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行政評価について 

 

１ 第６次東浦町総合計画と行政評価 

行政評価は、本町行政活動の基本指針である第６次東浦町総合計画（以

下、「総合計画」という。）に記載された施策及び予算の小事業単位での効

果を評価し、総合計画の進捗管理を目的とします。評価は施策評価と事務

事業評価で行い、総合計画の第１期基本計画（各論）で位置付けられた 32

施策の進捗を管理します。 

 

２ 行政評価の主体 

  施策評価は、評価責任者を部長級職員とし、成果指標の進捗管理の観点

から、各施策を構成する事務事業の最適化マネジメントを行うことなどを

目的に評価を行います。 

  事務事業評価は、評価責任者を課長級職員とし、成果重視に基づく評価

指標の分析、業務改善案を検討し、翌年度の予算編成に反映させることな

どを目的に評価を行います。 

 

 

 

３ 行政評価の考え方 

 行政評価では、総合計画の施策体系に沿って施策評価及び事務事業評価

を行うことにより、実施計画、予算編成、そして行政評価を効果的に連動

させ、Plan（計画）⇒Do（実行）⇒Check（評価）⇒Action（改善）の PDCA

サイクルによるまちづくりを推進します。この PDCA サイクルを効果的に
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活用し、総合計画の第１期基本計画に掲げる施策の目標を達成するため、

行政の経営資源を有効活用し、最大の効果を上げることを目指していきま

す。 

 また、評価過程を通して、組織内において総合計画における位置付けや

事業の目的、有効性などの認識の共有化を図るとともに、職員の政策形成

能力の向上につなげます。 
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施策評価シートの見方 
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事業評価シートの見方 
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（※）SDGs の 17 の目標 

 

目標１:貧困をなくそう 
 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧

困に終止符を打つ 

 

目標２:飢餓をゼロに 
 

飢餓に終止符を打ち、食料の安定

確保と栄養状態の改善を達成する

と共に、持続可能な農業を推進す

る 

 

目標３:すべての人に健康と福

祉を 
 

あらゆる年齢のすべての人の健康

的な生活を確保し、福祉を推進する 
 

目標４:質の高い教育をみんな

に  

 

すべての人に包摂的かつ公平で質

の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する 

 

目標５:ジェンダー平等を実現

しよう  

 

ジェンダーの平等を達成し、すべて

の女性と女児のエンパワーメント

を図る  

目標６:安全な水とトイレをみ

んなに 
 

すべての人に水と衛生へのアクセ

スと持続可能な管理を確保する  

 

目標７:エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 
 

すべての人に手ごろで信頼でき、持

続可能かつ近代的なエネルギーへ

のアクセスを確保する  

目標８:働きがいも経済成長も 
 

すべての人のための持続的、包摂

的かつ持続可能な経済成長、生産

的な完全雇用およびディーセン

ト・ワーク（働きがいのある人間

らしい仕事）を推進する 

 

目標９:産業と技術革新の基盤

をつくろう 
 

強靭なインフラを整備し、包摂的で

持続可能な産業化を推進すると共

に、技術革新の拡大を図る  

目標 10:人や国の不平等をなく

そう 
 

国内および国家間の格差を是正す

る 

 

目標 11:住み続けられるまちづ

くりを 
 

都市と人間の居住地を包摂的、安

全、強靭かつ持続可能にする 

 

目標 12:つくる責任つかう責任 
 

持続可能な消費と生産のパターン

を確保する 

 

目標 13:気候変動に具体的な対

策を 
 

気候変動とその影響に立ち向かう

ため、緊急対策を取る 
 

目標 14:海の豊かさを守ろう 
 

海洋と海洋資源を持続可能な開発

に向けて保全し、持続可能な形で

利用する 

 

目標 15:陸の豊かさも守ろう 
 

陸上生態系の保護、回復および持続

可能な利用の推進、森林の持続可能

な管理、砂漠化への対処、土地劣化

の阻止および逆転、ならびに生物多

様性損失の阻止を図る 
 

目標 16:平和と公正をすべての

人に 
 

持続可能な開発に向けて平和で包

摂的な社会を推進し、すべての人

に司法へのアクセスを提供すると

共に、あらゆるレベルにおいて効

果的で責任ある包摂的な制度を構

築する 

 

