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事務事業評価の公表内容について 

 

事務事業評価は、平成２３年度に実施した勝浦市総合計画・前期基本計画・第１次実施計画事

業のうち、原則として各所属の係で３事業を選定し、評価を実施しました。 

各事業の評価の結果は、一覧表のとおりです。 

 

一覧表に掲げる各欄の説明は以下のとおりです。 

得られた成果 

 

事務事業の実施に伴い得られた成果や効果を記載しました。 

妥当性の評価 

 

事務事業の目的・対象などの検証を行い，事務事業の必要性や妥当性に関し

て評価しました。 

有効性の評価 

 

事務事業の成果の検証を行い，事務事業の有効性に関して評価しました。 

効率性の評価 

 

事務事業の事業費や単位あたりコストの検証を行い，事務事業の効率性や経

済性に関して評価しました。 

今回の改善の

方向性 

 

妥当性・有効性・効率性の評価を行い，その改善の余地や今後の課題や前年

度の改善の方向性や改善状況を参考に，評価対象の事務事業の改善の方向性

を記載しました。 

一次評価結果 事務事業の所管課等の所属長による見解を記載しました。 

 

二次評価結果 評価の客観性を担保するため、一次評価を受けて、二次評価実施機関で評価

した結果を記載しました。 
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妥当性の評価 有効性の評価 効率性の評価

改善提案・前
回記入時の
改善の方向

性

今回の改善の
方向性

一次評価結果
（所属長記入）

左に係る人・
物・金などの
資源の方向

性

二次評価結果

1 11203 農林水
産課

かんがい排水整

備事業

水利組合等が管理する
農業用水路、揚水機等
の修繕、更新等費用の
一部を補助する。

かんがい排水設備の修
繕、更新等により耕作が
放棄されることなく水田経
営が継続できた。

　国、県補助事業に該当しない
土地改良施設を維持管理する
ためには、市の単独補助により
地域の小規模な水利組合等農
業団体を支援する必要がある。

　当該補助事業の実施により、
地域のかんがい排水施設が適
正に維持管理されている。

　事業実施主体が地域の水利組合
等であるため、市は補助金関係書
類の審査等により事業を遂行して
いるため人件費等の費用対効果は
高い。

0 　土地改良施設を適正に維
持管理するため、予算額は
現状維持し、事務事業を継
続して実施して行くことが適
当である。

継続 適正管理の徹底を各団体に促す
とともに、継続した支援が必要で
ある。

2 11204 農林水
産課

林道維持補修事

業

市が管理する林道を適
正な管理状態に保つた
め、業者委託により草
刈、枝打ち等を実施す
る。

林道の機能を維持するこ
とができた。

　管理者が市であり、通行の妨
げとなる枝、草の障害物を除去
するなど、適正な維持管理に努
めることで、林業者の円滑な業
務に寄与するるため妥当と考え
る。

　事業実施により林業者等の森
林管理の向上に寄与した。

高所等、市職員の対応が困難な箇
所においては、業者発注するが、そ
の選定にあっては入札によるなど
適正に実施している。

0 林道にかかる枝打
ちを計画的に実施
し、道路側溝の閉
塞を防ぐ必要があ
る。

　林道機能を維持するた
め、予算は現状維持し、事
務事業を継続して実施して
行くことが適当である。

継続 計画的に執行し、適正な管理を図
る必要がある。

3 11206 農林水
産課

農村環境保全事

業

　農村の過疎化、高齢
化、混住化等の進行に
伴う集落機能の低下に
より、農地・農業用水等
の適切な管理が困難な
状況の中、地域の農業
者を中心として、地域住
民や都市住民等の多様
な主体の参画による組
織を形成し、その組織が
地域共同による農地・農
業用水等の資源の保全
管理活動や農村環境の
保全活動に加え、農地
周りの農業用用排水路
等施設の長寿命化等の
取組に対し国・県・市に
より交付金を交付し支援
する。

地域共同活動による農
地・農業用水施設等に維
持管理や農村環境の保
全に寄与した。

　活動組織より事業実施要望が
あり、市と活動組織の間で事業
実施に係る協定を締結した。
　国の交付金要綱等により、本
事業を実施する場合は地方
（県・市町村）も応分の負担を義
務付けられている。

　水路、農道等の農村集落の共
同インフラを集落総出で維持管
理しなければならないという動
機付けとなった。

　各活動組織の創意により、交付金
の使途を決め、共同活動に対し有
効に交付金を活用している。

0 　本事業により農村集落機
能が維持され、施設の延命
化も図られる。予算は現状
維持し、事務事業を継続し
て行くことが適当である。

継続 農村環境保全活動を実施する組
織の運営に対し、継続して支援す
る必要がある。

事務事業の事後評価 改善提案と評価結果

№
第１次実
施計画の
事業番号

所属 事業名 事業内容 得られた成果



妥当性の評価 有効性の評価 効率性の評価

改善提案・前
回記入時の
改善の方向

性

今回の改善の
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事務事業の事後評価 改善提案と評価結果

№
第１次実
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事業番号

所属 事業名 事業内容 得られた成果

4 11501 農林水
産課

有害獣被害防止

対策事業

野生獣の侵入防止対策
として、農地・竹林等に
物理柵・簡易電気柵を
設置し農林作物被害を
防ぐ。

防護柵の設置により、有
害獣から農林作物が守ら
れ、農業者の耕作意欲減
退を防ぐことができた。

　本事業は、有害獣の農用地等
への侵入を防ぐため、県が創設
した事業である。本事業実施に
当たっては、市も構成員の一員
となるよう義務付けられた有害
鳥獣対策協議会を設置し、協議
会が事業主体となることが義務
付けられている。ただし、協議会
事務局を市ではなく、ＪＡに移行
を検討する余地がある。
　また、本事業は毎年、農業者
等からの根強い要望がある。

　事業実施により、農作物等の
被害を防ぎ、農業者の耕作意欲
の減退を防ぐことができた。さら
には、耕作放棄地の拡大を抑止
することができた。

 近年、低コストの簡易電気柵が主
流となっていることから、費用対効
果は上がっている。

0 事業費では、柵を
設置する際の労務
費も事業費に計上
することができ、
個々の事業者（受
益者）には、一部
事業負担金はある
ものの、防護柵資
材と労務費が支給
されており、個人
負担の軽減が大き
い。このため、労務
費の計上を見直し
を図る必要があ
る。

　被害が拡大しているため、
被害防止するうえでも予算
配分は現状維持し、事務事
業を継続して実施すること
が適当である。
　ただし、受益者負担の見
直しの検討が必要である。

継続 被害の拡大防止のため、継続して
実施するとともに、施設の適正な
維持管理を周知徹底する必要が
ある。

5 11502 農林水
産課

有害鳥獣捕獲事

業

猟友会に委託し、猟銃
及び罠による有害鳥獣
の捕獲を実施

事業継続により、野生獣
の増加や農作物等の被
害額の減尐に寄与してい
る。

　市民生活を脅かす有害鳥獣を
捕獲し生息数を適正管理するの
は行政の責務である。狩猟期間
以外に鳥獣を捕獲するため、有
害鳥獣捕獲許可手続により市
が実施主体となり猟友会に捕獲
業務を委託する手段と採ってい
る。

　通年、有害鳥獣を捕獲するこ
とで、農作物被害の軽減や農業
者等の耕作意欲減退を防いで
いる。

　罠による捕獲については、費用対
効果では優れている。一方、猟銃に
よる一斉捕獲は１日の捕獲数からし
て費用対効果は尐ないが、農業者
からは捕獲できなくとも銃声が山野
にとどろくだけでも、数日間は有害
獣を寄せ付けない効果があるとの
意見も根強い。

0 有害鳥獣は、市町
村域を跨いで移動
するため、広域連
携による捕獲を検
討する必要があ
る。

　予算・人員は現状維持し、
事務事業を継続して実施す
ることが適当である。
　なお、捕獲従事者の高齢
化が進んでいるため対策を
要する。

継続 事業の継続とともに、捕獲従事者
の高齢化に対する取組を検討す
る必要がある。

6 12401 農林水
産課

外来漁船誘致対

策事業

外来漁船を誘致するた
め、船籍地訪問、乗組員
に対する無料入浴事業
などを実施する。

入港船数の増加により経
済効果はあると思われ
る。

外来漁船の誘致に対する直接
の利益は、勝浦漁協や水産業
を営む者が多く受けるが、しか
し、商店など市への経済波及効
果も尐なからずあり、支援の必
要はあると思われる。そこで、外
来漁船誘致対策協議会を立ち
上げ、補助金を支出する方法に
より、本事業を実施している。

外来漁船誘致事業について、以
下の点で有効性があると考え
る。
１．外来漁船による水揚げ　→
手数料収入の増加、鮮魚仲買
人の収入の増加。
２．外来漁船にかかる経費　→
資材、燃料、水、食料品などの
購入による商店に対する収入の
増加。
３．外来漁船員の上陸　→　外
来漁船員の上陸による市内で
の飲食による飲食店に対する収
入の増加。

人件費について適正であると考え
る。事業費については、この事業内
容自体、拡大傾向にあり、その効果
も表れていることを考えると、事業
費をさらに投入する必要はある。効
率性をあげる方法としては、上陸す
る外来漁船員の求めるものを満た
すことができるかどうかではないか
と考える。

0 事業費の増加によ
り、誘致対象地区
の拡大を検討する
必要がある。

本事業による経済効果は水
産業をはじめ、商工業にも
及んでいると考える。しか
し、近年は大規模漁港にお
いて誘致を活発化している
ため、今後予算を拡大し、
事務事業を積極的に実施し
ていくことが適当である。

継続 水産業のほか地域経済振興に寄
与するため継続した取組みが必
要がある。
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7 12402 農林水
産課

産地水産業強化

支援事業

勝浦市産地協議会を立
ち上げ、ブランド化、６次
産業化などの事業を検
討、実施する。

勝浦産水産物をＰＲする
ことができた。また、講習
会を開催することにより、
市場の高度衛生、水産物
の流通過程などが理解で
きた。

本事業は、産地における所得の
向上、地先資源の増大、漁業の
６次産業化等の取組を推進する
産地協議会に対して、支援しよ
うとする事業である。資源管理
や水産業を２次産業、３次産業
と結び付けて推進していくことに
より、漁業者の所得向上が図ら
れ、それにより市に対しても経
済効果が見込まれることから、
国とともに支援しようとするもの
である。また、このような事業
は、本来、水産業関係者が中心
となって行うべきものであるこ
と、加えて国の方針でもあること
から、勝浦市産地協議会を立ち
上げ、同協議会に対して、支援
するものである。

勝浦産水産物のＰＲ推進事業
→　勝浦産水産物のＰＲができ
た。
高度衛生管理型魚市場に関す
る講習会　→　高度衛生管理型
魚市場について理解できた。
水産物流通に関する講習会　→
水産物の流通過程、流通時の
実態、仕組み及び注意すべき点
等について、確認できた。

本事業は、事業主体の負担のほ
か、国の交付金、市の補助金により
行う事業である。水産物のＰＲにつ
いては、多数の来客があったことか
ら目的は十分に達成できたと考え
る。また、講習会についても、産地と
してこれからどのようにしなければ
ならないのかなど、将来的な内容に
ついてのものであることから、効果
があったものと思われる。
事業費および人件費等について
は、必要最小限の費用で実施して
いることから、コストとしては適正で
あると思われる。

0 予算は現状維持し、勝浦産
水産物のＰＲなどにより、産
地の認知が図られるものと
考える。このため、事務事
業を継続して実施すること
が適当である。

継続 継続してブランド化に向けたＰＲ事
業に取り組む必要がある。

8 12601 農林水
産課

アワビ種苗放流

事業

アワビの種苗を放流す
ることにより、資源増大
と漁業収入の増加によ
る生活の安定化を図る
ことができる。

水揚量は各年度で変動
するものの極端に尐なく
なるということはないと考
える。

水産業の安定化は、本市の産
業構造から必要なことであるた
め実施する。水産業の安定化に
資する事業であるため、事業を
実施する漁協に対して補助する
ものである。

年により豊漁、不漁の変動はあ
るものの、ある程度の水揚量は
維持できている。今後は、資源
管理の観点から放流した種苗が
次世代を残せる環境整備（水産
業関係者の決まりごと作成を含
む）が必要である。

本事業は、市の補助事業である。
両漁協におけるアワビの水揚量
は、ほぼ維持されているものと考え
る。
また、事業および人件費等について
は、必要最小限の費用で実施して
いることから、コストとしては適正で
あると思われる。今後は、資源管理
の観点から放流した種苗が次世代
を残せる環境整備（水産業関係者
の決まりごと作成を含む）を検討し
ていくことも必要であると考える。

0 予算枞は現状維持を基本と
し、事務事業を継続して実
施することが適当である。ま
た、磯根の環境整備につい
ての対策を要する。

継続 費用対効果を踏まえ、取り組む必
要がある。

9 13104 観光商
工課

経営近代化融資

事業（中小企業

資金融資制度）

指定した金融機関に預
託金を預け市内中小企
業者及び個人事業者に
運転資金、設備資金の
融資を行う。

市内中小企業者に対し、
預託融資制度による融資
を実施し、小規模業者の
経営改善や施設の近代
化が図れた。

指定した市内金融機関に預託
金を預け市内中小企業者及び
個人事業者に運転資金、設備
資金の融資を実施し、併せて融
資額に係る貸付利子の２分の１
の補助補助を行うことにより、経
営改善や施設の近代化が図れ
る。

