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1 11201 農林水産課 県営ほ場整備事業 県営ほ場整備事業実施希望
地区（ほ場整備事業推進委
員会等設置地区）について、
意向がとりまとまった（仮り同
意率が高い）地区の事業採
択に向けた調査・採択申請
関係書類等調製を行う。

県営ほ場整備事業に係る説
明会等を関係機関と実施し、
各地区にほ場整備推進委員
会設立を後押しした。

　県営ほ場整備事業の採択申請者は
市であるため。

　ほ場整備推進委員会を３地区に設
置した。

平成２５年度においては、調査事業の
段階まで進まなかったので、事業費の
計上は無い。

事業採択に向け各地区が動き
出したため、人員・予算等の増
加が必要である。

　ほ場整備事業の推進につ
いては、本市農林行政の重
要項目であるため、予算等
を重点的に配分する必要が
ある。

重点的に継続(拡大） 地元合意形成に向け、事業理解
に努めることが必要である。

2 11202 農林水産課 農道舗装工事事業 舗装の地元要望があった農
道について、市が事業主体
となりを実施する。

　農道を舗装することによ
り、農作業や農産物運搬機
能の効率化を図ることができ
た。

農道管理者である市が、地元要望によ
り未舗装農道を舗装整備することで、
農業者等の効率的な農業生産に寄与
するるため妥当と考える。

　事業実施により農業者等の農業生
産の効率化の向上に寄与した。

　農業生産の効率化を高め農業生産
力を維持するため、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。
　事業費については国庫事業を実施し
ているため、事業費の５５％が国庫補
助であり、また地元分担金を徴収して
おり、一般財源についても地方債等を
充当するなど効果を上げている。

　農業生産基盤の効率化を
図るため、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(現状維持) 国庫補助金等を活用し、計画的
で効率的に事業を推進する必要
がある。

3 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共同で適正に維
持管理されている。

　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。

　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(現状維持) 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。

4 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。

　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。

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(現状維持) 計画的に執行し、適正な管理を
図る必要がある。
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5 11205 農林水産課 森林整備事業 森林の適正管理を促し、優
良な森林を造成するため、
林業者が実施する下草刈、
枝打、間伐等に対し補助を
行う。

森林の適正な整備を促進
し、林木の健全な成長及び
優良な森林の造成を図っ
た。

林業者の高齢化や木材価格の下落等
により、森林管理が放棄されている現
状であり、行政の支援により森林の適
正管理を促す必要がある。

事業実施により林業者等の森林管理
の向上に寄与した。

　優良な森林を維持するため、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。

　森林の適正な整備を促進
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(現状維持) 森林の適正管理を目的に継続し
て実施する必要がある。

6 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・
農業用水施設等の維持管理
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。

　本事業により農村集落機能が維持さ
れ、施設の長寿命化も図られる。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。

　本事業により農村集落機
能が維持され、施設の長寿
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(現状維持) 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。

7 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。

　本事業により、有害獣を農用地等へ
の侵入防止が図られ、農林作物被害
が軽減し農業者の耕作意欲の減退を
防いでいる。

　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、平成24年度をもって当該県
単事業は廃止となり、平成25年度から
は国庫補助事業により実施している。
国庫補助事業の採択用件は受益者数
が３戸以上である耕作地となり、従来
事業よりも採択用件が厳しくなる反
面、事業費については、防護柵を自力
施工する場合は、資材費が定額補助
となり受益者負担は無く、市の負担も
事業主体である協議会への事務費の
みとなり大幅な財政負担減少となっ
た。
　しかし、採択要件が厳しくなったた
め、農業者からの事業要望を全て満た
せず、農業者の不満が生じている。

　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。

継続(現状維持) 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。

8 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

捕獲事業継続により、野生
獣の増加や農作物等の被害
額の減少に寄与している。

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。

　年間を通して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。

　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。

捕獲従事者の高齢化対策とし
て、特に一斉捕獲については、
近隣の猟友会からの応援により
捕獲体制を維持する。

　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、特に
一斉捕獲については引き続
き近隣猟友会からの応援に
より捕獲体制を維持すること
が必要である。

継続(現状維持) 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。
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9 11601 農林水産課 地域間交流事業 農業者以外の都市住民等が
市民農園で野菜等を栽培し
自然にふれあうことで、都市
部と農村地域の地域間交流
を行う。

都市住民、都市部からの移
住者等を主として農園が利
用されており、地域間交流が
図られた。

本来なら農業者等が市民農園を開設
するところであるが、特定農地貸付け
に関する農地法等の特例に関する法
律に基づき、市が事業主体で都市部と
の地域間交流を促進しながら、農村地
域の活性化を図る目的の事業として妥
当と考える。

  都市住民や都市部からの移住者等
に、野菜等作物栽培の楽しみや農村
地域の自然を体験する場を提供した。

　事業費（農園管理経費）は、利用者
から徴する農園利用料の範囲内で収
まっており適正である。

　区画はほぼ利用されてい
るため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。

継続(現状維持) 移住定住施策との連携を視野に
継続して推進する必要がある。

10 12101 農林水産課 海面利用調整の推進 水産関連団体との共同によ
る啓発活動を実施することに
より、漁業者と観光客との事
故防止を図る。

事故防止が図られた。 市の基幹産業である水産業及び観光
業の共存を目的として実施する事業で
ある。
現在、規制することはできないので、啓
発活動に頼らなければならない。

漁業者と観光客の些細なトラブルは
あっても、大きな事故は発生していな
い。水上バイクの台数も増加傾向であ
るが、漁業者の事故も報告されていな
い。

主たる事業の啓発活動には、直接的
な事業費を要せず、担当する職員の
人件費のみで適正であると考える。

漁業者と観光客との事故防
止を図り、安全操業を確保
するため、事務事業を継続し
て実施することが適当であ
る。

継続(現状維持) 安全操業と安心な海水浴場を確
保するため、継続して推進する
必要がある。

11 12102 農林水産課 漁港施設用地等利用計画
策定事業

市営漁港の漁港施設用地利
用計画を策定することによ
り、漁港の適正利用と利用
のルール化を図る。

未利用地の利用、用途以外
の利用の改善を図ることが
できる。

漁港の適正な利用は、市営漁港であ
ることから、市で対応する必要がある。
また、業務の性格から専門性を必要と
するため、業務委託は妥当と考える。

漁港施設用地の有効利用はもとより、
トラブルの防止を目的とするルールづ
くりに有効と考える。

計画策定は、専門性の観点や人員配
置を踏まえると妥当と考える。

漁港施設用地の有効利用を
図るため、事務事業を継続し
て実施することが適当であ
る。

継続(現状維持) 中小企業振興に向け、継続して
取り組む必要がある。

12 12201 農林水産課 漁協合併促進事業 勝浦漁協及び新勝浦市漁協
の合併を支援することによ
り、将来的に生き残れる組合
を設立する。

合併に関する考え方等が整
理された。

水産業は市の基幹産業であり、市内の
経済動向にも大きな影響を与えること
から、この中核を担う漁協の将来的な
運営については、合併により、健全で
持続可能な運営基盤を構築するため、
市が支援する必要がある。

漁業従事者の高齢化、後継者不足な
ど、将来的な課題を抱える中、健全で
持続可能な漁協運営に必要な協議を
開催することができた。

協議会の開催、経過、進捗等に係る事
務を限られた人員で効率的に消化で
きたため、適正と考える。

事務事業を継続して実施す
ることが適当である。

重点的に継続(拡大） 健全な漁協運営及び漁業振興
のため、継続して推進する必要
がある。
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13 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
る無料入浴券交付事業など
を実施する。

入港船数の増加により、市
内での食料品購入などの経
済効果がある。

入港船数の増加により、市内での食料
品購入などの経済効果がある。

外来漁船の誘致に対する直接の利益
は、勝浦漁協のみならず、水産業を営
む者が多く受け、生活資材の購入など
による商店などへの経済波及効果も
少なからずあり、支援の必要はあると
思われる。そこで、外来漁船誘致対策
協議会に、補助金を支出する方法によ
り、本事業を実施している。

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。

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
年は他の大規模漁港におい
て誘致を活発化しているた
め、引き続き事務事業を積
極的に実施していくことが適
当である。

継続(現状維持) 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が必
要がある。

14 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
の事業を検討し、漁業所得
の向上を図る。

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、漁獲物の鮮度保持
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、国とともに支援しようとする事業
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。

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、漁業所得向上はもとより、新たな雇
用創出の可能性も含めると市全体の
活性化に有効と考える。

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。

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(現状維持) 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。

15 12405 農林水産課 県及び関連産業団体等の
連携促進

勝浦産水産物をイベント等
来訪者の多いときにＰＲす
る。

イベント等に参加して勝浦産
水産物をＰＲすることにより、
知名度アップを図ることがで
きた。

市外からの来訪者が多く訪れるイベン
ト等の機会に勝浦産水産物をＰＲする
ことにより、販路拡大の効果とそれに
伴う漁業所得向上につながる。

ＰＲを実施することにより、勝浦産水産
物を広く周知させることができ、販路拡
大や消費量の増加が期待できる。

材料、資材は地元漁協で準備するの
で、市はイベント当日対応するのみで
ある。費用も市のほか、受益者である
漁協も負担していることから、適正で
あると考える。

勝浦産水産物の認知度をよ
り向上するためにも、事務事
業を継続して実施することが
適当である。

継続(現状維持) 従事者及び関係団体と十分に
連携を図る必要がある。

16 12501 農林水産課 漁獲共済事業 漁獲共済事業掛け金に対
し、一定割合で補助すること
により、漁業者の負担を軽減
し、漁獲共済への加入を促
進させるとともに、漁業経営
の安定化を図る。

漁業者が、漁業経営の安定
のために加入する漁獲共済
掛け金の一部を支援するこ
とにより、経営の安定化を図
ることができた。

水産業は、自然を相手にしているため
収入が不安定であるが、市の基幹産
業でもある。このため、共済事業は必
要不可欠なものであると考えられるた
め、漁業経営の安定化のためにも支
援が必要であると考える。

漁獲共済事業は、不漁による収入減
を補填するためのものであるため、掛
け金も多額となる。この一部を補助す
ることで、経営の安定化に資すると考
える。

実際の事業は漁協で行い、市は申請
内容の審査と補助金を交付するもので
あるため、適正であると考える。

漁業経営の安定化を図るた
めにも支援することは必要で
あると考えられることから、
事務事業を継続して実施す
ることが適当である。

継続(現状維持) 漁業経営の安定化に向け、継続
して実施する必要がある。
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17 12502 農林水産課 漁業近代化資金利子補給
事業

漁業経営の近代化を図るた
めの施設等の拡充を図るた
めに受ける資金融資に対
し、その利子を補給する。

設備の近代化を図るために
受けた資金融資に対し、利
子補給を実施することで、漁
業経営の安定化を支援し
た。

設備を近代化することができ、漁業所
得の向上につながり、市の基幹産業の
振興策として妥当と考える。

設備投資に対する負担軽減措置を講
じ、近代化経営を支援することは、将
来的な漁業所得の向上につながると
考える。

実際の事務手続き等は、融資機関が
実施するため、適正であると考える。

漁業経営の近代化を推進す
るために必要な生産施設の
整備拡充を図るため、事務
事業を継続して実施するす
ることが適当である。

継続(現状維持) 漁業振興に向け、設備投資に係
る支援を継続して実施する必要
がある。

18 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
ものの極端に少なくなるとい
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。

予算枠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。

予算枠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、磯根環境についての対
策を要する。

継続(現状維持) 費用対効果を踏まえ、取り組む
必要がある。

19 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。

事業に要する経費は、担当する職員
の人件費のみで効率的な事業と考え
る。

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枠の
増加を検討する。

融資枠を増加し、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(現状維持) 近代化と経営基盤の安定に向
け、融資を促進し中小企業の振
興が図られるよう、継続して取り
組む必要がある。

20 13201 観光商工課 駐車場整備事業 平成23年度
墨名市営駐車場整備
普通車148台
身障者用9台
大型車用4台

朝市及び勝浦中央商店街の
来場者へ駐車場を提供する
ことにより、中心市街地の活
性化及び利便性が向上し
た。

勝浦中央商店街及び朝市の来場者へ
駐車場を提供することにより中心市街
地を活性化する

市営駐車場を整備することにより朝
市、勝浦中央商店街及びその周辺の
利便性が向上した。

建設にあたり社会資本整備総合交付
金等の補助金を活用し有効的な事業
と考える。

多様化する市営駐車場のあり方
について検討する必要がある。

多様化するニーズに応える
よう設備等充実して実施して
いくことが適当である。

継続(現状維持) 整備にあっては、国県等補助金
を活用し、効率的に実施する必
要がある。
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21 13203 観光商工課 商店街等活性化事業 商工会もしくは商店街が地
域を活性化することを目的と
し主催する事業への補助

商工会を支援・補助し、商店
街の振興と地域の活性化が
図れた。

商工会を支援・補助し、商店街の振興
と地域の活性化が図れた。

商店街の振興に係る事業にあっては、
商工業に従事するもので構成する勝
浦市商工会を事業主体とし、市の役割
は、事業に対する補助金を交付して支
援をすることが適切であると考えるた
め。

支援する補助金については、要綱で補
助率を定めているものの、財政事情を
踏まえ、市及び商工会双方で経費削
減に努めている。

地域の活性化に向け各種の補
助金を組み合わせ商工会を支
持しているが、市民や商工会員
からのニーズや意見も多種多様
化していることから、補助金のあ
り方等を見直しより効率的な事
業となるよう検討する必要があ
る。

本市の産業振興のため、継
続して支援する必要がある。

継続(現状維持) 産業振興及び地域活性化のた
め、継続して支援する必要があ
る。

22 13204 観光商工課 商店街組織強化事業 ４地区の商店街が連携し組
織を強化育成することにより
地域を活性化することを図る
事業への補助

商工会を支援・補助し、４地
区の商店街の連携により地
域の振興と活性化が図れ
た。

商工会を支援・補助し、４地区の商店
街の連携により地域の振興と活性化
が図れた。

商店街の組織強化に係る事業にあっ
ては、商工業に従事するもので構成す
る勝浦市商工会を事業主体とし、市の
役割は、事業に対する補助金を交付し
て支援をすることが適切であると考え
るため。

支援する補助金については、要綱で補
助率を定めているものの、財政事情を
踏まえ、市及び商工会双方で経費削
減に努めている。

地域の活性化に向け各種の補
助金を組み合わせ商工会を支
持しているが、市民や商工会員
からのニーズや意見も多種多様
化していることから、補助金のあ
り方等を見直しより効率的な事
業となるよう検討する必要があ
る。

本市の産業振興の向上のた
め組織強化は必須であるた
め、継続して支援する必要
がある。

継続(現状維持) 地区の活性化のため、継続して
支援する必要がある。

23 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２０億円にものぼり、
夏期以外の観光閑散期においてのイ
ベント開催は特に有効と思われる。

