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Ⅰ 狭山市の行政評価 

 

１ はじめに 

近年、地方自治体には、地方分権の進展や住民意識の多様化、長引く景気低

迷による厳しい行財政状況のなかで、市民のニーズに的確に対応し、効率的に

行政を運営していくことや、行政活動の内容を住民に分かりやすく説明するこ

となどが求められています。 

  そこで、狭山市では、このような時代に対応していくため、平成１５年度か

ら行政評価制度を導入しました。このことにより、成果を重視し透明性の高い

行政運営を目指すとともに、行政評価を通して職員の意識改革を進めようと考

えています。 

 

２ 行政評価の仕組み 

行政評価とは、地方自治体などの行政機関が実施するさまざまな活動を、数

値などを用いてできるだけ分かりやすく表すことにより、その目的や手段など

が適切であるか、効率的に行われているか、成果はどうかなどを評価し、その

結果を次年度以降の行政運営に反映していく仕組みです。 

  行政評価では、行政活動の体系を「政策」、「施策」、「事務事業」の３段階に

区分し、「施策は政策を実現するための手段」、「事務事業は施策の目的を実現す

るための手段」というように、これらを目的と手段の関係で考えます。 

  

図 総合振興計画の政策体系と行政評価システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的－手段関係】 【政策体系】           【評価体系】 

 

 

  一般的に、行政評価は、この体系に対応して、「政策評価」、「施策評価」、「事

務事業評価」の３種類に分けられ、それぞれ上位の目的を達成するために必要

な手段か、有効な手段か、などを評価することになります。 

   

政策 

施策 
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手段 

目的 
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基本構想 

基本計画 

実施計画 
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施策評価 

事務事業評価 
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今回、狭山市で行った行政評価は、市民にとって最も身近な「事務事業評価」

です。この事務事業評価では、マネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）の

考え方を用いることで、常に改善・見直しを行っていきます。 

 

図 マネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 行政評価の留意点 

    行政評価は、事務事業や施策など行政活動の一定の方向性を導き出す判断を行うため

のツール（道具）です。このため、個々の評価によって得られた結果をもって、直ちに

廃止や抜本的な見直しを行うといった結論になるものではなく、さらに多様な視点から

検討したうえで判断することになります。 

 

３ 狭山市のこれまでの取組み 

狭山市では、平成１１年度に行政評価の導入に向けて調査研究に着手し、平

成１２年度と平成１４年度に試行的に事務事業の評価に取り組み、平成１５年

度に行政評価制度を本格導入しました。平成２５年度からは、実施計画、予算

及び決算と一体的に管理、運用していく財務会計システムでの行政評価を導入

しました。 

◆ これまでの取組状況 

 ◇ 平成１２年度（試行） 

・評価対象  平成１２年度実施事務事業 

・評価件数  ７１件（各所属１件） 

 

◇ 平成１４年度（試行） 

・評価対象  平成１３年度実施事務事業 

・評価件数  １４５件（各所属各担当１件） 

 

① ＰＬＡＮ(計画立案) 

何をどのように実施して

いくかを決定する。 

② ＤＯ(実施) 

計画に従って実行する。 

③ ＣＨＥＣＫ(評価) 

計画の達成度合いを評価し、成

功要因や失敗要因を分析する。 

④ ＡＣＴＩＯＮ(改善) 

計画を継続するか、内容を

変更するかを決定する。 

（廃止） 
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◇ 平成１５年度 

・評価対象  平成１４年度実施事務事業 

・評価件数  ２３７件（総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成１６年度 

・評価対象  平成１５年度実施事務事業 

・評価件数  ２５３件（総合振興計画実施計画事業等） 
 

  ◇ 平成１７年度 

・評価対象  平成１６年度実施事務事業 

・評価件数  ２５９件（総合振興計画実施計画事業等） 
 

  ◇ 平成１８年度 

・評価対象  平成１７年度実施事務事業 

・評価件数  ３１８件（総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成１９年度 

・評価対象  平成１８年度実施事務事業 

・評価件数  ３５４件（総合振興計画実施計画事業等） 
 

  ◇ 平成２０年度 

   ・評価対象  平成１９年度実施事務事業 

   ・評価件数  ４００件（総合振興計画実施計画事業等） 
    

◇ 平成２１年度 

・評価対象  平成２０年度実施事務事業 

・評価件数  ３９６件 （総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成２２年度 

・評価対象  平成２１年度実施事務事業 

・評価件数  ４１７件 （総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成２３年度 

・評価対象  平成２２年度実施事務事業 

・評価件数  ４１６件 （総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成２４年度 

・評価対象  平成２３年度実施事務事業 

・評価件数  ４２３件 （総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成２５年度 

・評価対象  平成２４年度実施事務事業 

・評価件数  ３８７件 （総合振興計画実施計画事業等） 
 

◇ 平成２６年度 

・評価対象  平成２５年度実施事務事業 

・評価件数  ３７９件 （総合振興計画実施計画事業） 
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Ⅱ 平成２７年度行政評価の概要 

