
 
 

事務事業評価の内容について 

 

事務事業評価は、平成２６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・第２次実施計画事業のうち、原則として各所属の係で１２事業を選定し、評価を実施しました。 

評価した事業の総数は、１８７事業で、このうち、「完了」した事業は、２事業」、「休止・廃止を検

討」とした事業は、０事業です。 

各事業の評価結果は、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。 

 

- 1 -



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

1 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。

日程を調整するなど、より
効率的な受診を検討し、
受診率の向上を図る。

乳児及び幼児が心身とも
に健全な人として成長して
ゆくためには、その健康が
保持されること、正しい生
活習慣を確立することが
不可欠である。そのために
は保護者の正しい知識普
及が必要不可欠であり、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、受診者がより受
診しやすい環境にす
るため効率の良い方
法を検討しつつ継続
して実施する必要が
ある。

2 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。
成人検診については若年から健康
への意識向上を目的とし、学生を
除く１８～３９歳までを対象としてお
り、一部（眼底検査、心電図）を除
き特定健診と同様の内容により検
査している。
肝炎ウイルス検査については、早
期発見することで陽性者を早期治
療に繋げ、重症化予防を図ること
を目的としている。

各種健診を実施することにより、各種症
状の早期発見・早期治療を促し重症化予
防を図った。併せて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ことで健康への意識
改革・取組みの向上ができた。

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
指指導を早期に実施し、適切な治
療と結びつけ疾患等を予防してい
くなど市民の健康への意識向上に
寄与できた。
健診実施会場を武道館研修セン
ター、芸術文化交流センター等に
変更し駐車場の確保、健診を受け
やすい広い会場にするなど市民が
受診しやすい環境整備を行い、ま
た、特定健診など多数の受診者が
見込める事業に併せて肝炎ウイル
ス検査等健康検査を実施すること
で市民の利便性を高め、受診率を
上げることができた。

受診日毎の受診者が均等
でなく受診者の拘束時間
が不均等であることから、
地域別の受診日を見直
し、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

受診率が向上してい
るが、受診者の拘束
時間の均等化に努
めるため実施時期や
実施場所を含めた受
診環境整備を随時
検討し、更なる受診
率の向上に向け取
組む必要がある。

3 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の延命が
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

悪性新生物の早期
発見、治療による健
康寿命の延伸のた
め実施時期を含めた
受診環境整備や住
民周知を強化し受診
率向上向け取組む
必要がある。

4 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

多くの市民が参加し
やすいよう、募集時
期や募集期間、ま
た、開催回数や開催
時期などを検討し、
継続して実施する必
要がある。

5 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。

５７２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

多くの市民が、生活
習慣病予防や身体
機能の維持・増進な
ど、健康づくりの意識
が向上するよう創意
工夫をもって実施す
る。また、参加者が
増えるよう環境整備
にも努める必要があ
る。

6 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
討し、平成２８年度におい
て基幹系ネットワークと統
合することでより一層の事
務効率適正化を図ることと
した。

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

市民の健康増進や
疾病の早期発見に
つながるよう、各種
健康関連情報を適
切に管理し効果的な
運用を図る必要があ
る。
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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

7 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

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
アの汚染井戸水の
早期発見や公衆衛
生の確保のため継
続して取組む必要が
ある。

8 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。

　新システムを導入したことにより地域に
よるサービス格差は解消された。また、24
時間ライフリズム警報に孤独死をされても
数日間放置された後の発見ということに
至らず高齢者の孤独死問題には経過を
上げていると考える。、

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。

システム導入後、緊急通
報の発報52件/年のうち、
誤報が30件、ライフリズム
警報による発報は152件
／年のうち誤報は134件と
誤報の件数が多い、原因
は、警報ボタンの解除ミス
と利用者の操作によるも
のがほとんどである為、利
用者へシステムの操作手
順を理解できるような周知
の方法を検討する必要が
ある。

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。

9 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２６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50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。

平成26年度より新システ
ムの緊急通報システムの
導入により24時間の見守
りが強化されたことにより
本事業の継続と事業終了
した場合の利用者への周
知の仕方等を検討する必
要がある。

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。

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。

10 23210 介護健康課 高齢者配食サービス事業

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

現在配達日が毎日
ではないため、食事
の提供や安否確認
ができない日があ
る。需要に応じた配
達回数、費用負担や
弁当配達の民間企
業の新規参入を検
討し、高齢者生活の
安全安心を確保を継
続して実施する必要
がある。

11 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

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。
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12 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

助成件数から市民の
制度への理解が乏し
いと思われるので事
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。

13 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

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。

14 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

介護をしている家族
の経済的負担軽減
を図り、在宅介護支
援の向上を図るた
め、継続して実施す
る必要がある。

15 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25年度１ヶ月平均26名、平
成26年度1ヶ月平均26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

家族の経済的負担
軽減を図るため継続
して取組む必要があ
る。

16 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2,160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

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、ま
た、経済的負担の軽
減が図れるため継続
して実施する必要が
ある。
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17 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26年度は延
べ1177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（1割負担の
50/100）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

低所得者の経済的
負担軽減のため、継
続して取り組む必要
がある。

18 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

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。

19 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

イベント内容のマン
ネリ化による来場者
数の減少を防ぐため
新たな企画等、創意
工夫をもって取り組
む必要がある。

20 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

限られた予算内で、
安全確保レベルの向
上を図り、来場者の
満足度向上のため
新たな企画等、創意
工夫をもって取り組
む必要がある。

21 14204 観光商工課
「かつうら魅力市」開催事業　（～
２５年度まで「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

イベント内容のマン
ネリ化による入込者
数の減少を防ぐた
め、新たな企画を関
係団体と構築し、創
意工夫を持って取組
む必要がある。

22 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。

勝浦市観光協会への加入
推進を図り、観光業の振
興と地域の活性化が図れ
た。
会員数も増加傾向となっ
ている。

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
市観光協会への加入を推進し会
員数を増やすことで、観光業の振
興と地域の活性化を図れるため。

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。
観光協会会員数を増やし、組織を強化す
ることは観光業の振興が図れるため有効
であると考える。

限られた職員配置の中、事業実施
に努めており、効率的な執行が図
られた。

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ＮＰＯ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

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。
なお、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ＮＰＯ
化について検討する
必要がある。
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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
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左に係る人・物・金な
どの資源の方向性

二次評価結果

23 13201 観光商工課 駐車場整備事業
商店街利用者の利便を図
るため、市街地における駐
車場の整備を推進する。

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

整備にあっては、朝
市利用者などの利便
性向上のため国県
等補助金を活用し、
効率的に実施する必
要がある。

24 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

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。

25 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

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。

26 14102 観光商工課 海水浴場整備事業
海水浴場維持管理（海水
浴場監視所の設置、海岸
及び周辺の清掃等）

多くの来場者に安全安心
な憩いの場として海水浴
場を提供することができ
た。

海水浴場として整備することによ
り、安心安全なレジャーとしての海
水浴の提供、また、観光協会へ委
託することにより各支部単位での
細かな対応等図ることができた。

海水浴場開設事業にあっては、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
する委託金により運営することが適切で
あると考えるため。

海水浴場開設する委託金について
は、財政事情を踏まえ、市及び観
光協会双方で経費削減に努めて
いる。

計画に基づき海水浴場の
開設数を検討する必要が
ある。

時代の流れと共にレ
ジャーとしての海水浴の
ニーズは下がってきている
ものの今だ夏の行楽として
の海水浴のニーズはある
ことから引き続き継続する
ことが適切である。

継続（現状維持）

計画に基づき海水浴
場の開設数を検討す
る必要がある。
また、安全な海水浴
場を提供するため継
続して行う必要があ
る。

27 13202 観光商工課 空き店舗対策事業
空き店舗の数、状況を把
握し活用方法について

空き店舗の把握
空き店舗数についての把握をし、
今後の空き店舗活用について模索
するための基礎とする。

空き店舗数についての把握をし、今後の
空き店舗活用について模索するための基
礎とした。

現時点では、特にコストがかかって
いるものではない。
今後の空き店舗の利活用の検討
に伴いホームページや空き店舗バ
ンクの構築などの投資的費用が必
要となる。

現時点では把握のみと
なっているが、今後、空き
店舗の活用について街づ
くりや防災の面も含め総合
的に検討する必要があり
その基礎となる。

本市の産業振興のため、
継続して取り組む必要が
ある。

重点的に継続(拡大）

空き店舗の把握の
みではなく、今後は
活用方法を検討して
いく必要がある。

28 13103 観光商工課 地域総合振興事業

商工会組織と地域諸団体
と協議を図り地域経済の
振興、地域振興の為の事
業

商工会を支援・補助し商店
会の加入促進行うことによ
り現状維持に努め、また、
地域の活性化が図れた。

商工会の財政基盤を確保すること
により会員数の加入促進を図り地
域の活性化が図れた。

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。

本市の産業振興のため、
継続して支援する必要が
ある。

継続（現状維持）

本市の地域経済の
振興や地域振興の
ため継続して支援す
る必要がある。

- 6 -
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29 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

