
に関する相談を包括的に受け付け、分野にとらわれることのない「断らない相談支援」の体制を
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 構築する。庁内関係課や民間のサービス提供機関と連携し、相談者の抱える問題や悩みを早期に発見し解決
展開方向

・軽減するためのソーシャルワークを行う。
　生活・福祉に関する総合相談窓口として常設されている。相談内容で多くを占めるのは生活に困窮した方 ・相談者に対し適切な情報提供や助言、福祉サービス提供機関等の紹介を行い、相談を解決し悩みを軽減す
からの相談で、生活保護担当と密に連携しながら解決にあたっている。 る。生活困窮等の相談については、他法他施策を活用するだけでなく、弁護士や不動産屋等あらゆる社会資
 経済的な相談のみならず、複合的な課題を抱える相談者に対しては、高齢者や障害等、子どもの担当部署 当該年度 源を活用しながら問題解決に向けて伴走型の支援を展開する。また、ハローワークへの同行やハローワーク
等と連携したチーム支援を展開するとともに、直接、福祉サービスに結びつかない相談についても相談者と 執行計画 職員による巡回相談等も活用しながら、相談者に合った就職先が見つけられるようサポートする。・孤立死

(3)事業内容 内　　容 ともに問題を整理し、一緒に考え、相談者自身が解決する力を高められるような相談支援にあたっている。 防止対策事業、孤立死防止対策ダイヤルの周知を図るため、関係機関を中心にポスター・チラシを配布する
面談室での相談だけでなく、窓口に来ることができない相談者には、電話相談だけでなく、自宅や医療機関 。他課との連携、情報共有化を図り、安否確認や見守りの必要な方を見つけ必要なサービスにつなげ見守っ
、福祉施設等へ訪問するなどのアウトリーチ支援や関係機関等への同行支援等、職員が直接相談に応じてい 福祉相談窓口受付件数 想定値 700当該年度
る。　高齢者や障害を持つ方などが地域で孤立することのないようにするため、安否確認や見守りが必要な 単位 件

活動結果指標 実績値方を「見つけ」必要なサービスに「つなげ」、適度な距離感で「見守って」いくための取り組みを展開する

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 相談者に対し適切な情報提供や助言により、相談者の抱える問題を解決する。 直接 生活相談の解決割合 ％ 70 73

   ３年後 相談者に対し適切な情報提供や助言により、相談者の抱える問題を解決する。 直接 生活相談の解決割合 ％ 0 80

   最終(概ね５年後) 相談者に対し適切な情報提供や助言により、相談者の抱える問題を解決する。 直接 生活相談の解決割合 ％ 0 82

広報やホームページなどにより、市民に広く福祉相談窓口の周知を図る。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託員報酬（１人） 1,959 嘱託員報酬（2号・1人） 2,027 嘱託員報酬（2号・1人） 2,030 嘱託職員報酬（2号・1人） 2,040
共済費 311 共済費 318 共済費 320 共済費 330
費用弁償費 0 普通旅費・研修旅費 101 普通旅費・研修旅費 105 普通旅費・研修旅費 110
旅費 96 需用費 944 需用費 944 需用費 944
部交際費 0 役務費（通信費・車検・自動車保険） 273 役務費（通信費・車検・自動車保険） 270 役務費（通信費・車検・自動車保険） 270
需用費 969 研修負担金 40 研修負担金 50 研修負担金 60
役務費 192 公課費（自動車重量税） 22 公課費（自動車重量税） 22 公課費（自動車重量税） 22

実施内容 使用料及び賃借料 0 費用弁償費 0 費用弁償費 0 費用弁償費 0
研修負担金 93 部交際費（視察先手土産） 5 部交際費（視察先手土産） 5 部交際費（視察先手土産） 5

(8)施行事項
費　　用 公課費 9 使用料及び賃借料（高速・駐車場） 100 使用料及び賃借料（高速・駐車場） 100 使用料及び賃借料（高速・駐車場） 100

予算(済)額 合　　計 3,629 合　　計 3,830 合　　計 3,846 合　　計 3,881
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 3,629 3,830 3,846 3,881

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 2 2.3 2 2
正職員人件費 17,600 20,240 17,600 17,600

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 8,362 2,446 2,455 2,480
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 21,229 24,070 21,446 21,481
(11)単位費用

30.33千円／件 34.39千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

・社会経済の不安定、人口減少、少子高齢化、福祉制度の複雑化などにより、制度利用の方法が分からなかったり、生活 ○①事前確認での想定どおり
上の問題解決が図れず悩んでいる市民が多いため、福祉サービスを提供するための総合調整を行う担当部署の必要性があ ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ る。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ・一般市民が福祉面での問題を抱えた場合に、社会福祉課に行けば相談ができる、情報がもらえる、悩みや問題の解決を ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

一緒に考えてもらえる等の「いつでも相談ができる場所がある。」という安心感が必要。
・自宅で誰にも看取られずに亡くなり発見される「孤立死」が都市部を中心に多発し社会問題となっている。安否確認や
○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる 専門職を多数配置している市が主導的に実施することで、高 □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した 度で専門的な相談支援を展開できる。 □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 孤立死防止対策事業においては、ライフライン提供業者等の ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 民間団体や自治会等の市民団体と協働しながら事業を実施し ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ている。 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
●⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている フードバンクの活用等を通して食品ロス軽減に寄与している ○①想定どおり
□②生き物と共存している 。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
70 73 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 24,070 △2,841
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△13.38

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.3

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 355 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 福祉相談 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 福祉相談の実施 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成９年度 ～ ⑥担当職員数 17 人 (換算人数 2.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 24,070 千円 (うち人件費 20,240 千円）⑦事業費
総事業費 3,624 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名) 第４次健康福祉総合計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 生活・福祉



を整備し、迅速かつ的確な解決により市民との信頼関係を高める。
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的
展開方向

保健福祉サービス利用での苦情を解決する第１段階では、利用者との話し合いの仕組みとして、各担当課・ 平成１３年度から施行された苦情解決制度で、部内の各担当課・施設に苦情解決制度のPR用ポスターを貼り
施設に苦情解決責任者、苦情解決担当者、苦情受付担当者を配置し、円滑・円満に図れるよう利用者の立場 、苦情解決制度の周知を図る。
に立って対応する。 当該年度 また、苦情の申立てがあった場合の事務処理体制がスムーズに実施できるよう各課による苦情受付担当者、
また、第三者として公平な立場で苦情を聞く保健福祉サービス調整委員による調整を希望する場合には、保 執行計画 苦情解決担当者、苦情解決責任者の体制の周知を図る。

(3)事業内容 内　　容 健福祉サービス調整委員により市の担当課や施設への調査、調整を行い、改善が必要な場合には担当課に意
見を申し入れするなど利用者の苦情解決に努める。

保健福祉サービス調整委員への苦情の申立て件数 想定値 1当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 保健福祉サービス調整委員への苦情申立に対する迅速・的確な対応及び原課との事務改善（サービスの質の向上等）すべき点の 直接 保健福祉サービス調整委員への苦情の申立て件数 件 0 1
検討。

   ３年後 保健福祉サービス調整委員への苦情申立に対する迅速・的確な対応及び原課との事務改善（サービスの質の向上等）すべき点の 直接 保健福祉サービス調整委員への苦情の申立て件数 件 0 1
検討。

   最終(概ね５年後) 保健福祉サービス調整委員への苦情申立に対する迅速・的確な対応及び原課との事務改善（サービスの質の向上等）すべき点の 直接 保健福祉サービス調整委員による苦情解決数／同苦情受付件数×100 ％ 0 100
検討。
市政への手紙による対応が充実しているなか、現制度の利用は限られている。また、社会福祉法により社会福祉施設である保育

(7)事業実施上の課題と対応 園、あらき園等の一部施設では制度運用が難しい事例も見受けられるが、利用者の視点に立って苦情解決に努めるため苦情を言 代替案検討 ○有 ●無
いやすい環境の体制を各課で整備をする必要がある。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

保健福祉サービス調整委員報酬 苦情解決制度の啓発 0 苦情解決制度の啓発 0 苦情解決制度の啓発 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 0 合　　計 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.06 0.06 0.06 0.06
正職員人件費 528 528 528 528

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 528 528 528 528
(11)単位費用

528千円／件 528千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

苦情を煩雑な事務という意識ではなく、保健福祉サービスへの提言として捉え、市民ニーズを苦情解決の過程を通して把 ○①事前確認での想定どおり
握し、施策へ反映する仕組みが求められている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0 1 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 528 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.19

件 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 356 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 権利擁護体制の充実 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 保健福祉サービスの苦情解決制度運営 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成１３年度 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.06 人）
(1)事業概要

(当　初) 528 千円 (うち人件費 528 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 苦情を言いやすい環境



、高 判断能力の不十分な方が一方的に不利な契約を結ぶことのないよう、後見人等が本人の判断能力を補い、保
施策目的・

(2)目的 齢者の保健・医療・福祉の向上を図ります。また、高齢者の権利擁護を図るため、成年後見制度を活用する 事業目的 護する成年後見制度の利用を支援する。
展開方向

とともに、高齢者への虐待の防止について周知を進めます。
認知症、知的障害、精神障害の状態により判断能力が不十分なため、日常生活を営むことに支障がある方で 生活相談において、市要綱に該当する成年後見制度を利用すべき人が発見された場合、担当課と連携し、早
、家庭裁判所に後見開始審判の申立てを行う２親等以内の親族がいない方を対象に、市長が家庭裁判所に後 期に家庭裁判所に後見開始等審判の申立てが行えるよう体制の充実を図る。
見開始等審判の申立てを行う。生活相談担当窓口における相談者の中で、成年後見制度の利用が必要と考え 当該年度 成年後見制度利用促進法施行に伴う対応について社会福祉協議会の「あびこ後見支援センター」、高齢者支
られる場合においては、担当課と連携し、制度利用に結びつける。 執行計画 援課、障害福祉支援課と検討すると共に、関係機関との連携強化を図りながら、法人後見の受任（市長申立

(3)事業内容 内　　容 また、成年後見制度利用促進法の施行に伴い、成年後見制度利用に関わる社会福祉協議会の「あびこ後見支 案件中心）、制度利用に関する相談や普及・啓発活動を実施する。
援センター」、高齢者支援課、障害福祉支援課と連携し、成年後見制度の普及および利用の推進を図る。

成年後見制度の制度利用へ結びついた人数（地域包括支援センター扱 想定値 1当該年度
い分は除く） 単位 人

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 生活相談において、市要綱に該当する成年後見制度を利用すべき方が発見された場合、担当課との連携を図り早期に成年後見制 直接 成年後見制度の制度利用へ結びついた人数（地域包括支援センター扱 人 0 1
度利用へ結びつける。 い分は除く）

   ３年後 生活相談において、市要綱に該当する成年後見制度を利用すべき方が発見された場合、担当課との連携を図り早期に成年後見制 直接 成年後見制度の制度利用へ結びついた人数（地域包括支援センター扱 人 0 1
度利用へ結びつける。 い分は除く）

   最終(概ね５年後) 生活相談において、市要綱に該当する成年後見制度を利用すべき方が発見された場合、担当課との連携を図り早期に成年後見制 直接 成年後見制度の制度利用へ結びついた人数(地域包括支援センター扱 人 0 1
度利用へ結びつける。 い分は除く）
・生活相談の充実と民生委員や施設職員、医療機関職員等との連携を図ることで、成年後見制度の利用促進に努める。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

生活相談担当と関係機関との連携強化 生活相談担当と関係機関との連携強化 0 生活相談担当と関係機関との連携強化 0 生活相談担当と関係機関との連携強化 0
成年後見制度連絡会議旅費 3 成年後見制度連絡会議旅費 3 成年後見制度連絡会議旅費 3

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 0 合　　計 3 合　　計 3 合　　計 3
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 3 3 3