支援する補助金の額は、従来からの
額を維持しており、事業費の抑制に
は、実行委員会の理解を得るよう努め
た。

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(現状維持) 新たな企画等、創意工夫をもっ
て取り組む必要がある。

24 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少して
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いる。このよう
なことから、いかに日本人が花火が好
きかが伺え、経済効果はもとより、憩
いの場を提供する上でも有効と思われ
る。

支援する補助金の額は、従来からの
額を維持しており、事業費の抑制に
は、実行委員会の理解を得るよう努め
た。

実行委員会に対する寄付が
年々減少する中、会場警備等の
安全確保のレベルを上昇しなけ
ればいけない状況にあるため、
安定的な歳入の確保が急務で
ある。

限られた予算の中で警備等
の会場施設環境を充実させ
来場者が安心して見学でき
るよう努力し、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(現状維持) 新たな企画等、創意工夫をもっ
て取り組む必要がある。
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25 14203 観光商工課 「コスモスフェスタｉｎ勝浦」開
催事業

花の摘みとりなど、イベント
に係る経費の補助を行うとと
もに、リピーターの確保に向
けてメニューの多様化を検
討し、地域住民や企業との
交流や農業者間の連携を図
る。

平成25年度事業休止 改善課題が未解消ではあるが、関係
団体の連係や意識の向上を図るという
観点から当初の目的は達成されたも
のと思われる。

平成24年度は荒天により中止も、準備
等にあたり地域住民、農業者及び関
係団体間の連携を通じ、地域おこしの
意識の向上が図られた。

平成24年度は荒天により中止も、事業
費の予算は、従前から額を維持してお
り、事業費の抑制には、実行委員会の
理解を得るよう努めたが、長期に及ぶ
肥培監理に労力を要するため、集客
効果を踏まえた効率性は、高いとは言
い難い状況にある。

水源の確保・場所・作業人員の
確保が難しい、イベント自体見
直しし収穫祭等地域の特性を活
かしたイベントへの転換等検討
が必要と思われる。

長期に及ぶ肥培管理や集客
実績を踏まえると新たな企
画の立案と事業主体を検討
する時期にあると考える。

休止・廃止を検討 費用対効果及び集客実績を踏
まえ、運営主体をはじめ、新た
な企画等、創意工夫をもって取
り組む必要がある。

26 14204 観光商工課 「いんべやぁフェスタ勝浦」
開催事業

イベントの実施に必要な経
費の補助を行い、地域活性
化を促進する。

実行委員会を支援・補助し、
商工業や地域の活性化が図
れた。

産業振興及び地域、商工業の活性化
を図ることを目的に開催するイベントに
関して、商工会及び産業関連団体等で
構成する実行員会に対し、市の役割と
して補助金を交付し支援することが適
当と考える。

担い手不足や高齢化といった産業振
興の課題を抱える中、イベントの開催
で商店街の活性化や他の産業関連団
体の出展等を通じ、商店街の賑わい
の創出、産業連携の効果が得られると
考える。

支援する補助金の額は、従来からの
額を維持しており、事業費の抑制に
は、実行委員会の理解を得るよう努め
た。

来場者も出店者も企画のマンネ
リ化から入り込みが減少傾向に
ある。
新たな企画を商工会、中央商店
会、朝市、産業関係団体と構築
する必要瀬がある。

商工業、他の産業関連団体
との連携強化のため継続し
て取り組む必要がある。

継続(現状維持) 新たな企画等、創意工夫をもっ
て取り組む必要がある。

27 14401 観光商工課 観光協会組織強化事業 各種団体の観光協会への加
入推進及び組織の充実と拡
大を促進する。

勝浦市観光協会を支援・補
助し、観光客の誘致を促進
し、観光業の振興と地域の
活性化が図れた。

本市の基幹産業である観光業の振興
に係る事業にあっては、観光業に従事
するもので構成する勝浦市観光協会を
事業主体とし、市の役割は、事業に対
する補助金を交付して支援をすること
が適切であると考えるため。

観光協会では、各種イベント実行委員
会における中核的な役割を担い、本市
観光PR事業においても積極的に取り
組んでおり、観光振興の貢献度は高
いことから、有効と考える。

支援する補助金については、要綱で補
助率を定めているものの、財政事情を
踏まえ、例年、要綱で定める額を下回
る額で観光協会から協力及び理解を
得ており、市及び観光協会双方で経費
削減に努めている。

イベントの企画や運営に関し勝
浦市として独自性、主体性を育
むため観光協会を法人化やＮＰ
Ｏ化について検討する必要があ
る。

本市機関産業の観光振興の
ため、継続して支援する必要
がある。

継続(現状維持) '観光振興のため、観光協会の
組織運営や事業実施について
継続して支援する必要がある。

28 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。

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。

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(現状維持) 受診率の向上に向け、取り組む
必要がある。
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29 21102 介護健康課 健康診査の実施 生活保護世帯及び39歳以下
成人の健康診査。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
ける機会が少ない主婦層を対象として
おり一部（眼底検査、心電図）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。

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。

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(現状維持) 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。

30 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。

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。
会場等を変更するなどして、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。

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。
会場等を変更するなどして、
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(現状維持) 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。

31 21104 介護健康課 子宮頸がん等任意予防接
種事業

子宮頸がんワクチン、ヒブワ
クチン、小児の肺炎球菌ワク
チンの個別接種を医療機関
へ委託契約して実施

子宮頸がん、Ｈｉｂ感染症、小
児の肺炎球菌感染症等の予
防。

予防接種法、子宮頸がん等ワクチン接
種緊急促進事業、勝浦市任意予防接
種費用助成事業実施要綱等に則り実
行する。

実施することにより、子宮頸がん、Ｈｉｂ
感染症、小児の肺炎球菌感染症等の
予防が図られる。

概ね適正であると思われる。
接種に係る費用については、医療機
関に対する委託費用であり、同じ医師
会である郡内自治体と価格を統一して
いる。

状況に応じ未接種者に対し勧奨
を実施。

予防接種法の改正により平
成25年4月1日より定期予防
接種となったことから、感染
症予防事業の計画外として
継続する。

継続(現状維持) 現在中断している接種勧奨の再
開時期については、国における
副反応症例の専門家による評
価を踏まえるなど、動向に注視
することが必要である。

32 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。

申請件数は横ばいである
が、被保険者自身の健康管
理の志向は、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。

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。

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(現状維持) 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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33 21107 市民課 高齢者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、被保
険者自身の健康管理の志向
は、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。

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。

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(現状維持) 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。

34 21201 介護健康課 健康教育事業 国際武道大学と共同により、
教室での週1回の集団指導
と自宅での毎日の宿題を併
用することにより、運動を継
続させる

対象者が自主的に望ましい
生活習慣を実践、継続し、ま
た、運動習慣を定着させ身
体機能の維持・増進を図るこ
とができた。

健康増進法に則り実行する。
生活習慣病予防・改善をし、自らの健
康を認識し、要介護状態に陥らないよ
うに介護予防につなげる。また、身体
機能の保持・増進を図り、いきいきとし
た生活を送ることができる。

中高年層の方に運動習慣を定着させ
ることができた。
生活習慣病の予防や身体機能の維
持・増進が図られた。

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。

事業の中途離脱者のフォローと
して、個々の状況にあった運動
の必要性を検討
生活習慣を実践、継続し、ＱＯＬ
（生活の質）を向上させるように
支援する。

市民が健康づくりの意識向
上するきっかけとなる最良の
事業と判断する。
今後は、募集時期や期間を
検証し市民が参加しやすい
環境整備を行い事業を継続
していく。

継続(現状維持) 広く市民参加を促すよう、開催
回数、時期、時刻を検討する必
要がある。

35 21202 介護健康課 健康に関する相談窓口の充
実

病態別の項目に基づく重点
健康相談、一般的な健康等
の悩みに対応する総合健康
相談を実施。面接方式や電
話相談等、利用者に併せて
個別対応。

３６３件の相談を実施し、市
民の健康増進を図った。

健康増進法に則り実行する。
生活習慣病予防・改善をし、自らの健
康を認識し、要介護状態に陥らないよ
うに介護予防につなげる。また、身体
機能の保持・増進を図り、いきいきとし
た生活を送ることができる。

中高年層の方に運動習慣を定着させ
ることができた。
生活習慣病の予防や身体機能の維
持・増進が図られた。

実施することにより、事後の栄養等の
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。結果として医療費の削減につなが
る効果も期待できる。

市民が健康づくりの意識向上す
るきっかけとなるよう、今後も、
内容を検証しつつ投入費用を最
小限にとどめつつも市民が参加
しやすい環境整備を行い事業を
継続していく。

市民が健康づくりの意識向
上するきっかけとなるよう、
今後も、内容を検証し市民
が参加しやすい環境整備を
行い事業を継続していく。

継続(現状維持) 多くの市民が利用できるよう、創
意工夫をもって、実施する必要
がある。

36 21203 介護健康課 健康管理システム事業 各種健診履歴や母子保健情
報（妊娠届の受理・母子手帳
の交付・新生児訪問の結果
等）といった各種健康関連情
報を管理し、市民の健康増
進を図る。

各種健診・各種健康関連情
報の管理を実施し、市民の
健康状態の把握を図った。

健康増進法に則り実行する。
生活習慣病予防・改善をし、自らの健
康を認識し、要介護状態に陥らないよ
うに介護予防につなげる。また、身体
機能の保持・増進を図り、いきいきとし
た生活を送ることができる。

中高年層の方に運動習慣を定着させ
ることができた。
生活習慣病の予防や身体機能の維
持・増進が図られた。

市民の健診結果や予防接種の接種履
歴を入力することで、総合的に健康情
報の管理ができ、事業の対象者の抽
出や個別の健康支援へ科学的な根拠
に基づく保健指導の実施につながって
いる。支援が継続的に実施されること
で、医療費の削減へ効果が期待され
る。

現行システムに関しては、住民
基本台帳システムと別個のもの
となっている。現行システムの契
約期間終了時に費用面・運用面
等を考慮し、住民基本台帳シス
テムネットワークへの統合の可
否について検討する必要があ
る。

個人のデータを経年的に管
理することで、疾病の早期発
見につなげ、重症化を予防
し、医療費の増加の抑制に
つなげることを目標に、費用
面のことも踏まえ、継続方法
について検討していく。

継続(現状維持) 市民の健康増進に向け、効果的
な運用を図る必要がある。
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37 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
者数の増加が図られた。

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
受診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。

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(現状維持) 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。

38 21302 市民課 居所不明者実態調査事業 国民健康保険の資格喪失に
ついての実態調査を行い、
資格の適正化を図る。

居所不明者の現地調査を行
い、職権による保険資格喪
失を実施して資格の適正化
を図った。

居所不明の被保険者に対して実態調
査を行い、職権による資格喪失を実施
することで、保険資格の適正化を図る
ことが重要であるため。

居所不明の被保険者に対して実態調
査を行い、職権による資格喪失を実施
することで、保険資格の適正化を図る
ことが重要であるため。

居所不明者の現地調査を行い、職権
による保険資格喪失を実施して資格
の適正化が図られた。

居所不明者の現地調査を行
い、職権による保険資格喪
失を実施して資格の適正化
が図られた。

継続(現状維持) 国民健康保険の適正化に向け、
継続して実態調査に努める必要
がある。

39 21303 市民課 国民健康保険適用適正化
事業

国民健康保険の未適用者を
早期かつ的確に把握するた
め、広報紙や冊子・リーフ
レットを活用のほか、関係各
課との連携強化により、適用
の適正化を図る。

退職被保険者に該当する者
について職権による適用に
より適正化が図られた。

国民健康保険の資格が適正に取得さ
れていることが、重要であるため。

退職被保険者に該当する者について
職権による適用により適正化が図られ
た。

広報紙の掲載、リーフレットの配布に
より効率的な啓発が行えた。

広報紙の掲載及びリーフレッ
トの配布による効率的な啓
発並びに職権による適用に
より適正化が図られた。

継続(現状維持) 国民健康保険制度の適正化に
向け、継続して周知啓発及び職
権適用に努める必要がある。

40 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。

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(現状維持) 適正化に向け、継続した取り組
みが必要である。
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二次評価結果

41 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。平成２５年度
は、認定こども園の状況につ
いて、山武市への視察を実
施。

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。

平成２５年度は、認定こども園の状況
について、山武市への視察を実施

認定こども園の建設計画に
則し、先進地視察を行うな
ど、新制度への理解の向上
に努めている。

継続(現状維持) 相談の資質の向上を図るため、
継続して開催する必要がある。

42 22103 福祉課 つどいの広場事業 児童館内において子育てア
ドバイザーによる育児相談な
どを実施し、子育て支援を図
る。

児童館に子育て相談員（臨
時職員）を配置し、子育て中
の親の孤独感や不安感を取
り除く。

核家族化が進行する中で、子育て中
の親の孤独感や不安感を取り除くた
め、事業を実施することとした。

年間３２件の相談件数があり、子育て
支援に寄与していると考える。

相談業務を他に委託することなく、相
談員を臨時職員の雇用で賄うなど、極
力抑えた事業費で実施した。

一応の成果は出ているが、
今後も相談が増えることを想
定し、指導員の確保も視野
に入れ、継続して実施する。

継続(現状維持) 需要に応じて事業の拡充等も含
め、継続した取組が必要があ
る。

43 22201 福祉課 乳児保育促進 乳児及び３歳未満児の保育
を行い、安心して出産・働くこ
とが出来る環境づくりに努め
る。

０－２歳児　３８名の入所可
能人数増加

児童福祉法の規定により実施 総野保育所に0-2歳児施設を設置した
ことにより、０－１　歳児.15名　　２歳児
２３名　計３８名の乳幼児が入所可能
となり、需要を踏まえた体制を構築す
ることができた。

事業に従事する保育士数について
は、基準に基づき配置する必要がある
ため、人件費を削減することは困難で
あるが、障害児対応については、基準
外の加配として配置する保育士を臨時
職員を雇用するなど、削減に努めた。

受入施設の拡大により、地
域格差が解消された。今後、
保護者需要を踏まえ継続し
て実施する。

継続(現状維持) 実績や保護者要望を踏まえ継
続して取り組む必要がある。

44 22202 福祉課 保育所施設整備事業 老朽化した施設の改修ととも
に、施設の再編・整備を推進
する。

高台保育所での保育の実施
により、津波被害の不安が
解消された。

児童福祉法の規定による 総野保育所に0-2歳児施設を設置した
ことにより、海岸沿いの３保育所を休
止し、高台保育所での保育の実施を
実現した。

園庭整備により上野保育所保育環境
が向上した。

適正である。 継続(現状維持) 中央保育所の老朽化による認
定こども園への移行についての
県等が必要である。
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45 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。

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。

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(現状維持) 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。

46 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。

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

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。
なお年々利用者が増加しており、指導
員の補充が必要である。

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。

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(現状維持) 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。

47 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４４％
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。