目標 17:パートナーシップで目

標を達成しよう 
 

持続可能な開発に向けて実施手段

を強化し、グローバル・パートナー

シップを活性化する 
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〇 事業評価シート「評価視点」について 

  「評価視点」は、「必要性」「有効性」「効率性」の３つの視点から評価

を行い、「高い」「やや高い」「やや低い」「低い」の４段階で評価を行いま

した。 

 

〇 事業評価シート「総合評価」について 

  「総合評価」の欄は、「必要性」「有効性」「効率性」の３つの視点から

の評価を踏まえ、Ａ～Ｄの４段階で総合評価を判定しました。 

  

Ａ：計画どおりに事業を進めることが適当 

Ｂ：事業の進め方等の改善の検討 

Ｃ：事業規模・内容・主体の見直しを検討 

Ｄ：事業の統合・休廃止を検討 

 

 

〇 事業評価シート「今後の方向性」について 

  「総合評価」をベースに、「成果の方向性」と「コスト投入の方向性」

から、事業の「今後の方向性」を以下の７分類から評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今後の方向性」を評価する際には、事業を「必要性」「有効性」「効率性」

の３つの視点から評価したものと連動させました。全ての事業に一概にあ

てはまるわけではありませんが、その評価の視点を以下のとおりとしまし

た。 

 

・総合評価「Ａ」又は「Ｂ」の事業は、コスト投入の方向性は「現状維持」

（②、⑤）、「縮小」（③、④、⑥）のいずれかに分類しています。 

・総合評価「Ｃ」又は「Ｄ」の事業は、コスト投入の方向性は「拡大」（①）、

「縮小」（③、④、⑥）、「皆減」（⑦）のいずれかに分類しています。 

⑦

⑥

⑤③

①②④

今後の方向性

成
果
の
方
向
性

拡充

皆減 縮小 現状維持 拡大

コスト投入の方向性

縮小

現状維持

休廃止
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総合評価 コスト投入の方向性 

Ａ・Ｂ ⇒ 
現状維持 ②、⑤ 

縮小 ③、④、⑥ 

Ｃ・Ｄ ⇒ 

拡大 ① 

縮小 ③、④、⑥ 

皆減 ⑦ 

 

 

 

細事業評価シートの見方 

 

 

 

〇 細事業評価シートの作成基準 

  令和４年度の行政評価における事業評価は、予算書の小事業を基本単位

として作成しました。しかし、複数の個別事業で構成される小事業につい

ては、事業評価シートだけでは適切な評価ができないため、細事業評価シ

ートを作成することとしました。 
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行政評価の結果概要について 

 

１ 評価対象 

総合計画における「施策」単位で全項目（32 施策）とそれに関連する

事務事業を評価しました。事務事業については評価単位を令和３年度予算

書の小事業としていますが、次の事業は評価対象外としています。 

 （１）法定受託事務等の町に裁量権のない事業 

 （２）組織や職員を管理するための経常的な内部管理事務費のみの事業 

 （３）一部事務組合等への負担金のみの事業 

 （４）単年度事業等、企画政策部長が対象外と認める事業 

 

２ 施策評価シート及び事業評価シート一覧表 

 

○第６次東浦町総合計画において掲げる施策の方向別 

施策の方向名 施策数 個別事業数 

いつまでもいきいきと暮らせる健康づくり ５ 37 

人を育み、人を活かすまちづくり ５ 53 

暮らしを守るまちづくり ６ 23 

生活・産業を支える基盤づくり ９ 44 

地域を維持する・つなぐ仕組みづくり ７ 30 

合計 32 187 

※再掲事業は除く 

 

○部別・評価シート種類及び総合評価別 

部名 施策評価

シート 

事業評価

シート 

総合評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

企画政策部 ７ 17 ８ ５ ４ ０ 

総務部 ３ 16 14 ２ ０ ０ 

健康福祉部 ６ 53 42 ９ ２ ０ 

生活経済部 ６ 27 21 ３ １ ２ 

建設部 ３ 23 20 １ １ １ 

都市整備部 ３ 12 ５ ７ ０ ０ 

教育部 ４ 37 24 11 １ １ 

会計課及び議事課 ０ 2 ２ ０ ０ ０ 

合計 32 187 136 38 ９ ４ 

割合（％）   72.73 20.32 4.81 2.14 

※再掲事業は除く 
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※割合（％）＝（Ａ～Ｄの総合評価の各数/事業評価シート合計数）×100 