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.09 0.12 0.12 0.12
正職員人件費 792 1,056 1,056 1,056

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 792 1,059 1,059 1,059
(11)単位費用

792千円／人 1,059千円／人
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

認知症や一人暮らしの高齢者等の増加、親族等による成年後見の困難な者が増加すると見込まれることなどから、成年後 ○①事前確認での想定どおり
見制度に関する相談がしやすい環境や成年後見制度が身近な制度として必要な方につなげられる体制づくりが求められて ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ いる。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている 障害者自立支援法において、「成年後見制度利用支援事業」 □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない は、市町村地域生活支援事業の必須事業。 □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 老人福祉法改正により、市町村の努力義務として、後見等に 　促進された

係る体制の整備を行うことが規定（老人福祉法第32条の２第 □④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
地域福祉推進の担い手として、民生委員や高齢者なんでも相談室等と連携を図っており、安定的な運営を継続できる組織
である社会福祉協議会に後見支援センターが設置された。今後、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられ

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0 1 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,059 △267
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△33.71

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.09

人 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 357 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 権利擁護体制の充実 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 成年後見制度利用の支援 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成１５年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.12 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,059 千円 (うち人件費 1,056 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 33204 重点なし ○有 ●無 (計画名) 介護保険事業計画、障害者プラ

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

高齢者が安心してくらせるよう、高齢者なんでも相談室などの相談機能や介護者への支援の充実に努め



し必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにそ
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 の自立を助長する。
展開方向

・生活に困窮している市民あるいは市内に現在地を有する人から相談(保護の申請)に基づき、生活の状況、 相談(主訴の把握、対処方法の指導、生活保護制度が適用にされるか否かの判断)→申請受理・調査(生活状
収入、扶養義務者の状況、稼働能力等を把握し、他法施策を検討の上、保護の要否を決定し、必要な援助を 況の把握、資産・扶養義務者・病状調査等)→保護開始(生活保護基準に沿った最低生活基準決定・援助方針
金銭もしくは現物により給付する。併せて被保護世帯の問題を整理した上で援助方針を立て、自立に向けて 当該年度 の樹立)→訪問調査活動(指導指示、支援、生活状況把握)→保護変更・決定→保護の停・廃止
の相談・指導(ケースワーク)をおこなっている。 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ・就労支援員を配置し、松戸公共職業安定所との協定に基づく就労支援を行っている（生活保護受給者等自
立促進事業）。就職活動をするよう指導するのではなく、個々の能力や特性、ニーズに合わせた就労支援を
実施している。 生活保護を受給している世帯数 想定値 1,050当該年度

単位 世帯
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 生活に困窮する世帯の最低限度の生活保障と、経済的・社会的自立の達成 直接 自立更生した世帯数 世帯 20 25

   ３年後 生活に困窮する世帯の最低限度の生活保障と、経済的・社会的自立の達成 直接 自立更生した世帯数 世帯 0 30

   最終(概ね５年後) 生活に困窮する世帯の最低限度の生活保障と、経済的・社会的自立の達成 直接 自立更生した世帯数 世帯 0 40

生活保護受給者は、高齢者や傷病者（精神）が多く自立させることが難しいケースばかりである。また、社会全体の景気悪化に
(7)事業実施上の課題と対応 伴い、失業者が就職をすることが困難な時代である。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

生活保護事業 生活保護事業（３/４補助） 生活保護事業（３/４補助） 生活保護事業（３/４補助）
嘱託職員報酬 2,109 嘱託職員報酬（２号・１人） 2,167 嘱託職員報酬（２号・1人） 2,180 嘱託職員報酬（２号・１人） 2,200
共済費 331 共済費 341 共済費 350 共済費 360
費用弁償費 160 費用弁償費 160 費用弁償費 161 費用弁償費 162

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 2,600 合　　計 2,668 合　　計 2,691 合　　計 2,722
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 75 ％ 2,018 補助率 75 ％ 2,025 補助率 75 ％ 2,034
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,600 650 666 688

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 11.6 12.6 11.6 11.6
正職員人件費 102,080 110,880 102,080 102,080

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 2,668 2,691 2,722
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 104,680 113,548 104,771 104,802
(11)単位費用

116.31千円／世帯 108.14千円／世帯
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

この事業は、「国民は、健康で文化的最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法第２５条に規定されている理念に基づ ○①事前確認での想定どおり
き、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 的としています。 ○要
   背景は？(事業の必要性) 特に高齢世帯は年々増加しています。生活保護受給者の傾向として糖尿病等の慢性疾患や精神疾患の割合が高く、療養機 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

関が長期化するほか、医療扶助の高騰が課題です。健康管理支援等を推進し、健康寿命を延ばし、医療扶助の削減に努め
る必要があります。そのため、生活保護法の適正な運営が必要となります。
●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている 法定受託事務であるため □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 学習支援団体。子ども食堂等の市民団体と協力している ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている フードバンクの利用等、食品ロス軽減に寄与している ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(世帯) 目標値(b)(世帯) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(世帯) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
20 25 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 113,548 △8,868
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△8.47

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.02

世帯 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 362 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 生活保護事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 生活保護事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 16 人 (換算人数 12.6 人）
(1)事業概要

(当　初) 113,548 千円 (うち人件費 110,880 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 生活保護法に基づき生活に困窮している人に対



変化に対応し、多様化する福祉ニーズに的確に対応していくために、充分な進行管理のもと
施策目的・

(2)目的 がら、政策の企画・立案からその執行方法と成果までを市民に公表し市民とともに評価します。また、施策 事業目的 に事業を進める。
展開方向

や事業が計画的・効果的に進められるよう進行管理を徹底します。
健康福祉総合計画は、高齢、子ども、障害、健康の取り組みの方向性を明らかにし、地域住民、社会福祉関 健康福祉総合計画推進協議会が、健康福祉部門・子ども部門の個別計画進捗状況などの報告や特に重要な案
係者、行政などが相互に連携・協力し、安心とゆとりの健康福祉の実現に向け、総合的に推進することをめ 件の協議を行い、現状、課題、改善策などの情報共有をする。
ざします。 当該年度
健康福祉総合計画は、健康福祉部門・子ども部門の個別計画の上位計画として位置づけし、同時に、社会福 執行計画

(3)事業内容 内　　容 祉法第107条に基づく「地域福祉計画」を兼ねて策定し、我孫子市社会福祉協議会が策定する「我孫子市地
域福祉活動計画」との連携を図ります。
第５次計画期間は平成２７年度から平成３１年度までの５カ年。 推進協議会開催回数 想定値 1当該年度
平成３１年度には、第６次計画の策定作業を実施する。 単位 回

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 健康福祉総合計画に掲載している施策が適正に効果的に執行されるよう進行管理を行う。 直接 事前評価における主要施策の実施率（実施された施策数／施策数） ％ 100 100

   ３年後 健康福祉総合計画に掲載している施策が適正に効果的に執行されるよう進行管理を行う。 直接 事前評価における主要施策の実施率（実施された施策数／施策数） ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 健康増進・福祉サービスの提供などの達成度として、企画課が実施している次期「市民アンケート調査」における健康福祉施策 直接 評価改善達成率（評価改善を達成した項目数／項目数） ％ 0 100
の満足度において、「満足」「やや満足」の合計割合を平成２３年度調査結果より、各項目で約５ポイントの評価改善する。
健康福祉部門・子ども部門の個別計画進捗状況を充分把握するため、担当課と充分な連携に努める。現状、課題、改善策などの

(7)事業実施上の課題と対応 情報共有をする。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

健康福祉総合計画推進事業 健康福祉総合計画推進事業 健康福祉総合計画推進事業 健康福祉総合計画推進事業
○委員報酬費 ○委員報酬費 ○委員報酬費 ○委員報酬費
福祉総合計画推進協議会 84 健康福祉総合計画推進協議会 84 健康福祉総合計画推進協議会 84 健康福祉総合計画推進協議会 84
（3,500円×12人×2回＝84,000円） （3,500円×12人×2回＝84,000円） （3,500円×12人×2回＝84,000円） （3,500円×12人×2回＝84,000円）
○筆耕翻訳料 36 ○筆耕翻訳料 36 ○筆耕翻訳料 37 ○筆耕翻訳料 37
推進協議会会議録作成費 推進協議会会議録作成費 推進協議会会議録作成費 推進協議会会議録作成費
（16,500円×2時間×1回×1.08） （16,500円×2時間×1回×1.08） （16,500円×2時間×1回×1.10） （16,500円×2時間×1回×1.10）

実施内容
＊ 健康福祉総合計画策定事業

(8)施行事項
費　　用 ＊ 印刷製本費 390

予算(済)額 合　　計 120 合　　計 120 合　　計 511 合　　計 121
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 120 120 511 121

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.45 0.35 0.35
正職員人件費 2,640 3,960 3,080 3,080

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 2,760 4,080 3,591 3,201
(11)単位費用

2,760千円／回 4,080千円／回
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

本計画は、健康福祉部門・子ども部門の個別計画（子ども総合計画、心も身体も健康プラン、介護保険事業計画・高齢者 ○①事前確認での想定どおり
保健福祉計画、障害者プラン）の上位計画として、各計画の課題や施策の重要性や総合的・統一的に調整を図り、健康福 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 祉全体の現状，課題，改善策などの情報共有や子ども、健康、高齢、障害の各分野別計画との連携を強化していくために ○要
   背景は？(事業の必要性) 必要である。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,080 △1,320
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△47.83

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 2.45

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 363 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 健康福祉総合計画の策定及び進行管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成２２年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.45 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,080 千円 (うち人件費 3,960 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83102 重点なし ○有 ●無 (計画名) 健康福祉総合計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の満足度や成果に視点をおいた行政運営を進めるため、行政評価や事業仕分け、各種審議会を活用しな 社会経済環境の



の補助を行うことにより、地域ぐるみの福祉サービス提供・推進体制を充実させる。
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
社会福祉協議会の運営費補助及び同協議会定款に定める事業について補助を行う。 社会福祉協議会運営費及び同協議会定款に定める事業についての支援を行う。
認知高齢者や一人暮らしの高齢者が増加する中、判断能力が不十分な方が地域で安心して生活できるような 職員人件費と一部事業について補助する。
相談体制や成年後見制度等の利用を支援する体制を構築する。また、今後のニーズ増加に対応するため、市 当該年度 後見支援センター事業は、後見専門員配置に伴う人件費についての支援を行う。
民後見人が適切に活動していくための支援体制を構築する。 執行計画

(3)事業内容 内　　容

補助等を通して実施する事業 想定値 18当該年度
単位 事業

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 効率的、安定的な地域福祉活動の推進 直接 社会福祉協議会のボランティア登録者数 事業 5,805 6,200

   ３年後 効率的、安定的な地域福祉活動の推進 直接 社会福祉協議会のボランティア登録者数 事業 0 6,500

   最終(概ね５年後) 効率的、安定的な地域福祉活動の推進 直接 社会福祉協議会のボランティア登録者数 事業 0 6,700

「第５次地域福祉活動計画」の基本理念である「安心とゆとりの健康福祉都市あびこ」を実現するため、地域「見守り活動」「
(7)事業実施上の課題と対応 世代間交流」を一層促進させる。また、社会福祉協議会の財政基盤の充実と活動拠点の整備の支援を行う。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

社会福祉協議会補助金 101,522 社会福祉協議会補助金 106,407 社会福祉協議会補助金 108,430 社会福祉協議会補助金 111,430
後見支援センター運営費補助金 3,375 後見支援センター運営費補助金 3,280 後見支援センター運営費補助金 3,280 後見支援センター運営費補助金 3,280
社会福祉大会

＊ 印刷製本費 200
＊ 会場賃貸料 100

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 105,197 合　　計 109,687 合　　計 111,710 合　　計 114,710
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 105,197 109,687 111,710 114,710

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.03 0.03 0.03 0.03
正職員人件費 264 264 264 264

