
【拡充】

　評価 コメント

1 男女共同参画推進事業

市民
活動
推進
課

拡充

ワークライフバランスの必要性への理解不足や性
別による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
ことから，引き続き市民を対象としたセミナーや職
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 拡充 担当課評価のとおり。

2
不妊治療対策支援事業【新
規】

子育て
支援
課

継続
不妊治療による妊娠の成果が得られているので、
所得制限を県並みに引き上げ、補助年数の拡大
を検討したい。

- - 拡充
ＰＲ等もしっかり行いどの様な
方法（期間・対象年齢等）が最
も効果的か検討すること。

3 放課後児童クラブ運営事業
子育て
支援
課

拡充
各小学校区をカバーできるよう、市民ニーズや余
裕教室の有効活用を含め、適切な整備を進めた
い。

継続 拡充
ニーズは増加傾向にあること
から、適切な整備を進めるこ
と。

4 がん検診事業
健康づ
くり課

拡充 前立腺がん等の検診を検討する時期
継続

（要改善）
更に受診率の向上を図るよう検
討すること。

拡充

受診率の向上が図られるよう
検討すること。また、前立腺が
ん等の検診についても検討す
ること。

5 農業経営基盤強化対策事業 農政課 拡充

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。集落営農などの取り組みや、人・
農地プランの推進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 拡充 担当課評価のとおり。

6 企業誘致事業
商工
観光
課

拡充

誘致先である産業用地が少ないことが課題であ
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。そのうえで、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）

担当評価のとおり積極的に誘致
活動を行うこと。

拡充 担当課評価のとおり。

7 コンピューター利用教育事業
学校
教育
課

拡充

社会の情報化、学校における教育の情報化は、児
童の情報機器活用能力を高めており、また情報機
器等を活用した授業は、児童の興味関心を高め教
育効果も上げていることが実証されている。
　現在のＰＣ台数は文部科学省が掲げる配置目標
数に満たないため、更なる設置台数の充実を目指
すとともに、校内ＬＡＮ環境の整備を行っていく。
　また、学校職員の誰もが情報機器活用した効果
的な授業が行えるよう研修等の実施を検討してい
く。

継続 拡充
学校統合を見据えた配置とＰ
Ｃの更新を計画的に実施し、
環境整備に努めること。

№ 事務事業 担当課
担当課 平成24年度　　経営戦略会議

平成24年度から改善した点
平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

　家庭・地域・職場などのあ
らゆる場において，男女が一
人ひとりの個性と能力を十分
に発揮できる社会の実現を
図ることを目的として策定し
た香取市男女共同参画計画
に基づき意識改革と環境整
備を行う。

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。

がんの早期発見、早期治療
のため集団検診を実施。

市が農地利用集積円滑化法
人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。

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。

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。

結婚１年以上かつ夫婦とも
引き続き１年以上住民票が
あり、子がなく不妊治療を受
けている者で、夫婦の所得
が年間４５０万円未満である
者に対し医療費の負担を軽
減する。
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【継続】

　評価 コメント

1 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。

継続 継続
新人職員のみならず、全庁的
な浸透を図ること。

2 文書の集配に関すること
総務
課

継続 平成25年度より臨時職員で集配を実施。
継続

（要改善）
嘱託職員等での実施や委託を検
討すること。

平成25年度から臨時職員で集
配実施

継続 担当課評価のとおり。

3 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）

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。

継続
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。

4 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 担当課評価のとおり。

5 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）

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
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。

6 職員研修
総務
課

継続

「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
修を実施しており、今後も継続していく必要があ
る。

継続 継続 担当課評価のとおり。

7 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）

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。

継続 担当課評価のとおり。

8 姉妹都市等交流事業
企画
政策
課

継続

姉妹友好都市締結が有意義なものとなるよう、産
業、文化、教育等の各分野において、交流拡大に
努める。また、佐賀県鹿島市及び岩手県山田町と
の締結に向け調整を行っていく。

継続 【見直しにより評価が向上】 継続 担当課評価のとおり。

9 ふるさと香取応援寄附金事業
企画
政策
課

継続 制度の周知に努め、寄附金の増加に努めたい。 継続 継続
市外の香取市出身者への制
度の周知と寄付金の増加につ
ながる工夫に努めること。

10 子育て創生事業（婚活事業）
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 継続 担当課評価のとおり。

№ 事務事業 担当課
担当課 平成24年度　　経営戦略会議

平成24年度から改善した点
平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

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。

本庁と各支所間を回り、文書
の集配を行う。

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。

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。

市職員として能力の向上を
図り、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。

兵庫県川西市・福島県喜多
方市と友好親善の推進、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
とともに、広報活動等を行
う。

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
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

11 総合窓口整備事業【新規】
企画
政策
課

継続

一階フロアの市民課・税務課の配置変更及び窓口
カウンター改修・案内表示の設置は平成25年5月7
日で完了し、利便性やプライバシー保護等など市
民ニーズに的確に対応できた。今後職員の減少・
コストの削減を意識し窓口担当課と外部委託等に
ついて協議始め、行政と民間の役割区分を明確に
し臨時職員、再任用、外部委託等を目標に整理す
る。

- #REF! 継続
窓口の業務については引き続
き関係課と調整を進めていくこ
と。

12 バス路線運行事業【新規】
企画
政策
課

継続

基幹バス路線の維持は必要。但し、利用者のニー
ズについて定期的な調査が必要であり、それに伴
い、ルートや時刻の改正を委託事業者と協議し最
大限の利便性向上に努める。

- - 継続 担当課評価のとおり。

13 統計調査員確保事業【新規】
企画
政策
課

継続

佐原、栗源地区については調査員会が存在してい
ることから比較的調査員を選任しやすいが、小見
川、山田地区においては調査の都度調査員を探し
ている状況であるため調査員会の設立が必要で
ある。

- - 継続

統計調査委員会の加入を促
進し、委員の核となる人材確
保と調査員の研修等充実を図
ること。

14
市有財産有効活用事業
市有土地（普通財産）維持管
理事務

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。震
災により液状化し売却処分が困難となった未利用
地の活用を行う。

継続 継続

引き続き売却困難となった未
利用地の適正な管理を継続す
ること。また、未利用地の活用
を図ること。

15 公用車運行管理事務 財政課 継続

共用車の予約を入れて使用しない場合、実際に使
用する時間よりかなり多めで予約を入れている場
合などが見受けられる。時々チェックを入れている
が、効率的な運用が維持できるよう今後もチェック
を強化していかなければならない。

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。

継続
効率的な運用が維持できるよ
う管理するとともに適正な使用
を促すこと。

16
市民バスの管理運用に関す
ること

財政課 継続

今後何年かは、現状のまま運営できる見込みであ
るが、バスの老朽化及び臨時職員の運転手の高
齢化が進むため、将来的には、バスの台数を削
減、利用回数の制限及び民間委託の検討を視野
に入れていかなければならない。