実績においては、活動指標の３
分の１程度であるが、中小企業
が経営改善や設備投資を行い
企業力を向上させる手段として
は有効である。

実績においては、予算の３分の１程
度であるが、融資を促すうえでの予
算枞の設定は、経済状況の変化に
伴う資金需要対応を踏まえると適正
と考える。

0 東日本大震災以
降、観光客の入込
が伸び悩んでいる
中、中小企業にお
いても経営が非常
に厳しい状況にあ
る。このようなこと
から、今後経営改
善等実施する中小
企業からの融資申
し込みが増加する
ことが予想される
ため、金融機関と
協議し融資枞の増
加を検討する。

融資枞を増加し、事務事業
内容を充実して実施していく
ことが適当である。

継続 中小企業振興に向け、継続して取
り組む必要がある。
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10 14201 観光商
工課

「かつうらビッ

グひな祭り」開

催事業

市民参加により、市内各
会場・商店・神社仏閣・
観光施設等にひな人形
を飾り、地域の活性、商
工業振興に努め、観光
客を誘致し交流人口の
増加を図る。

ビッグひな祭り実行委員
会を支援・補助し、観光
客の誘致と商店街及び地
域の活性化が図れた。

市民参加により、市内各会場・
商店・神社仏閣・観光施設等に
ひな人形を飾り、地域の活性、
商工業振興に努め、観光客を誘
致し交流人口の増加を図る。

ビッグひな祭り期間中の勝浦市
における経済効果は約２０億円
になり、有効と思われる。

経済効果を踏まえると開催期間や
企画内容等、事業規模は適正と考
える。

0 平成１２年度より開
催しており、イベン
ト内容がマンネリ
化してきているた
め、観光客離れを
防ぐ新たな企画を
行う。

市内各会場の人形の飾りつ
け数を増加し、事務事業内
容を充実して実施していくこ
とが適当である。

継続 新たな企画等、創意工夫をもって
取り組む必要がある。

11 14202 観光商
工課

「かつうら若潮

まつり」開催事

業

夏の風物詩である花火
大会を行い、夏期観光
客の誘致及び市民の憩
いの場を提供することに
より、商店街の活性化を
図り、地域の産業振興
に努め、交流人口の増
加を図る。

かつうら若潮祭り実行委
員会及び勝浦市観光協
会を支援・補助し、観光
客の誘致及び地域の活
性化が図れた。

夏の風物詩である花火大会を
行い、夏期観光客の誘致及び
市民の憩いの場を提供すること
により、商店街の活性化を図り、
地域の産業振興に努め、交流
人口の増加を図る。

東日本大震災の影響により夏
期観光客及び各イベント等入込
数が減尐している中、このイベ
ントについては前年度より入込
数が増加しており、これに伴う経
済効果を踏まえると有効と思わ
れる。

イベント開催に伴う経済効果を踏ま
えると事業規模等は適正と考える。

0 イベントを開催する
にあたり、原資の
約７割が団体協賛
金及び地区寄附金
となっている。この
ようなことから、事
業費において余剰
金が出た場合の補
助金の取扱いにつ
いて、実行委員会
より減額することの
無いよう要望がで
ている。

打ち上げ数を増加し、事務
事業内容を充実して実施し
ていくことが適当である。

継続 新たな企画等、創意工夫をもって
取り組む必要がある。

12 21101 介護健
康課

母子保健事業 妊婦乳児健診・１歳６ヵ
月及び３歳児健診・フッ
化物歯面塗布事業・乳
幼児健康相談・離乳食
教室・お誕生・すくすく教
室・身体計測会

健診による乳幼児の健康
保持増進、異常の早期発
見・対応、また各種健康
相談による健全な母子の
発達促進、母親の育児不
安の緩和、母子の交流や
情報交換の場の提供が
図られた。

母子保健法に則り実施する。 電話連絡、訪問、手紙等のアプ
ローチをして未受診者の把握に
努め状況把握については、ほぼ
１００％となっている。

概ね適正であった。 0 未受診者のフォ
ローを実施。

乳児及び幼児の、心身とも
に健全な人として成長して
ゆくためには、その健康が
保持され正しい生活習慣の
確立が不可欠である、その
ためには母性等保護者の
正しい知識普及が不可欠で
ありこの事業にて指導して
いく必要性は高いと判断す
る。

継続 受診率の向上に向け、取り組む
必要がある。
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13 21102 介護健
康課

健康診査の実施 生活保護世帯及び女性
の健康診査。血液検査、
尿検査の必須検査に加
え、医師判断による貧
血・糖関連・心電図・眼
底等の選択検査を行
い、該当者に対し、適切
な保健指導を行う。
肝炎ウイルス検査未実
施者に対する検査

疾患またはその危険因子
を早期発見し、栄養や運
動等の生活指導や適切
な治療と結びつけること
によって、疾病の予防が
図られた。

健康増進法に則り実行する。
女性の健診については、健康診
査を受ける機会が尐ない主婦
層を対象としており一部（メタボ
リック）を除き特定検診と同様の
内容により検査している。

実施することにより、事後の栄
養や運動等の生活指導や適切
な治療と結びつけ疾患等を予防
していく意識の向上ができた。

特定検診及び後期高齢者の健康診
査と同時実施し効率を図っている。
会場規模に比べ受診者数が多い日
と尐ない日の差が激しく、尐ない日
はコスト的に非適正であった。

0 未受診者の状況把
握し、受診しない
理由の解明により
受診率の向上に努
める。
受診日毎の受診者
数の均等化に努め
る。

年度の早い時期に実施する
ことにより、事後の栄養や
運動等の生活指導や適切
な治療と結びつけ疾患等を
予防していく。また、健診実
施会場を武道館研修セン
ター等に変更するなどして、
市民が受診しやすい環境整
備を行い事業を継続してい
く。

継続 実施時期を含めた受診環境整備
を検討し、受診率の向上に向け、
取り組む必要がある。

14 21103 介護健
康課

がん検診の実施 胃がん・大腸がん・乳が
ん・子宮がん・肺がん・
前立腺がんなど各種が
ん健診を行う。

悪性新生物の早期発見、
早期治療へ結びつけるこ
とができた。

健康増進法に則り実行する。
がん検診推進事業によりがん検
診の必要性が認識された。

実施することにより、悪性新生
物の早期発見、早期治療による
健康寿命ができた。

会場規模に比べ受診者数が多い日
と尐ない日の差が激しく、尐ない日
はコスト的に非適正であった。

0 未受診者の状況把
握し、早期発見・早
期治療の必要性を
住民に周知し、受
診率の向上につな
げる。

悪性新生物の早期発見、治
療による健康寿命の延伸の
ため、広報活動を強化して
受診率向上に努めていく。
会場等に変更するなどし
て、市民が受診しやすい環
境整備を行い事業を継続し
ていく。

継続 実施時期を含めた受診環境整備
を検討し、受診率の向上に向け、
取り組む必要がある。

15 21105 市民課 短期人間ドック

助成事業

被保険者からの申請に
より、短期人間ドックに
かかる費用のうち、７割
（７万円を限度とする）を
助成する。

申請件数の増加から、自
身の健康管理の志向が
向上しているものと考えら
れる。

自分の健康に関心を持ち、自分
で管理することで、疾病の予防、
早期発見に資することから、今
後も必要である。

自分の健康を管理することで、
疾病の予防、早期発見による早
期治療に役立てることができ
る。
人間ドックの受検結果を得るこ
とで、みなしの特定健診となるた
め、受診率の向上につながる。

自分の空いている時間を利用して
自ら医療機関等へ行って受検する
ため、効率が良いと考える。

0 引き続き実施して
いく。

疾病の早期発見、早期治療
など被保険者の健康管理に
資するものであるため引き
続き実施していく。

継続 疾病の予防及び早期発見のた
め、継続して取り組む必要があ
る。
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16 21301 市民課 国民健康保険啓

発事業

広報紙の活用や冊子・
リーフレットを配布すると
ともに各種行事の際に
健康相談などを開設し、
国民健康保険制度、国
保の財政状況、保健事
業等について効率的に
啓発する。

広報紙の掲載、リーフレッ
トの配布、健康相談の開
設により、特定健康診査
の受診者や人間ドック受
検者の増加が図られた。

被保険者に対して国民健康保
険の制度や財政状況、保健事
業の内容等を周知することが、
重要であるため。

広報紙の掲載、リーフレットの配
布、健康相談の開設により、特
定健康診査の受診者や人間ドッ
ク受検者の増加が図られた。

広報紙の掲載、リーフレットの配
布、健康相談の開設により効率的
な啓発が行えた。

0 引き続き実施して
いく。

広報紙の掲載、リーフレット
の配布、健康相談の開設に
より効率的な啓発が行え
た。

継続 国民健康保険制度の被保険者理
解に向け、継続して周知啓発に努
める必要がある。

17 21304 市民課 診療報酬明細書

点検事業

診療報酬明細書は審査
委員会の審査を経て各
保険者（市町村）に送付
されてくるが、審査会で
は発見できない過誤や
数か月の経過を見て発
見できる過誤等があるこ
とから、専門業者に点検
委託することによりそれ
らの過誤を発見し、再審
査の請求をすることで医
療費の適正化を図る。

内容等について、再審査
請求の項目として該当が
あるものに対し再審査請
求をし、調整を図った。

保険者での診療報酬明細書の
審査については支払う側として
当然の責務であると考えられる
ため。

医科、歯科及び調剤の医療事
務について精通していなければ
ならないことなど専門知識が必
要なことから業者委託により該
当する診療報酬明細書を見つ
けて、再審査請求を行うのが最
も有効である。

医科、歯科及び調剤の医療事務に
ついて精通していなければならない
ことなど専門知識が必要なことから
業者委託により該当する診療報酬
明細書を見つけるのが効果的であ
る。

0 引き続き実施して
いく。

医療費適正化に有効な手
段の一つであることから、今
後も引き続き点検の充実に
努めていく。

継続 適正化に向け、継続した取り組み
が必要である。

18 22102 福祉課 子育て支援相談

窓口事業

研修会の開催 各保育所での子育て相
談に役立っている。

保育士を対象に子育て支援相
談員としての資質の向上を図る
ための講習会を開催する

各保育所での子育て相談に役
立っている。

全保育士が共通の知識を一同に得
ることが可能なため効率的である。

0 乳幼児の増加に伴い、講習
テーマを離乳食に設定する
など、保育事情に則した講
習を実施している。

継続 相談員の資質の向上を図るた
め、継続して開催する必要があ
る。
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19 22205 福祉課 一時保育事業 一時保育 一時的な保育及び緊急
的な保育並びに育児に伴
う保護者の心理的及び肉
体的な負担の軽減

一時保育は保護者の就労形態
の多様化に伴う一時的な保育
及び保護者の傷病等による緊
急的な保育並びに育児に伴う心
理的及び肉体的な負担の軽減
を図るための保育であり、全国
的に実施されており妥当である
と考える。

一時保育利用者全件とも利用
可能であったため、有効であっ
たと思われる。

臨時職員で対応しているため、コス
トについては、軽減されている。

0 一時保育希望者について
は、全て受け入れており、
今後も需要に応じた受入体
制を維持確保する必要があ
る。

継続 保護者需要に応じて事業の拡充
に向け、取り組む必要がある。

20 22302 福祉課 放課後児童健全

育成事業

昼間保護者のいない家
庭の小学校低学年児童
に対する安全確保と遊
びを通して健全な育成
及び子育て支援を図る

昼間保護者のいない家
庭の小学校低学年児童
に対する安全確保が図ら
れた

児童福祉法の規定による 昼間保護者のいない家庭の小
学校低学年児童に対する安全
確保ができた。なお、平成２４年
に待機児童２名、平成２５年度１
２名の待機児童が想定されるた
め、放課後ルームの拡大が必
要と考える。

指導員が全員臨時職員のため、コ
ストについては、軽減されている反
面、指導員確保が困難である。

0 指導員の確保 一応の成果は出ているが、
今後も対象児童が増えるこ
とを想定し、指導員の確保
も視野に入れ、継続して実
施する。

継続 保護者需要に応じて事業の拡充
等も含め、継続した取り組みが必
要がある。

21 23102 福祉課 入湯料助成事業 ７０歳以上の高齢者に対
し、市内温泉施設で利用
できる入湯券を支給する
ことで、外出の機会を創
出し、健康増進や孤立、
閉じこもりの防止を図る

７０歳以上の高齢者の４
４％程度が制度を活用
し、外出や他者との交流
及び健康増進が図られて
いる。

　尐子高齢化や核家族化が進
み、高齢者の孤立や閉じこもり
が社会的な問題になっている。
孤立や閉じこもりを防止するた
めには、地域の高齢者がお互い
に声かけや見守りを行うことが
重要となる。このためグループ
での利用が多い市内の温泉施
設等の入湯料を助成すること
で、高齢者の外出や他者との交
流の機会を創出する。

　利用者にとっては満足度の高
い事業であり、また、利用枚数
分の外出機会を創出し、交流の
場を提供できており、心身の健
康保持と生きがいの促進に有
効である。

　施設の通常入浴料金の1/4から
1/2の額で契約しており、費用対効
果の点で適正である。
　事務手続きの簡素化や受益者負
担の観点からはコストの削減を検
討する必要はある。

