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

２　評価の部(SEE) *原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

千円)

千円)

千円)

(4) 3次評価（行政評価本部会議メンバーによる最終的な方向性を必要とする場合）

低下

□

削減

成
果

維持

受益者負担の適正余地

●市の事業で対象指標や活動指標が似て
いるものはありますか？●廃止又は休止し
た場合、事業の対象や成果の状況から判断
し、影響は限定的で対応は可能であると見
込まれますか？

●市が主体となって税金を使ってこの事業
を行うことは妥当ですか？●国や県ではな
く、市が実施する理由はなんですか？●民
間事業者は類似の事業を実施していません
か？

向上

類似事業との統廃合余地

維持

廃止・休止の可能性

（前年度評価結果を踏まえた見直し内容）

増加

⑤

●成果を下げずに、単位当たりコストを削減
し活動指標を増加（維持）させることはでき
ませんか？●担当者の業務の一部（全部）
を民間委託にすることで、担当者の負担（人
件費）を減少できませんか？●事業目的に
そぐわない支出はありませんか？

余地がない 余地がある（→３計画の部にて「現状維持」以外にチェック）

●当初の見通しに沿った成果となっていま
すか？●成果が一部の対象者に限定され
てはいませんか？●対象数が増加している
場合、現状どおりの対応では十分に成果が
得られないおそれはありませんか？

前回の評価の結果、どのように取り
組みましたか？　また、取り組み後
どのように変わりましたか？　見直
しの結果、予算にはどのように反映
しましたか？

公
平
性
評
価

効
率
性
評
価

有
効
性
評
価

市関与の妥当性目
的
妥
当
性
評
価

●事業の内容に照らし、受益者の負担割合
は適正ですか？●受益者負担を求める事
業ではない・負担割合が低い事業の場合、
その理由はなんですか？

成果の向上余地

□

□

改革・改善による期待成果

(前年度最終評価)

千円)前年度の評価において改革・改善す

るとしたことに対して、どのように取り

組んだかを記入しています。 

この事務事業が、国や県ではなく市が主体となって税金を使って行うべきものか、民間事業者

や住民団体等が類似の事業を実施していないかどうかを記入し、評価しています。 

所期の見通しに沿った成果となっているか、成果が一部の対象者に限定されていないか、現状

どおりの事業内容では成果が低下するおそれがあるかどうかを記入し、評価しています。 

市の他の事務事業で対象指標や活動指標が似ているもの（類似事業）があるかどうかを記入し、類似事業が

ある場合には、統廃合の可能性があるかどうかを評価しています。また、廃止又は休止した場合、事業の対

象や成果の状況から判断し、影響は限定的かどうか記入し、評価しています。 

この事務事業の成果を下げずに、事業費や職員の人件費を削減することが可能かどうか、事業

目的にそぐわない支出がないかどうかを記入し、評価しています。 

この事務事業の内容に照らし、この事業によって利益を得る人（受益者）の負担（利用料や手数

料など）の状況を記入し、評価しています。 

上記の評価内容から考えられる、この事務事業の今後の方向性について、該当する項目

をチェックし、この欄には、具体的な改革改善の方法を記入しています。 

改革改善を実施することで、

「この事務事業の成果はどう

なるのか」、「この事務事業

にかかる経費（コスト）はどう

なるのか」を記入しています。 

例えば、「成果は向上し、コ

ストは下がる」のなら、左上

の欄に○を記入しています。 

1次評価の結果を見て、担当部長として記述内容を確認するとともに、この事務事業の今後の方向

性について、該当する項目をチェックし、この欄には、具体的な改革改善の方法を記入しています。 

外部評価の対象事業のほか、2次評価において、「廃止」、「休止」、と評価された事業・「見直し（改革・改善）」評価で「予算増大」と評価された

事業・全庁的な課題があると判断した事業のうちの一部の事業については、市長を本部長とする行政評価推進本部会議において3次評価を

行い、事業の最終的な方向性について、該当する項目をチェックし、具体的な改革改善の方法を記入しています。 

1～2次評価の結果を見て、外部評価委員会が評価した今後の方向性について、該当する項目を

チェックし、この欄には、主な指摘事項の概要を記入しています。 
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