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◇一覧表の見方

一次評価(担当課による評価)、二次評価（経営戦略会議による評価）

継続

継続（要改善）

廃止

完了

事業、制度を廃止するもの

事業、制度が完了、終了するもの

一部見直

現行のとおり継続するもの

継続とするが改善や検討を要するもの　（達成度改善、効率性改善、公平性改善　ほか）

・受益者負担の見直しや給付額の変更など市民に対して大きな影響を与えるもの

・事業、制度を抜本的に見直すもの　ほか



平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業） 資料3-1

（総務部）

1 情報公開事務
総務
課

継続

　情報公開時に個人情報については、慎重に取り
扱っている一方、軽微なものでも総務課への照会
や問い合わせが多いことから、マニュアル（情報公
開の手引き）を配付するとともに職員研修を対象を
拡大し実施する必要がある。

継続
（要改善）

（その他）
　今年度中に、職員用のマ
ニュアルを作成すること。

職員用のマニュアルは作成し最終
見直しをしているところで、近く配
布できる。

継続
(要改善）

職員用のマニュアルに基づき職
員研修を充実させること。

継続

（要改善）

職員用のマニュアルに基づき職

員研修を充実させること。

2 個人情報保護事務
総務
課

継続

個人情報の保護については、職員に浸透している
ようであるが、新人職員等への研修は引き続き必
要である。情報公開に係る個人情報保護事務に
ついては、情報公開事務と同様である。

継続 - - - 継続

3
庁議・部課長会議に関するこ
と

総務
課

継続 今後も継続することが望ましい。 継続 - - -

　平成２３年度第１３回庁議（Ｈ

24.1.5開催）において、庁議改革を実

施し、庁議を経営戦略会議と連絡調整

会議の２部構成とした。

　また、今年度の第６回庁議（Ｈ

24.7.18開催）において、庁議付議事

項を調査・検討する機関として、香取市

経営戦略会議研究推進部会の設置を

報告。

継続

4
庁内の案内及び電話交換に
関すること

総務
課

継続
庁内の案内及び電話交換については、既に定着
しており、概ね好評である為、事業継続に問題は
無い。

継続 - - - 継続

5 職員提案に関すること
総務
課

継続 応募者、応募件数を増やすための工夫が必要で
ある。

継続 - - - 継続

6 文書ファイリングに関すること
総務
課

継続
廃棄・引継については、達成率の向上へ向けた取
り組みを行う必要がある。

継続
（要改善）

（達成度改善）
　職員研修を充実させ、文書
管理を庁内で徹底すること。

研修会を実施している。（新採）一
般職員は２年前

継続
（要改善）

研修等実施し職員に浸透させ文
書管理を徹底すること。

継続

（要改善）

研修等実施し職員に浸透させ

文書管理を徹底すること。

7 文書の集配に関すること
総務
課

継続

今後の組織体制や人員配置により、現在のままの
体制がよいのか特定信書便事業者の利用がよい
のか、それぞれの利点や短所を比較検討する必
要がある。

継続
（要改善）

（その他）
　嘱託職員等での実施や民間
委託を検討すること。

特定信書便があるので、民間委託
は難しい。

継続
（要改善）

嘱託職員等での実施や委託を検
討すること。

継続

（要改善）

嘱託職員等での実施や委託を

検討すること。

本庁と各区事務所間を回り、
文書の集配を行う。

香取市情報公開条例及び同
条例施行規則に基づく情報
公開事務。

香取市個人情報保護条例及
び同条例施行規則（市長・事
業者）に基づく個人情報保
護事務。

庁議を毎月第１、第３月曜日
に、部課長会議を毎月第２
月曜日に開催する。（議会月
を除く。）

　来庁者への案内及び電話
交換業務。

　職員提案を募集し、職員提
案審査委員会の審査を経
て、優秀な提案を採用する。

　文書管理システムによる収
受、起案、供覧、決裁、送
付、完結処理を行い、保存
年限毎に保存し（引継）、保
存年限を過ぎた文書につい
て、廃棄処理を行う。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

事-3



平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業） 資料3-1

（総務部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

8 選挙の啓発に関すること
総務
課

継続
投票率の向上を図るため、引き続き、啓発活動を
進める必要がある。

継続 - - - 継続

9 消火栓の設置及び更新
総務
課

継続
消防水利の適正配置を図るため、計画的に設置
する。

継続 - - - 継続

10 自主防災組織の育成
総務
課

継続
災害に強いまちづくり及び市民の防災意識の向上
のため、今後も継続する。

継続
（要改善）

（達成度改善）
引き続き、組織率の向上に努
めること。

震災後であるが、訓練を実施し防
災意識の向上に努めた。

継続
（要改善）

住民自治会協議会等に働きかけ
自主防災組織の設立・育成を図
ること。

継続

（要改善）

住民自治会協議会等に働きか

け自主防災組織の育成を図る

こと。

11 地域防災対策事業
総務
課

継続
震災の教訓を踏まえ、配置場所の増、備蓄数量の
増を検討する必要がある。
各地域にバランスよく配備する必要がある。

継続 - - - 継続

12 防災行政無線設置管理事業
総務
課

継続
災害時等に市民の安全、生命を守るために市が
実施すべき事業である。

継続 - - - 継続

13 防災行政無線統合事業
総務
課

継続
引き続き、周波数の早期統一に向けて、事業の推
進を図る必要がある。

継続 - - - 継続

14 防災訓練に関すること
総務
課

継続
防災意識の向上・災害対応の向上を図るため、訓
練内容の改善、工夫を行う。

継続
（要改善）

（達成度改善）
　地域への意識啓発、自主防
災組織間の連携、事業所との
連携など、一層の強化を図る
必要がある。

区長、社協、商工会、地区の役員
に働きかけた。

継続
（要改善）

町内会単位の防災訓練等の新
たな取組をさらに発展させ災害
対応に役立てること。

継続

（要改善）

町内会単位の防災訓練等の新

たな取組をさらに発展させ災害

対応に役立てること。

15 情報システムの管理運営
総務
課

継続

　耐用年数を経過し故障が頻発し始めた住民系・
内部系情報システムの全面更改を平成22年度末
におこなった。ただし、震災のよる原発停止に伴う
計画停電対応で、住民情報系は対策を講じるた
め、稼動を5月へ延期したが無事に稼動した。総合
窓口システムも予定通り構築したが、システム全面
更改による原課負担増と震災の影響等もあり原課
との調整ができず、稼動が遅れた。住民系はクラウ
ド化が完了したが、次期更改時に向け内部系のク
ラウド化も検討していく。

継続 - - - 継続

16 電子申請システム導入事業
総務
課

継続
住民に対して最小限の費用でサービスを提供でき
たこと、現状のサービスでは維持費はかからないこ
とから、サービス拡充の点を重視して継続すべきで
ある。

継続 - - - 継続

防災行政無線の周波数は１
市町村１波が原則であること
から、合併に伴い、旧市町の
防災行政無線の周波数を１
波に統一するためのシステム
統合を行う。

市が主催する防災訓練、土
砂災害避難訓練を定期的に
実施する。また自主防災組
織の防災訓練に指導協力を
行う。

住民情報及び内部事務情報
システムとデータの適切な管
理運営。

インターネット等を利活用し
て各種行政サービス（住民
票、印鑑証明書、税関係証
明書等の発行）を受けられる
ようにする。

　明るい選挙推進協議会を
組織し、機関紙の発行・街頭
啓発等の啓発活動を行う。

消防水利の効率的な配置及
び更新を行う。

組織設立時に防災資機材の
貸与を行う。市の防災訓練
への参加や独自の訓練への
指導、協力を行う。

非常用食料・水の計画的更
新、避難所用・救助用資機
材の計画的購入。

防災行政無線設備の保守点
検、修繕等を実施し、災害等
緊急時における市民への情
報伝達手段を確保する。
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17
他の部課が管理する業務シ
ステムの運用支援に関するこ
と

総務
課

継続

情報システムの形態がどうであれ個人情報が付帯
することが多く、市の情報セキュリティポリシーの範
囲から逸脱することはできない。したがって今後と
も必要である。

継続 - - - 継続

18
情報セキュリティポリシーに関
すること

総務
課

継続

継続性が重要で、最新のセキュリティ動向に注意
しながら研修を行う必要がある。このため、毎年外
部講師による多岐に渡る研修会を実施することで
飽きさせず、継続性を維持させながら、レベルアッ
プを図る必要がある。

継続 - - - 継続

19 電波遮へい対策事業
総務
課

継続

自主共聴施設や戸別受信については原則めどが
ついたが、「新たな難視地域」市内８箇所について
は、衛星放送を利用しての暫定措置が講じられて
いるが、永久的対策は東京スカイツリーからの放送
が始まって改めて現地調査を実施し、戸別受信か
共同受信の方法が決定される。
これら対策に当たっては、地域代表者との連絡調
整役として行政が位置づけられており、また共同
受信となった場合にはH22年度同様に行政が補助
金の橋渡しをすることになることから、今後の国・放
送事業者の動向について注視する必要がある。

継続 - - - 継続

20 光回線整備事業
総務
課

継続

採算ベースとなる３割以上の加入者確保はH23年
に達成。
今後の課題としては、電柱立替えに伴う共架費負
担を如何に減らすか、また、更なる加入増に向け
行政サービス提供について検討する必要がある。

継続 - - - 継続

21 職員健康管理事務
総務
課

継続 産業医と連携し職員の健康保持・増進に努める。 継続 - - - 継続

22 職員研修
総務
課

継続
平成19年策定の　「香取市人材育成基本方針」に
基づき、職員の能力開発及び意識改革を推進す
るため、必要な研修を実施する。

継続 - - - 継続

23 人事評価
総務
課

継続

業務目標の設定、評価などで職員の意識改革に
つながったと考える。定型業務等で改善目標の設
定が困難な部署との公平性や評価の簡素化の意
見もあり、制度内容の検討を継続していく。

継続
（要改善）

（公平性改善）
　多様な職務・業務に対応し
た評価システムの構築など、
制度の改善について検討する
こと。

技能労務職の業績評価の方法を
改正し実施

継続
（要改善）

事業目的に適うように引続き制度
の改善について検討すること。

職務に応じた評価制度とするために技能

労務職の業績評価の方法を改正した。

継続

（要改善）

事業目的に適うように引続き制

度の改善について検討すること。

24 安全衛生事務
総務
課

継続
引き続き、公務災害が発生しないよう安全に関す
る意識高揚と再発防止に努める。

継続 - - - 継続

25 市民表彰
秘書
広報
課

継続
市における功績や功労に報いるべく、それを称え
表彰することは必要な事業である。

継続 - - - 継続

自治の振興発展等に貢献し
た者及び市民の生活と文化
の向上に功労のあった者を
表彰する。

自主共聴組合の立ち上げ支
援と改修補助事業に伴う各
種手続きを行う

光回線の幹線を整備し、この
幹線を通信事業者へ貸し出
すことで、インターネット光回
線サービスを市内全域で利
用できるようにする。

定期健康診断、特殊健康診
断、予防接種、健康相談な
どにより職員の健康保持増
進を図る。

新生香取市づくりへの意欲と
能力を持ち、市民から信頼さ
れる職員を目指し、各種研
修を行う。

人事評価を行い、その運用
過程及び結果を人材育成や
処遇反映に活用する。

職員の労働環境と健康を確
保するため、安全衛生委員
会の開催、産業医の委嘱、
職場巡視等安全衛生管理事
業を実施する。

事務処理の効率化を図る最
善なシステムを導入するた
め、他の部課が必要とする適
切なシステムの導入が図れ
るようにする。

情報資産を取り扱う職員に
対して、情報セキュリティに
関する最新の知識を周知さ
せ、情報資産の適切な運用
管理が行えるよう指導する。
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26 広報紙の発行
秘書
広報
課

継続

H24年4月1日号からリニューアルし、一人でも多く
の市民が登場する市民参加型の紙面づくりをはじ
め、住民から関心を持たれる企画コーナー等、内
容の更なる充実化を図る。

継続 - - - 継続

27 ホームページ管理運営事業
秘書
広報
課

継続

今後も、継続すべき事業であり、更なる充実を図る
必要がある。特に、高齢者や障害者、外国人によ
るアクセス面での環境整備が課題となっているの
で、平成22年度に、緊急雇用創出事業を活用した
事業（ウェブアクセシビリティ整備）を実施し、行政
サービスの更なる向上を図りたい。

継続 - - - 継続

28
定例記者会見（情報提供事
業）

秘書
広報
課

継続

更に、市の施策や、イベント情報を内外に向け積
極的に情報提供を図る必要がある。
そのために、職員の意識改革と醸成を図ることが
課題

継続
（要改善）

（その他）
　担当評価のとおり、積極的な
情報発信について各課等に
周知徹底すること。

今年度から随時成田空港民放クラ
ブ・NHKへFAXにより情報提供に
取組み、各課等に周知徹底してい
る。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

29 市長への手紙（メール）
秘書
広報
課

継続
寄せられた意見等を積極的に行政運営に取り込
んでいく姿勢をさらに醸成していくことが必要。

継続 - - - 継続

30 まちづくり出前講座の開催
秘書
広報
課

継続 制度の周知により開催回数の増加に努める。
継続

（要改善）

（達成度改善）
　担当評価のとおり、一層の周
知を図り達成度を高めること。

-
継続

（要改善）
担当評価のとおり一層の周知を
図り達成度を高めること。

継続

広報により住民等に情報提
供を行い、市政に対し理解と
関心を持ってもらう。毎月、1
日と15日に広報紙を発行し、
新聞折り込みや公共施設等
への設置により配布する。

市政等に関する情報を、
ホームページを通じて市内
外に向けて発信し、香取市
を広くＰＲする。

定期的に、市長の記者会見
を行い、各種の行政情報を
提供する。（6月・9月・12月・3
月）
また、定例記者会見のほか
に、各課等からの依頼によ
り、随時情報提供を行う。

市長への手紙（メール）を収
受し、市の考えを回答する。
回答は、広報やホームペー
ジで公表する。

市の施策や事業などについ
て、職員が講師として出向い
て説明する。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（企画財政部）

1 成田国際空港関連事務
企画政
策課

継続

完全民営化、容量拡大など、成田国際空港を取り
巻く状況がこの数年で大きく変化することから、
NAA、国、県、周辺自治体、地域住民等と協議調
整する場は、ますます増加することが予想されるた
め、引き続き継続していく。

継続 - - - 継続

2 利根川サミットに関すること
企画政
策課

継続
地域振興、ふるさとづくりを推進するため地域特性
を活かしたテーマを計画的に設定し、地域課題の
解決に向けて取り組んでいく。

継続
（要改善）

（達成度改善）
担当評価のとおり、戦略的に
取り組み、達成度を改善する
こと。

継続
（要改
善）

構成市町における広域的課題へ
の取り組みとなるようにサミットの
テーマについて検討すること。

継続

（要改善）

防災や橋梁、堤防などの広域

的課題への取り組みとなるように

サミットのテーマについて検討する

こと。

3
循環バス運行事業 企画政

策課
継続

　佐原・小見川循環バスの利用者数が大幅に増加
するほか、山田・栗源循環バスも近年の減少傾向
に歯止めがかかった。今後も、利用者や沿線地区
の要望を受け、一部運行経路の変更や停留所の
増設等を検討する。また、近年はドア・ツウ・ドアへ
の対応など、地域ニーズも多様化してきているた
め、地域公共交通協議会等を通じて事業者と協議
しつつ、新たな運行形態（デマンド交通）について
も並行して検討する。

継続
（要改善）

（達成度改善）
　乗車率の向上に努めること。

乗車率向上に努めた。大戸・瑞穂
ルート逆回りの導入、停留所４か
所増設）、1日フリー乗車券導入

継続
（要改
善）

市が実施する他の交通支援事業
も考慮し、総合的な交通体系を
検討すること。

地域ニーズに対応した新たな運行形

態として、デマンド交通の研究を行っ

た。

継続

（要改善）

市が実施する他の交通支援事

業も考慮し、総合的な交通体

系を検討すること。また、市民に

対して積極的に周知を図るこ

と。

7 姉妹都市等交流事業
企画政
策課

継続

高郷村（喜多方市）については、お互いの意思確
認と協議が必要である。川西市については、姉妹
都市に関する協定を改めて締結を行った。これを
契機に、より一層の民間レベルの人的・産業の交
流を更に活発化させる。

継続
（要改善）

（その他）
担当評価のとおり高郷村（喜
多方市）と、所定の協議を進め
ること。

平成22年7月17日川西市と姉妹都
市提携調印。喜多方市とは平成２
５年度に姉妹都市として協定を締
結できるよう取り組んでいる。

継続
（要改
善）

２市に限らず他の関係団体との
交流の深化にも取り組むこと。

これまで旧小見川町と友好関係にあっ

た旧高郷村地区と物産交流を続けて

きたがH23年度は喜多方市農業祭へ

参加するなど新たな友好都市締結に

向け交流を深めた。(平成24年7月

20日喜多方市と友好都市協定を締

結）

継続 【見直しにより評価が向上】

9 ふるさと香取応援寄附金事業
企画政
策課

継続
　本事業は新たな自主財源を確保することである
ため、重要な事業と考える。今後の課題としては、
新たな広報活動等の戦略を考え、実施する。

継続 - - - 継続

10
各種委員会等委員の公募の
促進

企画政
策課

継続
　公募促進のため、庁内の意識の醸成や調査を行
う。
　公募指針の策定を検討。

継続
（要改善）

（達成度改善）
　公募指針を策定すること。

継続
（要改
善）

他団体の状況（構成割合等）など
について調査を行い、指針策定
を進めること。

継続

（要改善）

他団体の状況（構成割合

等）などについて調査を行い、

指針策定を進めること。

11
子育て創生事業（婚活事業）
【新規】

企画政
策課

継続
　当面は、現状のとおり実施していくが、将来的に
は民間事業者や各種団体等が主体となった事業
展開に向け、検討を重ねていきたい。

- - - - - -
継続

（要改善）

担当課評価のとおり検討するこ

と

14 行政評価
企画政
策課

継続

業務の改善・改革による効率化の推進、職員の意
識改革、結果の公表による市民への説明責任や
透明性の確保など、市が積極的に取り組むべき事
業である。

継続 - - - 継続

15
予算の編成及び執行管理に
関すること

財政課 継続

引き続き、効率的な予算編成システムの構築を図
りながら、円滑な事務執行に当たる。予算資金計
画について、財務会計システムの更新作業と併
せ、早期の導入を図る

継続 - - - 継続

16 財政事情の公表に関すること 財政課 継続 引き続き、情報開示内容の充実に努める 継続 - - - 継続

17 市有財産の有効活用 財政課 継続
未利用地の売却処分にあたり、当該事務（境界確
定、入札手続等）を進めていく。順次、他の保有未
利用地の抽出と活用方針の決定を行っていく。