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 105,461 109,951 111,974 114,974
(11)単位費用

8,788.42千円／事業 6,108.39千円／事業
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地域住民の福祉に対する考え方を深め、地域で支えあう福祉を充実させるため、障害の有無や年齢、性別などに関わらず ○①事前確認での想定どおり
全ての人が住みなれた地域や家庭で、共に生きるノーマライゼーションの考え方を前提とした社会づくりが必要になって ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ いる。我孫子市社会福祉協議会は、本市における社会福祉事業の能率的運営と地域社会福祉の増進を図るために設立され ○要
   背景は？(事業の必要性) た社会福祉法人であり、その事業運営の財政的基盤を支援することは、ノーマライゼーションの推進に寄与するものであ ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

る。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 補助にかかる事業において各種ボラティアと連携している。 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(事業) 目標値(b)(事業) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(事業) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
5,805 6,200 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 109,951 △4,490
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△4.26

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 5,638.88

事業 1億円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1384 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会福祉協議会事業支援 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 社会福祉協議会支援事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.03 人）
(1)事業概要

(当　初) 109,951 千円 (うち人件費 264 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名) 健康福祉総合計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 社会福祉協議会へ



障されている基本的人権を擁護し、人権尊重思
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的 想の啓発・高揚を図る。
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
人権擁護委員による人権相談及び人権啓発活動への協力・支援 ４月～３月　　人権相談の会場確保及び設営        
＜事業概要＞ ４月　　　　　人権擁護委員協議会常務委員会　　
・人権相談の会場確保及び設営 当該年度 ５月　　　　　人権擁護委員協議会定時総会
・人権啓発活動の協力・支援 執行計画 ６月　　　　　人権擁護委員の日啓発活動

(3)事業内容 内　　容 ・人権擁護委員協議会への協力・支援 ９月　　　　　人権擁護委員協議会常務委員会 
・人権擁護委員協議会の会議出席 １１月　　　　人権擁護委員協議会常務委員会
・地域人権啓発活動活性化事業（平成31年度実施・隔年事業） 人権が尊重される社会の実現 想定値 100当該年度

単位 ％
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 人権が尊重される社会の実現 直接 相談者に対して確実に対応する対応率 ％ 100 100

   ３年後 人権が尊重される社会の実現 直接 相談者に対して確実に対応する対応率 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 人権が尊重される社会の実現 直接 相談者に対して確実に対応する対応率 ％ 0 100

本事業は潜在的ニーズは高いと思われる。広報等により人権相談を実施していることを広く市民に周知する。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

人権擁護委員研修会旅費 3 人権擁護委員研修会旅費 3 人権擁護委員研修会旅費 3 人権擁護委員研修会旅費 3
人権擁護委員会旅費 5 人権擁護委員会旅費 5 人権擁護委員会旅費 5 人権擁護委員会旅費 6
人権擁護委員昼食代 15 人権擁護委員昼食代 13 人権擁護委員昼食代 13 人権擁護委員昼食代 13
柏人権協議会負担金 395 柏人権協議会負担金 395 柏人権協議会負担金 395 柏人権協議会負担金 395
千葉県啓発センター団体会員負担金 50 千葉県啓発センター団体会員負担金 50 千葉県啓発センター団体会員負担金 50 千葉県啓発センター団体会員負担金 50
人権消耗品費 12 人権消耗品費 8 人権消耗品費 8 人権消耗品費 8

地域人権啓発活動活性化事業（隔年事業
実施内容 ・講師報償費 224

・啓発用品等 281
(8)施行事項

費　　用 ・印刷製本費 184
・手話通訳・筆耕翻訳料 58
・保険料 17
・警備委託料 14

予算(済)額 合　　計 480 合　　計 474 合　　計 1,252 合　　計 475
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 735 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 480 474 517 475

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.26 0.26 0.26 0.26
正職員人件費 2,288 2,288 2,288 2,288

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 2,768 2,762 3,540 2,763
(11)単位費用

27.68千円／％ 27.62千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

「２１世紀は人権の世紀」といわれ、「人権の尊重が平和の基礎である」という考え方が世界の共通認識となっているが ○①事前確認での想定どおり
、児童虐待や配偶者への身体的、精神的暴力などは数多く存在している。身近に人権問題を相談できる場所が必要となっ ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ているとともに、広く人権尊重の啓発活動を展開していくことが求められている。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,762 6
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0.22

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 3.62

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1385 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 人権啓発 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 人権相談・啓発 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.26 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,762 千円 (うち人件費 2,288 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 人権擁護委員の活動を援助・協力することにより、国民に保



に行う民生委員・児童委員活動支援、遺族会活動支援についてその
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的 業務を委託する。
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
民生委員・児童委員の活動（協議会含む）及び研修に係る業務を主業務とし、あんしん医療情報カードの配 民生委員・児童委員協議会事業
布業務・遺族会活動運営支援業務もまとめて社会福祉協議会に委託する。 遺族会事業

当該年度 あんしんカード更新時期のため６５歳以上の世帯に配布
執行計画

(3)事業内容 内　　容

民生委員・児童委員協議会活動等援助業務委託の執行率 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 援助業務委託の管理 間接 援助業務委託の執行率　１００％ ％ 100 100

   ３年後 援助業務委託の管理 間接 援助業務委託の執行率　１００％ ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 援助業務委託の管理 間接 援助業務委託の執行率　１００％ ％ 0 100

地域福祉活動の推進を図っていくことには、社会福祉協議会との連携が不可欠であるため、さらに市と社会福祉協議会が連携を
(7)事業実施上の課題と対応 密にし、適正な業務委託の管理が必要である。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

委託料 14,194 委託料 13,538 委託料 13,500 委託料 13,500

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 14,194 合　　計 13,538 合　　計 13,500 合　　計 13,500
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 555 補助率 0 ％ 531 補助率 0 ％ 531 補助率 0 ％ 531
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 13,639 13,007 12,969 12,969

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.02 0.02 0.02 0.02
正職員人件費 176 176 176 176

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 14,370 13,714 13,676 13,676
(11)単位費用

143.7千円／％ 137.14千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

福祉施策の展開には民生委員・児童委員の地域での協力が不可欠であるため、地域福祉の増進を事業目的としており、そ ○①事前確認での想定どおり
の事業に精通し、かつ市内全域での事業実施ができる、社会福祉協議会に業務委託を行うもの。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ また、社会援護事業の一環として、我孫子市遺族会支援業務についても、社会福祉協議会にあわせて業務委託するもの。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 補助にかかる事業において、各種ボランティアと連携してい ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り る。 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 13,714 656
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

4.57

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 72.92

％ 1000万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1387 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会福祉協議会事業支援 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 社会福祉事業業務委託 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.02 人）
(1)事業概要

(当　初) 13,714 千円 (うち人件費 176 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 市が地域福祉活動推進、社会援護のため



が地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
民生委員・児童委員の推薦 民生委員欠員補充のため年３回（７月、１１月、１月）の民生委員推薦会を開催を予定。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

定員充足推薦割合 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 民生委員・児童委員の定員確保 直接 定員充足推薦割合 ％ 100 100

   ３年後 民生委員・児童委員の定員確保 直接 定員充足推薦割合 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 民生委員・児童委員の定員確保 直接 定員充足推薦割合 ％ 0 100

人口急増地域などでの民生委員・児童委員の欠員が生じているため、今後は、早急に適任者の推薦が必要になる。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

民生委員推薦会報酬 84 民生委員推薦会報酬 84 民生委員推薦会報酬 84 民生委員推薦会報酬 84

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 84 合　　計 84 合　　計 84 合　　計 84
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 84 84 84 84

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.33 0.33 0.33 0.33
正職員人件費 2,904 2,904 2,904 2,904

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 279 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 2,988 2,988 2,988 2,988
(11)単位費用

29.88千円／％ 29.88千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

厚生労働大臣が委嘱する民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき市が推薦することになっている。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
民生委員推薦会は、民生委員法に基づき関係委員の代表で構成するものとされている。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,988 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 3.35

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1388 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 地域福祉活動支援 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 民生委員推薦 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.33 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,988 千円 (うち人件費 2,904 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 民生委員・児童委員の推薦
施策目的・

(2)目的 自ら



会福祉活動への支援
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
障害者や高齢者の外出支援や社会参加のために役立ててもらう。また、市民団体等に福祉バスを利用しても （随時処理）
らい,研修などの地域福祉活動に役立ててもらう。 ・福祉バス利用申請書の受付
２６年度より日曜、祝日もバスの貸し出しを行う。 当該年度 ・福祉バス利用決定通知書の送付
市の各事業へのバスの貸し出し。 執行計画 ・福祉バス運行計画書の送付

(3)事業内容 内　　容 平成２６年４月１日より国のバス料金の改訂があり予算額が増加となっている。
平成２８年度より１０月、１１月は、優先予約事業を制限し一般市民用に開放した。
平成３０年度より大型バスに加え、中型バスの貸し出しも可能となった。（１日につき、どちらか１台を貸 福祉バスの使用率 想定値 50当該年度
出可能） 単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 福祉バスを利用団体に適正に貸し出す。 間接 福祉バスの使用率 ％ 50 50

   ３年後 福祉バスを利用団体に適正に貸し出す。 間接 福祉バスの使用率 ％ 0 55

   最終(概ね５年後) 福祉バスを利用団体に適正に貸し出す。 間接 福祉バスの使用率 ％ 0 60

一般市民団体の利用が増えているが、親睦や慰安などで利用する事もあるため目的に沿った形で利用してもらうよう周知してい
(7)事業実施上の課題と対応 く。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

バス借り上げ料 バス借り上げ料 バス借り上げ料 バス借り上げ料
時間制運賃 時間制運賃 時間制運賃 時間制運賃
5,500円×１７３０時間×１．０８ 10,277 5450円×1,760時間×1.08 10,360 5,500円×1,800時間×1.08 10,692 5,500円×1,850時間×1.08 10,989
キロ制運賃 キロ制運賃 キロ制運賃 キロ制運賃
140円×２５４００㎞×1.０８ 3,841 140円×24,300㎞×1.08 3,675 140円×24,500㎞×1.08 3,705 140円×24,700㎞×1.08 3,735

嘱託職員賃金等 1,063 嘱託職員賃金等 1,113 嘱託職員賃金等 1,113

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 14,118 合　　計 15,098 合　　計 15,510 合　　計 15,837
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 14,118 15,098 15,510 15,837

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.01 0.01 0.01 0.01
正職員人件費 88 88 88 88

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,210 1,063 1,113 1,113
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 14,206 15,186 15,598 15,925
(11)単位費用

284.12千円／％ 303.72千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

福祉バスは、高齢者団体や障害者団体の外出支援や社会参加のために必要である。 ○①事前確認での想定どおり
また、市民活動団体の研修や視察などに福祉バスを利用していただくことにより、地域福祉活動を活性化させている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 市役所の各課の事業実施にも福祉バスを利用している。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
市民が福祉バスを利用することにより、地域福祉活動が活性化している。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
アイドリングストップを推奨している。

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
50 50 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 15,186 △980
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△6.9

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 32.93

％ 1000万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1389 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 地域福祉活動支援 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 福祉バス運行 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 ■新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.01 人）
(1)事業概要

(当　初) 15,186 千円 (うち人件費 88 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 障害者や高齢者の外出支援や社会参加への支援、市民の社



目的・
(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的

展開方向
、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
根戸福祉センターの施設・設備の維持管理事務 ４月～３月　施設内点検及びエレベーターの保守点検
平成２７年度指定管理終了後、栄興会が賃料を支払いデイサービスセンターの運営をしている。 ８月　　　　消防施設点検
施設の修繕や管理は、市の担当課が行う。 当該年度 １０月　　　　空調機器工事（バルクリース）予定
設備の老朽化に伴い、空調機器の改修、照明器具のＬＥＤ化を行う。 執行計画 １月　　　　消防施設点検    