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。

売却により１台減 継続

将来的にバス台数の削減や
民間委託、使用団体への補助
制度の手法も視野に検討する
こと。

17 契約に関すること 財政課 継続
平成25年度から水道事業の入札に係る契約事務
を併任により統合した。消費税等の税率改正（経
過措置を含む）に対応する。

継続
平成25年度から水道事業の契
約事務を統合

継続 担当課評価のとおり。

18 検査に関すること 財政課 継続

新しい工事成績評定に移行するため、工事成績評
定要領、建設工事監督事務要領、建設工事監督
技術基準等の新規制定（全部改正）、工事検査要
綱、事務決裁規程等の改正が必要となる。
検査室等の新しい検査体制を検討する。

継続 継続 担当課評価のとおり。

視認性の高い窓口案内表示
と利用者の利便性・プライバ
シーに考慮した総合窓口の
設計及び改修を行うともに、
窓口業務の一部委託を実施
する。

地域公共交通連携計画に基
づき、廃止路線代替バス等
の運行費について補助を行
い交通手段の確保に努め
る。

統計調査員会の円滑な運営
を補助する。

未利用地のうち公共利用が
図られない市有地について
売却処分を行う。各支所の
空室の活用を図る。（公共施
設としての活用、民間への貸
付・売却等）未利用地の適正
な管理（除草・樹木の伐採
等）

公用車の安全かつ効率的な
運行管理を推進するため、
老朽車両の計画的な更新を
図る

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。

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。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

19 市税等の徴収に関すること 税務課 継続

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
初期対応の手法を十分検討
し、新たな滞納者を生まない
対策を講じること。

20 市税等の収納率の向上 税務課 継続

訪問徴収は滞納者との接触を維持する面でも必
要であるが、職員数が減少し、少ない職員によっ
て滞納処分業務を進めていく中では職員が外に出
ることは難しい。定期的な徴収を収納補助員に依
頼することは安定的な収納業務を行っていくため
に必要である。

継続 継続

初期対応の手法を十分検討し
新たな滞納者を生まない対策
を講じること。
　また、どのような対策で収納
率が上昇したか把握できる
データを整理・検証する必要
がある。

21 市民活動総合保険加入事務

市民
活動
推進
課

継続
市民活動を積極的に進めていただくための下支え
となる制度であり、周知を図るために定期的に情
報提供を行う必要がある。

継続
（要改善）

制度の周知を図ること 継続 制度の周知を図ること。

22 まちづくり条例推進事業

市民
活動
推進
課

拡充

総合計画の基本理念である「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，協議会の設立について拡充し，活動支援
を行う必要がある。

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。

継続
協議会の設立に対し活動支援
をすること。

23 地域振興事業【新規】

市民
活動
推進
課

継続

単位自治会や住民自治協議会などの地縁に基づ
く団体に対する補助制度のほかに，テーマ型とい
われる一分野に特化した形で活動を行う市民団体
に対する補助制度も継続して行い，市の活性化に
つなげていくことが必要と考える。

- - 継続

審査基準を明確にするととも
に、活用事例等のホームペー
ジ掲載についても検討するこ
と。

24
地区集会施設補助事業【新
規】

市民
活動
推進
課

継続

地域活動の拠点である集会施設の整備促進と充
実を図り，もって 地域における住民の自助，連携
意識を醸成し，住み良い地域社会の実現をめざす
ために必要な制度である。

- - 継続 担当課評価のとおり。

25 市民相談事業

市民
活動
推進
課

継続

市民が生活するうえで、行政に関する事案や家
事・民事上の問題に対し、市民生活の安定を図る
ため必要な事業であり、今後も周知を図り継続す
る必要がある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

厳正、的確な滞納整理の促
進に取り組み、滞納残高の
着実な圧縮に努める。

口座振替納税やコンビニ収
納の利用、督促手数料・延
滞金の徴収により、納期内
納付、早期完納の推進を図
り新規滞納の発生を防止す
る。また、滞納繰越分の分割
納付や自主納付困難者に対
しては、収納補助員による訪
問徴収を実施する。

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」により協働意識の
周知と啓発を行う。

市民が地域の課題解決や活
性化のために行う地域の特
色を生かした活動に係る経
費を一部補助する

地区集会施設の修繕費等の
一部を補助する（東日本大
震災に伴う修繕も含む）

市民相談の受付を毎日行
い、所管の調整を行うなど状
況に応じ、弁護士及び司法
書士による無料法律相談を
紹介する。

事-4



【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

26 人権施策推進事業

市民
活動
推進
課

継続
基本的人権の擁護、人権意識の普及、高揚を図る
ためには、継続した事業の実施が必要である。

継続 継続 担当課評価のとおり。

27 法律相談事業

市民
活動
推進
課

継続

弁護士及び司法書士による法律相談は、社会情
勢の変化とともに複雑、多様化しており、専門的な
助言が必要であり、今後も継続して行う必要があ
る。

継続 継続
安心して相談できる体制を継
続していくこと。

28 行政相談事業

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 担当課評価のとおり。

29 日中一時支援事業
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 担当課評価のとおり。

30 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 担当課評価のとおり。

31
障害者福祉タクシー利用助成
事業

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 担当課評価のとおり。

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、人権講演会及び研
修会を開催する。
　ＤＶ相談を実施するととも
に、連絡調整会議を開催し、
関係課と連携した被害者の
支援を行う。

弁護士による無料法律相談
を、予約制により定期的（月
２回）に開催する。

定期的に行政相談を行い、
行政サービスに関する苦情
などを受付け、関係行政機
関に通知する。

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。

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。

事-5



【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

32
障害者自立支援給付事業
【新規】

社会
福祉
課

継続

福祉サービスに対する需要については増大傾向
にあるが、今後もこの状態が継続することは確実
である。また、当該需要も、複合的かつ多岐にわ
たり、事業遂行はより難易度が増している。このよ
うな状況に対応するため、事業の拡充がより一
層、求められている。

- - 継続
地域的な格差是正やどのよう
な分野を拡充するかの検討に
ついても取り組むこと。

33 日常生活用具給付等事業
社会
福祉
課

継続
障害者の実情に応じた給付品目を追加し、日常生
活の便宜を図る必要がある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