0 ①１人あたりの入
湯券の交付枚数や
財源に小高御代福
祉基金を充当して
いることについて
は今後検討してい
く必要がある。
②４月の交付開始
直後に移動市役所
で申請する対象者
が多いため、１人
では対応が困難に
なる状況があるこ
とを含め、申請窓
口や申請方法につ
いて検討する必要
がある。

コミュニティへの参加、健康
促進効果に十分寄与してい
る。
今後も継続すべき事業であ
る。

継続 申請、交付場所を含めた交付方
法を検討する必要がある。
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22 23203 介護健
康課

緊急通報システ

ムサービス事業

概ね６５歳以上の一人
暮らし及び高齢者のみ
の世帯の者に緊急通報
装置を貸与し、２４時間
体制で緊急時の連絡や
安否確認、健康、医療相
談を行う。

高齢者世帯において、緊
急時の連絡（緊急連絡先
への連絡や救急搬送の
通報）、安否確認、健康・
医療相談を行った。

高齢化の進行に加え、核家族
の増加に伴い、高齢者のみの
世帯が増加している中、高齢者
の孤独死が社会問題となってい
る。高齢者が安心して暮らせる
まちづくりを行う上で、安心安全
な高齢者在宅生活を寄与するた
め、当事業に公的助成が必要と
考える。

平成２３年度において、救急搬
送６件、搬送なし６件の緊急通
報の実績があり、有効であると
考える。また、新規加入者につ
いても42名の実績があり、市民
から期待度の高い事業と考え
る。

緊急時の体制整備であり、人命に
かかることなので、コストの削減にも
限度がある。緊急時の対応のた
め、定期的な点検・保守は欠かせな
い。申請書の受付、調査、審査、利
用調整等の業務は職員が行い、保
守管理業務、取付、撤去工事業務
は委託しており、人件費について
は、適正であると考える。

0 同一市内でも、地
域によりサービス
の差があるため、
格差を解消する。
（警備員が出動で
きる範囲が限られ
ている）

システムの内容について他
市町の状況を参考に検討す
る。

継続 地域格差の解消に向け対象地域
の拡大等を検討するとともに、安
全安心な高齢者在宅生活を確保
するよう継続して取り組む必要が
ある。

23 23204 介護健
康課

みまもり便事業 ひとり暮らしで７０歳以上
の者に、週３回飲み物を
配達し、安否確認を行
う。

ひとり暮らしの高齢者の
安否確認ができた。

高齢化の進行に加え、核家族
の増加に伴い、高齢者のみの
世帯が増加している中、高齢者
の孤独死が社会問題となってい
る。ひとり暮らしの高齢者が安
心して暮らせるまちづくりを行う
上で、安心安全な高齢者在宅生
活を寄与するため、当事業に公
的助成が必要と考える。

平成２３年度において、死亡発
見や救急搬送の実績はなかっ
たが、ひとり暮らしの高齢者生
活の安全安心を確保する当該
事業は有効であると考える。ま
た、新規加入者についても77名
の実績があった。

飲み物の配達は、市内の牛乳配達
業者に委託しており、配達している
飲み物は安価なモノを選んでいる。
申請書の受付、調査、審査、利用調
整等の業務及び緊急時における対
応は職員が行っている。

0 配達が週に３回な
ので、未配達時に
おける安否確認の
検討が必要。

高齢者の在宅での安全に
寄与するものであり今後も
継続したい。

継続 緊急通報サービス事業との連携
等、未配達時における安否確認
方法を検討する必要がある。

24 23210 介護健
康課

配食サービス事

業

おおむね６５歳以上のみ
の高齢者世帯で、調理
が困難な者に、週に最
大で３回、昼食時に弁当
を配達し、日常生活の自
立の支援を図るととも
に、安否確認を行う。

調理の困難な高齢者世
帯に弁当を配達するとと
もに安否確認を行った。

民間のサービスだけでは市域全
体にとって望ましい質・量のサー
ビスの確保ができない。また、
高齢者世帯を対象としているた
め、負担金の補助や、見守りも
兼ねていることから市が事業を
実施することは妥当と考える。
疾病等により調理の困難な者に
対しては、栄養のバランスのと
れた食事を定期的に提供するこ
とは、調理の負担軽減はされて
いると考える

平成２３年度において、死亡者
発見件数２件の実績がある。死
亡発見に至る前に異常を発見
し、対応することが最大の事業
効果とするが、当該事業により
早期に死亡発見したことについ
ても、一定の効果があったと考
える。

弁当の調理・配達は、市内の業者
に委託しており、１食（６６０円）のう
ち、半分（３３０円）を利用者が負担
している。
申請書の受付、調査、審査、利用調
整等の業務及び緊急時における対
応は職員が行っている。

0 配達日が最大で週
に３回であることか
ら、食事の提供や
安否確認ができな
い日がある。弁当
配達の民間企業の
新規参入によって
は、委託業者や価
格について検討が
必要。

今後、民間事業者の動向を
踏まえ、委託の方向性につ
いて検討する。

継続 需要に応じた実施回数、費用負
担、業者選定について検討する必
要がある。
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25 24204 福祉課 介護給付費・訓

練等給付費等支

給事業

障害者の申請に基づ
き、状況や障害程度を
調査のうえ、必要なサー
ビス量を決定し、支給す
ることで、障害者の日常
生活の自立を支援する

障害福祉サービスの利用
者数・利用日数とも年々
増えており、障害者・児の
福祉の増進が図られてき
ている。

障害者自立支援法第２条（市町
村の責務）に規定されている。
障害のある人が地域の構成員
として尊重され、住み慣れた地
域で自立し、いきいきと安全で
安心して生活できる地域社会の
実現を図るため必要な制度であ
る。

障害者に必要なサービスを提供
することで障害者・児の福祉の
増進を図るとともに、障害福祉
サービス提供事業者等による地
域での支援体制が徐々に整備
されてきている。

事業の報酬単価や利用者負担は法
令で規定されており、また、支給に
当たっては、調査のうえ必要なサー
ビス量を決定しているため、事業費
については適正である。

0 障害者数も年々増
加していることに併
せ、障害者総合支
援法に改正される
ことで対象者の範
囲も拡大するため
今後も事業費が増
加していくことが予
想される。必要な
サービス提供を支
給しない訳にはい
かないため、シス
テムのバージョン
アップなどによる事
務の簡素化を検討
する。

制度改正等に留意しながら
継続すべき事業である

継続 障害者の増加が今後見込まれて
いることから、事務の効率化を図
るとともに、継続した取り組みが必
要である。

26 24215 福祉課 重度心身障害者

医療費支給事業

重度の障害者に対し、
医療機関の窓口で支
払った保険診療に基づく
自己負担金額及び入院
時の食事療養費の標準
負担額の１/２を償還払
い方式により支給する。

障害者の医療費負担が
軽減され、安心して医療
が受けられる

重度障害者はその障害の状態
から健康面及び経済面での不
安が大きい。そのため医療費負
担を軽減し、安心して医療を受
けられるようにすることで健康保
持と生活の安定を確保する。
県下の全市町村が実施してい
る。

障害者の健康保持と経済的負
担の軽減が図られている。

支給申請に基づきかかった医療費
を支払っているため、事業費の削減
は困難である。
支払方法を現物給付方式に変更す
れば人件費のコストは大幅に削減
できるが、事業費（医療費支給額）
は大幅に増大する。また、国保への
国庫負担金調整措置（ペナルティ）
がある。

0 ①現在の償還払い
方式では、すべて
の対象者が申請す
る訳ではないため
に不公平が生じて
しまう。
②対象者、申請件
数が年々増加し、
また、医療費は審
査や合算制度など
があるため、事務
が非常に煩雑に
なってしまう。この
ため各市町村から
現物給付方式の要
望が多く県でこの
方法を検討してい
る。

制度上継続すべき事業であ
るが、効率性等から他市町
村の状況を把握し対応する
必要がある

継続 事務の効率化、不公平是正のた
め、現物給付方式の導入に向け、
取り組む必要がある。

27 25101 福祉課 指定袋配布事業 勝浦市社会福祉協議会
を活用し、歳末たすけあ
い募金配付世帯に対し、
指定ごみ袋を配付する。

経済弱者の負担軽減が
図られた。

歳末たすけあい募金配付世帯
（経済弱者世帯）を対象に配付
しており、妥当である。

経済弱者世帯への救済的措置
であり、有効である。

勝浦市社会福祉協議会を活用し、
歳末たすけあい募金配付時に併せ
て実施しており効率的である。

0 改善すべき点は特
になし。

経済弱者世帯への支援で
あり、今後継続して実施す
ることが適当である。

継続 経済弱者世帯の負担軽減のた
め、継続した取組みが必要があ
る。
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28 31101 都市建
設課

都市計画マス

タープランの見

直し

都市計画マスタープラン
の見直し。平成23年度
は準備期間、平成24
年、25年度で業務委託
を実施する予定。

平成24・25年度に向けて
情報の取得

都市計画法第18条の規定によ
り定めた平成９年４月の都市計
画マスタープランが策定後１０年
以上が経過していることや、ま
た、社会経済情勢の変化に適
応する見直しを行い、本市の都
市計画に関する基本的な方針
を見直すことを目的としており妥
当である。

平成２３年度は準備期間であっ
たが、策定年度の平成24、25年
度に向け、十分な情報収集等に
努めることができた。

他の業務と兼務の形で職員１名で
対応したことから、効率的に事業が
推進されたと考える。

0 情報収集した結果
を次年度以降に反
映させる。

情報収集した結果を次年度
以降の業務委託等に反映さ
せる。

継続 市総合計画及び社会情勢を踏ま
えた見直しの必要がある。

29 32104 清掃セ
ンター

ごみゼロボラン

ティアの育成

各行政区毎に行われる
年６回の道路側溝、公
共広場、空き地等の清
掃活動に対し、活動費
の一部を負担する。

周辺地域の清掃美化活
動としては根付いた事業
と思われる。

地域の美化活動として根付いて
いるが、ボランティア意識が定
着しない。引き続き、この制度を
実施することで意識の高揚を
図っていく。

一日清掃の取組全般について
は各区に一任しているが、生活
環境の美化の推進と公衆衛生
の向上に寄与している。

毎年度当初に各区より提出される
年間計画書及び実施報告書により
各区の実施状況の把握に努めてい
る。

0 市民の積極的な理
解と協力のもとの
清掃活動である
が、人口の減尐と
ともに総世帯数も
減尐しているた
め、現在５０世帯毎
２千円である報償
費の支払い単位を
見直し、コスト削減
について検討す
る。また、高齢者世
帯が増加している
ため、ボランティア
として清掃活動に
参加するにあたっ
て過度の負担とな
らない配慮につい
て、各区関係者と
連絡を密にする。

地域の美化活動としては根
付いたが、いまだにボラン
ティア意識が定着せず、事
業による成果を期待するた
めには、引き続き現行の制
度により事業運営せざるを
得ないものと考える。

継続 環境美化意識の高揚を図るととも
に、ボランティア育成に向け、継続
して取り組む必要がある。

30 32304 清掃セ
ンター

レジ袋削減に向

けた取組

市広報誌や市ホーム
ページなどに、マイバッ
グの利用するなどの記
事を掲載し広報すること
で、地球温暖化及びポイ
捨てゴミの原因ともなっ
ているレジ袋について、
削減を図る。

初年度につき、基準とな
る評価指標を得た。

地球温暖化及びポイ捨てゴミの
原因ともなっているレジ袋の削
減について、市広報誌やホーム
ページなどの経費がかからない
ものを利用し広報する。

各商店でもレジ袋の削減に取り
組んでいることもあり、ごみの減
量化・不法投棄の減尐について
相乗効果で期待できる。

費用がかかっていなことから、ごみ
の減量・不法投棄の減尐ができれ
ば効果があったと考える。初年度に
つき、基準となる評価指標を得た。

0 引き続き、マイバッ
ク・エコバックをす
るなどのレジ袋削
減方法を広報して
いく。

引き続き、市から広報して
いくが、それだけでなく、近
隣市町村の動向を見なが
ら、市全体で削減について
検討する。

継続 ポイ捨て防止に向け、継続して取
り組む必要がある。
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31 32401 清掃セ
ンター

一般廃棄物収集

運搬業務委託事

業

可燃・不燃ごみ及び資
源物の収集運搬

市民の生活環境の保全
が図られた。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に基づく事業

各家庭から排出された一般廃棄
物を収集し搬入された一般廃棄
物の適正な処理を行ったことか
ら、市民生活の環境保全と公衆
衛生の向上が図られ、有効で
あったと考える。

長期継続契約に基づき、実施して
いることから、適正と考える。

0 広域によるごみ処
理施設の建設計画
が遅延しているこ
とから、広域ごみ
処理施設が竣工す
るまでの間の収集
計画を立てる必要
があると考える。

広域によるごみ処理施設の
建設計画が遅延しているこ
とから、広域ごみ処理施設
が竣工するまでの間の収集
計画を立てる必要があると
考える。

継続 継続して一般廃棄物の適正処理
に努める必要がある。

32 32402 清掃セ
ンター

啓発事業 分別収集カレンダー及
びごみの分け方出し方
のリーフレットを配布す
る。

前年度に比べ、リサイク
ル率において、約０．１ポ
イント向上することができ
た。

市内全世帯（国際武道大学生
含む）に対し、ごみ毎の収集日
を記載した収集カレンダー及び
分別収集リーフレットについて
配布しゴミの分別化推進を図っ
ている。これにより、リサイクル
意識の高揚や地域環境美化の
向上に資することから妥当と考
える。