 
１ 行政評価の目的 

行政評価は、行政活動に関する客観的なデータの把握や数値目標の設定、評

価を行うことによって、具体的な改善、見直し等を行うための判断に資する情

報を提供することや、評価結果の公表により、行政活動の透明性の向上を図る

ことなどを目的に実施するものです。 

平成２７年度においては、具体的に、次の３点を主な目的としました。 

（１）市民への説明責任の遂行 

  評価結果をホームページ等で公表することにより、行政の説明責任を果た

すとともに、市民との共通認識を深め、市民の市政への参加を促進する。 
 
（２）職員の意識改革 

   評価を通して、職員一人ひとりが成果やコストに対する意識を高揚させる

とともに、問題発見・分析能力など職員の政策形成能力の向上を図る。 
 
（３）効率的で効果的な行政サービスの推進 

  不要、不急あるいは効果の小さい事務事業を明確にし、事務事業の整理合

理化や廃止、事業費の削減など、事務事業の見直しを行い、効率的で効果的

な行政サービスの推進を目指す。 

 

２ 行政評価の内容 

（１）行政評価の種類・評価時点 

平成２７年度においては、事務事業評価を行いました。また、評価時点は、

平成２６年度末時点としました。 
 
（２）評価対象 

実施機関（市長部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事

務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び公営企業）において平成２６

年度に実施した次の事務事業を対象としました。 

ア 狭山市総合振興計画実施計画（平成 25年度～平成 27年度）事業 

    ※議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局に

ついては、平成２７年度の評価対象事業は、ありませんでした。 
 
（３）評価手法 

評価は、まず、事務事業担当課が自ら第一次評価を行い、次に、各部の政

策調整統括者(次長職等)で組織する行政評価庁内評価委員会が選定した事務

事業について、全庁的な視点から第二次評価を行いました。 
 
（４）評価項目 

評価項目については、次のとおりとしました。 

ア 個別評価 

必要性、有効性、効率性の３項目について、評価指標その他の客観的

データ等を用いて５段階（非常に高い・高い・普通・低い・かなり低い）
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で評価。各項目の評価の観点は、次のとおりです。 

（ア）必要性 

   狭山市後期基本計画の施策における「主なとりくみ」や「とりく

み目標」を実現するために必要な手段としての事務事業であったか

どうかを、「公的責務」及び「妥当性」の視点から検証する。 

（イ）有効性 

    上位施策の実現のために、事務事業がどの程度有効であったのか

を成果指標または活動指標の達成率から検証する。 

（ウ）効率性 

       事務事業の実施内容を踏まえ、トータルコストを基に、効率性に

ついて検証する。 

    

イ 方向性 

     個別評価の結果をもとに、事務事業の実施における環境等を勘案し、

総合的に当該事務事業の今後の方向性について評価を行う。 

    ◆「方向性）」の分類 

区  分 内    容 

現行どおり 
事務事業の規模、手法、実施主体など見直すことな

く継続する 

改善、効率化 
事務事業の規模、手法、実施主体など見直しをして

継続する 

廃 止 廃止することが必要である 

完 了 事業の完了または終期の到来によって終了とする 

    

ウ 改善、効率化の内容 

   上記イの方向性の分類が「改善、効率化」となった事業については、そ

の改善等の方向性について示す。 

    （ア）規模の拡大 

    （イ）規模の縮小 

    （ウ）目的、手段の変更 

    （エ）コスト拡大 

    （オ）コスト縮小 
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Ⅲ 平成２７年度行政評価の実施結果 

 

１ 第一次評価実施結果 

  事務事業担当課が自ら行った第一次評価の実施状況と評価結果の集計は、次

のとおりです。 

 

（１）実施状況 

ア 実施期間   平成２７年６月９日～６月１９日 

イ 評価件数   ２２２件（前年度評価件数 ３７９件） 

 

（２）評価結果の集計 

ア 個別評価 

（ア）必要性（公的責務、妥当性など） 

評 価 件数 構成比 

非常に高い 145 件 65.3％ 

高  い 71 件 32.0％ 

普  通 6 件 2.7％ 

低  い 0 件  0.0％  

かなり低い 0 件  0.0％  

合 計 222 件 100.0％  

 

（イ）有効性（成果指標の達成率） 

評 価 件数 構成比 

非常に高い 114 件 51.4％ 

高  い 93 件 41.9％ 

普  通 7 件 3.1％ 

低  い 2 件  0.9％  

かなり低い 6 件  2.7％  

合 計 222 件 100.0％  

 

（ウ）効率性（コスト削減、実施主体の最適性など） 

評 価 件数 構成比 

非常に高い 64 件 28.8％ 

高  い 123 件 55.4％ 

普  通 30 件 13.5％ 

低  い 3 件  1.4％  

かなり低い 2 件  0.9％  

合 計 222 件 100.0％  
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イ 今後の方向性 

評 価 件数 構成比 

現行どおり 190 件 85.6％ 

改善、効率化 23 件 10.4％ 

廃 止 2 件 0.9％ 

完 了 7 件 3.1％ 

合 計 222 件 100.0％  

 

 

 

 



計画事業

名称

広報課 716422 広報さやま発行事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

広報課 716424 広聴活動事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

広報課 716425
公式ホームページ・モバイルサイ
ト管理事業

非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

政策企画課 322731
稲荷山公園駅周辺基地跡地利用
計画推進事業

高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

政策企画課 544811 人権施策推進事業 高い 高い 高い 現行どおり

政策企画課 544911 平和意識高揚事業 高い 非常に高い 高い
改善、効率
化

コスト縮小

政策企画課 726521
埼玉県西部地域まちづくり計画
（ダイアプラン）推進事業

高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

政策企画課 726541 指定管理者制度導入事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

政策企画課 726711 公共建築物整備統合事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

行革推進課 726531 行政評価実施事業 高い 非常に高い 普通
改善、効率
化

目的、手段
の変更

行革推進課 726811 定員適正化推進事業 高い 非常に高い 高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