  評価対象となった事務事業については、Ａ～Ｄの４段階で総合評価を行

いました。 

  72.73％の事業が計画どおりに事業を進めることが適当、20.32％の事業

が進め方等の改善の検討が必要、4.81％の事業が規模や内容、主体の見直

しの検討が必要という評価結果となりました。 

 

Ａ：計画どおりに事業を進めることが適当 

Ｂ：事業の進め方等の改善の検討 

Ｃ：事業規模・内容・主体の見直しを検討 

Ｄ：事業の統合・休廃止を検討 

 

 

〇今後の方向性別 

   

  ※再掲事業は除く  

 

  総合評価をベースに「成果の方向性」と「コスト投入の方向性」から事

業の「今後の方向性」を７分類で評価しました。  

  コスト投入を拡大とした事業（①）は 15 事業（8.02％）に対し、縮小・

皆減とした事業（③④⑥⑦）は合わせて 11 事業（5.88％）との評価とな

りました。 

  コスト投入を現状維持とした事業についても、成果の進め方の改善を図

るなど、成果の拡充を求める事業（②）は 19 事業（10.16％）となりまし

た。  
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施策1　健康づくり　 ・・・・・ 21

　　取組1　健康づくり活動の推進　

　　　　1　保健衛生一般管理事業 ・・・・・ 22

　　　　2　健康増進事業 ・・・・・ 24

　　　　3　保健センター運営管理事業 ・・・・・ 26

　　取組2　病気の予防・早期発見・重症化予防の推進　

　　　　1　救急医療対策事業 ・・・・・ 27

　　　　2　感染症予防事業 ・・・・・ 29

　　　　3　介護予防事業 ・・・・・ 31

　　　　4　各種検診等事業 ・・・・・ 33

　　　　5　新型コロナウイルス感染症対策事業 ・・・・・ 35

　　　　6　糖尿病性腎症重症化予防等事業 ・・・・・ 36

　　取組3　母子保健の充実　

　　　　1　母子保健事業 ・・・・・ 38

　　　　2　妊婦医療費補助事業 ・・・・・ 40

　　　　3　不妊治療費補助事業 ・・・・・ 41

施策1　地域福祉　 ・・・・・ 42

　　取組1　地域福祉活動の促進　

　　　　1　戦没者追悼式事業 ・・・・・ 43

　　　　2　民生委員・児童委員活動事業 ・・・・・ 44

　　　　3　社明運動推進事業 ・・・・・ 45

　　　　4　福祉センター運営管理事業 ・・・・・ 46

　　　　5　社会福祉一般事業 ・・・・・ 47

　　取組2　地域福祉推進体制の充実　

施策2　高齢者福祉　 ・・・・・ 49

　　取組1　生活支援体制の充実　

　　　　1　後期高齢者福祉医療助成事業 ・・・・・ 50

　　　　2　後期高齢者医療事務事業 ・・・・・ 51

　　　　3　高齢者福祉サービス事業 ・・・・・ 52

　　　　4　高齢者福祉一般事業 ・・・・・ 54
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　　　　2　いきがい推進事業 ・・・・・ 57

　　　　3　老人憩の家管理事業 ・・・・・ 58

　　取組3　介護に対する取組の充実　

行政評価の対象施策・事業一覧

施策の方向１ いつまでもいきいきと暮らせる健康づくり

• 社会福祉第２項

• 健康第１項
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　　　　3　地域交流事業 ・・・・・ 91
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施策の方向２ 人を育み、人を活かすまちづくり

• 次世代育成第１項
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　　取組2　図書館機能・サービスの充実　

