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１．平成25年度の事務事業を内部評価した結果は以下の通り。
拡充 継続 縮小 廃止 合計
優 良 可 不可 合計公の施設（市の所管施設） 0 45 0 0 45

総合計総合計総合計総合計 243事業243事業243事業243事業

２．内部評価報告書（個票）の配布場所　・企画課　・議会事務局　・総合案内　・山中温泉支所　・加賀市立中央図書館　・加賀市立山中図書館　・加賀市ホームページ
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2 69合計 20 160 4 14 198
平成25年度決算　内部評価結果　集計一覧平成25年度決算　内部評価結果　集計一覧平成25年度決算　内部評価結果　集計一覧平成25年度決算　内部評価結果　集計一覧最重点事業（市が特に力を入れている事業） 16 98 3 12 129重点事業（継続事業） 4 62 1



【一般会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課1 統合新病院建設計画検証委員会 廃止 45 1 一般管理費 秘書課 E 2 092 公有財産台帳整備委託 継続 54 7 財産管理費 財政課 H 2 013 新交通体系実現可能性調査事業費 廃止 55 企画課 G 1 014 地域交通対策事業 拡充 55 企画課 G 2 135 行政評価「公開外部評価会」開催 継続 55 企画課 H 2 046 ２次交通（加賀温泉郷リムジンバス）運行実証運行負担金 拡充 56 企画課 A 3 047 小松空港・加賀温泉駅シャトルバス増便実証運行負担 縮小 56 企画課 C 2 078 在宅医療連携推進事業 継続 56 医療提供体制推進室 E 2 019 救急体制病診連携部会開催 継続 56 医療提供体制推進室 E 2 0710 まちづくり事務局助成 継続 60 まちづくり課 C 1 0111 まちづくり活動助成 継続 60 まちづくり課 C 1 0212 地域課題への対応事業助成 廃止 60 まちづくり課 C 1 0313 国際力のある地域づくり事業 継続 63 観光交流課 C 2 0114 海外都市交流事業 拡充 63 観光交流課 C 2 0215 国際交流促進助成 継続 63 観光交流課 C 2 0316 インターナショナルスクール合宿誘致事業 継続 63 観光交流課 C 2 0417 ジャパンテント受入事業 継続 63 観光交流課 C 2 0518 ジャパンテントいしかわ開催助成 継続 63 観光交流課 C 2 0619 地域協議会開催 継続 64 振興課 C 1 0420 山中温泉文化会館耐震診断業務 廃止 65 振興課 G 2 0221 山中漆器産地振興対策事業助成 継続 68 振興課 B 1 0122 山中漆器祭開催事業助成 継続 68 振興課 B 1 0223 山中木製漆器新作見本市開催事業助成 継続 68 振興課 B 1 0324 山中木地挽物技術保存会事業助成 継続 68 振興課 B 1 0425 石川県伝統産業合同見本市開催事業助成 継続 68 振興課 B 1 0526 伝統山中漆器後継者育成事業助成 継続 68 振興課 B 1 0627 山中漆器ブランド化推進事業助成 継続 68 振興課 B 1 0728 山中漆器海外マーケット開拓事業助成 継続 68 振興課 B 1 0829 JAPANブランド育成支援事業「先進国ブランド展開事業」 継続 68 振興課 B 1 0930 地域見守り支えあいネットワーク事業 拡充 79 1 社会福祉総務費 地域福祉課 E 3 0131 理解促進研修・啓発事業 継続 81 障がい福祉課 E 4 0132 じりつ支援協議会 継続 82 障がい福祉課 E 4 0233 老人クラブ育成 継続 87 長寿課 E 3 1434 いきいき大集合開催委託 継続 87 長寿課 E 3 1535 シルバー人材センター運営事業 継続 87 長寿課 E 3 1636 老人福祉センター管理 継続 89 長寿課 E 3 1737 高齢者健康プラザ管理 継続 90 長寿課 E 3 1838 高齢者ふれあいセンター管理 継続 91 長寿課 E 3 1939 こども医療費助成 拡充 94 こども課 E 1 0640 ひとり親家庭医療費助成 継続 94 こども課 E 1 0741 学童クラブ運営委託 継続 95 こども課 E 1 0342 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成 継続 95 こども課 E 1 0443 特別保育事業 継続 100 こども課 E 1 0144 通常保育事業 継続 100 こども課 E 1 0240 ひとり親家庭医療費助成（再掲） 継続 102 5 ひとり親家庭福祉費 こども課 E 1 0745 ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事 継続 119 環境課 D 1 0146 クリーンビーチインかが開催 継続 119 環境課 D 1 0247 海岸清掃助成 継続 119 環境課 D 1 0348 ラムサール条約登録範囲拡大事業 拡充 121 3 環境保全対策費 環境課 D 1 0549 地産地消・6次産業化推進事業 拡充 135 6 1 3 農業振興費 農林水産課 B 2 0150 商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業 継続 143 商工振興課 A 2 0351 芭蕉をテーマにした商店街賑わい創出事業 廃止 143 商工振興課 A 2 0452 商店街賑わいイベント事業（加賀山代・加賀 継続 143 商工振興課 A 2 0553 産業人材育成事業助成 継続 143 商工振興課 B 3 0154 九谷焼販売促進活動助成 継続 144 商工振興課 B 1 1055 誘致企業誘致事務 継続 145 商工振興課 B 4 017 1 2

【最重点事業】【最重点事業】【最重点事業】【最重点事業】事業番号

環境美化費
商工振興費

心身障害者福祉費高齢者福祉費社会福祉施設費
保育園費2 1 児童福祉総務費

4 2 2
3 1 235
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平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧

2 1 14 都市親善交流費12 まちづくり振興費
企画費8

山中温泉支所費15
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【最重点事業】【最重点事業】【最重点事業】【最重点事業】

平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧

【一般会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課56 加賀温泉郷連携誘客促進事業 廃止 147 観光交流課 A 1 0157 コンベンション誘致助成 継続 147 観光交流課 A 1 1158 観光フィールド大学開催事業 継続 147 観光交流課 A 1 1259 観光地ブランド化推進事業助成 継続 147 観光交流課 A 2 0160 宿泊施設における魅力ある滞在空間づくり支援事業 継続 147 観光交流課 A 2 0261 芸妓後継者育成支援事業 拡充 147 観光交流課 A 2 0662 加賀山代温泉観光地景観保全事業助成 継続 147 観光交流課 A 2 0763 加賀片山津温泉観光地景観保全事業助成 継続 147 観光交流課 A 2 0864 白山スーパー林道片側通行料助成 継続 147 観光交流課 A 3 0165 加賀越前広域観光推進協議会負担金 継続 147 観光交流課 A 3 0266 越前加賀宗教文化街道推進事業 継続 147 観光交流課 A 3 0367 総合観光宣伝振興事業 継続 148 観光交流課 A 1 0268 都市圏観光プロモーション強化事業 廃止 148 観光交流課 A 1 0369 都市圏出向宣伝事業 継続 148 観光交流課 A 1 0470 「いしかわの観光」企画事業助成 継続 148 観光交流課 A 1 0571 ようこそ加賀百万石の旅事業負担金 継続 148 観光交流課 A 1 0672 ほっと石川キャンペーン事業負担金 継続 148 観光交流課 A 1 0773 石川県の観光と物産展負担金 継続 148 観光交流課 A 1 0874 首都圏アンテナショップ負担金 拡充 148 観光交流課 A 1 0975 加賀市観光交流機構会費 継続 148 観光交流課 A 1 1076 鉱泉源保護施設整備助成 継続 148 観光交流課 A 2 0977 生活道路整備助成 継続 151 1 1 土木総務費 土木課 G 2 2278 道路台帳整備委託 継続 152 1 道路維持費 土木課 H 2 0279 市道A第172号線（大聖寺上木町～三木町）（主要道路新設改良（補助）） 継続 156 土木課 G 2 1480 市道B第14号線(河南町～山代温泉1区） 縮小 156 土木課 G 2 2081 市道C第248号線(上河崎町～小菅波町)（特定防衛施設周辺整備調整交付金事業） 廃止 156 土木課 G 2 2182 国道８号線道の駅調査事業 継続 161 都市計画課 G 2 1583 都市計画基礎調査 継続 161 都市計画課 G 2 1984 越前加賀宗教文化街道環境整備 継続 162 都市計画課 A 3 0585 都市計画道路整備事業 継続 162 都市計画課 G 2 1686 公園長寿命化修繕計画策定 廃止 164 土木課 H 2 0387 宮の杜公園広場整備 縮小 165 都市計画課 G 2 2488 総合防災訓練開催 継続 175 防災防犯対策室 G 2 0589 防災冊子「防災先生」作成事務 廃止 175 防災防犯対策室 G 2 0690 防災士・防災リーダー会運営助成 継続 175 防災防犯対策室 G 2 0791 災害用備蓄品購入 継続 175 防災防犯対策室 G 2 0892 地震津波警報受発信装置管理 廃止 175 防災防犯対策室 G 2 0993 石川県総合防災システム管理 継続 175 防災防犯対策室 G 2 1094 ＭＣＡ無線管理 継続 175 防災防犯対策室 G 2 1195 災害時相互応援協定市主催防災訓練参加 継続 175 防災防犯対策室 G 2 1296 学校体育館非構造部材の耐震化対策事業 拡充 185 3 3 学校建設費 教育庶務課 G 2 0397 放課後子ども教室開催事業 継続 188 生涯学習課 E 1 0598 九谷焼開窯３６０年記念事業 拡充 188 文化課 F 1 0199 伝統文化・芸能伝承事業の支援（古九谷修古祭・山中節全国コンクールなど） 継続 188 文化課 F 1 03100 松尾芭蕉・中谷宇吉郎・深田久弥などの全国発信事業 継続 188 文化課 F 1 04101 （北前船の里資料館）開館３０周年記念特別展開催事業 廃止 194 文化課 F 1 02100 松尾芭蕉・中谷宇吉郎・深田久弥などの全国発信事業（再掲） 継続 195 文化課 F 1 04102 加賀市文化会館耐震補強事業 継続 199 生涯学習課 G 2 01103 加賀温泉郷マラソンの開催 継続 209 5 社会体育振興費 スポーツ課 F 1 05104 加賀体育館耐震補強改修事業 継続 212 6 体育施設費 スポーツ課 G 2 04
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9 1 5
2
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観光振興費