平成１２年度より収集指定袋制
を導入し、現在１６品目の分別
収集を実施しており、分別意識
に一定の成果が得られたことか
ら、有効と考える。

一部においては、分別及び収集日
を守らない市民がいるが、区長等を
通じ啓発し、分別の徹底を図ってい
る。また、印刷物については、入札
により業者選定を行っており、適正
と考える。

0 平成１２年度から
実施されているゴ
ミの分別化により、
ゴミの減量化効果
は一時的に表れた
が、その後微増し
ているので、更な
る周知徹底をし、
分別の推進につい
て有効策を検討す
る。

更なるごみの減量、分別の
徹底を図るため、広報紙で
の周知、リーフレット等の配
布等の実施について検討す
る。

継続 ごみの削減に向け、周知啓発に
取り組む必要がある。

33 32403 清掃セ
ンター

ごみ焼却施設改

修事業

焼却設備・不燃物処理
設備・可燃性粗大ごみ
処理設備等を適正に維
持する。

施設の維持改修を行い、
ごみの適正処理が概ね
図られた。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に基づく事業

老朽した設備の修繕を行うとと
もに、今後改修が必要な箇所の
把握に努めた。改修工事によ
り、施設の延命・環境基準に基
づく適正な運営管理が図られ、
有効と考える。

計画的な修繕や点検を行うことを基
本に改修事業を推進していることか
ら適正と考える。

0 広域によるごみ処
理施設の建設計画
が遅延しているこ
とから、広域ごみ
処理施設が竣工す
るまでの間の修繕
計画を立てる必要
があると考える。

広域ごみ処理施設の建設
計画が遅延していることか
ら、広域ごみ処理施設が竣
工するまでの間の修繕計画
を立てる必要があると考え
る。

継続 広域ごみ処理施設の建設を踏ま
え、施設の適正な維持管理を図る
必要がある。



妥当性の評価 有効性の評価 効率性の評価

改善提案・前
回記入時の
改善の方向

性

今回の改善の
方向性

一次評価結果
（所属長記入）

左に係る人・
物・金などの
資源の方向

性

二次評価結果

事務事業の事後評価 改善提案と評価結果

№
第１次実
施計画の
事業番号

所属 事業名 事業内容 得られた成果

34 32404 清掃セ
ンター

し尿処理施設改

修事業

し尿処理施設の改修工
事を実施し、し尿処理の
適切な運営を図ります。

施設の維持改修を行い、
し尿の適正処理が概ね図
られた。

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に基づく事業

老朽した設備の修繕を行うとと
もに、今後改修が必要な箇所の
把握に努めた。改修工事によ
り、施設の延命・環境基準に基
づく適正な管理運営、地元住民
の理解などが得られ、有効で
あったと考える。

計画的な修繕や点検を行うことを基
本に改修工事を推進していることか
ら適正と考える。

0 老朽化が進む施設
に配慮し、長期に
わたる計画的な修
繕計画を立てる必
要があると考える。

夷隅環境衛生組合との統合
が見込めないことから老朽
化が進む施設の長期的な
修繕計画を立てる必要があ
ると考える。

継続 適正な維持管理と計画的な改修
を図り、施設の長寿命化に努める
必要がある。

35 32503 生活環
境課

廃棄物不法投棄

防止金網フェン

ス設置事業

市道沿線等の廃棄物不
法投棄を防止するため
金網フェンスを設置する

フェンス設置箇所での廃
棄物不法投棄の防止が
図れた

環境保全を図るうえで廃棄物の
不法投棄防止対策は必要であ
り、金網フェンス設置はその有
効な手段の一つである。

フェンス設置箇所での廃棄物不
法投棄の防止が図れた。

計画的な執行により、効率化に努
めた。

0 県の産業廃棄物不
法投棄防止事業総
合補助金交付要綱
に基づき金網フェ
ンスの設置を検討
するとともに金網
フェンス以外の不
法投棄防止対策も
併せて検討してい
きたい。

金網フェンス設置は継続し
て実施したい。また、県の産
業廃棄物不法投棄防止事
業総合補助金交付要綱に
基づき、防犯カメラの設置な
どを含めた総合的な不法投
棄防止対策を実施していき
たい。

継続 環境保全に向け、継続して実施す
るとともに、より有効な対策の検
証も必要である。

36 33105 都市建
設課

国道の整備促進 国道２９７号のバイパス
整備が図られるよう千葉
県に要請する。

千葉県が事業着手するこ
とになった。

国道297号松野バイパス整備
は、幹線における道路機能の強
化となり、安全性、利便性が向
上に寄与することから、事業者
の千葉県に対して早期開通を要
望する。

国道297号松野バイパス整備
は、安全性、利便性の向上の効
果が明確であるため、市が行う
地元要望活動は有効と考える。

経費については、事業の内容及び
性格から多額の予算を必要とせ
ず、担当職員の人件費が主たる経
費であり、執行については、適正で
あると考える。

0 千葉県に対して、
引続き早期完成を
要望する。

千葉県で事業着手となり、
進捗状況を把握するととも
に、早期完了に向け、取り
組んでいく。。

継続 圏央道の市原鶴舞ＩＣ開通を踏ま
え、早期完成に向け、取り組む必
要がある。
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37 33106 都市建
設課

県道の整備促進 天津小湊夷隅線の道路
改良（拡幅、歩道整備）
を千葉県に要請する。

継続して整備がされてい
る。

外房地域間を結ぶ主要な路線
の整備は、安全性や利便性が
向上し、道路機能の強化となる
ことから、事業者の千葉県に対
して、早期の整備を要望する。

安全性、利便性が向上する。 経費については、事業の内容及び
性格から多額の予算を必要とせ
ず、担当職員の人件費が主たる経
費であり、執行については、適正で
あると考える。

0 事業が継続して行
われるているた
め、引き続き早期
完成を要望する。

事業が継続して行われるて
いるため、進捗状況を把握
するとともに、早期完了に向
け取り組んでいく。。

継続 圏央道の市原鶴舞ＩＣ開通を踏ま
え、早期完成に向け、取り組む必
要がある。

38 33108 都市建
設課

国県道の改良に

よる交通機能等

の強化促進

国道128号、297号アク
セス改良（旧有料道路）
がはかられるよう千葉県
に要請する。

千葉県が着手することと
なった。

アクセス改良等は、幹線におけ
る道路機能の強化及び安全性、
利便性の向上に資することか
ら、要請活動は妥当と考える。

国県道の改良は、安全性及び
利便性の向上に資することか
ら、強化促進の要請活動は有効
と考える。

経費については、事業の内容及び
性格から多額の予算を必要とせ
ず、担当職員の人件費が主たる経
費であり、執行については、適正で
あると考える。

0 千葉県に対して、
引き続き早期完成
を要望する。

千葉県で一部事業着手とな
り、進捗状況を把握するとと
もに、早期完了に向け、取り
組んでいく。。

継続 圏央道の市原鶴舞ＩＣ開通を踏ま
え、早期完成に向け、取り組む必
要がある。

39 33201 都市建
設課

道路改良事業 狭隘な道路の拡幅等に
より、通行の安全を図
る。

道路の改良により通行の
安全が図られた。

市道の道路管理をしているのは
勝浦市であり、市民サービスの
公平性・道路利用上の利便性、
安全性に基づく優先度に応じ
て、道路拡幅を行っていることか
ら妥当と考える。

拡幅等、道路改良を実施により
交互通行等通行が図られ、道路
の利便性、安全性が向上した。

計画的な執行により事業の効率化
に努めた。

0 道路利用状況等を
考慮し計画的な整
備路線の選定をす
ることにより、経済
的な整備を進めた
い。

道路状況を精査し、危険度
の高い順に計画をもって整
備して参りたい。

継続 優先度を見極め、計画的に取り組
む必要がある。
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40 33206 都市建
設課

舗装新設事業 アスファルト舗装等によ
り通行の安全を図る。

アスファルト舗装等により
通行の安全が図られた。

市道の道路管理をしているのは
勝浦市であり、市民サービスの
公平性・道路維持管理上から、
アスファルト等により路面凹凸
の防止や路盤材の流出防止を
図った。

未舗装の市道等を舗装すること
により歩行者や車両通行の安
全が図られたことから妥当と考
える。

計画的な執行により事業に効率化
に努めた。

0 未舗装市道等につ
いては、利用状況
等を考慮し計画的
な整備路線の選定
をすることにより、
経済的な整備を進
めたい。

未舗装においては、利用頻
度を勘案し、計画をもって整
備していく。

継続 優先度を見極め、計画的に取り組
む必要がある。

41 33207 都市建
設課

橋りょう維持事

業

地方公共団体が管理す
る今後老朽化する道路
橋の増大に対応するた
め、地方公共団体が長
寿命化修繕計画を策定
することにより、従来の
事後的な修繕及び架替
えから予防的な修繕及
び計画的な架替えへと
円滑な政策転換を図る
とともに、橋梁の長寿命
化並びに橋梁の修繕及
び架替えに係る費用の
縮減を図りつつ、地域の
道路網の安全性・信頼
性を確保する。

橋梁の点検を基に老朽
化する橋りょうの増大に
対応するため、平成２４年
度に実施する橋りょう長
寿命化修繕計画の策定
資料が得られた。

市道に架かる橋梁を管理してい
るのは勝浦市であり、橋梁の高
齢化橋梁が増大するなか、道路
交通の安全性を確保する上で、
これまで事後保全的な対応から
計画的かつ予防的な対応に転
換し、今後見込まれる橋梁の修
繕・架替えに要する経費を橋梁
の長寿命化を行いコスト削減を
図るための資料となった。

今まで事後保全的な対応から
計画的かつ予防的な対応に転
換することによりコスト削減が図
られる。又、今後橋梁を修繕して
いくことにより交通の安全が確
保される。

事業費に対し、従事人員が２人であ
るが社会資本整備総合交付金によ
り国の交付金を利用しての事業を
進めてきたため、交付申請から額
の確定での事務に時間を費やした
ことと、委託業務が新規事業であっ
たため仕様書がなくその調査と歩掛
がなく業者に見積り依頼し比較等を
行ったために発注まで時間を要す
ることとなったが、新規事業であっ
たため妥当であったと思う。

0 平成２４年度も計
画策定は新規事業
であるため、調査
を早期に行い早め
の発注を心がけた
い。

この事業を実施することに
より計画的な橋梁修繕・架
替えを行うことによりコスト
縮減が図られるため、計画
的に橋梁修繕・架替えが行
われるよう努める。

継続 策定した長寿命化計画に基づき、
計画的に取り組む必要がある。

42 33303 企画課 市民バスの運行

事業

交通不便地域の住民の
移動手段として市民バス
を運行する。

高齢者等、移動困難者の
日常における移動手段と
して活用されるとともに、
交通不便地域の解消が
得られた。

市内山間部に位置する交通不
便地域において、バス事業者に
ついては、経営的に運行困難な
ことから、市が運行主体となり、
交通不便地域の解消や自身で
移動する手段をもたない者及び
家族の送迎が困難な移動困難
者の日常の移動手段確保する
必要があるため、妥当である。

平成14年度以後、運行を継続
し、一定の利用客実績を得てい
る。また、運行経路の拡大、停
留所の新規設置等の多くの要
望が寄せられ、市民バスに対す
る市民の期待も高く、高齢化の
進展によって、市民需要は、増
加するものと思われる。

道路運送許可に基づく運行のた
め、許可を得た業者に特定される業
務であるが、平成２３年度に実施し
た運行経路の拡大等においては、
協議により、委託料の追加を最小
限に留めるなど効率的な予算の執
行に努めた。

0 平成２４年度に実
施する交通需要調
査の結果を踏ま
え、市民バス運行
の見直しを図る。

停留所の新設及び運行経
路の拡大等、市民要望に即
した利便性向上の取組みを
積極的に図った。今後、高
齢化の進展に伴い、市民バ
スの需要が増加するものと
見込まれるため、交通需要
調査により市民要望を的確
に把握しながら効率的な運
行を図る必要がある。

継続 市民の需要を把握し、利便性向
上に向けた取組みが必要である。
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43 33304 企画課 ＪＲ勝浦駅エレ

ベーター設置事

業

東日本旅客鉄道㈱に対
し、要望活動を行うととも
に、設置関する経費のう
ち、国庫補助金を差し引
いた額に対し、補助金を
交付する。

鉄道事業者に要望を重
ねた結果、設置に係る基
本設計が着手され、平成
26年度設置の見通しがつ
いた。

勝浦駅においては、高齢者をは
じめとする歩行困難な駅利用者
及び観光客から設置の要望が
強いものの、鉄道事業者におい
ては、１日あたり乗降客が社内
基準に満たないため、鉄道事業
者単独では設置困難な状況で
あるとしたことから、事業費の負
担軽減が図れるよう、市から鉄
道事業者に対し、事業費支援す
ることで早期設置を促進する必
要があることから、当該事業は
妥当と考える。

最終的な効果として高齢者を含
めた歩行困難者が快適に駅を
利用することと併せ、勝浦を訪
れる観光客の利便性向上が図
れることがあげられ、平成２３年
度事業の効果としては、鉄道事
業者に対し、要望を重ねた結
果、基本設計に着手するなど、
設置の見通しがついたことから
事業の有効性は適正と考える。

鉄道事業者の社内基準以下に満た
ない勝浦駅をバリアフリー化するこ
とは、社内的には異例であり、これ
を事業化するためには、鉄道事業
者の負担軽減を図る必要があるこ
とから、補助金支出やその割合は、
設置後の効果や要望と照らすと概
ね妥当な範囲と認められるため、効
率性は適当と考える。