　　　　1　中央図書館管理事業 ・・・・・ 131

　　　　2　中央図書館運営事業 ・・・・・ 133

　　取組3　青少年育成の環境づくり　

　　　　1　青少年教育事業 ・・・・・ 135

　　取組4　社会教育施設の整備　

　　　　1　文化センター維持管理事業 ・・・・・ 137

　　　　2　文化センター施設整備事業 ・・・・・ 138

　　　　3　地区コミュニティセンター等維持管理事業 ・・・・・ 139

　　　　4　地区コミュニティセンター等施設整備事業 ・・・・・ 140

施策2　スポーツ振興　 ・・・・・ 141

• 生涯学習第２項
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　　取組1　子どもたちの体力向上　

　　　　1　社会体育一般事業 ・・・・・ 143

　　　　2　生涯スポーツ振興事業 ・・・・・ 144

　　取組2　高齢者の運動による健康への意識醸成　

　　　　1　スポーツ推進委員事業 ・・・・・ 146

　　取組3　スポーツ活動団体の育成　

　　　　1　学校体育施設スポーツ開放事業 ・・・・・ 147

　　取組4　スポーツ施設の整備　

　　　　1　体育館・はなのき会館管理事業 ・・・・・ 148

　　　　2　グラウンド・コート管理事業 ・・・・・ 149

　　　　3　ふれあいセンター管理運営事業 ・・・・・ 150

施策3　文化振興　 ・・・・・ 151

　　取組1　郷土の歴史、文化財の保存・活用　

　　　　1　天白遺跡事業 ・・・・・ 152

　　　　2　郷土資料館管理事業 ・・・・・ 153

　　　　3　郷土資料館事業 ・・・・・ 154

　　取組2　郷土の伝統文化の継承　

　　　　1　文化財保護事業 ・・・・・ 156

　　取組3　文化・芸術活動の推進　

　　　　1　文化芸術活動推進事業 ・・・・・ 158

施策1　地球温暖化防止・廃棄物　 ・・・・・ 163

　　取組1　３R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進　

　　　　1　清掃一般管理事業 ・・・・・ 164

　　　　2　ごみ処理事業 ・・・・・ 165

　　　　3　資源ごみ回収事業 ・・・・・ 167

　　　　4　し尿くみ取り処理事業 ・・・・・ 168

　　取組2　地球温暖化の防止　

　　　　1　環境保全対策事業 ・・・・・ 169

　　取組3　不法投棄させない環境づくり　

施策2　自然環境保全　 ・・・・・ 171

　　取組1　豊かな自然と生活環境の保全活動の推進　

　　　　1　環境衛生事業 ・・・・・ 172

　　　　2　狂犬病予防対策事業 ・・・・・ 174

　　　　3　自然環境学習の森運営事業 ・・・・・ 175

　　取組2　外来種対策の推進　

施策1　河川・治水　 ・・・・・ 176

　　取組1　河川の改修　

• 安全安心第２項

施策の方向３ 暮らしを守るまちづくり

• 環境第１項
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　　　　1　河川一般管理事業 ・・・・・ 178