　少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。

人件費に係る職員数を最小限に止め
るなど、限られた職員配置の中、事業
実施に努めており、人件費について削
減の余地はない。

申請、交付場所を含めた交付方
法を検討する。

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(現状維持) 申請、交付場所を含めた交付方
法を検討する必要がある。

48 23103 福祉課 はり・きゅう・マッサージ等施
術利用者助成事業

６５歳以上の高齢者に対し、
はり・きゅう･マッサージ等の
施術に要する費用の一部を
補助する券を支給すること
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。

６５歳以上の高齢者の利用
額負担の軽減され、健康促
進が図られている。

高齢者の外出機会の創出、健康増進
や要介護状態にならないよう介護予防
を図る

高齢者の健康増進や介護予防に効果
があると考えられる

人件費に係る職員数を最小限に止め
るなど、限られた職員配置の中、事業
実施に努めており、人件費について削
減の余地はない。

健康増進や介護予防に一定の
効果があると考えられるので、
事業の周知に努め、利用者数
や利用率の向上を図る必要が
ある。
利用率の向上を図るため1回あ
たりの助成金額について検討し
ていく。

高齢者の健康促進に寄与し
ている。今後も継続すべき事
業である。

継続(現状維持) 高齢者の健康増進、介護予防
に向け、継続して実施する必要
がある。
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49 23104 福祉課 シルバー人材センターの活
動支援

シルバー人材センターの管
理運営・事業運営・特定預金
のため支出する経費のうち
国庫補助対象となる経費を
補助する。　管理費補助（人
件費100％以内、運営費
80％以内）　事業費補助（事
業運営費の80％以内）　特
定預金支出補助（特定預金
支出の100％以内）

シルバー人材センターの健
全な運営と高齢者の就労機
会の確保が図れた。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律」第40条

高齢者が豊かな経験と能力を発揮し
ながら働くことにより、生きがいの充実
と活力ある地域社会づくりに効果があ
る。
会員の高齢者については、ある程度
の収入を得られており、生活の安定が
図られている。

臨時職員を効率的に雇用するなど人
件費の削減に努めている

会員数が減少傾向にあるため
国庫補助の基準である１５０人
を維持し、安定的な運営を図
る。
主な受託事業が草取り、草刈な
どであり時期的に集中してい
る。就業機会の確保のため、そ
れ以外の時期の就業開拓を推
進する。

高齢者の経験を生かした就
業機会の確保、生きがいの
場の創出に寄与しており継
続すべき事業である。

継続(現状維持) 高齢者の就業機会を確保する
ため、継続して取り組む必要が
ある。

50 23107 福祉課 敬老事業 当該年度で満１００歳になる
方及び９月１５日で満８８歳
の方に敬老祝品を贈呈す
る。
満１００歳は直接市長が訪問
し贈呈する。米寿祝は担当
地区民生委員に贈呈を依頼
している。

敬老祝品を贈呈することで、
対象者自身が長寿また健康
であることの喜びを認識し、
生活向上に努める意欲を高
める。

広く市民に高齢者に対する関心と理解
を深め、高齢者福祉の増進を図る。

高齢者の人権の尊重、家族や地域と
のつながり、生きがい・健康づくりなど
の啓発が図られた。
対象者自身が長寿また健康であること
の喜びを認識し、生活向上に努める意
欲を高められた。

効率的な事務処理に努めており適正
である

更なる事務の効率化を図る 高齢者の長寿また健康であ
ることの喜びや敬老意識の
高揚を図るため継続すべき
事業である。なお、今後にお
いて祝品目について検討す
る必要あり。

継続(現状維持) 家族や地域とのつながり、生き
がい・健康づくりなどの啓発を目
的に継続して取り組む必要があ
る。

51 23201 介護健康課 介護予防支援事業 要支援認定者に対し、介護
保険法の指定介護予防支援
事業所の運営基準に基づ
き、個別のケアマネジメント
を行う。

要支援認定者に対し、介護
保険法の指定介護予防支援
事業所の運営基準に基づ
き、現在の状態の維持・改善
を目的としたケアマネジメン
トを行う。

介護保険法により要支援者に対するケ
アプランの作成は地域包括支援セン
ターが作成することとなっている。しか
しながら、高齢者人口の増加に伴い要
支援認定者数も増加している中、現在
の地域包括支援センターの職員で抱
えられるケアプラン数も限られているた
め、民間の居宅介護支援事業所にケ
アプラン作成業務を委託している。

要支援認定者各々にあったケアプラン
を作成し、介護保険サービスへと繋げ
ることにより、現在の状態の維持・改善
を図った。

地域包括支援センター職員は保健
師、社会福祉士、介護支援専門員の
専任３職種で構成されることから、人
件費等のコスト削減は難しいと考え
る。

地域包括支援センターの業務を
全部受託する民間企業があるよ
うならば、検討する必要がある。

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(現状維持) 地域包括支援センターについ
て、民間委託への移行の適否に
ついて検討する必要がある。

52 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、２
４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２４年度において、救急搬送１９
件、搬送なし３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４５名の実績があ
り、市民から期待度の高い事業と考え
る。

適正な予算の執行に努めたが、効率
化を図るため、委託業務の内容につい
て他市町の状況を参考に検討した結
果、委託事業者及びシステムの見直し
を平成２５年度中に行い、平成２６年
度より新システムを導入することとなっ
た。

同一市内でも地域によりサービ
スの差（警備員が出動できる範
囲が限られている）があるため、
格差を解消すべく、平成２５年度
中に委託事業者及びシステム
の見直しを行い、平成２６年度
から導入するシステムにて格差
を解消することになった。

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(現状維持) 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。
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53 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２４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７２名の
実績があった。

従事する職員の配置及び委託料につ
いて、適正で効率的な執行に努めた。

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(現状維持) 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。

54 23207 介護健康課 住宅改造費助成事業 市民税非課税世帯に属する
６５歳以上の者に対し、既存
住宅に係る改造に要する費
用のうち、２分の１を助成（10
万円限度）する。

高齢者宅において、手すり
の設置等の住宅改造を行
い、暮らしやすい環境を整え
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、高齢者が居住している住宅に
ついても、環境を変えていく必要があ
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。

安心安全な在宅生活を高齢者に提供
する当該事業は有効であると考える。

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。

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(現状維持) 事業実績を踏まえ、市民に対
し、十分な制度周知を図る必要
がある。

55 23209 介護健康課 包括的支援事業 総合相談業務、権利擁護業
務、包括的・継続的ケアマネ
ジメント支援業務、介護予防
ケアマネジメント業務

何らかの支援を必要とする
高齢者などの相談に応じ、
問題解決に導くなどの支援
を行った。

少子高齢化が急速に進む社会におい
て、高齢者の介護、認知症高齢者の増
加など数多くの問題が生じてきており、
それらの問題解決のための様々な形
での高齢者への包括的支援は是非と
も必要であると考える。

地域の高齢者の心身の健康維持、保
健福祉の向上、医療との連携、生活の
ために必要な援助、支援を行ってい
る。

介護保険法にて定められた事業であ
り、３種の専門職（介護支援専門員、
社会福祉士、保健師）の配置を定めら
れているため、人件費の削減は難しい
と考える。しかしながら、地域包括支援
センターの業務を全部委託できる民間
業者が現れ、経費削減につながるよう
ならば検討する必要はある。

地域包括支援センターの業務を
全部受託する民間企業があるよ
うならば、検討する必要がある。

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(現状維持) 地域包括支援センターについ
て、民間委託への移行の適否に
ついて検討する必要がある。

56 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。

死亡者発見や救急搬送の実績はな
かったが、調理の困難な高齢者に栄
養のバランスのとれた食事を提供する
とともに、安否確認を行うことで高齢者
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。

従事する職員数を維持しながら、効率
的の事業の執行に努めた。

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(現状維持) 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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57 23301 福祉課 在宅介護福祉手当支給事
業

在宅で、ねたきりや重度認
知症の状態にあり要介護４・
５と認定された高齢者を常時
介護している者に月額５，０
００円の福祉手当を年２回支
給する。

要介護者の在宅生活の支援
と共に、常時介護をしている
介護者に対し精神的・経済
的な負担の軽減が図られ
た。

高齢化が進展し、介護老人福祉施設
の入所待機者が非常に多い状況のな
かで、在宅でねたきりや重度認知症の
高齢者を常時介護する者の精神的・経
済的負担の軽減を図る必要がある。

要介護高齢者の在宅生活を支援する
と共に在宅介護者の精神的・経済的
負担軽減が図られている。

効率的な事務処理に努めており適正
である

更なる事業の周知を図っていく 要介護高齢者の在宅生活を
支援すると共に在宅介護者
の精神的・経済的負担軽減
が図られている。

継続(現状維持) 在宅介護支援を図るため、継続
して実施する必要がある。

58 23303 介護健康課 家族介護慰労事業 介護保険サービスを過去1
年間利用しなかった要介護
４，５の要介護者を介護して
いる家族に対し、介護を行っ
ている慰労として1人100,000
円を支給し家族の支援、経
済的負担軽減を図る

常時介護をしている介護者１名
に対し、100,000円を支給するこ
とで、精神的・経済的な負担の
軽減が図られた。

市民税非課税で要介護4・5に該当する
在宅高齢者が１年間介護保険のサー
ビス及び長期入院などをしなかった場
合に、介護をしている家族に対して慰
労金１００，０００円を支給する。

本事業は、地域支援事業（任意事業）
に位置づけられている。重度の介護を
必要とする家族を支援し、経済的負担
の軽減を図った。

申請される件数は、多くはないが、重
度者を在宅で介護する家族に対して
経済的負担を軽減することは有効と考
える。

事業を継続し、介護者の経
済的負担を軽減を図る。

継続(現状維持) 在宅介護支援を図るため、継続
して実施する必要がある。

59 23304 介護健康課 家族介護用品支給事業 在宅で要介護4，5の要介護
者を介護している市民税非
課税世帯の家族に対し、家
族介護用品給付券を交付
し、家族介護者の負担軽減
を図る

月額6,000円を限度とする家
族介護用品給付券を市民税
非課税世帯に属する家族介
護者に交付し、経済的負担
を軽減したことにより、要介
護者が在宅生活を継続でき
た。

　本事業については、平成18年度から
地域支援事業（任意事業）に位置づけ
られ、重度者の在宅生活を少しでも豊
かにするため低所得者支援を行うこと
は有効と考える。

平成13年度から実施しており、年々少
しずつではあるが利用者（実人数）が
増加しており（平成23年度１ヶ月平均
19名、平成24年度1ヶ月平均22名）経
済的負担の軽減が図れ事業は有効と
考える。

利用者は排泄の介護に必要な尿取り
パッドやリハビリパンツ等の購入が主
で、毎日使用する頻度や量も多いこと
から、6,000円は妥当な額と考える。

月額6,000円を継続し、家族
介護者に対し負担軽減を図
る。

継続(現状維持) 経済的負担軽減のため、継続し
て取り組む必要がある。

60 23305 介護健康課 介護支援専門員業務助成
事業

介護保険の住宅改修を希望
する居宅介護支援の提供を
受けていない者に対して、介
護支援専門員等がその申請
に係る理由書を作成した場
合に、その居宅介護支援事
業所に対して助成金を支給
する

助成金を支給したことによ
り、居宅介護支援を受けてい
ない要介護者等の申請や実
施を容易にし、居宅での日
常生活の利便性が図れた。

本事業は、平成18年度から地域支援
事業（任意事業）に位置付けられてい
る。住宅改修を利用者の生活機能に
適した内容に決定することや申請手続
きは難しく、居宅介護支援を利用して
いない利用者や家族にとっては、介護
支援専門員等の支援を受け適正な
サービス利用が可能になり、日常生活
の利便性が図れ有効な事業と考える。
今後においても、介護支援専門員等へ
の助成事業を実施し利用者の生活の
利便性を図っていく。

住宅改修のみを利用したく介護保険申
請をするものが少数ではあるがいるた
め、住宅改修の理由書を作成した介
護支援専門員等に市が理由書作成料
を支払うことで、住宅改修のみでも適
切かつ容易に利用が可能となり有効と
考える。

年間10件程度の利用があり、理由書
作成料は1件2,100円とマネジメント料
と比べ安価である。そして、利用者の
生活の利便性、QOLが高まり費用対
効果としては大きいと考える。

介護支援専門員の業務助成
をすることで住宅改修の適
切な利用につながるため、
現状の内容で事業継続す
る。

継続(現状維持) 経済的負担軽減のため、継続し
て取り組む必要がある。
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61 23306 介護健康課 介護保険利用者負担額助
成事業

介護保険の訪問介護、訪問
入浴、訪問看護サービスを
利用している市民税非課税
世帯に属する者に対して、利
用者負担額の一部（利用者
負担額100分の50）を助成す
る

利用者負担を助成すること
により、低所得者世帯の経
済的負担を軽減し、経済的
理由によるサービス未利用
の抑制が図れた。

本事業については、平成13年度から実
施しており、平成24年度は延べ958名
の利用者があり、低所得者の経済的
負担の軽減につながり必要なサービス
の利用が図れていると考える。また、
利用ニーズが高い訪問介護や利用料
の高い訪問看護及び訪問入浴を対象
事業に選定することで、利用者及び家
族のQOLを高めることにつながり事業
効果があると考える。

利用者負担の一部を助成（5割）するこ
とにより、実質二ヶ月分の利用が可能
になっていることから経済的負担の軽
減は大きく在宅生活を支援していくに
は有効と考えます。また、事業の周知
や利用後の申請手続きに介護支援専
門員の協力があり効果的に事業が実
施できている。

月々利用者からの申請に基づき、領
収書を根拠として決定している。サー
ビス利用の変更や入院等もあることか
ら、それに伴い毎月の事務事業も変更
があり煩雑さはあるものの、利用申請
は担当の介護支援専門員の協力が得
られるため、効率的に事業を実施する
ことができた。

低所得者の経済的負担の軽
減効果が大きく、サービスの
継続的な利用につながるた
め継続実施するが、市の財
政状況に応じ助成率を検討
していく。

継続(現状維持) 経済的負担軽減のため、継続し
て取り組む必要がある。

62 24203 福祉課 日常生活用具給付事業 重度の障害児（者）からの申
請に基づき、特殊寝台、吸
入器やストマ用装具を給付
する。

障害者の負担軽減が図ら
れ、また日常生活の利便性
を図る効果もあった。

障害者総合支援法に基づく地域生活
支援事業の必須事業である。

障害者の日常生活の利便性を図る効
果があり、自立した生活を支援する。

効率的な事務処理に努めており適正
である

更なる事業の周知を図る。 制度改正等に留意しながら
継続すべき事業である

継続(現状維持) 障害者の日常生活支援を目的
に継続して実施する必要があ
る。

63 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。

人件費に係る職員数を最小限に止め
るなど、限られた職員配置の中、事業
実施に努めており、人件費について削
減の余地はない。

障害者数やサービス利用者が
年々増加しているため、更なる
事務の効率化を図る。

制度改正等に留意しながら
継続すべき事業である

継続(現状維持) 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。

64 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。

人件費に係る職員数を最小限に止め
るなど、限られた職員配置の中、事業
実施に努めており、人件費について削
減の余地はない。

平成２７年８月診療分より、現物
給付方式が採用されるため、制
度移行に関する適正な事務処
理に努める。また、それに伴い
事業費が１５％程度増加する見
込みである。