0 0 ＪＲと協議を重ねた結果、平
成23年度、基礎調査業務が
着手され、平成24年度に同
調査が完了する予定で、そ
の後に計画される実施設
計、設置工事の早期完了を
促すよう継続して協議・要望
に努める必要がある。

継続 早期設置に向け継続して取り組
む必要がある。

44 33305 企画課 市内路線バス運

行維持及び利便

性の向上

勝浦市バス路線運行維
持補助金交付要綱に基
づき、補助対象路線の
損失額のうち、70％（900
万円限度）で補助金を交
付する。

バス事業者を支援するこ
とで市内路線バスの運行
を維持することができた。

バス事業者に対する運行支援
策については、国、県において
も制度化されているものの、小
湊バスが市内を運行する路線
にあっては、国県補助の要件と
なる経営指標の範囲を大きく下
回ることから、国県補助の対象
外となっている。このため、市が
支援することで運行を確保しよう
とすることは妥当であると考え
る。

国県補助の対象外の路線を運
行維持することは、経営上、困
難であるとする事業者に対し、
市が支援することは、地域住民
の移動手段確保の観点から有
効と考える。

路線の収支に係る損失に対し、支
援については一定の限度額を設け
ることで、自社努力を促すなど、支
援については効率的であると考え
る。

0 近年、市内路線の
収支合計で補助金
の限度額を超える
損失があり、経営
の悪化が進行して
いる状況にある。
この状況は、交付
額の実績におい
て、限度額満額で
交付しおり、要綱
に定める限度額の
満額交付してお
り、対象路線の赤
字額に対し、補助
金の交付額は

かねてから収支悪化を理由
に路線の一部廃止の申し入
れをバス事業者から受けて
いる状況にあるが、交通事
業者全体の収支は、黒字で
あることから、本市を含めた
人口減尐地域に対する企業
の社会貢献の理解を促し、
運行確保維持に努めたい。

継続 市民の需要を把握し、利便性向
上に向けた取組みが必要である。

45 34201 水道課 老朽管更新事業 川津、蟹田、興津、鵜
原、守谷地先のそれぞ
れ市道、県道に埋設して
いる老朽化した石綿セメ
ント管約1,382.4ｍを耐衝
撃性硬質塩化ビニル管
やダクタイル鋳鉄管に布
設替工事を実施した。

石綿セメント管は、老朽
化により強度が著しく低
下し漏水や破裂事故の原
因となっており布設替え
を実施することで有収率
の向上や修繕工事費の
抑制につながった。

昭和３０年・４０年代に布設され
た石綿セメント管は、老朽化に
より強度が著しく低下し漏水や
破裂事故の原因となっており布
設替えを実施することで有収率
の向上や修繕工事費の抑制に
つながった。住民への安定した
水道水の供給と信頼性の向上
を図ることができる。
　また、平成１３年からは、国庫
補助事業が採択された。

石綿セメント管布設替後は、漏
水箇所が減尐し住民へ安定的
に給水をすることができている。
また、有収率の向上と、配水管
等の修繕工事費の抑制につな
がった。

工事施工方法の工夫により、事業
費を抑制することができた。

0 0 重点的に継続 継続 計画的に取組む必要がある。
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46 34302 生活環
境課

環境調査 勝浦市環境基本条例第
１９条の規定による調査
の実施の手段として浜
勝浦川など市内主要河
川等の水質調査を継続
して行うことにより、環境
の状況等を把握し、環境
の保全に関する施策の
策定のための資料とす
る

河川等の水質浄化対策と
して継続してＥＭ活性液
の投入等を行い、水質調
査の結果については市Ｈ
Ｐや環境白書へ掲載し、
市民に周知することが出
来た

市内の環境の状況を知るうえ
で、水質調査は有効な手段のひ
とつであり、調査項目は環境基
本法に基づく河川の生活環境項
目をほぼ対象としており、この事
業を行うことにより市内河川等
の標準的な水質環境の状況を
把握できている。

調査結果を活用し、対処できる
ものについては水質環境改善
に係る取組を実施した。

水質調査を実施する際、調査費用
について複数者に見積もりを徴し、
最低価格の業者を採用している

0 水質調査について
は、定期的な調査
を続行していくとと
もに、河川の状況
等によっては臨時
的な水質調査を実
施することにより、
より詳細な環境の
状況を把握するこ
とで環境の保全の
施策を策定してい
きたい。

市内の環境の状況を知るう
えで水質調査は必要であ
り、今後も継続して実施した
い。ただし、実施場所及び
実施回数については検討し
て改善していきたい。

継続 生活環境の改善、保持のため水
質の把握に努め、継続した取り組
みが必要である。

47 34303 生活環
境課

浄化槽設置整備

事業

水質汚濁防止及び自然
環境の保全を目的として
合併処理浄化槽への設
置替えを促進する

合併処理浄化槽への設
置替に補助金を交付し合
併処理浄化槽普及の促
進が図れ、水質汚濁防止
及び自然環境の保全が
図れた。

下水道が整備されていない本市
においては、国・県から補助を
受けて合併処理浄化槽への設
置替えに対して補助金を交付し
合併処理浄化槽の普及を促進
することが水質汚濁防止及び自
然環境の保全を図るうえで有効
な手段の一つである。

合併処理浄化槽の普及の促進
を図ることで家庭雑排水等の適
正な処理が出来るようになって
いる。

ＨＰ・広報等を通じて効率的な普及
促進に努めている。

0 引き続き合併処理
浄化槽の設置促進
を図るとともに、浄
化槽設置後の清
掃・点検の実施の
促進を図りたい。

下水道が整備されていない
本市において合併処理浄化
槽の設置促進は、家庭雑排
水等を適正に処理するには
必要であり、今後も継続して
いきたい。

継続 水質汚濁防止及び自然環境の保
全のため、合併処理浄化槽の普
及、清掃、点検の周知徹底に継
続して取り組む必要がある。

48 34401 都市建
設課

公営住宅整備事

業

老朽化した市営住宅の
建て替え

老朽化した住宅を建て替
えたことにより良質な住
宅ストックが確保された。

勝浦市が管理する公営住宅法
に基づく市営住宅の老朽化し更
新時期を向かえている住宅の建
て替えであり妥当である。

老朽化した市営住宅を建て替え
たことにより、入居者の安全性
や衛生面の向上が図られ、良質
な住宅ストックの確保がされた。

建て替え方式による老朽市営住宅
の更新を順次実施する事業である
ことから、事業開始の平成１２年度
以後計画な執行を推進してきた。単
年度事業の執行については、全体
計画の進捗に影響の無いよう、適
切な進行監理に努めた。

0 平成２３年度に勝
浦市営住宅長寿命
化計画を策定し、
市営住宅に関する
今後の活用方針や
維持管理方針を定
めた。また、長寿
命化計画を基に平
成２５年度には市
営住宅整備計画を
策定し、具体的な
整備手法の検討を
行う予定である。

策定された長寿命化計画を
基に整備計画に反映させ
る。

継続 適正な維持管理と計画的な改修
を図り、施設の長寿命化に努める
必要がある。
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49 34403 都市建
設課

公営住宅等長寿

命化計画策定事

業

公営住宅等長寿命化計
画策定指針に基づく勝
浦市営住宅長寿命化計
画の策定。業務委託の
実施。

勝浦市営住宅長寿命化
計画が策定された。

本市における住宅確保要配慮
者に対する住宅政策の基本的
方向および整備方針を定めると
ともに、市営住宅について、公
営住宅等長寿命化計画策定指
針を踏まえ、住宅ストックの効率
かつ円滑な更新をするための検
討を行い、市営住宅に関する今
後の活用方針や維持管理方針
を定めるため妥当である。

勝浦市営住宅長寿命化計画の
策定により、市営住宅の状況、
問題点がより明らかになった。
長寿命化計画を基に平成２５年
度には市営住宅整備計画を策
定し、具体的な整備手法の検討
を行う予定。また、長寿命化計
画の策定により、今後、建替え
事業等を実施するに当たり、社
会資本整備総合交付金の補助
対象となる。

入札による業者選定を実施するな
ど、適正化に努めた。また人件費に
おいては、事業量を勘案し職員２名
で対応し、効率的な執行に努めた。

0 策定された長寿命
化計画を基に整備
計画に反映させ
る。

策定された長寿命化計画を
基に整備計画に反映させ
る。

継続 住宅ストックの効率かつ円滑な更
新がなされるよう取り組む必要が
ある。

50 35102 総務課 自主防災組織推

進事業

新設の自主防災組織に
防災資機材を交付し、自
主防災組織設立促進及
び地域防災力の強化を
図る。

本年度において設立団体
無し。

大規模かつ広域的な災害時に
おいては、発災直後の自治体や
関係機関は大局的な活動に迫
られ、「公助による救助・救援」
は市域の隅々まで行き渡らない
ことが予想される。このため、地
域における災害対策では、あら
ゆる段階で「自助・共助の力」が
重要であり、特に発災直後の初
動対応期には「自分たちの地域
は地域のみんなで守る」といっ
た共助の考え方に基づいた、各
地域の自主防災組織設立の促
進が防災機能の強化には必要
不可欠である。

東日本大震災の影響により、共
助の重要性については認識を
高めており、自主防災組織につ
いての問い合わせも増加してい
る。
設立には、区民全員の協力が
必要であることから、相当の時
間を要するため、本年度におい
て設立団体は無いが、設立気
運が高まっているのも事実であ
る。

機会を捉え区へ自主防災組織の設
立について促す等の実施状況であ
ることから、コストについては掛かっ
ていない。

0 住民の自助・共助及び防災
思想の醸成を図るため、各
地区における防災組織立上
げ促進が重要で喫緊の課
題である。

継続 設立を促進するよう周知及び地区
合意形成に努める必要がある。

51 35108 総務課 防災メール配信

事業

登録制メール配信サー
ビスにより、防災行政無
線で放送する内容を配
信する。
これに必要なメール配信
サービス及び運用保守
等について業務委託を
行う

防災情報や登録者にとっ
て必要な情報が文字情
報として手元に届くことか
ら、本事業の目的として
充分に成果を発揮してい
ると言える。

災害発生時等有事の際には、
市民を安全かつ迅速に避難さ
せるための情報伝達が必要不
可欠である。
市域全体に災害情報や避難情
報等を一斉放送するため、防災
行政無線設備として拡声子局９
６局のほか希望した世帯へ戸別
受信機を設置しているところで
ある。しかしながら、近年の大規
模災害を教訓とすると行政無線
設備のみでは不十分であり、発
災時における様々な状況変化
や要素を想定し、情報伝達ツー
ルの多様化を図る観点から事
業実施は妥当と考える。

戸別受信機を設置していない建
物内や暴風時など、防災無線放
送の内容が聞き取りづらい状
況、場所においても、放送の内
容が文字として配信され、情報
伝達の確実性という面からは向
上している。

本事業は、費用対効果を求めるも
のではない。しかしながら、実施内
容を鑑みるとコストパフォーマンス
は優れていると思われる。

0 非常の事態に備えることが
不可欠であるため、情報取
得の多様化が必須である。

継続 受信登録者の増加に向けた取組
む必要がある。
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52 35202 総務課 消防防災施設整

備事業

昭和５６年６月以前に建
築された消防団詰所に
ついて、計画的に建て替
えを行い災害拠点施設
としての機能強化を図る

施設の耐震性の強化に
加え、施設の機能性、利
便性が向上し消防団員の
士気高揚が図れた。

消防団詰所は、拠点施設として
地域防災の要であることから、
災害発生時においても機能は
保全されなければならないため
建て替えは必要である。

建物が新しくなることにより、建
物の機能向上が図られるほか、
消防団員の士気についても高ま
り、消防団が組織としての機能
を十二分に発揮することが期待
される。

建て替えを要する消防詰め所は残
り１３棟有り、毎年１棟ずつの更新
計画では、完了予定が平成３８年度
という事となり、老朽化の進行によ
り地震発生時の倒壊等が懸念され
る。
早期に老朽化した消防詰所を解消
する必要がある。

0 更新計画を毎年３
棟とし、平成２９年
度完了を目標にす
る。

地区の防災拠点としてハー
ド的に必須であり、また、老
朽化解消のため順次、消防
団詰所の建て替え整備を進
める必要がある。

継続 老朽施設の計画的な整備を図る
必要がある。

53 41101 教育課 中学生海外派遣

事業

市内３校の中学２年生２
０人をオーストラリアに
派遣し、英語の語学研
修及びホームステイを体
験させる。その費用の１
／２以内を補助する。

ホームステイなどの体験
による国際感覚の醸成を
図ることができた。

市内中学生をオーストラリアに
派遣し一般家庭にホームステイ
し、異国文化、習慣の違い等を
肌で体験させる。

参加した生徒については、貴重
な体験をができ有意義であった
と思われるが、一部の生徒にと
どまるため、有効性としてはや
や不十分。

参加生徒の負担額、補助割合、参
加人数について検討が必要。

0 中学２年生２０人に
限定した事業なの
で、補助割合や派
遣人数について検
討が必要。

補助割合や派遣人数につ
いての検討とともに、事業を
今後継続していくか、または
他の実施方法がないか抜
本的に検討する。

継続 募集定員若しくは補助割合の見
直しを図り、継続して取り組む必
要がある。

54 41103 教育課 外国語指導助手

招致事業

２人の外国語指導助手
を各小中学校に派遣し
英語の授業を行う。

外国語指導助手を派遣
し、生徒に生きた英語に
触れさせることができ、英
語のコミュニケーション能
力を向上させることがで
きた。

外国語指導助手（以下ＡＬＴ）を
各小中学校に派遣し、児童生徒
に生きた英語と外国の文化に触
れる機会を与えることにより、国
際感覚豊かな人材を育てる。

　県または夷隅郡市内の英語ス
ピーチコンテスト等での成績か
らみても、語学力の向上にはつ
ながっていると思われるし、海外
派遣事業の参加希望の状況か
ら外国への関心も高くなってい
ると思われる。