　　　　2　港湾一般管理事業 ・・・・・ 179

　　取組2　雨水対策の推進　

　　　　1　雨水貯留浸透施設設置事業 ・・・・・ 180

　　　　2　下水道施設建設改良事業（雨水事業） ・・・・・ 181

　　取組3　雨水施設の維持管理　

　　　　1　河川水路維持管理事業 ・・・・・ 182

　　　　2　下水道施設維持管理事業（雨水事業） ・・・・・ 183

　　取組4　ため池保全　

　　　　1　ため池保全事業 ・・・・・ 184

施策2　防災　 ・・・・・ 185

　　取組1　防災組織体制の強化　

　　　　1　防災事業 ・・・・・ 186

　　取組2　防災・減災対策の充実　

　　取組3　災害備蓄品などの充実　

施策3　消防・救急　 ・・・・・ 188

　　取組1　消防体制の強化　

　　　　1　消防管理事業 ・・・・・ 189

　　取組2　初期救急対応の強化　

　　取組3　消防水利の維持管理　

　　　　1　消防水利整備事業 ・・・・・ 190

施策4　交通安全・防犯　 ・・・・・ 191

　　取組1　交通安全意識の向上　

　　　　1　交通安全推進活動事業 ・・・・・ 192

　　　　2　交通安全施設整備維持管理事業 ・・・・・ 194

　　　　3　交通安全対策事業 ・・・・・ 195

　　取組2　防犯活動の充実　

　　　　1　防犯推進活動事業 ・・・・・ 196

　　　　2　防犯施設整備維持管理事業 ・・・・・ 197

施策1　市街地・住宅・景観　 ・・・・・ 201

　　取組1　新市街地の整備　

　　　　1　土地区画整理組合等助成事業 ・・・・・ 203

　　　　2　都市計画総務事業 ・・・・・ 204

　　　　3　コンパクトなまちづくり事業 ・・・・・ 205

　　取組2　既成市街地の整備　

　　　　1　住宅維持管理事業 ・・・・・ 206

　　取組3　空き家対策　

　　　　1　住宅一般管理事業 ・・・・・ 207

　　取組4　景観形成の充実　

　　　　1　景観まちづくり事業 ・・・・・ 209

施策の方向４ 生活・産業を支える基盤づくり

• 基盤整備第１項
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施策2　公園・緑地　 ・・・・・ 210

　　取組1　公園の管理運営　

　　　　1　公園等維持管理事業 ・・・・・ 211

　　　　2　公園整備事業 ・・・・・ 213

　　取組2　緑化の振興　

　　　　1　緑地等維持管理事業 ・・・・・ 215

　　　　2　緑化振興事業 ・・・・・ 216

施策3　道路　 ・・・・・ 217

　　取組1　幹線道路の整備　

　　　　1　道路改良事業 ・・・・・ 219

　　　　2　都市計画道路整備事業 ・・・・・ 220

　　取組2　生活道路の整備　

　　　　1　土木一般管理事業 ・・・・・ 221

　　　　2　道路内私有地等用地取得事業 ・・・・・ 223

　　　　3　道路用地先行取得事業 ・・・・・ 224

　　取組3　道路のバリアフリー化　

　　　　1　道路維持管理事業 ・・・・・ 225

　　取組4　道路施設等の維持管理　

　　　　1　道路橋りょう一般管理事業 ・・・・・ 226

施策4　公共交通　 ・・・・・ 227

　　取組1　町運行バス「う・ら・ら」の充実　

　　　　1　行政バス運行事業 ・・・・・ 228

　　取組2　鉄道の利便性の充実　

　　　　1　自転車等駐車場等維持管理事業 ・・・・・ 230

　　取組3　パーク＆ライドの取組　

施策5　上下水道　 ・・・・・ 232

　　取組1　水道施設等の維持管理　

　　　　1　水道施設維持管理事業 ・・・・・ 233

　　　　2　水道施設老朽管布設替事業 ・・・・・ 234

　　　　3　水道施設建設改良事業 ・・・・・ 235

　　取組2　事業経営の安定化　

　　　　1　水道料金・公営企業会計システム運用事業 ・・・・・ 236

　　　　2　水道業務アウトソーシング事業 ・・・・・ 237

　　取組3　公共下水道の整備　

　　　　1　下水道施設維持管理事業（汚水事業） ・・・・・ 238

　　　　2　下水道施設建設改良事業（汚水事業） ・・・・・ 239

　　　　3　公営企業会計システム運用事業 ・・・・・ 240

施策1　農業振興　 ・・・・・ 241

　　取組1　経営基盤の強化・整備　

　　　　1　農地一般管理事業 ・・・・・ 242

　　　　2　農業用施設維持管理事業 ・・・・・ 243

　　　　3　農業用排水機場維持管理事業 ・・・・・ 244

• 産業振興第２項
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　　　　4　農地整備事業 ・・・・・ 245