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(現状維持) 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。
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65 24217 福祉課 グループホーム運営費等補
助事業

１　グループホーム等の運営
に要する人件費、運営費等
の一部を補助する。
２　グループホーム等の家賃
の2分の１に相当する額を支
給する。上限月額２万５千円
（ただし、特定障害者特別給
付費が支給される場合は上
限月額２万円）

障害者などの地域生活の支
援が図られた。

障害者などが可能な限りその身近な
場所において必要な日常生活又は社
会生活を営むための支援が受けられ
るよう必要な障害福祉サービスの提供
体制に努めなければならない。

障害者が自ら選択した場所に居住し、
自立した生活を営むための障害福祉
サービスの提供と経済的負担の軽減
が図られる。

制度上継続すべき事業である。 障害者が自立した生活を営
むためのサービスの提供と
経済的負担の軽減が図られ
ている。

継続(現状維持) 障害者の自立した生活を営むた
めのサービスの提供と経済的負
担の軽減のため、継続して取り
組む必要がある。

66 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。

事業費の適正な執行、事務量に応じ
た事務の分担で効率的な執行が図ら
れた。

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(現状維持) 経済弱者世帯の負担軽減のた
め、継続した取組が必要があ
る。

67 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年度に
業務委託を実施。

全体構想の見直しが図られ
た。

都市計画法第18条の２の規定により市
町村は、都市計画に関する基本的な
方針を定めることとされており、検討委
員会、策定委員会、都市計画審議会を
経て見直されることは、妥当であると評
価する。

現在の社会経済情勢の変化に適応し
た見直しにより今後の方針の修正を図
ることができたと評価する。

見直しのための各委員会、審議会及
び業務委託について多用な観点や専
門知識により事業を完結でき、妥当と
評価する。

２５年度で完了 完了 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。

68 31102 都市建設課 各地域におけるコンパクトな
都市的土地利用の実現

自然環境や生活環境の保全
に留意した市街地形成のた
め、土地利用計画の策定や
土地利用の規制・誘導に努
める。

都市機能集約の考え方を踏
まえ、業務委託により都市計
画マスタープランの見直しを
実施した。

　土地利用に関して、無秩序な開発等
を防ぐため市が実施する必要がある。

　土地利用に関して、無秩序な開発等
を防ぐため市が実施する必要がある。

　事業に関し、直接的な事業費を要せ
ず、費用対効果は適正である。

今後もコンパクトな都市的土
地利用の実現を目指すこと
は、必要と考える。

継続(現状維持) 土地利用の効率化を踏まえた
機能集積の観点から公共施設
の移転、新設整備の際、検討す
る必要がある。
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69 31201 都市建設課 ＪＲ勝浦駅北口用地活用の
検討

勝浦駅北口用地活用につい
て、研究や検討する。

会議や研修に出席し情報等
を収集した。

市有地を活用した都市整備の検討は、
市街地形成のため必要である。

北口の土地については、多くが市有地
であり有効的な活用により市街地の発
展に効果がある。

事業の目的である勝浦駅北口用地活
用の検討にあっては、直接的な事業
費及び人件費等は現時点で必要とし
ていない。

県との協議等を行い、慎重
に検討する必要があると考
える。

継続(現状維持) 有効的な活用を先進事例や関
係機関との協議を通じ、検討す
る必要がある。

70 31301 都市建設課 景観法に基づく景観計画の
検討

景観法に基づく景観計画策
定について、研究や検討す
る。

県主催の担当者会議に出席
し、計画策定に要する情報
等を収集した。

計画に基づいた制限や誘導などにより
都市整備において効果が得られる。

県主催の担当者会議に出席し、計画
策定に要する情報等を収集した。

　事業の目的である景観計画策定の
検討にあっては、直接的な事業費及び
人件費等は現時点で必要としていな
い。

県との協議等を行い、慎重
に検討する必要があると考
える。

継続(現状維持) 景観区域の設定等、地域理解
が得られるよう継続して検討す
る必要がある。

71 31302 都市建設課 自然と調和した市街地景観
の保全

景観計画や都市計画マス
タープランに基づいた景観の
保全に努める。

定められた用途にそった市
街地形成を図った。

景観の保全に努めることにより市街地
の形成、都市整備のため効果を得られ
る。

県主催の担当者会議に出席し、景観
に関する情報等を収集した。

事業の目的である市街地景観の保全
にあっては、直接的な事業費及び人件
費等は現時点で必要としていない。

現状の内容で事業を継続す
ることが適当である。

継続(現状維持) 景観に配慮した整備を継続して
実施する必要がある。

72 32102 生活環境課 環境白書の発行 勝浦市の環境に関する情報
を記載した環境白書を発行
する

環境に関する情報を公開し、
市民等の環境意識の向上が
図れた。

市が環境関連の施策について、市民
などに情報を積極的に公開し、環境の
現状を知ってもらうことで環境保全活
動の一層の活性化を図れる。

環境白書の発行がどの程度効果が
あったか検証しにくいが、平成１７年か
ら毎年１回の発行をつづけており、市
民等が環境について考える機会を創
出していると考える。

印刷製本を市直営で行っているため
事業費自体は、安価なことから、直接
的なコストの節減が見られる一方で、
印刷製本作業には、相当の期間を要
するなど、コスト以外の効率性が課題
である。

引き続き、毎年１回のペースで
環境白書を発行する。市ホーム
ページにも掲載していることか
ら、発行部数を少なくすること
で、費用対効果を高めたい。

印刷や製本に時間がかかる
ため、市ホームページにも掲
載していることから、現状よ
りも発行部数を少なくするこ
とを考えたい。

継続(現状維持) 環境保全活動の促進に向け継
続して取り組む必要がある。
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73 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
の実施状況を把握するなど、効率的な
事業実施に努めた。

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
減少とともに総世帯数も減少し
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り過
度の負担とならないよう各区関
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(現状維持) 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。

74 32203 社会教育課 ミヤコタナゴの保護 国指定のミヤコタナゴを保護
するため、草刈等を実施し生
息地周辺の環境保全を図
る。

生息地周辺の草刈等を行う
ことにより、生息環境の保全
が図られた。

国指定天然記念物のミヤコタナゴの生
息地の確保として周辺の草刈等を実
施し、生息環境の保全を図ることは妥
当である。

ミヤコタナゴ生息地周辺の生息環境の
保全を図ることにより、毎年の調査で
生息の確認ができている。

県からのミヤコタナゴ保護増殖事業委
託金による支援を得るなど、財源確保
に努め、効率的な実施を図った。

他市町では、タイリクバラタナゴ
やバラタナゴが増え、ミヤコタナ
ゴの生息環境が犯されている場
所も報告されている。陸上、水
中とも保全が必要と考える。

天然記念物であるミヤコタナ
ゴの生息環境を保全し増殖
を図ることは、本市としても
貴重な財産であり、今後も継
続していきたいと考える。

継続(現状維持) 生息域の保全を目的に継続して
取り組む必要がある。

75 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。

地球温暖化及びゴミのポイ捨て防止な
ど、環境保全の効果と塵芥処理量の
削減を促す事業として、広報誌等を通
じた周知が必要と考える。

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
棄の減少について相乗効果で期待で
きる。

周知手段として、新たな経費を必要と
しない市広報誌、市公式ＨＰを活用す
るなど、効率的な事業実施に努めた。

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(現状維持) ポイ捨て防止に向け、継続して
取り組む必要がある。

76 32305 生活環境課 環境学習会の開催 学識経験者・関係団体と連
携して子どもから高齢者まで
幅広くを対象に環境問題に
ついて学習する

興津海岸が数少ないクサフ
グの産卵場所であることの
周知及び自然環境について
の関心が高まった。

参加者に勝浦市の自然環境について
意識を深めてもらうため。専門家によ
る講義、説明と併せて現場で観察する
機会を設け、実際に体験することでよ
り関心が高まると考える。

事業も定着し、参加者も増加傾向にあ
る。

事業費は講師料のみでありながら、参
加者は多数であり、費用対効果は十
分であると考える。

継続して、観察や学習ができる
ような組織が市民レベルで発足
するよう方向づけをしたい。

環境への意識向上を図るう
えで重要な事業と考えてお
り、今後も子どもから高齢者
まで幅広い年齢層を対象と
した学習会を実施していきた
い。

継続(現状維持) 多くの市民の参加を促すよう十
分な周知を図る必要がある。
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77 32306 生活環境課 住宅用太陽光発電設備導
入促進事業

市内の住宅に太陽光発電シ
ステムを設置する者に対して
補助金を交付する。

地球温暖化防止並びにエネ
ルギー利用効率の効率化、
安定供給の確保。

地球温暖化の防止並びに家庭におけ
るエネルギーの安定確保及びエネル
ギー利用の効率化・最適化を図る。原
則１００％県補助を受けられるため。

東関東大震災以降、原発の停止等に
より電気料の値上げや太陽光発電に
よる安定した電気の確保、自然環境へ
の配慮など様々な側面から市民の意
識に変化が現れた結果、太陽光発電
システムを導入し本制度を利用する者
は増加傾向にある。

１００％県補助が受けられるため、最
終的な市の財政負担はないが、事務
処理としては専門的知識を要し従事時
間も長時間要する。

単独上乗せを実施している市町
村もあることから、格差是正の
検討は必要。

地球温暖化防止の観点から
も太陽光発電等の再生可能
エネルギーの活用は重要で
あることから、今後において
も導入促進を図るため補助
事業を実施していく。

継続(現状維持) 支援制度を十分に市民周知す
る必要がある。

78 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。

長期継続契約による委託業務を実施
し、期間中の業務の安定化を図り、事
業費の効率化に努めた。

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(現状維持) 継続して一般廃棄物の適正処
理に努める必要がある。

79 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。

市民にごみの分別への意識
を高揚させることにより、ご
みの減量化と再資源化が図
られた。

市内全世帯（国際武道大学生を含む）
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
を配布し、ごみの減量化及び分別の推
進を図っている。

平成１２年度より収集指定袋制を導入
し、現在１４品目の分別収集を実施し
ているが、分別の意識は根付いたと思
われる。

啓発に要する印刷費用の適正化を図
るとともに、各区長に周知依頼するな
ど、外部協力を求め、地域における分
別の理解、徹底を図った。

平成１２年度から実施されてい
るごみの分別化により、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、広報誌で
の周知、リーフレットの配布
等の実施について検討す
る。

継続(現状維持) ごみの削減に向け、周知啓発に
取り組む必要がある。

80 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。また、改修工事により、施設の延
命・環境基準に基づく適正化が図られ
た。

長寿命化を踏まえ、中期的に維持補
修を要する箇所を把握し、効率的な改
修に努めた。

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(現状維持) 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。
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81 32404 清掃セン
ター

し尿処理施設改修事業 し尿処理施設を適正に維持
する。

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。また、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
が図られ、有効であったと考える。

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。

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(現状維持) 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。

82 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。

県の産業廃棄物不法投棄防止事業総
合補助金を財源に効率的な事業実施
に努めた。

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
づき金網フェンスの設置を検討
するとともに監視カメラの活用な
ど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。

継続(現状維持) 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。

83 33101 都市建設課 国道１２８号及び国道２９７
号の整備促進

国道128号、297号の整備を
関係機関に要請し、広域の
アクセス利便性の充実に努
める。

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。

直接的な事業費を要せず、担当職員
の人件費が主な事業費であり、効率
化及び省力化を踏まえた事業実施
は、適正であると考える。

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(現状維持) 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。

84 33102 都市建設課 地域高規格道路の整備促
進

地域高規格道路の整備を関
係機関に要請し、観光振興
や産業発展を促進する。

国土交通層、千葉県に地域
高規格道路の必要性を認識
してもらった。

高速道路と本市を結ぶ幹線道路の整
備は、必要であり、その早期建設促進
のため国土交通省、千葉県へ地域一
体となって行う要望活動は、妥当であ
る。

　地域高規格道路「鴨川・大原道路」に
ついては候補路線のままであり、効果
はみえないが、粘り強く要望活動を続
けることにより早期建設の促進を目指
したい。

　事務量を踏まえた人員配置により、
適正に事業実施地域高規格道路の建
設を実現するための費用としては、妥
当である。

地域高規格道路を整備する
ことは、安全性および利便性
の向上に資することから要
望活動は有効と考える。

継続(現状維持) 継続的に要請する必要がある。
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85 33103 都市建設課 広域幹線道路の機能強化 国道128号、297号および県
道の整備を関係機関に要請
し、機能強化に努める。

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。

直接的な事業費を要せず、担当職員
の人件費が主な事業費であり、効率
化及び省力化を踏まえた事業実施
は、適正であると考える。

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(現状維持) 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。

86 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。

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。

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(現状維持) 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。

87 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。 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。

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(現状維持) 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。

88 33107 都市建設課 交通安全対策事業 国道297号の歩道整備の早
期完成を関係機関に要請す
る。

千葉県が着手することとなっ
た。

歩道整備は、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。

直接的な事業費を要せず、担当職員
の人件費が主な事業費であり、効率
化及び省力化を踏まえた事業実施
は、適正であると考える。

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(現状維持) 交通事故防止のため、継続して
取り組む要がある。
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89 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。

直接的な事業費を要せず、担当職員
の人件費が主な事業費であり、効率
化及び省力化を踏まえた事業実施
は、適正であると考える。

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(現状維持) 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。

90 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。

道路状況を精査し、危険度の高い順
に計画的な整備が図れた。

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(現状維持) 優先度を見極め、計画的に取り
組む必要がある。

91 33202 都市建設課 道路局部改良事業 狭隘な道路の局部的な拡幅
等により、通行の安全を図
る。

狭隘な道路の局部的な拡幅
等により、通行の安全が図ら
れた。

道路の局部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、道路の局部的な拡
幅及び改良を行っていることから妥当
と考える。

道路状況を精査し、危険度の高い順
に計画的な整備が図れた。

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(現状維持) 事業箇所の決定については、優
先度を見極め、計画的に取り組
む必要がある。

92 33203 都市建設課 舗装修繕事業 舗装修繕により通行の安全
を図る。

舗装修繕等により通行の安
全が図られた。

傷んだ舗装の市道等を修繕することに
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。

市道の道路管理をしているのは勝浦
市であり、傷んだ舗装の修繕を行わな
いと道路維持管理上から、通行人に怪
我や通行車両に損傷を与えた場合に
管理瑕疵となるため。

舗装修繕箇所において、利用頻度及
び路面の損傷具合を勘案し計画的で
効率的な整備が図れた。

舗装修繕箇所においては、
利用頻度や損傷状況を勘案
し、計画をもって整備してい
く。

継続(現状維持) 事業箇所の決定については、優
先度を見極め、計画的に取り組
む必要がある。
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93 33204 都市建設課 排水整備事業 道路排水の整備により通行
の安全を図る。