道路新設改良費都市計画総務費街路事業費
災害対策費
生涯学習振興費
教育文化施設費

公園費16
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【最重点事業】【最重点事業】【最重点事業】【最重点事業】

平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧

【介護保険特別会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課105 通所型介護予防事業委託 継続 247 包括支援センター E 3 04106 訪問型介護予防事業委託 継続 247 包括支援センター E 3 05107 二次予防事業対象者把握事業 継続 247 包括支援センター E 3 06108 介護予防・日常生活支援総合モデル事業 拡充 247 包括支援センター E 3 07109 介護予防・日常生活支援総合モデル事業（一次予防事業） 拡充 247 包括支援センター E 3 08110 地域介護予防支援事業委託 拡充 247 包括支援センター E 3 09111 介護予防教室開催事業 継続 247 包括支援センター E 3 10112 介護予防筋力向上トレーニング教室開催事 継続 247 包括支援センター E 3 11113 認知症予防事業（老い支度講座） 継続 247 包括支援センター E 3 12114 認知症予防事業（認知症早期発見対応体制構築） 継続 247 包括支援センター E 3 13115 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 継続 248 2 包括的支援事業費 包括支援センター E 2 02116 介護サービス事業者振興事業①② 継続 249 包括支援センター E 2 0330 地域見守り支えあいネットワーク事業（再 拡充 249 地域福祉課 E 3 01117 配食サービス事業 拡充 249 長寿課 E 3 02118 高齢者ひとり暮らしふれあいの集い事業 継続 249 包括支援センター E 3 21
【下水道事業特別会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課119 片山津処理区管渠築造事業 継続 259 下水道課 G 2 30120 大聖寺川処理区管渠築造事業 継続 259 下水道課 G 2 31121 農業集落排水施設整備 継続 265 3 農業集落排水施設建設改良費 下水道課 G 2 23122 合併処理浄化槽設置助成 継続 266 4 し尿処理費 経営企画課 G 2 32
【病院事業会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課123 医師確保対策 拡充 - 1 1 3 - 企画経営課 E 2 04124 統合新病院施設整備 継続 - 3 1 1 - 医療提供体制推進室 E 2 05
【水道事業会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課125 基幹水道構造物の耐震化事業費 継続 - 水道課 G 2 25126 配水管網整備事業 継続 - 水道課 G 2 26127 導送水施設整備事業 継続 - 2 - 水道課 G 2 27128 鉛給水管更新事業 継続 - 水道課 G 2 28129 老朽管更新事業 継続 - 水道課 G 2 29

事業番号

事業番号
事業番号
事業番号

介護予防事業費
任意事業費
公共下水道建設改良費

--2 1 13

4 1 1
3

2 1 1

4



【一般会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課１ 男女共同参画推進事業助成 継続 63 13 男女共同参画推進費 まちづくり課 B 2 01２ 人権啓発教育 継続 69 16 諸費 総務課 B 1 013 屋根雪下ろし助成 継続 78 3 1 1 社会福祉総務費 地域福祉課 C 4 034 母子保健推進事業 継続 109 1 保健衛生総務費 健康課 C 2 015 健康づくり推進事業 費 拡充 110 2 健康管理推進費 健康課 C 2 026 感染症予防対策 継続 115 健康課 C 2 037 こころの健康づくり対策事業 継続 116 健康課 C 2 048 伝統工芸担い手作品購入促進事業助 継続 143 商工振興課 A 1 029 高校生人材育成支援事業助成 継続 143 商工振興課 A 2 0110 新商品開発助成 継続 143 商工振興課 A 2 0211 食のブランド化事業 継続 143 商工振興課 A 2 0312 九谷焼技能後継者奨励費 継続 144 商工振興課 A 1 0113 伝統工芸担い手販路開拓支援事業助 継続 144 商工振興課 A 1 0314 伝統工芸等担い手工房借上支援事業 拡充 144 商工振興課 A 1 0415 消防庁舎整備 継続 174 消防総務課 E 1 0116 消防車両整備 継続 174 消防総務課 E 1 0217 放水器具購入助成 継続 174 予防課 E 1 0318 奨学金制度の充実 継続 176 学校指導課 C 3 0219 中谷宇吉郎科学奨励賞 継続 176 学校指導課 D 1 0120 教育体制整備計画策定事業 廃止 176 教育庶務課 D 2 0521 能楽・茶道活動の推進 継続 177 学校指導課 D 1 0222 指導力向上による学校教育環境の充実 継続 177 学校指導課 D 2 0723 野外活動などの自然体験活動の推進 継続 177 学校指導課 D 4 0224 いじめ・不登校の解消 継続 177 学校指導課 D 4 0325 青少年育成センターの充実 継続 177 学校指導課 D 4 0426 小学校施設の適正管理 継続 179 1 学校管理費 教育庶務課 D 2 0327 義務教育の円滑な実施のための学費支 継続 181 学校指導課 C 3 0128 学校用（教師用を含む）パソコンの整備 継続 181 学校指導課 D 2 0629 学校図書館の充実 継続 181 学校指導課 D 2 1030 特別支援教育の充実 継続 181 学校指導課 D 2 1131 スクールソーシャルワーカー配置事業 継続 181 学校指導課 D 4 0532 中学校施設の適正管理 継続 182 1 学校管理費 教育庶務課 D 2 0427 義務教育の円滑な実施のための学費支援（再掲） 継続 184 学校指導課 C 3 0128 学校用（教師用を含む）パソコンの整備（再掲） 継続 184 学校指導課 D 2 0629 学校図書館の充実（再掲） 継続 184 学校指導課 D 2 1030 特別支援教育の充実（再掲） 継続 184 学校指導課 D 2 1131 スクールソーシャルワーカー配置事業（再掲） 継続 184 学校指導課 D 4 0533 中学校施設の整備 継続 185 3 学校建設費 教育庶務課 D 2 0234 レファレンス（相談機能）能力の向上 継続 187 生涯学習課 D 3 1335 自動車文庫・地区巡回サービスの充実 継続 187 生涯学習課 D 3 1636 青少年社会教育運動の推進 継続 187 生涯学習課 D 4 0637 かがやき市民フェスティバルの開催 継続 188 生涯学習課 B 3 0138 子ども会活動への支援 継続 188 生涯学習課 C 3 0339 「山中温泉物語」ＤＶＤ制作 廃止 188 生涯学習課 D 1 0340 市民夏期大学講座の開催 継続 188 生涯学習課 D 1 0441 かがやき市民大学の促進 継続 188 生涯学習課 D 3 10

教育振興費
1
2

7

教育振興費

1 3 消防施設費2 事務局費3 教育指導費

平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧

予防費
事業番号

42 1

2 生涯学習総務費生涯学習振興費

1

【重点事業】【重点事業】【重点事業】【重点事業】

10
5

9
1 3

2 2
3

商工振興費21

5 



平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧

【重点事業】【重点事業】【重点事業】【重点事業】

【一般会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課42 蔵書の充実 継続 191 生涯学習課 D 3 1234 レファレンス（相談機能）能力の向上（再掲） 継続 191 生涯学習課 D 3 1335 自動車文庫・地区巡回サービスの充実（再掲） 継続 191 生涯学習課 D 3 1643 行政資料や郷土資料の充実 継続 191 生涯学習課 D 3 1444 市民文化活動の促進と支援 継続 193 文化課 D 1 0645 文化体験プログラムの充実 継続 197 文化課 D 1 0546 大聖寺人物館整備事業 縮小 199 文化課 D 1 1147 文化財保護施設の適正管理 継続 201 文化課 D 1 1248 九谷磁器窯跡整備事業 継続 202 文化課 D 1 0749 加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備事業 継続 202 文化課 D 1 0850 加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備事業 拡充 202 文化課 D 1 0951 加賀大聖寺藩十万石文化再生事業 継続 202 文化課 D 1 1052 心の教育推進会議 継続 203 5 青少年対策費 生涯学習課 D 4 0153 景観保存活動の支援 継続 203 6 景観整備費 文化課 D 1 1327 義務教育の円滑な実施のための学費支援（再掲） 継続 204 学校指導課 C 3 0154 学校保健の充実 継続 204 学校指導課 D 2 0855 学校給食施設の適正管理 継続 205 学校指導課 D 2 0927 義務教育の円滑な実施のための学費支援（再掲） 継続 206 学校指導課 C 3 0156 市民スポーツ祭の開催 継続 208 スポーツ課 D 3 0157 ニュースポーツ大会の開催 継続 208 スポーツ課 D 3 0358 各種スポーツ教室の開催 継続 209 スポーツ課 D 3 0259 生涯学習・生涯スポーツ施設の有効活 継続 209 スポーツ課 D 3 0460 スポーツ団体の育成支援 継続 209 スポーツ課 D 3 0561 スポーツ教室の開催の運営支援 継続 209 スポーツ課 D 3 0662 スポーツプログラマーによる指導 継続 209 スポーツ課 D 3 0763 各地区・スポーツ団体を対象とした体力テスト会の開催 継続 209 スポーツ課 D 3 0864 各種活動情報の提供 継続 - - - - - 生涯学習課 D 3 0965 かもまる講座の充実 継続 - - - - - 生涯学習課 D 3 11
【介護保険特別会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課66 高齢者虐待防止ネットワーク形成支援事業 継続 248 包括支援センター C 4 0167 総合相談事業 継続 248 包括支援センター C 4 0468 認知症ケア普及事業 継続 249 3 任意事業費 包括支援センター C 4 02
【国民健康保険特別会計】頁 事務事業名 内部評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課69 国保保健事業 拡充 232 8 1 1 特定健康診査等事業費 健康課 C 2 05