適切な進行管理にを
行い、健全な行財政
に努める必要があ
る。

30 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。

　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）

70歳以上の高齢者
の外出機会の創出、
健康増進や孤立など
を防ぐため、継続し
て行う必要がある。
また、申請方法や交
付場所等の環境整
備に努めより多くの
方が利用できるよう
に検討する必要があ
る。

31 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。

高齢者の健康増進や介護
予防に効果があったと考
える。なお、利用率等横這
いであり、一層の周知を図
る必要がある。

継続（現状維持）

高齢者の健康増進
や介護予防に効果
があり、また外出の
機会の創出が期待
できることから、継続
して実施する必要が
ある。
より多くの方が利用
できるように、一層の
周知を図る必要があ
る。

32 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５，０００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

在宅介護者の精神的、経
済的負担の軽減が図られ
たと考える。

継続（現状維持）

在宅介護者の精神
的・経済的負担を軽
減するため、継続し
て実施する必要があ
る。

33 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。

障害者の日常生活の利便
性や経済的支援として効
果があった。今後も続けて
いく必要がある。

継続（現状維持）

障害者の日常生活
支援や経済負担を
軽減を目的に継続し
て実施する必要があ
る。

34 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。

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）

事務の効率化を図
り、より障害者・児の
福祉の増進のため
継続した取り組みが
必要である。
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35 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）

障害者の経済的負
担の軽減のため継
続して実施する必要
がある。また、現物
給付方式の導入に
向け、適正な事務処
理に努める必要があ
る。

36 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。

37 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。（８８歳は平成２７年
度で終了）
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
づくりなどの啓発や
対象者自身が長寿
また健康である喜び
を認識してもらうこと
を目的に継続して取
り組む必要がある。

38 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
りのため継続して実
施する必要がある。

39 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

経済弱者世帯への
支援であり、指定ご
み袋を配付すること
で経済負担軽減に繋
がるため継続して実
施する必要がある。

40 22102 福祉課 子育て支援相談窓口事業 研修会の開催

国際武道大学　高木准教
授を講師に迎え、「乳幼児
教育の力－自立支援とし
ての『保育の質』について
考える」をテーマに研修を
行い、各保育所での子育
て相談に役立てることがで
きた。

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。

保育士それぞれが、積極的に相談
業務を行えるように、保育士全員
を対象とした研修会形式としてお
り、効率的であると考える。

研修日時を決定する際に
は、より多くの保育士が参
加できるよう配慮が必要。

子育て相談窓口として、母
親等が常時相談できるよ
う、今後とも各保育士の資
質向上に努める必要があ
る。

継続

保育士全員を対象に
研修会を実施するこ
とで、子育て相談窓
口として母親が常時
相談できる環境づく
りに努める。また、各
保育士の資質向上
を図るため継続して
開催する必要があ
る。
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二次評価結果

41 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

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、
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。

42 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。

放課後ルームにより、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は妥当である
と考える。

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るため有
効である。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

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。ま
た年々利用者が増
加しており、指導員
の補充が必要であ
る。

43 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。

２６年度は、１０６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

子育て支援向上のた
め、子育て相談員を
配置し子育て中の親
の孤独感や不安感
を取り除くよう継続し
て実施する必要があ
る。また、需要に応じ
て事業の拡充等も含
め、指導員の確保も
視野に入れる必要が
ある。

44 22201 福祉課
乳幼児保育の促進（～２５年度ま
で"乳幼児保育促進"）

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。

乳児及び３歳未満児を養
育している保護者が、安心
して出産・働くことが出来
る環境をつくることができ
た。

児童福祉法の規定により実施

平成２５年度に、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、増加傾向にある保護者
にニーズに応えることができた。

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、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。

今後も、保護者需要を踏
まえ継続して実施する。

継続

乳幼児の及び３歳未
満児の入所実績や
保護者要望を踏まえ
更なるニーズに応え
られるよう継続して
取り組む必要があ
る。

45 24201 福祉課
身体障害者（児）補装具給付事
業

身体障害者手帳所持者か
らの申請により、必要な補
装具費の補助をすることで
対象者の経済的負担を軽
減する。

障害者の経済的負担が軽
減された

障害者総合支援法に基づく自立支
援給付の１つの事業であるため

補装具を購入する費用の補助を利用者
の所得に応じて上限額を決定し行うこと
により、経済的負担の軽減となっている。

効率的な事務処理に努めており適
正である。

障害者総合支援法に基づ
く自立支援給付の１つの
事業であるため継続して
いく事業である。

継続（現状維持）

身体障害者の経済
的負担の軽減を図る
ため継続して実施す
る必要がある。

46 24214 福祉課 福祉タクシー事業
対象者が福祉タクシーを
利用した場合、利用1回に
つき730円を助成する。

重度心身障害者の社会参
加を促進した。

重度心身障害者（身体障害者手帳
１級若しくは２級の者、又、療育手
帳の交付を受けた者）の外出や医
療機関への受診のための交通手
段の１つとして、タクシー料金の助
成をし経済的負担の軽減及び社会
参加の促進を図るため。

対象者の外出の機会が増え、経済的負
担の軽減も図ることができている。

効率的な事務処理に努めており適
正である。

重度心身障害者の外出や
医療機関への受診のため
の交通手段の１つとして、
タクシー料金の助成をし経
済的負担の軽減及び社会
参加の促進を図るため継
続して実施する。

継続（現状維持）

重度心身障害者の
経済的負担の軽減
及び社会参加の促
進を図るため継続し
て実施する必要があ
る。

47 23105 福祉課 老人クラブ活動の育成

1.連合会での老人クラブの
育成に要する研修等の経
費や社会参加の促進を図
る事業に要する経費等へ
の補助　　2.各老人クラブ
へは、人数に応じて活動
経費への補助を行う

高齢者が集い、スポーツ
活動や研修等に参加する
機会が増えた。

高齢化が進んでいる本市におい
て、在宅において生活している高
齢者の引きこもりや孤独死を防
ぎ、さらに生きがいができるよう、
研修やスポーツ活動をする老人ク
ラブへ補助を行う必要がある。

老人クラブに補助金を交付することによ
り、スポーツ活動や研修等に参加する機
会が増え、個々の健康及び社会福祉の
増進を図ることができた。

効率的な事務処理に努めており適
正である。

高齢者の生きがいと社会
福祉の増進を図るため継
続して実施する。

継続（現状維持）

老人クラブへ補助金
を交付することで、ス
ポーツ活動や研修等
に参加する機械が増
え、個々の健康や高
齢者の生きがいがで
きるため継続して実
施する必要がある。
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48 22404 福祉課
母子世帯高校就学費補助金交
付事業

母子及び父子家庭等で高
等学校等に在学する児童
の保護者に年額２０，０００
円の補助金を支給する。

母子及び父子家庭の経済
的負担軽減と児童の高校
就学奨励が図られた。

経済的基盤が弱い母子及び父子
家庭に対し、高校就学補助金を支
給することで、福祉の増進と有為な
人材の育成に資することを目的と
するため。

母子及び父子家庭が抱える経済的不安
の軽減に貢献することができた。

この事業の対象者は、児童扶養手
当受給者とほぼ同一であるため、
児童扶養手当事務担当者が従事
することにより事務の効率化が図
られた。

今後とも、母子及び父子
家庭等の福祉の増進が図
られるよう努めていく。

継続（現状維持）

母子及び父子家庭
が抱える経済的不安
の軽減が図れるよう
継続して実施する。

49 22303 福祉課 児童虐待防止対策の充実

勝浦市要保護児童対策協
議会などの関係機関と連
携し、児童虐待の早期発
見・早期対応を図る。

児童虐待の早期発見・早
期対応を図れた。

児童福祉法の規定に基づき、関係
機関等による要保護児童対策地
域協議会を市が設置、実施してお
り、妥当である。

受付相談内容によっては、児童相談所等
の関係機関と連携し個別支援会議を開催
するなど、情報共有や多方面からの意見
をまとめることができ、児童虐待の早期発
見・早期対応が図れた。