道路排水の整備により、通
行の安全が図られた。

傷んだ側溝を修繕や道路の滞水を防
ぐために側溝を新設することにより、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。

市道の道路排水管理をしているのは
勝浦市であり、市民サービスの向上や
道路維持管理上から、道路の滞水を
防ぐために側溝を新設し、又、損傷し
た側溝の修繕や蓋のない側溝の有蓋
化を図った。

排水整備箇所において、利用者及び
側溝の損傷具合を勘案し計画的な整
備が図れた。

排水整備箇所においては、
利用者や損傷状況を勘案
し、計画をもって整備してい
く。

継続(現状維持) 事業箇所の決定については、優
先度を見極め、計画的に取り組
む必要がある。

94 33205 都市建設課 災害防除事業 モルタル吹付け等により法
面崩落を防止し、通行の安
全を図る。

法面崩落防止等により、通
行の安全が図られた。

道路の危険箇所を防止するため、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。

市道の道路管理をしているのは勝浦
市であり、市民の道路交通の安全向
上や道路維持管理上から、法面崩落
や落石等の恐れのある箇所の災害を
未然に防止するため整備を図ったこと
と、トンネルの崩落危険箇所を整備す
るため設計委託業務を行った。

道路危険箇所の早期対応を実施し、
適正な事業実施であったと考える。

重要路線と危険度を見極め
計画的な整備を進めたい。

継続(現状維持) 事業箇所の決定については、優
先度を見極め、計画的に取り組
む必要がある。

95 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。

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。

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。

未舗装においては、利用頻度を勘案し
た計画的な事業実施を図った。

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(現状維持) 優先度を見極め、計画的に取り
組む必要がある。

96 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。

事業内容について、高度な専門性が
求められるため、業務を委託し、事業
実施したことは、適正と考える。

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(現状維持) 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。
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97 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、市民バス等に
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。

運行する事業者については、長期継
続契約に基づく委託とし、業務の安定
化を図るとともに、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に努めた。

平成２５年度に設置した協議会
において、新たな交通手段の導
入も含めた市内公共交通体系
の見直しを検討する。

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を積極
的に図った。今後、高齢化の
進展に伴い、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(現状維持) 市民の需要を把握し、利便性向
上に向けた取組が必要である。

98 33302 企画課 いすみ鉄道の管理及び活
性化の取組

いすみ鉄道の運行を確保す
るため、県や関係市町と連
携し、長期収支見込の進捗
管理とともに活性化を促進
する。

いすみ鉄道の運行維持、安
全運行に係る施設整備及び
車両更新が図られた。

補助金を交付し、鉄道事業者を支援す
ることは、地域における交通手段を確
保するため、やむ終えないことと考え
る。

人口減少等、沿線自治体が共有する
地域の現状に伴い、乗降客が減少し、
運営が困難な中、通勤、通学など日常
生活の交通手段確保を目的に支援す
るにあたり、県も含めた沿線自治体が
連携することは有効性が高いと考え
る。

常に鉄道事業者の運営情況を監視
し、長期収支見込の進捗状況を検証
するなど、支援にあたっては、沿線自
治体及び県で構成する協議会、活性
化委員会等で取組など、効果的で効
率性の高い事業と考える。

いすみ鉄道の運営状況及び
長期収支見込の進捗状況の
把握に努めながら、継続して
取組む。

継続(現状維持) 県及び沿線自治体と連携し、安
全な運行の維持確保に対する
支援を継続して実施する必要が
ある。

99 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、設置に係る実施設計
完了後、設置工事が着手さ
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２
４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、JR側で
国庫補助の採択を経て、実施設計、設
置工事の着手がなされ、平成26年度
完了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。

ＪＲが実施した基礎調査業務に対する
補助金交付にあたり、交付決定及び
交付金確定に際し、聴き取り及び審査
を実施し、補助金交付の適正化に努
めた。

ＪＲとの協議を重ねた結果、
平成26年度中設置の目途が
つき、竣工時期について、早
期完了するよう引き続き、協
議、要望を図る必要がある。

継続(現状維持) 早期設置に向け継続して取り組
む必要がある。

100 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。

路線バスを運行する交通事業者に対
する補助金交付にあたり、補助対象の
赤字補填額について、従前からの上
限額を維持するなど、負担の割合と補
助金交付の適正化に努めた。

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
人口減少地域に対する企業
の社会貢献の理解を促し、
運行確保維持に努めたい。

継続(現状維持) 市民の需要を把握し、利便性向
上に向けた取組が必要である。

101 34201 水道課 老朽管更新事業 勝浦、杉戸地先の市道等に
埋設している老朽化した石
綿セメント管及び鋳鉄管を耐
衝撃性硬質塩化ビニル管に
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
が減少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。

財源として国庫補助金を活用し、配水
管等の修繕工事費の効率化に努め
た。

重点的に継続 継続(現状維持) 計画的に取組む必要がある。
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102 34202 水道課 老朽施設改修事業 佐野浄水場の経年劣化し
た、取水施設及び浄水施設
や設備、また、配水池等の
水位等を監視する電機計装
設備の更新工事を行う。

取水及び浄水施設並びに配
水施設の機能が確実に発揮
できる状態を常に適正に維
持できている。

　取水、浄水施設並びに配水施設の経
年劣化による施設故障による断水事
故が起こらないような維持管理を行
い、安心で安全な水の安定供給を図
る。

　取水、浄水施設並びに配水施設の
機能が確実に発揮できる状態を常に
適正に維持することができている。

維持補修費縮減の効果を見込み効率
的な事業実施に努めた。

重点的に継続 継続(現状維持) 計画的に取組む必要がある。

103 34203 水道課 広域水道受水・配水事業 南房総広域水道企業団から
の受水箇所を複数箇所にす
ることの受水要望や、老朽
施設の更新に伴う受水のあ
り方を検討するなどして、効
率的な利用の推進を図りま
す。

企業団からの受水を受ける
ための準備として、平成２４
年度は、取水を休止している
上植野浄水場場内配管の改
修工事を実施した。

既存の赤羽根浄水場と上植野浄水場
の老朽化や取水量の低下並びに水質
悪化などに基づき、南房総広域水道企
業団からの受水を使用水量の変更は
せず、上植野浄水場内に配水池を建
設し受水することにより、受水地点を増
加させ、効率よく浄水を配水させること
ができる。
また、赤羽根浄水場と上植野浄水場を
休止し、管理運営経費と配水にかかる
経費を抑制することができる。

上植野浄水場内に配水池を建設し受
水することにより、受水地点を増加さ
せ、効率よく浄水を配水させることがで
きる。

赤羽根浄水場と上植野浄水場を休止
し、管理運営経費と配水経費を抑制す
ることができた。

重点的に継続 継続(現状維持) 計画的に取組む必要がある。

104 33306 企画課 ＪＲ外房線の利便性の向上 JR東日本及び関係機関に要
望し、JR外房線の増発や運
行区間の延伸などを促進す
る。

JRに対し、各協議会等を通
じ、利便性の向上に係る要
望を提出した。

JR線は、市民の通勤通学といった日常
生活路線としての位置付けのほか、観
光や物流等、産業を支える路線である
ことから、その利便性向上をJRに対
し、要望することは妥当と考える。

JRに対しては、個々の自治体で単体
で要望に取組より、沿線自治体で連携
した取組を講ずるほうが、効果的と考
える。

沿線自治体が抱えるJRに対する課題
のうち、地元各駅の施設整備要望を除
いた、ダイヤ改正要望については、自
治体間で共通することから、沿線自治
体で構成する協議会等を通じ取組こと
が、効果的で効率性が高いと考える。

利便性の向上に向け、関係
機関と連携し継続的に取組
む。

継続(現状維持) 市民の通学通勤の利便性の向
上、観光振興を目的に関係機関
と連携し継続的に取組む必要が
ある。

105 34204 水道課 未普及地域整備事業 勝浦市水道事業基本計画に
基づき、未給水地域であった
小松野・大楠・中倉・市野川
の一部に配水管及び関連設
備を新設する。

配水管の新設により、井戸
水を生活用水と使用してい
た地域の利便性の向上と、
公衆衛生の向上が図られ
た。

　「勝浦市水道事業基本計画」に基づ
き未普及地域を解消し、公衆衛生の向
上を図る。

　井戸水の取水量の減少や、水質の
悪化により未普及地域の住民の苦慮
が解消され、公衆衛生の向上が図ら
れる。

「勝浦市水道事業基本計画」に基づき
計画的な推進に努め、財源について
は、国庫補助金を活用するなど効率的
に推進しているため適正と考える。

重点的に継続 継続(現状維持) 計画的に取組む必要がある。

106 34205 介護健康課 水道未普及地域水質検査
料補助事業

水質検査（１０項目）に要した
費用の2分の1以内の額と
し、4,650円を限度とする。
前記に併せて放射能検査を
実施した場合5,000円を限度
とする。

水質検査の実施により公衆
衛生の向上が図られた。

水道未普及地域の公衆衛生向上のた
め、飲用井戸水の水質について使用
者に把握してもらうため。

実施することにより、汚染井戸の早期
発見、対策ができた。

検査費用の１/２を補助するとともに上
限額を設定していることから、費用対
効果としては概ね適正であると思われ
る。

上水道の普及率が向上して
も、地理的要件や技術的に
水道管を布設することが困
難なエリアは点在すると思わ
れる。そういった住民の公衆
衛生向上に、この事業は不
可欠と思われるので引き続
き事業を継続していく。

継続(現状維持) 公衆衛生の確保に向け、継続し
て取り組む必要がある。
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107 34301 都市建設課 公共下水道事業計画 市内の公共下水道整備に向
けた計画策定のために、研
究や検討する。

汚水適正処理構想見直しに
向け情報を得ることが出来
た。

施設を整備することにより河川浄化等
の環境対策に係る効果が得られる。

県主催の担当者会議に出席し、計画
策定に要する情報等を収集した。

　事業の目的である公共下水道事業
計画策定の検討にあっては、直接的
な事業費及び人件費等は現時点で必
要としていない。

Ｈ27に基となる汚水適正処
理構想の見直しが実施され
ることから予算、人員を拡大
し実施することが望ましい。

継続(現状維持) 先進事例及び関係機関からの
情報収集に努め、継続的に取組
む必要がある。

108 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ＨＰ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。

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。

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(現状維持) 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。

109 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。

事務量に応じた人員配置並びに事務
の分掌により、適正に事業実施が図
れた。

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(現状維持) 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。

110 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。

平成23年度に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。

建替え、修繕による住宅ストックの確
保、維持がなされ市営住宅の更新、長
寿命化が図られた。

勝浦市営住宅整備計画に基
づき事業を実施していくこと
が適当である。

重点的に継続(拡大） 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。

27 / 43 ページ



№ 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 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

111 34402 都市建設課 耐震改修促進事業 耐震診断、耐震改修にかか
る費用の一部を補助する。

診断した家の耐震性が確認
された。

地震に対する木造住宅の耐力を確認
し、安全な住宅の整備を促進するため
費用の一部を補助する。

診断、改修を実施することにより安全
な住宅の整備が促進される効果があ
る。その費用の一部補助であることか
ら有効性が高い。

申請件数が少ないことから人件費がコ
ストの大半又は全てとなっていること
から申請件数が多くなれば、効果が高
くなると推測される。

事業の周知のため広報誌掲載
回数を増やすなど周知機会を増
やす。

予算，人員配分を維持しな
がら事務事業を継続して実
施していく。

継続(現状維持) 支援制度を十分に市民周知す
る必要がある。

112 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。

本年度においては、吉尾区
の２団体が設立。

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。
希望をする区には、住民向けに説明
会に参加するなど、設立に向けてのサ
ポートを行い、２４年度は、鵜原区及び
松野区の２団体の自主防災組織の設
立があった。

設立に至った自主防災組織において
は、自らが企画立案し防災訓練を行う
など、防災・減災に向けて地域として
率先的に取組み防災意識の醸成が図
られた。
しかしながら、全体的な数値としてはカ
バー率　31.4％と必ずしも高いとは言
えずより一層の自主防災組織の設立
促進が課題である。

災害による被害を最小限に
するためには、住民の自助
に加え、地域ぐるみの対策
が重要であり、そのためには
自主防災組織の設立が急務
である。従って引き続き設立
に向けた地域住民の合意形
成が図られるよう各区への
周知・要請に努めることが必
要である。

重点的に継続(拡大） 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。

113 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９６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。
また、当該メール機能と緊急速報メー
ルとの連携が図れるようシステムの改
修を行い、当該メール機能に登録して
いない旅行者等に対しても迅速に避
難情報等の伝達が行えるよう機能向
上を図った。

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。

気象情報、火災及び災害発
生時等における情報伝達手
段の多様性は重要であり、
特に、文字情報である防災
メールは、正確な情報伝達
手段として有効である。この
ためエリアメールを採用し、
拡充しているものの、今後
は、受信登録者の増加に取
り組み、よりその効果を高め
る必要がある。

継続(現状維持) 受信登録者の増加に向けた取り
組む必要がある。

114 35111 総務課 避難路の整備 津波災害に備え、津波１次
避難場所等に至る避難路
に、手すり、舗装、落石防護
柵等の設置を行い、併せて
避難誘導標識の設置も行
い、市民等が安全かつ迅速
に避難ができるよう避難路
の整備を図る。

高齢者または本市の地理に
詳しくない旅行者等を安全か
つ迅速に１次避難場所に避
難をさせるための整備が図
られた。

災害はいつ発生するか分からず、災害
発生時に混乱なく迅速に避難をするた
めには、ハード・ソフト両面の整備が不
可欠である。なかでも避難路整備は緊
急を要するものであり必要である。

避難訓練等の実施の際に、整備の完
了した避難路を使用しての訓練等も実
施され、ハード・ソフト両面での防災対
策が行われ防災意識の醸成が図られ
たものと考える。

防災対策に費用対効果を求めること
は難しいと思われるが、上記にも述べ
たとおり地域住民の防災意識の醸成
が図られるなどの効果が得られている
ものと考える。また、避難路の整備
は、災害時において人命に直結するも
のであるため、避難路整備は必要と考
える。

津波災害を想定した避難路
の整備は、喫緊の課題とし
て緊急整備事業と位置づけ
実施してきた。地元要望につ
いても出尽くした感がある
が、引き続き整備を行うこと
が必要である。また、既に整
備した避難路が地元でしっ
かり維持管理が実施されて
いるか確認と要請をする必
要がある。

継続(現状維持) 早期整備を推進するとともに、
適切で継続的な維持管理につ
いて地元理解に努める必要が
ある。
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115 35201 総務課 消防防災設備整備事業 登録から２０年を目途に、老
朽化した消防ポンプ自動車
及び小型動力ポンプ付積載
車等の消防防災設備の更新
配備を行う。