　ＡＬＴを派遣する日数については、
１ヶ月に中学校で５日程度、小学校
で２日程度となるが、平成２３年度
からの小学校高学年英語必修化に
伴う英語指導の面で、その日数が
妥当かどうか検討する必要がある。
地方交付税措置があるといっても、
１千万円弱の一般財源を要している
し、これに係る事務負担も大きいこ
とから、都市部で行われている民間
業者への全面委託も検討する必要
がある。

0 　教師とＡＬＴとの
協調による、効果
拡大に向けた指導
方法及び２人体制
や民間委託の活用
とうについて検討
する必要がある。

平成２３年度からの小学校
高学年英語必修化もあり事
業効果はあり、今後も継続
して実施していくことが適当
である。ＡＬＴの効果的な活
用については引続き検討を
要する。

継続 継続して取り組む必要がある。



妥当性の評価 有効性の評価 効率性の評価

改善提案・前
回記入時の
改善の方向

性

今回の改善の
方向性

一次評価結果
（所属長記入）

左に係る人・
物・金などの
資源の方向

性

二次評価結果

事務事業の事後評価 改善提案と評価結果

№
第１次実
施計画の
事業番号

所属 事業名 事業内容 得られた成果

55 41106 学校給
食共同
調理場

学校給食におけ

る地産・地消の

推進

給食の献立や給食だよ
りを活用し、米、野菜、
海産物等の地場産品に
関心を持たせ、地場産
品を給食の食材に尐し
でも多く取り入れる。

給食の食材に地場産品
を取り入れることにより、
地域の特性や郷土の産
業などを理解するととも
に、食の大切さを学んだ。

国が定めた食育基本政策を推
進し、食文化の多様化に伴う食
生活の乱れ等により栄養バラン
スが崩れ健康面でのトラブルが
広がってきているため、食の大
切さや地場産品を食材に取り入
れることによる郷土愛や地域の
特性などを学習する。

給食の食材に地場産品を取り
入れることにより、地域の特性
や郷土の産業などを理解すると
ともに、食の大切さを学んだ。

容器、梱包等を省きコスト抑制に努
めている。

0 地場産品の割合を
高めるためには、
良質で安定的な供
給を生産者と協議
していく必要があ
る。

今後も地産・地消を推進し
ていく。

継続 食の重要性、地域産業振興に向
け、継続して取り組む必要があ
る。

56 41301 社会教
育課

学校体育施設開

放事業

市内小中学校１０校の
学校体育館及び市内３
中学校の柔剣道場をス
ポーツの場として有効に
提供することにより、市
民のスポーツの振興と
健康で活力ある市民生
活を営む。

市内の学校体育館１０施
設及び柔剣道場３施設を
スポーツの場として開放
することにより、市民のス
ポーツの振興と健康で活
力ある市民生活に資する
ことができた。

スポーツの振興と健康で活力あ
る市民生活を実現するため、学
校体育館１０施設及び柔剣道場
３施設の開放を行っている。市
民体育館等が整備されていない
ため学校施設等の開放事業
は、スポーツを愛する市民のた
めにも妥当な事業であります。

体育館や柔剣道場で行えるス
ポーツに限られてしまうが、体育
館にあっては、特にバレーボー
ルの愛好者の利用が多くなって
いる。
国際武道大学・バレーボール協
会・スポーツ推進委員によるＫＶ
Ｃ（勝浦バレーボールコミュニ
ティ）の立ち上げ等、多くの市民
が参加することができる組織づ
くりにも繋がっている。

利用申込団体については、利用説
明会議を行い利用日等の調整を
行っている。利用団体も増加傾向に
あり、希望日の重複等の課題も今
後多くなることが予想される。また、
１９時から２２時までの利用時間で
あることから、電気料相当分の使用
料徴収について受益者負担の観点
から検討する必要がある。

0 電気料相当分の使
用料徴収につい
て、受益者負担の
観点から検討する
必要がある。

市民のスポーツの振興及び
健康で活力ある市民生活を
営むうえでも重要な事業と
認識している。利用団体も
増加傾向にあり、今後も継
続して行きたいと考えます。

継続 費用負担に係る適正化の検討を
含め、継続して取り組む必要があ
る。

57 41304 教育課 小中学校耐震補

強事業

昭和５６年以前（旧耐震
基準）に建設された学校
施設の耐震化を図る。

学校施設の耐震診断を
実施し、必要に応じて耐
震補強、大規模改修及び
改築工事を実施し災害に
対し安全な施設にした。

子ども達の安全確保及び市民
の避難所としての機能確保のた
め、市が計画的に実施する。

平成２２年度に勝浦中学校及び
豊浜小学校校舎の耐震補強及
び大規模改修工事を実施し、地
震等災害に強い施設となり子ど
も達の安全が図られた。

　平成２５年度中に５校の体育館の
工事を実施するが、耐震補強を必
要とする残り２施設の実施方法につ
いては、今後の学校の適正配置等
を考慮し検討する。

0 　今後の学校の適
正規模・適正配置
を含め、補強工事
等の実施方法を検
討していく。

　今後の学校の適正規模・
適正配置を含め、補強工事
等の実施方法を検討してい
く。

継続 学校規模の適正規模の検討を踏
まえ、計画的施工に取組む必要
がある。
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58 41305 学校給
食共同
調理場

学校給食共同調

理場施設等改築

事業

老朽化した施設を改築
することにより、調理業
務の安全面、衛生面及
び作業の効率性の向上
を図る。

0 現在の施設は、昭和４８年３月
に建設され老朽化が著しく、各
種設備も耐用年数を経過してい
るものがあり、調理業務に支障
をきたすことがある。この様な状
況から調理業務の安全面、衛生
面及び作業の効率性の向上を
図るため施設の改築を行う。

0 0 0 0 計画通り事業を実施してい
く。

継続 適切な執行管理に努め、給食業
務に支障なく執行するよう取り組
む必要がある。

59 42101 公民館 市民講座・教室

の充実

各種市民講座や教室を
などを開催し、市民相互
の交流を促進する。ま
た、勝浦市芸術文化団
体連絡協議会主催の公
民館まつりの後援、文化
祭での発表・作品展示を
通して、市民の芸術文化
の認識を高め、市の文
化水準の向上及び地域
の活性化を図る

公民館教室で受講をした
参加者及び自主サークル
からも文化祭への作品展
示が多数あり、市民の芸
術文化に対する意識の高
揚、市の文化水準の向上
が得られた。

市民の生涯学習意欲に応える
ために実施している。教室につ
いては、中央公民館の取り壊し
後は、勝浦集会所を代替え施設
のメインとして実施しているが、
部屋数・駐車場の関係から教室
数を増やせない面も出ている。
また、公民館まつり・文化祭に
ついては、勝浦市芸術文化団体
連絡協議会への補助（公民館ま
つり）・委託（文化祭）事業として
実施している。市民会館取り壊
し後の現在は、勝浦小学校体育
館を借用し、芸能発表会等を開
催している。

勝浦市芸術文化団体連絡協議
会の加入団体については、公民
館まつり・文化祭を日頃のサー
クル活動の成果の発表の場とし
て、最も重要な行事となってい
る。また、公民館教室で受講を
した参加者及び自主サークルか
らも文化祭への作品展示が多
数あり、効果がでていると考え
る。

公民館教室の講師については、で
きるだけ市内の方を確保し軽費を
節減している。公民館まつり・文化
祭についても市民会館取り壊し以
降、一度武道館研修センターを借用
したが、会場使用料及び舞台等の
設営軽費がかかり、現在は勝浦小
学校体育館を借用することにより、
軽費の節減を図っている。

0 公民館教室につい
ては、各講座終了
後にアンケートを
取り希望調査を
行っており、いかに
ニーズにあった教
室を開催できるか
であるが、講師の
確保等困難な面が
多い。教室の開催
及び公民館まつ
り・文化祭とも新文
化会館完成までの
間、引き続き代替
え施設を利用する
こととなる。

中央公民館の解体後、代替
施設利用により、市民に対
し、充分な活動の場を提供
することが困難な状況にあ
るため、市民理解に努め、
事業を継続する必要があ
る。

継続 市民ニーズを踏まえ、継続して取
り組む必要がある。

60 42301 公民館 自主的サークル

活動の支援

自主的に活動している
サークルの学習の場所
として、公民館等の施設
の利用の促進や各種教
室を開催し、新規サーク
ルの発足を支援するな
ど、サークル活動を支援
する

サークル活動に要する施
設を提供するなど、活動
を支援し市民の自発的な
生涯学習意欲の高揚、活
動の活性化が得られた。

市民の生涯学習意欲に応える
ために実施している。中央公民
館の取り壊し後は、興津公民
館、勝浦・上野・総野集会所を
代替え施設として使用してもらっ
ている。２３年度については、施
設の開館日数が興津公民館と
上野集会所が２９４日、勝浦集
会所と総野集会所が２９５日で
あり、サークル団体の利用状況
は、興津公民館２３団体、勝浦
集会所３１団体、上野集会所４
団体、総野集会所１３団体が利
用した。

２３年度のサークル団体の利用
状況については、興津公民館が
２３団体で５５０日、勝浦集会所
が３１団体で７０３日、上野集会
所が４団体で８５日、総野集会
所が１３団体で２４６日の利用が
あった。また、２３年度中には新
たなサークル団体として、フラダ
ンス・ヨーガ・囲碁の３団体が設
立された。

施設利用団体数・利用日数につい
て、地域によってばらつきがでてい
る状況である。

中央公民館・市民
会館の取り壊し以
降は、興津公民
館、勝浦・上野・総
野集会所を代替え
施設として利用し
てもらっているが、
駐車場が狭いなど
の問題もあり、各
団体から新文化会
館の完成を待ち望
む声が多く聞こえ
る。

今後も活動の支援を継続し
て行く。

継続 自主性を尊重し、継続して取り組
む必要がある。
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61 43101 社会教
育課

文化財の保護活

用

文化財の調査及び管理
保存

市指定文化財の所有者
に補助金を交付し、適正
な保存管理が行われた。

市指定文化財の多くは個人が
所有しているものであり、市とし
て指定できても保存管理までは
困難なことから、所有者に補助
金を交付し適正に管理すること
は妥当であると考えます。

歴史的に貴重な文化財は後世
に伝承する必要があり、また、
今後も文化財の保存管理に努
める必要があることから、有効
な事業と考えます。

市指定文化財の多くは個人が所有
しているものであり、市として保存管
理までは困難なことから、現在の方
法は効率的にも適していると考えま
す。

0 新たな文化財の発
掘及び公開

歴史的に貴重な文化財の
保存管理は重要な事業とし
て認識しており、今後も継続
して行きたいと考えます。

継続 適正な保存管理に向け、継続して
取り組む必要がある。

62 43301 社会教
育課

（仮称）市民文

化会館の建設

0 プロポーザル形式による
業者選定で設計業者（山
下設計）と契約した。

老朽化した旧市民会館の改築
に伴い津波被害、避難所の確
保等を検討した結果、高台（現
市営野球場）に建設することが
決定し、設計業者をH23年度末
にプロポーザル方式により決定
した。

実施設計をH24年12月までに完
了し、H25年3月から建設着工、
H26年6月末竣工、試運転期間
をもってH26年秋の開館を目途
としている。完成の際は旧市民
会館に代わる文化ホールとして
多種多様な行事を実施すること
によって、文化水準の向上が図
れる。

設計業務について、プロポーザル
方式を導入し、業者選定を行うな
ど、業務の性質に則した適切な執
行に努めた。

0 ホール完成後の運
営方針等、職員の
配置等について検
討の必要がある。

ホール建設（ハード）に対し
て運営方針等（ソフト）を開
館までに並行して検討す
る。

継続 適切な執行管理に努め、計画的
施工に取り組む必要がある。

63 44102 社会教
育課

各種スポーツ大

会の開催

体育協会加盟団体に各
種スポーツ大会の開催
を委託して開催する。

各大会の中でも、鳴海
ロードレース及び鳴海駅
伝は市外からの参加者も
多く、勝浦の知名度アップ
にも繋がっている。

勝浦市体育協会に加盟する14
団体に委託し、各種スポーツ大
会を開催している。勝浦市として
の開催は、専門性や人員の観
点から非常に困難であるので委
託による開催は妥当でありま
す。

勝浦市体育協会に加盟する14
団体に委託し、各種スポーツ大
会を開催している。中でも鳴海
ロードレース及び鳴海駅伝は市
外からの参加者も多く、勝浦の
知名度アップに大きく貢献して
いると感じられ、有効な事業と考
えます。

加盟団体が主管となっての事業が
多い中、鳴海ロードレースや鳴海駅
伝は規模も大きいことから、市職員
の配置がなければ開催することが
できない状況であります。理想は主
管団体での運営でありますが、鳴
海ロードレースは勝浦市が主催でも
あり、市職員の配置による人件費も
止むなしと思われます。