継続 - - - 継続

結婚意欲のある独身者に出
会いの場となる様々なイベン
ト等を開催し、独身者の縁結
びを支援する

業務の改善・改革による効率
化の推進、職員の意識改革
を図ることなどを目的として、
行政評価システムを導入す
る。

効率的な予算編成システム
を構築し、円滑な予算執行
を行う。

市の財政状況について広
報、ホームページ等で公表
する。

未利用の市有財産につい
て、利活用又は売却を実施
する。

成田空港周辺地域の魅力あ
る都市づくりを目指し、成田
国際空港株式会社（NAA）、
国、県、周辺自治体、地域住
民などと様々な会議の場等
において、協議・検討を行
う。

利根川下流に位置する構成
市町（香取市、銚子市、神栖
市、東庄町）の地域振興、ふ
るさとづくりを推進し、広域的
課題に積極的に取り組む。
構成市町の首長による懇談
会を開催し、意見交換等を
行う。

市独自の運行体系（ルート、
運賃等）による地域に密着
し、地域住民の利便性に配
慮した運行を行う。

兵庫県川西市・福島県喜多
方市（高郷村）と友好親善の
推進、地域の振興・活性化を
目的として、人的交流や文
化交流、技術・経済交流を行
う。

個性豊かな活力あるふるさと
づくりのため、寄附金を募る
ための広報活動等を行う。

多くの市民の声を市政に反
映させ、市民協働のまちづく
りを確立するため、各種委員
会等の委員の公募を促進す
る。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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18
公用自動車の総括管理に関
すること

財政課 継続
公用車を効率的に運行するには共用車システム
の継続が必要である。

継続
（要改善）

（効率性改善）
購入とリースのメリット、デメリッ
ト等について検討すること。

職員用内部情報システムに適正
な運用について掲載している。

継続
（要改
善）

予約システムの適正な運用につ
いて職員に徹底させること、ま
た、点検整備等安全面に配慮し
た計画的な車両更新を行うこと。

継続

（要改善）

予約システムの適正な運用につ

いて職員に徹底させること。ま

た、点検整備等安全面に配慮

した計画的な車両更新を行うこ

と。あわせて、鉄道の利用につい

ても検討すること。

19
市民バスの管理運用に関す
ること

財政課 継続 老朽化バスの廃止。（平成24年度１台）
継続

（要改善）

（必要性検討、効率性改善、
公平性改善）
　民間事業者への運行委託も
含め、今後の市民バスのあり
方について早急に検討するこ
と。

継続
（要改
善）

　民間事業者への運行委託も含
め、今後の市民バスのあり方につ
いて早急に結論を出すこと。

継続

（要改善）

民間事業者への運行委託も含

め、今後の市民バスのあり方に

ついて早急に検討すること。ま

た、近隣市町村の事業実施方

法についても調査すること。

20 入札（電子入札）に関すること 財政課 継続
全入札案件の電子入札への移行を完了した。
事後審査型一般競争入札の導入を目指す。

継続 - - -

千葉県と県内市町村が共同利用する

新システムに移行するとともに、入札参

加資格審査申請について、共同受付

窓口で電子申請による一括受付を実

施した。

継続

21 契約に関すること 財政課 継続
契約事務を点検し、より効率的で、公正かつ適正
な契約事務を行う。

継続 - - - 継続

22 検査に関すること 財政課 継続
適正な履行確保のため、より一層の検査体制の充
実が必要である。

継続
（要改善）

（効率性改善）
業務の外部委託について検
討すること。

外部委託も実施しており、内部で
の検査体制についても検討した。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

23 法人市民税に関すること 税務課 継続
地方行政の運営に必要な財源を確保する必要が
あるため。今後も、より適正で公平な課税の実現を
目指す。

継続 - - - 継続

24 個人市民税に関すること 税務課 継続
地方行政の運営に必要な財源を確保する必要が
あるため。今後も、より適正で公平な課税の実現を
目指す。

継続 - - - 継続

25 軽自動車税に関すること 税務課 継続
地方行政の運営に必要な財源を確保する必要が
あるため。今後も、より適正で公平な課税の実現を
目指す。

継続 - - - 継続

26 たばこ税に関すること 税務課 継続
地方行政の運営に必要な財源を確保する必要が
あるため。今後も、より適正で公平な課税の実現を
目指す。

継続 - - - 継続

27 固定資産税に関すること 税務課 継続
広大な市域を調査するためには、地番図を整備
し、将来的にはGIS等を活用した地目相違判定の
システム化等、効率性を高める必要性がある。

継続 - - - 継続

30 都市計画税に関すること 税務課 一部見直
平成23年度から税率を０．２％に統一し、また、課
税区域を都市計画用途地域を中心とした区域に
見直すことで、税負担の公平性を確保した。

一部見直
課税区域の見直しと税率の統一を
行った。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

31
固定資産評価審査委員会に
関すること

税務課 継続
地方税法に定められた機関であり運営にも問題は
ない。

継続 - - - 継続

32 収納補助員に関すること 税務課 継続
市が行う事務であり、安定的な収納業務を行うため
に必要である。

継続 - - - 継続

33 市税の滞納処分に関すること 税務課 継続

納税は国民の三大義務の一つであり、滞納税を放
置しておくことは、納期内納付している大多数の善
良な納税義務者との公平性を欠くことになります。
また、滞納が多くなることは、市の財政を圧迫し、
住民サービスに支障をきたすことにもなりかねませ
ん。
以上により、税の公平性を保つために、現在実施
している収納対策を継続強化する。

継続 - - - 継続

34 市税等の徴収に関すること 税務課 継続 引き続き徴収率の向上に努める。 継続 - - - 継続

財源の確保・税負担の公平
性の確保をするため、滞納
者と接触を図り自主納付を
促すと共に滞納処分を実施
する。

納税相談や臨戸訪問により
市税等の納付を促す。

軽自動車税について公平で
適正な賦課をする。

たばこ税について公平で適
正な賦課をする。

固定資産税について公平で
適正な賦課をする。

都市計画税について公平で
適正な賦課をする。

固定資産課税台帳に登録さ
れた価格に関する不服を審
査決定する。

収納補助員による市税等滞
納者に対する収納及び口座
振替納付を加入促進する。

市民バスの予約、受付、運
行等の業務を行う。車両の安
全確保のための点検・整備、
修繕等の執行に係る管理業
務を行う。

入札手続きの透明性・競争
性の向上、コスト縮減・事務
の迅速化・環境負荷の低減
及び入札参加者の利便性の
向上のため、入札手続の電
子化を推進する。

事業担当課から依頼を受け
た入札案件に対し、地方自
治法等に基づく契約事務手
続きを行う。

市発注の建設工事及び工事
に関する設計、測量、調査
等の完了検査を行う。

法人市民税について公平で
適正な賦課をする。

個人市民税について公平で
適正な賦課をする。

公用自動車を効率的に稼動
させるため、車両維持管理、
運行管理を行う。
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17 男女共同参画推進事業
市民活
動推進

課
継続

　現状では，ワークライフバランスの必要性への理
解不足や固定的な役割分担意識とそれに基づく
制度や慣行が家庭・職場・地域に根強く残ってい
ると思われる。そのため、引き続き住民対象のセミ
ナーや職員の意識改革のための研修会等を開催
し、意識の高揚に努める必要がある。

継続 - - - 継続

18
市民協働まちづくり事業（市
民活動総合保険）

市民活
動推進

課
継続

総合計画の基本理念「市民協働による暮らしやす
く人が集うまちづくり」を推進するため、適正な運用
に努めるとともに，市民向けのパンフレットの作成
について検討したい。

継続
（要改善）

　（達成度改善）
　市民協働指針の周知と啓発
を積極的に行うこと。

各地域での会合の際に説明を行
い周知を行った。

継続
（要改
善）

より一層、住民自治協議会の設
置のための周知や啓発を行うこ
と。

継続

（要改善）
制度の周知を図ること

19
【新規】
市民協働まちづくり活動事業

市民活
動推進

課
継続

総合計画の基本理念「市民協働による暮らしやす
く人が集うまちづくり」を推進するため、また、まち
づくり条例の効果的な運用のためにも、引き続き体
制づくりと周知が必要である。

- - - - -
平成23年度中に住民自治協議会が

11団体設立された

継続

（要改善）

住民自治協議会の設立を推進

すること。また、設立後の団体の

自立支援を行うこと。

20
まちづくり活動リーダーの養
成

市民活
動推進

課
継続

地域で中心となってまちづくりに取り組んでいく人
材の育成のためのシステム作りが課題である。

継続 - - - 継続

21 地縁団体に関すること。
市民活
動推進

課
継続

電子データ化した台帳のフォーマットを改めるな
ど、事務の軽減と効率性について検討する。

継続 - - - 継続

22 市民相談事業
市民活
動推進

課
継続

日常生活での行政に関する事案や家事・民事上
の問題に対し、解決の糸口を教示し、市民生活の
安定を図るため、本事業の実施は必要である。

継続 - - - 継続

23 人権擁護推進事業
市民活
動推進

課
継続

基本的人権を擁護し、人権擁護意識の普及・高揚
を図る趣旨から、市が行うべき事業であり、今後も、
その施策の推進を図る必要がある。

継続 - - - 継続

24
配偶者等からの暴力の防止
等に関する事業

市民活
動推進

課
継続

ＤＶ法第2条の趣旨から、市が行うべき事業であり、
今後も、関係課が連携しＤＶ被害者等の保護及び
支援を図る必要がある。

継続 - - - 継続

25 法律相談等に関すること
市民活
動推進

課
継続

弁護士による法律相談や司法書士による法律相
談は市民生活の安定を図るという趣旨から、市が
行うべき事業であり、市民のニーズが高い。今後
も、予約制により定期的に実施する必要ある。

継続 - - - 継続

26 行政相談に関すること
市民活
動推進

課
継続

　行政相談委員法に基づき委嘱された、行政相談
委員と連携し行う事業であり、今後も周知を図りな
がら事業を実施する必要がある。

継続 - - - 継続

地縁団体の認可等の手続き
を行う。

市民相談体制の充実、ワン
ストップサービスによる、利便
性の高い市民相談体制の充
実を図る。

人権問題の啓発を進めるとと
もに、人権擁護委員の活動
支援、人権に関する相談体
制の充実を図る。また、人権
に対する意識の高揚を図る
ため、人権講演会も定期的
に開催する。

ＤＶ相談の実施、関係機関
による連絡調整会議の開
催。関係課が連携しＤＶ被害
者等の保護及び支援を図
る。

市民のニーズが高い無料法
律相談を、予約制により定期
的に実施する。

定期的に行政相談等を行う
とともに、相談体制を推進す
るため、普及啓発活動を実
施する。

男女共同参画計画の策定及
び推進を行う。

市民協働指針「かとりの風」
に基づく協働意識の周知と
啓発を行うとともに、市民活
動を支援する保険制度を運
用する。
まちづくり条例に基づく住民
自治協議会の設立を進める
とともに，その基本理念と
なっている市民協働指針「か
とりの風」に基づく協働意識
の周知と啓発を行う。
市のホームページに市民活
動情報サイトを開設し、市民
活動団体の取り組みの紹介
し、地域で中心となってまち
づくりに取り組む人材の育成
を目指す。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

1 障害者相談支援事業
社会福
祉課

継続
障害福祉サービスに繋がっていない障害のある人
をどのように見つけていくか、そして権利擁護に繋
げるかが課題である。

継続 - - - 継続

2 知的障害者職親委託料
社会福
祉課

継続
今後も同委託先にて利用継続の見込があり、継続
して実施していく必要がある。また、将来的にどの
ように就労に結びつけていくのかが課題である。

継続 - - - 継続

3
地域活動支援センターⅠ型
事業

社会福
祉課

継続
障害福祉サービスに繋がっていない障害のある人
をどのように見つけていくか、そして権利擁護に繋
げるかが課題である。

継続 - - - 継続

4 移動支援事業
社会福
祉課

継続
新規のサービス提供事業所・提供者を確保し、利
用の拡大を図る。

継続 - - - 継続

5 日中一時支援事業
社会福
祉課

継続
障害者等の日中における活動の場の確保及び障
害者等の家族の就労の支援は引き続き必要であ
る。

継続 - - - 継続

6 障害者デイサービス事業
社会福
祉課

継続
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に
対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の支援は
引き続き必要である

継続 - - - 継続

7
障害者福祉タクシー利用助
成費

社会福
祉課

継続
対象者や交付上限枚数などの検討が必要になる
こともあると思われるが、市の事業として継続。

継続 - - - 継続

8 成年後見制度利用支援事業
社会福
祉課

継続 障害者の権利擁護のためには必要。 継続 - - - 継続

9
障害者用自動車改造費助成
事業

社会福
祉課

継続 市の事業として継続。 継続 - - - 継続

10
障害者自動車運転免許取得
助成事業

社会福
祉課

継続 市の事業として継続。 継続 - - - 継続

11 日常生活用具給付等事業
社会福
祉課

継続 市の事業として継続。 継続 - - - 継続

12
障害者グループホーム等支
援事業

社会福
祉課

継続
障害基礎年金等を主たる収入としている市民税非
課税者に対してのみ助成を実施しているため、入
居者の生活の安定のため必要である

継続 - - - 継続

13 更生訓練給付費
社会福
祉課

継続
在宅生活及び就労を目指す障害者に対する支援
は引き続き必要である。

継続 - - - 継続
更生訓練のための経費を一
部助成（月額 6,300円）。

福祉タクシー利用券を交付
し通院等のために必要なタク
シー料金の助成を図る。

成年後見制度の申立てに要
する経費（登記手数料、鑑定
費用等）及び後見人等の報
酬の全部又は一部を助成す
る。

障害者自らが所有し運転す
る自動車の改造に要する費
用について10万円を限度に
助成する。

身体障害者（1級から4級まで
のもの）、知的障害者が自動
車運転免許取得に要する費
用に対して、10万円を限度
に助成する。

重度障害者に自立生活支援
用具等の日常生活用具を給
付又は貸与する。

障害基礎年金等を主たる収
入としている等、市民税非課
税者の利用者に対し家賃補
助を行う（月額　10,000円）。

障害者等からの相談に応じ、
必要な情報の提供及び助言
その他の障害福祉サービス
の利用支援等、必要な支援
を行う。

知的障害者を職親に預け、
生活指導及び技能習得訓練
等を行う。

専門的な相談支援等を要す
る困難ケース等の対応をす
るため、機能を有する地域活
動支援センター事業者に委
託して実施する。

屋外での移動が困難な障害
者等について、外出のため
の支援を行う。（マンツーマン
による介添え）

日中、障害福祉サービス事
業所、障害支援施設等にお
いて、障害者に活動の場を
提供し、見守り、社会に適応
するための日常的な訓練を
実施。

地域において就労が困難な
在宅障害者に対し、機能訓
練、社会適応訓練、入浴等
のサービスを実施。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

14 重度心身障害者(児）医療費
社会福
祉課

継続
毎月の医療費は障害者にとって大きな負担であ
り、本制度によって生活の安定が図られている者も
多いため、今後も継続する必要がある。

継続 - - - 継続

15 精神障害者医療費助成金
社会福
祉課

継続
長期入院している精神障害者の医療費は保護者
にとって大きな負担であり、経済的負担を軽減する
ため、今後も継続実施する必要がある。

継続 - - - 継続

16
在宅重度知的障害者及びね
たきり身体障害者福祉手当

社会福
祉課

継続
本手当の支給により経済的安定が図られている者
は多く、今後も継続実施する必要がある。

継続 - - - 継続

17 障害者紙おむつ給付事業
社会福
祉課

継続 市の事業として継続。 継続 - - - 継続

18 手話通訳者設置事業
社会福
祉課

継続 今後も適切なサービスの維持に努める。 継続 - - - 継続

19 手話通訳者派遣事業
社会福
祉課

継続 今後も適切なサービスの維持に努める。 継続 - - - 継続

20 高齢者クラブ連合会事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、高齢者の生きがい活動を推
進する上で必要である。