母子・父子家庭等対策の担当者が
相談窓口の中心になることで、家
庭に係る情報共有を行い、効率的
に対応できている。

平成２７年度より、母子・父
子自立支援員の設置を予
定しており、児童虐待に関
しても、一体的な相談業務
として取り扱う。

今後とも、児童虐待の早
期発見・早期対応に努め
ていく。

継続（現状維持）

児童虐待の早期発
見・早期対応更に、
児童虐待がゼロにな
るよう努める必要が
ある。

50 22301 福祉課 児童館事業

児童館を児童健全育成上
の拠点施設として、施設整
備に努め、各種子育て支
援事業を行う

児童が健全に遊ぶことが
でき、児童の健康増進、豊
かな情操の発達が図られ
た。

児童福祉法の規定に基づき設置さ
れた、市の児童健全育成上の拠点
として重要な施設である。

ベビーリトミック、絵本の読み聞かせ、季
節行事、創作活動など、定期的なイベント
を実施し、乳児から高校生まで幅広い利
用がなされた。

土日・祝日開館に伴う正規職員の
休暇取得に必要な人員は臨時職
員を雇用し、経費削減に努めてい
る。

今後とも、児童館を児童健
全育成上の拠点施設とし
て、施設整備に努め、各種
子育て支援事業を行って
いく。

継続（現状維持）

児童が健全に遊ぶこ
とができ、児童の健
康増進、豊かな情操
の発達が図られるた
め、児童館を児童健
全育成上の拠点施
設として、施設整備
に努め、各種子育て
支援事業を行ってい
く必要がある。

51 22202 福祉課 認定こども園整備事業

老朽化した施設の改修と
あわせ、幼保連携型認定
こども園の整備を推進す
る。

平成２６年度は、認定こど
も園基本構想策定業務、
旧給食センター解体工事
設計業務を行った。

市内には私立施設がないため、公
設保育所の計画的な維持、整備を
推進する必要がある。

幼保連携型認定こども園の整備を推進す
ることで、施設の老朽化問題の解決、保
育環境充実の両側面が実現できる。

隣接する、中央保育所及び勝浦幼
稚園を統合し、幼保連携型認定こ
ども園として整備を進めるものであ
り、両施設の老朽化問題を解決で
き、多様化する保育ニーズにも応
えられることから、両側面にメリット
があり、効率性が高い。

認定こども園整備を推進
するにあたり、中央保育所
仮設園舎の建設場所に再
検討が生じたことから、事
業の全体スケジュールを
見直す必要がある。

今後とも、老朽化した施設
の適正な維持管に努め、
認定こども園の整備を進
めていく。

継続（現状維持）

認定子ども園整備に
向け、計画的に業務
を遂行する必要があ
る。

52 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

給食の食材に地場
産品を取り入れるこ
とにより、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
さを学ぶことができる
ため継続して実施す
る必要がある。
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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

53 33303 企画課
市内公共交通維持改善事業(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。（H26年9月ま
で）
交通不便地域の住民の移
動手段として予約制乗合
タクシーを運行する。（H26
年10月から）

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。

【市民バス】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。

【予約制乗合タクシー】予約制乗合
タクシーに移行することにより市民
バスでは対応不可能な山間地の
狭い道路でも通行が可能となり、よ
り多くの人の移動手段の確保が可
能となるため、妥当である。

【市民バス】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
思われるが、運行地域の狭隘な道路事
情を考慮しつつ、さらなる公共交通空白
地域等の解消のため、コミュニティー交通
の新たな運行方式として予約制乗合タク
シーへの移行が望ましいと考える。

【予約制乗合タクシー】予約制乗合タク
シーに移行することにより山間地域も運
行可能で、分散している小需要に対応で
きることから、利用者側のアクセス性の向
上が図られるため、有効である。

【市民バス】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。

【予約制乗合タクシー】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、利用予約の簡素化等、
市民要望に即した利便性向上の
取組に努めた。

予約制乗合タクシーの利
用者アンケート等の結果を
踏まえ、利便性の向上の
ための運行改善について
運行事業者と協議を継続
する。

予約制乗合タクシーにつ
いては現在3年間の実証
運行中である。この間に実
施する利用者アンケート等
を踏まえた改善を図る必
要があるとともに、今後、
高齢化の進展に伴い、予
約制乗合タクシーの需要
が増加するものと見込ま
れるため、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

利用者アンケート等
を踏まえより利用者
が利用しやすい環境
整備に努めるなど利
便性向上を図る必要
がある。

54 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12
月に施設が設置され共用
が開始された。

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、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12月に施設が設
置され共用が開始されたことから、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。

平成26年度12月に施設が
設置され共用が開始され
たことから、適切に事業は
実施された

完了
適切に事業は実施さ
れた。

55 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）及び車両購入費から
国県の補助額を差し引い
た全額（300万円限度）に
ついて補助金を交付する。

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。

予約制乗合タクシーの運
行と併せ、市内の公共交
通不便地域の解消ため、
企業の社会貢献への理解
を促しつつ、運行確保維
持に努めたい。

継続

予約乗合タクシーの
運行と併せ、市内の
公共交通不便地域
の解消ため、企業の
社会貢献への理解
を促しつつ、運行確
保維持に努める必要
がある。

56 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
が主たる事業費でるが、安価での
講演を依頼し経費節減に努めた。

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、若年層及
び男性への周知機会を検
討する必要がある。

継続

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。

57 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

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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二次評価結果

58 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。

勝浦町及び那智勝浦町で
開催されたイベントに職員
を派遣し物販ブースを出
店することで、産業交流及
び職員交流が図られた。

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
トワーク会議及びイベント参加に係
る経費である。

多分野での交流促進の取
り組みを検討するととも
に、相互の負担軽減につ
いても検討する必要があ
る。

継続

友好都市との民間交
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。

59 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。

掲載内容が常に新しいも
のとなるよう努め、また、Ｈ
Ｐが行政と市民との相互
連絡手段となるよう試み
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

迅速な情報発信や
双方向性の利点等、
インターネット機能を
駆使した活用が必要
である。

60 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。

平成２３年度からの５ヵ年で、平均５２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。

返信についての追加意見
や反論により収束までに
長い期間を要することがあ
るため、この改善策を模索
する。

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

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
施策の充実を図るた
め、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。

61 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。

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。

なし

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

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。

62 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り組む
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、
継続して取り組む。

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。

63 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）

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、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。

- 12 -



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

64 13102 企画課 企業誘致の推進
企業誘致を推進するととも
に、既存の企業の育成に
努める。

企業誘致条例適用によ
り、市内企業の設備投資
を支援することができた。
千葉県企業立地課へ職員
が出向したことにより、企
業誘致への意識づけが図
られたとともに、県内の情
報や企業を誘致するノウ
ハウを得られた。
また、市内企業を訪問し、
今後の産業振興・雇用創
出等に繋がる情報交換が
できた。

市が抱える課題に対し、企業誘致
を行うことは、産業の振興や雇用
の場を確保するための事業である
ことから妥当と考える。

平成２６年度、企業誘致条例を活用し、申
請を行った企業は１件であった。
立地条件が良いとは言えない状況である
が、産業の振興や雇用の場を確保を実現
するためや、市内企業の育成のために、
奨励措置や税制優遇により工場等の新
増設を支援することは有効であると考え
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、市内企業及び新規に立地し
ようとする企業にとって、魅力ある
施策等を検討する必要があると考
える。

本市の立地条件や他市の
成功事例を踏まえて、企
業にとって有効な手段を再
度検討していく必要があ
る。

企業訪問で出た課題や県
の企業立地課からの情
報、また他市の成功事例
などを参考にし、市内企業
の活性化や企業誘致を継
続して実施する。
また、企業からの相談は
あるものの、立地には至っ
ていないが、手段を検討し
立地に結びつくように重点
的に継続する必要があ
る。

重点的に継続(拡大）

市内への企業立地
に結びつくよう手段
を検討し、重点的に
継続する必要があ
る。

65 15201 企画課 移住・定住促進事業

定住促進に関する情報を
発信するとともに、移住相
談窓口の開設による移住
希望者の支援や、空き家
バンク制度の活用による
地域活性化を図る。

移住相談窓口の開設や空
きやバンク制度の運用に
より、移住に関する相談件
数が増加し、都市住民等
との交流の機会が増加し
た。

移住先としての地域プロモーション
は、その信頼性から公的機関によ
る取り組みが有効である。

空きやバンク制度の創設により物件に関
する問い合わせや、移住に関する相談件
数が増加し、都市住民等との交流の機会
が増加した。今後も移住先としての勝浦
の魅力を発信することで、勝浦市への移
住希望者は増加すると予想される。