事業番号

社会体育振興費

教育文化施設費
4 文化財保護費

学校給食費26
1 学校保健費
5

10
5 3

事業番号
4 1 2 包括的支援事業費 事業番号

6 



【公の施設】【公の施設】【公の施設】【公の施設】

【一般会計】頁 事務事業名 総合評価 主要施策頁 款 項 目 科目名 所管課 事業番号1 ゆけむり健康村管理 良 65 振興課 B192 山中温泉文化会館管理 良 65 振興課 C033 芭蕉の館管理 良 66 振興課 A084 山中座管理 良 66 振興課 C045 高齢者ふれあいセンターみやま管理 良 66 振興課 F016 高齢者ふれあいセンターゆざや管理 良 66 振興課 F027 ろくろの里施設管理 良 67 振興課 C078 加賀山中温泉共同浴場管理 良 67 振興課 D039 いきいきランドかが管理 良 113 1 2 健康管理推進費 健康課 B1810 鴨池観察館管理 良 123 2 6 自然環境施設費 環境課 A0911 竹の浦館管理 良 136 農林水産課 C0612 瀬越キャンプ場管理 良 136 農林水産課 E0113 はづちを楽堂管理 良 149 観光交流課 C0514 観光情報センター管理 良 149 観光交流課 G0115 加賀山代温泉総湯管理 良 149 観光交流課 D0116 加賀片山津温泉街湯公園管理 良 150 観光交流課 D0217 橋立自然公園管理 良 165 8 5 6 公園費 都市計画課 G0218 セミナーハウスあいりす管理 良 191 生涯学習課 C0119 中央図書館管理 良 191 生涯学習課 G0320 山中図書館管理 良 191 生涯学習課 G0421 加賀市文化会館管理 良 192 生涯学習課 C0222 九谷焼美術館管理 良 193 文化課 A0423 加賀市北前船の里資料館管理 良 194 文化課 A0324 中谷宇吉郎雪の科学館管理 良 195 文化課 A0225 加賀市美術館管理 良 197 文化課 A0126 九谷焼窯跡展示館管理 良 197 文化課 A0627 魯山人寓居いろは草庵管理 良 198 文化課 A0528 深田久弥山の文化館管理 良 199 文化課 A0729 加賀体育館管理 良 210 スポーツ課 B0130 野球場管理 良 210 スポーツ課 B1231 水泳プール管理 良 210 スポーツ課 B1732 武道館管理 良 211 スポーツ課 B0233 陸上競技場管理 良 211 スポーツ課 B0534 スポーツセンター管理 良 211 スポーツ課 B0735 中央公園体育館管理 良 211 スポーツ課 B0836 山中健民体育館管理 良 211 スポーツ課 B0937 山中武道館管理 良 211 スポーツ課 B1038 山中弓道場管理 良 211 スポーツ課 B1139 山中球場管理 良 211 スポーツ課 B1340 大聖寺グラウンド管理 良 212 スポーツ課 B0341 大聖寺テニスコート管理 良 212 スポーツ課 B0442 相撲場管理 良 212 スポーツ課 B0643 片山津野球場・ソフトボール場管理 良 212 スポーツ課 B1444 グラウンド(山代・動橋）管理 良 212 スポーツ課 B1545 中央公園テニスコート管理 良 212 スポーツ課 B16

3 教育文化施設費

6 6 体育施設費
10

5

平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧平成25年度決算　内部評価結果一覧

1 3 農業振興費7 2 3 観光施設費
46
2 1 15 山中温泉支所費

7



H204 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 55 2 1 8 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　事業担当者自らが行なう内部（事後）評価により、事業の有効性や効率性、施策貢献度等を検証し、翌年度以降の予算編成にも反映させる（予算編成の「見える化」）一連のサイクルを確立させる。　また、市民の関心が高い事業については、市民参加の公開外部評価会にて評価を行う。市民目線での検証を行なうことで、事業実施の透明性や有効性を高め、市民とともに行財政運営の改善を図る。

10,433区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｈ_行財政施　策施　策施　策施　策 ２．行財政改革を進めます視　点視　点視　点視　点 改革事業番号 事務事業名 行政評価「公開外部評価会」開催部局 総務部 所管課 企画課 企画情報係

一般会計 企画調査費 9,540
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 9,540

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況３９６事業について内部評価を行い、予算編成の要素として利用した。また、内部評価の結果についてはホームページに掲載し、市民に公表した。公開外部評価会については、市民公募を含む評価委員を選定し評価会の実施へ向けた準備作業を進めていたが、現市長の就任による事業計画見直しに伴い、評価指標を再考する必要があったため、公開外部評価会を中止した。数値目標数値目標数値目標数値目標 改革・改善事業数（拡充・縮小・廃止） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市民満足度の向上のため、必要な事業は拡充し、効果の少ない事業は縮小・廃止とする。総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 90 54 60.060.060.060.0 413 10,02090 31 34.434.434.434.4 260 5,153 5,413目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 60 - ---- 681 5,000 5,68160 - ---- 650 5,000 5,65060 - ---- 650 5,000 5,650



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 公開外部評価会は中止となったが、３９６事業の内部評価を実施し、結果を市民に公表することにより、市政の透明性を示すことができた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 内部評価を実施し、拡充事業20件、継続事業365件、縮小事業5件、廃止事業6件と評価し、事業の見直しや、平成26年度予算の編成要素として利用された。

事業担当者自らが行なう内部評価で、事業の有効性や効率性、成果等を検証し、翌年度以降の予算編成にも反映させ、最小の費用で最大の効果を挙げる効率的な市政運営を実現する。また、市民目線での公開外部評価会により、市政の透明性や事業の有効性を高め、市民とともに行財政運営の改善を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 内部評価の実施により、事務事業の検証を行うことで事業の見直しや、予算編成の要素として活用した。また、評価結果についてはホームページで市民へ公表し、市民へ市政の透明性を示した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）新たな総合計画の実施計画策定の前提となる事業体系図を見直し、市政策に沿った事業の評価を行う。また、よりわかりやすく市民に市政状況を照会するため、内部評価で行うチェック項目の見直しと、予算の執行と事業内容をまとめた「年次報告書」の作成を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A304 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 56 2 1 8 6 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
4,241目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3,500 - ---- 2,685 65 2,7503,500 - ---- 1,300 65 1,365- -

673,500 2,614 74.774.774.774.7 4,176 65決算決算決算決算 2,000 1,554 77.777.777.777.7 1,000 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　平成２３年度から加賀温泉バス㈱による金沢市内と加賀温泉郷を結ぶ「温泉特急線（加賀ゆのさと特急）」を土・日曜日に増便する実証運行を行っている。平成２３年度は２便増便（３ヶ月）、平成２４年度は２便増便（４ヶ月）の実証運行を実施した。平成２５年度は、１便増便を通年運行した。　また、平成２５年秋から、車体に加賀温泉郷のPRをラッピングしたバスを走らせ、観光客へのPRに努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者数を指標にすることにより、事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 4,176
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 金沢二次交通対策費 4,176

部局 総務部 所管課 企画課 交通対策室視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ２次交通（加賀温泉郷リムジンバス）運行実証運行負担金

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ３．自治体外交を展開します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　平成２６年度末の北陸新幹線金沢開業により、石川県への観光客増加が見込まれる。　金沢から加賀温泉郷への二次交通手段として、鉄道が主たる移動手段と考えられるが、多様な選択肢を提供することにより、加賀地域へのアクセス強化をして、観光客の利便性の向上を図る。

1,067区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　平成24年度の2便増便の結果を踏まえ、採算を考え１便増便体制で運行を行った。利用率は平成23年度実績5.5人/便に対し、0.8人/便と僅かであるが上昇しており、さらに周知を図ることにより、利用率のアップが期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　 平成23年度の実証運行開始以降、利用率は上昇しているものの、新幹線開業前であり、利用者数は頭打ちの状況である。

　平成２６年度末の新幹線金沢開業後は、増加が見込まれる石川県への観光客を加賀地域へ誘客するために利便性に優れた二次交通手段が不可欠である。平成２７年度は、利用状況を見極めながら、ルート、便数の見直しを進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　実証運行については、「加賀地域二次交通対策実行委員会」により運行支援を行っており、市は委員会へ負担金を納入している。バスのラッピング掲載については、市が加賀温泉バス㈱に対して委託している。　平成２３年度の実証運行開始以降、僅かであるが利用率も上昇しており、市民、観光客への認知も進んでいる。　 金沢からの二次交通として、速達性を有し三温泉を結ぶことから、一層の周知により、新幹線金沢開業を迎えることが必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成２６年度も引き続き土・日曜日１便増便の実証運行を通年行う。今年度は、高速道路を走り、片山津温泉を経由する新たなルートとし、ルートの多様化と速達性の向上を図る。また、展覧施設との連携により、さらなる利用促進を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C207 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 56 2 1 8 6 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　小松空港へのアクセスを改善・充実することにより、航空機の一層の利用促進を進め、交流人口を拡大させ、本市の経済活性化を図る。

567区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 小松空港・加賀温泉駅シャトルバス増便実証運行負担部局 総務部 所管課 企画課 交通対策室