(3)事業内容 内　　容 随時　施設の清掃
空調機器工事費用は、バルクリース国庫補助金制度を利用し施設管理課にて対応。
根戸福祉センター施設、設備の管理達成率 想定値 100当該年度

単位 ％
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 根戸福祉センター施設、設備の管理の徹底、空調機器の改修と照明器具のＬＥＤ化 直接 根戸福祉センター施設、設備の管理達成率 ％ 100 100

   ３年後 根戸福祉センター施設、設備の管理の徹底 直接 根戸福祉センター施設、設備の管理達成率 0 100

   最終(概ね５年後) 根戸福祉センター施設、設備の管理の徹底 直接 根戸福祉センター施設、設備の管理達成率 0 100

空調機の改修工事については施設管理課及び事業者と協力し、連携しながら進めていく。また、他の設備についても、老朽化し
(7)事業実施上の課題と対応 ている箇所が多いことから毎月の点検に基づいて修繕をしていく。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

施設修繕料 50 施設修繕料 100 施設修繕料 200 施設修繕料 300
財産処分納付金 1,024 ・バルクリース方式による空調機器
財産処分納付金（９月補正） △1,024 修繕工事を予定
施設修繕料（予備費） 407 ※予算については施設管理課で計上

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 457 合　　計 100 合　　計 200 合　　計 300
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 △2,749 △3,103 △3,003 △2,903

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 3,206 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 3,203 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 3,203 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 3,203
換算人数(人) 0.2 0.2 0.2 0.2
正職員人件費 1,760 1,760 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 317 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 2,217 1,860 1,960 2,060
(11)単位費用

22.17千円／％ 18.6千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

地域活動の拠点となる施設のため、施設、設備の管理を徹底し、事故を防ぐことが必要になる。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 北地区社会福祉協議会との連携（受付業務） ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞
北地区社会福祉協議会との連携（受付業務）

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,860 357
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

16.1

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 5.38

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1390 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 地域福祉活動支援 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 根戸福祉センターの運営管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 ■我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,860 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 根戸福祉センター施設、設備の管理
施策



市民並びに災害を受けた市民及び法人に対し市
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 として支援することにより福祉の向上に資することを目的とする。
展開方向

・市内で災害（災害救助法が適用される災害を除く）により被災した市民及び法人に対し災害見舞金を支給 （随時処理）
する。 ○災害の程度により災害見舞金額を決定し支給する。・全焼、全壊・半焼、半壊・床上浸水・死亡
・市内で災害（災害救助法が適用される災害を除く）により自ら居住する住宅を失った市民のうち、宿泊す 当該年度 ○宿泊所の提供。　・市内の宿泊施設の提供する。
る場所を確保できない被災者に対して応急的に宿泊所の提供をする。 執行計画

(3)事業内容 内　　容

被災者見舞金支給率 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 被災者の状況に応じて迅速な支給、対応をする。 直接 被災者に対して見舞金の支給率 ％ 100 100

   ３年後 被災者の状況に応じて迅速な支給、対応をする。 直接 被災者に対して見舞金の支給率 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 被災者の状況に応じて迅速な支給、対応をする。 直接 被災者に対して見舞金の支給率 ％ 0 100

被災者に対しては１日も早く以前の生活を取り戻してもらうため、災害発生後における迅速な対応が求められる。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

被災者援護事業 被災者援護事業 被災者援護事業 被災者援護事業
・見舞金支給 300 ・見舞金支給 300 ・見舞金支給 300 ・見舞金支給 300
・宿泊所提供 1 ・宿泊所提供 87 ・宿泊所提供 87 ・宿泊所提供 87

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 301 合　　計 387 合　　計 387 合　　計 387
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 301 387 387 387

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.11 0.11 0.11 0.11
正職員人件費 968 968 968 968

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 1,269 1,355 1,355 1,355
(11)単位費用

12.69千円／％ 13.55千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

被災者は災害によって住居や財産を失っている人が多く、１日も早く安定した生活を取り戻すためにも災害見舞金の支給 ○①事前確認での想定どおり
や宿泊所の提供は必要不可欠である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
日本赤十字事業との連携

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,355 △86
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△6.78

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 7.38

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1391 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 被災者援護 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.11 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,355 千円 (うち人件費 968 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 災害（災害救助法が適用される災害を除く）により死亡した



害や内戦等の武力紛争などの救援活動を展開している
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的 。我孫子市においても「日本赤十字社我孫子市地区」をおき、市内災害の救援活動や献血等の血液事業や救
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。 急法等の各種講習会を地域で展開している。
・社員増強・社資募集運動を展開して、地域住民に対し赤十字活動の理解と資金的協力を依頼する。 ４月：社員増強・社資募集運動に関する自治会、町内会の説明会を実施。
・年４回市役所正面玄関において献血を実施。 ５月・６月：社員増強・社資募集運動展開。
・市内の災害時における救援物資・見舞金の支給。 当該年度 ７月：西部ブロック１日赤十字開催

執行計画 ６月・９月・１２月・３月：市役所玄関において献血実施。
(3)事業内容 内　　容 ９月：市防災訓練の参加。（赤十字奉仕団）

年間：市内の災害時における救援物資の配布、見舞金の支給。　千葉県支部での赤十字奉仕団や担当職員の
社資件数 想定値 190当該年度

単位 件
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 日本赤十字の活動に、より多くの市民に協力してもらう。 間接 多くの市民に献血に協力してもらうことにより赤十字活動に参加し理 人 900 1,000
解してもらう人数

   ３年後 日本赤十字の活動に、より多くの市民に協力してもらう。 間接 多くの市民に献血に協力してもらうことにより赤十字活動に参加し理 人 0 1,000
解してもらう人数

   最終(概ね５年後) 日本赤十字の活動に、より多くの市民に協力してもらう。 間接 多くの市民に献血に協力してもらうことにより赤十字活動に参加し理 人 0 1,000
解してもらう人数

血液は長期的に保存できないため、定期的な献血の協力が必要になるが、年間の摂取量が決められているため新たな協力者を確
(7)事業実施上の課題と対応 保するため、イベント等での実施にむけて対応したい。 代替案検討 ○有 ●無

日本赤十字協力資金の説明会は社会福祉協議会の募金活動の説明会と同時開催する予定であるため、自治会等に誤解を与えない

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託職員報酬等 1,765 嘱託職員報酬（２号嘱託職員１人） 894 嘱託職員報酬（２号嘱託職員１人） 915 嘱託職員報酬（２号嘱託職員１人） 915
共済費 277 共済費 148 共済費 165 共済費 165
費用弁償費 56 費用弁償費 22 費用弁償費 22 費用弁償費 22

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 2,098 合　　計 1,064 合　　計 1,102 合　　計 1,102
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,098 1,064 1,102 1,102

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.11 0.11 0.11 0.11
正職員人件費 968 968 968 968

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,210 1,064 1,102 1,102
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 3,066 2,032 2,070 2,070
(11)単位費用

0.63千円／人 10.69千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

県内での血液が不足しているため、より多くの献血協力者が必要である。しかし、献血協力者の半数以上が献血経験者で ○①事前確認での想定どおり
ありまた、１人に対しての年間摂取量が制限されているため（男性１，２００cc、女性８００cc）県内での血液摂取量が ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 頭打ち状態である。新たな献血協力者と血液を確保することが必要である。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる 千葉県知事から赤十字活動についての協力を依頼されている □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した 。 □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

■その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 赤十字奉仕団の協力 ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
900 1,000 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,032 1,034
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

33.72

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 492.13

人 100万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1392 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 日本赤十字社の援護 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.11 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,032 千円 (うち人件費 968 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 日本赤十字社は人道的支援を原則に国内外の大規模災



者見舞金を支給することにより、被爆者の健康と福祉の増進を図る
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 。
展開方向

○市内の被爆者を対象に被爆者見舞金を支給する。 ○毎年８月に見舞金を支給。
・市内に居住し、毎年７月１日現在住民基本台帳に登録され、被爆者健康手帳を持っている方が、申請する ・７月１日号広報あびこに掲載し対象者に申請を呼びかける。
ことにより見舞金を支給。（見舞金額１０，０００円） 当該年度 ・７月に前年度申請者に申請書類を送付

執行計画
(3)事業内容 内　　容

申請者への支給率 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 申請者に対し１００％の支給率を目指す。 直接 申請者への支給率 ％ 100 100

   ３年後 申請者に対し１００％の支給率を目指す。 直接 申請者への支給率 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 申請者に対し１００％の支給率を目指す。 直接 申請者への支給率 ％ 0 100

被爆から７３年が経過しており、申請者が減少している。被爆者健康手帳を持っている見舞金支給対象者は申請者以上に存在す
(7)事業実施上の課題と対応 ると予想されるが、個人が被爆者であることを知られたくないためか申請しない人も多いと考えられる。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

原子爆弾被爆者見舞金 550 原子爆弾被爆者見舞金 500 原子爆弾被爆者見舞金 500 原子爆弾被爆者見舞金 500

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 550 合　　計 500 合　　計 500 合　　計 500
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 550 500 500 500

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.13 0.13 0.13 0.13
正職員人件費 1,144 1,144 1,144 1,144

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 279 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 1,694 1,644 1,644 1,644
(11)単位費用

16.94千円／％ 16.44千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

原爆被爆者の健康維持・福祉の増進のために必要な事業と考えられる。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
我孫子市原爆被爆者の会との連携

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,644 50
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

2.95

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 6.08

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1393 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 原子爆弾被爆者見舞金支給 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.13 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,644 千円 (うち人件費 1,144 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 原子爆弾により被爆した市民に対し被爆



月　○本市関係戦没者に対し戦没者追悼式を挙行する。 ・行政関係者（千葉県知事・千葉県議会議員・市議会議員等）や遺族関係団体（他市遺族会・千葉県遺族会
　・拝礼、黙とう、式辞、追悼のことば、献花、献詠　　　　　　　　 等）に来賓として招待状を送付する。

当該年度 ・市遺族会会員全員に案内状を送付し参列者をつのる。
執行計画 ・広報あびこに掲載し一般市民に対しても周知する。

(3)事業内容 内　　容

参列者数 想定値 100当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 戦没者追悼式への参列者数の増加 直接 戦没者追悼式への参列者数 人 100 105

   ３年後 戦没者追悼式への参列者数の増加 直接 戦没者追悼式への参列者数 人 0 110

   最終(概ね５年後) 戦没者追悼式への参列者数の増加 直接 戦没者追悼式への参列者数 人 0 115

戦没者の遺族関係者が高齢になり、参列者数が減少傾向にある。遺族関係以外の若い世代や一般市民に周知し参列してもらう。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

戦没者追悼式事業 戦没者追悼式事業 戦没者追悼式事業 戦没者追悼式事業
需用費 63 需用費 61 需用費 61 需用費 61
委託費　 303 委託費 303 委託費 303 委託費 303
使用料　 49 使用料 43 使用料 43 使用料 43
通信運搬費 3 通信運搬費 4 通信運搬費 4 通信運搬費 4

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 418 合　　計 411 合　　計 411 合　　計 411
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 418 411 411 411

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.3 0.3 0.3
正職員人件費 2,640 2,640 2,640 2,640

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 279 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 3,058 3,051 3,051 3,051
(11)単位費用

30.58千円／人 30.51千円／人
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

戦争体験者も減少するとともに戦争の悲惨さを忘れ去られていく傾向にある。平和の大切さを後世に伝えるためにも、戦 ○①事前確認での想定どおり
没者追悼式の挙行は必要不可欠である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
我孫子市遺族会との連携（参加者の取りまとめ等への協力）

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 105 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,051 7
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0.23

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 3.44

人 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1394 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 戦没者追悼式 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,051 千円 (うち人件費 2,640 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 00000 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