34
社会福祉センター（小見川さく
ら館）運営事業【新規】

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、老朽化等に伴う施設修繕等が
必要となる。

- - 継続

35
高齢者クラブ連合会活動支
援事業

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。

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。

平成25年度より高齢者クラブ連
合会補助金と統合

継続 担当課評価のとおり。

36 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、内容等の再検討を
行っている。

継続
（要改善）

引き続き、内容等の再検討をす
ること。

継続 担当課評価のとおり。

37 介護認定調査事務
高齢
者福
祉課

継続
介護保険法に基づく事業であること。高齢化に伴
い申請件数も増加することから継続。

継続 継続

38 紙おむつ給付事業
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）

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。

継続
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。

39 ショートステイ事業
高齢
者福
祉課

継続 在宅福祉を推進する上で必要である。 継続 継続 担当課評価のとおり。

障害者等の障害程度に応じ
た福祉サービスを支給する

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。

社会福祉センター（さくら館）
施設及び設備の維持管理、
社会福祉センター運営、使
用料の徴収及び減免に関す
る業務を、香取市社会福祉
協議会（指定管理者）に委託
をして事業を行っている。

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

介護保険要介護認定・要支
援認定申請のあった被保険
者への調査員による訪問調
査及び主治医意見書の作成
を依頼し、その結果により一
次判定を行う。

在宅で紙おむつを必要とす
る要介護・要支援認定者に1
月あたり紙おむつ30枚、尿
取りパット90枚を限度に支給
する。

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。 事-6



【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

40
介護保険料賦課徴収事務
【新規】

高齢
者福
祉課

継続

・第1号被保険者が増加する一方で、社会保障全
体における負担増や、介護保険制度の仕組みや
保険料について十分な理解が得られないことなど
が、保険料の滞納へと繋がっている。
・負担の公平感を保ち、持続可能な制度としていく
ため、引き続き制度の仕組みについての周知を図
り、市民の理解を得るとともに、訪問徴収や催告方
法の工夫などにより、収納率の向上を図る。
・そのためにも、介護保険料だけでなく、後期高齢
医療保険料や給食費・保育料など公金徴収一元
化を検討し、公金全体の徴収実績を上げていく体
制づくりが希求される。

- - 継続 担当課評価のとおり。

41 老人保護措置事業
高齢
者福
祉課

継続 老人福祉を推進する上で必要である。 継続 継続 担当課評価のとおり。

42 訪問型介護予防事業
高齢
者福
祉課

継続
対象者のうち訪問を受け入れない方の対応をどう
するかが課題

継続 継続

43 通所型介護予防事業
高齢
者福
祉課

継続
教室に参加してほしい二次予防対象者の参加を
促すための工夫と問題解決が課題

継続 継続

44
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。
　郵送したチェックリストの返信が来ない高齢者へ
の対応が課題。

継続 継続
業務の部分委託等について検
討すること。

45 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

46 子ども医療費助成事業
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

47 特定疾患見舞金支給事業
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

48 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 【見直しにより評価向上】 継続

49 ひとり親家庭医療費助成事業
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

介護保険第１号被保険者の
保険料の賦課及び徴収を行
う。

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。

看護師等が訪問し、生活機
能に関する問題を把握し、必
要な相談・指導を行う。

集団的なプログラムにより、
筋力低下予防の教室・認知
を予防する教室・口腔機能
の低下予防等の教室を実施

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。

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歳から中学3年生までの子
どもの医療費を助成する

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。

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。

ひとり親家庭の医療費を助
成することにより、家庭生活
の安定と自立の促進を図
る。

事-7



【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

50 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。

継続 継続
周知方法等を検討のうえ、受
診率の向上に努めること。

51 民営保育所運営委託事業
子育て
支援
課

継続
児童福祉法に基づき、保育は市の固有の事務で
あり実施すべき事業である。

継続 継続

52 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

53 一時預かり事業
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

54 児童館運営事業【新規】
子育て
支援
課

継続 市が行う事業であり運営上の問題はない - - 継続

民間委託や指定管理者制度
への移行ということも含め、管
理方法について検討するこ
と。

55
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。

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。

継続
今後も周知をしっかり行い利
用件数の増加、事業の活性化
に努めること。

56 公立保育所運営事業
子育て
支援
課

継続

保育所の管理・運営については、児童福祉法に基
づく市固有の実施すべき事業であり、就業形態の
多様化等に応じた保育環境の整備が求められて
いる。また、市内の就学前児童の減少傾向とは逆
に、保育所入所者数は年々増加傾向にあり、近
年、特に低年齢層（0～2歳児）の保育ニーズが高
まっている中で、今後も引き続き、安心・安全な保
育環境（施設整備）、資質向上（保育士確保）等が
必要不可欠である。

継続 継続
幼保一元化施設の整備につ
いても、着実に進めること。

57 住民基本台帳事務 市民課 継続
窓口業務の外部委託を検討し、事業費削減を図
る。

継続 継続 担当課評価のとおり。

58 戸籍管理事務 市民課 継続
窓口業務の外部委託を検討し、事業費削減を図
る。

継続 継続 担当課評価のとおり。

59 特定健康診査等事業 市民課 継続 法に基づき保険者が行う事業である。 継続 継続

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
をするとともに、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。

児童に健全な遊び場を与
え、その健康を推進し、情操
を豊かにする。

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。

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。

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。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

60 短期人間ドック事業 市民課 継続

国保被保険者の疾病の予防、早期発見・治療ひ
いては医療費の削減を目標としており、受検件数
も増加の傾向にあるため、継続して行う必要があ
ると思われる。

継続 継続

61
後期高齢者健康診査事業
【新規】

市民課 継続
法令で定められた事業であり、継続することで医
療費の抑制が図られる。

継続 継続

62
後期高齢者人間ドック補助事
業【新規】

市民課 継続
被保険者の疾病予防、疾病の早期発見・治療によ
り医療費が抑制されており、また受検者数も増加
しており、継続して行う必要がある。

継続 継続

63
おみがわ聖苑管理運営事業
【新規】

市民課 継続
霊柩車事業廃止、火葬業務の外部委託を検討し、
事業費削減を図る。

継続 継続 担当課評価のとおり。

64 予防接種事業
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
ことから疾病予防のため市民に周知を図り、継続
し実施する必要がある。

継続 継続

65
女性特有のがん検診推進事
業【新規】

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

66
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 継続

67 在宅当番医制度事業
健康づ
くり課

継続
一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 担当課評価のとおり。

68 妊婦乳幼児保健事業【新規】
健康づ
くり課

継続

少子化対策としての重要性は増している。乳児検
診は、小見川・山田地区内に小児科の開業医が
不在のため、小見川総合病院の派遣医師に診察
を依存している。今後の病院勤務医の状況を注視
する必要がある。

- - 継続

69 母子保健推進員設置事業
健康づ
くり課

継続
乳幼児健診未受診者宅を訪問し、未受診者すべ
ての状況を把握（確認）している。

継続 継続

70 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、助成金措置の継続が必要であ
る。

継続 継続 担当課評価のとおり。

71 集落営農推進事業【新規】 農政課 継続

現在の集落営農組織の活動は機械・施設の共同
利用による機械費など、生産コストの低減の効果
を生み出してはいるが、今後は共同利用だけでは
なく、農作業受託や土地利用も一元的に行う形態
（法人化）に移行し、集落や地域の抱える課題に
応じた形態へ発展していくことが必要となる。