定住促進の取り組みはすぐに効果
が現れるものではないため、継続
的に事業を実施する必要がある。
そのため国県の補助事業や財政
支援制度の活用によりコストの削
減を図った。

官民の連携・協働の取り
組みによりさらに効果的な
事業とするための、その仕
組みづくりを促進する。

引き続き移住希望者等へ
の情報提供の充実や、国
県の制度及び取り組みな
どを活用した事業の推進
を図る。

継続（現状維持）

移住情報の発信や
移住相談窓口の解
説により移住希望者
への支援を強化し移
住定住者を増加させ
るため、継続して実
施する必要がある。

66 33301 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。

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。

継続（現状維持）

市民の通学通勤の
利便性の向上のた
め、JR東日本や関係
機関への要望活動
を継続して取組む必
要がある。

67 55102 企画課 広域行政に係る調査・研究
多様化する事務の広域的
な推進について、調査研
究をする

広域事務により、各市町
村の事務軽減が図られて
いる。

各市町村の事務の軽減や、事務
の効率化を図るため広域事務を検
討することは妥当である。

常にこのような体制や検討をすることによ
り、事務の軽減や事務効率の向上に努め
ることができるため。
広域事務を増やすことが良いということで
はないので、慎重に検討する必要もあ
る。

事業費はかかっておらず、効率良
く事業を実施するために日ごろか
ら行うものなので、費用対効果の
点では適正である。

事務の軽減、効率性のた
め継続して行う。

継続（現状維持）
計画的な事業の推
進を図る必要があ
る。

68 53205 企画課 電子自治体推進事業

市民がインターネットを使
用して行政向けの各種申
請・届出を行えるようにす
る。

申請･届出書類をインター
ネットで提出できるため、
利用者にとって利便性の
向上が図れた。

市では様々な行政手続きについ
て、市民が利用しやすく効率的に
行える方法を検討している。電子
申請・届出システムはインターネッ
トを利用して手続きを行うことが出
来るため、時間的、距離的な制約
を取り払うことが出来るため、利用
者にとってメリットが大きいものと
考える。

電子申請・届出システムはインターネット
を利用して手続きを行うことが出来るた
め、時間的、距離的な制約を取り払うこと
が出来るため有効と考える。

事業費に対し、利用者数が少ない
状況であるが、今後、市民周知を
図り利用者の増加を図る必要があ
ると考える。

利用者にとってメリットが
大きいことから、継続して
実施する必要がある。
市民周知を図り、利用者を
増加する必要がある。

継続（現状維持）

電子申請・届出シス
テムはインターネット
を利用して手続きが
行えるので、時間
的、距離的な制約を
取り払うことが出来
るため、より多くの市
民に活用してもらえ
るように周知の方法
を検討し、継続して
実施する必要があ
る。
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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

69 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。

市内の中学生に海外での生活と
語学の研修を体験してもらい、国
際感覚を醸成してもらう機会として
実施している。

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

募集定員及び補助
割合の見直しを図
り、継続して取り組む
必要がある。

70 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。

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
間委託の活用等について
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

外国語指導助手を
派遣することで、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
せることができるた
め継続して実施する
必要がある。

71 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

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、中学生に
とって貴重な体験の
場となるため、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。

72 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。

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

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、経済負
担軽減し、義務教育
の円滑な実施を図れ
るため継続して支援
する必要がある。

73 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

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
担の軽減のため、継
続して実施する必要
がある。

74 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

現状や要望を把握
し、事業対象の拡大
等、検討する必要が
ある。

75 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

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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76 41107 教育課 勝浦中学校水泳指導事業

国際武道大学において水
泳授業及びＡＥＤの使用方
法といった救急救命法の
指導を受ける。

国際武道大学水泳部の協
力のもと専門的な水泳技
能と救命救急法を習得で
きたと考える。

勝浦中学校においてはプールがな
く、国際武道大学において水泳指
導を受けることにより、単なる水泳
指導ではなく、専門的且つ高度な
水泳指導が受けられるとともに救
急救命法についての指導も実施し
てくれることから中学生にとっては
非常に有意義な事業である。

水泳指導のみならずＡＥＤの使用方法と
いった救急救命法についての指導も実施
してくれていることから、有効性は高いと
考える。

事業費としては、委託料の計算根
拠として１回の授業について４万円
（教授10,000円×１人、学生5,000
円×６人）と、プール使用料と救急
救命法の際に使用するマウスピー
スとった消耗品であり適正と考え
る。

中学校の統合により生徒
数が増えることから現在の
日程では生徒全てが授業
を受けることが困難である
ことから、大学側と実施日
の増について調整する必
要がある。

本事業については中学生
にとっては非常に価値の
ある授業であると考えるこ
とから引き続き実施してい
くべきと考える。

重点的に継続(拡大）

勝浦中学校において
はプールがなく、国
際武道大学において
水泳指導を受けるこ
とにより、単なる水泳
指導ではなく、専門
的且つ高度な水泳
指導が受けられると
ともに救急救命法に
ついての指導も実施
してくれることから中
学生にとって非常に
価値のある授業のた
め、大学側との調整
を図りながら継続的
に実施する必要があ
る。

77 41111 教育課 特別支援教育就学奨励事業

特別支援学級在籍児童生
徒の保護者に対して学用
品、給食費等の経費を支
給する。

保護者の経済的負担が軽
減された。

障害のある児童生徒等の保護者
の負担を軽減し、特別支援教育の
振興を図る。

保護者の経済的負担の軽減とともに、該
当児童生徒の円滑な学校生活を確保で
きたと考える。

特別支援教育の充実という面から
適正と考える。

特別支援教育充実のた
め、今後も制度の周知及
び事業予算の確保を図っ
ていく。

継続（現状維持）

特別支援教育充実
のため、制度の周知
を図り、継続的に実
施する必要がある。

78 41115 教育課 特別支援教育支援員配置事業

障害のある生徒児童に対
して特別支援教育支援員
を配置し、当該生徒児童
の学校生活や学習上の支
援を行なう。

特別支援教育支援員を配
置することにより、円滑な
学級運営が実現できたと
考える。

特別な配慮を要する生徒児童対
し、学校生活や学習面における支
援を行なうことにより、当該生徒児
童の安全はもとより充実した学校
生活を送れるよう配慮することは
必要である。

特別支援教育支援員を配置することによ
り事故防止はもとより、円滑な学級運営
が行なわれたと考える。

事業費と人件費は増加している
が、生徒児童への効果を考慮する
と適正であると考える。

今後特別支援教育支援員
の需要は増えると思われ
るが、それに対して人材の
確保が課題であると考え
る。

特別支援教育支援員に対
しての需要は増えると考え
ることから、人材確保等の
課題はあるが引き続き継
続する必要があると考え
る。

継続（現状維持）

特別支援教育支援
員の人材確保につい
て、検討し、円滑な
学級運営を図るため
継続して実施する必
要がある。

79 42101
芸術文化交流セン

ター
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

従来の公民館教室を開催
し、芸術文化の振興に寄
与した。

市民の生涯学習意欲に応えるた
めに実施している。

勝浦市芸術文化連絡協議会の加入団体
については、年２回の芸文協まつりと市
民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、市民文化祭について
は、市民文化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。

市民文化教室の受講率、定員充
足率は高く、講師料は比較的安価
であることから費用対効果は良い
と考える。

市民文化教室のさらなる
充実を図る。

継続

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
ため継続して実施す
る。

80 42301
芸術文化交流セン

ター
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、芸術文化交流セン
ター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。

市内の自主的サークルは把握しているだ
けでも１００団体を超え、日々活動をして
いる。

事業費については人件費のみ。
各サークルの活動紹介を
充実させるなど、積極的に
広報活動を行っていく。

今後も活動の支援を継続
して行く。

継続

市民の生涯学習意
欲に応えるため、活
動の支援を継続して
実施する。

81 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。

高齢者や交通弱者に対し
た、住民サービスの向上
が図れた。

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

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。

82 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
住基カードの利用拡
大に向けた取り組み
が必要である。
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83 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）

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）を助成をすること
で、疾病の予防及び
早期発見資すること
から、継続して実施
する必要がある。

84 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）

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）を助成をすること
で、疾病の予防及び
早期発見資すること
から、継続して実施
する必要がある。

85 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）

広報紙の活用や冊
子・リーフレットを配
布、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
いて啓発活動を行う
ことで、特定検査受
診者数の増加が図ら
れるため、継続して
実施する必要があ
る。