基地対策課 666211 基地関連要望活動事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

基地対策課 666221 基地関連障害対策事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

総務課 716411 情報公開推進事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

職員課 726821 職員研修事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

情報システム課 726551 情報化推進事業 非常に高い 高い 低い
改善、効率
化

規模の拡大

財産管理課 726714 市庁舎設備等改修事業 高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

収税課 726621 市税等納税促進事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

協働自治推進課 615211 コミュニティ推進組織育成事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

協働自治推進課 615221 コミュニティ施設特別整備事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

協働自治推進課 716311 市民参画（協働）推進事業 高い 高い 高い 現行どおり

協働自治推進課 716324 狭山元気プラザ管理事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

協働自治推進課 716325 市民大学事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

地区センター 615212 地区まちづくり推進事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

市民生活課 555011 文化活動促進事業 高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

市民生活課 555111 姉妹・友好都市交流支援事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

市民生活課 555121 国際交流推進事業 高い 高い 高い 現行どおり

市民生活課 615311 男女共同参画推進事業 非常に高い 普通 高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

市民生活課 615421 消費者行政推進事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

市民生活課 625511
市民交流促進総合ポータルサイト
事業

高い 高い 高い 現行どおり

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

【総合政策部】

効率性

　(３)　評価結果一覧

所属名称
整理
番号

必要性 有効性

【総務部】

【市民部】
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計画事業

名称

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

効率性所属名称
整理
番号

必要性 有効性

市民生活課 716332 市民センター管理事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

市民生活課 726735 公共建築物耐震改修事業 高い かなり低い 普通 現行どおり 現行どおり

市民生活課 726745 公共建築物改修事業 高い かなり低い 普通 現行どおり 現行どおり

防災課 645711 防災体制強化事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

防災課 645731 危機管理体制構築事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

防災課 645811 自主防災組織育成事業 高い 高い 高い 現行どおり

防災課 645841 災害応急対策事業 高い 高い 低い
改善、効率
化

コスト縮小

防災課 645842 防災設備整備事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

防災課 645912 埼玉西部消防組合負担金事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

防災課 645922 非常備消防機械施設等整備事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

交通防犯課 333011 放置自転車対策事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

交通防犯課 333012
狭山市駅西口自転車駐車場管理
事業

非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

交通防犯課 333014
入曽駅西口自転車駐車場整備事
業

高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

交通防犯課 333031 狭山市駅西口駐車場管理事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

交通防犯課 333111 鉄道・バス整備促進活動事業 普通 高い 低い 現行どおり 現行どおり

交通防犯課 333121 市内循環バス運行事業 高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

交通防犯課 656011 交通安全推進事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

交通防犯課 656021 交通安全施設整備事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

交通防犯課 656111 防犯推進事業 高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

交通防犯課 656121 防犯設備整備事業 高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

環境課 110111 環境パートナーシップ形成事業 高い 高い 高い 現行どおり

環境課 110121 環境基本計画推進事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

環境課 110211 地球温暖化対策推進事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

環境課 110221
住宅用太陽光発電システム設置
補助事業

高い 非常に高い 高い 完了

環境課 110321 環境学習推進事業 高い 高い 高い 現行どおり

環境課 130511 公害対策指導監督事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

環境課 130521 環境調査事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

環境課 130531 ダイオキシン類対策事業 高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

環境課 130611
小型合併処理浄化槽設置補助事
業

普通 非常に高い 高い 廃止

環境課 130621 水辺環境美化活動事業 高い 普通 普通
改善、効率
化

目的、手段
の変更

環境課 130711 環境美化推進事業 高い 高い 高い 現行どおり

環境課 130721 不法投棄防止対策事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

資源循環推進課 140811 ごみ減量推進事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

【環境経済部】
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計画事業

名称

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

効率性所属名称
整理
番号

必要性 有効性

資源循環推進課 140831 資源物集団回収促進事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

資源循環推進課 140833 家庭系生ごみリサイクル事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

資源循環推進課 141011
一般廃棄物処理施設跡地利用事
業

非常に高い 低い 普通 現行どおり 現行どおり

奥富環境セン
ター

140832 剪定枝等リサイクル事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

稲荷山環境セン
ター

140834 焼却灰セメント等資源化事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

稲荷山環境セン
ター

140921
稲荷山環境センター設備改修事
業

非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

商工業振興課 413411 企業立地促進事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

商工業振興課 413431
インキュベーションセンター管理
事業

高い 非常に高い 高い 現行どおり

商工業振興課 413511 中小企業制度融資あっせん事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

商工業振興課 413521 産業労働センター管理事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

商工業振興課 423712 中心市街地活性化事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

商工業振興課 423721 商業支援事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

商工業振興課 423811 工業地域環境整備情報交換事業 普通 非常に高い 高い 現行どおり 現行どおり

商工業振興課 423821 工業支援事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

商工業振興課 424011 観光振興事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

商工業振興課 434111 就労支援事業 高い 高い 高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