- - 継続
地域の抱える課題に対応でき
る組織の育成を推進するこ
と。

短期人間ドック利用者に対し
て費用の一部を助成する。

後期高齢者医療制度の被保
険者を対象に健康診査を実
施する、

後期高齢者医療制度の被保
険者で短期人間ドックを利用
する者に対して費用の一部
を助成する。

おみがわ聖苑の管理運営

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。

無料クーポン券と検診手帳
を交付することによって、が
ん検診の受診やがんに対す
る知識・理解を深める。

無料クーポン券と検診手帳
を交付することによって、が
ん検診の受診やがんに対す
る知識・理解を深める。

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。

妊婦健診の公費助成と4・10
カ月児の健康診査

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。

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。

農業生産に必要な機械・施
設の共同利用を行う集落営
農活動を推進するため、農
業者で組織する集落営農集
団が機械・施設の整備に要
する経費に対し、補助金を交
付する。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

72 紅小町の郷運営事業 農政課 継続
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、今後も公の施設として果た
す役割が大きい。

- - 継続

73 滞在型市民農園運営事業 農政課 継続
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関わりを整理し、導入に
ついて検討していきたい。

- - 継続
指定管理者制度の導入検討
を進めること。

74 ふるさと農園運営事業【新規】 農政課 継続

栗源については都市農村交流の拠点として借受
者の増加が見込まれるが、山田については交通
の便が悪いことから現状維持がやっとの状況であ
る。

- - 継続
利用者確保のため、PR方法
等検討を進めること。

75 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、来街者の滞在時
間延長と通年での賑わいが創出できる。また、フイ
ルムコミッション的な事業展開（テレビ・コマーシャ
ル・映画などの撮影誘致）により、交流人口の拡大
が図られる。

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 担当課評価のとおり。

76 プレミアム商品券発行事業【新規】

商工
観光
課

継続
5年連続で実施していることから、今後の実施につ
いて実行委員会と協議をする。

- - 継続
担当課評価のとおり。

77 消費生活相談事業
商工
観光
課

継続
センター化に伴い、センターの周知と相談体制の
更なる充実を図る必要がある。

継続 継続

78 観光情報発信事業
商工
観光
課

継続 今後も多様な情報発信に努める必要がある。 継続 継続
市の対応すべき役割を明確に
して、情報媒体等を研究し、多
様な情報発信に努めること。

79 宿泊・滞在型観光推進事業【新規】

商工
観光
課

継続
長期的な視点に立って行う事業であるため継続す
る。

- - 継続
実施方法を検証し、継続して
推進すること。

80 観光イベント支援事業【新規】
商工
観光
課

継続 職員の支援体制の改善が課題であると考える。 - - 継続

81 佐原町並み交流館運営事業
商工
観光
課

継続 観光振興にとって必要な施設と考える。 - - 継続

82
水郷佐原山車会館施設管理
事業

商工
観光
課

継続 入館者の増加に向けた対策が必要である。 - - 継続

83 広域交流拠点整備事業
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、所期
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、市の政策的な意向が十分に伝わらない場
合があるため、意思疎通を行う体制づくりが必要。

- - 継続 担当課評価のとおり。

84
シルバー人材センター運営支
援事業【新規】

商工
観光
課

継続

高齢者に生活安定のための就業の場、社会参加
の場を提供する必要があるが、平成２１年度以
降、合併に伴う国の特例措置が切れたため、シル
バー人材センターに対する国庫補助金が削減され
た。市補助金は継続して交付する必要があるが、
今後の運営について検討が必要である。

- - 継続 担当課評価のとおり。

地域の情報発信・交流の拠
点である道の駅くりもと「紅
小町の郷」を中心とした、都
市と農村の交流活動の促進
を図る。

滞在型市民農園（クラインガ
ルテン栗源）の運営を行う。

日帰り型の貸農園を開設し、
都市住民を中心に貸付等を
行う。

通年で賑わいの創出・交流
人口の拡大を図るために、
地域の団体等とともに行う外
国人観光客誘客事業、食め
ぐり開催事業、文化空間創
出事業、軒先コンサート開催
事業及びフィルムコミッション
事業

地域経済の活性化のため、
プレミアム付きの商品券を発
行する。

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。

ホームページや電子看板を
利用して市の魅力を発信す
る。

経済波及効果の高い観光客
の宿泊・滞在の促進及び滞
在時間の長時間化を目的と
する事業を実施

イベント情報の発信、イベン
ト支援を行い、観光誘客活
動を行う。

産業観光による賑わいの再
興を図り、地域の活性化に
資する。

山車及び祭礼に関する資料
を展示し、佐原の伝統文化
を広く紹介するとともに、観
光の発展に資するための施
設の管理。

佐原広域交流拠点施設「水
の郷さわら」維持管理・運営
の適正化及び施設の利用者
の利便性の向上を図る。

高齢者の就業機会を確保・
提供することにより、生きが
いの充実、社会参加の推進
を図る。また、高齢者の能力
を生かした活力ある地域づく
りを推進する。 事-10



【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

85 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られる。
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 継続

86 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、このたびの福島原発事故による放射線空間
線量測定も新島測定局の風向・風速データを有効
に活用できている。

継続 【見直しにより評価向上】 継続 担当課評価のとおり。

87 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

88 放射線量測定事務【新規】
環境
安全
課

継続
空間線量の状況は概ね平常時と同じ値を継続して
いるが、発生源の状況が収束の目途が立つまでも
うしばらく継続する必要がある。

- - 継続 担当課評価のとおり。

89
一般廃棄物減量化・資源化
対策事業

環境
安全
課

継続
この制度をさらにＰＲすることで分別意識を徹底し
ていく必要がある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

90 塵芥処理事業【新規】
環境
安全
課

継続
早期にサービスの統一を図るとともに、処理施設
の統合により更なる効率化、経費節減を図るため
にも継続したごみ減量施策が必要である。

- - 継続 担当課評価のとおり。

91 廃棄物不法投棄防止事業
環境
安全
課

継続
さらに対策を推進するため、広報、不法投棄監視
員だより、チラシで啓発を図るとともに監視カメラの
有効的活用を検討していく必要がある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

92
住宅用太陽光発電システム
設置補助事業

環境
安全
課

継続

補助金増額の検討余地もあるが、既に補助金の
交付を受けた者との公平性を確保するためには、
現状の補助金額で件数を増やす方向で継続した
い。

継続 継続 担当課評価のとおり。

93 防犯灯設置推進事業
環境
安全
課

継続
犯罪の未然防止のため、今後も要綱に基づき継
続すべき事業である。

継続 継続 担当課評価のとおり。

94 防犯組合活動支援事業
環境
安全
課

継続
犯罪の未然防止のため、今後も要綱に基づき継
続すべき事業である。

継続 継続 担当課評価のとおり。

95 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。
交通事故の減少のため今後も継続すべき事業で
ある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