0 参加費を上げるこ
とにより警備員の
増加が図れ、人件
費の抑制に繋が
る。しかし、主管で
ある陸上競技協会
は参加費をあげる
ことに難色を示し
ている。

スポーツの振興及び健康で
活力ある市民生活を営むう
えでも、各種スポーツ大会
の開催は重要な事業と認識
している。今後も継続して行
きたいと考えます。

継続 市民の健康保持の観点から継続
した取組が必要である。



妥当性の評価 有効性の評価 効率性の評価

改善提案・前
回記入時の
改善の方向

性

今回の改善の
方向性

一次評価結果
（所属長記入）

左に係る人・
物・金などの
資源の方向

性

二次評価結果

事務事業の事後評価 改善提案と評価結果

№
第１次実
施計画の
事業番号

所属 事業名 事業内容 得られた成果

64 51104 総務課 地域コミュニ

ティ施設整備助

成事業

区民館の新築　建築面
積　８１．６７㎡（平成２３
年度古新田区）昭和６０
年赤羽根区以降、これ
まで１１区の区民館の整
備に対する補助を実施
してきている。補助の条
件として登記が必要なこ
とから地縁団体の認定
をした団体であること。

市に寄せられる区から要
望は多種多様であるが、
拠点施設整備は、地域コ
ミュニティの拠点であるこ
とから、市として最優先の
果たすべきものとして対
応してきており、概ね良
好な地域社会が形成され
ている。

・地域の自主性と自立性を高め
る地域主権改革が進む中で、地
域的な共同活動を行い、良好な
地域社会の維持増進のため、そ
の活動拠点となる集会施設の
整備は必要不可欠であり、１千
万円を超える事業に対する市の
補助は必要である。
・同様の補助制度は、県下の全
ての市町村で実施しており、施
設整備に対する補助が、事業を
進めるうえでは効率的な手段で
ある。
・県の補助制度があった平成１
５年度以前は、最大６，０００千
円の補助金制度であったが、１
６年度以降県補助金が廃止と
なったことから、要綱見直しによ
り、現在は対象経費の１/４以内
で限度額３，０００千円の制度と
なっている。

・地域の環境美化作業など地域
的な共同活動を行うための施設
であり、このような施設がない場
合を想定することが困難である
ほど必要不可欠なものである。
・平成２３年度は、集会施設の
老朽化に伴う新設整備である
が、良好な地域コミュニティの維
持増進に一層寄与することが大
いに期待できるものである。

・勝浦市補助金等交付規則及び勝
浦市集会施設整備費補助金交付要
綱に基づく手続きにより、補助金交
付を行っており、行政として補助金
を交付する手続としては、確立した
画一的な書式で処理することから、
事務の効率化は図られている。
・補助金限度額超過分も含めると建
設事業費の３/４以上の多額を地元
住民で負担することであることから、
事業実施主体で適正な規模、金額
で建設されていると考える。

0 各地区のコミュニティ拠点と
して、また市の施策上でも
多方面に利用していること
から施設整備が重要であ
り、引き続き規則等に沿っ
て整備推進する必要があ
る。

継続 コミュニティ施設は、良好な地域
社会の形成を図るうえで地域の拠
点となるため、引き続き、施設整
備支援の必要がある。

65 51201 企画課 広報モニター事

業

市が委嘱した勝浦市広
報モニターから、アン
ケート等により、市の広
報活動に対する意見、
感想等を求める。

転入者や地元の高校生
など、異なる立場の方か
ら様々な視点で意見・感
想を聴くことができ、内容
の充実が図れた。

市の広報活動に対する市民の
意見・感想等を広く公正に聴くこ
とは妥当と考えられ、モニターを
公募しアンケートを実施したもの
であるが、手段においては見直
す必要があると考える。
今後においては、ホームページ
の広報掲載ページから、直接意
見・感想等をメールで送信でき
るようなフォームを用意したり、
広報紙に意見・感想等を書いて
返信に使用できるような専用紙
面を設けたり、記事を掲載した
関係者から感想を聴取したりす
るなど、モニター募集にこだわら
ず、積極的に情報収集を図って
いく必要があると考える。

モニターからの意見・感想等は、
読者視点から発せられるもので
あり、多くの市民が期待している
事柄でもあると考えられ、それら
を積極的に広報作成に生かして
いくことは、基本的には有効で
あると考える。
しかし、モニター募集に対する希
望者の減尐などの課題もあり、
今後においては、さらに広く意
見・感想を求め多数意見を探る
などの、より積極的なアプローチ
も開拓していく必要があると考え
る。

コスト面では、モニターへ謝礼金
3,000円/人/年が支払われており、
アンケート内容の充実を図るととも
に、謝礼金支給そのものの廃止検
討も必要と考える。
最終的には、意見・感想等を述べ、
伝えたい、と思った方からいかに効
率よく情報を集めることができるか
が課題となり、手段の面からも総合
的に見直す必要があると考える。

0 意見・感想等の情
報をさらに広く、効
率的に集めるた
め、ホームページ
や広報紙面を活用
し、直接情報収集
を図るなど、他の
手段を講じる必要
がある。

市民参加による広報紙づく
りや、親しみやすい広報紙
づくりを推進するため、広報
モニターを募集し、意見集
約を図ってきたが、モニター
希望者の減尐などの課題も
あり、さらなる積極的な情報
収集手段を開拓していく必
要がある。

休止・
廃止を
検討

市民から直接意見を受ける体制
の充実を図ることにより、制度見
直しの時期にある。

66 51203 総務課 パブリックコメ

ント手続制度の

活用

①条例案又は計画案な
どの公表及び意見公募
⇒②市民からの意見の
提出（書面の持参、郵
送、ｆａｘ、電子メール等）
⇒③寄せられた意見の
概要、意見に対する執
行機関の考え方及び政
策等の案を修正した場
合の修正内容の公表

案の段階から公表し、市
民からの意見公募を行う
ことで、市民との協働によ
る市政運営が基本である
ことを広く周知すること
が、市の姿勢を示す上で
も効果があると考える。

・人口減尐・尐子高齢化の急速
な進展に伴い、市財政も厳しさ
を増すことが見込まれることか
ら、市民との協働によるまちづく
りを進めていく必要があり、その
ためにも政策形成過程からその
案の段階で公表して情報を共有
し、また、市民の市政への参画
の機会を確保する上でも必要な
施策であると考える。

平成23年度にあっては、意見公
募した2つの計画案（勝浦市総
合計画前期基本計画及び第1次
実施計画案・勝浦市障害者福
祉計画案）に対する意見は無
かったが、案の段階から公表
し、市民からの意見公募を行う
ことで、市民との協働による市
政運営が基本であることを広く
周知することが、市の姿勢を示
す上でも効果があると考える。

市の広報やホームページなど既存
の媒体を使用することで、必要最小
限のコストで手続が行われている。

0 市の重要施策決定の透明
性を図るうえで必須であり、
市民参加の協働推進のた
め引き続き実施する。なお、
各課においては、パブリック
コメント実施を踏まえ、早め
の立案が必要となる。

継続 施策決定の透明化を推進するた
め、積極的活用を前提とする。
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67 51204 企画課 公式ホームペー

ジによる情報化

の推進

インターネットの双方向
性を活用した情報化を
推進する。

より多くの人達からアクセ
スがあり、情報提供を行
うことができた。これによ
り、観光振興等につな
がったと考えられる。

市がホームページを持ち、情報
発信することは、現在の社会情
勢からも当然となっており、妥当
と考える。
ホームページ内容については、
他自治体と比較すると本市の
ホームページは形態が古いこと
から、内容の充実はもとより、よ
り見やすく情報検索のしやす
い、また速やかに情報を発信す
るホームページづくりを行う必要
がある。

一ヶ月平均で14,000件を超える
アクセスがあった。これにより、
観光振興等につながったと考え
られる。

よりリアルタイムの情報発信、また
さらなるアクセシビリティ、ユーザビ
リティの向上が求めれていることか
ら、ホームページ作成がパッケージ
化され、各課において情報更新が
可能となる、効率性に富んだＣＭＳ
（コンテンツマネジメントシステム）の
導入が急務である。

0 ＣＭＳ（コンテンツ
マネジメントシステ
ム）の導入。

リアルタイムの情報発信に
努めるとともに、更なる内容
の充実を図る必要がある。

継続 迅速な情報伝達や双方向性の利
点等、機能を駆使した活用が必要
である。

68 51205 企画課 市長への手紙事

業

市民から広く市政に対す
る意見・提案などを聴
き、市民参加と開かれた
市政を推進するととも
に、行政施策の充実を
図る。

積極的な意見・提案が多
く寄せられた。（半年間で
４８件を受理。）

市民参加と開かれた市政を推
進するとともに、行政施策の充
実を図ることを目的とし、市民が
直接市長へ手紙により意見・提
案を行い、市長が回答するもの
で、妥当であると考える。

事業実施からの半年間で、４８
件の手紙を受理し、市長から回
答を行った。積極的な意見・提
案が多く寄せられた。

郵便による専用封筒は、市内箇所
に配置している。専用封筒は本事
業以外にも使用されてしまうなどの
弊害はあるが、年配の方など直接
手書きにより提出する方のために
は必要であると考える。
メールによる提出も可能となってい
るので、今後は市ＨＰの更新時に、
専用フォームからの送信を行えるよ
うにするなど、より手紙を出しやす
い環境づくりも必要と考える。

0 広報紙で定期的に
募集するなどの一
層の事業周知を行
う。
意見・提案の主な
内容をまとめ、ＨＰ
や広報紙等で定期
的に公表していく。
今後においても、
市ＨＰ更新時に
メール専用フォー
ムを設けるなど、
環境づくりに努め
る。

市民参加と開かれた市政を
推進していくためには効果
的な事業であり、今後も積
極的に実施していく考えで
ある。

継続 事業周知に努めるとともに意見・
提案の提出手段の多様化に向け
た取組みが必要である。

69 52101 総務課 行政改革の推進 勝浦市行政改革大綱２
０１１について、勝浦市
総合計画を軸として一体
的に推進し、適正な管理
執行に努める。

右肩下がりの経済情勢の
中にあって、行革大綱の
取組みに対する意識も根
付いてきている。

・景気の低迷や尐子高齢化の
急速な進展に伴い、基幹的歳入
である市税も減尐傾向にある中
で、市が引き続き魅力あるまち
づくりを進めていくためには、日
頃から行政改革に不断の努力
を傾注していく必要がある。

多様化する行政課題、厳しい財
政状況に迅速かつ的確に対応
するためには、単に縮小や削減
を目的として見直していく従来型
の行政改革だけでは不充分で
あり、市民ニーズを見極め、い
かに市民との協働によるまちづ
くりを進めるかを念頭に置きな
がら、より効果の挙がる施策を
取捨選択して行政運営をしてい
くことが必要であり、行政改革大
綱はその指針や個別実施計画
を併せ持つ計画であり、今後と
も行政改革を推進していく必要
がある。

個々の実施計画の中で、簡素にし
て効率的な行政運営を進めるため
の計画を定めている。

0 勝浦市行政改革大
綱２０１１は平成２
５年度が最終年と
なるが、平成２６年
度以降も引き続き
行政改革に取組ん
でいく必要がある
ことから、新たな大
綱を平成２５年度
中に広く市民の意
見を取り入れなが
ら策定を進める予
定である。

一定の効果は出ているが、
変化する行政需要に応える
ため、更なる効率的な行政
運営が必要であり、目標達
成に向け一層の改革推進
が不可欠である。

継続 持続可能な行政運営を推進する
うえで、効率化は不可欠であるこ
とから、事象の変化に即した見直
しを図りながらの推進が必要であ
る。
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70 52102 財政課 財政健全化計画

の推進

財政健全化計画を更
新・策定する。策定後は
計画の進行管理を行う。

平成23年度中に財政健
全化計画を策定する予定
であったが、結果として策
定できなかった。

市の財政健全化計画は、早期
健全化基準に達していない団体
であるため策定の義務はないも
のの、財政健全化団体とならな
いように努めるため、任意で財
政健全化計画を策定することが
必要と考えている。
旧財政健全化計画は平成22年
度で計画満了となり、平成23年
度現在は未策定の状態では
あったが、旧財政健全化計画に
準じて、財政の健全化に努めて
きた。

不要不急の支出を抑制するな
ど、旧財政健全化計画に準じた
財政運営を行い、財政調整基金
の年度末現在高が10億円を超
える結果となったことから、健全
な財政運営ができたと考える。
しかしながら、今後実施される大
規模な建設事業を控えており、
財政の見通しを行った上での新
たな財政健全化計画の策定は
急務と考える。

平成23年度中に財政健全化計画が
策定できておらず、平成24年度中
に策定するよう、優先して取組むこ
ととする。

0 平成24年度中に策
定するよう優先し
て取組む。

財政健全化計画の平成24
年度中に策定に向け、効率
化できる部分は効率化を進
め、事務事業を継続していく
必要がある。

継続 適切な進行管理に努める必要が
ある。

71 52201 総務課 定員適正化計画

の推進

行政の効率化の向上を
図りながら、多種多様な
行政需要に対応できる
よう、組織のスリム化・
効率化を図ることにより
定員管理の適正化を推
進する。

職員数の増加を必要最
小限に抑制したことによ
る人件費抑制

現在の勝浦市を取り巻く状況
は、尐子高齢化の進行による生
産人口の減尐、景気低迷による
自主財源の減尐、国県の財政
悪化の影響に伴う依存財源の
減尐など、引き続き厳しさが増
すことが予想される一方で、市
民ニーズの多種多様化への対
応、更なる地方分権を進めなけ
ればならず、効率的かつ効果的
な行政運営を推進していく必要
があるため。