商工業振興課 434121 労働教育事業 高い 高い 高い 現行どおり

商工業振興課 434131
狭山市勤労者福祉サービスセン
ター運営費補助事業

高い 高い 高い 現行どおり

商工業振興課 434132
中小企業退職金共済制度加入促
進事業

高い 高い 非常に高い 現行どおり

商工業振興課 726744 公共建築物改修事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

農業振興課 423911 農業振興事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

農業振興課 423921 狭山茶消費拡大振興事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

農業振興課 423931 農業担い手育成事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

農業振興課 423932 学童農業体験事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

農業振興課 423951 農業施設管理事業 高い かなり低い 非常に高い 現行どおり 現行どおり

農業振興課 423952 農業基盤整備促進事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

農業振興課 726743 公共建築物改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

福祉課 221411 地域福祉活動参加促進事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い
改善、効率
化

規模の拡大

福祉課 221421 地域福祉支援体制整備事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い
改善、効率
化

規模の拡大

福祉課 221431 地域福祉活動環境整備事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い
改善、効率
化

規模の拡大

福祉課 262311 生活保護受給者就労支援事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

福祉課 534721 更生保護活動支援事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

障害者福祉課 241811 障害福祉サービス利用促進事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

【福祉こども部】
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計画事業

名称

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

効率性所属名称
整理
番号

必要性 有効性

障害者福祉課 241822
地域活動支援センター（精神小
規模型）運営費補助事業

非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

障害者福祉課 241831 障害者相談支援事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

障害者福祉課 241911 障害者就労支援事業 高い 高い 非常に高い 現行どおり

障害者福祉課 241921 文化・スポーツ等参加促進事業 高い 高い 高い 現行どおり

障害者福祉課 241931 バリアフリー化推進事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

青い実学園 241821 青い実学園療育事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

こども課 252111 子育て支援事業 高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

こども課 252113 こども医療費支給事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

こども課 252115 児童手当支給事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

こども課 252121 家庭児童相談事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

こども課 252131 子育て支援ネットワーク事業 高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

こども課 252141 児童館管理事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

こども課 252211 要保護児童対策事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

こども課 252221 母子家庭等自立支援事業 非常に高い 普通 非常に高い 現行どおり 現行どおり

こども課 534711 青少年健全育成事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

保育課 252011 公立保育所保育事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

保育課 252012
公立保育所給食調理業務委託事
業

非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

保育課 252022 公立保育所改修整備事業 非常に高い 非常に高い 普通
改善、効率
化

目的、手段
の変更

保育課 252024 民間保育所支援事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

保育課 726737 公共建築物耐震改修事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

高齢者支援課 221422 権利擁護事業利用支援事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

高齢者支援課 231511 敬老事業 高い 高い 普通
改善、効率
化

目的、手段
の変更

高齢者支援課 231521 生きがいづくり事業 高い 高い 高い 現行どおり

高齢者支援課 231531 高齢者福祉事業 高い 高い 高い
改善、効率
化

コスト縮小

高齢者支援課 231532 高齢者生活支援事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

介護保険課 231611 包括的支援事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

介護保険課 231621 介護予防事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

介護保険課 231731 介護サービス給付事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

介護保険課 262331 介護保険自己負担額等助成事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

保険年金課 262341 国民年金事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

健康推進課 211111 健康づくり推進事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

健康推進課 211112 ふれあい健康センター管理事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

健康推進課 211311 第二次救急医療体制支援事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

【長寿健康部】
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計画事業

名称

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

効率性所属名称
整理
番号

必要性 有効性

健康推進課 211312 初期救急医療体制整備事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

健康推進課 726746 公共建築物改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 完了

保健センター 211141 食育推進事業 非常に高い 高い 高い
改善、効率
化

規模の拡大

保健センター 211211 母子保健事業 高い 高い 非常に高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

保健センター 211212 妊婦健康診査事業 非常に高い 非常に高い 高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

保健センター 211221 成人保健事業 非常に高い 高い 高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

管理課 312422 違反屋外広告物簡易除却事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

建築審査課 635621 住宅等耐震改修促進助成事業 高い 高い 非常に高い 現行どおり

建築審査課 635631
民間建築物吹き付けアスベスト含
有調査助成事業

高い かなり低い 非常に高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

建築審査課 726712 公共建築物耐震改修事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

道路雨水課 312511 雨水貯留浸透施設設置補助事業 高い 高い 高い 現行どおり

道路雨水課 312522 水路改良事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

道路雨水課 312523 雨水対策事業 高い 高い 高い 現行どおり

道路雨水課 332921 幹線市道整備事業 非常に高い 普通 非常に高い 現行どおり 現行どおり

道路雨水課 332922 一般市道整備事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

道路雨水課 332924 市道幹第３４号線延伸整備事業 普通 かなり低い 非常に高い 廃止

道路雨水課 332925 市道幹第９号線整備事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

道路雨水課 332926 一般市道舗装整備事業 非常に高い 低い 非常に高い 現行どおり 現行どおり

道路雨水課 332931 橋りよう維持保全事業 非常に高い かなり低い 非常に高い 現行どおり 現行どおり

住宅営繕課 635611 市営住宅鵜ノ木団地建替事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

住宅営繕課 635612 既存市営住宅改修等事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

住宅営繕課 726732 公共建築物耐震改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 完了

みどり公園課 120411 緑地指定公有地化事業 高い 高い かなり低い 現行どおり 現行どおり

みどり公園課 120421 斜面緑地樹木更新等事業 高い 普通 高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