96 交通遺児手当給付事業
環境
安全
課

継続

手当額や対象者(就学前、高校生を含む)は多少
違うが、県内54市町村の内22市町で遺児手当を
給付している。児童、生徒の健全な育成及び福祉
の増進のために継続するべきと考えられる。

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

継続

今後、対象者や手当額などこ
の制度自体を福祉政策と併
せ、総合的に検討していくこ
と。

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。

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。

東日本大震災に伴う福島第
一原子力発電所事故による
放射線の健康への影響を把
握

資源物集団回収団体への助
成や生ごみ処理機等の設置
補助

ごみステーション整備補助金
の交付、埋立ごみ処理委
託、ごみカレンダーの印刷等

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。

新たに太陽光発電システム
を設置する市民に対し補助
金を交付する。

防犯灯の設置及び管理を行
う。

犯罪の未然防止並びに防犯
ボランティア団体の育成

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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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

97
交通安全協会等活動支援事
業【新規】

環境
安全
課

継続

交通事故を減少させるため、今後も継続すべき事
業である。なお、交通安全協会は、交通指導や交
通安全教育の他、祭礼やイベントでの雑踏整理も
実施している。
今後の課題としては、香取交通安全協会と小見川
交通安全協会の統合を促進する必要がある。な
お、平成24年度から両安全協会の統合に向けた
勉強会を開催している。

- - 継続 統合に向けた協議を行うこと。

98 交通安全教育推進事業
環境
安全
課

継続

交通事故を減少させるため、今後も継続すべき事
業である。
課題としては、高齢者の交通事故が増加している
ことから、今後は高齢者に対する交通安全教育が
必要である。

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

継続 担当課評価のとおり。

99 都市計画道路の見直し事業
都市
整備
課

継続

事業実施の見込みのないものは、早期に計画の
見直しをする必要があるが、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
長期未着手路線の見直しを進
めていくこと。

100
橘ふれあい公園整備事業【新
規】

都市
整備
課

継続

　今後は、本格的な事業の執行段階に入っていく
こととなり、当該公園を魅力ある施設として整備す
るため、公園の整備に関する知識や経験、実績が
あり、総合的に事業の執行管理を行える機関への
業務委託が最良と思われる。
このことから、都市公園、国営公園などの整備受
託の実績を数多く持ち、都市計画行政にも精通し
ている、公共性の高い団体であるＵＲ都市機構に
委託する方向で検討を進める。
また、当該事業の財源の確保の観点から、都市計
画事業として進めることが必要となってくるが、そ
のための都市計画の手続きに相当の期間と作業
量が必要となる。

- - 継続

101 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輪場の整備について平
成28年度の完成を目指す。

継続 継続

102 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
について平成28年度の完成を目指す。

継続 継続

103 市営自転車駐輪場管理事業
都市
整備
課

継続
放置自転車の取扱い、処分方法について再検討
する。

継続 継続
放置自転車の処分方法につ
いて再検討し、利用者の利便
性の確保に努めること。

104 市営駐車場管理事業【新規】
都市
整備
課

継続

佐原駅北駐車場については、引き続き指定管理
者へ管理委託を継続。
小見川駅南定期駐車場については、利用率が低
いため、小見川駅周辺の再整備と関連させなが
ら、今後の利用方法について検討する必要があ
る。

- - 継続
小見川南駐車場については、
小見川駅周辺の整備に関連
づけて検討すること。

105 市営住宅維持管理事業
都市
整備
課

継続
平成23年度から本庁で全市営住宅の管理を実
施。市営住宅の維持管理に関し、指定管理も含め
管理方法について検討する必要がある。

継続 継続
指定管理や部分的な委託を
検討すること。

106 街並み環境整備事業【新規】
都市
整備
課

拡充
適正な事業従事職員数の確保。事業効果を持続
するために必要な例規の改正。民間活力の更なる
活用が課題である。

- - 継続
民間活力の活用方策について
検討すること。

107 町並み保存事業【新規】
都市
整備
課

拡充
適正な事業従事職員数の確保。事業効果を持続
するために必要な例規の改正。民間活力の更なる
活用が課題である。

- - 継続
民間活力の活用方策について
検討すること。

交通事故防止並びに交通安
全ボランティア団体の育成

交通安全教育により交通弱
者の事故を減少させる。

既定の未着手都市計画道路
の必要性を検証し、必要性
が認められない都市計画道
路の廃止を含め、見直しを
図ります

橘ふれあい公園を、多世代
間の交流の場、市民の健康
増進の場及び市外からの観
光客を誘致する場として整
備する。

佐原駅前広場整備及び佐原
駅自転車駐輪場拡張整備

小見川駅北口駅前広場、駐
輪場、駐車場の整備を行う。

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。

駐車場を指定管理者へ委託
するなどして施設の適正な
管理を行う。

市営住宅について適切な施
設管理及び修繕や工事を実
施する。

重要伝統的建造物群保存地
区及び景観形成地区内にお
ける良好な景観と住環境の
向上

佐原地区の歴史的町並みを
保存する。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

108 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平成23年度で完了
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 担当課評価のとおり。

109 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

110 道路維持事業

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

111 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 担当課評価のとおり。

112 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

113 河川新設改良事業

道路
河川
管理
課

継続
河川は流域の開発に伴い流量が増大しており、道
路や住宅の冠水被害の解消を図る上で河川の整
備を進める必要がある。

継続 継続

114 老朽管更新事業 水道課 継続
漏水件数の抑制と有収率の改善のため、これまで
以上に更新事業をすすめる必要がある。

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。

継続
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。

115 水質管理体制強化事業 水道課 継続
安全でおいしい水の供給と効果的運転を考慮した
水質検査計画を策定し、業務を継続する。

継続 継続

116 教育委員会表彰事業
教育
総務
課

継続

表彰規程及び実施要領により適正な推薦及び審
査を行うとともに、教育、文化、スポーツ等の活動
の励みや目標となるよう、一層効果的な表彰とす
る。

継続 継続

表彰基準については平成23
年度に見直しをしており改善
が図られている。今後も各種
活動等の目標や励みとなるよ
うな効果的なものにしていくこ
と。

117
旧学校施設維持管理事業
【新規】

教育
総務
課

見直し
旧学校施設の跡地活用を鋭意進めていかなけれ
ばならない。

継続
旧学校施設の跡地利用を計
画している担当課と調整のう
え進めていくこと。

118
教育財産維持管理事業【新
規】

教育
総務
課

見直し
基金地等の処分及び旧学校施設の跡地活用につ
いて、協議を進めていくべきであると考える。

継続
旧学校施設の跡地利用を計
画している担当課と調整のう
え進めていくこと。

119
学校等適正配置計画の策
定・推進【新規】

教育
総務
課

継続

香取市の少子化は進行しており、また、市民の意
向は小規模校同士の統合ではなく、大きな区域で
の統合を求めている。これらを踏まえた、香取市
学校等適正配置計画実施プランの見直しと、その
実行が求められている。
地域から学校が無くなることで、地域の疲弊につ
ながるとの意見もあり、丁寧な説明が必要である。
平成24年度までの市民の意見集約を踏まえ、今
後関係する小学校や中学校の各地域へ学校統合
に係る働きかけを行う必要がある。