車両の更新により、消防力
の強化はもちろん、団員の
指揮高揚が図られた。

災害対応の主力となる消防車両は経
年劣化により活動に支障があってはな
らず、常に最善の状態であることが望
まれる。このため、更新配備は必要で
ある。

車両更新により、機能の強化及び向
上が図られるほか、消防団員の指揮
高揚も図ることができ消防団が組織と
して十分に機能することが期待され
る。

消防車両は機械器具であるため、長
年使用していると様々な不具合が生じ
てくる。災害対応の主力となる消防車
両の不具合は直ちに人命等に影響を
与える重大な問題であり、車両の更新
は必要である。

消防団活動の主力となる消
防車両は、一定の基準を設
け、老朽度の高いものから
計画的に更新している。今
後も引き続き計画的な更新
が必要である。

継続(現状維持) 老朽設備等の解消に向け、計画
的、効率的に推進する必要があ
る。

116 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。

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。

更新計画を毎年３棟とし、平成２
９年度完了を目標にする。

消防団詰所は、地区の消防
団活動の拠点施設として重
要であり、老朽度の高いもの
から計画的に建替えを実施
している。今後も引き続き計
画的に行うと共に沿岸部に
おいては、高台への移転を
検討する必要がある。

継続(現状維持) 老朽施設の計画的な整備を図
る必要がある。

117 35207 総務課 消火栓整備事業 水道未給水地域等への水道
管の敷設又は敷設替え等に
あわせ消火栓を整備する。

水道未給水地域等の消防水
利の不足しがちな地域に対
し一定の水利が確保でき、
地域における消防防災力の
向上が図られた。

火災等の災害はいつ発生するか分か
らず、水道未給水地域等の消防水利
の不足する地域への水利の整備は必
要である。

消火栓の整備することにより、地域の
消防防災力の向上が図られ、また、地
域住民に安心感を与えることができ
た。

火災等の災害の発生に備え、ハード
的に必須であり、今後においても、整
備の必要がある。

水道未給水地域に対する水
道管敷設工事の進捗に合わ
せ、地域の消防水利の現状
からみて不足する場合は、
消火栓を整備しており、今後
も引き続き整備する必要が
ある。

継続(現状維持) 水道管敷設事業との連携を図
り、効率的な整備を図る必要が
ある。

118 35301 都市建設課 がけ崩れ啓発事業 県が急傾斜地崩壊危険箇所
または保全対象に影響する
可能性のある場所での斜面
の変状箇所について、崩壊
拡大の徴候がないかどうか
を調査し、災害の危険性を
判断し、今後の対応につい
て評価する。市は点検及び
点検対象地区の住民へ事前
周知及び現地踏査した際に
警戒避難に関する説明を実
施。

急傾斜地崩壊危険箇所の住
民周知・状況把握・警報等の
際には避難することの周知。

市は土砂災害危険箇所の点検要綱か
ら、点検及び点検対象地区の住民へ
事前周知、警戒避難に関する説明を
行うこととなっている。現地踏査により
住民と直接危険箇所である旨を説明
することにより警報等が発令された際
には避難するよう説明ができることに
より住民周知が図られた。

急傾斜地では、突発的に土砂が崩落
する崩落現象が発生する。急傾斜地
の調査は、斜面の地形・地質状況、変
状を把握し、崩落発生の危険性の有
無を評価することにより、今後の対応
方法も評価することが出来る。その結
果等を住民周知ができることから妥当
と考える。

直接的な事業費を要せず、担当職員
の人件費が主な事業費であり、効率
化及び省力化を踏まえた事業実施
は、適正であると考える。

この事業を実施することによ
り急傾斜地崩壊危険箇所の
斜面の状態が把握でき、住
民に周知できることから継続
的に実施したい。

継続(現状維持) 調査検証結果について、十分に
市民周知する必要がある。
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119 36101 生活環境課 防犯灯設置事業 防犯を目的として、市道沿い
に防犯灯を設置及び各区が
管理する防犯灯維持管理費
の一部を補助。

各区の管理する防犯灯件数
が増えており、夜間における
防犯効果が上がっている。

各区の要望により市が防犯灯を設置
する手段は、設置の必要性や設置場
所を考慮するうえで妥当な手段だと考
える。

暗い夜道に防犯灯を設置すれば、防
犯効果があがることは確実であり、有
効性があると考える。

各区要望を踏まえ、事業箇所を把握す
るなど、事業の効率化に努めた。

新設の照明器具をLED電球とし
ランニングコストの抑制を図ると
ともに、各区での器具交換の際
にLED電球を推奨するうえで市
の方向性を示した。

設置する防犯灯をＬＥＤ灯に
すると設置時の費用が上が
るが、ランニングコストは抑
制できるため、LED灯設置を
実施する方向で考えたい。

継続(現状維持) 各区に対し、適切な維持管理を
要請するとともに、経費節減を
目的とするＬＥＤ灯への機種変
更を検討する必要がある。

120 36102 生活環境課 防犯関係団体支援事業 勝浦市防犯組合・勝浦警察
署管内特殊防犯に対して補
助金を交付する。

青色回転灯の設置車両を増
やし、普段の運行の際にも
点灯して走行することにより
抑止力を高める。

勝浦市防犯組合・勝浦警察署管内特
殊防犯協力会に対して補助を行うこと
により、防犯活動が活発となる。

パトロール等の防犯活動の強化により
防犯（抑止力）に繋がっていると考え
る。

継続的に実施しているパトロールのほ
か防犯カメラを設置したが、警察から
映像の提供を求められることが多々あ
り、事件の解決の一助をになっている
と考える。

防犯カメラの設置に伴い補助額
が増額となったが、防犯カメラ設
置という抑止力としては一定の
効果が得られていると考える。

近年、犯罪は多様化してお
り、その抑止力を含めパト
ロールや防犯カメラの設置
推進等は重要なものと考え
ている事から今後においても
防犯関係団体への支援を継
続していく。

継続(現状維持) 安全な市民生活を維持するた
め、継続して支援する必要があ
ある。

121 36201 都市建設課 交通安全施設整備事業 道路反射鏡設置について
は、死角と呼ばれている部
分に隠れている危険をドライ
バーに的確に伝え交通の安
全を図る。
転落防止柵設置について
は、進行方向を誤った車輌
が路外等に脱するのを防ぐ
ことや、歩行者及び自転車
の転落または、みだりな横断
の抑制を図る。

道路の転落や死角部である
箇所の視認性向上により危
険を解消し通行の安全が図
られた。

道路の転落や死角部である箇所の視
認性向上により危険を解消し通行の安
全が図られた。

危険箇所の解消により交通事故の危
険性が低下されたことにより妥当と考
える。

道路状況を精査し、危険度の高い順
に計画的な整備が図れた。

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(現状維持) 事故防止に向け、継続して取組
む必要がある。

122 36202 生活環境課 交通安全啓蒙推進事業 勝浦交通安全協会に補助金
を交付し、警察署・安全協
会・市などが連携して交通安
全の啓発に努める

小中学生や高齢者を中心に
交通安全の啓発を行い、一
定の効果は収めている。

「事故を起こさない」だけでなく「事故に
遭わない」ために小中学生や高齢者を
中心に交通安全の啓発を行い、市民
の生命、健康を守るために一定の効果
は収めている。交通安全協会の会員
数、警察署との連携等を考慮すると協
力なくしてこの事業は実施できない。

勝浦交通安全協会・勝浦警察署・市が
連携した交通安全キャンペーンなどが
交通事故防止に効果があると考える。

交通安全協会への補助金の額につい
ては、適正であると考える。

勝浦交通安全協会への補助金
を継続し、必要に応じて増減をし
ていきたい。今後、安全協会が
管理している交通安全看板の増
設などを検討し、より一層の交
通安全の推進に努めたい。

勝浦交通安全協会への補助
金を継続して実施し、より一
層の交通安全の推進に努め
たい。

継続(現状維持) 交通事故防止のため、継続して
取り組む必要がある。
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123 41101 教育課 中学生海外派遣事業 市内３校の中学２年生２０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。定額５
万円を補助する。

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
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。

補助金額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。

中学２年生２０人に限定した事
業なので、補助率や派遣人数に
ついて検討する。

　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(現状維持) 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。

124 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。

指導助手について、配置数は適正と
認められる。

　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
業効果はある。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(現状維持) 継続して取り組む必要がある。

125 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
に少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。

就学時に給食を通じて、地域の特色や
地場産業などを理解するとともに、食
の大切さを学ぶことは有効と考える。

小規模農家が多く、また、天候に左右
され易いことから、年間を通じ、安定し
た食材の確保が課題である。

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(現状維持) 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。

126 41108 教育課 市内小中学校の部活動指
導及び交流事業

国際武道大学留学生との交
流事業及び専門知識・技能
を有する同大学生に部活動
の指導を依頼する。

国際武道大学生との交流及
びレベルの高い専門知識・
技能による指導を受けること
ができ、小中学生にとって貴
重な体験となっている。

　勝浦市と国際武道大学の交流の一
環として、大学生と小中学生の触れ合
い、特に大学生の特殊技能の有効活
用という面で、部活動の指導を依頼し
ている。小中学生は、教員の指導では
得ることが困難な高いレベルの指導を
受けることができ有意義である。

技術・精神両面での向上が期待でき
る。

　大学生の派遣にあたっての経費は、
傷害・賠償保険加入に係る保険料の
みであり、事務は小中学校と大学の調
整程度であるため、職員配置に応じた
事業実施が適正に実施された。

　部活動の指導については、小
中学校の要望にすべて応えられ
ている状況ではないので、予算
面及び大学との調整にも上乗せ
を図っていきたい。また、留学生
との交流も推進したい。

　国際武道大学との交流
は、市にとって有意義なもの
であることから、留学生また
は学生との交流も今後さらに
推進していくべきと考える。

継続(現状維持) 国際武道大学の理解と協力を
得ながら継続して取り組む必要
がある。

31 / 43 ページ



№ 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 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

127 41109 教育課 子ども安全連絡網設置事業 学校から保護者への迅速な
連絡をするための情報網の
設置

緊急時に迅速な連絡体制が
確立できた。

災害関連情報や不審者情報等緊急の
連絡が必要な場合がある。

緊急時の連絡方法として携帯電話等
の活用が有効。

緊急時の連絡手段として有効に活用
できた。

緊急の連絡が必要なときに、教
育委員会から直接保護者に送
信する手段の検討。

使用方法の効率化を検討の
うえ継続して事業を実施して
いくことが適当である。

継続(現状維持) 情報の迅速な伝達、提供に努め
る必要がある。

128 41110 教育課 就学援助事業 　要保護（生活保護世帯）及
び準要保護（生活保護世帯
に準ずる生活困窮者）児童
生徒に対し、学用品・通学
費・給食費・修学旅行などの
経費を支給する。

保護者の経済的負担が軽減
された。

経済的理由により就学が困難な児童
生徒に必要な援助を行うことにより、義
務教育の円滑な実施に資する。

保護者の経済的負担の軽減とともに、
児童生徒の円滑な学校生活を確保し
た。

事業費と人件費が増大したが、義務教
育の円滑な実施という面から適正で
あったと判断する。

義務教育の円滑な実施のた
め、制度の啓発及び事業費
予算の確保を図っていく。

継続(現状維持) 経済負担軽減のため、継続して
支援する必要がある。

129 41112 教育課 遠距離通学児童対策事業 スクールバスの運行、路線
バス利用者への定期代補
助、タクシー借上げ

遠距離通学児童生徒の経済
的負担の軽減が図れた。

児童生徒の減少に伴う学校統合により
発生した、遠距離通学児童生徒の通
学手段の確保及び負担の軽減。

遠距離通学児童生徒の通学手段の確
保により義務教育の円滑な実施が図
れた。

事業費と人件費が増大したが、義務教
育の円滑な実施という面から適正で
あったと判断する。

義務教育の円滑な実施のた
め、通学手段の効率化及び
事業費予算の確保を図って
いく。

継続(現状維持) 通学手段の確保のため、継続し
て実施する必要がある。

130 41114 教育課 子どもと親の相談員活用事
業

　経験豊かで積極的に取り
組む意欲のある人を相談員
とし、児童生徒の話し相手や
悩みの相談に応じ、不登校
や問題行動への早期の対応
を図る。

　児童生徒の話し相手や悩
みの相談に応じたとともに、
特に不登校ぎみの児童への
対応をした。

　特別支援を要する児童生徒ではな
く、通常学級の児童の不登校や問題行
動に対し、担任教諭だけでは対応しき
れない部分への対応を図る必要があ
る。

　児童生徒の話し相手や悩みの相談
に応じ、不登校や問題行動への早期
の対応を図った。

市内小中学校における相談業務の需
要を把握し、勝浦小に専属する相談員
の他校派遣など、事業の有効性や効
率性について検討を要する。

現在勝浦小学校専属だが、事
業費予算を増額しその他の学校
への派遣も検討する必要があ
る。

　市内小中学校の児童生徒
の現状をよく把握した上で、
今後の事業規模等について
検討していく必要がある。

継続(現状維持) 現状や要望を把握し、事業対象
の拡大等、検討する必要があ
る。
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131 41201 社会教育課 家庭教育学級 市内小学校、中学校を会場
とし、保護者・児童生徒を対
象とした講話等を開催する。

学校、家庭、教育委員会の
三者で共通の話題を研究す
る場を得ることができた。

少子化や核家族化により家庭・地域の
子育て力を高める必要があるため、学
校現場だけではなく保護者を対象とし
たプログラムが必要とされる。また、予
算面や実施の定期性を確保するため
にも市と学校の連携が必要とされる。

保護者や児童生徒などが一同に会す
る講習会としては規模も大きく交流を
深めることが出来る。また、学校毎に
毎年様々なプログラムを組むため親子
で知識が広がることも期待できる。

主に講師謝礼等の経費であるが、近
隣の公的な団体やボランティア的な人
物に依頼することで経費削減に努めて
いる。

市内諸団体から講師を募る等に
より経費節減を図る。

参加者も多く好評であるため
今後も継続すべきと考える。

継続(現状維持) 予算及び事業内容について創
意工夫をもって、継続的に取組
む必要がある。

132 41203 社会教育課 青少年のつどい大会 小学生を対象にソフトボー
ル、ミニバスケットボール大
会を開催し、青少年の健全
育成を図る。

スポーツを通じ相互の親睦と
友情を深め、健康な身体づく
りを行うことができている。

青少年相談員を主に、勝浦市ソフト
ボール協会、夷隅ミニバスケットボー
ル連盟の協力のもと開催している。交
流試合を行うことにより、相互の親睦と
友情を深め健康な身体づくりが図られ
ることから妥当な事業と考える。

参加する子どもたちの相互の親睦と友
情が深まり、健康な身体づくりが図ら
れることから有効な事業と考える。

青少年相談員にボランティア運営を依
頼し、費用については、商品購入の経
費でふるさと応援寄附金を充当するな
ど、効率的に事務を実施した。

役員の高齢化や少子化による
参加者の減少が懸念されるた
め、競技種目の見直し等を検討
する。

スポーツを通じ親睦と友情が
深まり、更には健康な身体
づくりが図られることから重
要な事業であり、今後も継続
していきたいと考える。

継続(現状維持) スポーツを通じた児童の健全育
成を図るため、継続して取り組
む必要がある。

133 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
効利用することにより、市民
スポーツの振興と、健康で活
力ある市民生活を営む場を
提供する。