みどり公園課 120422 身近なみどり保全活用事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

みどり公園課 120431 緑地保全活動推進事業 普通 非常に高い 高い 現行どおり 現行どおり

みどり公園課 312611 身近な公園整備事業 高い 高い かなり低い 現行どおり 現行どおり

みどり公園課 312612 公園施設改修事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

みどり公園課 312613 智光山公園整備事業 高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

みどり公園課 312621 笹井ダム周辺整備促進事業 普通 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

みどり公園課 312631 市街地緑化推進事業 高い 非常に高い 高い 現行どおり

都市計画課 322811 土地利用転換推進事業 高い 非常に高い 普通
改善、効率
化

規模の拡大

【建設部　（現 都市建設部）】

【都市整備部　（現 都市建設部）】
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計画事業

名称

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

効率性所属名称
整理
番号

必要性 有効性

街路整備課 332911 狭山市駅上諏訪線整備事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

街路整備課 332912 笹井柏原線整備事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

街路整備課 332913 菅原富士見台線整備事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

街路整備課 332914 狭山市駅加佐志線整備事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

街路整備課 332919 県道の整備促進 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

狭山市駅東口土地
区画整理事務所

322716 狭山市駅東口土地区画整理事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

教育総務課 524511 小学校校舎等耐震補強事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

教育総務課 524513 中学校校舎等耐震補強事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

教育総務課 524522 小学校校舎等改修事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

教育総務課 524523 小学校校舎空調設備改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

教育総務課 524526 中学校校舎等改修事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

教育総務課 524528 堀兼学校給食センター更新事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

教育総務課 524529 中学校校舎空調設備改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

教育総務課 524532 中学校統廃合推進事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

教育総務課 524412
小学校文化･スポーツ活動支援事
業

非常に高い 高い 高い 現行どおり

社会教育課 514221 生涯学習推進事業 高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

社会教育課 514226 富士見集会所改修整備事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

社会教育課 514227 新狭山公民館更新事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

社会教育課 514229 入曽公民館更新事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

社会教育課 524631 家庭教育支援事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

社会教育課 524632 地域子ども教室推進事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

社会教育課 544812 人権施策推進事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

社会教育課 555012 文化活動促進事業 高い 高い 高い 現行どおり

社会教育課 555021 文化財保護事業 高い 高い 普通 現行どおり 現行どおり

社会教育課 524621 学校支援事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

社会教育課 514231 現代的課題等講座運営事業 高い 高い 高い 現行どおり

公民館 514223 公民館改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

公民館 514224 公民館空調改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

図書館 514211
レファレンスサービス（資料相談業
務）事業

高い 高い 高い 現行どおり

図書館 514225 図書館空調設備改修事業 非常に高い 非常に高い 高い 完了

スポーツ振興課 514311 スポーツ振興事業 高い 高い 普通 現行どおり 現行どおり

スポーツ振興課 514321
スポーツ施設の有効活用・整備推
進事業

非常に高い 普通 普通 現行どおり 現行どおり

スポーツ振興課 514331 スポーツ活動促進事業 高い 高い 高い 現行どおり

【生涯学習部】
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計画事業

名称

方向性
(第一次)

改善、効率
化の内容

方向性
(第二次)

効率性所属名称
整理
番号

必要性 有効性

スポーツ振興課 514322 屋内スポーツ施設改修事業 高い 普通 高い 現行どおり 現行どおり

教育指導課 524416
中学校文化･スポーツ活動支援事
業

非常に高い 高い 高い 現行どおり

教育指導課 524421 介助員(特別支援教育)配置事業 高い 高い 高い 現行どおり

教育指導課 524431 教育指導支援事業 高い 高い 高い 現行どおり

教育指導課 524461 学校評議員制度運営事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

教育センター 524432 教育活動事業 高い 高い 高い 現行どおり

教育センター 524437 教育相談事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

教育センター 524441 教職員研修事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

教育センター 524442 調査研究事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

教育センター 524521 教育情報ネットワーク運用事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

学務課 252031 学童保育室改修整備事業 非常に高い 非常に高い 普通 現行どおり 現行どおり

学務課 524433 小学校就学援助事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

学務課 524434 中学校就学援助事業 非常に高い 高い 高い 現行どおり

学務課 524435 幼稚園就園奨励事業 非常に高い 高い 普通 現行どおり 現行どおり

学務課 524436 奨学金貸与事業 高い 高い 高い 現行どおり

学務課 524513 幼稚園改修事業 非常に高い 非常に高い 普通 完了

学務課 524533 市立幼稚園統廃合推進事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 完了

経営課 343231 経営合理化事業（水道事業） 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

経営課 343341 経営基盤強化事業（下水道事業） 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

水道施設課 343211 配水管（上水道）更新事業 非常に高い 高い 普通 現行どおり 現行どおり

水道施設課 343212 浄水場・配水場施設更新事業 非常に高い 非常に高い 高い 現行どおり

下水道施設課 130612 水洗化改造工事資金助成事業 非常に高い 高い 非常に高い 現行どおり

下水道施設課 343311 下水道計画改定事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

下水道施設課 343312
公共下水道（汚水）市街化調整区
域第3期整備事業

非常に高い 非常に高い 非常に高い 完了

下水道施設課 343313
公共下水道（汚水）市街化区域整
備事業

非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

下水道施設課 343314
公共下水道（汚水）市街化調整区
域第4期整備事業

非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

下水道施設課 343322 公共下水道雨水枝線整備事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い 現行どおり