一般会計 地域交通対策費 68,273
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 68,273

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　平成２４年４月より、㈱まちづくり加賀が運営するキャンバスの路線として、小松空港と加賀温泉駅を結ぶ「小松空港線」を１日２便新設した。平成２５年１１月より、３便増便して１日５便とする実証運行を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者数を指標にすることにより、事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 7,300 1,858 25.525.525.525.5 500 6718,200 3,639 20.020.020.020.0 1,500 65 1,565目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 18,200 - ---- 1,500 65 1,56518,200 - ---- 1,500 65 1,56518,200 - ---- 1,500 65 1,565



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 ■ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度は6,510千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 実証運行２年目であり、周知も進んだことから、従来便２便の利用客数も前年に比べて伸びている。増便分については、５ヶ月の実績であるが、従来便と同程度の利用率を維持しており、全体として、前年度に比べ、利用率は上昇している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　利用率は前年度に比べ上昇しているので、さらなる周知を図れば、利用率の増加は見込める。

　 平成２６年度末の北陸新幹線金沢開業により、小松・羽田便は利用客減少が想定されることから、空港利用者の動向に注視しながら、運行のあり方を検討していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　実証運行に関しては、小松空港協議会の事業として支援を行っており、市は協議会へ対して、負担金を納入している。　従来便２便については、前年度に比べ利用率が上昇しており市民、観光客への周知も広まっていると考えられる。１日５便の実証運行は１１月より半年であり、通年運行により市民、観光客への周知もさらに広まれば、利用率の上昇も見込まれるが、新幹線金沢開業により利用者の新幹線へのシフトも相当数見込まれることから、適正便数の維持に努める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成２６年度も、引き続き「小松空港線」を３便増便し１日５便とする実証運行を行う。運行に関して、さらなる周知を図るため、小松空港ホームページに掲載を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G101 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 55 2 1 8 6 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 平成28年4月に加賀温泉駅前に統合新病院が開院することから、加賀温泉駅前（統合新病院）を中心とした放射状の交通体系構築に向け、新規バス路線やデマンド型乗合タクシーの導入可能性調査を実施し、新たな地域交通体系の素案を作成する。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 １．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 新交通体系実現可能性調査事業費部局 総務部 所管課 企画課 交通対策室

一般会計 地域交通対策費 68,273
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 68,273

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　現在運行している４つのバス路線の運行状況と利用状況の分析や、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会、高校、バス事業者、タクシー事業者等と意見交換会を行い、地域公共交通のあり方について検討を行った。その結果、大聖寺と加賀温泉駅をつなぐ新規バス路線の導入、吉崎線の一部を加賀温泉駅まで延伸、市内を３つのエリアに分けて各エリアに乗合タクシーを導入する内容の新交通体系素案を作成した。数値目標数値目標数値目標数値目標 素案作成の進捗度 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 新交通体系素案作成の進捗度を指標にすることにより、新交通体系構築に向けた本調査事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - - -100 100 100.0100.0100.0100.0 2,730 1,627 4,357目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　本調査で作成した新交通体系素案を基に、交通空白地域と交通弱者の解消を図るため、新たな交通体系を構築する。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　人口分布や各地区の高齢化率の推移をはじめ、老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会、高校、バス事業者、タクシー事業者等との意見交換を通して、潜在需要の確認もでき、新交通体系の具体化につなげることが可能となったことから、適正な公費支出と考える。

　本調査は、平成25年度に完了した。本調査の結果を基に、新交通体系の構築に取り組み、平成28年4月の統合新病院開院時には、交通弱者と交通空白地域を解消する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　本調査事業により、平成28年4月の統合新病院開院までに、加賀温泉駅（統合新病院）と市内全ての地区を路線バスや乗合タクシーでつなぐ、新交通体系を構築するために必要な素案が完成した。本調査事業は、平成25年度で完了した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　本調査事業で作成した新交通体系素案を基に、市民の皆さまからのご意見もいただきながら、新交通体系原案を作成し、平成27年度に予定している新規路線バスの運行やの市内乗合タクシーの実証運行に向けた取り組みを行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G213 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 55 2 1 8 5 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 59,790 15,624 75,414
77,353目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 21 - ---- 39,790 10,416 50,20621 - ---- 49,790 15,624 65,41421 -

16,03220 16 80.080.080.080.0 62,597 14,756決算決算決算決算 20 16 80.080.080.080.0 41,848 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 地区数地区数地区数地区数 地区数地区数地区数地区数 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円

　市内を運行する4つのバス路線に運行補助を行い、また、バリアフリー中型バス車両を加賀温泉バス㈱に無償貸与し、バス路線の維持・充実を図った。路線バスの利用を促進するため、温泉山中線のバス車両に園児が描いたバスの絵を展示する「第3回子ども絵画展inバス」やバス利用促進チラシの作成・配布等の事業を実施した。　勅使・東谷口と橋立の乗合タクシーに補助を行い、乗合タクシーの維持・充実を図った。　市展観施設等19か所のキャンバス停留所の維持・整備に対する負担を行い、また、キャンバス空港線の運行に対する負担を行い、キャンバスの維持と市民利用の促進を図った。　これらの事業を行い、現状の地域公共交通手段の維持・充実を図るとともに、平成28年4月の統合新病院開院に合わせ、地域公共交通空白地域と交通弱者の解消を図るため、新交通体系実現可能性調査を行い、加賀温泉駅（統合新病院）と市内全ての地区を路線バスや乗合タクシーでつなげる内容の新交通体系素案を作成した。数値目標数値目標数値目標数値目標 路線バス、キャンバス、乗合タクシー等の地域交通手段がある地区数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 地域交通手段がある地区の数を指標にすることにより、地域交通対策事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 68,273
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 地域交通対策費 68,273
部局 総務部 所管課 企画課 交通対策室視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 地域交通対策事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　加賀市地域交通基本条例の理念である、自家用車を運転できない人も安心・安全に通院や買い物に行くことができるよう、地域公共交通の充実を図る。

57,880区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 路線バス、キャンバス、乗合タクシー等の地域交通の維持につながっている。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　バス路線の維持には市の補助は不可欠である。　特に勅使・東谷口乗合タクシーは、7月に延乗車人数が一万人に達し、地域住民の交通手段として定着している。

　現在運行しているバス路線、キャンバスは維持する。平成28年4月の統合新病院開院までには、市内全ての地域と加賀温泉駅（統合新病院）をバス路線や乗合タクシーでつなぐ、新交通体系を構築する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　路線バスについては、運行補助の他、バリアフリー中型バス車両を整備したことで、利便性向上につながった。また、平成24年度までは、市内高校のみに配布していた路線バス利用促進チラシを路線バス沿線世帯にも配布し、利用促進に努めた結果、温泉片山津線は、1便あたりの乗車人数が平成24年度の7.2人から平成25年度は8.8人に増加、温泉山中線も、1便あたりの乗車人数が5.2人から5.4人に増加した。　勅使・東谷口乗合タクシーと橋立乗合タクシーに対する補助を行うことで、安定した運行ができており、両地域住民の交通手段として定着している。　キャンバスについては、市民の通院・買い物の交通手段として徐々に定着しており、また、小松空港線が11月から1日3便から1日5便の運行になり、利便性が向上している。　新交通体系実現可能性調査で新交通体系素案を作成できたことは、新交通体系を構築していく上で大きな成果である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　引き続き、地域交通の維持を図るため、路線バス、乗合タクシー、キャンバスに対して、運行補助や停留所の負担を行っていく。　小学校で路線バスの乗り方を教える「路線バスふれあい体験教室」を開催したり、平成25年度は、市内高校と路線バス沿線の世帯に配布した路線バス利用促進チラシを平成26年度は全戸配布する等、路線バスの一層の利用進を図る。　新交通体系実現可能性調査で作成した、新交通体系素案を基に、市民の方からのご意見も頂きながら、平成26年度中に原案を作成し、平成27年度には、新規バス路線の導入や乗合タクシーの全市的導入を行い、市内全ての地区と加賀温泉駅（統合新病院）をつなぐ新たな交通体系の構築に取り組む。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



H201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 54 2 1 7 8 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）公有財産台帳は、合併前の旧加賀市については、旧式のデータベースソフトにより管理し、旧山中分については、紙ベースで管理していた。従って、旧市町でデータが統一されておらず、旧山中町分については、財産管理を手作業で行っており、正確性・効率性の面で好ましくない状況である。今般、地方公会計制度に伴う財務諸表の作成にあたり、詳細かつ正確な財産の管理が求められることも踏まえ、旧市町のデータを統一して電子化するとともに、公会計制度に対応することができるシステムを構築する。

6,715区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｈ_行財政施　策施　策施　策施　策 ２．行財政改革を進めます視　点視　点視　点視　点 改革事業番号 事務事業名 公有財産台帳整備委託部局 総務部 所管課 財政課 財産係

一般会計 公有財産台帳整備費 6,195
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 6,195

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況土地台帳、建物台帳の平成２４年度データ登録が完了し、庁内各部庶務への操作説明を行い実運用を開始した。 数値目標数値目標数値目標数値目標 更新回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 各年度ごとの各課データ更新 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 1 1 100.0100.0100.0100.0 6,195 5201 1 100.0100.0100.0100.0 6,195 520 6,715目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1 - ---- 1,188 520 1,7081 - ---- 1,199 520 1,7191 - ---- 1,210 520 1,730



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 公有財産台帳の統合整備では、データ形式が統一されていない旧市町の財産台帳の統合作業が進行し、統一的なデータの管理の実現に向けて前進が図られた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 財産管理だけでなく、公共施設マネジメント基本方針の策定にも利用できることから効果は大きいといえる。

公有財産台帳システムを、加賀市公共施設マネジメント基本方針の策定に利用する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は、公共施設マネジメント基本方針の策定に利用することを想定していることから、今後も継続が必要。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
公有財産台帳管理システムの保守及び各課更新データの編集を行いシステム管理を継続していく。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 56 2 1 8 9 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,500 1,953 3,453
2,695目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1 - ---- 1,607 1,953 3,5601 - ---- 1,500 1,953 3,4531 -