継続

香取市学校等適正配置計画
実施プランの策定にあたって
は、地元の意見をよく聴取して
進めていくこと。

橋梁長寿命化修繕計画に基
づき、国庫補助で橋梁改築・
補修を計画的に進める。

水防計画に基づき、水防活
動や水防訓練などの事業を
実施する。

市道及び法定外公共物（道
路）を適正に管理するため、
道路の修繕、道路の除草、
道路パトロール、道路補修
工事等を行う。

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

準用河川及び法定外公共物
（水路）を適正に管理するた
め、河川の修繕、河川の除
草を行う。また、災害に備
え、河川、配水ポンプ場及び
水門樋管の維持管理を行
う。

準用河川及び法定外公共物
（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。

石綿セメント管等の老朽管
の更新を行う。

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。

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。

旧沢小学校及び旧佐原第二
中学校施設の維持管理業務
(光熱水費、浄化槽維持管理
費、機械警備委託料等)

緊急雇用創出事業を活用
し、教育財産敷地内の除草
及び樹木の剪定を実施

少子化に伴う学校の小規模
化に対処し、小中学校を適
正規模とするため、香取市
学校等適正配置計画実施プ
ラン(実施プラン)に基づき、
市民協働で学校再編を行
う。また、統合する学校に対
し円滑に統合が行われるよ
う支援を行う。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

120 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 継続 担当課評価のとおり。

121 児童各種健康診断事業
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

122 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。（H25年度：大東分校→新島小、H26
年度：利北分校→小見川北小）

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。

継続
スクールバスの運行に係る市
の方針・基準について統一す
るよう調整すること。

123
学校教育情報ネットワーク整
備事業【新規】

学校
教育
課

継続

社会の情報化、学校における教育の情報化は、児
童の情報機器活用能力を高めており、また情報機
器等を活用した授業は、児童の興味関心を高め教
育効果も上げていることが実証されている。
　今後も継続したインターネット環境の整備を実施
していく。

- - 継続 担当課評価のとおり。

124 幼稚園維持管理事業【新規】
学校
教育
課

継続

幼稚園施設及び教育環境の整備により、幼児教
育の振興が図られ、また、安心して子育てができ
る環境・制度の充実が強く求められている近年の
社会情勢から鑑みると、継続すべき事業と思慮さ
れる。

- - 継続 担当課評価のとおり。

125 小学校維持管理事業【新規】
学校
教育
課

継続

校舎・設備を現状維持するための修繕・工事費は
現在以上に必要である。これに加え、空調整備や
校内ＬＡＮ整備、プール改修など山積する問題が
ある。学校統合の動向も踏まえ、現況を検証しな
がら、より計画的に着手することが求められる。

- - 継続 担当課評価のとおり。

126
小学校要保護・準要保護児
童生徒就学支援事業

学校
教育
課

継続
近隣市町の動向をみながら準要保護への対象費
目の拡充が必要と考えられる。生活保護基準の改
正に伴い認定基準の見直しが必要。

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 担当課評価のとおり。

127 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 担当課評価のとおり。

128 小中連携教育事業
学校
教育
課

継続
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 継続

モデル事業として継続する期
間や他校への拡大など、今一
度事業内容について検討する
こと。

129 生徒各種健康診断事業
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，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

130 中学校維持管理事業【新規】
学校
教育
課

継続

校舎・設備を現状維持するための修繕・工事費は
現在以上に必要である。これに加え、空調整備や
校内ＬＡＮ整備、プール改修など山積する問題が
ある。学校統合の動向も踏まえ、現況を検証しな
がら、より計画的に着手することが求められる。

- - 継続 担当課評価のとおり。

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。

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。

各小中学校のインターネット
環境整備により、情報活用
能力の向上と情報教育の推
進を図る。

幼稚園施設の適切な維持管
理を図る

小学校施設の適切な維持管
理を図る

要保護及び準要保護児童の
保護者に学用品費、給食費
等学校必要経費の一定額を
援助

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。

中学校施設の適切な維持管
理を図る
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

131 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 担当課評価のとおり。

132 学校給食事業
学校
教育
課

継続

統合整備事業により事業の効率化が図られたが、
集積による大規模化によりきめ細かなサービスの
提供が困難となっている。また、給食費は平成18
年に改正以来、材料費の高騰、消費税問題等、現
在の給食費で賄うことが困難となってきており、給
食費の改正や給食費収入を賄材料費に充当して
いることから、収納率の向上が課題となる。

継続 継続

133 人権教育推進事業
生涯
学習
課

継続
市民を対象とした人権問題についての研修会を開
催する。

継続 継続

134 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
類似事業の一本化など事業
内容の見直しについて検討す
ること。

135
文化・芸術活動団体の活動
支援事業

生涯
学習
課

継続

文化・芸術活動の推進のためには、必要な補助金
である。今後の課題は、４文化協会の統合である
が、話し合いを何回も持っているが進展がないこと
である。

- - 継続

　補助金の趣旨に鑑み、各支
部の活動実績、成果について
十分把握し、妥当性を検証し
ながら交付すること。
　また、文化協会の統合につ
いても進めること。

136
家庭・学校。地域連携推進事
業

生涯
学習
課

継続
多くの学級生が参加できるよう、日程等の調整と
周知の徹底を図る必要がある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

137 成人の日事業
生涯
学習
課

継続
実行委員会主体で実施できる体制づくりと実行委
員の応募者が少ないことが課題である。

継続 継続

138 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 担当課評価のとおり。

139 埋蔵文化財調査事業
生涯
学習
課

継続
開発行為と文化財調査の調整を図ることで、事業
計画に沿っての開発を推進して行くためには、今
後も継続して実施する必要がある。

継続 継続

140
指定文化財保存・管理及び管
理団体等育成事業

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

141 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

142 公共事業開発発掘調査事業
生涯
学習
課

継続
今後とも開発行為と文化財調査を両立させる観点
から継続していく必要がある。

継続 継続

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。

児童・生徒の健全な発達に
資するため、学校給食用物
資を安定的に供給し、学校
給食の充実を図る

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。

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。

市民の自主的な文化・芸術
活動を促進するため、文化・
芸術活動団体の活動を支援
する

家庭教育に携わる人々の意
識改革により、家庭における
教育機能の向上と教育環境
の充実を図る。

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。

　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。

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。

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。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