下水道施設課 343331 下水道管渠調査及び更新事業 非常に高い 非常に高い 非常に高い
改善、効率
化

目的、手段
の変更

【凡例】

現行どおり

改善、効率化

廃　　　止

完　　　了

方　　向　　性
（第一次・第二次）

事務事業の規模、手法、実施主体など見直すことなく継続する

事務事業の規模、手法、実施主体など見直しをして継続

廃止することが必要である

事務事業の完了または終期の到来によって終了とする

【上下水道部】

【学校教育部】
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15 

 

２ 第二次評価実施結果 

庁内評価委員会による第二次評価の実施状況と評価結果の集計は、次のと

おりです。 

 

（１）実施状況 

ア 実施期間   平成２７年６月２６日～７月２７日 

イ 評価件数   ３５件 

  ウ 評価対象事務事業の抽出の視点 
 

◇ 今後の方向性が「現行どおり」である事務事業のうち、必要性、有効

性、効率性の評価のいずれかに「普通」以下の評価がある事務事業 
    

「現行どおり」、すなわち「事業の規模、手法、実施主体などを見直

す必要なし」とした事業について、本当に改善の余地はないのかとい

う視点で二次評価を行う。  

 

 

（２）評価結果の集計（第一次評価との比較） 

区 分 第一次評価 第二次評価 

現行どおり 35 件  35 件  

改善、効率化   0 件  

廃 止   0 件  

完 了   0 件  

合 計 35 件  35 件  

 

※各事務事業の今後の方向性は、行政評価の評価結果のみにより結論に至るもの

ではなく、さらに多様な視点から検討したうえで判断することになります。 

 
 



整　理　番　号 所管課等

322731 政策企画課

整　理　番　号 所管課等

726714 財産管理課

整　理　番　号 所管課等

555011 市民生活課

整　理　番　号 所管課等

726735 市民生活課

事　務　事　業　名

公共建築物耐震改修事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

市民会館は、文化振興・市民活動の拠点となる施設であり、躯体を補強することにより安全性の向上が
図られることから、現時点では、事業は現行どおり継続する。

なお、本事業は、公共建築物改修計画に基づいた改修工事であるが、平成２６年度は、前年度の建築基
準法の改正により計画を変更したことから、有効性の評価が低くなったものである。

また、現在、公共施設等総合管理計画の策定作業を進めており、このなかで公共施設の将来的なあり方
を検討していくこととしている。

事　務　事　業　名

稲荷山公園駅周辺基地跡地利用計画推進事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

稲荷山公園周辺の緑地保全や道路整備等を推進することは、都市の拠点機能の向上を推進する上で重要
であることから、事業は現行どおり継続する。
　なお、成果指標については、事業の内容を反映させるよう見直す必要がある。

(3) 評価結果一覧

事　務　事　業　名

文化活動促進事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

事　務　事　業　名

市庁舎設備等改修事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

公共料金の値上げにより維持管理費が増加している状況にあり、また、築後２８年を経過した庁舎の改
修費用を節減し、効率性を上げることは困難であるものの、環境側面に配慮するとともに、市民サービス
の拠点としての機能の向上や維持の面からも必要不可欠であることから、事業は現行どおり継続する。

なお、活動指標については、料金改定や消費税率の影響を受けることが無い使用量等への変更を検討す
る必要がある。

市民が自主的に創る文化活動を促進、支援するための補助金が主な内容であり、効率性を改善する余地
は見出せないことから、事業は現行どおり継続する。

なお、成果指標については、助成団体へのアンケートによる効果測定等への変更を検討する必要があ
る。
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整　理　番　号 所管課等

726745 市民生活課

整　理　番　号 所管課等

645711 防災課

整　理　番　号 所管課等

333014 交通防犯課

整　理　番　号 所管課等

333111 交通防犯課

第二次評価コメント

市民会館は、文化振興・市民活動の拠点となる施設であり、改修工事により機能の維持が図られること
から、現時点では、事業は現行どおり継続する。

なお、本事業は、公共建築物改修計画に基づいた改修工事であるが、平成２６年度は、前年度の建築基
準法の改正により計画を変更したことから、有効性の評価が低くなったものである。

また、現在、公共施設等総合管理計画の策定作業を進めており、このなかで公共施設の将来的なあり方
を検討していくこととしている。

事　務　事　業　名

公共建築物改修事業

方向性（第一次）
⇒

事　務　事　業　名

入曽駅西口自転車駐車場整備事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

平成２６年度の事業内容は、土地開発公社からの買い戻しによる用地取得であったため、効率性は普通
という評価となっているが、入曽駅周辺における放置自転車の抑制や交通安全や防犯面、さらには市民の
利便性の向上の観点からも必要な整備であることから、事業は現行どおり継続する。