一部見直
高齢者クラブ連合会補助金と
統合し、併せて補助額も精査
すること。

一部見直

高齢者クラブ連合会補助金と統
合し、併せて補助額も精査するこ
と。

継続

（要改

善）

高齢者クラブ連合会補助金との

統合を検討すること。

21 敬老祝事業
高齢者
福祉課

継続 市が行うべき事業であるが、内容等の再検討が必
要である。

継続
（要改善）

（達成度改善）
担当評価のとおり、内容等の
再検討をすること。

事業の内容については現在再検
討中である。

継続
（要改善）

引き続き、内容等の再検討をす
ること。

継続

（要改

善）

引き続き、内容等の再検討をす

ること。

22 敬老会事業
高齢者
福祉課

一部見直
市が行うべき事業であるが、各区の特色を生かし
ながら民間委託も含めて実施方法の検討が必要
である。

継続
（要改善）

（達成度改善）
担当評価のとおり、内容等の
再検討をすること。

- - - 一部見直 担当課評価のとおり

23
地域密着型サービス運営事
業

高齢者
福祉課

継続

当該事業に関しては、香取市地域密着型サービス
運営委員会設置要綱に基づき実施されており、各
項目の評価から総括して、継続実施が必要である
と判断する。

継続 - - - 継続

24 介護認定審査会に関すること
高齢者
福祉課

継続
総合的に判断しても、介護保険の保険者である市
が行うべき事業であり、審査会の運営も問題はな
い。

継続 - - - 継続

25 介護認定調査事務
高齢者
福祉課

継続
一定の基準に基づいての認定調査であり、公平か
つ適切である。

継続 - - - 継続

26 おむつ給付事業
高齢者
福祉課

継続 高齢者の増加に伴い、利用者は増加傾向にある。
継続

（要改善）

（その他）
  次期高齢者保健福祉計画、
介護保険事業計画（Ｈ２４～）
の策定時に、事業内容を再精
査すること。

継続
（要改善）

サービスと保険料との兼ね合い
について検討し事業の効率化に
ついて精査すること。

継続

（要改

善）

サービスと保険料との兼ね合い

について検討し事業の効率化を

図ること。また、被保険者に対し

制度のPRも行うこと。

調査員が要介護・要支援認
定申請者の自宅を訪問し、
心身の状態などを調査する。

在宅で紙おむつを必要とす
る要介護・要支援認定者に1
日あたり紙おむつ1枚、尿取
りパット3枚を限度に支給す
る。

手話通訳者を派遣する。（範
囲：原則千葉県内・一部茨城
県、時間：9時から17時）。

高齢者クラブ連合会へ委託
し、スポーツレクリエーション
活動・陶芸教室等文化活動・
生涯大学運営・シニアリー
ダー活用等の事業を実施。

80歳：記念写真事業
100歳：祝い金贈呈事業
結婚50周年：金婚祝品贈呈
事業

長寿の高齢者を祝うと共に、
感謝と敬意を表するため、４
区において実行委員会を設
立し、敬老会を開催する。

香取市地域密着型サービス
運営委員会を置き、地域密
着型サービス等の事業者の
指定、指定基準及び介護報
酬の設定、質の確保、運営
評価等を所掌する。

介護保険被保険者の申請に
基づき、介護認定審査をし、
認定を行う。

重度心身障害者（児）の保険
診療分の医療費及び申請に
係る証明手数料を助成す
る。

精神障害のため長期に入院
している方の、低所得世帯の
保護者に対し、医療費の一
部を助成。

在宅重度知的障害者、ねた
きり身体障害者、又はそれら
の人々の介護をする者に支
給（所得制限あり）。

在宅で生活する障害者が紙
おむつを使用する場合、1ヶ
月あたり紙おむつ30 枚、尿
とりパッド90 枚を上限に現物
給付。

市役所（本庁）に手話通訳者
を設置する。申請により市内
に出張して通訳を行う。

事-11



平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

27 外出支援サービス事業
高齢者
福祉課

一部見直
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要であるが、近年民間業者の参入も増加しており、
それらの活用も検討する必要がある。

継続 - - - 一部見直

既存の福祉タクシー制度との統

合や民間サービス事業者の利

用について検討すること。

28 ショートステイ事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要である。

継続 - - - 継続

29 緊急通報体制等整備事業
高齢者
福祉課

一部見直
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要であるが、対象者の範囲及び負担金額につい
ても検討する必要がある。

継続
（要改善）

（公平性改善）
課税状況に応じた利用者負担
の検討、導入をすること。

課税状況に応じた利用者負担を
導入した。

継続 【見直しにより評価が向上】 一部見直 担当課評価のとおり

30 高齢者配食サービス事業
高齢者
福祉課

一部見直
民間業者の新規参入が著しい業種であり、市内均
一のサービス提供を行う上からも補助内容も含め
た民間業者の活用を検討する必要がある。

一部見直
課税状況に応じた負担の検
討、市内均一のサービス提供
を早期に図るべきである。

民間業者の利用について検討は
行ったが、製造工場が遠かったな
どの理由により利用に至らなかっ
た。

一部見直

市内均一のサービス提供を目指
すこと。また、民間業者の委託に
あたってはどの程度まで市で行う
かということについて留意するこ
と。

一部見直

サービス需要が増加するなか

で、より効率的な実施方法につ

いて検討すること

31
老人日常生活用具等給付・
貸与費

高齢者
福祉課

一部見直
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要とは考えるが、利用者がほとんどない状況であ
り、再検討が必要。

継続 - - - 一部見直 担当課評価のとおり

32 高齢者通院タクシー事業
高齢者
福祉課

一部見直

通院のための交通手段を確保できずに困っている
高齢者に交付し、在宅福祉を推進したい。
※日中ひとり暮らしとなる高齢者への対応が課題
である。

一部見直
小見川区循環バスの本格運
行時に合わせ、抜本的な見直
しを検討すること。

一部見直
市の公共交通対策とあわせて抜
本的な見直しを検討すること。

一部見直 担当課評価のとおり

33 生きがい活動支援通所事業
高齢者
福祉課

一部見
直

市が行う事業であり、独り暮らし高齢者や日中独り
暮らし高齢者の仲間づくりや介護予防を推進する
上で必要である。講座の多様化を検討する必要が
ある。

継続
（要改善）

（達成度改善）
開催場所の拡充を検討するこ
と。

開催場所について見直しを行っ
た。

継続 【見直しにより評価が向上】 一部見直

新規の参加者が増加するよう

に、開催場所や講座内容等を

検討すること。

34
高齢者等入院時おむつ代助
成金

高齢者
福祉課

継続
21年度から助成限度額を月額６，０００円に見直
し、継続実施している。

継続
（要改善）

（その他）
次期高齢者保健福祉計画、介
護保険事業計画（Ｈ２４～）の
策定時に、事業内容を再精査
すること。

継続
（要改善）

次期高齢者保健福祉計画、介護
保険事業計画（Ｈ２４～）の策定
時に、事業内容を再精査するこ
と。

継続

（要改

善）

中長期的な視野で助成のあり

方も含めて検討を行うこと。

35 老人保護措置事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、老人福祉を推進する上で必
要である。

継続 - - - 継続

36 転倒骨折予防教室
高齢者
福祉課

継続

平成23年度は震災の影響により特別な環境条件
のため前年度との比較による評価はなじまないと
考え、平成２４年度実施の際に参加者アンケートを
行う。

継続
（要改善）

（効率性改善）
担当評価のとおり、開催時期
や開催場所を精査し、効率性
を高めること。

開催場所の精査を行い、４箇所か
ら３箇所へ変更した。

継続
（要改善）

介護予防の観点からより多くの参
加者を得るための実施方法につ
いて検討すること。

継続

（要改

善）

介護予防の観点からより多くの

参加者を得るための実施方法

について検討すること。

37
徘徊高齢者位置情報提供
サービス事業

高齢者
福祉課

一部見直

サービス実施のためには、認知症高齢者が外出
する際に本機器を所持している必要がある。同種
の民間サービスも廉価で使いやすい物が出てきて
おり、利用者がなくなった段階で廃止を検討した
い。

一部見直
事業のＰＲ方法などを抜本的
に見直し、達成度を高めるこ
と。

一部見直 廃止の方向で検討すること。 一部見直 廃止の方向で検討すること。

38 家族介護慰労金事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要である。

継続 - - - 継続

徘徊行動の高齢者を介護し
ている場合に、位置情報無
線発信機の登録料を助成す
る。

介護保険サービスを利用せ
ず在宅で重度の介護を要す
る高齢者を介護する家族（市
民税非課税世帯）に慰労金
を支給。

在宅のねたきり老人及び独り
暮らし老人に対して火災警
報器・自動消火器・電磁調理
器の給付及び老人用電話の
貸与を実施。

65歳以上の者のみで構成さ
れる世帯の76歳以上の高齢
者を対象に、通院用に1枚
500円のタクシー券を１月に
つき2枚交付する。

社会福祉協議会へ委託し
て、市内４箇所で、週１回ミニ
デイサービス事業を実施。

医療機関に入院している高
齢者及び障害者に対し、お
むつ代の一部を助成する。

65歳以上で環境や経済的理
由で居宅において養護を受
けることが困難な者を施設に
入所させて保護する。

65歳以上の高齢者に指導業
務を委託した業者から指導
員の派遣を受け、転倒予防
に効果のある軽運動を6日間
×4教室開催。

要介護認定者等を対象に、
市内及び隣接市町医療機関
への受診並びに福祉施設等
への入退所の送迎を実施。
社会福祉協議会へ委託して
実施。

介護保険法の要介護又は要
支援に該当しない者及び日
常生活を営むのに支障があ
る者が、介護者の疾病等に
より介護を受けることができな
くなった場合、一時的に養護
老人ホーム又は介護老人福
祉施設で預かる。

緊急時に受信センターに通
報する装置を、対象者宅に
設置する。

在宅の独り暮らし高齢者及
び高齢者のみの世帯員に対
し配食サービスと安否確認を
行い、高齢者の福祉向上を
図る。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

39 家族介護教室
高齢者
福祉課

継続
介護保険制度の中で任意事業として市が行う事業
であり、在宅福祉を推進する上で必要である。

継続
（要改善）

（達成度改善）
参加者が増加する周知方法、
実施内容を検討すること。

継続
（要改善）

潜在的な利用希望者は多いと思
われるので、より参加しやすい環
境づくりについても検討すること。

平成24年度は募集方法を検討する。

継続

（要改

善）

潜在的な利用希望者は多いと

思われるので、より参加しやすい

環境づくりについても検討するこ

と。

40 家族介護用品支給事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要である。

継続 - - - 継続

41 生活管理指導事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、在宅福祉を推進する上で必
要である。

継続 - - - 継続

42 指定介護予防支援事業
高齢者
福祉課

継続
市が行う事業であり、介護保険法に基づき位置づ
けられているため必要である。

継続 - - - 継続

43 訪問型介護予防事業
高齢者
福祉課

継続
二次予防事業対象者のうち、認知・うつ・閉じこもり
になる可能性のある者に、結果通知とともに事業
案内を送付し訪問を行う。

一部見直
　事業の実施方法やＰＲ方法
などを抜本的に見直し、達成
度を高めること。

二次予防事業対象者の内、認知・
うつ・閉じこもり等の問題がありそう
な者全員に結果通知とともに事業
案内を送付して周知を図ってい
る。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

44 通所型介護予防事業
高齢者
福祉課

継続

介護施設を利用した教室は、施設の受け入れ態
勢の関係で利用希望者全員の受け入れができな
い。それ以外の事業はおおむね希望者の受け入
れはできた。

継続
（要改善）

（その他）
　健康福祉部内で早急に調整
を行い、積極的な事業展開を
図ること。

健康づくり課と連携し改善した結
果、利用希望者についてはほぼ
全員受け入れることが出来るよう
になった。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

45
二次予防事業の対象者把握
事業

高齢者
福祉課

継続

６５歳以上の高齢者全員に対し、「基本チェックリス
ト」による質問形式の用紙を郵送する。回答者へ一
定の判断基準をもとに必要な予防教室の案内を
し、教室へ参加していただくが、二次予防の対象
者把握として有効である。

継続 - - - 継続

46 成年後見制度利用支援事業
高齢者
福祉課

継続

相談等のあった人で、必要な人への対応はできて
いる。
ただ、制度そのものの認知度が低いので、事業の
PRが必要と思われる

継続 - - - 継続

47
包括的・継続的マネジメント事
業

高齢者
福祉課

継続
ケアマネ間の交流は図られている。今後は医療機
関や福祉関係機関との連携を深めていく必要があ
る

継続 - - - 継続

48
介護予防ケアマネジメント事
業

高齢者
福祉課

継続

二次予防事業の教室参加の際に基準に該当する
場合はプランを作成することになった。平成２３年
度から基準が変更になったため、対象者の該当が
なかった。教室参加者の評価はそのまま実施。

継続 - - - 継続

49 介護ボランティアの育成
高齢者
福祉課

継続

登録には至らなかったが施設のボランティアとして
は活動している。意欲を継続するための働きかけ
やフォローアップ研修を実施する。社会福祉協議
会との連携を図る。

継続 - - -
平成２４年度研修内容について社会

福祉協議会と事前協議した。
継続

介護ボランティアに関心・興
味のある市民に向けた養成
研修会を佐原・小見川と２箇
所で開催。

閉じこもり･認知症・うつ等の
恐れのある特定高齢者に看
護師等が訪問し生活機能に
関する問題を総合的に把
握・評価し必要な相談・指導
を行う。

要支援・要介護状態になる
可能性の高い高齢者を対象
に、通所の集団的なプログラ
ムにより「運動機能向上」「口
腔機能向上」等の事業を行
う。

65歳以上で要介護・要支援
の認定を受けていない者に
対し基本チェックリストを送付
回収し、二次予防事業対象
者を決定する。

判断能力が不十分な高齢者
の福祉増進・権利擁護のた
め、後見開始等の審査請求
を行う。

介護支援専門員と関係機関
が連携・協働し地域ケアーを
推進する。

二次予防事業の対象者（65
歳以上で生活機能が低下
し、近い将来介護が必要とな
るおそれのある高齢者）に対
し、心身の状況、環境等に応
じた個別の介護予防プラン
の作成をする。

在宅のねたきり高齢者や認
知症高齢者を介護している
介護者の心身のリフレッシュ
及び家族間の情報交換を図
る。

在宅の重度高齢者を介護し
ている家族（市民税非課税
世帯）に対し、紙おむつなど
の介護用品を支給する。

高齢者がいる家庭に、生活
管理指導員（ヘルパー）を派
遣し、要介護状態等となるこ
とを予防するとともに、地域
において自立した日常生活
を営むことができるよう支援
する。

介護保険における予防給付
の対象となる要支援者が介
護予防サービス等の適切な
利用等を行うことができるよ
う、その心身の状況、その置
かれている環境等を勘案し、
介護予防サービス計画（ケア
プラン）を作成。介護予防
サービス事業者等の関係機
関との連絡調整を行う。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

50 家庭児童相談室設置事業
子育て
支援課

継続
市が行うべき事業であり、運営上は問題はないが、
相談が増加傾向にあり、相談員の増員が望まれ
る。

継続 - - - 継続

51 子ども医療対策事業
子育て
支援課

継続 市が行うべき事業であり、運営上は問題はない。 継続
助成対象を小学校６年生まで拡
大した。（H22.１２～）

- - 継続

52 特定疾患見舞金
子育て
支援課

継続 市が行うべき事業であり、運営上は問題はない。 継続 - - - 継続

53 子ども手当支給事業
子育て
支援課

継続 今後も国県と協力し事業を継続したい。 継続 - - - 継続

54 母子福祉推進事業
子育て
支援課

継続 市が行うべき事業であり、運営上は問題はない。
継続

（要改善）

母子家庭だけではなく、父子
家庭を含めた「ひとり親家庭」
の福祉を推進すること。

継続
（要改善）

引続き父子家庭を含めた事業を
推進すること

父子世帯についても相談受付対象と

した。
継続 【見直しにより評価向上】

55 ひとり親家庭扶助事業
子育て
支援課

継続 市が行うべき事業であり、運営上は問題はない。 継続 - - - 継続

56 児童遊園管理
子育て
支援課

一部見直
市が行うべき事業であるが、児童の安全性、効率
性をふまえると都市公園等との一元管理が望まし
い。

一部見直

関係課間で、一元管理の検討
をすること。
また里親制度の積極的な導入
と利用者の低い児童遊園は廃
止を検討すること。

児童遊園２か所を廃止し、１か所
について平成２３年度から管理を
地区へ委託するなど整理を進め
ている。

継続
（要改善）

【見直しにより評価が向上】
里親制度の導入と利用率の低い
児童遊園の廃止を進めるととも
に、一元管理を検討すること。

継続

（要改

善）

里親制度の導入と利用率の低

い児童遊園の廃止を進めるとと

もに、都市公園等と一元管理を

検討すること。

57 こんにちは赤ちゃん事業
子育て
支援課

継続

当事業は「児童福祉法」の位置付けから子育て支
援課が実施しているが、実態は母子保健法に基づ
く新生児訪問等母子保健事業と密接な関係があ
る。従って、母子という視点からより一体的、総合
的な推進が肝要であり、健康づくり課での実施が
望ましい。

継続
（要改善）

（その他）
　健康福祉部内で十分な調整
を行い、効率的・効果的な事
業実施を図ること。

部内の調整をしながら実施してい
る。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

58 保育運営委託事業
子育て
支援課

継続 市が実施すべき事業であり継続すべきである。 継続 - - - 継続

59
地域子育て支援センター事
業

子育て
支援課

継続 市が実施すべき事業であり継続すべきである。 継続 - - - 継続

60 一時保育事業
子育て
支援課

継続 市が実施すべき事業であり継続すべきである。 継続 - - - 継続

61 放課後児童クラブ運営事業
子育て
支援課

継続
各小学校区ごとの設置が望ましいが、アンケート調
査等により適切な設置を図りたい。

継続 - - - 継続

62 土曜保育の実施
子育て
支援課

継続 市が実施すべき事業であり継続すべきである。 継続 - - - 継続

63
ファミリーサポートセンター事
業

子育て
支援課

継続

会員が徐々に増加傾向にあり、一時預かり等と併
せた「子育てサポートメニュー」として必要な事業で
ある。特に、会員間の支えあい事業であり、市民協
働事業としての性格を備えていることから、今後も
広報等のＰＲを行い、事業の活性化に努めたい。
（市は保険料を負担）