学校施設の有効利用、及び
市民スポーツの振興に寄与
している。

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
妥当な事業である。

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ＫＶＣ（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。

年度当初に使用する団体等から年間
使用要望を聴き取るなど、需要を的確
に把握し、事務の効率化に努めた。

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
行きたいと考える。

継続(現状維持) 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。

134 41303 教育課 学校規模及び配置の適正
化推進

児童生徒数の動向や地域の
実情などを踏まえ、学校規
模及び配置の適正化に努め
る。

統合に向けての検討を実施
した。

児童生徒数の減少に伴い、学校規模
及び配置について検討する必要があ
る。

統合等による学校規模の適正化を進
め、教育活動を効果的に推進するた
めの教育環境の整備を図る。

小中学校の管理運営経費の縮減。 　計画的な学校統合を検討し、
それに伴う施設整備を行ってい
く。

子ども達の教育環境整備の
ため、保護者や地域住民の
理解を得ながら計画的に進
めていく必要がある。

継続(現状維持) 市内児童・生徒数の動向を的確
に把握するとともに、地域事情を
踏まえながら、計画的に取組む
必要がある。
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135 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。

国庫補助金等を活用するなど、　財源
を確保したうえで、効率的な事業実施
に努めた。

　今後の学校の適正規模・適正
配置を検討し、補強工事等を実
施した。

　今後の学校の適正規模・
適正配置を含め、補強工事
等を実施した。

完了 学校の適正規模の検討を踏ま
え、計画的施工に取り組む必要
がある。

136 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。

小学校児童・中学校生徒・幼
稚園児・保育園児に安心で
安全な美味しい学校給食を
平成２６年４月７日より提供
する。

昨年度実施した用地測量、地質調査、
及び実施設計に基づき建設工事等を
の実施し安全面、衛生面及び作業効
率の向上した施設になった。

小学校児童・中学校生徒・幼稚園児・
保育園児に安心で安全な美味しい学
校給食を平成２６年４月７日より提供
する。

国庫補助金を活用し、計画的、効率的
な事業実施に努めた。

今後も小学校児童・中学校
生徒・幼稚園児・保育園児に
安心で安全な美味しい学校
給食を提供していく。

完了 徹底した衛生管理のもと、施設
も維持管理に務め、安全で安心
な給食を安定して提供する必要
がある。

137 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と考
える。

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、勝浦
集会所・興津公民館・上野集会所・総
野集会所にていづれもの教室が開催
できるように、組分けてている。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。新文化会館が完
成するまでは、勝浦小学校体育館等を
借用し、芸能発表会等を開催してい
る。平成２５年度は公民館まつりを勝
浦若潮高校体育館、文化祭を勝浦小
学校体育館にて開催した。

勝浦市芸術文化連絡協議会の加入団
体については、年２回の公民館まつり
と文化祭が日頃のサークル活動の成
果を発表する場として、最も重要な行
事となっている。また、文化祭について
は、公民館教室の受講者及び自主
サークルからも作品展示が多数あり、
効果がでているものと考える。教室開
催について、上野集会所で開催を予
定していた新規教室のクラフトバンド
教室が申込者２名であったため、開催
を見送った。

新文化会館完成までの間、市民に対
し充分な活動の場を提供することが困
難な状況の中、他の公共施設を活用
することとし、平成２５年度は勝浦若潮
高校、勝浦小学校を借用し市民需要
に応じた事業の継続実施に努めた。

新文化会館完成までの間、
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(現状維持) 市民ニーズを踏まえ、継続して
取り組む必要がある。

138 42102 社会教育課 自然をテーマとした学習の
推進

海の博物館より学芸員を派
遣してもらい、隣接する海岸
に住む生物を実地観察す
る。

郷土の自然環境に対する興
味・関心を深めることができ
た。

郷土の自然環境をより深く学習するた
めには座学ではなく実地に学ぶ必要が
ある。参加者を広く募るために市が主
催している。また、講師の確保や遠浅
であることなどから海の博物館付近で
の開催としている。

学芸員の解説により普段見落としがち
な生物まで観察することができる。ま
た、博物館側も多くの児童が磯を探索
するために希少種の標本を確保する
機会が増加するメリットがある。

事務処理のみで消耗品や謝金等の経
費は発生していない。

磯観察は天候に影響されやす
いため、荒天時の対応に検討の
余地がある。

児童向け行事として好評で
あるため今後とも継続してい
く。

継続(現状維持) 関係機関との連携をもって、継
続的に取組む必要がある。
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139 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。新文化会館完成まで
は、興津公民館、勝浦・上野・総野集
会所を旧中央公民館の代替え施設と
して使用している。２５年度の各施設の
開館日数は興津公民館と上野集会所
が２９５日、勝浦集会所と総野集会所
が２９４日であった。

２５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２４団体で６５
０日、勝浦集会所が３５団体で７００
日、上野集会所が５団体で６２日、総
野集会所が２１団体で４２６日の利用
があった。また、２５年度中には新たな
サークル団体として７団体の届出が
あった。

事業費については、人件費のみである
が、新文化会館が完成するまでは提
供する施設が不足するため、事業の
効率性を維持するため、代替施設の
確保に努めた。

今後も活動の支援を継続し
て行く。

継続(現状維持) 自主性を尊重し、継続して取り
組む必要がある。

140 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る。また、国宝・
重文を訪ねては毎年多くの参加者のも
と開催しており、キャンセル待ちも出る
など盛況な事業である。

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、有効な事業と考える。また、国宝・
重文を訪ねては様々な国宝や重要文
化財を直接見学することで、文化財等
を身近に感じることができる有効な事
業である。

市民参加を募る「国宝・重文を訪ねて」
について、募集人員を満たす実績があ
り、文化財保護の市民意識醸成の目
的に対し、効率的に実施することがで
きた。

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、また、市民の
文化教養を高めるためにも
国宝・重文を訪ねては、今後
も継続して行きたいと考え
る。

継続(現状維持) 適正な保存管理に向け、継続し
て取り組む必要がある。

141 43201 社会教育課 芸術文化等の振興 劇団を招き市内中学校体育
館を会場に演劇鑑賞を行う。

市民の芸術への興味・関心
を高めることが出来た。

市民の芸術に関する関心を深めるた
め、劇団を招き鑑賞会を実施してい
る。

芸術に触れる機会が少ない市民も気
兼ねなく参加でき有効性の高い事業で
ある。

全体参加者が減少しているが、子ども
のうちから優れた芸術を体験すること
は想像力を豊かにし、感受性を高める
ためにも効果の高い事業であり適正と
考えられる。

会場を体育館から芸術文化交
流センターへ変更し、より良い環
境で鑑賞できるようにする。また
広報手段を検討し、より多くの市
民に周知できるよう検討する。

子どもたちの豊かな成長を
育むだけでなく、芸術は一生
涯知識を深めることができる
学習のひとつであり社会教
育にとって重要な事業である
ため、今後も継続していきた
いと考える。

継続(現状維持) 多くの市民が芸術に触れるよ
う、芸術文化交流センターを活
用し多様なプログラムをもって、
継続的に取組む必要がある。

142 43301 社会教育課 （仮称）市民文化会館の建
設

平成26年度内の竣工をめざ
し建設工事・監理業務委託・
外構工事を行う。

平成２５年７月より着工し、
平成２５年度末現在、順調に
工事が進められている。

市民の交流促進の拠点づくりとして妥
当である。

実施設計をH24年12月までに完了し、
H25年7月から建設着工、H26年10月
末竣工、試運転期間をもってH26年末
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。

国庫補助金を財源として活用し、効率
的な整備に努めた。

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。

重点的に継続(拡大） 適正な執行管理に努め、計画的
施工に取り組む必要がある。
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143 44101 社会教育課 各種スポーツ教室の開催 ソフトテニス教室（小学生以
上）、バレーボール教室（中
学生）、ジュニア水泳教室、
キックベースボール教室（小
学生）をの開催。

休日のスポーツ教室開催に
より社会体育の推進を図る
ことができた。

各種スポーツ教室を開催することによ
り、市民の健康づくりやスポーツの振
興が図られることから妥当な事業であ
る。

市民の健康づくりやスポーツの振興に
有効な事業と考える。

体育協会や国際武道大学等の協力の
もと、指導を依頼し、効率的に事業を
実施した。

国際武道大学との連携により、
講師や施設の充実が期待され
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、各種スポーツ教室の
開催は重要な事業と認識し
ている。今後も継続して行き
たいと考える。

継続(現状維持) 市民の健康保持の観点から継
続した取組が必要である。

144 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。

各種大会を定期開催するこ
とで参加者のモチベーション
の向上をはかることが出来
た。

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。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、有効な事業と考える。

大会等の開催にあたり、運営実績を有
する体育協会加盟団体に委託し、効
率的に事業を実施した。

近年、他市のマラソン大会にお
いて観光イベント的な位置づけ
や救護体制の強化が著しいた
め、本市においても同様の対策
が必要と考える。

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
ており、継続して実施する必
要がある。

継続(現状維持) 市民の健康保持の観点から継
続した取組が必要である。

145 51101 総務課 ＮＰＯとの連携強化 市役所１階市民ロビーにＮＰ
Ｏ情報コーナーを設け、ＮＰ
Ｏの活動内容等を市民に情
報提供を行う。

様々な課題に取り組むＮＰＯ
法人が、地域社会に認知さ
れ、課題解決に向け活動が
促進された。

・ＮＰＯへの支援は、ＮＰＯが取り組む
社会的課題に一人でも多くの市民が関
われるよう、また、ＮＰＯの自立性を損
なわないように行うことが大切であり、
市は、ＮＰＯ活動に必要な資金、物品
等の調達に対して、民と民との関係
（市民、企業等とＮＰＯという民間同士
の関係）を強めることによって解決して
いけるよう、その環境づくりをすること
について支援をする必要がある。
・地域や社会の課題解決に取り組むＮ
ＰＯにとって、活動に必要となる資金、
物品等、人材、情報などに地域資源が
不足すれば、十分な力を発揮できない
ことから、ＮＰＯが取り組む活動等の情
報提供の場を市役所市民ロビーの一
角に設けることにより、地域社会に認
知度が高まることが期待できる。

・現在勝浦市内に事務所を置き、県が
認証しているＮＰＯは１３団体あり、こ
のうち、７団体が活動内容等の情報を
掲載しており、市役所を訪れる市民に
も触れることから、徐々に認知度も高
まってきていると思われる。
・勝浦市総合計画においても基本理念
のひとつに「市民と行政が知恵と力を
出しあって行動する協働のまちづくり」
を掲げており、自らが有する地域資源
を地域社会のために役立てたいと考
えている市民、企業等のＮＰＯとの間
で、地域資源の橋渡しを引き続き行っ
ていく必要がある。

・市役所庁舎の一部を提供することの
みであり、各年度における人件費や事
業費をかけておらず、最小経費で実施
している。

勝浦市総合計画の基本構想
におけるまちづくりの基本理
念である「市民と行政が知恵
と力を出し合って行動する協
働のまちづくり」を推進する
ためには、ＮＰＯをはじめと
する市民団体等との連携と、
その支援は、重要になる。
従って、ＮＰＯの活動とその
参加を促すための広報・普
及活動を推進する必要があ
る。

重点的に継続(拡大） ＮＰＯ法人の活動実績等の周知
並びに及び活動への参加を促
進するため、継続して取り組む
必要がある。

146 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　（平成２４年
度浜勝浦和６０年赤羽根区
以降、これまで１２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１５年度
以前は、最大６，０００千円の補助金制
度であったが、１６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２４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。

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。

各地区の集会や共同作業な
ど行うためのコミュニティ拠
点として重要な施設であり、
また、市の事業や行事等に
も利用している。引き続き施
設整備については、関係規
則・要綱に則り整備が必要
でる。

継続(現状維持) 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。
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147 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。

事業廃止 広報紙面でモニターの募集を行った
が、希望者がなく、モニターの委嘱に
至らなかった。

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
考えられるが、モニター募集に対して
希望者がなく、モニター委嘱に至らな
かったことから、手段においては見直
す必要がある。
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。

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、希望者がなく、モニ
ターの委嘱が難しい現状を踏まえ、他
のさらなる積極的な情報収集手段を講
じる必要がある。

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、希望者がな
く、モニターの委嘱が難しい
現状を踏まえ、他のさらなる
積極的な情報収集手段を講
じる必要がある。

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。

148 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。

・人口減少・少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２４年度にあっては、意見公募し
た計画案（勝浦市地域防災計画修正
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。

市の重要計画などにおける
施策決定の透明性と周知を
図ることは、市民参加による
協働のまちづくり推進のため
に必要である。従って、引き
続き勝浦市パブリックコメント
手続要綱に則り、各課にお
いて積極的に実施する必要
性がある。

継続(現状維持) 施策決定の透明化を推進する
ため、積極的に活用する必要が
ある。

149 51103 企画課 まちづくり活動推進事業 市民活動団体などが新たに
取組むまちづくり活動を支援
する。

市民協働の住民周知及び市
民活動を通じた協働意識の
醸成が図られた。

地域が抱える課題に対し、効果的に解
決を図るため、行政と市民の間で役割
を明確化し、市民は、主体となるに相
応しい事業に取組むとする”市民協働
のまちづくり”の理念に即した事業であ
ることから妥当と考える。

具体的に市民団体等が活動を開始す
るにあたって、当面の間、活動に対す
る支援を行政側が行うことは、事業の
継続性を確保するうえで必要と考え
る。

補助金の交付に一定の限度を設ける
ほか、対象とする事業については、活
動団体の提案に委ね、公開プレゼン
テーション及び市民による審査会を経
て決定に至るなど、事業実施までの一
連のプロセスが市民視点を重視したも
ので、事業実施に不可決な市民理解
を効果的に得ながら推進することがで
きたと考える。

市民協働の取組を支援する
ため、継続して実施する。

継続(現状維持) 市民協働の意識醸成に向け、制
度はもとより、活動実績の周知
に努める必要がある。

150 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。

Ｈ２５年度から新規ホーム
ページに移行したことで、よ
り多くの人達へ情報提供を
行うことができ、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も、内容の
充実はもとより、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が求められている。

一ヶ月平均でおよそ40,000件のページ
アクセスがあった。これにより、市民へ
の即時の情報周知、観光振興等につ
ながったと考えられる。

小規模自治体向けのＣＭＳ（コンテンツ
マネジメントシステム）を最大限に利用
することで、効率的なホームページ運
営ができたと考える。
また、ＣＭＳ導入により、ホームページ
更新手続きがマニュアル化され、更新
に係る手間も削減された。