戦没者に対し追悼の誠をささげるとともに、二度と戦争を繰り返すことのないよう恒久平和を市民とともに
施策目的・

(2)目的 事業目的 祈念する。
展開方向

１１



々に思いをいたし、その遺族に対して終戦２０周年、３０周年、４０周年、５０周年、６０周年という節
展開方向

目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を意すため、特別弔慰金が支給される。
○戦没者の遺族を対象に特別弔慰金等を支給 （随時処理）
・申請書の受理 ○戦没者の遺族を対象したに特別弔慰金等の取扱い
・国庫債券の交付 当該年度 ・国庫債券を代理受領し請求者に交付。
・受給対象者への請求指導 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ○その他給付金等

請求取扱い率 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 国庫債券を代理受領し請求者に交付 直接 請求取扱い率 ％ 100 100

   ３年後 国庫債券を代理受領し請求者に交付 直接 請求取扱い率 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 国庫債券を代理受領し請求者に交付 直接 請求取扱い率 ％ 0 100

国庫債券を代理受領し請求者に交付
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

特別弔慰金等事務 0 特別弔慰金等事務 0 特別弔慰金等事務 0 特別弔慰金等事務 0
・請求書類の受付、進達 0 ・請求書類の受付、進達 0 ・請求書類の受付、進達 0 請求書類の受付、進達 0
・国債債権の受領、交付 0 ・国債債権の受領、交付 0 ・国債債権の受領、交付 0 国債債権の受領、交付 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 0 合　　計 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.31 0.31 0.31 0.31
正職員人件費 2,728 2,728 2,728 2,728

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 279 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 2,728 2,728 2,728 2,728
(11)単位費用

27.28千円／％ 27.28千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」等に基づき、市が支給にかかる事務処理を行うもの ○①事前確認での想定どおり
とされている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,728 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 3.67

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1395 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 戦没者遺族への特別弔慰金取扱い 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.31 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,728 千円 (うち人件費 2,728 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 00000 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の
施策目的・

(2)目的 事業目的 方



するために「福祉有償運送運営協議会」を主宰し、福
施策目的・

(2)目的 ボランティア活動、ＮＰＯ法人などによる市民公益活動、就労の機会の確保に努め、社会参加の機会と場の 事業目的 祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、
展開方向

充実を図ります。 地域の関係者が集まり協議する。
・市内のタクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保 運営協議会の開催は年１回。ただし、新規や継続による協議事項に応じ開催をする
できないと認められる場合に、ＮＰＯ法人等が有償で移送するサービスを実施することができるよう、市が
主体となり福祉有償運送運営協議会を設置し運営する。 当該年度
・協議会は、福祉有償運送サービスの利用者・介護者、関係する市民団体・ボランティア団体、タクシー事 執行計画

(3)事業内容 内　　容 業者、千葉運輸支局職員、市職員の１０名で構成する。
・協議会では、福祉有償運送の必要性や、条件としての運送主体、運送対象、運送の対価等について協議す
る。 福祉有償運送事業所登録数 想定値 6当該年度

単位 団体
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 福祉有償運送運営協議会を開催する 間接 福祉有償運送登事業所登録数 団体 6 6

   ３年後 福祉有償運送運営協議会を開催する 間接 福祉有償運送登事業所における無事故率 件 0 100

   最終(概ね５年後) 福祉有償運送運営協議会を開催する 間接 福祉有償運送登事業所における無事故率 件 0 100

高齢や障害などの理由により移動が困難になった方を有償で移送するサービスであるため、対象者を把握している所管課での対
(7)事業実施上の課題と対応 応が期待される。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

委員報酬費 委員報酬費 委員報酬費 委員報酬費
2,000円（1回）×7名×2回＝ 28 2,000円（1回）×7名×2回＝ 28 2,000円（1回）×7名×2回＝ 28 2,000円（1回）×7名×2回 28

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 28 合　　計 28 合　　計 28 合　　計 28
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 28 28 28 28

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.2 0.2 0.2
正職員人件費 1,760 1,760 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 1,788 1,788 1,788 1,788
(11)単位費用

298千円／団体 298千円／団体
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

・本市は平成２９年１月には高齢化率が２８．９％、超高齢社会となっている。このような状況の中、高齢による移動困 ○①事前確認での想定どおり
難高齢者の買い物や交流などの外出支援の充実が強く求められている。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ タクシー等による輸送サービスを補完するものとして、移動制約者の輸送の確保のために、福祉有償運送の必要性、旅客 ○要
   背景は？(事業の必要性) から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する協議会を ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

運輸支局等との連携して運営していくことが必要となる。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 利用者や介護者の方、福祉団体の方を委員として委嘱してい ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り る。 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(団体) 目標値(b)(団体) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(団体) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
6 6 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,788 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.34

団体 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1396 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 福祉有償運送運営協議会事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,788 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 33203 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

高齢者が生きがいを持って充実した生活を送ることができるよう、身近な地域で住民との交流ができる場や 道路運送法第79条の登録に基づき有償運送事業を実施



は警察や一時保護施設等を運営する機関の協力を得ながら被害
施策目的・

(2)目的 ル・ハラスメントを許さない環境づくり、災害時における女性への配慮、男女平等教育などのさまざまな取 事業目的 者の安全を確保する。また、庁内関係各課や弁護士等さまざまな機関と連携しながら被害者の生活再建に向
展開方向

り組みを進めます。 けた総合的なソーシャルワークを展開するとともに被害者の個人情報保護に努める。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）に基づく被害者の相談業務 ・祝祭日を除く月曜から金曜日まで、電話又は来庁者に対して、相談と情報の提供等を行い支援する。
・DV被害者の保護を図るために、一時保護施設を運営する機関と協力する ・相談は、女性・男性に関わらず幅広く受け付ける。
・離婚、親権、養育費、財産分与等に関する相談支援を行うため弁護士と連携する 当該年度
・加害者から離れ、避難するDV被害者の生活再建に向けたソーシャルワークを行う 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ・被害者の個人情報漏洩を防止するための措置を図る
・性暴力被害者に対する相談支援を行う

相談者に対して確実に対応する対応率 想定値 100当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 女性だけではなく男性からの相談も受ける。 直接 相談者に対して確実に対応する対応率 ％ 100 100

   ３年後 女性だけではなく男性からの相談も受ける。 直接 相談者に対して確実に対応する対応率 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 女性だけではなく男性からの相談も受ける。 直接 相談者に対して確実に対応する対応率 ％ 0 100

DV被害者は、自ら相談機関に繋がる率が低いという現状がある。相談機関の存在を周知し、多くの被害者が相談支援につながる
(7)事業実施上の課題と対応 ことができるよう配慮する必要がある。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託職員報償費（２人分） 3,971 嘱託職員報償費（２号嘱託・１人分） 1,959 嘱託職員報償費（２号嘱託・１人分） 1,970 嘱託職員報償費（２号嘱託・１人分） 1,980
共済費 624 共済費 291 共済費 295 共済費 300
費用弁償費 157 費用弁償費 15 費用弁償費 16 費用弁業費 17

＊

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 4,752 合　　計 2,265 合　　計 2,281 合　　計 2,297
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 4,752 2,265 2,281 2,297

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0 0 0 0
正職員人件費 0 0 0 0

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,421 2,265 2,281 2,297
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 4,752 2,265 2,281 2,297
(11)単位費用

47.52千円／％ 22.65千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV防止法）に基づくDV等被害者の相談と支援をすることにより ○①事前確認での想定どおり
、誰もが安心・安全に暮らすことができる、人権が尊重される社会づくりを推進する。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り DV被害者支援では、外国人支援団体や学習支援団体等さまざ ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り まな市民団体等と連携し支援をすすめている。 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 環境を意識して進める内容は特にない ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
環境に配慮する内容は特にない

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,265 2,487
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

52.34

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 4.42

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1400 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 福祉相談 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 DV相談 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 0 人 (換算人数 0 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,265 千円 (うち人件費 0 千円）⑦事業費
総事業費 2,264 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 42002 重点なし ○有 ●無 (計画名) 第４次健康福祉総合計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

男女がお互いの人権を尊重し合う社会となるよう、男女間の暴力による被害者への支援や、暴力やセクシャ DV被害者の相談に応じるとともに、緊急時に



念を具体化するため、生活保護法に基づき、困窮する市民あるいは市内に現在地を
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 有する人が、その困窮の程度に応じて必要な保護を受け、健康で文化的な最低限度の生活を保障されるとと
展開方向

もに、その自立を助長します。
・生活保護法で定める要件を満たす生活に困窮する世帯に対し、生活保護費（生活扶助、住宅扶助、教育扶 ・毎月１回（月初め）生活保護費の定例支給を行う。
助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、保護施設事務費）を支給する。 ・必要に応じ月１、２回（１０日前後、２０日前後）生活保護費の追加支給を行う。
・保護の方法として、金銭支給のほかに物品の給付、役務の提供等を行う。 当該年度 ・毎月１０日前後に、被保護者が利用した医療・介護サービスに対する費用の支払いを行う。（医療扶助費
・稼働能力のある被保護者に対し、就労支援員による就労支援を行医、自立の助長を図る。 執行計画 、介護扶助費）

(3)事業内容 内　　容  ・毎月２５日前後に、医療機関等及び介護機関等に対し被保護者の医療券、介護券を発送する。
※平成３０年４月にレセプト管理システムクラウドサービス導入を行う。
生活保護被保護世帯数 想定値 1,200当該年度

単位 世帯
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 生活保護費の適正な支給 直接 生活保護費支給率（実際支給した世帯／支給すべき世帯） ％ 100 100

   ３年後 生活保護費の適正な支給 直接 生活保護費支給率（実際支給した世帯／支給すべき世帯） ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 生活保護費の適正な支給 直接 生活保護費支給率（実際支給した世帯／支給すべき世帯） ％ 0 100

生活保護被保護世帯数が増加し続けるなか、、生活保護費支給総額も増額の傾向にある。事務運営を効率敵に遂行し、生活保護
(7)事業実施上の課題と対応 法に基づいた適正な支給を行う。また医療扶助においては、レセプトシステムを活用し、ジェネリック医薬品の促進等を進める 代替案検討 ○有 ●無

。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

生活保護扶助費 2,337,678 生活保護扶助費 2,354,571 生活保護扶助費 2,380,000 生活保護扶助費 2,380,000
嘱託職員報酬等（嘱託職員2名） 4,405 嘱託職員報酬等（嘱託職員2名） 5,047 嘱託職員報酬等（嘱託職員2名） 5,099 嘱託職員報酬等（嘱託職員2名） 5,099
生活保護医療審査嘱託医報酬 528 生活保護医療審査嘱託医報酬 528 生活保護医療審査嘱託医報酬 528 生活保護医療審査嘱託医報酬 528
消耗品費 281 消耗品費、印刷製本費 724 消耗品費、印刷製本費 697 消耗品費、印刷製本費 697
印刷製本費 471 通信運搬費 1,418 通信運搬費 1,500 通信運搬費 1,500
通信運搬費 1,167 手数料 1,559 手数料 1,700 手数料 1,340
手数料 1,626 レセプト点検業務委託料 701 レセプト点検業務委託料 701 レセプト点検業務委託料 701

実施内容 レセプト点検業務委託 745 生活保護システム保守委託料 817 要介護認定調査委託料 9 要介護認定調査委託料 9
生活保護システム保守委託料 817 要介護認定調査委託料 9 生活保護臨時職員賃金等 1,877 生活保護臨時職員賃金等 1,877

(8)施行事項
費　　用 レセプトシステム保守委託料 202 生活保護システム改修委託料 648 ＊ レセプト管理システム使用料 519 ＊ レセプト管理システム使用料 519