現行どおり

第二次評価コメント

路線バス等の公共交通機関の整備促進活動は、市民の移動手段の充実のために必要不可欠な取組みであ
ることから、事業は現行どおり継続する。

なお、活動指標について、ノンステップバスの導入率が当初見込みを上回っていることや、要請活動が
少ないことから、事業内容を考慮した見直しが必要である。

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

事　務　事　業　名

防災体制強化事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

災害発生時における市の果たす役割は非常に大きく、防災体制の強化は必要であることから、事業は現
行どおり継続する。

なお、成果指標や活動指標が市職員の業務内容のみとなっていることや、「危機管理体制構築事業」の
目的が本事業と類似している点については、内容の見直しが必要である。

事　務　事　業　名

鉄道・バス整備促進活動事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり
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整　理　番　号 所管課等

656111 交通防犯課

整　理　番　号 所管課等

130531 環境課

整　理　番　号 所管課等

141011 資源循環推進課

整　理　番　号 所管課等

423811 商工業振興課

事　務　事　業　名

ダイオキシン類対策事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

大気汚染対策や水質汚濁等の防止対策事業は、市民の生活環境を保全する上で重要であり、他の業務と
合わせてパトロールを実施するなどの効率化も図られていることから、事業は現行どおり継続する。
　なお、委託のあり方や事業の進め方を工夫し、さらなる効率化を図る必要がある。

事　務　事　業　名

防犯推進事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

関係団体との連携による地域防犯パトロールや広報・啓蒙活動、自主防犯団体の支援を実施することに
より、市民の防犯意識の高揚が図られ、また、事業の目的や内容から、実施主体の妥当性及び効率性も認
められることから、事業は現行どおり継続する。

工業地域の環境整備や産業振興施策を推進するに当たっては、市内工業会及び個別企業の情報を的確に
把握することが重要であることから、事業は現行どおり継続する。

跡地利用については、整備完了後に成果が生じるものであり、本事業も整備完了前の評価であることか
ら、現時点での有効性は、低いという評価となっているが、地元自治会と市の協定に沿った施設跡地の有
効活用を実現することは重要であることから、事業は現行どおり継続する。
　なお、成果指標については、事業の内容を反映させるよう見直す必要がある。

事　務　事　業　名

工業地域環境整備情報交換事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

事　務　事　業　名

一般廃棄物処理施設跡地利用事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント
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整　理　番　号 所管課等

423951 農業振興課

整　理　番　号 所管課等

241831 障害者福祉課

整　理　番　号 所管課等

252221 こども課

整　理　番　号 所管課等

312422 管理課

事　務　事　業　名

農業施設管理事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

事　務　事　業　名

違反屋外広告物簡易除却事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

違反広告物の除却を行うことにより、都市景観を維持し、道路を美しく保つとともに、青少年の健全育
成や通行の危険防止が図られていることや、職員やボランティアによる除却活動の実施により費用対効果
も認められることから、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

母子家庭等自立支援事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

堆積土砂の清掃等の農業水利施設の維持管理は、安定的な生産及び農業振興を図る観点からも必要な業
務であり、事業は現行どおり継続する。

なお、指標を水利施設の長寿命化の達成率としているため、現時点での有効性はかなり低いという評価
となっているが、用水や畑地灌漑の更新計画に合わせ、維持管理事業も含めた成果指標及び活動指標に見
直す必要がある。

事　務　事　業　名

障害者相談支援事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

障害者相談支援事業は、市内３か所の相談支援事業所に業務を委託するとともに、基幹相談支援セン
ターを開設し、事業の充実を図ってきたところであり、より身近な地域での相談体制づくりは、障害者支
援策の根幹を成す取組みであることから、事業は現行どおり継続する。

第二次評価コメント

ひとり親家庭に対する各種手当の支給とともに、自立に向けた相談、情報提供、就労支援等を展開する
ことは必要であることから、事業は現行どおり継続する。
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整　理　番　号 所管課等

332921 道路雨水課

整　理　番　号 所管課等

332926 道路雨水課

整　理　番　号 所管課等

332931 道路雨水課

整　理　番　号 所管課等

120411 みどり公園課

現行どおり

第二次評価コメント

市民生活の基本となる道路の補修整備は、成果指標の捉え方により、現時点での有効性は、低いという
評価となっているが、交通の利便性と安全性を確保するため、今後も計画的に実施する必要があることか
ら、事業は現行どおり継続する。
　なお、成果指標については、事業の内容を反映させるよう見直す必要がある。

第二次評価コメント

良好な道路環境と市民の安全性や快適性を維持するためには、老朽化による路面の凹凸や亀裂などの破
損の著しい路線を対象に、修繕工事を計画的に進めることが重要であることから、事業は現行どおり継続
する。

事　務　事　業　名

一般市道舗装整備事業

事　務　事　業　名

幹線市道整備事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり

現行どおり

第二次評価コメント

緑地の公有地化については、恒久的な緑地の保全のための重要な事業であるものの、その効率性という
点では、事業内容の性質上かなり低いという評価となっているが、重点地区を適切に捉え、効率的に推進
していると認められることから、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

緑地指定公有地化事業

方向性（第一次）
⇒

建設工事等は、完成後に成果が生じるものであり、本事業も工事完了前の評価であり、現時点での有効
性は、かなり低いという評価となっているが、橋りょうの安全確保はきわめて重要であることから、事業
は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