一部見直

周知方法や実施方法等を抜
本的に見直し、会員登録数や
利用件数を増加させるべきで
ある。

継続
（要改善）

【見直しにより評価が向上】
周知方法等見直し利用件数の増
加を図ること。

広報、ホームページ、パンフレット等の

PRにより会員登録や利用件数が増加

した。

継続

（要改

善）

周知方法等見直し利用件数の

増加を図ること。

学校の余裕教室等を利用
し、放課後帰宅しても保護者
の適切な保護を受けることが
できない児童の保育を行う。

土曜日に保育に欠ける児童
を保育する。

子育ての手助けをしてほしい
人と子育ての手助けをしたい
人をお互いに会員として登
録し、相互援助活動の調整
を図る。

児童扶養手当給付に関する
認定及び給付業務。

児童遊園（26箇所）の修繕、
除草等の管理。

生後４ヶ月までの新生児を持
つ世帯へ母子保健推進員等
による家庭訪問を行う。子育
て支援に関する情報提供す
るとともに、子育てをするうえ
での悩みや不安を聞き、児
童虐待の発生を未然に防ぐ
ことを目的とする。

保育所運営に対する委託料
等の交付を行う。

子育てに関する相談全般や
遊びなどの指導を、子育て
支援センターで実施する。
（民営保育所３ヶ所：たまつく
り、明照、清水）

一時的に保育に欠ける児童
を保育する。

児童を養育している者の悩
み等を解消するため、相談
員を置き、児童養育相談を
行う。

０歳～小学校就学前の市内
在住乳幼児を養育する者に
対して対象児の医療費を無
料にする。

県要綱に基づく対象疾患の
療養者又はその介護者に対
して見舞金を支給する。

支給対象児童を養育する者
に対し手当を支給する。

母子家庭等の自立支援をす
るため、相談に応じたり、貸
付制度（県事業）の斡旋等を
行う。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

64 公立保育所運営事業
子育て
支援課

継続
安心して子育てができる環境を整備するために市
が実施すべき事業である

継続
- - - 継続

65 住民基本台帳事務 市民課 継続
市が行うべき事務であり、今後もサービス向上に努
める。

継続 - - - 継続

66 戸籍管理事務 市民課 継続
市が行うべき事業であり、今後も正確かつ迅速に
処理しサービス向上に努める。

継続 - - - 継続

67 特定健康診査等事業 市民課 継続

法に基づき、生活習慣病予防、早期発見のため実
施しており、ひいては医療費の削減を目的として
いるので継続して実施することが必要である。
今後の課題として、受診率向上対策の検討が必
要。

継続 - - - 継続

68
国民健康保険制度の普及啓
発

市民課 継続
市民の健康意識の高揚と国民健康保険制度を維
持するための普及活動の推進であるため、市が行
う事業である。

継続 - - - 継続

69 医療費の適正化の推進 市民課 継続 国民健康保険法に基づき実施。 継続 - - - 継続

70 短期人間ドック事業 市民課 継続
年々減少傾向にあるため、ＰＲの方法等の検討が
必要である。

継続 - - - 継続

71 国民年金制度の普及啓発 市民課 継続
国民年金法及び国民年金法施行令の事務委任に
よる。

継続 - - - 継続

72
後期高齢者医療制度の普及
啓発

市民課 継続
制度の改正等を踏まえて、定期的な周知や啓発
が必要と思われる。

継続 - - - 継続

73
予防接種事業（高齢者インフ
ルエンザを除く）

健康づ
くり課

継続
予防接種は原則として個別接種により実施するこ
ととされているため、二種混合について個別接種
について検討する。

継続 - - - 継続

74
予防接種事業（高齢者インフ
ルエンザ）

健康づ
くり課

継続
インフルエンザにかかりやすい高齢者に予防接種
することは、家族及び地域全体としての疾病予防
である。

継続 - - - 継続

75
【新規】
予防接種事業（子宮頸がん等
ワクチン）

健康づ
くり課

継続 平成25年度には定期接種になる見込み。 - - - - - -

継続

（要改

善）

接種率の向上を図ること

76
【新規】
働く世代への大腸がん検診
推進事業

健康づ
くり課

継続
対象者が5歳刻みで、5年間で一巡する。クーポン
券を送ることによりがん検診への関心が高まり受診
率向上が図られる。

- - - - - - 継続

77 がん検診事業
健康づ
くり課

継続
平成２３年度から実施する「働く世代への大腸がん
検診推進事業」により、節目年齢の者に個別通知
を行うことによりがん検診の受診率向上をめざす。

継続
（要改善）

（達成度改善）
  受診会場を増やすなどの対
策により、受診率の向上を図る
べきである。

女性特有のがん検診については
個別通知を行ったことで受診率が
上がったので、他の検診について
も節目年齢で個別通知を行い受
診率向上を図っている。

継続
（要改善）

更に受診率の向上を図るよう検
討すること。

継続

（要改

善）

更に受診率の向上を図るよう検

討すること。

78 在宅当番医制度事業
健康づ
くり課

継続
1次医療を補完する役割は大きく、継続すべき事
業である。

継続 - - - 継続

79 1歳6ヶ月児健康診査事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第１２条の規定により、実施が義務付
けられている。

継続 - - - 継続

満１歳６か月を超え満２歳に
達しない幼児に対し医師に
よる診察、歯科衛生士、栄養
士、保健師、心理判定員によ
る指導及び相談を実施。

伝染のおそれのある疾病に
対し予防接種を行い、疾病
の発生及びまん延を防止す
る。

高齢者（65歳以上）のインフ
ルエンザの予防接種に対し
て助成を行う。

子宮頸がんワクチン。ヒブワク
チン、小児用肺炎球菌ワクチ
ンの予防接種に対して助成
を行う。

大腸がんの早期発見・早期
治療に向け、一定年齢に達
した者に無料クーポン券等を
送付し、検診希望者に検査
キットを送付する。

がんの早期発見、早期治療
のため集団検診を実施。

香取郡市医師会に、休日の
夜間における急病患者の医
療を業務委託。

４０歳以上の国民健康保険
被保険者に内臓脂肪症候群
（メタボリックシンドローム）に
着目した生活習慣病予防の
ための健診を行う。

市民の健康意識の高揚を図
るとともに、健全な国民健康
保険制度を維持するため、
普及活動を推進。

レセプト点検(臨時職員６人）
及び過誤調整事務
医療費通知(国保被保険者4
回実施）

短期人間ドック利用者に対し
て費用の一部を助成する。

国民年金法及び国民年金法
施行令の事務委任による。

制度の改正等を踏まえて、
定期的な周知や啓発を行う。

保護者が家庭以外で働いて
いる場合など、家庭での保育
が困難な場合に児童を保育
する。

住民記録諸証明の交付、各
種届出の受理・処理。

戸籍関係事務について一体
的に処理する。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

80 2歳児歯科健康診査事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第１３条の規定により、市が行う事業で
ある。

継続 - - - 継続

81 3歳児健康診査事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第１２条の規定により、市の実施が義
務付けられている。

継続 - - - 継続

82 妊婦保健事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第１６条の規定により母子手帳を交
付。妊婦健診１４回分について助成を実施。

継続 - - - 継続

83 乳児保健事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第１３条の規定により、市が行う事業で
ある。

継続 - - - 継続

84 ママパパ教室事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第９条の規定により、市が行う事業で
ある。

継続 - - - 継続

85 発達相談事業
健康づ
くり課

継続
母子保健法第５条の規定により、市が行う事業で
ある。

継続 - - - 継続

86 母子保健推進員設置事業
健康づ
くり課

継続
引き続き妊婦・乳幼児健診未受診者への訪問、保
健事業への協力を行っていく。

継続
（要改善）

（その他）
子育て支援課の「こんにちは
赤ちゃん事業」と密接な関係
があることから、健康福祉部内
で十分な調整を行い、効率
的・効果的な事業実施を図る
こと。

子育て支援課と連携し事業を行っ
ている。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

87
食生活改善事業（食生活改
善推進員活動事業委託料）

健康づ
くり課

継続
健康増進法第１７条の規定により市が行う事業であ
る。

継続 - - - 継続

88
食生活改善事業（ヘルシー
クッキング）

健康づ
くり課

継続
健康増進法第１７条の規定により、市が行う事業で
ある。

継続 - - - 継続

89 健康相談・健康教育事業
健康づ
くり課

継続
健康増進法第１７４条の規定により、市が行う事業
である。

継続
（要改善）

（その他）
　健康福祉部内で十分な調整
を行い、効率的・効果的な事
業実施を図ること。

各地域で全市民を対象に実施し
ている

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

90 健康づくり推進事業
健康づ
くり課

廃止 平成２２年度をもって廃止。 - - - - -

91 健康診査事業
健康づ
くり課

継続

平成20年度から健康増進法に移行したため、達成
度が低かった。市が行う事業であるが、受診率の
向上を図るため、個別健診の導入を検討する必要
がある。

継続 - - - 継続

92 訪問指導事業
健康づ
くり課

継続
健康増進法第４条の規定により、市が行う事業で
ある。

継続 - - - 継続

保険未加入者に対し、特定
健診に準じた健康診査と肝
炎ウイルス検診を特定健診
（集団）時に、また必要に応
じて保健指導を実施する。

市民で保健指導が必要と認
められる者及び家族に対し、
家庭における健康づくり、健
康管理方法を指導。

言語、情緒、発達の面で支
援が必要な児及び保護者に
相談・継続的指導を実施す
る。

母子福祉推進員の活動を支
援し、地域の母子保健の向
上を図る。

地域活動により正しい食生
活の普及を行う。

正しい食生活の普及のため
ヘルシークッキング（栄養教
室）を開催。

健康相談、健康教室等を行
う。

健康づくり大会等の健康コー
ナーで歯科相談、骨密度測
定、血管年齢測定等を実
施。

満２歳５か月～６か月児に対
し嘱託医歯科医、保健師等
による集団健診を実施。

満３歳を超え満４歳に達しな
い幼児に対し医師による診
察、歯科衛生士、栄養士、保
健師、心理判定員による指
導及び相談を実施。

妊婦へ母子健康手帳の交
付、妊婦健診（個別健診）へ
の助成を実施。

乳児に対する集団健診（４・１
０か月）及び離乳食教室をの
実施。

妊婦とその夫等を対象とし
て、妊娠、出産、育児に関す
る知識の普及を行う。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

93 訪問看護事業
健康づ
くり課

一部見直

行政による基幹病院を持たない事業運営は、本来
の訪問看護に求められている24時間365日「医療
と看護」を一体としたサービスの提供ができず、ま
た、緊急時の連絡体制に不安がある。経営面から
見ると年々赤字額が増加し、平成21年度の赤字割
合は事業費の35%となっている。市民が安心して在
宅で療養ができるよう病院等の訪問看護事業に移
譲できるよう移譲先を見つけていく。

一部見直 担当評価のとおり 一部見直
担当評価のとおり引き続き検討
すること。

一部見直
担当課評価のとおり委譲先につ

いて検討すること

寝たきり者等要介護者、特定
疾病患者等に対して主治医
が指示する内容・病状観察、
リハビリテーション、食事・排
泄の介助、入浴介助、家族・
介助者などに対する指導、
ジョクソウ処置を行う。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（経済環境部）

1 米政策改革事業 農政課 継続
生産調整実施者に対し、市として責任のもてる対
応をしていくため、助成金措置の継続及び増額が
必要である。

継続 - - - 継続

2 農業経営基盤強化対策事業 農政課 継続

農業経営者の高齢化、後継者不足などの状況
下、農業経営の将来を担う農業者の確保及び育
成は必須である。集落営農などの取組と併せて土
地利用の総合的調整を踏まえて事業を推進する。

継続 - - - 継続

3 農道整備事業 農政課 継続

要望に対して優先順位をつける事及び市で補修
すべきところを材料交付により労力を地元負担とす
るなどの経費削減に努めながら事業を継続する。
起債事業などを活用できるものなどで大きな事業
を実施する。

継続 - - - 継続

4 都市農村交流事業 農政課 継続
観光と農業を組み合わせた事業を展開し、交流人
口の拡大を図り、地域の活性化を必要がある。

継続 - - - 継続

5
農産物等販売促進協議会事
業補助金

農政課 継続
出荷者協議会会員、出荷品目の拡大及び直売を
開始してからの課題があり、今後も継続していく必
要がある。

継続
（要改善）

（終期の設定）
　団体育成補助金のため、終
期を定めること。

　事務局の自立に向け調整をす
すめている。

継続
（要改善）

団体と協議しながら終期を定め
ていくように体制づくりを進めるこ
と。

当初は道の駅さわらを対象とした補助

金であったがH２４年度から市全体とし

たブランド化を進めるための協議会を設

置しＰＲをする事業に組み換えを行う

こととした。

継続

（要改善）

団体と協議しながら終期を定め

ていくように体制づくりを進めるこ

と

6
都市農村交流促進施設整備
事業補助金

農政課 継続
都市と農村の交流による、市内の活性化を図るた
めに必要な事業であり、継続する必要がある。

継続 - - - 継続

7 まちの賑わい創出事業
商工観
光課

継続

イベント等が定着化しつつあり、また市民や来街者
の期待度も高まっていることから、今後も継続して
イベントを開催することにより通年でのまちなかの
賑わいを創出するとともに、来街者の滞在時間の
延長や交流人口の拡大を図る。

継続
（要改善）

（達成度改善、効率性改善）
　個々のイベントごとにその評
価を出し、事業効果を高めるこ
と。

各イベントについて評価を実施し
ている。

継続
（要改善）

担当評価のとおり来街者の滞在
時間の延長や交流人口の拡大を
図ること。

継続

（要改善）

担当評価のとおり来街者の滞

在時間の延長や交流人口の拡

大を図ること。

8 企業誘致事業
商工観
光課

継続

誘致対象地が少ないのが課題である.市がインフラ
整備をどこまで行えるかを検討していく.そして、今
後より積極的に誘致活動を行うが、何よりも誘致成
果を出したい.

継続
（要改善）

（達成度改善）
　重点プロジェクトであり、達成
度を高めること。

継続
（要改善）

担当評価のとおり積極的に誘致
活動を行うこと。

情報等積極的に発信し誘致に努め

た。（ソニー跡地についてはＨ２４年

１２月事業予定者を３社選定し

た。）

継続

（要改善）

担当評価のとおり積極的に誘

致活動を行うこと。

9 消費者支援事業
商工観
光課

継続
市内全域から消費者協議会会員を募集していきた
い。

継続 - - - 継続

10 消費生活相談事業
商工観
光課

継続
消費生活相談日を増加させ、より相談しやすい環
境を整える必要がある。

継続 - - - 継続

11 工業団地管理事業
商工観
光課

継続
企業が減少した場合の負担をどうするかが課題で
ある。

継続 - - - 継続

12 観光情報発信事業
商工観
光課

継続 情報内容の充実を図る必要がある。 継続 - - - 継続

13 観光案内事業
商工観
光課

継続 今後も更なる需要が見込まれるため継続する。 継続 - - - 継続
ＪＲ佐原駅前及び小野川沿い
において、観光客への案内
業務を実施する。

文化空間創出（文化/芸術品
展示）、フォーラム・コンサー
トの開催等、年間を通して芸
術文化と賑わい創出事業を
展開する。

企業誘致戦略等の検討、誘
致対象地の調査、ＨＰでの広
報、情報収集、企業訪問等
の誘致活動を推進する。

消費者啓発事業実施、消費
者協議会実施事業の事務補
助。

電話または直接来所による
消費生活相談により、専門相
談員が紛争解決のための助
言や情報提供、事業者との
斡旋等を行う。

調整池の草刈、水質検査
排水路の管理、維持管理基
金の積立。

インターネットを利用した情
報発信により、国内外から誘
客する。

主食用米の生産調整実施者
に対し、実施態様に応じた助
成金を交付する。

市が農地利用集積円滑化団
体として農用地を借受け、そ
の農用地を担い手農家に貸
付けることにより、農業経営
の規模拡大、農地の集団化
等農地利用の円滑化を図
る。

１，２級以外の市道舗装、法
定外道路への砕石交付、破
損水路の補修及び材料交
付。

佐原の町並みなどの歴史的
資源や農業の持つ資源、里
山などの自然資源を総合的
に活用した都市農村交流事
業を行う。

道の駅「水の郷さわら」での
都市農村交流事業や農産物
等の直売による情報発信を
充実するための支援を行う。

香取市の都市農村交流事業
及び農産物の直売による情
報発信の拠点となる施設整
備に対し、補助を行う。（交付
先：㈱和郷）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（経済環境部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

14 佐原のふな釣り大会
商工観
光課

継続
観光振興に寄与するものであり、今後も継続して
開催したい

継続
（要改善）

（達成度改善、効率性改善）
参加者を増やし、事業効果を
高めること。

継続
（要改善）

観光振興に寄与するとともに情
報発信のための事業となるよう努
めること。

これまで3月第4日曜日にふな釣り大会

を実施していたがH24年3月には実施

せず参加者を確保する観点から5月実

施とした。

継続

（要改善）

観光振興に寄与するとともに情

報発信のための事業となるよう

努めること。

15 佐原さくら祭り
商工観
光課

継続
市の木「桜」を活用してのＰＲは有効のため、今後
も継続して実施する必要がある

継続 - - - 継続

16
観光プロモーション
（ＤＶＤの制作、配布）

商工観
光課

継続
効率的にプロモーションできるので（特に海外向け
として有効）、今後とも継続して積極的に配布でき
るようにしたい。

継続
（要改善）

（達成度改善、効率性改善）
配布先への事後調査を行い、
成果を評価すること。またホー
ムページでの配信を検討する
こと。

継続
（要改善）

DVD販売やその内容をホーム
ページや他の手法で配信を検討
すること。

観光PRのため新規にDVDを作成中

（4か国語）
継続

17 鯉のぼりまつり
商工観
光課

継続
山田区周辺においては唯一の観光イベントであ
り、来場者数も増加していることから今後も観光振
興の一環として開催していきたい。

継続
（要改善）

（その他）
　実行委員会方式での実施を
検討すること。

実行委員会方式での実施とした。 継続 【見直しにより評価が向上】 継続

18 水質汚濁防止対策事業
環境安
全課

継続

河川・地下水等の調査を実施することにより現況を
把握し、結果を公表することで市民の環境保全に
対する意識の向上が図れる。
地下水汚染については、汚染の拡大を防ぐために
も継続した対策が必要となる。