要介護認定調査委託料 13 生活保護システム使用料 384 ＊ 生活保護システム更新（使用料） 2,305 ＊ 生活保護システム更新（使用料） 3,457
生活保護システム端末設定業務委託 74 生活保護事務用備品購入費 491 ＊ 生活保護システム保守委託料 692 ＊ 生活保護システム保守委託料 1,037
生活保護システム使用料 4,604 生活保護臨時職員賃金等 1,877 ＊ 生活保護事務用備品購入費 5,005
生活保護事務用品備品購入費 254 ＊ レセプト管理システムクラウド導入委託 540 生活保護システムデータ移行料
嘱託職員社会保険料（9月補正） 87 ＊ レセプト管理システム使用料 432 ※金額未定
生活保護扶助費（保護施設事務費） 687 ＊ 生活保護システム更新（使用料）
（9月補正）  ※債務負担 30年～36年

　11,181千円

予算(済)額 合　　計 2,353,639 合　　計 2,369,746 合　　計 2,400,632 合　　計 2,396,764
国庫支出金 補助率 75 ％ 1,753,258 補助率 75 ％ 1,753,002 補助率 75 ％ 1,752,093 補助率 75 ％ 1,752,093
県支出金 補助率 0 ％ 19,836 補助率 0 ％ 16,023 補助率 0 ％ 16,023 補助率 0 ％ 16,023
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 580,545 600,721 632,516 628,648

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.92 1.69 0.92 0.92
正職員人件費 8,096 14,872 8,096 8,096

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 4,738 5,047 5,099 5,099
臨時職員賃金額 279 1,877 1,877 1,877

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 2,361,735 2,384,618 2,408,728 2,404,860
(11)単位費用

2,207.23千円／世帯 1,987.18千円／世帯
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

生活保護費を支給する目的は、憲法第２５条に規定する理念を具体化するため、生活に困窮する者に対して健康で文化的 ○①事前確認での想定どおり
な最低限度の生活を保障することであり、国民生活の最後のよりどころとしての役割を果たすことである。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 経済の低迷等による経済的要因、また高齢化、核家族化、家族関係意識の希薄化などによる社会的要因に起因し、今後も ○要
   背景は？(事業の必要性) 生活保護被保護世帯数の増加が予想されるなか、その役割は益々重要なものとなっている。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

また法定受託事務であるため、市に実施が義務付けられている。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,384,618 △22,883
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△0.97

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1401 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 生活困窮者への自立支援 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 生活保護費給付事務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 1.69 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,384,618 千円 (うち人件費 14,872 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 憲法第25条に規定する理



を回収する。
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的
展開方向

・生活一時資金の貸付金未償還者に督促等を行い、生活一時資金の償還を促す。 （随時処理）
・督促状、催告状による未償還者への通知

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

未償還金の回収額 想定値 10当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 督促状等による未償還金の回収 直接 未償還金の回収 ％ 2 10

   ３年後 督促状等による未償還金の回収 － 未償還金の回収 ％ 0 20

   最終(概ね５年後) 督促状等による未償還金の回収 － 未償還金の回収 ％ 0 30

貸付金の返済が滞っている者が多くいるため、借受者及び連帯保証人に対して督促状、催告状等により返済を促す.
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

生活一時金回収事務 0 生活一時金回収事務 0 生活一時金回収事務 0 生活一時金回収事務 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 0 合　　計 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 △250 △250 △250 △250

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 250 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 250 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 250 □特会 □受益 □債務 □基金 ■その他 250
換算人数(人) 0.2 0.2 0.2 0.2
正職員人件費 1,760 1,760 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 279 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 1,760 1,760 1,760 1,760
(11)単位費用

25.14千円／％ 176千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

生活一時資金貸付制度は、平成２５年１２月で条例廃止となったが貸付金の未返済者がいるため返還請求を行っていく。 ○①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
2 10 ■③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 ■⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,760 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.57

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1402 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 生活一時資金貸付基金制度未償還金の回収事務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,760 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 生活一時貸付金の貸付者から未償還金



にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者の置かれている特別の事情に鑑み、中国残
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 留邦人等の円滑な帰国を促進するとともに、永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援を行
展開方向

います
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す 毎月の作業として
る法律の基づき、中国残留邦人等に対しその困窮の程度に応じ法の定める保護基準に満たない部分を金銭ま 月末に、翌月分支援費の支給
たは現物により支給する。 当該年度 10日前後に、医療支援費、介護支援費の支払い
（支援給付費の種類）生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭・保護施設事務費 執行計画 月末に、医療券及び介護券を医療機関、介護機関へ送付

(3)事業内容 内　　容 医療扶助業務におけるレセプトのデータ化により、医療費統計の作成、分析を行いレセプト点検も画面上で
行う。

中国残留邦人等支援事業の対象世帯数 想定値 5当該年度
単位 世帯

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 中国生活支援費の適正かつ的確な支給 直接 中国生活支援費支給世帯数（実際支給した世帯／支給すべき世帯） 世帯 5 5

   ３年後 中国生活支援費の適正かつ的確な支給 直接 中国生活支援費支給世帯数（実際支給した世帯／支給すべき世帯） 世帯 0 5

   最終(概ね５年後) 中国生活支援費の適正かつ的確な支給 直接 中国生活支援費支給世帯数（実際支給した世帯／支給すべき世帯） 世帯 0 5

中国等に残留を余儀なくされ、帰国後も日本の義務教育を受ける機会がなく日本語が不自由な方や、帰国後も懸命な努力を続け
(7)事業実施上の課題と対応 れられましたが老後の準備が十分できず、また、言葉が不自由なため、地域にもとけ込めない方など、それぞれの事情にあった 代替案検討 ○有 ●無

支援を行っていくことが重要である。　

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

中国残留邦人支援給付費 11,319 中国残留邦人支援給付費 11,352 中国残留邦人支援給付費 11,352 中国残留邦人支援給付費 11,352

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 11,319 合　　計 11,352 合　　計 11,352 合　　計 11,352
国庫支出金 補助率 75 ％ 8,748 補助率 75 ％ 8,772 補助率 75 ％ 8,772 補助率 75 ％ 8,772
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,571 2,580 2,580 2,580

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.3 0.2 0.2
正職員人件費 1,760 2,640 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 13,079 13,992 13,112 13,112
(11)単位費用

2,615.8千円／世帯 2,798.4千円／世帯
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づき、これまで様々な対策が行われて ○①事前確認での想定どおり
きたところであるが、経済情勢の変化に対応し、支援の内容も変化をする必要がある。そのため、一世帯ごとに担当の支 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 援員を配置し、それぞれの事情に合った支援を継続する。 ○要
   背景は？(事業の必要性) また、医療扶助においては、中国残留邦人等のレセプトをデータで取込・管理をし、医療費統計の作成、分析などを行う ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(世帯) 目標値(b)(世帯) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(世帯) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
5 5 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 13,992 △913
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△6.98

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.04

世帯 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1404 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 中国残留邦人への自立支援 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 中国残留邦人生活支援給付事務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 13,992 千円 (うち人件費 2,640 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 中国残留邦人等と、長年



護 “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解
施策目的・

(2)目的 者、市民などと連携しながら、いじめの未然防止や早期発見、早期対応に向けた取り組みを進めます。また 事業目的 を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築くことを目的としています。
展開方向

、青少年の非行を防止するため、ＰＴＡや少年指導員、防犯協議会などと連携して街頭パトロールを実施す
○社会を明るくする運動我孫子市推進委員会が犯罪予防や非行防止を目的とした事業を実施する。 　５月　社会を明るくする運動我孫子市推進委員会開催
（街頭啓発、広報活動等） 　７月　市内小・中学校及び企業・団体等に社会を明るくする運動ポスターの掲示依頼
○市内小・中学校及び企業・団体等に対する運動への協力依頼 当該年度 　　 　　社会を明るくする運動　街頭啓発の実施
○小・中学生対象に千葉県作文コンテストの参加依頼 執行計画 　８月　社会を明るくする運動作文コンテストの参加

(3)事業内容 内　　容

講演会や街頭啓発活動等の参加者の満足割合 想定値 80当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 社会を明るくする運動の講演会の参加者を増やし、当運動への理解を深めてもらう。 直接 講演会等の参加者の満足割合（当運動に対する満足者数／参加者）※ ％ 80 85
アンケート提出者

   ３年後 社会を明るくする運動の講演会の参加者を増やし、当運動への理解を深めてもらう。 直接 講演会等の参加者の満足割合（当運動に対する満足者数／参加者）※ ％ 0 88
アンケート提出者

   最終(概ね５年後) 社会を明るくする運動の講演会の参加者を増やし、当運動への理解を深めてもらう。 直接 講演会等の参加者の満足割合（当運動に対する満足者数／参加者）※ ％ 0 90
アンケート提出者

本事業の市民認知度が低いため、市民に対し周知活動の強化が必要。広報等の強化を図るとともに関係団体への呼びかけを行う
(7)事業実施上の課題と対応 。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

社会を明るくする運動啓発物品 75 社会を明るくする運動啓発物品 75 社会を明るくする運動啓発物品 75 社会を明るくする運動啓発物品 75
消耗品 25 消耗品 25 消耗品 25 消耗品 25
写真印刷代 2 写真印刷代 2 写真印刷代 2 写真印刷代 2

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 102 合　　計 102 合　　計 102 合　　計 102
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 102 102 102 102

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.37 0.37 0.37 0.37
正職員人件費 3,256 3,256 3,256 3,256

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 3,358 3,358 3,358 3,358
(11)単位費用

41.98千円／％ 41.98千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

戦後最多を更新していた刑法犯の認知件数は、その急増に一定の歯止めが掛かった感はあります。しかしながらその数は ○①事前確認での想定どおり
犯罪が多発した終戦直後の２倍以上の多さであって、依然として深刻な状況です。また、少年非行についても、刑法犯検 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 挙人員の３割以上を少年が占めるなど、憂慮すべき事態が続いています。 ○要
   背景は？(事業の必要性) 以上のことから、安全で安心して暮らせる明るい社会を実現するためには、関係機関が連携し、地域に根ざした幅広い活 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

動を展開することが必要です。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
推進委員会の構成メンバーが市民団体である。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
80 85 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,358 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 2.53

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1405 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会を明るくする運動 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 社会を明るくする運動 位置づけ

③事業主体 ○市 ●その他（ 社会を明るくする運動我孫子市推進委員会 ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.37 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,358 千円 (うち人件費 3,256 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 52302 重点４ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

子どもたちが安心して生活し、健やかに成長することができる環境をつくるため、教育委員会や学校、保



施策目的・
(2)目的 事業目的 和への啓発を行う。

展開方向

被爆７３周年平和祈念式典を「原爆被爆者の会」と共同で実施する。 ７月～８月　折り鶴運動
平和の記念碑の維持管理を行う。 ８月　　　　被爆７３周年平和祈念式典
核兵器廃絶と恒久平和のための啓発活動、市民が被爆者の体験を聴き交流する機会づくりを行う。 当該年度 ８月　　　　原爆写真・折り鶴展
・「平和の灯」の維持管理 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ・「さだこ鶴」の維持管理

平和祈念式典参加者 想定値 160当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 原爆被爆平和祈念式典の参加者を増やす。 直接 祈念式典参加者数 人 150 160

   ３年後 原爆被爆平和祈念式典の参加者を増やす。 直接 祈念式典参加者数 人 0 165

   最終(概ね５年後) 原爆被爆平和祈念式典の参加者を増やす。 直接 祈念式典参加者数 人 0 170

高齢化が進む「我孫子市原爆被爆者の会」との共催の継続が課題となるが、これまで主体的に事業を担ってきた「被爆者の会」
(7)事業実施上の課題と対応 の意向を尊重しながらも、今後は市が事業の主要部分を担うことが求められる。平和市民会議委員と協力し、若い世代を中心に 代替案検討 ○有 ●無

平和祈念式典等を開催し、被爆体験や記憶の風化防止、後世への伝承に重点に置いた取り組みを行う。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

