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１．目 的 

行政評価とは，行政活動の目的を明確にし，活動の結果や成果について

一定の基準・視点に沿って評価し，見直しすることによる「成果志向の行

政運営の実現」と評価結果を住民に公表することによる「住民への説明責

任の徹底」を目的とします。  

 

 

２．方 法 

今年度は，平成 23年度に実施した 80事業を対象に「担当課評価」を実施しました。 

今回は，総合計画の実施計画から各担当課が実施した事業を 3年間に分けて評価計

画を作成した 3年目の事業を行政評価システムにより，試行的に評価しました。 

 

 ◆ 評価区分 

  次の 6段階の評価区分で各事務事業の方向性を評価します。 

  ○ 現状継続 

   昨年度に引き続き、同一の事務事業を特に変更なく行う場合 

  ○ 見直し継続 

   事務事業の方針や方策を見直し、運営規模などの拡充・縮小を行う場合 

  ○ 終期の設定 

   目標年次を明確に定め終期を設定する場合 

  ○ 事業終了 

   当該年度において事務事業を完了した場合 

  ○ 事業休止 

   当該年度において事務事業を休止した場合 

  ○ 事業廃止 

   当該年度において事務事業を廃止した場合 

 

 ◆ 事務事業評価シート 

  事務事業評価シートは，評価の対象となる各事務事業の帳票です。 

  事務事業を所管する各担当部課が作成した「事務事業評価シート」の記載にある内

容等に基づき，行政評価を行います。 

 

                           単位：件 

項    目 評価結果 

現状のまま継続 ６６ 

見直しの上で継続  ４ 

終期の設定  ０ 



終了  ５ 

休止  ５ 

廃止  ０ 

 

 

３．行政評価について 

  試行の最終年度であり，過去２年間で実施していない全ての事業について行政評価

を実施した。法定受託事務や負担金支払う事業などが大半を占めていたこともあり，

現状のまま継続という評価が多数を占めた。終了及び休止との評価となった事業につ

いても，制度としての判断となっている。 

  次年度からの本運用においては，法定受託事務などの行政評価には向かない事業の

実施の有無を含め，行政評価を実施すべき事務事業の基準を構築し，予算編成に生か

すよう運用していく。 

 

 