継続 - - -

地下水調査については、佐原地区の水

道未普及地域が終了したため、小見

川地区を開始した。

継続

19 大気汚染防止対策事業
環境安
全課

継続

光化学スモッグの原因物質である、オキシダント濃
度は環境基準を超過している。また、大陸（国外）
由来の大気汚染物質も問題となっており、モニタリ
ングを継続する必要がある。また測定局の位置や
オンライン化について検討する必要がある。

継続
（要改善）

市測定局の設置場所やオンラ
イン化等について精査、検討
すること。

栗源地区には測定局が無いため
他の地区からの移設について検
討を行ったが、機器の形状等の問
題で移設に至らなかった。栗源地
区への移設について引き続き検
討を行う。

継続
（要改善）

測定器の設置場所については引
き続き検討を行うこと。また県へ
の新規設置要望も検討すること。
オンライン化については費用対
効果を検討すること。

羽根川測定局に放射線空間線量モニ

タリングポストが設置された。
継続 【見直しにより評価向上】

20 ダイオキシン類対策事業
環境安
全課

継続
ダイオキシン問題は沈静化傾向にあるが、継続モ
ニタリングにより市民の安全が確認できる。

継続 - - - 継続

21 地球温暖化防止対策
環境安
全課

継続
計画に基づいた削減目標を達成するために、今後
も積極的に取り組む必要がある。

継続 - - -

東日本大震災による福島第一原子力

発電所に伴う電力需給が逼迫したこと

により、大幅な省エネに取り組みを実施

した。

継続

22
【新規】
住宅用太陽光発電システム
補助

環境安
全課

継続
さらに太陽光発電システムの設置を推進するた
め、継続が必要である。

- - - - - - 継続

23 環境学習の推進
環境安
全課

継続
環境問題は官民一体となって取り組む必要があ
り、市民ボランティアと連携して継続して実施する。

継続 - - - 継続

24 環境に関する情報の公開
環境安
全課

継続
今後は、廃棄物の処理状況について、その経費も
含めた情報公開を進める必要がある。

継続 - - -
平成２２年度実績を取りまとめた「香

取市の清掃事業」を作成した。
継続

25 畜犬登録事務
環境安
全課

継続
狂犬病の発症例はないが、接種率の向上を目指
し継続する。

継続 - - - 犬鑑札のデザインを改善した 継続

26 資源ごみ回収奨励金
環境安
全課

継続
市民にリサイクルという考え方を定着させ、ごみの
減量が本事業の目的であるため今後も実施した
い。

継続 - - -

ごみの減量と資源化を推進するための

香取市循環型社会形成推進地域計

画を策定した。

継続

狂犬病予防法に基づく、犬
の登録・注射情報の整理、
狂犬病予防集合注射の実
施。
放し飼い等、不適切な飼養
をしている飼い主に対する啓
発、指導。

各団体で実施した資源物回
収(紙布類のみ）の実績に対
して、１キロにつき３円の奨励
金の交付を行う。

大気汚染監視局において、
大気汚染の常時監視を行
う。

大気中ダイオキシン類濃度
測定を行う。

市で実施する事業から排出
される温室効果ガス削減の
ための取り組みを行う。

新たに太陽光発電システム
を設置する市民に対し補助
金を交付

環境に関する知識や関心を
高め、次世代の環境問題に
対応できる人材の育成を図
るため、市民環境講座の実
施や環境フォーラムを開催
する。

広報紙、市ホームページ等
で、環境に関する情報公開
を行う。

市と観光協会の共催により、
年に１度横利根川を中心に
鮒釣り大会を開催。

佐原公園・十間川両岸・香取
神宮において雪洞の点灯と
桜のライトアップ・イベントを
行う

国内外の旅行会社・メディ
ア・研究者等にDVDを配布し
プロモーション活動を行う。

市民から寄贈された鯉のぼり
を橘堰上空に掲揚。５月３日
には、子どもから大人まで楽
しめるイベントを開催。

水質測定、廃棄物処分場周
辺の水質調査、地下水汚染
除去対策等を行う。

事-19



平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（経済環境部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

27
地域環境美化活動推進事業
（ごみゼロ運動）

環境安
全課

継続
平成22年度から市として統一して実施することとし
ており、定着しつつある。今後も継続して市民の美
化意識啓発を図っていく必要がある。

継続 - - - 継続

28 廃棄物不法投棄防止事業
環境安
全課

継続

不法投棄の原因者等の特定、不法投棄の撲滅に
向けて、継続する。
※平成21年度より、早朝及び夜間のパトロールを
強化し事業の効率性を高めている。

継続 - - - 継続

29 交通安全対策施設整備事業
環境安
全課

継続
道路状況と密接な関係があるので、道路河川管理
課と連携を図り効率的な整備を推進。

継続 - - - 継続

30 交通遺児手当給付事業
環境安
全課

一部見直
支給金額の見直しや未就学児童への支給を検討
したい。

一部見直
交通遺児に限定した給付事業
であることから、事業のあり方
について検討すること。

一部見直
交通遺児に限定した給付事業で
あることから、事業のあり方につ
いて検討すること。

一部見直

他の自治体の状況を調査し、

事業のあり方について検討する

こと

31 防犯灯の設置管理事業
環境安
全課

継続 要綱に基づき、設置及び管理区分を明確にした。 継続 - - - 継続

32 防犯パトロール事業
環境安
全課

継続 青パトロール車の貸出しの簡略化を図る。 継続 - - - 継続

33 交通災害共済
環境安
全課

継続

継続加入している市民もいるが全体加入者は年々
減少している。県市町村総合事務組合の共済制
度であるので、事業継続すべきであるが、共済制
度の周知方法、受付場所、受付方法などを検討す
る必要がある。

継続
（要改善）

（効率性改善）
担当評価のとおり、受付場所、
受付方法などについて検討す
ること。

継続
（要改善）

　担当評価のとおり、受付場所、
受付方法などについて検討する
こと。また、申込み手続きの簡略
化について総合事務組合へ要
望すること。

総合事務組合の会議等で簡略化につ

いて要望した

継続

（要改善）

担当評価のとおり、受付場所、

受付方法などについて検討する

こと。

34 交通安全指導事業
環境安
全課

継続
市民を交通事故から守るため、今後も、交通安全
教育指導及び交通安全活動を引き続き実施する
必要がある。

継続
（要改善）

事業の実施方法（臨時職員で
の対応や委託等）について検
討すること。

平成23年度から、臨時職員を補助
員として、交通安全指導を行って
いる。

継続
（要改善）

　今後の実施方法（臨時職員で
の対応や委託等）について更に
検討すること。

継続

（要改善）

事業の運営方法（臨時職員で

の対応）について検討すること

防犯灯の設置及び管理を行
う。

街頭監視活動及び青パトに
よる広報活動を行う。

千葉県市町村総合事務組合
の交通災害共済制度に係る
事務。

交通安全教育により交通弱
者の事故を減少させる。

地域及び団体による自主的
な美化活動の展開（ごみゼロ
運動の実施）を図る。

不法投棄監視員による監視
パトロール及び職員によるパ
トロール活動。

カーブミラーの設置・修理、
路面標識の設置等を行う。

交通遺児の健全な育成と福
祉の推進のため小学生１人
1ヶ月3，000円、中学生１人
1ヶ月４，000円を給付。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（建設部）

1 都市計画道路の見直し事業
都市整
備課

継続
計画決定に至るまでの過程において、道路管理者
との調整や住民との合意形成が課題となる

継続 - - - 継続

2 仁井宿与倉線整備事業
都市整
備課

継続
佐原市街地の環状道路として重要な路線であり、
早期に完成させる必要があるが、予算の確保と事
業用地の完全取得が課題である。

継続 - - - 継続

3 住宅用地開発指導
都市整
備課

継続
社会経済状況等の変動や当該事務の執行状況に
より、必要に応じ指導要綱の見直しをする。

継続
（要改善）

（その他）
指導要綱の早急な見直しを検
討すること。

近隣の市町村の状況について調
査している。

継続
（要改善）

指導要綱について、早急に見直
しを行うこと。

社会経済状況等の変動や当該事務の

執行状況により、必要に応じ指導要綱

の見直しを行った。

継続 【見直しにより評価が向上】

4 自転車駐輪場管理事業
都市整
備課

継続
放置自転車の取扱、処分方法について再検討す
る。

継続 - - -
佐原駅南及び北駐車場に防犯カメラを

設置
継続

5 都市公園の維持管理
都市整
備課

継続
日常の公園の維持管理コストの削減を図り、地元
参加型の里親制度の導入を積極的に図る。

継続
（要改善）

（市民協働）
担当評価のとおり、里親制度
の積極的な導入を図ること。

継続
（要改善）

指定管理者制度などの管理委託
制度について検討すること。

継続

（要改

善）

効率的な公園管理について、

検討すること

6 公園施設の里親制度
都市整
備課

継続
里親ボランティアに市民総合賠償保険制度の適用
を図る。

継続 - - - 継続

7 市営住宅の入居募集
都市整
備課

継続
生活状況が同程度の申込み者が増加しているた
め、住宅困窮者の判定が困難になってきているの
で、住宅困窮度判定基準の見直しを検討する。

継続
（要改善）

（その他）
　担当評価のとおり、住宅困窮
判定基準の見直しを検討する
こと。

住宅困窮度の判定見直しについ
ては現在見直し中。

継続
（要改善）

引き続き、住宅困窮判定基準の
見直しを検討すること。

継続

（要改

善）

住宅困窮判定基準の見直し及

び選考委員会方式以外の選考

方法についても検討すること。

8 市営住宅管理事業
都市整
備課

継続
既存施設の有効活用を図るため、地域住宅交付
金を活用した大規模修繕等を実施し、良好な住環
境を提供する。

継続 - - -

既存施設の有効活用を図るため、平成

23年度から地域住宅交付金を活用し

大戸団地の大規模改修を実施。

継続

9 屋外広告物規制誘導
都市整
備課

継続
更新対象者に更新手続きの通知を行い、効率性
を高める。

継続 - - - 継続

市営住宅入居者の募集に係
る手続きを実施する。

市営住宅について適切な修
繕や工事を実施する。

屋外広告物等について必要
な規制を行い、もつて美観風
致を維持し、並びに公衆に
対する危害を防止する。

都市計画道路の見直し計画
案の策定、各種会議及び法
定手続き等を行う。

都市計画道路３・４・４号仁井
宿与倉線について道路改良
整備を行い全線供用を図
る。

指導要綱に基づき事前協議
から完了確認までの指導を
行う。

駅周辺の自転車等の放置を
防止し、交通の円滑化及び
自転車利用者の利便を増進
する。

都市公園を安全・安心して利
用できるよう、公園内施設の
維持管理を行う。

里親の活動に対し、活動に
必要な清掃用具等の提供、
ボランティア保険の加入、ア
ダプトサインの設置など行う。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（建設部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

10 伝建地区防災事業
都市整
備課

継続
引き続き、住民による操作訓練を進める必要があ
る。

継続 - - - 継続

11 歴史的建造物活用促進事業
都市整
備課

継続

【総括】エリアの特性に合わせた手段（実験店舗・
誘導実験）の使分けは有効に機能している。
【課題】外部有識者との更なる連携と，既存手段の
妥当性や組合せの検討によるより実践的な方法の
構築。

継続 - - - 継続

12 佐原駅周辺整備事業
都市整
備課

継続
観光交流センターと駅舎の一体整備は完了した
が、引き続き駅前広場と駐車場の整備についてＨ
２８の完成を目指す。

継続 - - -
駅舎観光交流センター整備については

完了
継続

13
佐原駅周辺整備事業（駐輪
場）

都市整
備課

継続

まちの中心的機能を担う駅周辺の再生から活性化
を図るべく、総合計画にも位置付けられており、計
画的に事業を実施し完了した。南口駐輪場は、利
用者が多く今後駅前広場整備と調整を図りなが
ら、駐輪場の拡大を検討する必要がある。

完了 - - - - - -

14 小見川市街地整備事業
都市整
備課

継続
駅前広場とそれに隣接する駐輪場・駐車場の整備
についてH２８の完成を目指す。

- - - - - - 継続

15 国道３５６バイパス整備の促進 建設課 継続
篠原～小見川大橋間のバイパス整備等の早期事
業化について、効果的な要望活動を展開したい。

継続 - - - 継続

16 県道整備の促進 建設課 継続
県道整備は市の発展において必要不可欠な幹線
道路の整備であり、今後も継続して沿線住民と共
同による効果的な要望活動を展開する。

継続 - - - 継続

17
小堀川、黒部川地区排水施
設整備事業

建設課 継続

局部的冠水箇所の早急な内水排除対策として地
盤沈下対策事業を実施。全体の排水対策は、黒
部川総合開発による河川水位に関する規程の改
正や下水道事業、大規模排水施設の設置等国及
び県等による取り組みが必要。

継続 - - - 継続

18 橋梁長寿命化修繕事業 建設課 継続
橋梁長寿命化修繕計画策定が完了したため、今
後、計画的で適切な維持補修を実施し、交通の安
全確保及び経費の削減を図る。

継続 - - - 継続

19 水防事業
道路河
川管理

課
継続

洪水に対し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ
る被害を軽減し、もって公共の安全を保持するた
め継続すべき事業である。

継続 - - - 継続

20 道路の認定廃止事務
道路河
川管理

課
継続

今後も道路整備に整合した形で認定業務を行っ
ていく。

継続 - - - 継続

21 道路台帳の整備事業
道路河
川管理

課
継続 毎年更新を行っていくものとする。 継続 - - - 継続

22 道路境界の確認事務
道路河
川管理

課
継続 効率性を高めながら実施していく。 継続 - - - 継続

大雨等による洪水災害から
市民の生命財産を守るた
め、水防活動、水防協議会
の開催、水防計画書の作成
等を実施。

新規道路の市道認定及び一
般に供する必要のなくなった
道路の認定廃止事務。

市が管理する道路区域の延
長距離、幅員、構造物等の
データを常に把握し閲覧さ
せるため最新のデータに更
新する。

道路に接する土地所有者か
らの「境界確定申請書」の提
出により調査立会い同意を
受け境界を確定する。

佐原駅舎の合築整備にあわ
せ、南北駐輪場の整備を行
なう。

小見川駅北口駅前広場、駐
輪場、駐車場の整備を行う。

国道356号のバイパス整備の
促進を図るため国、県及び
関係機関に対し、整備促進
の要望を行う。

主要地方道成田小見川鹿島
港線等の整備促進を図るた
め、県に対し県道整備の促
進を要望を行う。

地盤沈下対策事業と河川整
備事業債を活用し、小堀川、
黒部川の排水施設の整備と
排水管の敷設。

橋梁長寿命化修繕計画に基
づき、橋梁改築・補修を計画
的に進める。

重要伝統的建造物群保存地
区において火災の被害を最
小限に食い止めるため消火
栓の保守管理や訓練を行
う。

重要伝統的建造物群保存地
区・景観形成地区内におけ
る回遊性の向上を図るため
民・学と連携し，有益な方法
の検討または実験を行う。

観光交流センターと駅舎の
合築整備、南北駐輪場、駅
前広場の整備を行なう。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（建設部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