143
単位子ども会組織促進事業
【新規】

生涯
学習
課

継続
次代を担う子どもたちの健全育成のため、指導で
きる育成者及びジュニアリーダーの育成を図り、充
実した子ども会組織体制を整備していく。

- - 継続

補助金の趣旨に鑑み、各支部
の活動実績、成果について十
分把握し、妥当性を検証しな
がら交付すること。

144
青少年相談員活動支援事業
【新規】

生涯
学習
課

継続
研修会への参加、大会・青少年活動への参加によ
る指導等により、青少年の健全育成を図っていく。

- - 継続

145 公民館運営及び行事開催事業
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
機会を提供していく必要がある。

継続 継続 担当課評価のとおり。

146
図書館ネットワーク整備事業
【新規】

生涯
学習
課

継続

　現在までのところ、平成２２年度の佐原中央図書
館へのサーバ機器及びクライアント導入を皮切り
に、小見川図書館、山田公民館図書室にクライア
ントを設置している。
　また、平成２６年度中には仮称栗源市民センター
への図書室の設置も計画されており、今後市民の
利用が増えるとともに、ニーズも多様化すると思料
される。

- - 継続

147 図書館蔵書充実事業【新規】
生涯
学習
課

継続

　図書館情報システムの構築と市内の読書施設を
結ぶネットワークの構築により、情報発信面での
図書館の利便性は向上したが、情報データの普及
に見合った十分な物流体制が確保されていないた
め、若年者や高齢者など交通弱者の図書館の利
用が伸び悩んでいる。
　今後、庁内メール便などを利用した合理的な物
流体制を確保し、市民にもっと気軽に資料が提供
できるよう検討致したい。

- - 継続 担当課評価のとおり。

148
スポーツ教室等各種イベント
開催事業

生涯
学習
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 継続

149 水上スポーツ大会開催事業
生涯
学習
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・推進を図るため継続事
業としたい。

継続 継続

150
香取小江戸マラソン大会補助
金

生涯
学習
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）

運営方法について、他市の事例
等調査し工夫すること。

継続
魅力ある大会として継続でき
るよう工夫すること。

151
体育施設管理運営事業【新
規】

生涯
学習
課

継続
　既存各施設が効果的にリンクした活用方法や計
画的な改修・整備計画とともに、スポーツ団体の
ニーズに対応していく。

- - 継続

152
海洋センター管理運営費【新
規】

生涯
学習
課

継続
地域のスポーツを広めるうえでも重要な施設であ
るが、使用料について検討する必要がある。

- - 継続
管理・運営のあり方について
検討すること。

153
議会会議録の調製、議会
ホームページによる情報発信

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、より分かりやすいホーム
ページにしていくこと。

継続 継続

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。

各種スポーツ施設の維持管
理に努め、利用者の促進を
図る。また、生涯学習・ス
ポーツ活動をとおしてコミュ
ニティー形成のための施設
及び用具等の提供を行う。

各Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理
運営及び施設の整備を図る

定例会・臨時会・各委員会の
会議録の作成及び市ホーム
ページにおける会議録等の
公開。

子ども会組織への加入促進
と活動の中心となる指導者
の育成を図る。

青少年を一堂に会して、ふ
れあいの場（各種大会等）を
設ける。

公民館主催講座・教室の開
講及び公民館祭りの開催
等。

図書館情報システムの構築
による、読書施設のネット
ワーク化と、インターネットを
通じた情報の発信。

図書館の資料を充実させる
ことにより、国民の全てに保
障された「知る権利」を保障
するとともに、調査、学習、研
究、レクリエーション活動に
資する。

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を図るとともに、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。
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【継続】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

154 議会だよりの発行事務
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

155
議会中継（本会議）の配信事
務【新規】

議会
事務
局

継続 概ね順調に事業が開始できた。 - - 継続

156 農地法許可申請等事務

農業
委員
会事
務局

拡充

ＴPP対応やエネルギー対策としての農地への太陽
光発電等の需要が多くなっており、今後その対策
として、制度改革等が見込まれるため、資格要件
等をさらに厳格に審査することが肝要となる。

継続 継続

157 農業者年金事務

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

158
農業委員会だよりの発行事
務

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

159
農地基本台帳の整備保存事
務

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

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。

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。

議会本会議の生中継及び録
画中継の配信業務

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。

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。

5月、9月、1月に広報紙を発
行し、実行組合長を通じ農業
者へ各戸配布するほか関係
機関へ送付する。
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【見直し】

　評価 コメント

1
循環バス運行事業

企画
政策
課

見直し

交通弱者救済の観点から小見川循環バス東南
ルートを休止し、同ルートを対象とする地域でデマ
ンド交通の試行導入を行う。その他循環バス路線
については、更なる利便性の向上を目指し利用者
ニーズを把握するとともに委託事業者との連携を
もって改善に努める。

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。

小見川循環バス東南ルートの区
域内での乗合タクシー実証運行
を開始ｈ25.10から

見直し

デマンド交通の検証結果を踏
まえ、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。

2 行政評価事務
企画
政策
課

見直し

今後の事業の方針や見直しの方向を促したり、実
施するかどうか判断できる内容に精査し不断の改
革を進める必要から、本事業の目的であるコスト
削減・行政と民間の役割分担を明確化・予算編成
等評価結果を整理し活用する資料作成が課題で
ある。

継続 見直し
外部の専門的な知識を取り入
れた評価方法の再構築を検
討すること。

3
地域活動支援センターあけぼ
の園運営事業【新規】

社会
福祉
課

見直し

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と思われ
る。

- - 見直し
平成27年度からの指定管理
者制度導入へ向けた準備を進
めていくこと。

4
地域活動支援センターおみが
わ運営事業【新規】

社会
福祉
課

見直し
あけぼの園と同じ。
保護者側からも指定管理への移行について了承
が得られているので、その方向で進めたい。

- - 見直し
指定管理者制度導入に向け
た準備を進めていくこと。

5 敬老会事業
高齢
者福
祉課

見直し
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。

一部見直
担当課評価のとおり実施方法を
再検討すること。

見直し
補助金で行う以上、実施主体
を市以外のところへ移すことを
検討すること。

6 外出支援サービス事業
高齢
者福
祉課

見直し
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。

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。

見直し
民間サービス事業者の活用に
ついても検討すること。

7 緊急通報体制等整備事業
高齢
者福
祉課

見直し
在宅福祉を推進する上で必要であるが、受益者負
担対象者の範囲や負担金額についても検討する
必要がある。

一部見直
受益者負担のあり方について
検討すること

見直し
受益者負担のあり方につい
て、他団体の動向も調査・研
究のうえ、検討すること。

№ 事務事業 担当課
担当課 平成24年度　　経営戦略会議

平成24年度から改善した点
平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

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。

事務事業に対して評価を実
施する。

利用者に内職等の軽作業の
仕事を確保することにより、
福祉的就労の場を提供し、
併せて自立した日常生活が
送れるよう生活指導を行う。

受注先からの請負作業の提
供及び日常生活の指導や社
会生活への適応支援等

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。

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。

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。
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【見直し】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