他自治体の先行事例も参考とし
ながら、一層のコンテンツ充実
に努める。

機能を効果的に利用し、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(現状維持) 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。
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151 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・提案が寄せ
られる一方で、ホームページ
にメール専用フォームを設け
たことから、ダイレクトメール
など、本来の趣旨とは異なっ
た内容の増加がみられた。

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。

１年間で、３４件の手紙を受理し、市長
から回答を行った。
積極的な意見・提案が寄せられる一方
で、ホームページにメール専用フォー
ムを設けたことから、ダイレクトメール
など、本来の趣旨とは異なった内容の
手紙の増加がみられた。

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。

紙ベースでの手紙提出が多く、
手紙の内容も長文となる傾向が
あるので、様式の見直し等、より
一層の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。
なお、ダイレクトメールなどの
本来の制度趣旨と異なると
思われる事案の不受理につ
いては、担当者個人の判断
によらず、組織的に対応する
必要がある。

継続(現状維持) 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
けた取組が必要である。

152 51206 企画課 市民会議の設置・運営事業 市民の視点からまちづくりに
関して意見や提言を行う会
議体として市民会議を設置
し、市民参加によるまちづく
りを推進する。

市民間で活発な意見交換が
行われ、市民の視点から積
極的な意見・提言が提出さ
れた。

市民と行政の協働によるまちづくりを
推進するため、市民の視点からまちづ
くりに関して意見や提言を行う会議体と
して市民会議を設置するもので、市民
による自主運営を基本とし、市は事務
局としての位置づけであり、妥当であ
ると考える。

年４回の会議を開催し、市民の視点か
ら積極的な意見交換が行われ、さまざ
まな角度から多くの意見・提言が提出
された。

市民の視点から様々な意見や提言を
出してもらうもので、市民と行政の協働
のまちづくり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。

公募委員の割合や市議会議員
の参加のあり方など、今後の会
議運営に向け、事例に基づき、
具体的な考え方をまとめていく
必要がある。

市民の視点から様々な意見
や提言を出してもらうもの
で、市民と行政の協働のま
ちづくり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(現状維持) 市民協働意識の醸成、市民意
見の把握、市政の透明性の確
保を目的に継続的に取り組む必
要がある。

153 52101 総務課 行政改革の推進 勝浦市行政改革大綱２０１１
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。

・景気の低迷や少子高齢化の急速な
進展に伴い、基幹的歳入である市税も
減少傾向にある中で、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。

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。

勝浦市行政改革大綱２０１１は
平成２５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。

現行の行革大綱に掲げる事
項の実施に努めると共に新
たな行革大綱の策定にあ
たっては、勝浦市総合計画・
第２次実施計画との整合性
を図りつつ、更なる効率的な
行政運営が不可欠であり、
市民との協働を視野に入れ
ながら、多様化する市民ニー
ズなどの変化に対応した一
層の行政改革を推進する必
要がある。

継続(現状維持) 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。

154 52102 財政課 財政健全化計画の推進 財政健全化計画の進捗管理
を行い、健全な行財政運営
に努める。

保育園の高台移転に伴う施
設整備として、こども園整備
を実施するため、平成28年
度末の地方債現在高が、当
初計画よりも増加する見込
みであるが、これは止むを得
ない事情としてこれらを控除
すると地方債現在高は当初
計画どおりの水準で推移し、
C評価となる見込みである。

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、文化会館建
設事業やこども園整備などの大規模な
財政需要が見込まれることから、今後
の財政推計を把握し、財政健全化団
体とならないように努めるため、策定し
た財政健全化計画の進捗管理が必要
と考えている。

一部財政調整基金を繰り入れたもの
の、財政健全化計画によって将来の
財政状況をより正確に把握するととも
に、不要不急の支出を抑制できたこと
によって、平成24年度末現在高が9億
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、今後実施される文化会
館建設事業などの大規模事業を控え
ており、今後の財政推計を把握し、財
政健全化計画の進捗管理に努めるこ
とが必要である。

策定した財政健全化計画によって、必
要な事務事業が実施できるよう、事業
に対する財源の効果的な配分が可能
となり、効率的な行政運営ができた。

緊急性が高い事業を除く全ての
事業について、予算査定の中で
事業の見直しや経費削減の徹
底、理解を求めることが必要と
考える。

財政健全化計画の進捗管理
を行い、また、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(現状維持) 適切な進行管理に努める必要
がある。
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155 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、少子
高齢化の進行による生産人口の減
少、景気低迷による自主財源の減少、
国県の財政悪化の影響に伴う依存財
源の減少など、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。

勝浦市総合計画及び行政改
革大綱との整合性を図りな
がら、施設の適正管理をは
じめとする事務処理の効率
化や業務の広域化、更に
は、新たな行政需要等に対
応した職員数変動要因を視
野に入れながら、職員人件
費の抑制を基本とする定員
適正化計画を策定し、この
進行管理を行う必要がある。

継続(現状維持) 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。

156 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。

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。

多様化・高度化する行政
ニーズに的確に対応するた
めには、専門職の確保と合
わせて専門的な知識や技術
の習得を促し、職員個々の
能力を高める必要がある。ま
た、これと併せて市民に対す
る奉仕者としての意識を高
揚するため、各種職員研修
の充実を行う必要がある。

重点的に継続(拡大） 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。

157 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０．０７％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。

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。

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。

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(現状維持) 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。

158 53101 総務課 分野を超えた相互連携体制
の確立

新たな行政課題等に迅速に
対応するため、市の組織機
構を変えることなく各課等の
相互連携により、課題解決
に向けた取り組みを行う。

緊急度、重要度の高い課題
に迅速に対応して、課題解
決に向けて取り組んでいる。

　東日本大震災以後の安全安心なま
ちづくりに関する施策や社会資本整備
総合交付金、地方の元気臨時交付金
など施策の分野が複数課にまたがるよ
うな事務事業が増加しているが、関係
各課の連携のもと最良の市民サービ
スの提供や財源確保策について検討
し、実施していく必要がある。
そのため、毎月の定例課長会や臨時
課長会等を通じて、施策等のとりまと
め課、検討に参加する課等について市
長等の指示を得ながら、迅速に対応で
きる体制整備をとっている。
　また、高度化した行政ニーズに的確
に対応するため、平成２３年度に策定
した「勝浦市行政改革大綱２０１１」に
おける実施計画に「効率的な機能組織
の確立」を掲げ、簡素で効率的な行政
運営に取り組む必要がある。

　本事業は、個別の具体事業ではな
く、行政組織の在り方、目指すべき指
針のような項目であるため、成果や効
果を示すことが困難ではあるが、市全
体の行政サービスに対する市民の満
足度が向上していることがアンケート
等で測定できれば、指標となる。
　限られた人員の中で、効率的な事務
事業を実施していくために、相互連携
による取組みの有効性は極めて高
い。

個別の事業項目ではないため、コスト
の算定は困難であるが、効率的に事
務事業を進めるために相互連携の取
組みは必要不可欠な手段である。

少子高齢化や行政需要の多
様化に伴い、複数以上の課
の所掌事務に係る行政課題
が増加しており、庁内検討組
織の設置等による連携・協
議の必要性は、今後一層強
まると見込まれることから、
行革大綱の見直しの際に関
係課等の連携による庁内検
討組織等の強化を位置づけ
る必要がある。

継続(現状維持) 事象の変化に即した柔軟で効率
的な行政対応が図れる体制づく
りに取り組む必要がある。
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159 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。

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。

社会資本の老朽化や新たな
行政課題といった施策ニー
ズへの対応のためには、専
門職及び技術職の確保が必
要となっており、有資格者や
任期付職員の採用により効
果をあげている。今後は、再
任用制度を導入し、施策
ニーズに対応した資格や実
務経験を有する職員を確保
する必要がある。

重点的に継続(拡大） 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。

160 53103 総務課 多様な事務を効率的に行う
体制づくりの推進

地域主権改革に伴い条例委
任事項や権限委譲事務が増
加しているが、限られた資源
（人、もの、財源）の中でこな
して行くためには、既存の事
務事業のスクラップアンドビ
ルドを取り組んでいく。

地域主権改革一括法で示さ
れた条例委任事項、権限委
譲事務について、遺漏なく本
市の条例に盛り込み、住民
サービスにつながっている。

地域の課題をその地域が主体的に取
り組むために、国がこれまで画一的に
法で定めていた事項(例：公営住宅の
入居基準、道路等の構造基準、公民
館運営審議会委員の構成など）を地域
の創意工夫による条例化が可能とな
り、行政が主体となり取り組むべきもの
である。

公営住宅の入居基準に本市の独自基
準である同居親族用件を盛り込むな
ど、本市の実情に即したルールづくり
ができた。

他の条例、規則等との整合性等条例
制定改廃は、多くの確認事項や手間
のかかる作業であるが専門業者等に
頼ることなく全て市職員が携わり作業
を行ってきており、委託に出した場合と
の費用対効果の比較は行っていない
が、市職員の法制執務能力は向上し
ていると思われることから、適切な事
務と考える。

高い専門性を必要とする法制執
務能力の向上に向け、職員研修
が必要である。

多様化・高度化した行政ニー
ズに的確に対応するために
は、簡素で効率的な組織体
制で対応する必要がある。
従って行革大綱の見直しに
あたっては、検討項目に、多
様な事務を効率的に行う体
制についてを加え、継続的
に点検・検討する必要があ
る。

継続(現状維持) 地域主権時代に即した効率的な
組織体制の構築に向け、継続し
て取り組む必要がある。

161 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。

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。

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(現状維持) 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。

162 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
が少ない。

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、利用数が少な
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である。

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である。

継続(現状維持) 利用拡大に向け、機能の充実を
図る必要がある。
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163 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。

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。

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(現状維持) 引き続き、適正な運用及び保守
を図る必要がある。

164 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、公的年金等支払報
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。

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。平成２５年度については、平成２６
年1月から給与支払報告書を1,000枚
以上提出する事業者に対しデータ提
出を義務化する制度改正に加え、市と
してホームページ掲載及び各種申告
書送付時における周知を図った結果、
利用件数及び利用割合ともに予測値
を上回ることができた。

利用件数が増加し、着実に利用者拡
大が図られている。また、申告データ
を課税システムに自動取込することが
可能になったことで、正確な課税処理
を行う上で改善が図られた。事務の効
率化については、平成２５年度におい
ては自動取込に伴う付設作業が生じ
たため成果がでていないが、２６年度
以降は効率化の改善が見込まれる。

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

継続(現状維持) 利便性の向上や効率化に向け
た取組ととに、利用者の拡大に
向けた検討が必要である。

165 54201 企画課 男女共同参画事業の推進 各種研修会やセミナーなど
への参加を促進し、男女共
同参画に関する意識の高揚
を図る。

市主催のセミナー開催のほ
か、県主催イベントへの参加
を通じ、男女共同参画に関
する意識づけが図られた。

男女共同参画社会基本法による。 男女が社会の対等な構成員として、自
分に意思によって、社会にあらゆる分
野における活動に参画する機会が確
保され、かつ、共に責任を担う社会を
築くとする法の理念を市が開催するセ
ミナーを通じ、周知することができた。

事業の推進に係る経費にあっては、セ
ミナー開催に伴う講師謝礼が主たる事
業費で、講師の選定については、高齢
者学級等で経験や参加者評価の高い
国際武道大学教授を講師に招聘し交
通費負担軽減に努めた。

事業の推進にあっては、婦
人団体の協力のもと取組ん
できたが、男性への周知機
会を検討する必要がある。

継続(現状維持) セミナー等については、男性参
加を促す取組を検討するなど、
男女共同参画社会の実現に向
けて、継続して取り組む必要が
ある。

166 55101 企画課 広域連携体制の充実 ごみ処理施設建設などにつ
いて、夷隅郡市広域町村圏
事務組合の連携体制の充実
を図る。

広域ごみ処理施設建設に係
る協議など、構成団体間の
連携を図った。

消防等の広域事務については、財政
事情を踏まえると近隣市町村が構成す
る一部事務組合の実施が効率的であ
るため妥当と考える。

消防施設等を単独設置した場合、体
制整備や、施設設置、維持管理、車両
更新等に多額の財政負担が見込まれ
る一方で、広域化については、単独設
置と同程度の効果を負担軽減しながら
維持することが可能なため有効と考え
る。

単独設置との比較においては、一部
事務組合に対する負担金算定に自治
体規模に応じた応能割を用いるなど、
合理的で費用対効果の高い事業であ
ると考える。

多様化する事務の広域化の
可能性について検討する必
要がある。

継続(現状維持) 広域ごみ処理施設の建設等に
ついて、構成市町との連携強化
に努め、計画的な事業の推進を
図る必要がある。
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167 55201 企画課 友好都市との交流促進 友好都市との交流を促進す
る。

那智勝浦町で開催したイベ
ントに市民活動団体を派遣
し、民間交流が図られた。

勝浦ネットワーク等、全国的な知名度
アップを図る目的から相互の自治体連
携の推進が不可欠であることから市が
行うことは妥当と考える。

文化交流、産業交流等、多様な交流
機会を設けるほか、災害発生時にお
ける相互応援協定を結び、東日本大
震災発生時には、飲料水が提供を受
けるなど有効と考える。

過去には、１年に１度担当者会議を開
催していたが、経費削減を目的に開催
を取止めることとし、主たる事業費は、
首長出席の勝浦ネットワーク会議に係
る経費である。

交流促進の取り組みについ
て、相互に連携を図る必要
がある。

継続(現状維持) 民間交流等、多様な主体の交
流を促す取り組みを行う必要が
ある。

168 計画外　図書館 図書館 開館時間の延長 開館時間を16:30から17:00に
変更。

開館時間の延長により利用
者の利便性の向上を図っ
た。

開館時間の設定において、近隣図書
館と比較しても、16：30閉館という図書
館は少なく、まずは、人件費に影響の
ない範囲で閉館時間を30分延長するも
のである。

開館時間を延長することにより、来館
者の利便性が向上し、平成24年1～3
月までの延長時間内の来館者が51人
あった。

開館時間の延長に伴う空調設備の稼
動による電気料の増加があるが、利便
性向上を優先するためやむを得ないと
考える。

開館時間の延長に伴い、翌日の
運営に影響を及ばぬよう、職員
体制を整備する必要がある。

開館日数の増（祝日等開）を
含め、来館者の利便性の向
上を検討する。

継続(現状維持) 利用実態や要望に即し、事業に
取り組む必要がある。

169 評価シート1 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。

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
減をはかる必要がある。

継続(現状維持) 固定資産税の適正公平化に向
け、成果について十分な検収を
行う必要がある。

170 評価シート2 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、交付を行うまでに少なくとも
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、交付を行うまでに少なくとも
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、交付を行うまでに少なくとも
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。

地番表示の不鮮明な部分に
ついて、今後修正していく必
要がある。

継続(現状維持) 課税の適正公平化を維持する
ため、継続して取り組む必要が
ある。
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171 評価シート3 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。

最新の土地情報システムを
導入する必要がある。

継続(現状維持) 課税の適正公平化を維持する
ため、継続して取り組む必要が
ある。
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