23 道路の占用及び管理事務
道路河
川管理

課
継続 占用料を徴し、受益者負担は適切である。 継続 - - - 継続

24 道路維持パトロール事業
道路河
川管理

課
継続

計画的、効率的な維持管理を行っていくため、事
業継続の必要がある。

継続 - - - 継続

25 道路損害賠償事務
道路河
川管理

課
継続

道路管理瑕疵による事故で被害が出た場合、賠
償責任に応じ、その損害を補償する必要がある。

継続 - - - 継続

26 道路修繕・補修事業
道路河
川管理

課
継続

計画的、効率的に維持管理を行っていく必要があ
る。

継続 - - - 継続

27 道路除草事業
道路河
川管理

課
継続

効率的な維持管理を行っていく必要があるが、里
親制度の充実を図り、近隣住民の自主的な環境
整備を進めて行かなければならないと考える。

継続 - - - 継続

28 河川維持事業
道路河
川管理

課
継続

護岸等の河川施設の維持管理を適切に行い、長
寿命化を図る。

継続 - - - 継続

29 河川除草事業
道路河
川管理

課
継続

護岸等の河川施設の維持管理を適切に行い、長
寿命化を図る。

継続 - - - 継続

30 道路新設改良事業
道路河
川管理

課
継続

自治会単位の要望ではなく、より大きな組織単位
の要望のヒアリング実施し、集中と選択により箇所
を絞った整備を行うことにより事業を進めるべきと
考える。

継続 - - - 継続

31 河川新設改良事業
道路河
川管理

課
継続

流入区域の検討により河川断面を設定し、効率の
良い整備を進める必要がある。

継続 - - - 継続

準用河川及び及び法定外公
共物（水路）の流域を水害か
ら守るための河川改修及び
護岸整備を行う。

香取市内の市道で道路管理
瑕疵による事故で被害者が
出た場合、法律上の賠償責
任に応じて賠償金を支払う。

道路施設の修繕、補修工事
等を行う。

香取市管理の道路について
除草等を行う。

香取市管理の河川の修繕等
を行う。

香取市管理の河川の除草等
を行う。

香取市道及び生活関連道路
について地区要望に答える
べく改良等の整備を行う。

道路としての安全性を確保
するため申請書等を審査し、
占用の許可、不許可を決定
する。

道路施設のパトロールを行う
（週２回の定期パトロールは
H19.10月よりシルバー人材
センターへ委託、その他随
時で職員によりパトロールを
行う）。

事-23



平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

上下水道部

1
水道料金等の収納に関する
事務

水道課 継続
民間企業のノウハウを活用すべき事業である。栗
源地区簡易水道事業を含めた一括委託の検討。

継続
（要改善）

（効率性改善）
　栗源地区簡易水道事業を含
めた一括委託とし、その導入
時期について早急に結論を出
すこと。

水道料金等の収納に関する業務
に関しては平成２３年度より栗源
地区の簡易水道事業も含めた一
括委託とした。

継続
【見直しにより評価が向上】 継続

2 老朽管の更新 水道課 継続
老朽管延長に対して、年度ごとの更新長が少なく
更新ペースが鈍い。事業推進度を上げる必要があ
る。

継続
（要改善）

（効率性改善）
　道路管理者との一層の連
携・調整により、計画的・効率
的に事業を実施すること。

継続
（要改善）

道路管理者との一層の連携・調
整により、計画的・効率的に事業
を実施すること。

継続

（要改善）

道路管理者との一層の連携・

調整により、計画的に事業を実

施すること。

3 水道施設の更新等 水道課 継続
施設が年々老朽化している。また、人員削減によ
り、巡回等の点検が十分ではないので監視施設を
強化する必要がある。

継続 - - - 継続

4 水質管理体制の強化 水道課 継続
水道水質検査計画に基づき、安全でおいしい水
の供給に努める。

継続 - - - 継続

5 入札（電子入札）に関すること 水道課 一部見直
入札・契約事務の一元化について、引き続き検討
を進める。

一部見直
　担当評価のとおり、財政課と
調整し、事務の統合（移管）を
検討すること。

　財政課と協議は行っている。人
員配置などについて課題となって
いる。

一部見直
担当評価のとおり、財政課と調整
し、事務の統合(移管)を検討する
こと。

千葉県及び県内市町が共同で利用す

る新システム「ちば電子調達システム」

へ移行し、入札案件全てを電子入札

とした。

一部見直
組織統合に併せて事務の一元

化に向け調整を図ること。

6 契約に関すること 水道課 一部見直
入札・契約事務の一元化について、引き続き検討
を進める。

一部見直
　担当評価のとおり、財政課と
調整し、事務の統合（移管）を
検討すること。

財政課と協議は行っている。人員
配置などについて課題となってい
る。

一部見直
担当評価のとおり、財政課と調整
し、事務の統合(移管)を検討する
こと。

一部見直
組織統合に併せて事務の一元

化に向け調整を図ること。

7 検査に関すること 水道課 一部見直
適正な履行確保及び検査体制強化の目的から、
財政課（契約検査班）と協議を継続し、工事検査
室の設置による検査事務一元化を図る。

一部見直
　担当評価のとおり、財政課と
調整し、事務の統合（移管）を
検討すること。

財政課と協議は行っている。人員
配置などについて課題となってい
る。

一部見直
担当評価のとおり、財政課と調整
し、事務の統合(移管)を検討する
こと。

一部見直
組織統合に併せて事務の一元

化に向け調整を図ること。

8 佐原浄化センター改築業務 下水道課 継続
安定した下水処理機能を維持するためには、本事
業を実施する必要がある。

継続 - - - 継続

9
小見川浄化センター汚水調
整槽建設工事

下水道課 継続
安定した下水処理機能を維持するためには、本事
業を実施する必要がある。（平成２４年度で完了予
定）

継続 - - - 継続

建設工事等の完了検査を行
う。

老朽化した処理施設の改築
工事を行う。

流入汚水量を調整するため
の汚水調整槽の建設工事を
行う。

水道料金等の収納に関する
業務【受付業務、開栓・閉栓
業務、検針業務、検算業務、
収納業務、精算業務、滞納
整理業務、給水停止業務、
電子計算処理業務、資料作
成業務、情報提供サービス、
事務引継及び付帯業務。】

石綿セメント管等の老朽管の
更新を行う。

老朽化した施設の改修や改
良を行う。

水質基準の適合状況の確認
と浄水工程ごとの水質状況
を把握する。

入札（電子入札）を公正に執
行する。

入札案件に対し、地方自治
法等の基づく契約事務手続
きを行う。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（教育部）

1 教育委員会表彰事務
教育総
務課

継続

平成２２年度に表彰規程の全部改正、表彰実施要
領の新規制定を行い、教育分野における、教育、
スポーツ、文化等の表彰区分と基準の再設定を
行った。市の教育振興を図るとともに、市民活動の
励みや活動目標となるよう、いっそう効率的で効果
的な表彰を実施する。

一部見直 担当評価のとおり
表彰実施要領を制定し、表彰区
分と基準の再設定をした。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

2 教育委員会議事務
教育総
務課

継続
開かれた教育委員会活動をいっそう進めるため、
定例会議以外の活動も充実させ、市民の意見を反
映した教育活動の推進に努める。

継続 継続 継続

3 奨学資金貸付金
学校教
育課

一部見直
利用者が少ないため、貸付金額の拡大、又は廃止
など制度を見直す。

一部見直 担当評価のとおり
香取市内の高等学校４校にチラシ
を配布。

一部見直
貸付額については、実態に見
合った額となるよう検討するこ
と。

一部見直
貸付額については、実態に見合っ

た額となるよう検討すること。

4 教育支援センター運営事業
学校教
育課

継続
今後とも、不登校の児童生徒に対し、集団生活へ
の適応力を高める、学校や家庭以外の場所の設
置が不可欠である。

継続 担当評価のとおり 継続 継続

5 語学指導推進事業
学校教
育課

継続
外国語指導講師の活用法等は改善の必要がある
が、児童生徒の国際性の育成のためには、今後も
事業を継続する必要がある。

継続
（要改善）

（効率性改善）
　担当評価のとおり、効率的な
活用法について検討するこ
と。

中学校の時間数を減らしその分、
小学校を増やして充実を図った。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

6 児童各種検査（健康診断）
学校教
育課

継続
学校保健安全法に基づいた事業は適切に実施さ
れ，児童生徒の健やかで健康的な生活につな
がっている。今後も事業を継続する必要がある。

継続 継続 継続

7 スクールバス運行業務事業
学校教
育課

継続
児童の通学の安全を図る上で、必要である。また、
これから学校統合を推進するうえでも重要な事業と
考えられる。

継続
（要改善）

（その他）
　スクールバスの運行に係る
市の方針、基準を定めること。

継続
（要改善）

　スクールバスの運行に係る
市の方針、基準を定めること。

運行基準策定中

継続

（要改

善）

スクールバスの運行に係る市の方

針、基準を定めること。

8
小学校コンピューター利用教
育事業

学校教
育課

継続
情報教育の推進を図るため、設置台数の更なる充
実が望まれる。また、校内LANの設置が必要であ
る。

継続 継続 継続

9 小学校就学援助事業
学校教
育課

継続

①の対象者については今後、準要保護への対象
費目の拡充（PTA会費・体育実技用具費等）が必
要と考える。。②の対象者については特別支援教
育学級への就学の特殊事情に鑑み、継続とした
い。

一部見直
担当評価のとおり、認定基準
を見直すこと

準要保護の世帯については、認
定基準を見直した。

継続
（要改善）

【見直しにより評価が向上】
対象費目（PTA会費等）につ
いて、精査して執行すること。

継続

（要改

善）

対象費目（PTA会費等）につい

て、精査して執行すること。

10 小学校標準学力調査事業
学校教
育課

継続

今後とも、児童の学力向上のために、学習状況の
経年変化を把握し、教育課程や指導方法の工夫
改善を継続的に行っていく必要がある。小学5年
生のデータを、最終学年で活用し、卒業に向けて
のまとめの取組ができる。

継続 継続 継続

11 小中連携教育事業
学校教
育課

継続
新学習指導要領の完全実施や他の地域の小学校
の統合の推進を考えると、今後のモデル事業とし
ても継続が望まれる。

継続
語学指導推進事業（ＡＬＴの派
遣）と十分な連携を図ること。

継続 継続

12 生徒各種検査（健康診断）
学校教
育課

継続
学校保健安全法に基づいた事業は適切に実施さ
れ，児童生徒の健やかで健康的な生活につな
がっている。今後も事業を継続する必要がある。

継続 継続 継続

栗源学区児童を対象に、学
校統廃合に伴う通学の安全
確保のため、スクールバスに
よる送迎を行う。

児童が学習で活用できる教
育用コンピューターを各小学
校に導入する。

①経済的理由により就学困
難と認められる児童の保護
者や②特別支援学級に在学
する児童の保護者に対して
学校経費の一部を援助す
る。

市内小学5年生を対象に、学
校指導要領に基づく、各教
科の目標や内容に照らした
学習到達度、及び学習に対
する意識を把握するための
学力調査を行う。

統合した栗源小学校をモデ
ルとして、英語活動を中心に
栗源中学校と交流活動を図
る。

生徒の疾病等の早期発見の
ため、各種健康診断を実施。

教育・文化、スポーツ活動へ
の励みや目標となるように位
置づけ、市の教育振興を図
るため、各分野における顕著
な功績に対して表彰を行う。

教育委員会議の開催、公開
及び移動教育委員会の実
施。

経済的理由により大学等に
就学することが困難な者に
対し、奨学資金を貸し付け
る。（月額 15,000円）

不登校の児童生徒に集団生
活への適応力を高める指導
や相談を行う。　（設置場所：
佐原、小見川）

ALT（外国語指導助手）を
小・中学校に派遣して、外国
語指導を充実させる。

児童の疾病等の早期発見の
ため、各種健康診断を実施。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（教育部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

13
中学校コンピューター利用教
育事業

学校教
育課

継続
情報教育の推進を図るため、設置台数の更なる充
実が望まれる。また、校内LANの設置が必要であ
る。

継続 継続 継続

14 中学校就学援助事業
学校教
育課

継続

①今後、準要保護への対象費目の拡充（PTA会
費・体育実技用具費等）が必要と考える。
②特別支援教育学級への就学の特殊事情に鑑
み、継続としたい。

一部見直
担当評価のとおり、認定基準
を見直すこと

準要保護の世帯については、認
定基準を見直した。

継続
（要改善）

対象費目（PTA会費等）につ
いて、精査して執行すること。

継続

（要改

善）

対象費目（PTA会費等）につい

て、精査して執行すること。

15 中学生社会体験学習事業
学校教
育課

継続

事業所からの協力がこれまでどおり得られるかどう
かが課題である。景気に左右され，事業所そのも
のの存続が危ぶまれるような社会状況になってくる
と協力事業所の確保が難しくなってくると思われ
る。

継続 継続 継続

16 中学校標準学力調査事業
学校教
育課

継続

今後とも、生徒の学力向上のために、学習状況の
経年変化を把握し、教育課程や指導方法の工夫
改善を継続的に行っていく必要がある。中学２年
生のデータを、最終学年で活用し、卒業に向けて
のまとめの取組ができる。

継続 継続 継続

17 学校評価制度
学校教
育課

継続
効果的な評価方法の確立と合わせて、評議委員
会の開き方や活用の仕方等を検討する必要があ
る。

継続
（要改善）

担当評価のとおり、評議委員
会の開き方や活用の仕方等を
検討すること。

継続
（要改善）

地域の実情に応じ学校評議
委員会・学校運営協議会を適
切に活用すること。

継続

（要改

善）

担当評価のとおり、評議委員会の

開き方や活用の仕方等を検討す

ること。

18
特別支援教育の指導、相
談、研修事業

学校教
育課

継続

特別な支援の必要な子が増加している傾向にあ
る。市として対応できる相談機関は継続して必要
である。また，教職員の専門性を向上させる上で
研修会も必要である。

継続

管理職・通常学級担任研修会を
年１回実施。通常学級に支援の必
要な子が増加傾向のため、専門
性の向上に役立っている。

継続

19 学校給食センター事業
学校教
育課

継続 統廃合により事業の効率化が図れる予定である。 継続 継続 継続

20 人権教育推進事業
生涯学
習課

継続
幅広い人権問題について、指導者等の研修の充
実を図る。講演会、展示会等を開催し、広く市民の
参加を呼びかける。

継続 継続 継続

21 文化祭事業
生涯学
習課

継続 幅広く多くの団体が参加する事業としたい。 継続 継続 継続

22 公民館事業
生涯学
習課

継続
多様化した全ての市民ニーズに応えることは困難
だが，今後も市民ニーズに応えるため学習の場や
機会を提供する努力をしていく必要がある。

継続 継続 継続

23 生涯学習フェスティバル事業
生涯学
習課

継続
事業内容等の見直しにより、より充実した生涯学習
イベントとすることが求められている。

継続 継続 継続

24 生涯学習人材バンク事業
生涯学
習課

継続

自己の能力を活用しようとする市民のニーズは
年々増加傾向にあり、登録制度の拡充も順調であ
るが、需要の進展が見られない。今後の課題とし
て、制度の普及と市民の自主的な学習意欲の向
上の推進があげられる。

継続 継続 継続

小中学校給食センターを適
切に管理運営して、安全で
おいしい給食を提供するた
め、衛生管理の徹底や給食
内容の充実を図る。

人権教育に関する学習会や
人権標語展等を開催して、
人権教育の推進を図る。

実行委員会及び各運営委員
会により絵画、書道、写真、
工芸等の展示のほか、芸能
音楽の発表を行う。

公民館主催講座・教室の開
講及び公民館祭りの開催
等。

文化会館ステージにおい
て、市内小中高校生の音楽
部等の発表や一般市民サー
クルによる発表の場とする。

ボランティア支援事業、子供
体験学習事業の開催及びボ
ランティアの養成、コーディ
ネーターの育成。

生徒が学習で活用できる教
育用コンピュターを各中学校
に導入する。

①経済的理由により就学困
難と認められる生徒の保護
者及び②特別支援学級に在
学する生徒の保護者
に対して学校経費の一部を
援助する。

市内の中学校２年生の社会
体験学習を市内事業所の協
力を得て実施する。

市内中学2年生を対象に、学
校指導要領に基づく、各教
科の目標や内容に照らした
学習到達度、及び学習に対
する意識を把握するための
学力調査を行う。

市内全小中学校において学
校評価体制・学校評議員制
度を確立し、各学校の教育
活動、運営状況などの一層
の充実を図る。

特別な支援を必要とする子
どもを指導する教職員を対
象に特別支援連携協議会，
専門家チーム会議，巡回相
談，研修会を開催し指導の
充実を図る。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

（教育部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

25 家庭教育学級開催事業
生涯学
習課

継続
家庭教育講演会を多くの学級生が参加できる様日
程等の調整と、周知の徹底を図る必要がある。

継続 継続 継続

26 通学合宿
生涯学
習課

継続
事業の重要性、内容等を保護者に周知し、多くの
児童の参加を呼びかける。

継続 継続 継続

27 成人の日事業
生涯学
習課

継続
マンネリ傾向にあることから、実行委員会主体で実
施できる体制づくり及び実行委員の公募。

継続 継続 継続

28 放課後子どもプラン事業
生涯学
習課

継続

地域で活動しているボランティアの組織づくりの充
実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規
教室を開催するため、地域から新たなコーディ
ネーターやボランティアを探し、育成していく必要
がある。

継続 継続 継続

29 親子ふれあい教室
生涯学
習課

継続 教室開催内容の見直し及び周知の徹底。
継続

（要改善）

（達成度改善）
担当評価のとおり、事業内容
や開催場所を見直し、参加者
を増加させること。

広報で掲載している。
継続

（要改善）

生涯学習の事業と公民館事業
を市民にわかりやすく整理し、
事業内容・周知の見直しをす
ること。

継続

（要改

善）

事業手法を改善し実施すること。

30 埋蔵文化財調査事業
生涯学
習課

継続
今後、職員数が減少した場合は、これらの開発事
業に対し迅速に対応することが困難となる。

継続 継続 継続

31 民間開発発掘調査事業
生涯学
習課

継続
今後、職員数が減少した場合は、これらの開発事
業に対し迅速に対応することが困難となる。

継続 継続 継続

32 公共事業開発発掘調査事業
生涯学
習課

継続
職員数が減少した場合は、これらの開発事業に対
し迅速に対応することが困難となる。

継続 継続 継続

33 文化財保護事業
生涯学
習課

継続
市内には数多くの指定物件があるので、計画的に
事業を実施する必要がある。

継続 継続 継続

34 スポーツ教室事業
スポー
ツ振興

課
継続

教室数、参加者数も一定しており、継続事業とした
い。

継続
（要改善）

（その他）
　開催教室を精査し、特に少
人数の教室については廃止
等の見直しを行うこと。

市民ニーズに合わせた教室に変
更した。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

35 市民レガッタ大会事業
スポー
ツ振興

課
継続

市の特性を生かした水上スポーツの事業であり、
水面利用の一層の普及・推進により、22年度ボー
ト・カヌーの千葉国体も市民の協力により成功を収
めました。また、今後も国体出場選手育成も兼ねて
継続事業としたい。

継続 継続 継続

36
香取小江戸マラソン大会補
助金

スポー
ツ振興

課
継続

事業を通してスポーツの振興を図るとともに、合併
後、初の新しいスポーツイベントの開催であり、市
の一体感の醸成につながっている。
　今後は、継続的に魅力のある大会開催を目指し
「大会コース」や「運営方法」「市民ボランティア」等
をさらに良いものとすべく検討が必要である。