8 高齢者配食サービス事業
高齢
者福
祉課

見直し
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
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

見直し 担当課評価のとおり。

9 高齢者通院タクシー事業
高齢
者福
祉課

見直し

通院のための交通手段を持たない高齢者の交通
手段として貢献している。
※日中ひとり暮らしとなる高齢者への対応が課題
である。
※通院以外の利用希望も増加しており、市の公共
交通対策と合わせて検討が必要。

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。

見直し
総合的な交通体系について、
関係課と協議をして見直しを
検討すること。

10 生きがい活動支援通所事業
高齢
者福
祉課

見直し

　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。
　また、開催地域以外の方の交通手段確保及び
講座の多様化を検討する必要がある

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。

見直し
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。

11 指定介護予防支援事業
高齢
者福
祉課

見直し 民間事業者に委託を検討する。 継続 見直し 担当課評価のとおり。

12
包括的・継続的マネジメント事
業

高齢
者福
祉課

見直し
関係機関との連携の第一段階の状態のため、今
後は連携の枠を拡大していくことが課題。民間事
業者への委託も検討。

継続 見直し
民間事業者への委託について
検討すること。

13 児童遊園管理
子育て
支援
課

見直し
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。

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。

見直し

利用率の低い児童遊園の廃
止・縮小をすすめるとともに、
都市公園等との一元管理に向
け関係課と調整すること。

14 訪問看護事業
健康づ
くり課

見直し

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。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
担当課評価のとおり委譲先につ
いて検討すること

見直し
移譲先について検討するこ
と。

社会福祉協議会とたんぽぽ
の会へ委託して配食サービ
スを実施。併せて安否確認
を行う。

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。

介護予防サービス計画を作
成し、要支援者の心身の状
態の維持・向上に向けて関
係機関との調整等を行う。

ネットワーク会議等による関
係機関との連携及び介護支
援専門員への研修等を行
う。

児童遊園（26箇所）の修繕、
除草等の管理。

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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【見直し】

　評価 コメント
№ 事務事業 担当課

担当課 平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価

15
中小企業従業員生活厚生資
金融資事業【新規】

商工
観光
課

見直し
制度（条例）は存続させるが、平成26年度から預
託金のみ予算計上し、利子補給金の予算計上を
見送りたい。

- - 見直し
積極的に中小企業に周知を図
ること。

16 歴史的建造物活用促進事業
都市
整備
課

継続
専従職員の配置による受託者（大学）との円滑な
協議等の実施。専門知識を有する職員の養成が
課題である。

継続 見直し

回遊性向上に向けた取り組み
は今後も必要であるが、検討
調査については、一旦終了
し、結論を出すこと。

17 奨学資金事業
学校
教育
課

見直し
利用者が少なく、ニーズも変化しているため、貸付
条件の緩和または廃止など制度を見直す必要が
ある。

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。

見直し
制度の廃止や貸付条件の緩
和、逆に貸付額の増額等、
様々な角度から検討すること。

18
コミュニティセンター管理事務
【新規】

生涯
学習
課

見直し
まず指定管理者制度を導入し、民間活力による積
極的な展開を図るべきである。

- - 見直し

公平性・効率性の観点から、
どのような方法（委託や指定
管理も含め）が適切であるか
検討すること。

19
スポーツ・コミュニティセンター
管理運営事業【新規】

生涯
学習
課

継続

　近年の健康志向により、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施設でもあり、県ボー
ト・カヌー両協会を引き受け、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
今後も継続していきたい。
　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を考慮す
ると、指定管理者制度を導入した場合大きなデメ
リットが考えられる。

- - 見直し

維持管理と施設の貸出し業務
については、委託や指定管理
等は可能と思われるので、管
理・運営のあり方について、今
一度検討すること。

　コミュニティ施設の施設整
備、公民館施設の充実、図
書館の蔵書の充実、図書館
等の機能充実及びネット
ワーク化の推進

スポーツ及び生涯学習の振
興を図り、市民の健全な心
身の発達及び健康増進並び
にコミュニティーの形成に資
するため施設の充実を図
る。

中小企業従業員が健康で文
化的な生活を営むために必
要とする資金について、金融
機関を通じて融資を行う。ま
た、融資を受けた者に対し、
取扱い金融機関を通じ、そ
の利子を一部補給する。

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。

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＝年間
180,000円）
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【休廃止の検討】

　評価 コメント

1
老人日常生活用具等給付・
貸与事業

高齢
者福
祉課

休廃止の
検討

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。

一部見直
担当課評価のとおり再検討を行
うこと

休廃止の検
討

担当課評価のとおり。

2
徘徊高齢者位置情報提供
サービス事業

高齢
者福
祉課

休廃止の
検討

民間でも同様のサービスを廉価で提供しているの
で、利用者がなくなった段階で廃止を検討したい。
（現利用者１名）

一部見直 廃止の方向で検討すること。
休廃止の検
討

担当課評価のとおり。

№ 事務事業 担当課
担当課

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。

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。

平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価
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【完了】

　評価 コメント

1 電子入札拡大事務 財政課 完了
平成25年度から、水道事業の電子入札を併任に
より統合した。電子入札の拡大については完了し
たが、電子入札事務として継続する。

継続
平成25年度から水道事業の電
子入札を統合

完了

2
都市農村交流促進施設整備
事業

農政課 完了

農山漁村活性化法の香取市活性化計画に基づ
く、都市と農村の交流による、市内の活性化を図
るための事業であり、平成25年度で事業が完了す
る。

継続 完了

平成25年度で事業は完了する
が、都市農村交流をさらに促
進するため、次の施策等を検
討すること。

3
小堀川、黒部川地区排水施
設整備事業

建設課 完了

平成2年から県の補助事業である地盤沈下対策事
業を活用した排水施設の整備を行ってきたが、平
成25年度で完了する。なお、今後の排水対策につ
いては、自然流下を促進する排水路整備にて対応
していく。

継続 完了

№ 事務事業 担当課
担当課

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。

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。

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。

平成24年度　　経営戦略会議
平成24年度から改善した点

平成25年度　経営戦略会議

事業概要 評価 　　評価
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