　　取組2　農地の利用の最適化の推進　

　　　　1　農業委員会一般事務事業 ・・・・・ 246

　　取組3　農業経営と新規就農の支援　

　　　　1　総合農政推進事業 ・・・・・ 247

　　　　2　農業振興関係事業 ・・・・・ 249

　　　　3　畜産振興事業 ・・・・・ 250

　　　　4　損害防止事業 ・・・・・ 251

施策2　工業振興　 ・・・・・ 252

　　取組1　中小企業の振興　

　　　　1　商工業振興一般事業 ・・・・・ 253

　　取組2　企業の誘致　

　　　　1　連携推進事業 ・・・・・ 254

施策3　商業振興　 ・・・・・ 256

　　取組1　経営支援・経営基盤強化　

　　　　1　小規模企業等振興資金預託事業 ・・・・・ 257

　　取組2　商業者の育成　

　　　　1　労働一般事業 ・・・・・ 258

　　　　2　勤労者住宅資金預託事業 ・・・・・ 259

　　　　3　勤労福祉会館管理運営事業 ・・・・・ 260

　　　　4　消費者行政事業 ・・・・・ 261

　　　　5　商工業振興一般事業（再掲） ・・・・・ 263

　　取組3　駅周辺の活性化　

　　　　1　コンパクトなまちづくり事業（再掲） ・・・・・ 264

　　　　2　道路改良事業（再掲） ・・・・・ 265

施策4　観光振興　 ・・・・・ 266

　　取組1　観光や物産のPR推進　

　　　　1　観光推進事業 ・・・・・ 267

　　取組2　住民も楽しめる観光の推進　

施策1　地域活動　 ・・・・・ 271

　　取組1　地域の担い手の確保育成　

　　　　1　自治振興事業 ・・・・・ 272

　　　　2　総合ボランティアセンター運営管理事業 ・・・・・ 274

　　取組2　連携、協力しやすい環境の整備　

　　　　1　協働推進事業 ・・・・・ 275

施策2　情報共有　 ・・・・・ 277

　　取組1　情報発信の充実　

　　　　1　広報事業 ・・・・・ 278

　　取組2　広聴の充実　

施策の方向５ 地域を維持する・つなぐ仕組みづくり

• 地域活動第１項
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施策3　共生　 ・・・・・ 280

　　取組1　多文化共生の理解促進　

　　　　1　多文化共生事業 ・・・・・ 281

　　取組2　多様な生き方の尊重　

　　　　1　男女共同参画推進事業 ・・・・・ 282

施策1　行政運営　 ・・・・・ 283

　　取組1　変化に対応できる行政運営　

　　　　1　総務一般管理事業 ・・・・・ 284

　　　　2　行政サービスコーナー事業 ・・・・・ 285

　　　　3　庁舎管理事業 ・・・・・ 286

　　　　4　公用車管理事業 ・・・・・ 287

　　　　5　総務文書管理事業 ・・・・・ 288

　　　　6　選挙管理委員会事業 ・・・・・ 289

　　　　7　選挙啓発事業 ・・・・・ 290

　　　　8　議会運営事業 ・・・・・ 291

　　　　9　企画政策一般管理事業 ・・・・・ 292

　　　　10　秘書給与管理事業 ・・・・・ 294

　　　　11　人材育成事業 ・・・・・ 295

　　　　12　職員福利厚生事業 ・・・・・ 296

　　　　13　電算推進事業 ・・・・・ 297

　　　　14　戸籍住民基本台帳事業 ・・・・・ 299

　　　　15　住民一般事務事業 ・・・・・ 301

施策2　財政運営　 ・・・・・ 302

　　取組1　健全財政の維持　

　　　　1　税務一般管理事業 ・・・・・ 303

　　　　2　賦課徴収事務事業 ・・・・・ 304

　　　　3　財政一般管理事業 ・・・・・ 305

　　　　4　ふるさと寄附事業 ・・・・・ 306

　　　　5　公有財産管理・契約事務事業 ・・・・・ 307

　　　　6　会計一般管理事業 ・・・・・ 309

　　　　7　職員退職手当基金積立金事業 ・・・・・ 310

施策3　連携協力　 ・・・・・ 311

　　取組1　他自治体との連携の推進　

　　　　1　連携推進事業（再掲） ・・・・・ 312

　　取組2　大学などとの連携の強化　

施策4　公共施設マネジメント　 ・・・・・ 314

　　取組1　公共施設等の管理、運営　

　　　　1　施設マネジメント事務事業 ・・・・・ 315

　　　　2　新庁舎建設基金積立金事業 ・・・・・ 317

• 行財政運営第２項
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