平和祈念式典関係経費 298 平和祈念式典関係経費 316 平和祈念式典関係経費 316 平和祈念式典関係経費 316
献花用花代　36,000円 ・献花用花代　36,000円 ・献花用花代　36,000円 ・献花用花代　36,000円
・平和祈念式典用消耗品　16,000円 ・平和祈念式典用消耗品16,000円 ・平和祈念式典用消耗品16,000円 ・平和祈念式典用消耗品16,000円
・会場設営撤去業務委託　246,000円 ・会場設営撤去業務委託264,000円 ・会場設営撤去業務委託264,000円 ・会場設営撤去業務委託264,000円

消耗品費（折鶴用折り紙、平和の記念碑 31 消耗品費（平和の記念碑花壇の花苗、肥 15 消耗品費（平和の記念碑花壇の花苗、肥 15 消耗品費（平和の記念碑花壇の花苗、肥 15
平和の記念碑維持管理委託料 91 平和の記念碑維持管理委託料 94 平和の記念碑維持管理委託料 94 平和の記念碑維持管理委託料 94

実施内容 平和の灯ガス代 84 平和の灯ガス代 84 平和の灯ガス代 84 平和の灯ガス代 84
平和の灯保守点検委託料 108 平和の灯保守点検委託料 108 平和の灯保守点検委託料 108 平和の灯保守点検委託料 108

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 612 合　　計 617 合　　計 617 合　　計 617
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 612 617 617 617

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.3 0.3 0.3
正職員人件費 2,640 2,640 2,640 2,640

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 279 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 3,252 3,257 3,257 3,257
(11)単位費用

21.68千円／人 20.36千円／人
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

戦後７３年が経過し、戦争体験者や原爆被爆者は高齢化が進んでいる。被爆の体験と記憶を後世に伝え、核兵器廃絶・恒 ○①事前確認での想定どおり
久平和の願いを実現するためには、市が、風化の防止や被爆の実相を伝えていく活動を積極的に支援・展開していくこと ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ が必要であるため。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 折り鶴作りについて広報等を通じて広く協力を呼びかけ、原 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 爆被爆者の会と連携して実施している。また、平和祈念式典 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り の司会を歴代の広島、長崎派遣中学生に務めてもらう。 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
●⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 手賀沼公園内「平和の記念碑」前で式典を開催。 ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
■③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
150 160 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,257 △5
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△0.15

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 4.91

人 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1406 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 原爆被爆平和記念式典の開催と平和の記念碑の維持管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成２７年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,257 千円 (うち人件費 2,640 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 00000 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

祈念式典事業を通じ、唯一の原爆被爆国として、その体験と記憶を風化させることなく後世に伝え、恒久平



葬祭を行う。
展開方向

・市内で身元不明の死亡人及び引き取り者のいない死亡人が発見された場合に遺体の火葬、遺留金品の受け （随時処理）
取り。 ・我孫子警察で遺留金品の引き取り。　　　　　　　　　　　・無縁仏（市納骨堂）の供養を（１１月）　
・市納骨堂へ遺骨を納骨する。 当該年度 ・遺体を火葬場に搬送。（業者に委託）　市民課に死亡届を提出し火葬の予約。

執行計画 ・遺体の火葬及び遺骨の納骨。
(3)事業内容 内　　容 ・葬祭費の費用を県に請求。　　　　　　　　　　　　　　　　

・火葬後に身元判明した場合の遺族への費用の請求、遺骨の引渡。
行旅死亡人等の引取り率 想定値 100当該年度

単位 ％
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 警察との連携を取り迅速な対応をする。 直接 行旅死亡人等取扱についての引取り率 ％ 100 100

   ３年後 警察との連携を取り迅速な対応をする。 直接 行旅死亡人等取扱についての引取り率 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 警察との連携を取り迅速な対応をする。 直接 行旅死亡人等取扱についての引取り率 ％ 0 100

遺体は腐乱が進むため、行旅死亡人等として取扱が決定した場合、警察と連携を取り迅速に対応する。また、身元等が判明し、
(7)事業実施上の課題と対応 引き取り者がいた場合には、遺族に葬祭費の請求及び遺骨の引き取りを速やかに行う。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

行旅死亡人に関すること 行旅死亡人に関すること 行旅死亡人に関すること 行旅死亡人に関すること
・行旅死亡人費用 266 ・行旅死亡人費用 307 ・行旅死亡人費用 307 ・行旅死亡人費用 307
・無縁仏の供養 40 ・無縁仏の供養 40 ・無縁仏の供養 40 ・無縁仏の供養 40

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 306 合　　計 347 合　　計 347 合　　計 347
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 306 347 347 347

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.11 0.11 0.11 0.11
正職員人件費 968 968 968 968

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 1,274 1,315 1,315 1,315
(11)単位費用

12.74千円／％ 13.15千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

行旅病人及行旅死亡人取扱法及び墓地埋葬等に関する法律により行旅死亡人等については市が取り扱うことになっている ○①事前確認での想定どおり
。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,315 △41
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△3.22

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 7.6

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1407 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 行旅死亡人の取扱い 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.11 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,315 千円 (うち人件費 968 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 00000 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

身元不明等の死亡人が市内で発見された場合に行旅病人及行旅死亡人取扱法・墓地、埋葬等に関する法律に
施策目的・

(2)目的 事業目的 より遺体等の引取り



殺総合対策大綱に基づき、社会福祉課・健康づくり支援課・障害福祉支援課の３課が
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 共同事務局として、関係機関や庁内関係課と自殺防止事業の横断的な連携を図り、自殺者の減少を目指す。
展開方向

（１）　自殺対策協議会を開催し、関係機関との連携と情報の共有化を行う。 （１）自殺対策協議会を開催する。（自殺対策基本計画策定を主に協議する）
（２）　自殺対策庁内連絡会議を通じ、地域の自殺の現状や自殺対策事業について情報の共有化を図る。 （２）自殺対策庁内連絡会議において横断的に関係部署の事業を洗い出し、自殺対策基本計画を策定する。
　　　　また、自殺対策事業の進行管理や情報提供など調整を行う。 当該年度 （３）自殺対策に関する総合的な啓発活動
（３）　ゲートキーパー研修や相談窓口一覧等啓発用物品の作成・配布等、自殺予防に関する総合的な啓 執行計画 　　　・ゲートキーパー研修を実施する。

(3)事業内容 内　　容 　　　　発活動を行う。 　　　・相談窓口一覧と啓発用リーフレットを作成し、市内医療機関、公共機関窓口等に設置する。
【政策】 　　　・9月予防週間に専門員による対面相談会を実施する。
平成２８年４月に改正した自殺対策基本法により、市町村自殺対策計画の法定化（第１３条第２項）に伴い 自殺対策研修会の開催回数 想定値 3当該年度
、国の自殺総合対策大綱に基づき、平成３０年度に（仮称）我孫子市自殺対策基本計画を策定する。 単位 回

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 ハイリスク者の身近な人や行政窓口全体で、ゲートキーパーの役割を果たせるように、啓発や研修会などを実施する。 直接 研修会等に参加して、自殺予防（対策）に関する知識を高めた人の割 ％ 99.4 100
合（％）

   ３年後 ハイリスク者の身近な人や行政窓口全体で、ゲートキーパーの役割を果たせるように、啓発や研修会などを実施する。 直接 研修会等に参加して、自殺予防（対策）に関する知識を高めた人の割 ％ 0 100
合（％）

   最終(概ね５年後) 我孫子市の年間自殺死亡率（人口10万人あたりの自殺者数）の減少 直接 年間自殺死亡率（平成21年我孫子市自殺死亡率27.4×80％） 0 22

自殺に至る原因・動機は様々で複合的な要因が存在するため、それぞれの要因に応じた関係各課で対処する必要がある。
(7)事業実施上の課題と対応 市民・職員一人ひとりが「ゲートキーパー」としての力を発揮できるよう、自殺予防対策を自らの問題・業務として受け止める 代替案検討 ○有 ●無

意識を持つことが重要である。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

研修会講師謝礼 100 研修会講師謝礼（補助対象） 100 自殺対策計画の進行管理 自殺対策計画の進行管理
専門職相談会　相談員報償費 30 専門職相談会相談員報償費（補助対象） 30  自殺対策協議会委員報酬費 56  自殺対策協議会委員報酬費 56
自殺対策協議会委員報酬費 56 自殺対策協議会委員報酬費 56  自殺対策協議会会議録作成費 37  自殺対策協議会会議録作成費 37
会議等旅費 5 会議等旅費 5 会議等旅費 5 会議等旅費 5
啓発用リーフレット等作成費 104 啓発用リーフレット等作成費（補助対象 104 啓発用リーフレット等作成費（補助対象 106 啓発用リーフレット等作成費（補助対象 106
啓発用相談窓口一覧等印刷製本費 26 啓発用相談窓口一覧等印刷製本費（補助 26 啓発用相談窓口一覧等印刷製本費（補助 27 啓発用相談窓口一覧等印刷製本費（補助 27

自殺対策協議会会議録作成費 36 専門職相談会　相談員報償費（補助対象 30 専門職相談会　相談員報償費（補助対象 30
実施内容 研修会講師謝礼（補助対象） 100 研修会講師謝礼（補助対象） 100

＊ 【政策費】
(8)施行事項

費　　用 ＊ 自殺対策計画策定業務委託費 2,949
＊ 自殺対策協議会委員報酬費 28  

（政策費に係る歳入）
千葉県地域自殺対策強化事業費補助金
2,949千円×（2/3）＝　1,966千円

予算(済)額 合　　計 321 合　　計 3,334 合　　計 361 合　　計 361
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 128 補助率 66 ％ 2,094 補助率 50 ％ 128 補助率 50 ％ 128
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 193 1,240 233 233

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.19 0.2 0.2 0.2
正職員人件費 1,672 1,760 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 1,993 5,094 2,121 2,121
(11)単位費用

1,993千円／回 1,698千円／回
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

自殺対策基本法が平成２８年に改正、自殺の実態を踏まえ平成２９年７月に新たな自殺総合対策大綱が閣議決定された。 ○①事前確認での想定どおり
大綱では、「誰もが自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すため、生活困窮者自立支援制度も含めた関連施 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 策の有機的な連携を図り、総合的な対策を推進することで、「生きることの阻害要因（過労、生活困窮、育児や介護疲れ ○要
   背景は？(事業の必要性) 、いじめや孤立等）」を減らし「生きることの促進要因（自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等）」を増や ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

すことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させることを基本理念とし、 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、
企業及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を推進するとしている。
●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 医療関係者、民間相談事業所より委員の委嘱を行っている ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
99.4 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 5,094 △3,101
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

自殺対策基本計画策定委託料により事業費が増額しているため。

△155.59

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 1.96

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1645 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 自殺対策事業の進行管理 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 自殺対策事業の進行管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成２１年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 5,094 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 自殺対策基本法及び自



人の適正な運営を図ることで社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉の増
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的 進に資することを目的とする
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
第２次一括法による改正により、単一の市内に事業所がある社会福祉法人については、所轄庁が当該市とな ①市が管轄する社会福祉法人（１６法人）に対し、年度当初に策定する実施計画により、指導監査（一般監
り、社会福祉法第５６条第１項に基づく社会福祉法人に対する指導監査を平成２５年度から実施することに 査）を実施する。
なった。指導監査については、、一般監査と特別監査等の２つに分類される。 当該年度 ・事前調書の書類審査、実地指導、報告書の作成
１．一般監査　国が発出する社会福祉法人指導監査実施要綱に基づき、一定の周期で実施する監査。監査担 執行計画 ②当該年度に一般監査を実施しない法人については、調書や現況報告書等で運営状況について確認する。

(3)事業内容 内　　容 当者が社会福祉法人の事務所に赴き、代表者等の立会いのもと、予め提出された監査用資料を基に法人の運 ③市ホームページで指導監査に関する情報を公開する。
営状況（定款、役員、理事会、人事管理、会計管理等）について説明を求めると同時に、関係書類等につい ④法人向けの制度講習会の実施
て実地に確認を行う。報告を要する是正点等があった場合は後日文書により報告を求める。 指導監査を実施する社会福祉法人数 想定値 6当該年度
２．特別監査等　運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施する監査。 単位 法人