86 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
正化を図るため、居
所不明者の実態調
査に努める必要があ
る。

87 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。

88 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

医療費の適正化を
図るため、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
査請求を継続して取
組む必要がある。

89 21106 市民課 特定健康診査等事業

40歳以上の国保被保険者
を対象に、身体計測、血液
検査、尿検査を通じて、生
活習慣病の予防を図る。

微増ではあるが受診者数
は確実に伸びており、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、医療費の削減に繋がるものと
期待できる。

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
して特定健康診査に
取り組む必要があ
る。
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二次評価結果

90 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

国指定のミヤコタナ
ゴを保護するため継
続して生息域の保全
に取組む必要があ
る。

91 41203 社会教育課
青少年のつどい大会の開催（～
H25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、
市内小学生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。

より多くの子ども達に参加
してもらうため種目を検討
する必要が有る。

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

スポーツを通じた児
童の親睦と友情を深
め健全育成を図るた
め、継続して取り組
む必要がある。

92 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。

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

市民のスポーツの振
興及び活力ある市民
生活を営むうえでも
重要であるため、継
続して実施する必要
がある。
また、受益者負担の
適正化について検討
する必要がある。

93 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。

新たな文化財の把握及
び、従来より把握している
文化財も合わせた市民へ
の公開

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

歴史的に貴重な文化
財は後世に伝承する
必要があり、保存管
理を適正に行うこと
は重要であることか
ら、継続して実施す
る必要がある。

94 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２６年１１月竣工、１２
月より供用を開始。

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12月に開館し
た。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。

平成２６年度完成。
（平成２６年１１月竣工、１
２月より供用を開始。）

完了
今後は、適正な運用
に努める必要があ
る。

95 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）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。

指導者や設備の整った国
際武道大学とのさらなる協
力体制の構築

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

各種スポーツ教室を
開催することにより、
市民の健康保持や
スポーツ振興が図ら
れるため継続した取
組が必要である。

96 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。

津波等の緊急対応に要す
る警備員の増加が図るた
め、参加費の増額を検討
する。

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
市民の健康保持の
観点から継続した取
組が必要である。
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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
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97 41201 社会教育課
家庭教育学級の開設（～H25年
度家庭教育学級）

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

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。

98 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

郷土の自然環境をよ
り深く学習するため、
関係機関を連携を
もって、継続的に実
施していく必要があ
る。

99 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
ている他、勝浦市民コーラスへの
補助金交付により芸術振興をはか
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。

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。市民コーラスへ
の補助金は２７年度に減
額、２８年度に廃止予定。

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

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。

100 41202 社会教育課 子ども会育成交流会の開催
各種レクリエーションや研
修活動を通じ、市内各子ど
も会員の親睦をはかる

普段は顔を合わせること
の少ない会員同士の親睦
を深めることが出来た

市子連交流会の開催により各単位
子ども会及び大人と子どもの交流
を図ることが出来る

参加する子供達の友情が深まるととも
に、集団活動によって自主性や協調性を
身につける事ができ、安全教育の場とも
なった

市子連指導部を講師とし、参加者
からの実費徴収により効率的に実
施した

多くの子どもが参加するよ
う広報に努める

今後とも子ども会会員の
交流を図るため継続が望
ましい。

継続（現状維持）

多くの参加者が集う
よう、広報活動も強
化しつつ、子ども達
や親同士の交流の
場となるよう継続して
実施することが望ま
しい。

101 43102 社会教育課 ふるさと歴史散歩
文化財や史跡等を探訪し
郷土の歴史にふれる

郷土の文化財や史跡を訪
ね歴史を学ぶことができた

あじさい号で行動することにより、
個人では移動手段の無い高齢者
等も参加可能である。

日頃見る機会の少ない文化財・史跡を見
学する機会を市民に提供することができ
た。

少ない経費で多くの市民に歴史学
習の機会を提供することができた。

芸術文化交流センター事
業のウォーキング教室と
の連携を検討する。

少ない経費で多くの市民
に歴史学習の機会を提供
でき、日頃見る機会の少
ない文化財・史跡を見学す
る機会を市民に提供する
ことができるため継続して
実施する。

継続（現状維持）

市民に歴史学習の
機会を提供でき、日
頃見る機会の少ない
文化財・史跡を見学
する機会を市民に提
供することができる
ため、他事業との連
携等を検討しなが
ら、内容の充実に努
め継続して実施する
必要がある。

102 44103 社会教育課
各種スポーツ団体育成及び連携
強化

勝浦市体育協会、及び夷
隅郡・勝浦市スポーツ推
進委員連絡協議会への運
営費補助

団体の安定運営により各
種スポーツ行事の開催す
ることが出来た。

市民スポーツの大会や教室は実
費徴収による運営は難しく、収入
源の無い各スポーツ団体に運営費
を補助することで市民に対し広くス
ポーツの機会提供ができる。

保険料程度の負担でスポーツ行事に参
加できるため市民にとっての利便性が大
きい。

今後とも各スポーツ団体の活動を
保つためにも補助の継続が望まし
い。

26年度以降、節減により1
割ほど減額している。

今後とも各スポーツ団体
の活動を保つためにも補
助の継続が望ましい。

継続（現状維持）

市民に対し広くス
ポーツの機会提供が
できるため、継続が
望ましい。
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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

103 計画外 図書館 開館時間の延長
開館時間9:00～16:30を
9:00～17:00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。

平成２５年１月から実施。１６：３０～１７：０
０の入館者数及び在館者数は

平成２４年度（１月～３月）
入館者５１人
在館者１３４人
計１８５人

平成２５年度
入館者７８０人
在館者８５９人
計１，６３９人

平成２６年度
入館者４人
在館者９４２人
計９４６人

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。

祝日開館等の開館日数の
増及び開館時間の更なる
延長（特定曜日の時間延
長等）など利用者の利便
性向上に対応するには、
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
利用実態や要望に
即し、事業に取り組
む必要がある。

104 34201 水道課 老朽管更新事業

松部、浜勝浦地先のそれ
ぞれ市道等に埋設してい
る老朽化した石綿セメント
管約202.5ｍ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
実施する。

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
計画的に取り組む必
要がある。

105 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 重点的に継続(拡大）
計画的に取り組む必
要がある。

106 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
進を図る。

企業団からの受水を受け
るための準備として、平成
２６年度は、南房総広域水
道企業団受水施設建設工
事設計を実施した。

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 重点的に継続(拡大）
計画的に取り組む必
要がある。

107 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）
計画的に取り組む必
要がある。
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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

108 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。

周辺地域の清掃活動を実
施し、環境美化が図られ
た。

市民の環境意識の高揚を図り、市
民と行政のパートナーシップのもと
環境美化を推進するため、引き続
きこの事業を実施し、環境美化意
識の高揚を図る。

道路側溝・公共広場・海岸等の清掃を行
うことにより、環境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、実施した区への報
償費の額やごみの収集の
方法等について見直しを
検討し、経費削減を図ると
ともに、各区に対し本事業
についての一層の周知を
図る。

地域環境の美化意識を図
るとともに、ボランティア育
成のため、本事業の継続
実施が必要である。

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。

109 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
及びポイ捨てごみの原因
ともなっているレジ袋につ
いて、削減を図る。

基準となる評価指標を得
た。

地球温暖化及びごみのポイ捨て防
止など、環境の保全とごみの減量
化のため実施する。

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。

引き続きごみの減量化や
ポイ捨て防止のため継続
して実施するが、今後も商
工会等と連携し、更なるご
みの削減に取り組む。

継続

ポイ捨て防止に向け
やごみの減量化のた
め、継続して取り組
む必要がある。

110 32402 清掃センター
ごみの減量化・資源化啓発事業
（～H25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。

平成２０年度より可燃ごみの有料
化の導入に併せ分別の細分化や
分別収集方法の変更により、新しく
分別収集カレンダーやリーフレット
「ごみの分け方・出し方」を作成し、
全戸配布を実施しており、本市の
財源の確保とごみの減量化・再資
源化及び分別の推進を図る。

市内全世帯にごみの種類ごとの収集日を
記載した分別収集カレンダー及びリーフ
レット「ごみの分け方・出し方」を配布して
おり、ごみの適正処理とごみの減量化・
再資源化に多大な効果があった。

啓発に要する印刷費用の適正化
を図るとともに、各区長に周知を依
頼するなど外部協力を求め、地域
における分別に対する理解、分別
排出の徹底を図った。

平成２０年度から実施して
いる可燃ごみの有料化に
よりごみの減量化効果は
一時的に表れたが、近年
では横ばいで推移してい
るので、更なる周知徹底を
図り、ごみの減量化や再
資源化の推進を図る。