橋りょう維持保全事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

方向性（第二次）

現行どおり
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整　理　番　号 所管課等

120431 みどり公園課

整　理　番　号 所管課等

312611 みどり公園課

整　理　番　号 所管課等

312612 みどり公園課

整　理　番　号 所管課等

312613 みどり公園課

事　務　事　業　名

公園施設改修事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

事　務　事　業　名

智光山公園整備事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

緑豊かな当該公園は、スポーツやレクリエーションの拠点としても多くの市民に利用されており、本市
のシティセールスポイントの一つでもあることから、事業は現行どおり継続する。

なお、公園内の民有地の取得や各種施設の維持管理等は、公園を訪れる方々が安心して安全に利用で
き、利用者の満足度がより一層高まるよう努める必要がある。

第二次評価コメント

公園内に設置された遊具の多くは老朽化しており、事故を未然に防ぎ、利用者が安心して使用できるよ
う計画的な改修が必要であり、さらに、改修により利用者の増加が期待できることから、事業は現行どお
り継続する。

事　務　事　業　名

緑地保全活動推進事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

緑化意識の向上と、緑の重要性に対する認識を高めるためには、市民参加による緑地保全活動を推進す
ることが重要であることから、事業は現行どおり継続する。

第二次評価コメント

第二次評価コメント

平成２６年度においては寄付行為による１箇所の公園整備であった状況から、効果の実績として位置づ
けておらず、効率性は、かなり低いという評価となっているが、今後も身近な公園整備は重要であること
から、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

身近な公園整備事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり
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整　理　番　号 所管課等

312621 みどり公園課

整　理　番　号 所管課等

524522 教育総務課

整　理　番　号 所管課等

524526 教育総務課

整　理　番　号 所管課等

514221 社会教育課

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

生涯学習に関する情報提供や場づくりは、市民との協働の観点からも重要であり、施設の管理運営を委
託し、業務の効率化も図られていることから、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

中学校校舎等改修事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

老朽化が進む学校施設の長寿命化は喫緊の課題であり、生徒の学習や生活の場にふさわしい良好な環
境、さらには防災、防犯など安全性を備える学校施設の整備を計画的に実施することは重要であることか
ら、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

生涯学習推進事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

事　務　事　業　名

小学校校舎等改修事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

⇒
方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

入間川河川敷の親水空間の維持管理については、市民参加による有効かつ効率的な推進が重要であるこ
とから、事業は現行どおり継続する。

老朽化が進む学校施設の長寿命化は喫緊の課題であり、児童の学習や生活の場にふさわしい良好な環
境、さらには防災、防犯など安全性を備える学校施設の整備を計画的に実施することは重要であることか
ら、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

笹井ダム周辺整備促進事業

方向性（第一次）

第二次評価コメント
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整　理　番　号 所管課等

555021 社会教育課

整　理　番　号 所管課等

514311 スポーツ振興課

整　理　番　号 所管課等

514321 スポーツ振興課

整　理　番　号 所管課等

514322 スポーツ振興課

第二次評価コメント

郷土の歴史や伝統文化の継承は、文化振興施策の一つとして重要であることから、事業は現行どおり継
続する。

なお、評価の効率性が普通となっていることから、補助金の算定、交付については、費用対効果と目的
の達成に留意しつつ、補助率、補助金額等の適正化について、引き続き見直しが必要である。

⇒
方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

事　務　事　業　名

スポーツ振興事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

施設の有効活用については、整備完了後に成果が生じるものであり、本事業も整備完了前の評価である
ことから、現時点での有効性は、普通という評価となっているが、スポーツ活動に親しむことができる身
近な施設を整備し、活動を支援することは重要であることから、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

文化財保護事業

方向性（第一次）

第二次評価コメント

老朽化が進む公共施設の改修は今後も必要であり、改修の内容に優先度をつけるなどの必要性はある
が、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

屋内スポーツ施設改修事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

スポーツに親しめる機会や場の充実は、生涯スポーツの促進を実現する上で重要であることから、事業
は現行どおり継続する。

なお、事業の目的を実現する方策としては、委託を含め、より効果的な手法を検討することも必要であ
り、成果指標については、参加者の満足度に関するアンケート結果等への変更を検討する必要がある。

事　務　事　業　名

スポーツ施設の有効活用・整備推進事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント
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整　理　番　号 所管課等

252031 学務課

整　理　番　号 所管課等

524435 学務課

整　理　番　号 所管課等

343211 水道施設課

安全で良質な水道水を安定的に供給していくためには、計画的に配水管を更新し、漏水の防止と耐震対
策を図ることが重要であることから、事業は現行どおり継続する。
　なお、工事における他事業との調整等、さらなる効率化についての検討が必要である。

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

事　務　事　業　名

学童保育室改修整備事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

第二次評価コメント

仕事と子育ての両立支援や、児童の健全育成の観点から、学童保育のニーズは高く、新たな学童保育室
の整備や拡張によって利便性や安全性の向上などの保育環境の改善につながることから、事業は現行どお
り継続する。

第二次評価コメント

幼児教育の振興や園児保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、公立幼稚園と私立幼稚園の保護者負
担の格差の是正を図るためにも有効であり、また、子育て支援、若年層人口の流出抑制や若者世代の定住
につながる取組みであることから、事業は現行どおり継続する。

事　務　事　業　名

幼稚園就園奨励事業

方向性（第一次）
⇒

方向性（第二次）

現行どおり 現行どおり

事　務　事　業　名

配水管（上水道）更新事業
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