-1 1 100.0100.0100.0100.0 691 2,004決算決算決算決算 - - ---- - 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 グループグループグループグループ グループグループグループグループ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
平成25年度の取組として、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護サービス事業者協議会、市内の病院、市で構成する「加賀市在宅医療連携推進協議会」を立ち上げた。多職種による意見交換会のほか、協議会の関係機関から市の在宅医療の中心的な役割を担う方々による「在宅医療推進検討会」を5回開催し、在宅医療の推進・医療と介護の連携について検討を行った。　また、在宅医療に関する市民アンケートを実施し、市民の理解度や意向の把握を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 在宅医療連携グループ数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 県医療計画において、標準的な人口の市に１つのグループを整備することとされている。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,100
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 医療提供体制推進費 2,100

部局 総務部 所管課 医療提供体制推進室 体制推進係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 在宅医療連携推進事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市民が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、病診連携、病院連携、在宅医療を推進し、地域で完結できる医療提供体制の構築、さらには、介護・福祉とも連携した地域包括ケア体制の構築を目指す。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制づくりに寄与している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 加賀市医師会に委託し、効率的に事業を実施している。

市民が、自宅等、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる医療・介護サービス提供体制を構築する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 団塊世代が後期高齢者となる2025年を見据えた地域包括ケア体制の構築を行うため、地域における医療、介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要であり、市が中心となって、地域の関係機関の連携体制の構築をすすめる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）平成２７年度から在宅医療・介護連携の推進が介護保険の地域支援事業に位置付けられることを見据えた取組として、連携の拠点となる支援センター（相談窓口）を設置し、医療（医師等）と介護（ケアマネ等）の連携を支援する在宅医療コーディネーターを配置することで、在宅医療・介護にかかわる多職種の連携強化を図り、また、市民が在宅医療に関して相談しやすい体制を整える。そのほか、事業所等の関係者への研修会・勉強会などを通じて、資質の向上と多職種の“顔の見える関係”の構築を図る。市民に対しては、在宅医療に関するサービス等の理解促進のための周知啓発を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E205 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 3 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- － － #VALUE!
579,520目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 31 - ---- 1,690,147 26,040 1,716,187100 - ---- 7,015,743 26,040 7,041,783－ -

26,72016 15 93.893.893.893.8 553,480 26,040決算決算決算決算 12 9 75.075.075.075.0 941,949 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
平成25年度の主な事業内容は設計及び造成工事であり、設計については基本設計、実施設計を完了、造成工事については概ね敷地盛土作業を完了している。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業の進捗率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業実績費

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 553,480
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

病院事業会計 統合新病院建設事業費 553,480

部局 総務部 所管課 医療提供体制推進室 病院建設係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 統合新病院施設整備

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）救急医療を始めとした医療提供体制の問題を解決することを目的として、加賀市民病院と山中温泉医療センターを統合し、急性期医療と救急受入れ機能を強化した統合新病院を建設する。

968,669区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 病院統合により医療資源の集約が図られ、より多くの救急対応が可能となる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 建設費用については検証委員会の答申においても、自治体病院の相場が３，０００万円/床に対し、本事業は２，０００万円/床程度と建設費はかなり抑制されており、建設コストは適切と評価をいただいている。

工事実施に際しては、患者、病院スタッフなどの利便性、コスト縮減を継続して検討するとともに、H28.4開院を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 基本設計において、建設計画内容の修正、改良などもあり当初予定した事業費には達しなかったが、H28.4開院には問題なく事業進捗が図れている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
引き続き、建設工事を継続して行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E207 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 56 2 1 8 9 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 274 651 925
778目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 274 651 925100 - ---- 274 651 925100 -

668100 80.13 80.180.180.180.1 127 651決算決算決算決算 100 82.44 82.482.482.482.4 281 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
救急医療の専門家、医師会、市立２病院の救急担当医師による医療提供体制推進委員会　救急体制・病診連携部会を３回開催し、加賀市における救急医療体制について検討を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 ２次救急搬送先の市内医療機関の割合 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 ２次までの救急については、市内の医療機関で受け入れることを目指す。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,100
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 医療提供体制推進費 2,100

部局 総務部 所管課 医療提供体制推進室 体制推進係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 救急体制病診連携部会開催

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）統合新病院における救急患者の受入強化、新病院に併設する初期救急医療センターの運営、医師会との連携などを検討し、加賀市において初期から２次までの救急医療を完結する体制を目指す。

949区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

※記載の数値は２次を超える救急搬送含む



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 救急医療体制の維持向上を図ることに寄与している。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 加賀市の救急医療体制の強化に寄与している。

初期救急から２次救急までの地域完結を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 部会での議論を契機として、医師会が休日に市民病院で行っている診療時間が拡大し、初期救急体制が強化された。また、市立２病院の救急搬送の受け入れ担当曜日も拡大し、市内での受け入れ維持に寄与している。市内で発生する救急患者の円滑な受け入れのため、救急隊を含む現場関係者が話合いをする場を継続的に設ける。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）加賀市医療提供体制推進委員会を地域医療審議会に統合したため、（仮称）加賀市救急医療懇話会として、関係機関が話合う場を提供する。南加賀救急医療センターからの参加も要請する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 69 2 1 16 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 3,000 1,628 4,628目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1,300 4,6281,300 - ---- 3,000 1,6281,300決算決算決算決算 1,300 940 72.372.372.372.3
- ----1,300 1,452 111.7111.7111.7111.7- ---- 2,556 1,628

千円千円千円千円3,872※人件費※人件費※人件費※人件費
3,000 4,6282,202 1,6701,628 4,184

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況市民一人ひとりの人権尊重意識の向上を図り、人権侵害や差別のない社会を目指すため、人権擁護委員協議会加賀部会等と連携し、毎週金曜日に開設している総合相談、人権の花運動、特設人権相談日による人権相談、人形劇の上演、人権週間における市内3か所での街頭啓発活動を行った。また、人権に係る講演会は「みんなで考えよう障がい者の気持ち(講師：堀江まゆみ氏）」、「チベットと日本、異文化を超えて(講師：バイマーヤンジン氏)」、「夢をあきらめないで(講師：エスペランザ氏)」、「男女共同参画(講師：池田清彦氏)」の計4回を開催した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 講演会の参加人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの市民に人権講演会の場に参加して頂き、人権意識の高揚を図る。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,556

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 人権啓発教育費 2,556

事業番号 事務事業名 人権啓発教育部局 総務部 所管課 総務課 行政係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）国（法務局）、県、人権擁護委員と連携し、講演会の開催、人権相談、リーフレットの配布、啓発看板の設置等の啓発活動などを実施し、市民一人ひとりが互いに人権を尊重する心を育み、人権侵害や差別のない社会を目指すことを目的とする。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_人づくり施　策施　策施　策施　策 １．人権教育の推進



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

これまでの人権問題に加え、インターネット上における新たないじめ等の問題など、人権問題は複雑・多様化している。このような人権問題に対応していくため、一方的な啓発だけではなく、市民の方々が参加し、共に考え、より効果的な人権教育の推進を行えるような施策を検討する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 社会の成熟化、少子高齢化、高度情報化など社会環境は目まぐるしく変化しており、これまでの人権問題に加え、新たな人権問題が様々な形で現れてきている。このような人権問題に対して、一人一人が人権を尊重し、差別のない社会を構築するためには、老若男女問わず、地道な人権啓発活動を行っていくことが有効であると考えられる。このことから今後も、人権擁護委員との連携を強化し、啓発活動を推進する必要があり、本事業を継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）平成25年度に実施している事業を継続するとともに、平成26年度は、特に学校における人権啓発活動を推進する。人権擁護委員は、人権擁護委員法第10条の規定により「その者の置かれている市町村の区域内において」職務を行うとされており、これまでは、その活動範囲について担当地区の割り当てをしていなかった。そこで平成26年度から、各中学校の校区単位で人権擁護委員の担当地域を割り当て、教育委員会及び各学校と連携したよりきめ細やかな人権教育の推進を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は これまでの人権問題に加え、インターネット上における新たないじめ等の問題が、新たな人権侵害として社会的関心が高まっており、総合相談、人権の花運動、人形劇の上演等の取組や街頭啓発活動でのリーフレット配布等の実施により市民の認知は高まっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 総合相談、人権の花運動、人形劇の上演、街頭啓発活動でのリーフレット配布等の実施及び人権尊重に関する講演会等の周知啓発等、市民が人権問題を認知する機会が増加した。



E209 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 45 2 1 1 5 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 0
8,976目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - ---- 0- ---- 0-

0.00.00.00.0 3,551 5,425決算決算決算決算 0.00.00.00.0 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　検証委員会は、委員長の早稲田大学公共経営大学院教授の北川正恭氏のほか病院経営の専門家4名で構成され、平成25年12月から翌年3月まで計6回、一般公開のもと開催された。平成26年2月には、検証作業の一環として「市民の意見を聴く会」を開催し、公募した20名の市民と医療関係者4名が、それぞれの思いを発表した。　平成26年3月2日には、「加賀市の医療が、医療の高度・専門化に対応し、二次救急患者の受け入れ体制の拡充を図るため、2病院を統合して、300床の病院を建設することには合理性がある。」との答申があった。数値目標数値目標数値目標数値目標 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,525
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 秘書等事務費 10,525

部局 総務部 所管課 秘書課視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 統合新病院建設計画検証委員会

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）健全な病院経営を図るための統合新病院建設計画について、その妥当性を検証する。

0区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 極めて短い期間で、詳細な検証を行った。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 極めて短い期間で、詳細な検証を行った。