職員数の増加を必要最小限に
抑制したことによる人件費抑制
の効果はあったものと思われ
る。

本事業の実施にあたり、特に事業
費及び人件費等は掛かていない。
しかしながら、人件費抑制に伴い物
件費が増加することのないように注
意を払うことが必要である。

0 0 本市のラスパイレス指数の
分析を行うと共に、今後も事
務事業の進捗状況と行政需
要のバランスを見極め、定
員適正化計画沿った職員を
配置する。

継続 事務事業を的確に把握しながら
計画の適正な進行管理が必要で
ある。

72 52202 総務課 人材育成基本方

針の推進

多種多様化する行政需
要に対応するため、職員
研修の実施及び充実な
どを図ることにより、職
員一人ひとりの資質向
上及び能力開発を推進
する。

専門的知識の習得のほ
か職員の意識の高揚が
図られた。

市は自らの責任において、社会
経済情勢の変化に柔軟かつ弾
力的に対応できるよう自らの体
質を強化する必要があること。
職員一人ひとりが有している可
能性・能力を最大限引き出して
いくことが必要であること。

職員研修であるため、即効性が
あり、かつ目に見える成果を求
めることは難しい。今後も、継続
して実施していくことが重要であ
る。
なお、新規採用者を対象とす
る、新任者研修及び接遇研修は
特に効果が大きいものと感じて
いる。

現在の勝浦市で参加している主な
研修は、夷隅郡市広域市町村圏事
務組合が実施する階層別研修と、
千葉県自治研修センターで実施す
る専門研修である。階層別研修は
研修費用がかからないこと、専門研
修は研修費用が掛るものの県内の
市町村等を対象に実施されている
ため、他団体の職員の生の声を聞く
ことができるなど、得るものは多い。

0 多様化する行政ニーズに的
確に応じるため、常に専門
知識や技術の習得及び啓
蒙に努める必要がある。

継続 組織全体の底上げを図る必要が
あるため、内部人材のスキルアッ
プの取組みを積極的に講じる必
要がある。
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73 52301 税務課 収納体制の強化 自主財源の確保及び住
民負担の公平の観点か
ら、市税等の徴収推進と
滞納整理を強化する。

全庁体制臨戸で市税等
収納額の０．１０％を収納
した。

市財政及び各特別会計財政の
根幹である市税等の徴収率を
向上させるため、現年度の滞納
分、口座振替不納分、国際武道
大学生の軽自動車税及び特徴
から普徴への切り替えによる滞
納等、原則、納付の意志を有し
ている納付催促の対応が軽易
な者について臨戸徴収を行うこ
とで、それらの者の滞納額の増
加防止が図られる。

0本事業は市税等の安定運営に
欠くことのできない市財政や各
特別会計財政の根幹を成す税
等の徴収率を向上させ、主に現
年度の納め忘れ等による滞納
分、口座振替不能分等を徴収
対象とし、滞納額の増加防止と
して有効な業務である。
また、全職員への徴収業務の意
識付けにも有効である。

他課職員の協力を得て実施してい
るが、市職員の活用において人的
コストは発生しないという観点であ
れば徴収額そのものが成果と評価
できると思われるが、人員削減のも
と各課の業務に負担を強いての実
施、及び原課においても当事業の
対応準備に相当の人的コストが掛
かることから事業規模を含め改善
の検討が必要と思われる。

0 上記３．効率性の
評価でも記述した
とおり事業規模に
ついて、従前は管
理職においては日
中の全庁体制臨戸
徴収の外、夜間臨
戸徴収もお願いし
ていたが、今年度
は夜間臨戸徴収の
みの実施とした。

全庁体制の臨戸徴収にお
いては、一定の成果はある
ものの、他課、原課の事務
負担から、改善の必要もあ
る。

継続 財源の確保はもとより、他課職員
の財源確保の意識付けのために
も、全庁体制での継続した取り組
みが必要である。

74 53102 総務課 施策ニーズに応

じた人員配置

市民からの行政需要が
多種多様化するなか、
任期付職員の採用及び
職員の特性や能力を総
合的に判断し、継続事
業及び新規事業にかか
わらず、施策ニーズに最
適な人員配置を行う。

資格を有するものを任期
付職員として採用するこ
とにより、専門的な知識、
技能を求めらる業務に対
応した。

定員適正化計画により職員数
が抑制されているなか、行政需
要は多種多様になっており、職
員一人ひとりの重要性は高まっ
ている。このようななか、任期付
職員の採用や職員の特性や能
力を総合的に判断し、継続事業
及び新規事業にかかわらず、施
策ニーズに最適な人員配置を
行うことで各施策の実効性を高
める。

通常の人事異動に加え、任期
付職員の採用を行うなど、施策
ニーズに最適な人員配置を実
施している。

任期付職員の採用に伴う人件費の
増加はあったものの、これに見合う
見識・資格・経験・人柄を持ち合わ
せた人材を確保することができてい
る。

0 0 行政ニーズの多様化に即す
るため、事務事業の中期的
な視野で人事を行う必要が
あり、併せて、健康面での
サポートを行う必要がある。

継続 任期付職員の採用若しくは、資格
や実務経験を有する職員の再雇
用制度の導入検討をf含め、事業
の性質に即した対応が必要であ
る。

75 53201 市民課 移動市役所業務 市内９ケ所を定期的に
回り、各種書類の交付、
収受、税等の収納業務
を行い住民サービスに
努めている。

当初の目的を達成してい
る

交通不便な遠隔地域住民を主
とする諸証明の交付、納税等の
各種行政サービスを図るため、
各地区への巡回は妥当である。

移動市役所のサービスについて
は、住民票の申請受付や税の
収納代行業務等を行っており、
提供できるサービスは十分に提
供している。

臨時職員で対応している事から、人
件費のコスト等が削減されている。

0 市民が利用しやす
いように、巡回場
所等の検討する。

高齢化の進展に伴う市民需
要を踏まえ、継続して実施し
ていく必要がある。

継続 高齢化の進展を踏まえ、対応業
務の拡大とともに、事務効率の改
善に努める必要がある。
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76 53202 市民課 住民基本台帳

ネットワークシ

ステム事業

住民票コードを基に行政
機関に対する本人確認
情報の提供や市町村の
区域を超えた住民基本
台帳に関する事務処理
を行う。

法律で定められている事
業ではあるが、本事業の
利用が尐ない。

本事業は、市が直接実施するよ
う法律や政令などで義務づけら
れている法廷事業であるため、
妥当性が高い。

住基カードについては、利用数
が尐なく、利用拡大について市
民への周知を行ってきた。

法律で定めらている事業であり、コ
ストについても適正である。

0 更なる周知・広報
を検討していきた
い。

法律で定められた事業で、
継続して行う必要がある
が、住基カードの利用拡大
に向けた取り組みが必要が
ある。

継続 利用拡大に向け、機能の充実を
図る必要がある。

77 53204 市民課 戸籍電算化事業 紙戸籍を電算化する事
により、事務の迅速化・
効率化などの行政サー
ビスの向上を図る。

住民サービスが向上し
た。

戸籍法第１１８条により、法務省
令の定めるところにより戸籍事
務の全部又は一部を電子情報
処理書式によって取り扱うこと
ができる。また、事務の迅速化・
効率化が図れた事からも、妥当
である。

これまで、戸籍の原本に、タイプ
ライターで記載し、それを複写し
て証明書を発行していたが、電
算化された事により迅速な処理
ができ、証明書発行までの時間
が大幅に短縮された。

勝浦市戸籍電算システム導入に係
る業者選定委員会により、適正な選
定を行った。

0 震災等を考慮し
て、情報の保管に
ついて、検討して
いきたい。

事務事業内容を充実して実
施していくことが適当であ
る。

継続 引き続き、適正な運用及び保守を
図る必要がある。

78 53206 税務課 地方税電子申告

等の推進

・地方税電子申告（給与
支払報告書、法人市民
税申告書及び償却資産
申告書に係る電子申告）

電子申告が可能になった
ことで、申告手続きに関し
納税者の利便性が向上し
た。

税務事務を実施していく上で、
必要不可欠な事業である。な
お、本事業の導入・実施につい
ては、平成21年度にスタートした
年金特徴（公的年金からの個人
住民税の特別徴収）を契機に税
情報の連携に係る電子化の動
きが加速した背景があり、、本
市においても、平成２３年1月か
らスタートした国税連携への対
応を経て、平成２３年12月から
給与支払報告書、法人市民税
申告書及び償却資産申告書を
電子データで提出することを可
能にしたものである。

現状では、平成２３年12月から
スタートした地方税に関する申
告書（給与支払報告書、法人市
民税申告及び償却資産申告）の
提出件数は尐ないが、今後は、
平成26年1月提出分から給与支
払報告書を1,000枚以上提出す
る事業者については電子データ
での提出が義務づけされること
から、事業の果たす役割が増加
する。

全国の多くの地方公共団体が実施
している事業であり必要性が高い、
現状ではコスト削減の余地ない。

0 事業の周知を図
り、利用件数の増
加に努める。また、
提出された電子
データを自動的に
取り込むことを可
能にすることによっ
て、課税事務の効
率化を図る。

納税者の利便性と課税事務
の効率化を図るため、事業
周知に努め、利用者拡大を
図る必要がある。

継続 利便性の向上や効率化に向けた
取組みととに、利用者の拡大に向
けた検討が必要である。
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79 計画外 税務課 評価替えに伴う

不動産鑑定業務

３年毎に行う固定資産
税の土地の評価替えに
活用する標準宅地の不
動産鑑定評価

標準宅地に関する適正な
時価の反映

本事業は固定資産税を公平か
つ適正に課税するために必要
不可欠な業務であり、妥当と考
える。３年毎の評価替えの前年
度に実施している。（次期は平
成２５年度）

本事業の推進については、資格
を有する不動産鑑定士に委託し
なければ対応できないことから
有効である。

不動産鑑定士へ業務委託をするた
め、最小限の経費を要する。

0 実施毎に交渉等に
よる契約金額の見
直しによりコスト削
減をはかる

予算は現状維持し，効率化
できる部分は契約時に効率
化を進め，事務事業を継続
して実施していくことが適当
である。

継続 課税の適正公平化の維持に向
け、費用対効果を踏まえ取組む必
要がある。

80 計画外 税務課 公図修正業務委

託

年２回（１月１日時点と７
月１日）、電子公図を分
筆・合筆等も加味した最
新の状態にする

公図取得希望者に速や
かに電子公図を提供でき
る状態を保っている

紙媒体による公図の交付の場
合、膨大な量の図面から該当す
る地番の検索、複写、交付を行
うまでに尐なくとも５～６分程度
は時間がかかることが見込まれ
るが、電子公図を利用すれば半
分程度の時間で対応可能で、市
民サービスの向上につながるた
め妥当と考える。

紙媒体による公図の交付の場
合、膨大な量の図面から該当す
る地番の検索、複写、交付を行
うまでに尐なくとも５～６分程度
は時間がかかることが見込まれ
るが、電子公図を利用すれば半
分程度の時間で即座に対応で
き、市民サービスの向上に資す
ることから、有効と考える。

紙媒体による公図の交付の場合、
膨大な量の図面から該当する地番
の検索、複写、交付を行うまでに尐
なくとも５～６分程度は時間がかか
ることが見込まれるが、電子公図を
利用すれば半分程度の時間で即座
に対応でき、上記業務に携わる職
員の人件費分のコスト削減につな
がっている

0 上記業務に使用す
る電算機器の入替
時により機器構成
の見直しによりコ
スト削減を図る

予算は現状維持し，効率化
できる部分は効率化を進
め，事務事業を継続して実
施していくことが適当であ
る。

継続 課税の適正公平化の維持に向
け、費用対効果を踏まえ取組む必
要がある。

81 計画外 税務課 地番現況図加除

修正業務

土地異動修正、画地認
定計測、路線価等データ
整備

土地地番現況図及び土
地課税台帳への適正な
内容の反映

本事業は固定資産税を公正か
つ適正に課税するために必要
不可欠な業務である。毎年の土
地異動に伴う修正処理を実施す
るためには、専門的な技能と専
用の地図作成システム等を要す
ることから、業務委託により、推
進することは妥当と考える。

本事業は高度な専門知識が必
要とされるため、市の担当職員
のみでは対応困難な業務であ
る。正確性を求められる課税業
務であるため、事業を委託する
ことによって正確かつ迅速な課
税事務が行われることから、有
効な業務と考える。

本事業の推進により、市の主要な
一般財源である固定資産税を公正
かつ適正に課税することができた。
また、賦課期日等期間的問題から
も事業を委託することで効率性につ
いても効果があると考える。

0 現システムで使用
している航空写真
が平成２０年撮影
のもの（美土里ネッ
トより使用を許可さ
れているもの）であ
るため、精度を高
めるためにも再撮
影も視野に入れる
必要がある（ただし
多額の経費が発生
する可能性あり）。

予算は現状維持し，効率化
できる部分は効率化を進
め，事務事業を継続して実
施していくことが適当である
が航空写真の刷新について
は時期をみて検討する必要
がある。

継続 課税の適正公平化の維持に向
け、費用対効果を踏まえ取組む必
要がある。
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