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

市民にごみの分別へ
の意識を高揚させ、
再資源化やごみの
減量化のため継続し
て実施する必要があ
る。

111 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
の建設計画が平成３２年
まで休止となったことか
ら、それまでの間の収集
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
の建設計画が平成３２年
まで休止となったことか
ら、それまでの間の収集
計画を立てる必要がある
と考える。

継続

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
行い市民生活の環
境保全と公衆衛生の
向上のため継続して
実施する必要があ
る。

112 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
の建設計画平成３２年ま
で休止となったことから、
それ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
計画が平成３２年まで休
止となったことから、それ
までの間の修繕計画を立
てる必要があると考える。

継続

広域によるごみ処理
施設の建設計画平
成３２年まで休止と
なったことから、それ
までの間施設の適正
な維持管理を図る必
要がある。

113 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

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。

114 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

不法投棄防止し環境
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。
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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

115 34302 生活環境課 環境調査

勝浦市環境基本条例第１
９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

水質調査の結果について
市ＨＰや環境白書へ掲載
し、市民に周知した。

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

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。

116 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

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。

117 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。
市ホームページから直接
印刷することで作成部数を
抑制し費用対効果を高め
た。

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、
現状よりも作成部数を少
なくすることを考えた。

継続
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。

118 36202 生活環境課 交通安全啓発推進事業

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
交通事故防止のた
め、継続して取り組
む必要がある。

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。

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
制でき球切れ交換等も少
なくなることから長期的に
考えると、LED灯を設置し
た場合の方が費用を抑制
できるため継続して実施す
る。

継続

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 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

環境への意識向上
を図り、子どもから高
齢者まで幅広い年齢
層で多くの市民の参
加を促すよう十分な
周知を図る必要があ
る。

121 32306 生活環境課
住宅用省エネルギー設備導入促
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

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
のため継続して実施
する必要がある。ま
た、支援制度を十分
に市民周知する必要
がある。
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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

122 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

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
る。

123 32302 生活環境課
省エネ・リサイクルポスター及び
環境保全標語コンクール

応募作品から優秀な作品
を選出し、市役所ロビー展
示、広報、環境白書、市
HPに掲載し、応募者には
参加賞を配布

コンクールと向き合うこと
で、省エネ・リサイクル・環
境保全の意識が高まった

コンクールと向き合うことで、省エ
ネ・リサイクル・環境保全の意識を
持つことが、将来の環境問題への
姿勢に繋がるものと考える。

コンクールと向き合うことで、省エネ・リサ
イクル・環境保全の意識を持つことが、将
来の環境問題への姿勢に繋がるものと考
える。

賞揚品、参加賞の経費のみで将来
の人間形成の一助となると考えれ
ば適性である

優秀作品の選出方法を検
討する

小中学校以外の応募が少
ないことに関して検討する

継続（現状維持）

コンクールと向き合う
ことで、環境教育とし
ての意識の高揚を図
るため継続して実施
するとともにより有効
な事業も検討する。

124 32601 生活環境課 火葬場施設維持補修事業
火葬施設、設備を含むか
つうら聖苑の維持補修

かつうら聖苑の適切な運
営

市営の火葬場を維持管理運営す
るため

火葬場という特殊な施設の運営には必要
な維持管理経費は不可欠

火葬場という特殊な施設の運営に
は必要な維持管理経費は不可欠

修繕箇所を把握し、優先
順位を判断し計画的に修
繕を行う

修繕箇所を把握し、優先
順位を判断し計画的に修
繕を行う

継続（現状維持）

火葬場を維持管理
運営するため、修繕
箇所を把握し、計画
的に修繕を行い、適
切な運営に努める必
要がある。

125 36103 生活環境課 防犯パトロール事業
青パト車の巡回による防
犯活動

国際武道大学がパトロー
ル団体として登録

市民の安心・安全なくらしを守るた
め

生活環境課の業務で現場に出た際は、
必要に応じて青色回転灯を点灯し移動す
る事により市内全域において犯罪抑止に
繋がる

生活環境課の業務で現場に出た
際は、必要に応じて青色回転灯を
点灯し移動する事により市内全域
において犯罪抑止に繋がる
別の業務の移動の際に行うこと
で、特段の経費を必要としないた
め効率的であると考える。

現状の対応で継続してい
きたい

特段の経費をかけず、一
定の効果が得られると判
断されるため継続して実
施していきたい

継続（現状維持）
防犯抑止のため継
続して実施する必要
がある。

126 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２６年度については、平成２
６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
務化する制度改正があったこと、また、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、平成２
５年度から申告データを課税シス
テムに自動取込することを可能に
したことで、利用件数の増加に伴う
作業時間の増加は生じておらず、
事務の効率化が図られている。

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

電子申告等を利用す
ることで、納税者の
利便性の向上や課
税事務の効率化の
ため継続して実施
し、利用者拡大に向
け検討する必要があ
る。

127 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０．０６％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。
また、消込等事務処理を実施する
臨時職員の雇用により徴収班の事
務体制を見直すことによって、預金
調査等の件数が増加、結果として
差押件数の増加による滞納額の
減少が図られる。

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、現年
度の納め忘れ等による滞納分・口座振替
不能分等（臨戸徴収）、滞納繰越分（差押
の実施）を徴収対象とし、滞納額の増加
防止及び減少の手段として有効な業務で
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
がある。
組織体制の見直しについては、差
押金額が増加しているたね、適正
であると思われる。

事業規模について、前年
に引き続き管理職におい
ては、事務負担を勘案し、
夜間臨戸徴収のみの実施
とした。

徴収班の組織の見直しに
より、滞納者の預金調査
等の件数の増加に伴い、
差押金額も増加傾向にあ
ることから、更にこの取り
組みを強化していく必要が
ある。
全庁体制による臨戸徴収
は一定の効果があるもの
の滞納者が自主的に納付
すべき点においては問題
もあり、先進自治体事例の
調査を行い、より効率的な
財源確保策を検討していく
必要がある。

継続

徴収率向上のため、
より効果的な方法を
検討し、徴収体制の
強化に努める必要が
ある。
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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

128 51101 総務課 NPO法人との連携強化

市役所１階市民ロビーにＮ
ＰＯ情報コーナーを設け、
ＮＰＯ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ＮＰ
Ｏ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ＮＰＯ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。

特になし

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、ＮＰ
Ｏ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、NPO法人の
活動実績等の周知
を継続して取組む必
要がある。

129 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。

特になし

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。

130 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。

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。

特になし

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）

市の重要計画などに
おける施策決定の透
明化と周知を図り、
市民参加による協働
のまちづくり推進の
ため、積極的に活用
する必要がある。

131 52101 総務課 行政改革の推進

勝浦市行政改革大綱２０１
４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。

行革大綱に掲げる事項の
実施に努める。

継続（現状維持）

行政改革大綱に掲
げる事項について、
適正な管理執行に努
める。
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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

132 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）

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、事務事業を的確
に把握し、計画の適
正な進行管理が必
要である。

133 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。

特になし

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）

多様化・高度化する
行政ニーズに的確に
対応するため、職員
一人ひとりの資質向
上を図り、内部人材
スキルアップの取り
組みを積極的に講じ
る必要がある。

134 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２６年度に策定した
「勝浦市行政改革大綱２０１４」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。

特になし

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）

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、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
に取組む必要があ
る。

135 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
種多様化する中、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。また、地域の活性化
に関する人員を拡充する
ことで、事務事業の充実を
図った。

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
入検討を含め、事業
の性質に即した対応
が必要である。

136 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
して取組む必要があ
る。
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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

137 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。

２６年度においては、串浜
区、松部区、川津区、新官
区および大森の５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、２６年度においては、串浜区、松
部区、川津区、新官区および大森の５団
体が設立があった。

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55.01％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。

特になし

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）

災害による被害を最
小限にとどめるた
め、地域ぐるみでの
対策が必要であるこ
とから、自主防災組
織の設立を促進する
よう周知及び地区合
意形成に努める必要
がある。

138 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。

特になし

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）

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
るため、利用者拡大
に向けた取り組みが
必要であると考え
る。

139 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。

特になし

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）

消防車両は消防団
活動に必要不可欠で
あるため、一定の基
準を設け老朽度の高
いものから計画的に
更新する必要があ
る。

140 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２９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）

消防団詰所は、消防
団活動の拠点として
重要であるため、老
朽度の高いものから
計画的に立替えを実
施し、沿岸部におい
ては高台への移転も
検討す売る必要があ
る。