　　　事務事業一次評価一覧

番号 事業番号 事　　業　　名 担当部課 頁

第１章 健やかでふれあいのあるまちづくり（健康・福祉）

1 1000169 母子保健事業 健康推進課 ・・・・・・・・・・・1

2 1000881 子宮頸がんワクチン予防接種助成事業 健康推進課 ・・・・・・・・・・・3

3 1000079 老人福祉事務事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・5

4 1000800 敬老祝金事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・7

5 1000787 福祉タクシー利用助成事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・9

6 1000783 高齢者住宅等安心確保事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・11

7 1000736 障害者自立支援事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・13

8 1000808 地域生活支援事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・15

9 1000159 児童手当事務事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・17

10 1000160 児童手当支給事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・19

11 1000873 子ども手当事務事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・21

12 1000874 子ども手当支給事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・23

13 1000139 新生児記念品給付事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・25

14 1000735 地域子育て支援拠点事業（センター型） おおぞら保育園 ・・・・・・・・・・・27

15 0000793 境・五霞要保護児童対策事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・29

16 1090742 ひまわり保育園管理運営事業（地域活性化・繰越分）ひまわり保育園 ・・・・・・・・・・・31

17 1000654 児童扶養手当事務事業 福祉課 ・・・・・・・・・・・33

18 2000028 一般被保険者保険税還付金 保険課 ・・・・・・・・・・・35

19 2000024 保健衛生普及費 保険課 ・・・・・・・・・・・37

20 2000049 前期高齢者納付金 保険課 ・・・・・・・・・・・39

21 2000047 後期高齢者支援金 保険課 ・・・・・・・・・・・41

22 2000045 一般被保険者高額介護合算療養費 保険課 ・・・・・・・・・・・43

23 1000126 国民健康保険事業特別会計繰出金事業 保険課 ・・・・・・・・・・・45

24 1000124 国民健康保険事務事業 保険課 ・・・・・・・・・・・47

25 1000137 医療福祉扶助事業 保険課 ・・・・・・・・・・・49

26 1000136 医療福祉事務事業 保険課 ・・・・・・・・・・・51

第２章 活力とゆとりある生活をめざすまちづくり（都市基盤）

27 1000550 合併処理浄化槽設置整備事業 上下水道課 ・・・・・・・・・・・53

第３章 うるおいとやすらぎのあるまちづくり（生活環境）

28 1000211 公害対策事務事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・55

29 1000486 環境審議会設置事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・57

30 1000737 犬猫の避妊去勢手術助成事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・59



31 1000201 環境衛生事務事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・61

32 1090862 防災情報通信設備整備事業（繰越分） 生活安全課 ・・・・・・・・・・・63

33 1000342 災害対策事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・65

34 1000340 水防事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・67

35 1000858 総合案内窓口設置事業 総務課 ・・・・・・・・・・・69

36 1000872 国勢調査内容再点検事業 総務課 ・・・・・・・・・・・71

第４章 豊かなこころをはぐくむまちづくり（教育文化）

37 1000513 生涯学習推進事業 生涯学習課 ・・・・・・・・・・・73

38 1000512 社会教育推進事業 生涯学習課 ・・・・・・・・・・・75

39 1000364 教育振興事務事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・77

40 1000369 要保護準要保護児童就学援助事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・79

41 1000828 長田小学校校舎改築事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・81

42 1000371 学校医設置事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・83

43 1000374 学校施設維持管理事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・85

44 1000378 教育振興事務事業（中学校） 学校教育課 ・・・・・・・・・・・87

45 1000365 学校教育推進事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・89

46 1000013 各種負担金及び補助事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・91

47 1000373 学校管理事務事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・93

48 1000376 児童・教員健康診断事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・95

49 1000569 教育用（中学校）コンピュータ推進事業 学校教育課 ・・・・・・・・・・・97

50 1000379 学校教育推進事業（中学校） 学校教育課 ・・・・・・・・・・・99

51 1000383 要保護準要保護児童就学援助事業（中学校） 学校教育課 ・・・・・・・・・・・101

52 1000384 各種負担金及び補助事業（中学校） 学校教育課 ・・・・・・・・・・・103

53 1000452 要保護準要保護児童生徒給食費援助事業 給食センター ・・・・・・・・・・・105

54 1000419 歴史民俗資料館管理運営事業 生涯学習課 ・・・・・・・・・・・107

55 1000444 運動場管理運営事業 生涯学習課 ・・・・・・・・・・・109

56 1000445 学校開放事業 生涯学習課 ・・・・・・・・・・・111

第５章 暮らしをささえるまちづくり（産業）

57 1000261 有害鳥獣駆除事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・113

58 1000762 農業委員会委員一般選挙費 総務課 ・・・・・・・・・・・115

59 1000271 農業者年金業務事務事業 農業委員会事務局 ・・・・・・・・・・・117

60 1000878 農地制度実施円滑化事業 農業委員会事務局 ・・・・・・・・・・・119

61 1000247 猿島西部地区県営水質障害対策事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・121

62 1000251 各種負担金及び補助事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・123

63 1000252 湛水防除維持管理事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・125

64 1000253 県営湛水防除推進事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・127

65 1000238 畜産振興事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・129



66 1000260 林業総務事務事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・131

67 1000621 田園空間整備事業 農政商工課 ・・・・・・・・・・・133

第６章 住民と行政がむすびあうまちづくり（行財政）

68 1000865 市民討議会開催事業 まちおこし推進室 ・・・・・・・・・・・135

69 1090024 庁舎管理事業（地域活性化・繰越分） 総務課 ・・・・・・・・・・・137

70 1000761 参議院議員通常選挙費 総務課 ・・・・・・・・・・・139

71 802 県議会議員一般選挙費 総務課 ・・・・・・・・・・・141

72 1000059 工業統計調査事業 総務課 ・・・・・・・・・・・143

73 1000582 国勢調査事業 総務課 ・・・・・・・・・・・145

74 1000837 地方税電子化推進事業 税務課 ・・・・・・・・・・・147

75 1000128 国民年金事務事業 住民課 ・・・・・・・・・・・149

76 1000854 旅券事務事業 住民課 ・・・・・・・・・・・151

77 1000022 財産管理事業 財務課 ・・・・・・・・・・・153

78 1000740 公社経営支援事業 まちおこし推進室 ・・・・・・・・・・・155

79 1000820 町税等徴収嘱託員設置事業 税務課 ・・・・・・・・・・・157

80 1000215 さしま環境管理事務組合運営負担金事業 生活安全課 ・・・・・・・・・・・159