検証完了のため、事業終了。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　検証委員会では、専門家の視点で、様々な角度から、病院の健全経営について丁寧な検証がなされた。　その結果、建設計画の妥当性のみならず、その内容を理解する上でも、大変に有意義であり、この検証の過程においても、市民の合意形成が進んだ。　なお、検証委員会では、国から設定された病院統合に係る事業期間があまりにも短かったとはいえ、本来、建設計画と並行して進めるべきであった「病院機能を失う二病院跡地の活用方法」について、議論されてこなかった点が指摘されている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
検証完了のため、事業終了。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G205 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,100 4,008 5,108
4,663目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1,200 - ---- 1,100 4,008 5,1081,200 - ---- 1,100 4,008 5,1081,200 -

5,3441,200 1,300 108.3108.3108.3108.3 655 4,008決算決算決算決算 1,000 1,200 120.0120.0120.0120.0 1,149 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　平成２３年度開催の県の総合防災訓練以来、複数会場での実施を継続しており、平成２５年度は、山代温泉地区を主会場に各種総合防災訓練を、副会場の橋立地区では住民津波避難訓練を、三谷地区では福祉避難所設置運営訓練及び水防訓練を実施。数値目標数値目標数値目標数値目標 主会場地区における訓練参加人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 自助・共助の精神を一人でも多くの市民に理解してもらい、訓練参加の重要性を認識してもらう

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 655
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 防災訓練費 655

部局 総務部 所管課 防災防犯対策室視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 総合防災訓練開催

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　　地震、津波、風水害、火災等各種災害発生時の応急対策に万全を期すため、自助・共助の精神に基づいた、住民、防災関係機関及び市が参画する総合的な防災訓練を実施し、防災活動に関する技術向上と、防災意識の高揚を図る。

6,493区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　主会場１地区、副会場２地区、自主的な地区防災訓練会場５地区の合計８地区で同時開催することができ、参加人数は過去最高となった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　総合防災訓練の企画・運営に関しても市民や防災関係団体が参画するなど、防災関係者の相互協力体制が強化された。

　市総合防災訓練を、地域住民と地域の防災関係者を連携強化を図るとともに自らの役割を理解してもらう大切な事業であるとの視点を強調し取り組んでいくことにより、各地区において年１回の自主的な地区防災訓練が行われるよう結びつける。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　総合防災訓練を実施することにより、自助・共助に基づく住民の防災意識が啓発され、住民が主体となった、地区防災訓練が開催されるようになっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　更に、市民自らが積極的に参加し、体験し、考える総合防災訓練となるよう、地域・防災関係団体・学校等と相互協力関係を深める。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G206 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 3 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　現在までに作成した各種ハザードマップに加え、土砂災害ハザードマップを新たに作成するとともに、各種災害に対する日頃からのココロエを防災冊子としてまとめ全戸配布することで、自助・共助の精神に基づいた「備えあれば憂いなし」のココロエを啓発するもの。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 防災冊子「防災先生」作成事務部局 総務部 所管課 防災防犯対策室

一般会計 防災活動推進費 11,171
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,171

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　各種ハザードマップと、土砂災害に関するハザードマップなどの各種災害情報を、一つの地図上に掲載するとともに、各種災害に必要な”命を守るココロエ”として、災害ごとの防災に関する基礎知識をイラストを中心にまとめた「防災冊子」を全戸配布した。数値目標数値目標数値目標数値目標 全戸配布 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 自助・共助の精神に基づき、一人ひとりが理解できるよう全戸に配布するもの 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 世帯世帯世帯世帯 世帯世帯世帯世帯 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -26,092 26,092 100.0100.0100.0100.0 8,400 2,004 10,404目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- - ---- - - -



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　全戸配布により市民に広く啓発されただけではなく、イラストを中心に作成しているため、月５回程度開催されている市出前講座でも使用できるものとなっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　防災冊子が各家庭に配置され、一人ひとりの防災意識の向上を図ることができるとともに、地域や学校等における防災教育のための基本的な学習に活用できる。

　防災意識を継続的に啓発するために防災講習等で継続的に使用するものが、新たな想定などにより、見直しが必要となった場合には、情報を更新していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　家庭での防災に関する話し合いや町内会等での防災講習に使用され、災害に対する市民の備えや安心感が醸成された。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　単年度事業のため、改善点や変更点は無いが、継続的に防災意識を啓発するため、防災講習等で引き続き使用する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G207 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 3 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 自助・共助の礎となる防災関係団体（加賀市防災士会、加賀市防災リーダー会）に対し、組織化に係る費用の一部を支援することで、防災関係団体の円滑な運営を図り、地域の防災力向上を目指すもの。

897区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 防災士・防災リーダー会運営助成部局 総務部 所管課 防災防犯対策室

一般会計 防災活動推進費 11,171
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,171

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　１団体あたり年間活動費として、１０万円及びボランティア保険に係る費用を補助金として交付しているもの。組織化のための補助であり、３年間を限度としている。数値目標数値目標数値目標数値目標 会員数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市内の防災関係団体に所属する人数により、組織化が円滑に行われているかを判断するもの総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 80 117 146.3146.3146.3146.3 229 668120 133 110.8110.8110.8110.8 237 668 905目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 160 - ---- 299 668 967200 - ---- 0 668 668240 - ---- 0 668 668



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　市民の防災意識の啓発や災害に備えた自助・共助活動等の訓練が推進されるとともに、災害時における応急対応が円滑化される。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　防災関係者の組織化を促すことにより、会員相互の情報共有や技能・知識向上が図られ、地域の防災力が高まる。

　組織化後は、地域における効果的な防災活動の実施や他の防災関係団体との連携強化を図る仕組みづくりについて協議を重ね、更なる地域の防災力向上を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　組織化により会員一人ひとりの防災対応力が高まり、災害時における円滑な避難誘導や避難所運営が期待できる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度は組織化支援の最終年度となるため、組織の円滑な自主運営方法や自主防災活動への行政支援のあり方などについて協議を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G208 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 3 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　災害発生時における乳幼児対応策として、最大被災想定者数（市内全乳幼児の約1/4）の３日分の粉ミルクを備蓄するもの。

557区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 災害用備蓄品購入部局 総務部 所管課 防災防犯対策室

一般会計 防災活動推進費 11,171
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,171

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　新生児用の粉ミルク320gを96缶と乳児用の粉ミルク320gを96缶を備蓄している。また、災害時に熱源や水が無くても作ることができる人工加熱水付きの「愛のミルク」についても150缶を備蓄している。数値目標数値目標数値目標数値目標 25% 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 全乳幼児（0～1才児）に対する災害時に粉ミルクが必要と想定される割合 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 25 25 100.0100.0100.0100.0 223 33425 25 100.0100.0100.0100.0 231 334 565目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 25 - ---- 271 334 60525 - ---- 271 334 60525 - ---- 271 334 605



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　粉ミルクを必要とする乳幼児に対し、流通備蓄や支援物資が開始されるまでの３日分の粉ミルクを備蓄することで、乳幼児に対する栄養補給を確保する。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　大災害時においては、人口の約１割が被災すると想定されていることから、乳幼児の１割分の粉ミルクを備蓄するものであるが、災害時には母乳が止まることが考えられため、さらに１割分を追加し粉ミルクを備蓄することにより安心感をもたらしている。

　粉ミルクは、現在、品質保持の観点から山中温泉支所に備蓄しているが、今後は、新たな備蓄倉庫の整備も含め、効率的な備蓄場所へと配置を見直す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　粉ミルクを備蓄し安心感をもたせることにより、迅速な避難行動に結びつける。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　引き続き、乳幼児の約２割分の粉ミルクを備蓄するとともに保管場所について見直す。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G209 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
507目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- -

33417 17 100.0100.0100.0100.0 173 334決算決算決算決算 17 17 100.0100.0100.0100.0 216 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　年２回の保守点検を実施しており運用していたが、全国瞬時警報（Ｊ－Ａｌｅｒｔ）システムが津波注意報、津波警報や大津波警報を受信でき、加賀市防災メールと自動起動接続されたことから、平成２５年１２月末に廃止したもの。平成２６年１月より、対象地区の区長のみならず、登録を希望した住民の方々に直接、加賀市防災メールにより情報伝達している。数値目標数値目標数値目標数値目標 登録者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 津波警報等の緊急情報の伝達が可能な人数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,841
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 一般経費 1,841

部局 総務部 所管課 防災防犯対策室視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 地震津波警報受発信装置管理

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 津波注意報、津波警報や大津波警報が発令された際に、区長宅に注意報や警報が発令されたことを電話回線を通じて、自動音声で伝え、市民の安全を守る仕組みを構築しているもの。

550区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　電話回線により、区長宅の電話に連絡する仕組みであったが、災害時には電話回線に制限がかかる可能性が高く、別の情報伝達手段の構築が急務であった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　電話回線について複数回線の契約が必要であり、最近では、区長宅よりも携帯電話に連絡を望む声が多く、訓練時には、一度の使用で費用が数万円かかるものであった。

　本事務事業の廃止

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　新しい加賀市防災メールによる伝達方法に変えることで、その機能を十分に代替でき、さらに、災害には、伝わる可能性が高い方法の一つであると考えられる。また、今後は防災行政無線の整備もあることから、複数の情報伝達手段を構築することが望まれている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

　本事務事業の廃止
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G210 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 320 1,336 1,656
1,656目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 99.8 - ---- 320 1,336 1,65699.8 - ---- 320 1,336 1,65699.8 -

1,33699.8 99.9 100.1100.1100.1100.1 320 1,336決算決算決算決算 99.8 99.6 99.899.899.899.8 320 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　石川県総合防災システムより提供される各種防災情報を活用することにより、災害対応の円滑化を図っている。 数値目標数値目標数値目標数値目標 ９９．８％ 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 総合防災システムが安定的に稼働していることを示す稼働遵守率

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,841
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 一般経費 1,841

部局 総務部 所管課 防災防犯対策室視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 石川県総合防災システム管理