継続
（要改善）

（その他）
　会場での市特産品のＰＲや
販売など、市内への経済効果
や自主財源を高めるよう事業
を展開すること。

大会コースの変更（小野川沿いを
含めた）と農産物等のPRと並行し
販売ブースの拡大を考えている。

継続
（要改善）

市外からの参加者等を市内へ
誘客する工夫を商工観光課・
農政課と協議し検討すること。

継続

（要改

善）

運営方法について、他市の事例等

調査し工夫すること。

民間企業等の開発に際して
発掘調査を実施し、記録保
存を図る。

公共事業の開発に際して試
掘・確認調査を行い、埋蔵文
化財について開発事業者か
ら委託を受けて発掘調査を
行う。

指定文化財の保存管理や修
理・修復を行い、周知活動を
推進する。

ヨガ、ピラティス、ボーリング、
水泳、柔道、剣道、テニス、ミ
ニバス等のスポーツ教室を
開催。

市民レガッタ・カヌー・ボート
の各種大会の開催し、水上
スポーツの推進と啓発を行
う。

香取市の地域特性である
「香取神宮」と「佐原の町並
み」を生かしたスポーツイベ
ントを開催し全国へ香取市の
PRを図ると供に、合併後の
市民の一体感の醸成を図る
ことを目的に「香取小江戸マ
ラソン大会」を開催する。

小・中学校を拠点として、保
護者同士が学習したいことを
計画的・継続的に活動を
行っていく。また、子育てに
ついての不安を解消したり、
家族の触れ合いの仕方等に
ついて学ぶ。

異年齢の子ども達が、親元を
離れ、地域の人々の支援を
受けながら共同生活を通し
て自主性・協調性を高める。

新成人による式典の企画立
案、運営により成人式を開催
する。

放課後の子ども達の安全・安
心な居場所の確保のため、
地域のボランティアが子ども
達と共に勉強、スポーツ、文
化活動、交流活動を推進す
る。

子どもの心身の健康、生活
習慣、保健環境面等につい
て学ぶため、子とその保護者
を対象とした教室を開催す
る。

　個人宅造・小規模開発事
業については、試掘、確認
調査を行い、その成果を踏ま
えて開発事業者と調整を行
う。また、市内重要遺跡の調
査事業を実施する。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（事務事業）

会計課、議会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局

1
現金及び有価証券の出納及
び保管に関すること

会計課 継続
現金及び有価証券の出納、保管を適切に行う必
要がある。

一部見直
山田区事務所、栗源区事務所
の窓口業務のあり方について
検討すること。

組織見直しで、支所は市民課で
対応し、小見川支所について
は、銀行員が１名いる。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

2
歳入歳出決算の調整に関す
ること

会計課 継続

歳計金の収入及び支出に係る決算書の調製を適
正に行う。現在、予算の都合によりExcelにて決算
書作成を行っているが、今後職員が減り、マクロ機
能を使える職員が配置されない場合、決算書作成
ができなくなるおそれがある。

継続 - - -

継続

（要改

善）

財務会計システムの改善につい

て検討すること

3
支払及び収入証憑の審査並
びに支払事務に関すること

会計課 継続

支出負担行為票、支出命令票及び調定票等の伝
票の審査。現在、伝票起票誤りが多すぎるため、
今後どのような改善策を講じるかが課題となってい
る。

継続
（要改善）

（効率性改善）
伝票への添付書類の簡素化
について、引き続き関係課と
調整すること。

簡素化に努めている。添付書類
については、個々に指導してい
る。（契約書、電話料）

継続
（要改善）

電子決裁化について、調査・研
究を進めること。

添付不要書類の周知を図り、多少な

りとも書類が減少した。

継続

（要改

善）

会計事務処理について、総務

課と総務課と協議し職員のレベ

ルアップを目指し研修・指導を進

めること。

4 会議録の調製
議会
事務
局

継続
概ね良好に事業が行われている。
今後の課題は、会議録の作成から公開までの日
数を短縮していくこと。

継続 - - - 継続

5 議会だよりの発行
議会
事務
局

継続
概ね良好に事業が行われている。
今後の課題としては、更に分かりやすい紙面づくり
を実践していくこと。

継続 - - - 継続

6 市議会ホームページの充実
議会
事務
局

継続
概ね良好に事業が行われている。
今後の課題は、更に簡単に検索できるシステムや
読みやすさ等についても研究する。

継続 - - - 継続

7 農地法許可申請等事務

農業
委員
会事
務局

継続
制度改正により、資格要件を厳格に審査すること
が肝要となった。

継続 - - - 継続

8
農業経営基盤強化促進法に
よる事業

農業
委員
会事
務局

継続
圃場整備の成されていない農地と耕作放棄された
農地の利用集積事業に取組むことが肝要。

継続 - - - 継続

9 農業者年金業務に関すること

農業
委員
会事
務局

継続
農業従事者の生活安定を図る意味で事業は必
要。

継続 - - - 継続

10 農業委員会だよりの発行

農業
委員
会事
務局

継続
今後も継続すべき事業であり、更なる紙面の充実
を図る必要がある。

継続 - - - 継続

11 農地基本台帳の整備保存

農業
委員
会事
務局

継続

農地法、農業経営基盤強化促進法を補完するとも
に、農業者への各種支援に不可欠な重要な資料
であり、今後も更なる充実に向け継続する必要が
ある。

継続 - - - 継続

12 定期監査に関すること

監査
委員
事務
局

継続 資料が適正に作成され、報告されている。 継続 - - - 継続

13 決算審査に関すること

監査
委員
事務
局

継続 資料が適正に作成され、報告されている。 継続 - - - 継続

14
例月現金出納検査に関する
こと

監査
委員
事務
局

継続 資料が適正に作成され、報告されている。 継続 - - - 継続

普通地方公共団体及び公営
企業について監査委員が決
算を審査する。

監査委員が現金出納事務を
検査する。

農地の売買・貸借及び農地
転用についての許認可事務
である。

市（農政課）が農地の集積事
業を行い、農業委員会が月
毎に審議決定を行う制度。

農業者年金制度の広報活動
及び加入、受給等に係る事
務を行う。

農業及び農家に関する情報
提供のために広報紙を発行
し、実行組合長を通じ農業
者へ各戸配付する他、関係
機関へ送付する。

農家の家族構成、機械等保
有状況、耕作地状況等農業
経営状況を把握し、農業振
興に活用するため台帳整備
を行う。

財務に関する事務・事業の
執行及び管理が適正に行わ
れているかについて監査委
員が財務事務を監査する。

預金通帳の管理・確認及び
有価証券の保管。

決算書の調製。

法令及び規則に沿って伝票
の審査を行う。

定例会・臨時会・各委員会の
会議録を作成する。

　議会報編集特別委員会が
編集した「議会だより」を年４
回発行し、朝刊紙への折込
等により配布する。

 市議会ホームページにおい
て議論の内容を公開する。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　評価 　　評価 　評価
事務事業 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成２４年度　事務事業評価結果一覧
（施設）

平成２５年２月
企 画 政 策 課



◇一覧表の見方

一次評価(担当課による評価)、二次評価（経営戦略会議による評価）

継続

継続（要改善）

廃止

その他

現行のとおり継続するもの

継続とするが改善や検討を要するもの　（達成度改善、効率性改善、公平性改善　ほか）

一部見直

・指定管理者制度の導入など管理方法を変更するもの

・施設を統廃合するもの　ほか

施設を廃止するもの



平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（総務部・企画財政部）

1 香取市役所 財政課 継続 維持管理の効率化に努める。 継続 - - - 節電に努めた。 継続

2 小見川支所 支所 継続
市民センターとして管理運営の効率化を図
る。

一部見直 担当評価のとおり
継続

（要改善）

         【見直しにより評価が向上】
同一施設の使用になるため、管理区
分、維持管理方法について十分協議
すること。

節電に努めた。

継続

（要改

善）

担当課評価のとおり

3 山田支所 支所 継続
維持管理の効率化に努める
２階部分を活用するかどうかの検討

継続
（要改善）

（その他）
　議場、町長室、助役室等、あまり利用され
ていない部屋の活用について検討するこ
と。

継続
（要改善）

空きスペースの有効活用について検討
すること

節電に努めた。

継続

（要改

善）

担当課評価のとおり

4 栗源支所 支所 継続
維持管理の効率化に努める
市民センターへの移行を予定

継続 活用について、協議を重ねている。
継続

（要改善）
施設利用方法の決定次第それに基づ
き速やかに実施すること。

節電に努めた。

継続

（要改

善）

担当課評価のとおり

5 本宿コミュニティホーム
市民活
動推進

課
継続

平成19年度から継続的に町内会・自治会に
施設の譲渡について協議しているが、老朽
化している施設の譲渡を受けることについ
ての理解が得にくいため、困難な状況にあ
る。

継続
（要改善）

（その他）
　引き続き、地元への譲渡について調整す
ること。

継続
（要改善）

引き続き、地元への譲渡について調整
すること。

一部見直
施設の老朽化を考慮し、廃止

の方向で検討すること。

6 津宮コミュニティホーム
市民活
動推進

課
継続

平成19年度から継続的に町内会・自治会に
施設の譲渡について協議しているが、老朽
化している施設の譲渡を受けることについ
ての理解が得にくいため、困難な状況にあ
る。

継続
（要改善）

（その他）
　引き続き、地元への譲渡について調整す
ること。

継続
（要改善）

引き続き、地元への譲渡について調整
すること。

継続

（要改

善）

引き続き、地元への譲渡につい

て調整すること。

7
香取市みずほふれあいセ
ンター

市民活
動推進

課
継続

本施設の設置目的から、市が管理すべき施
設である。

継続 - - -

相談事業を千葉県人権啓発センター

に委託していたが、平成２３年度から

臨時職員を雇用し実施している。

継続

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（健康福祉部）

1 小見川社会福祉センター
社会福
祉課

継続
地域福祉施策推進の拠点として、継続した
運営が望まれるが、今後、老朽化等に伴い
施設修繕等の経費が生じてくる。

継続
指定管理者制度による管理を継続するこ
と。

- - - 継続

2
地域活動支援センターあ
けぼの園

社会福
祉課

一部見直

・現状では今年度に入って正規職員が増員
となっており、昨年度に比して人件費率が
増大している。（原因は人事）
・市が障害者の地域での生活を支援する事
業としての必要性はますます増大してきて
いるが、障害者自立支援法に基づいていく
つもの民間事業者によってグループホーム
や就労支援事業所などが市内でも整備され
てきたことにより、設立時のような学校卒業
後、障害者への支援が就職か、在宅か、施
設かといった状況ではなくなってきており、
様々な支援のメニューが展開されてきてい
ることから、民間活力の導入は検討して然る
べき時期であり、直営の必然性は薄れてき
ている思われる。
・現状の「基本型（全額市費）」のまま指定管
理に移行することを検討するとともに、「就労
支援B型（国庫負担あり）」として事業形態を
見直しながら指定管理への移行を検討する
必要も考えられる。（平成２６年度移行の予
定で検討中）

継続
（要改善）

（その他）
　指定管理者制度導入のメリット、デメリット
について検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度導入のメリット、デメリッ
トについて引き続き検討すること。

一部見直
平成２６年度指定管理者移

行に向けて準備を進めること。

3
地域活動支援センター第
２あけぼの園

社会福
祉課

一部見直 〃
継続

（要改善）

（その他）
　指定管理者制度導入のメリット、デメリット
について検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度導入のメリット、デメリッ
トについて引き続き検討すること。

一部見直
平成２６年度指定管理者移

行に向けて準備を進めること。

4
地域活動支援センターお
みがわ

社会福
祉課

一部見直

・現状では今年度に入って正規職員が増員
となっており、昨年度に比して人件費率が
増大している。（原因は人事）
・市が障害者の地域での生活を支援する事
業としての必要性はますます増大してきて
いるが、障害者自立支援法に基づいていく
つもの民間事業者によってグループホーム
や就労支援事業所などが市内でも整備され
てきたことにより、設立時のような学校卒業
後、障害者への支援が就職か、在宅か、施
設かといった状況ではなくなってきており、
様々な支援のメニューが展開されてきてい
ることから、民間活力の導入は検討して然る
べき時期であり、直営の必然性は薄れてき
ている思われる。
・保護者としては指定管理期間が有期であ
るため運営の一貫性に不安を抱いたり、利
用者としての意見の反映を懸念する声もあ
るが、現状の「基本型（全額市費）」のまま指
定管理に移行することを検討するとともに、
「就労支援B型（国庫負担あり）」として事業
形態を見直しながら指定管理への移行を検
討する必要も考えられる。

継続
（要改善）

（その他）
　指定管理者制度導入のメリット、デメリット
について検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度導入のメリット、デメリッ
トについて引き続き検討すること。

一部見直
平成２６年度指定管理者移

行に向けて準備を進めること。

5
ひまわり苑デイサービスセ
ンター

高齢者
福祉課

一部見直 指定管理者制度を導入 一部見直 指定管理者制度の導入を早期実施すること
指定管理者制度に移行（平成23年4月
～）

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

6 養護老人ホームひまわり苑
高齢者
福祉課

一部見直

必要な施設ではあるが、施設の老朽化に伴
い施設管理負担金の増加が予想される。無
償譲渡を含めた施設の在り方を検討する必
要がある。

一部見直 指定管理者制度の導入を早期実施すること
指定管理者制度に移行（平成23年4月
～）

継続 【見直しにより評価が向上】 継続

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

7
香取市なのはな苑デイ
サービスセンター

高齢者
福祉課

継続
平成17年度から指定管理へ移行したが、そ
の後利用者の苦情等もなく、受託事業者も
意欲的に効率的な運営を続けている。

継続
指定管理者制度による管理を継続するこ
と。

継続

8 香取市シニア健康プラザ
高齢者
福祉課

継続

自主グループ、団体等のみの利用となって
いる。広く市民に利用いただくためにはト
レーニング機器の指導者等の配置も検討す
る必要がある。

継続
（要改善）

（その他）
　健康福祉部内で、管理や活用等について
十分に調整を行うこと。

継続
（要改善）

より多くの市民に活用されるための方策
や目的達成のための方策について、部
内で調整を図ること

継続

（要改

善）

担当課評価のとおり。あわせて

使用料の見直しについても検討

すること。

9 たまつくり保育所
子育て
支援課

継続
平成17年度～平成21年度まで5年間、指定
管理者による適切な運営が行われ、平成22
年度以降も再指定されている。

継続 - - - 継続

10 香西保育所
子育て
支援課

継続
平成17年度～平成21年度まで5年間、指定
管理者による適切な運営が行われ、平成22
年度以降も再指定されている。

継続 - - - 継続

11 大倉保育所
子育て
支援課

継続
他の保育所から比較すると施設も比較的新
しいことから、当分の間は現状維持。

継続 - - - 継続

12 北佐原保育所
子育て
支援課

継続
他の保育所から比較すると施設も比較的新
しいことから、当分の間は現状維持。

継続 - - - 継続

13 香取保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、入所児童数の入
所率等を勘案し、「香取市公立保育所適正
配置の指針と実施プラン」に基づき前期計
画（Ｈ２３年～２６年）の中で統廃合を推進し
たい。

一部見直 担当評価のとおり

適正配置の指針と実施プラン」に基づき前
期計画（Ｈ２３年～２６年）の中で、公共施設
の再編・新制度・土地活用の問題があり遅
延することも予想されるが、検討している。

一部見直

前期計画では、震災の影響で場所的に困
難な問題もあるが、熟度をました所から民
間・公立、幼保一元、統合・指定管理者制
度を視野に置き、総合的に検討をすること。

一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」の通り統

合計画を進め、その後指定管

理制度の導入について検討す

ること。

14 新島保育所
子育て
支援課

継続
「香取市公立保育所適正配置の指針と実施
プラン」に基づき、平成２３年４月に湖東保
育所と統合予定。

一部見直 担当評価のとおり 計画に基づき統廃合を実施した 継続 継続

15 東大戸保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、入所児童数の入
所率等を勘案し、「香取市公立保育所適正
配置の指針と実施プラン」に基づき後期計
画（Ｈ２７年～３１年）の中で統廃合を推進し
たい。

一部見直
統廃合に伴い施設整備が必要になる場合
は、合併特例債適用期間内での事業推進
を図ること。

適正配置の指針と実施プラン」に基づき前
期計画（Ｈ２３年～２６年）の中で、公共施設
の再編・新制度・土地活用の問題があり遅
延することも予想されるが、検討している。

一部見直

前期計画では、震災の影響で場所的に困
難な問題もあるが、熟度をました所から民
間・公立、幼保一元、統合・指定管理者制
度を視野に置き、総合的に検討をすること。

一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」の推進をす

すめ、さらに幼保一元化の視点

を加えて検討すること。

16 瑞穂保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、入所児童数の入
所率等を勘案し、「香取市公立保育所適正
配置の指針と実施プラン」に基づき後期計
画（Ｈ２７年～３１年）の中で統廃合を推進し
たい。

一部見直
統廃合に伴い施設整備が必要になる場合
は、合併特例債適用期間内での事業推進
を図ること。

〃 一部見直 〃 一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」の推進をす

すめ、さらに幼保一元化の視点

を加えて検討すること。

17 佐原保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、入所児童数の入
所率等を勘案し、「香取市公立保育所適正
配置の指針と実施プラン」に基づき前期計
画（Ｈ２３年～２６年）の中で統廃合を推進し
たい。

一部見直 　担当評価のとおり

適正配置の指針と実施プラン」に基づき前
期計画（Ｈ２３年～２６年）の中で、公共施設
の再編・新制度・土地活用の問題があり遅
延することも予想されるが、検討している。

一部見直

前期計画では、震災の影響で場所的に困
難な問題もあるが、熟度をました所から民
間・公立、幼保一元、統合・指定管理者制
度を視野に置き、総合的に検討をすること。

一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」の通り統

合計画を進め、その後指定管

理制度の導入について検討す

ること。

18 小見川中央保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、耐震性、入所児
童数の入所率等を勘案し、「香取市公立保
育所適正配置の指針と実施プラン」に基づ
き公立保育所と近接する、幼稚園との連携
について、前期計画期間内で推進。