141 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。

特になし

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）

水道未給水地域に
対する水道管敷設工
事の進捗に合わせ、
効率的な整備を図る
必要がある。

142 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ことは
妥当である。

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であ
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
進捗状況を把握し、
早期完成に向け、取
り組む必要がある。
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二次評価結果

143 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ことは妥当で
あると考える。

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
進捗状況を把握し、
早期完成に向け取
組む必要がある。

144 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
請活動は妥当である。

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
活動は有効である。

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。

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
進捗状況を把握し、
早期完成に向け取
組む必要がある。

145 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
請活動は妥当である。

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
活動は有効である。

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。

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
進捗状況を把握し、
早期完成に向け取
組む必要がある。

146 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
請活動は妥当である。

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
活動は有効である。

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。

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
進捗状況を把握し、
早期完成に向け取
組む必要がある。

147 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、要請活動は妥当である。

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
活動は有効である。

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。

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

交通事故防止のた
め、継続して要請活
動に取り組む要があ
る。

148 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、道路利用上の利便性
や安全性を確保するため道路拡幅
を行うことは妥当である。

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

優先度を見極め、危
険度の高い順に計
画的に整備し、道路
の安全を図る必要が
ある。

149 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。

市道の道路管理をしているのは勝
浦市であり、道路管理者が狭隘な
道路の局部的な拡幅等により、通
行の安全を図ることは妥当であ
る。

狭隘な道路の局部的な拡幅等により、通
行の安全性を図ることができるため有効
である。

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

事業箇所の決定に
ついては、優先度を
見極め、計画的に整
備に取組み、通行の
安全を図る必要があ
る。

150 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である。

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

事業箇所の決定に
ついては、優先度を
見極め、計画的に整
備に取組み、通行の
安全を図る必要があ
る。
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151 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。

傷んだ側溝の修繕や道路の滞水
を防ぐために側溝を新設や修繕す
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で
ある。

市道の道路排水管理をしている勝浦市
が、道路の滞水を防ぐために側溝を新設
することや損傷した側溝の修繕や蓋のな
い側溝の有蓋化を図ることは市民サービ
スの向上や道路維持管理上から有効で
ある。

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

事業箇所の決定に
ついては、優先度を
見極め、計画的に取
組む必要がある。

152 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
れたことから妥当である。

市道の道路管理をしているのは勝浦市で
あり、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
整備するため設計業務委託を行ったこと
は、市民の道路交通の安全向上や道路
維持管理上、有効である。

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。

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

モルタル吹付け等に
より法面崩落を防止
するため、重要路線
と危険度を見極めな
がら、計画的に実施
する必要がある。

153 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である。

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

未舗装の箇所におい
て、利用頻度を勘案
し、計画的に取組む
必要がある。

154 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
実施した橋りょう長寿命化
修繕計画により計画的に
修繕したことにより道路交
通の安全性と信頼性が確
保できたことと、維持管理
経費の削減が図られた。

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たことに
より、橋梁の修繕・架替えに要する
経費が縮減されたことから妥当で
あると考える。

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
スト削減が図られた。又、橋梁を修繕して
いくことにより交通の安全性と信頼性が
確保された。

事業を計画的に実施することによ
り、橋梁にかかる維持管理に係る
費用の縮減が図られるため、適正
と考える。

この事業を計画的に橋梁
修繕・架替えを実施するこ
とによりコスト縮減が図ら
れるため、今後も計画的
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
に橋梁修繕・架替え
が行われるよう努め
る必要がある。

155 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。

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。

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。

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。

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

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
継続して実施する。

156 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。

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

道路の転落や死角
部である危険をドラ
イバーに伝え事故防
止に努めるため、道
路状況を精査し危険
度の高い順に計画
的に整備する必要が
ある。
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157 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

住宅の修繕を実施し、住
宅ストックが保たれた。

勝浦市が管理する住宅であり、入
居者の安全、衛生に努めるための
事業であることから妥当である。

修繕を実施し入居者の安全、衛生などを
保ち住宅ストックの持続を図った。

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
画的な修繕を図り、
施設の長寿命化に
努める必要がある。

158 31102 都市建設課

コンパクトな都市的土地利用の
実現
（～平成２５年度”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。

勝浦都市計画により土地
利用に制限を施し、都市
計画における土地利用が
推進された。

　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）

土地利用に関して、
無秩序な開発等を防
ぐため継続して実施
する必要がある。

159 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。

160 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。

要望活動によって、国土
交通省、千葉県に地域高
規格道路の必要性を認識
してもらったが、現時点で
は事業化まで至っておら
ず、事業化の実現のため
に要望活動を続ける必要
がある。

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）

国土交通省、千葉県
に地域高規格道路
の必要性を認識して
もらい、観光振興や
産業発展を促進する
ため、継続して要望
活動を行う必要があ
る。

161 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。

162 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。

163 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）

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、支援
制度を十分に市民周
知する必要がある。
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164 35303 都市建設課 河川改修事業

屈曲した自然流路をなめ
らかにしたり、極端に蛇行
した川道の場合には流路
をショートカットしたり、河
川水の流れを円滑にする
ために両岸と河床をコンク
リートで覆ったり、法面崩
落や決壊を防止するため
の整備を図る。

河川の整備により、河川
水の流れを円滑にするこ
とができた。

河川及び法定外公共物（水路）を
管理しているのは勝浦市であり、
屈曲した自然流路を排水施設を新
設することにより、河川の流水を円
滑することができたことから妥当と
考える。

河川及び法定外公共物（水路）を管理し
ているのは勝浦市であり、屈曲した自然
流路を排水施設を新設することにより、河
川の流水を円滑することができることと、
護岸の浸食を防止することができたこと
が有効と考える。

河川状況を精査し、護岸決壊によ
る河川の氾濫の未然防止が図れ
た。

河川改修箇所において
は、河川の流水状況や隣
接土地の受益者等を勘案
し、計画をもって整備して
いく。

継続（現状維持）

屈曲した自然流路を
排水施設を新設する
ことにより、河川の流
水を円滑することが
できることと、護岸の
浸食を防止すること
ができるため、河川
の秋水状況や隣接
土地の受益者等を
勘案し、計画的に取
組む必要がある。

165 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。

平成２６年度においては、
名木・木戸地区の基礎調
査を実施した。

　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（名木・木
戸地区、大森地区、大楠地区）に設置し
た。

平成２６年度においては、名木・木
戸地区の基礎調査を実施した。事
業採択に向け、継続して実施して
いく。

事業採択に向け各地区が
動き出したため、予算の確
保が重要である。

　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。

166 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。

特になし

　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）

農業生産基盤の効
率化を図るため、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。

167 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。

特に無し

　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。

168 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。

平成２７年度予算では、林
道草刈業務委託料の予算
が皆減となった。部分的な
対応は直営でも可能と考
えるが、側溝閉塞の改善
等定期的な機能回復が必
要である。

　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）

林道機能を維持する
ため、計画的に通行
の妨げとなる枝や草
の障害を除去するな
ど執行し、適正な管
理を図る必要があ
る。

169 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。

林業者の高齢化や死亡等
により放棄が加速している
状況であり、施業面積の
維持も現実的には困難と
なっている。
今後の、国・県の施策に注
視していく必要がある。

　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
促し、優良な森林を
造成するため、継続
して実施する必要が
ある。
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170 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。

特に無し

　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
支援することで、農
村集落機能が維持さ
れ、施設の長寿命化
も図られる。

171 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年度で当該県単
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。

特になし

　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）

有害獣からの被害拡
大防止のため、継続
して被害対策を実施
するとともに、農業用
排水路等施設の長
寿化のため、適正な
維持管理を周知徹
底する必要がある。

172 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

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。

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
手段を採っている。

　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）

農作物への被害軽
減や農業者の耕作
意欲の減退を防ぐた
め、継続して捕獲活
動を行う必要があ
り、また、捕獲従事
者の高齢化に対する
取組みも検討する必
要がある。

173 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。

特に無し

　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
携を視野に入れ、地
域間交流が図れるよ
う、また、都市住民や
都市部からの移住者
が野菜等の栽培の
楽しさや農村地域の
自然を体験する場を
提供し、移住に繋が
ることや農村地域の
活性化を図るため継
続して推進する必要
がある。
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174 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、
市内での経済効果が得ら
れた。

入港船数の増加により、本市の水
産業の発展により地域活性化が期
待できる。

外来漁船の誘致に対する直接の利益
は、水産業を営む者、日用品等の購入な
どによる商店などへの経済波及効果もあ
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。