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 監査を通じて、関係法令、通知等を遵守し、適正な法人運営を図る。 直接 前回の指摘事項が改善されている社会福祉法人数/監査を実施した社 ％ 100 100
会福祉法人数

   ３年後 監査を通じて、関係法令、通知等を遵守し、適正な法人運営を図る。 直接 前回の指摘事項が改善されている社会福祉法人数/監査を実施した社 ％ 0 100
会福祉法人数

   最終(概ね５年後) 監査を通じて、関係法令、通知等を遵守し、適正な法人運営を図る。 直接 前回の指摘事項が改善されている社会福祉法人数/監査を実施した社 ％ 0 100
会福祉法人数

平成２８年４月に社会福祉法の改正があり、社会福祉法人の大きな制度改革等行われたことから、社会福祉法人に対し的確な指
(7)事業実施上の課題と対応 導監査を実施し、社会福祉法人の適正な運営を図れるよう、監査体制の確保と強化が必要である。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

指導監査支援業務委託費 3,726 指導監査支援業務委託費 3,521 指導監査支援業務委託費 3,521 指導監査支援業務委託費 3,587
２号嘱託職員報酬費（１名分） 1,948 ２号嘱託職員報酬費（１名分） 2,038 ２号嘱託職員報酬費（１名分） 2,038 ２号嘱託職員報酬費（１名分） 2,038
社会保険料等 342 　社会保険料等 375 　社会保険料等 375 　社会保険料等 375
監査会議旅費 7 監査会議旅費 6 監査会議旅費 6 監査会議旅費 6
研修旅費 6 研修旅費 8 研修旅費 8 研修旅費 8
参考図書代 26 参考図書代他消耗品 41 参考図書代他消耗品 42 参考図書代他消耗品 42

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 6,055 合　　計 5,989 合　　計 5,990 合　　計 6,056
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 6,055 5,989 5,990 6,056

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 1.3 1.3 1.3 1.3
正職員人件費 11,440 11,440 11,440 11,440

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,290 2,413 2,413 2,413
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 17,495 17,429 17,430 17,496
(11)単位費用

1,093.44千円／法人 2,904.83千円／法人
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

社会福祉法第５６条に基づく指導監査については、公共性や非営利性の性質を持つ社会福祉法人に対し、関係法令等に従 ○①事前確認での想定どおり
い、適正な運営と安定的な経営を維持または向上させるため、所管課及び県と連携して実施をする必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 17,429 66
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0.38

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.57

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 1958 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 社会福祉法人の法人運営に対する指導監査 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成２４年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 1.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 17,429 千円 (うち人件費 11,440 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 法令に基づいた社会福祉法



骨髄や末梢血幹細胞を移植できるようにするため、骨髄等の提供
施策目的・

(2)目的 自らが地域福祉の担い手となるための取り組みを進めます。また、社会福祉協議会との結びつきを強化して 事業目的 者に対して助成金を支給し、提供件数の増加を図る。
展開方向

、地域の相談窓口の役割を担う民生委員・児童委員の育成とその確保を図ります。
平成２５年４月１日以降に、公益財団法人骨髄移植推進財団が実施する骨髄バンク事業で骨髄や末梢血幹細 助成申請の受付、ホームページや広報、市内各所の公共機関にチラシを置き事業のＰＲを行う。
胞を提供した市民に対して、１回につき１０万円を助成する。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

骨髄等を提供した方への助成件数 想定値 2当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 骨髄等の提供件数が増加する。 直接 骨髄等の提供件数 件 2 2

   ３年後 骨髄等の提供件数が増加する。 直接 骨髄等の提供件数 件 0 2

   最終(概ね５年後) 骨髄等の提供件数が増加する。 直接 骨髄等の提供件数 件 0 3

骨髄等の提供者を増やすためには、まずは骨髄バンクのドナー登録者を増やすことが重要であるため、ホームページや広報など
(7)事業実施上の課題と対応 でＰＲし、市民に周知することが必要である。 代替案検討 ○有 ○無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

骨髄移植ドナー支援助成金 200 骨髄移植ドナー支援助成金 200 骨髄移植ドナー支援助成金 200 骨髄移植ドナー支援助成金 200

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(済)額 合　　計 200 合　　計 200 合　　計 200 合　　計 200
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 50 ％ 100 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 200 100 200 200

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.01 0.01 0.01 0.01
正職員人件費 88 88 88 88

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 288 288 288 288
(11)単位費用

144千円／件 144千円／件
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

日本では、毎年約６，０００人の方が血液の難病を発症しており、根本的な治療法として骨髄移植が有効であることから ○①事前確認での想定どおり
、１件でも多くの骨髄提供が求められている。しかし、現状では提供者が不足していることから、市民の骨髄提供を促す ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ため、本事業を実施する必要がある。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ○①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
2 2 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 288 0
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.69

件 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 2047 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 社会援護の充実 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 骨髄移植ドナー支援事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成２５年度 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.01 人）
(1)事業概要

(当　初) 288 千円 (うち人件費 88 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 32001 重点５ ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

地域で共に支え合えるよう、共助意識の啓発や自治会・まちづくり協議会との連携の強化など、地域の人々 白血病や再生不良性貧血等の患者に対し、



談支援を充実し、すべての相談者が制度のスキマに陥ることのないような相談支援体
施策目的・

(2)目的 もに、学習支援等の自立支援事業を効果的に実施していきます。 事業目的 制を整備する。自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、子どもの学習支援、一時生活支援事業、
展開方向

家計相談支援事業、その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。
【必須事業】・自立相談支援事業⇒就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成を実 (自立相談支援事業）相談⇒総合的なアセスメント⇒自立生活のためのプランの作成⇒再アセスメント
施する・ＤＶ被害者、生活困窮者に対して弁護士による法律相談を行う。・住居確保給付金⇒離職により住 （住居確保給付金）離職により住宅を失った又はそのおそれが高い生活困窮者であって、所得等が一定水準
宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当額を支給する。 当該年度 以下の者に対して、有期で住居確保給付金を支給（弁護士相談事業）ＤＶ被害者、生活困窮者に対して弁護
【任意事業】・子どもの学習支援事業⇒生活困窮の子どもに対して学習支援を行う・一時生活支援事業⇒Ｄ 執行計画 士による法律相談を行う。（子どもの学習支援事業）生活困窮の子どもに対して学習支援を行う。学習支援

(3)事業内容 内　　容 Ｖ被害者、生活困窮者に対する住居確保支援のためのシェルターを２部屋確保する。 ボランティアに対して、報償費を支う。（一時生活支援事業）住宅を喪失してしまったＤＶ被害者、生活困
窮者に対するシェルターを２部屋確保する。
生活困窮状態から自立につながった割合 想定値 100当該年度

単位 ％
活動結果指標 実績値

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

   当該(開始)年度 生活困窮状態からの自立につなげる 直接 生活困窮状態からの自立件数 ％ 80 100

   ３年後 生活困窮状態からの自立につなげる 直接 ％ 0 100

   最終(概ね５年後) 生活困窮状態からの自立につなげる 直接 ％ 0 100

生活保護水準以上の収入はあるものの、家計管理がうまくいかないために生活困窮に陥っているという相談ニーズが増加してい
(7)事業実施上の課題と対応 る。そのような相談者に対する相談支援体制を整備する必要がある。 代替案検討 ○有 ●無

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円) 実績値(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託職員報酬（2号3人・補助2人） 6,078 嘱託職員報酬：1号1人3号3人補助3人 7,972 嘱託職員報酬：1号1人2号3人補助3人 8,051 嘱託職員報酬：1号1人2号3人補助3人 8,131
共済費 1,013 共済費 1,314 共済費 1,327 共済費 1,340
住居確保給付金 6,487 住居確保給付金（負担率３/４） 3,444 住居確保給付金（負担率３/４） 2,460 住居確保給付金（負担率３/４） 2,460
緊急一時宿泊施設借上げ料 768 緊急一時宿泊施設借上げ料金（２/３） 768 緊急一時宿泊施設借上げ料（２/３） 768 緊急一時宿泊施設借上げ料（２/３） 768

＊ 一時生活支援委託料 0 弁護士相談報償費（３/４） 384 生活用品レンタル（２/３） 136 生活用品レンタル（２/３） 136
生活用品レンタル 134 生活用品レンタル（２/３） 136 消耗品費（自立・一時・学習） 111 消耗品費（自立・一時・学習） 111
消耗品費 72 消耗品費（自立・一時・学習） 111 光熱水費（２/３） 190 光熱水費（２/３） 200

実施内容 光熱費 180 光熱水費（２/３） 180 食料費（２/３） 213 食糧費（２/３） 213
食料費 154 食料費（２/３） 213 保険料（一時・学習） 49 保険料（一時・学習） 49

(8)施行事項
費　　用 保険料 19 保険料（一時・学習） 49 修繕料（２/３） 20 修繕費（２/３） 20

修繕料 20 修繕料（２/３） 20 費用弁償 240 費用弁償 242
＊ 学習支援嘱託職員報酬 1,741 費用弁償 238 研修負担金（３/４） 50 研修負担金（３/４） 50
＊ 学習支援共済費 292 研修負担金（３/４） 50 学習支援員報償費（１/２） 960 学習支援員報償費（１/２） 960
＊ 学習支援員報償費 700 学習支援員報償費（１/２） 960 研修講師報償費（１/２） 30 研修講師報償費（１/２） 30
＊ 消耗品費 51 研修講師報償費（１/２） 30 弁護士法律相談報償費（３/４） 384 弁護士法律相談報償費（３/４） 384
＊ 保険料 30
＊ 弁護士法律相談委託料 384
＊ 費用弁償 77
＊ 研修講師報償費 60

予算(済)額 合　　計 18,260 合　　計 15,869 合　　計 14,989 合　　計 15,094
国庫支出金 補助率 0 ％ 12,873 補助率 0 ％ 9,589 補助率 0 ％ 8,911 補助率 0 ％ 9,973
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 5,387 6,280 6,078 5,121

その他の財源 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □債務 □基金 □その他 0
換算人数(人) 1.1 1.4 1.1 1.1
正職員人件費 9,680 12,320 9,680 9,680

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 5,574 9,286 9,378 9,471
臨時職員賃金額 0 0 0 0

事業費(予算(済)額＋正職員人件費) 27,940 28,189 24,669 24,774
(11)単位費用

279.4千円／％ 281.89千円／％
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を拡充し、包括的な相談支援体制を創設するこ ○①事前確認での想定どおり
とで、誰もが支援のスキマに陥り地域の中で孤立することがない体制整備が必要とされているため。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる 専門職を多数配置している市が実施することで、庁内関係課 □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した や民間団体等と密接に協力し、より強固な包括的な相談支援 □⑦その他
サービスが保証される 体制を構築することができる。 ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 子どもの学習支援事業では、学習支援員としてボランティア ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り を配置するなど、協働に工夫している。 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
●⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 食べ物に困っている生活困窮者に対し、フードバンク等の機 ○①想定どおり
□②生き物と共存している 関を通して、食材等を提供することで、食品ロス対策に貢献 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している している。

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
80 100 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 28,189 △249
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ○不要

△0.89

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.35

％ 10万円

３．事後評価

○現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向

様式第３号 事務事業評価表（平成３０年度）

事業コード 2103 課コード 0501 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 生活困窮者自立支援事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・社会福祉課

個別事業 生活困窮者自立支援事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 1.4 人）
(1)事業概要

(当　初) 28,189 千円 (うち人件費 12,320 千円）⑦事業費
総事業費 2,264 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34004 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

経済的な手助けを必要とする市民の早期自立を促進するため、生活に関する相談支援体制の充実を図るとと 生活困窮者に対する相