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　石川県総合防災システムは、災害発生に備えるとともに災害発生時には適切な対応ができるよう、気象警報情報や河川水位情報など各種災害情報を即時に県から市に対し発出するシステムである。

1,656区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　被害を最小限に抑えるために、即時で情報伝達される本システムを稼働している
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　県が一括導入し、県内の市町から負担金という形で導入しているため、導入コストの軽減が図られている

　待機職員が本システムの特性や情報内容を正しく理解できるようシステム操作を図式化し、災害対応が適切に行えるよう努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　災害に備えるため、県から有用な気象警報や河川情報などを得ること必要不可欠である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　専門部署の体制強化を及び庁内連携による待機職員の充実を図るとともにシステム操作の周知を行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G211 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 455 334 789
841目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5 - ---- 455 334 7895 - ---- 455 334 7895 -

3343 4 133.3133.3133.3133.3 507 334決算決算決算決算 3 3 100.0100.0100.0100.0 510 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　災害時に職員間の連絡手段として、移動系アナログ無線である携帯型ＭＣＡ無線機を１５台保有していたが、アナログ波の停止により、平成２６年３月より、デジタル型に機種変更して運用している。平時から訓練やイベント等で使用することで、稼動確認や運用方法について習得するようにしている。数値目標数値目標数値目標数値目標 運用回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 災害時に操作できるよう日頃から使用する機会を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,841
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 一般経費 1,841

部局 総務部 所管課 防災防犯対策室視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 ＭＣＡ無線管理

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　災害時に災害対策本部と現場との情報伝達手段の一つとして、移動系無線であるＭＣＡ無線を活用しているもの。職員用に総務部8台、建設部6台、山中温泉支所１台の３ヶ所に分散して配備している。

844区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　災害時における情報収集、現場での応急対応などに活用でき利便性は高い。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　平常時における交通誘導など災害時以外での活用も可能である。

　災害時に市職員が使用する携帯型無線機として、情報伝達する手段の一つとして運用しているものであり、平成３０年度より防災行政無線（移動系）に変更されるため、MCA無線は廃止される予定。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　平成３０年度に防災行政無線（移動系）が運用開始の予定であり、それまでの情報伝達手段としては、最適なものを使用している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　アナログ方式からデジタル方式に変更され、運用エリアが若干小さくなり山間地の一部は不感地帯になるため、携帯電話に無線機能を補完する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G212 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 175 9 1 5 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 48 2,004 2,052
2,028目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 2 - ---- 48 2,004 2,0522 - ---- 48 2,004 2,0522 -

2,0042 2 100.0100.0100.0100.0 24 2,004決算決算決算決算 2 2 100.0100.0100.0100.0 24 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 訓練訓練訓練訓練 訓練訓練訓練訓練 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　災害時応援協定都市の総合防災訓練に相互に参加し、緊急物資輸送訓練や現地での給水訓練などを実施する。また、防災関係団体の加賀市防災士会や加賀市防災リーダー会なども災害時応援協定都市の市民と防災訓練の中で交流を図っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 参加訓練数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 職員のみならず、市民交流を図ることで、より強固な都市間の関係づくりを目指す

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,841
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 一般経費 1,841

部局 総務部 所管課 防災防犯対策室視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 災害時相互応援協定市主催防災訓練参加

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　災害時応援協定を締結している都市（福井県鯖江市、愛知県安城市、富山県砺波市など）と書面を交わすだけではなく、災害時に備え、災害時応援協定都市が実施する総合防災訓練に相互に参加するもの。

2,028区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　災害時応援協定の締結だけではなく、災害時に備え、相互の訓練参加や定期的な情報交換を行っている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　災害時に広域的に相互に応援する仕組みであり、大規模災害の際には有効であり、地域の防災力の向上に寄与している。

　災害時応援協定都市の総合防災訓練に参加するだけではなく、連絡会議を開催するなど、相互の関係づくりの更なる強化を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　市内の防災関係団体とともに訓練参加することにより、市民の防災意識の向上に繋がる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　総合防災訓練が充実したものとなるよう、他の災害時応援協定締結都市とも、随時、情報交換を図っていく。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 100 3 2 3 5 2② 100 3 2 3 7 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　保育園に在園する児童の保護者や家庭で児童を保育している保護者の支援のために保育園で特別保育を行い、就労と子育ての両立を支援する。

115,285区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 特別保育事業部局 市民部 所管課 こども課 保育係

一般会計 市立保育園特別保育費 1,133一般会計 特別保育助成費 105,633関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 106,766
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　公立保育園では、延長保育2箇所、マイ保育園事業（地域の未就園児への支援）17箇所で行っている。　私立保育園では、延長保育13箇所、マイ保育園事業12箇所、休日保育4箇所、健やかふれあい保育4箇所で行っている。　病児・病後児保育は、２箇所で行っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 保育園等数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 目標値は特別保育園実施可能な保育園数、病児・病後児保育施設。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 箇所箇所箇所箇所 箇所箇所箇所箇所 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 33 33 100.0100.0100.0100.0 111,945 3,34032 32 100.0100.0100.0100.0 106,766 3,255 110,021目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 32 - ---- 120,410 3,255 123,66532 - ---- 120,410 3,255 123,66532 - ---- 120,410 3,255 123,665



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　保護者の就労形態が多様化しており、延長保育や休日保育等、保護者のニーズに応えた保育の提供を行う、保育園や病児・病後児保育施設の担う役割は大きい。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　保育園保護者や地域のニーズに応じた保育の提供ため、主要な施策の一つである。

　平成27年4月から移行予定の「子ども・子育て支援新制度」に向け、児童や保護者のニーズを把握のうえ、本年度に「加賀市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て支援を推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　保護者の就労に沿った特別保育の利用や、地域の子育て家庭への支援(保育園開放等）の成果は見られるが、マイ保育園事業の一時保育では、保育園の行事等で保護者の希望に沿えないことがあり課題である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成25年度に実施した「子ども・子育て支援新制度」に係るニーズ調査の結果を踏まえ、特別保育のニーズや利用しやすい体制について検証し、児童や保護者の支援に努めていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E102 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 100 3 2 3 1 1② 100 3 2 3 1 2③ 100 3 2 3 2 1④ 100 3 2 3 2 2⑤ 100 3 2 3 2 3⑥ 100 3 2 3 4 1⑦ 100 3 2 3 5 1⑧ 100 3 2 3 6 1⑨ 101 3 2 3 7 2

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

156,5933,26950279,18171,979その他運営費保育実施費（17園）保育推進事業費一般会計一般会計一般会計一般会計

13,020 2,264,885- ---- 2,251,865 2,264,885

164

3,010 - ---- 2,251,865 13,020 2,264,885目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3,010 - ---- 2,251,865 13,0203,010
2,251,7903,057 2,319 75.975.975.975.9 2,215,516 13,020 2,228,53613,360決算決算決算決算 3,136 2,373 75.775.775.775.7 2,238,430 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　公立保育園17箇所、法人立保育園13箇所で、保育が必要な児童を受け入れ、保育を行っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 就学前児童数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 目標値は就学前児童数、受け入れができるように態勢を整える。
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 職員給与費 547,184
一般会計 保育実施費（13園） 1,335,001一般会計 経営安定助成費(13園） 21,643関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,215,516

臨時職員給与費嘱託医報酬費保育教材費一般会計一般会計
   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 通常保育事業部局 市民部 所管課 こども課 保育係

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　家庭での保育ができない保護者に代わり、保育園で児童の保育を行うことで保護者の就労と子育ての両立を支援する。



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　平成27年4月から移行予定の「子ども・子育て支援新制度」に向け、保護者のニーズ調査を実施しており、そのニーズを踏まえ、本年度に「加賀市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、保育サービスを充実していく。  また、公立保育園については、公立保育園と私立保育園の役割について検証し、あり方を考えていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　保護者の就労支援と児童の健やかな成長の保障を常にめざし、保育サービスを提供している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

　保育指針に基づいた児童の健やかな成長のために、研修等で保育士の資質向上をめざす。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　共働き家庭の増加で、低年齢の保育園入園児童が増えており、保育園の果たす役割は大きい。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 保護者の就労支援や地域の子育て支援等、保護者のニーズは高く、主要な施策の一つである。公立保育園は小規模化しており、今後、公立保育園のあり方を考えていく。



E103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 95 3 2 1 3 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 123,644 2,604 126,248
115,109目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 23 - ---- 123,644 2,604 126,24823 - ---- 123,644 2,604 126,24823 -

2,67223 23 100.0100.0100.0100.0 112,505 2,604決算決算決算決算 23 23 100.0100.0100.0100.0 105,124 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 学童クラブ数学童クラブ数学童クラブ数学童クラブ数 学童クラブ数学童クラブ数学童クラブ数学童クラブ数 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　学童クラブは、、学校の余裕教室等を利用し市内23箇所で開設しており、683人が登録している。　運営は保護者会や社会福祉法人等に委託し実施している。数値目標数値目標数値目標数値目標 学童クラブ数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 小学校区内で学童クラブが利用できるよう整備する

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 114,594
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 学童保育助成費 114,594

部局 市民部 所管課 こども課 児童家庭係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 学童クラブ運営委託

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　共働き等により、日中、家に保護者等がいない児童等に対して、放課後や長期休暇中において、家庭に代わる生活の場を確保し、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援する。

107,796区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止　　　　

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　共働き等により、日中、家に保護者等がいない児童等に対して、放課後や長期休暇中において、家庭に代わる生活の場を確保することは、保護者の仕事と子育ての両立につながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　民間活力の活用により地域のニーズに応じた保育サービスを施設で設定・提供している。