一部見直 　担当評価のとおり 〃 一部見直 〃 一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」と香取市

立幼稚園再編基本方針の整

合性をはかりつつ統合について

一層推進されたい。
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（健康福祉部）

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

19 小見川東保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、入所児童数の入
所率等を勘案し、「香取市公立保育所適正
配置の指針と実施プラン」に基づき前期計
画（Ｈ２３年～２６年）の中で小見川南保育
所と統廃合を推進したい。

一部見直 　担当評価のとおり 〃 一部見直 〃 一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」の前期計

画に沿った統合を推進すること。

20 小見川南保育所
子育て
支援課

継続

施設の老朽化の度合い、入所児童数の入
所率等を勘案し、「香取市公立保育所適正
配置の指針と実施プラン」に基づき前期計
画（Ｈ２３年～２６年）の中で小見川東保育
所と統廃合を推進したい。

一部見直 　担当評価のとおり 〃 一部見直 〃 一部見直

「香取市公立保育所適正配置

の指針と実施プラン」の前期計

画に沿った統合を推進すること。

21 栗源保育所
子育て
支援課

継続
栗源地区に１施設であることから、現状維持
とし、今後は老朽化した施設の修繕を推進
する必要がある。

継続 　担当評価のとおり - - - 継続

22 山田児童館
子育て
支援課

継続

児童厚生員４名が交代勤務で指導にあたっ
ているが、４人とも（女性）臨時職員であり、
建物が山田区事務所から離れた場所にあ
るため、不審者や事故等が心配される。

継続 担当評価のとおり - - -

継続

（要改

善）

設置目的に沿った効率的な運

営について検討されたい。

23 おみがわ聖苑 市民課 継続

指定管理制度について検討したが、火葬場
の業務の特殊性から施設全体を指定管理
委託するより火葬炉の維持管理などの業務
について一部業務委託する形式が良いと
いう結論に至った。

継続
（要改善）

(その他)
指定管理者制度を導入した場合の経費に
ついて調査すること。

指定管理者制度の導入を検討したが、火葬
場の業務の特殊性から施設全体を指定管
理者に委託するより、火葬炉の維持管理な
どの業務について一部業務委託する形式
が良いという結論に至った。そのため、一部
業務委託について計画的に導入していく。

継続
（要改善）

一部業務委託について計画的に進め
ること。

継続

（要改

善）

一部業務委託について計画的

に進め、効率的な運営を行うこ

と。

施-34



平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（経済部）

1 栗源紅小町の郷 農政課 一部見直

都市農村交流・情報発信の拠点であること
や市内農家の販路拡大等、公の施設が果
たす役割が多いことから、指定管理者制度
を導入した場合の市の係わりや直営部分の
経営分析を行い、制度導入について十分
に検討する。

一部見直 担当評価のとおり
指定管理者制度を導入する計画で進
捗している。

継続

       【見直しにより評価が向上】

3月までに指定管理に移行できるよう整
理すること。

平成２４年4月より指定管理者制度

を導入
継続

【見直しにより改善効果のあった

もの】

2 クラインガルテン栗源 農政課 一部見直
管理運営については委託しており、指定管
理者制度を導入した場合の市の係わりを整
理し、制度導入を検討する。

一部見直 担当評価のとおり
指定管理者制度導入のメリット、デメリッ
トについて検討中。

一部見直
引続き指定管理者制度導入のメリット、
デメリットについて検討すること。

一部見直

引き続き指定管理者制度導入

のメリット、デメリットについて検

討すること。

3 北佐原農村広場 農政課 廃止
6月から9月まで修復工事を行い、完成後に
地元に無償譲渡する。

一部見直

管理形態が不適正である。
関係各課で、施設のあり方、指定管理者制
度の導入や譲渡等について早急に検討す
ること。

地区と協議し、震災後の修繕が済み次
第、北佐原連合会へ譲渡する計画。

一部見直
修繕後の譲渡する計画を確実に進め
ていくこと。

修復工事を行い、譲渡に受け計画どお

り進めた
廃止

【見直しにより改善効果のあった

もの】

4 まほろばの里案内所 農政課 継続

　都市との交流拠点として集客が出来るよう
な事業展開を検討していきたいが、本施設
では展示物見学が出来るだけで体験型の
設備や施設が無く、イベントの対応が難しい
状況である。このため交流事業のニーズを
把握しながら施設や設備の整備が必要であ
る。（イベント時の雨天対応が出来ずにいる
等。）

継続 　担当評価のとおり - - - 継続

5 水郷佐原水生植物園
商工観
光課

一部見直

園の管理運営部分については、年間を通し
て委託を検討していきたい。また、職員の週
休等の取得が困難で、野外での作業も多
く、健康管理等の問題が生じている。

一部見直
担当評価のとおり、民間活力を最大限に活
用すること。

平成23年度中で整備の方向性を検討
し平成24年度に実施計画を策定する

一部見直
実施計画に基づき事業を進めていくこ
と。

一部見直

リニューアルに合わせ委託可能

な運営方法について検討を進

めること。

6 水郷佐原山車会館
商工観
光課

継続 更なる集客増に向けた対策が必要である。
継続

（要改善）

（その他）
　指定管理者制度導入のメリット、デメリット
について検討すること。

継続
（要改善）

引続き指定管理者制度導入のメリット、
デメリットについて検討すること。

継続

（要改

善）

指定管理者制度導入について

検討すること。

7 佐原町並み交流館
商工観
光課

継続
観光振興にとって不可欠な施設であり、指
定管理者により適正に管理されている。

継続 　担当評価のとおり - - - 継続

8 佐原三菱館
商工観
光課

継続
観光振興にとって不可欠な施設であり、指
定管理者により適正に管理されている。

継続 　担当評価のとおり - - - 継続

9 水の郷さわら
商工観
光課

継続

広域交流拠点としての機能が十分発揮さ
れ、初期の目的が果たされているものと考
えている。今後の課題としては、PFI事業の
モニタリング（監視）の中で、市の政策的な
意思が伝わらない場合があるので、意思疎
通を行う体制づくりが必要。

- - - - - - 継続

10 小見川ふれあいセンター
商工観
光課

継続
観光振興や地域の交流活動、文化・学習活
動等に有効活用されてる。

継続
（要改善）

（効率性改善）
　管理の委託方法を検討し、管理経費の削
減を図ること。

シルバーに委託しているが、地元への
委託を検討している。

継続
（要改善）

早急に実態を調査し、委託方法を検討
すること。

継続

（要改

善）

利用実態を調査し委託方法を

検討すること。

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（建設部）

1 片野団地
都市整
備課

継続
平成２２年度市営住宅長寿命化計画を策定
する。

継続
（要改善）

（効率性改善）
指定管理者制度の導入など、管理方法の
見直しを検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度の導入など、管理方法
の見直しを検討すること。また、滞納整
理についても他市の事例などを研究す
ること。

継続

（要改

善）

指定管理者制度の導入な

ど、管理方法の見直しを検

討すること。また、滞納整理

についても他市の事例などを

研究すること。

2 大戸団地
都市整
備課

継続
平成２２年度大規模改修実施設計を行い、
２３年度から２５年度にかけて大規模改修工
事を実施する。

継続
（要改善）

（効率性改善）
指定管理者制度の導入など、管理方法の
見直しを検討すること。

継続
（要改善）

〃

継続

（要改

善）

指定管理者制度の導入など、

管理方法の見直しを検討する

こと。また、滞納整理についても

他市の事例などを研究するこ

と。

3 粉名口団地
都市整
備課

継続
継続

（要改善）

（効率性改善）
指定管理者制度の導入など、管理方法の
見直しを検討すること。

継続
（要改善）

〃

継続

（要改

善）

指定管理者制度の導入など、

管理方法の見直しを検討する

こと。また、滞納整理についても

他市の事例などを研究するこ

と。

4 五郷内第一団地
都市整
備課

継続
当面は継続とするが、施設の老朽化が著し
いため、将来的には廃止の方向で検討した
い。

継続 　担当評価のとおり - - - 一部見直
廃止に向けての手続きを進める

こと。

5 五郷内第二団地
都市整
備課

継続
当面は継続とするが、施設の老朽化が著し
いため、将来的には廃止の方向で検討した
い。

継続 担当評価のとおり - - - 一部見直
廃止に向けての手続きを進める

こと。

6 日下部団地
都市整
備課

継続
継続

（要改善）

（効率性改善）
指定管理者制度の導入など、管理方法の
見直しを検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度の導入など、管理方法
の見直しを検討すること。また、滞納整
理についても他市の事例などを研究す
ること。

継続

（要改

善）

指定管理者制度の導入など、

管理方法の見直しを検討する

こと。また、滞納整理についても

他市の事例などを研究するこ

と。

7 向堆団地
都市整
備課

継続
継続

（要改善）

（効率性改善）
指定管理者制度の導入など、管理方法の
見直しを検討すること。

継続
（要改善）

〃

継続

（要改

善）

指定管理者制度の導入など、

管理方法の見直しを検討する

こと。また、滞納整理についても

他市の事例などを研究するこ

と。

8 佐原駅北駐車場
都市整
備課

継続
指定管理者への契約期間が平成２３年６月
末で完了するため、今年度中に契約の更
新手続きを行う。

継続 担当評価のとおり - - - 継続

9 小見川駅南駐車場
都市整
備課

継続
利用率が低いため、小見川駅周辺のまちづ
くりと関連させながら、駐車場の廃止及び他
の利用方法の検討を行う。

継続
（要改善）

（その他）
　担当評価のとおり、小見川市街地整備の
検討に合わせ、利活用について検討するこ
と。

継続
（要改善）

担当評価のとおり、小見川市街地整備
の検討に合わせ、利活用について検討
すること。

一部見直

料金改定を検討し、その上で利

用状況が改善されない場合は

廃止についても検討すること。

　

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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平成24年度　事務事業評価結果一覧（施設） 資料3-2

（教育部）

1 佐原中央公民館
生涯学
習課

継続
今後も市民の学習に対するニーズに応える
ため，施設・設備を充実させるとともに、併せ
て耐震補強等を図る必要がある。

継続
（要改善）

（効率性改善）
　貸館業務については、委託や臨時職員で
の対応を検討すること。

委託より直営を考えている。
継続

（要改善）

公民館運営推進と貸館業務を切り離し、
部分的に委託や臨時職員での対応を
早急に検討すること。

東日本大震災の復旧工事等も完了

し、通常の管理・運営（市民ニー

ズ）を行っているが、昨年度に引き続

き、節電対策を実施している。

継続

（要改

善）

組織のスリム化に対応できるような運営

方法を検討すること。

2 佐原第一公民館
生涯学
習課

一部見直
施設の老朽化等に伴い，今後のあり方等の
検討が必要。

廃止
老朽化が著しいため、利用者との調整を行
い、早期に廃止の方向で調整すること。

社会教育施設整備計画の中で、現在の
１３施設を８施設に削減する計画で、そ
の計画に第一公民館を含めているが、
中央公民館の改修工事完了後の事業と
なり平成２７年度に実施する計画。

廃止
廃止計画に併せ、跡地等の活用方法も
検討すること。

廃止

3 山田公民館
生涯学
習課

継続

公民館としての主旨を踏まえ、地域のコミュ
ニティ施設として、中心的な役割を担ってい
るため必要であるが、今後の課題として、老
朽化による施設の改修等が問題である

継続
（要改善）

（効率性改善）
　貸館業務については、委託や臨時職員で
の対応を検討すること。

継続
（要改善）

各公民館事業の事務量を把握し、貸館
業務と切り離して、委託や臨時職員での
対応を検討すること。

社会教育施設の整備指針に基づ

き運営している。
継続

4 栗源公民館
生涯学
習課

継続
(仮称）香取市栗源市民センターへの機能
移転の計画があることから、円滑な移行が
図れるよう調整が必要となる。

継続
　（仮称）栗源市民センターへ円滑な機能の
移転を図れるよう調整すること。

継続 廃止
市民センターへ機能の充実が図れるよう

調整すること。

5 佐原中央図書館
生涯学
習課

継続

図書館利用が増えているなか、さらに蔵書
構成の充実を図りたい。また、収集の効率
化・市民の利便性の観点からも「香取市図
書館ネットワーク計画」に基づき、４読書施
設を一本化し、オンライン化を進め、受益者
の公平性の向上につとめたい。

継続
（要改善）

（その他）
　業務の一部委託について検討すること。

業務を仕訳し職員と臨時職員の分担業
務を整理している。

継続
（要改善）

分担する業務を整理し、一部委託につ
いて検討すること。

継続

（要改

善）

市内図書施設の全体的な運営形態を

検討すること。

6 小見川図書館
生涯学
習課

継続

新図書館オープンに向けて、より一層サー
ビスの向上に努めたい。地域差をなくした、
希望する人に利用してもらえる図書館を目
指して<香取市社会教育施設等整備><香取
市図書館ネットワーク計画>で取り組みた
い。

継続
（要改善）

（その他）
　業務の一部委託について検討すること。

シルバー人材センターにカウンター業
務の一部を委託している。

継続
（要改善）

（仮）小見川市民センターの整備される
時期に備え、委託・臨時職員の方向で
検討すること。

継続

（要改

善）

市内図書施設の全体的な運営形態を

検討すること。

7 佐原文化会館
生涯学
習課

継続
市民の生涯学習活動拠点として、施設全体
の整備が必要である。

継続
（要改善）

（効率性改善）
　担当評価のとおり、指定管理者制度等の
導入を検討すること。

耐震補強と施設の大規模改修が最優先
なので、その事業が平成２６年度に完了
予定なので、その後に指定管理者制度
の導入を考えている。

継続
（要改善）

早期に指定管理者制度を検討するこ
と。

継続

（要改

善）

組織のスリム化に対応できるような運営

方法や指定管理者制度を検討するこ

と。

8 伊能忠敬記念館
生涯学
習課

継続
入館者数の維持と入館者への適切な対応と
資料の保存管理が課題になる

継続 　担当評価のとおり 継続 継続

9 谷中集会所
生涯学
習課

継続
地域及び福祉関係のニーズが高まっている
ことから、施設の存続は必須である。

継続 担当評価のとおり 継続 継続

10 市民体育館
スポー
ツ振興

課
継続

市民のスポーツ活動や各種大会の拠点とし
てさらに高効率利用に努める。

継続
（要改善）

（その他）
　指定管理者制度導入のメリット、デメリット
について検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度導入のメリット、デメリッ
トについて検討すること。

香取市民体育館等の各体育施設運

営業務仕様書の内容を見直し,平成

24年度予算に反映した結果Ｈ23・

7,091千円⇒Ｈ24・6,604千円と

なった。

継続 【見直しにより評価が向上】

平成23年度　　都市経営本部
平成23年度中に見直しを行った点

平成24年度　経営戦略会議

評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点
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評価 評価 　　評価 　評価
施設名 担当課

担当課 平成22年度　都市経営本部
平成22年度中に見直しを行った点

11
小見川スポーツ・コミュニ
ティセンター

スポー
ツ振興

課
継続

近年の健康志向により、益々トレーニング施
設としての利用が高まっており、利用者に対
する指導も高齢化社会を踏まえた寝たきり
予防やけがの予防等を考慮してトレーナー
の配置日の拡大や利用者の増と普及促進
を図って行きたい。また、水上スポーツの拠
点としての施設でもあり関連して、県ボート・
カヌー両協会を小見川町時代に引き受け黒
部川の水上スポーツの振興と普及促進を
図ってきたものであるので継続して普及と促
進に努めていきたい。
（トレーニング施設や宿泊施設として指定管
理者制度を導入した場合施設管理につい
ては少ない人材でできるメリットがあるが、本
施設は水面に隣接している場所であり安全
に配慮する等の状況判断が即決定できる等
の利点があり、マスタープランにも掲載され
ている通り施設本来の目的である水上ス
ポーツの振興・普及促進を図り、ボート・カ
ヌー両協会との連絡調整等密にしていく必
要があり、民間に委託した場合、市の市民レ
ガッタをはじめ少年スキー教室や各種事業
実施と水上スポーツの振興と普及促進が利
益主導と違うため築き上げてきた信頼等が
崩壊する等、施設設置時の目的と違う方向
へ進んでいく等大きなデメリットが考えられま
す。）

継続
（要改善）

（その他）
　指定管理者制度導入のメリット、デメリット
を検討すること。

継続
（要改善）

指定管理者制度導入のメリット、デメリッ
トを検討すること。

継続

（要改

善）

スポコミ・B＆Gの一体的な管理、運営

方法について検討すること。

12
小見川Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

スポー
ツ振興

課
継続

体育館、プールなどがあり、地域のスポーツ
拠点施設である。

継続
（要改善）

（その他）
　事業内容を精査し、委託可能な事業につ
いては委託を検討すること。

継続
（要改善）

事業内容を精査し、委託可能な事業に
ついては委託を検討すること。

継続

（要改

善）

スポコミ・B＆Gの一体的な管理、運営

方法について検討すること。

13 山田Ｂ＆Ｇ海洋センター
スポー
ツ振興

課
継続

体育館、柔剣道場、プールなどがあり、地域
のスポーツ拠点施設である。

継続
（要改善）

（その他）
　事業内容を精査し、委託可能な事業につ
いては委託を検討すること。

継続
（要改善）

事業内容を精査し、委託可能な事業に
ついては委託を検討すること。

継続

（要改

善）

スポコミ・B＆Gの一体的な管理、運営

方法について検討すること。

14 栗源Ｂ＆Ｇ海洋センター
スポー
ツ振興

課
継続

地域のスポーツを広める上でも重要な施設
であり、防災施設としても重要であるため現
状のまま継続が望ましい。

継続 継続

継続

（要改

善）

スポコミ・B＆Gの一体的な管理、運営

方法について検討すること。

施-38