誘致対象地区の拡大及び
より多くの水揚船に対応す
るため、老朽化している施
設改修を検討する必要が
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）

外来船の入港船数
が増加することによ
り、水産業が発展し、
地域の活性化が図
れることや市内の経
済効果が得られるた
め、継続して外来船
誘致に取組む必要
がある。

175 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
業収入の増加により、漁
業者の生活の安定化を図
ることができる。

漁獲量の安定により、漁
業者の生活の安定化を図
られた。

水産資源が減少する中で、種苗を
放流することで、磯根漁業におけ
る漁獲量の安定を図る。

事業実施により磯根漁業における漁獲量
の安定に寄与した。

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。

種苗の放流のみではなく、
磯根の環境整備について
も必要である。

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、磯根環境につい
ての対策を要する。

継続（現状維持）

アワビ種苗を放流
し、資源増大と漁業
収入の増加により、
漁獲量の安定化を
図るため継続して実
施する必要がある。
また、磯根も環境整
備も対策を講じる必
要がある。

176 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。 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。

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。

漁業者と観光客の共存の
考え方についての改善が
必要である。

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）

漁業者と観光客の事
故防止を図り、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。

177 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。

停滞している合併協議に
ついて、両漁協、県ととも
に協議を実施した。

漁協経営の合理化、経営基盤の
安定化など、漁業振興の体制強化
を図る。

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。

協議会の開催、経過、進捗等に係
る事務、また、施設整備等の検討
が必要となるため、事務事業を拡
大し、継続して行くことが適当であ
る。

施設の老朽化により、施
設整備の検討が必要であ
る。よって、合併協議と両
立して事業展開が必要で
ある。

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）

市の基幹産業である
水産業は経済動向
に大きな影響をあた
えることから、この中
核を担う漁協の運営
について健全で持続
可能な運営を図るた
め２つの漁協の合併
について支援してい
く必要がある。

178 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れ
た。

市営漁港施設の用地、用途以外
の利用の改善を図る。

計画を策定することにより、適正に漁港の
維持、保全、運営を行うことが出来る。

漁港施設用地の有効利用につな
がるとともに、トラブルの防止にも
役立っている。

特に無し

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）

漁港の適正利用と利
用のルール化を図
り、漁港施設用地の
有効利用につながる
とともに、トラブルの
防止のため継続して
実施する必要があ
る。

179 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。

特に無し

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）

勝浦産水産物のPR
により、販路拡大に
伴った漁業所得向上
は図るため、従事者
及び関係団体と十分
に連携する必要があ
る。
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180 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。

特に無し

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）

漁業者が漁業経営
の安定のために加
入する漁獲共済掛け
金に対し一定割合の
補助をすることで、漁
業者の負担を軽減で
き漁業共済の加入
の促進また、漁業経
営の安定化を図るた
め継続して実施する
必要がある。

181 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
を図った。

水産業に必要な設備を備えようと
すると、多額の費用が必要となる。
これは、効率を向上させるためにも
同様であり、その多額の投資が経
営を圧迫することになる。水産業
は、市の基幹産業であることから、
その負担を軽減することで設備を
近代化することができ、漁業所得
の向上につながると考える。

利子補給を行うことにより、水産業経営の
安定化や近代化の促進が図られた。

利子補給を行うことにより、水産業
経営の安定化や近代化の促進が
図られ適正であったと考える。

特に無し

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）

漁業経営近代化を
推進するために受け
た資金融資に対して
利子補給することで
漁業経営の安定化
を図るため、継続し
て実施する必要があ
る。

182 11101 農林水産課 農業振興地域整備計画の見直し

農業振興地域の整備に関
する法律に基づき、優良
農地の保全及び効率的な
利用を確保するため、計
画の見直しを図る。

Ｈ２６年度では基礎調査を
実施した。

従事者の高齢化や後継者不足に
より、耕作放棄地が増加している。
優良農地の保全及び効率的な利
用を確保していくことが重要であ
る。

Ｈ２６年度では基礎調査を実施した。現段
階では評価に至らない。

委託等は行わない予定であるため
歳出は伴わないが、職員の人件費
として上記のとおりとなる見込みで
ある。

特になし

優良農地の保全及び効率
的な利用を確保するため、
継続して実施していくこと
が適当である。

重点的に継続(拡大）

優良農地の保全及
び効率的な利用を確
保していくことが重要
である。

183 11301 農林水産課 畜産業の振興

畜産業を営む農業者のた
めに、国県補助事業制度
の情報提供や各種防疫予
防接種等の実施により、
畜産業の振興に寄与す
る。

各種予防接種を実施する
ことにより、予防防疫が図
られた。

従事者の高齢化や後継者不足が
深刻な悩みとなっている。優良乳
牛の生産支援を行っていくことが
重要である。

各種予防接種を実施することにより、予
防防疫が図られた。

優良乳牛の生産支援を行っていく
ことが重要であり、各種予防接種
を実施することにより、予防防疫が
図られた。
事業規模や人件費等からみて、適
正であったと判断する。

特になし

優良乳牛の生産支援を
行っていくことが重要と考
える。継続して実施してい
くことが適当である。

継続（現状維持）

優良乳牛の生産支
援のため継続して支
援を実施す必要があ
る。

184 11401 農林水産課 農業資金利子補給事業

農機具の購入や倉庫の建
築等の資金を金融機関か
ら貸付を受けた農業者に、
利子補給を行う

貸付を受けた農業者に利
子補給を行うことにより、
農業経営の安定化や近代
化が促進された。

貸付を受けた農業者に利子補給を
行うことにより、農業経営の安定化
や近代化が促進していくことが重
要である。

利子補給を行うことにより、農業経営の安
定化や近代化の促進が図られた。

利子補給を行うことにより、農業経
営の安定化や近代化の促進が図
られた。適正であったと判断する。

特になし

農業経営の安定化や近代
化の促進を図るため、利
子補給を行っていくことが
重要である。継続して実施
していくことが適当である。

継続（現状維持）

適正に事業を行い、
農業者の安定化や
近代化の促進を図る
ため継続して行う必
要がある。

185 12302 農林水産課 漁業標識灯維持管理事業

小型船の安全な航行と漁
業活動の効率化のため、
漁業標識灯の適正な維持
管理を図る。

漁業標識灯の適正な維持
管理を図られた。

沿岸小型漁船７の操業及び航行
の安全確保のために、標識灯の維
持管理することが重要である。

漁業標識灯3基の維持管理を適切に実施
し、沿岸小型漁船７の操業及び航行の安
全確保が図られた。

漁業標識灯3基の維持管理を適切
に実施し、沿岸小型漁船７の操業
及び航行の安全確保が図られた。
適正であったと判断する。

特に無し

漁業標識灯3基の維持管
理を適切に実施し、沿岸
小型漁船７の操業及び航
行の安全確保が図るため
必要である。

継続（現状維持）

漁業者にとって、漁
業標識灯は安全な
運行のため必要不
可欠なものであるた
め、維持管理を継続
して補助する。
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186 12602 農林水産課 海洋汚染の負荷の軽減
海洋環境に負荷をかけな
い洗剤などを展示し、市民
への啓発活動をする。

市役所ロビーへの展示に
より市民への啓発が図ら
れた。

海洋環境の保全及び水質浄化に
ついて、広く市民へ啓発をすること
が重要である。

海洋環境に負荷をかけない洗剤などを展
示し、市民への啓発を図ることは有効で
ある。

事業費はかかっておらず、海洋環
境に負荷をかけない洗剤などを展
示し、市民への啓発が図られてお
り適正であったと判断する。

特に無し

海洋環境に負荷をかけな
い洗剤などを展示し、市民
への啓発活動が重要であ
る。

継続（現状維持）

海洋環境に負担を掛
けない洗剤などを展
示し市民への啓発活
動を強化しつつ、継
続して活動を続ける
必要がある。

187 12503 農林水産課 担い手の確保
漁業後継者を確保するた
め取組を実施する。

担い手の確保には至らな
かったが、関係機関と連携
し担い手確保のための方
策を検討を図った。

市の基幹産業である水産業の後
継者を確保するため取組推進する
必要がある。

市の基幹産業である水産業の後継者を
確保するため、担い手を確保することは
有効であると考える。

関係機関と連携し、担い手確保の
ための方策を検討した。適正で
あったと判断する。

特に無し
市の基幹産業である水産
業の後継者を確保するた
め重要である。

継続（現状維持）

市の基幹産業である
水産業の後継者を
確保のため、方策を
検討し、担い手確保
の実現に向け継続し
て実施する必要があ
る。
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