　児童福祉法に基づく事業であり、国の状況を踏まえて制度内容を検討していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　学童クラブは、児童福祉法で、着実に実施されるよう必要な措置の実施に努めなければならないとされており、地域のニーズに応じた保育サービスを提供している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成27年度からスタートする「子ども・子育て支援新制度」では、学童クラブの設備及び運営に関する基準を条例で定め、その基準に基づき、学童クラブの運営を委託先に求めることとなる。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 95 3 2 1 3 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
66 95.795.795.795.7目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 74 - ---- 2,100 488 2,58874 - ---- 2,100 488 2,58874 - ---- 2,100 488 2,588

1,592 50174 70 94.694.694.694.6 2,089 488

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　ひとり親家庭が負担する放課後児童クラブ利用料に対する助成（県１／２、市１／２）　　限度額　　　　小学１～３年生の児童１人当たり3,000円／月　　支給制限等　児童扶養手当と同様の所得制限あり数値目標数値目標数値目標数値目標 学童クラブ利用児童のうち、ひとり親家庭の児童数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 ひとり親家庭の児童のうち助成対象となった児童の割合 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円2,577決算決算決算決算 69

部局 市民部 所管課 こども課 児童家庭係

一般会計 学童保育助成費 114,594

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　ひとり親家庭の生計と子育ての担い手である父又は母が、安心して就労できるよう、放課後児童クラブ利用に係る経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を図るとともに、ひとり親家庭の就業の促進及び福祉の増進に資することを目的とする。

2,093区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 114,594

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　利用料の軽減により、ひとり親家庭の親が放課後児童クラブを利用しやすく、また、就労に専念できるよう支援している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　すぐに効果を期待できるものではないが、将来、ひとり親家庭の親の経済的な自立は期待できる。

　ひとり親家庭が、安定した仕事に就き、子育てと両立しつつ、自立した生活を送ることは、家庭の生計維持だけでなく、子どもが心身ともに健やかに成長し、その将来に良い影響を与えるという観点からも望ましい。そのために、今後も経済的支援を行い自立を促していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　ひとり親家庭が、支援を活用しながら仕事に就き、子育てと両立できるよう支援した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　市では、ひとり親家庭の就労による経済的自立の促進を推進しており、今後も、放課後児童クラブの利用料の軽減により、ひとり親家庭の親が放課後児童クラブを利用しやすくすることで、就労に専念できる環境をつくり、経済的支援を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E106 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 96 3 2 1 4 1② 94 3 2 1 2 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 110,410 1,953 112,363
111,562目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 14,416 - ---- 110,410 1,953 112,36314,416 - ---- 110,410 1,953 112,36314,416 -

2,00415,137 14,416 95.295.295.295.2 109,609 1,953決算決算決算決算 15,963 15,137 94.894.894.894.8 113,964 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件 件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　中学生までの入院費・通院費のうち１ヶ月千円を超えた分について助成する。申請については、医療機関の窓口で支払いし、その領収書を添付して助成申請をする「償還払い」の方法により実施している。数値目標数値目標数値目標数値目標 前年度の医療費の助成件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 前年度と当該年度の申請件数の比較とした

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 118,933
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 こども医療費助成事業 105,325一般会計 一般経費 13,608

部局 市民部 所管課 こども課 児童家庭係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 こども医療費助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　乳幼児及び児童生徒の疾病の早期診断・早期治療を促進し、健康保持と増進を図るとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、安心して子育てできる環境を整備する。

115,968区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　子育て家庭の経済的負担を軽減することにより、こどもが医療機関に受診しやすくなり、疾病の早期診断・早期治療につながるとともに、安心して子育てできることにつながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　子どもは医療機関を受診することが多いため、医療費は子育て世代にとって重い経済負担となっている。こども医療費助成は子育て世代の負担軽減とともに少子化対策のための主要な施策の一つである。

　医療機関窓口等での支払いや事後の申請手続きが不要な「現物給付方式」は、保護者等にとって利便性が高く、子育て世代のさらなる負担軽減につながるため、「現物給付方式」実現に向けて関係機関との調整を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　こども医療費助成は、子どもを持つ家庭の経済的負担の軽減策として子育て支援に直結している事業であり、少子化対策としての重要な事業でもあることから、さらなる拡充を目指して実施していく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　こども医療費助成は、「償還払い方式」で実施しているが、助成対象年齢の拡大や月額の自己負担額、また、保護者にとってより利便性が高い「現物給付方式」の導入など、今後、検討して行く。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E107 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 102 3 2 5 2 1② 94 3 2 1 2 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 30,168 1,302 31,470
30,689目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3,205 - ---- 30,168 1,302 31,4703,205 - ---- 30,168 1,302 31,4703,205 -

1,3363,227 3,205 99.399.399.399.3 29,387 1,302決算決算決算決算 5,950 3,227 54.254.254.254.2 28,354 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件 件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　18歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある児童又は２０歳未満で一定の障害状態にある児童を養育しているひとり親及びその児童に受給者証を発行し、１ヶ月１，０００円を超えた入通院医療費を申請月の翌月に支給する。数値目標数値目標数値目標数値目標 前年度の医療費の助成件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 前年度と当該年度の申請件数の比較とした

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 42,043
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 ひとり親家庭医療費助成費 28,435一般会計 一般経費 13,608

部局 市民部 所管課 こども課 児童家庭係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 ひとり親家庭医療費助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　ひとり親家庭等の医療費にかかる経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の福祉の向上をはかる。

29,690区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　医療費助成を実施することにより、安心して子育てをしながら生活することができる環境づくりや自立支援に貢献している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　医療費はひとり親家庭にとって重い経済負担である。ひとり親家庭医療費助成はひとり親家庭自立支援のための主要な施策のひとつである。

　ひとり親家庭等の経済的負担の軽減策として主要な事業であることから、助成の方法等の制度内容を検討する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　医療費助成は、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減策として子育て支援に直結している事業であり、継続して実施していく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　ひとり親家庭医療費助成は、「償還払い方式」で実施しているが、こども医療費助成と同様に、月額の自己負担額や助成対象者にとって利便性が高い「現物給付方式」の導入などについて検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 109 4 1 1 4 1② 109 4 1 1 4 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 55,000 26,040 81,040目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 81,040100 - ---- 55,000 26,040100決算決算決算決算 100 98.3 98.398.398.398.3
- ----100 96.6 96.696.696.696.6- ---- 55,179 26,040

千円千円千円千円87,229※人件費※人件費※人件費※人件費
55,000 81,04060,509 26,72026,040 81,219

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況疾病や発達の遅れの早期発見、予防のために妊娠期から3歳児期まで、発達段階に応じた健康診査を実施している。また、健やかな成長を促す環境や発達段階に応じた食事、生活リズムや母親の関わり、育児不安の軽減等については訪問や相談にて保健指導を実施している。産後は助産師やこども課との連絡会を行い、不安の強い母や疾病のある児などは妊娠出産、乳児期と継続的に支援を行っている。幼児期においては、幼児教育相談室や保育園、県南加賀保健福祉センターと連携し、発達の遅れが疑われる児は早期に対応し、母の不安に寄り添いながら継続して支援を行っている。
単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 3歳2か月児健診受診率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 幼児期の発育や精神発達面で重要な時期で母子保健事業の中で最後の健診となるため

一般会計 乳幼児健康診査費 51,751関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 55,179
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 母子保健推進費 3,428

事業番号 事務事業名 母子保健推進事業部局 市民部 所管課 健康課 母子保健係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）妊娠、出産、乳幼児期において母子が心身ともに健やかに生まれ育つことを目的とする。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．健康な心と体の育成



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

国の「健やか親子２１計画」に基づき加賀市健やか親子２１の評価及び第2次の計画を平成26年度に策定する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 発達段階にあわせた健康管理、不安の軽減のための相談等の支援に加え、育てにくい児や母自身に疾病があることや経済的に困窮している家族等支援も多岐となってきている。これらの母子に対しては、医療や福祉等との連絡を行いながら妊娠から出産、乳幼児まで切れ目ない支援の継続を今後とも実施することでこどもの健やかな成長や発達を促すことができる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度も①低出生体重児の予防②妊産婦の育児不安の軽減③切れ目ない支援の継続④次世代の健康づくり⑤乳幼児のう歯予防を重点として事業を継続する。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 低出生体重児が県平均より低く、少しづつ減少している。１才６か月児健診及び３歳2か月児健診の受診率がH１７年度から増加している。（加賀市健康応援プランより）３歳2か月児健診後、弱視や言語発達等で早期に治療や療育が開始されている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 低出生体重児や未熟児が１人１か月の入院となると約３００万の医療費がかかり、また、親の育児や精神的負担も大きく、未熟児の発生予防は効果がある。（国保レセプトより）



C202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 110 4 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 82,315 24,087 106,402目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 68.3 106,40266 - ---- 82,315 24,08766決算決算決算決算 73.1 80.1 91.391.391.391.3
- ----70.6 - ----- ---- 67,595 26,040

千円千円千円千円94,628※人件費※人件費※人件費※人件費
82,315 108,35567,908 26,72024,087 91,682

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況健康管理のための健康診査として、がん検診、生活習慣病予防健診（若年者健診（１９歳～３９歳）、その他の健診（生活保護受給者））、後期高齢者健診（後期高齢者医療保険被保険者）について、対象者に個別案内にて周知し、実施している。死亡率の最も高いがん対策として、国のがん検診指針に基づき、死亡率減少効果が期待できるがん検診を推進し、早期発見、早期治療につなげている。また、生活習慣病の発症予防として、市民自らが健康状態を理解し、健康の保持増進や健康管理ができるよう、健康相談や訪問指導、健康教育を実施してる。地区においては、まちづくり推進協議会や保健推進員、食生活改善推進員等の地区組織と協働での健康づくりの取り組みにより、受診率や健康意識の向上も図っている。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（10万人あたり） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 死因の1位であるがんの死亡を減らすことが健康寿命の延伸につながる。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 80,967

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 健康管理推進費 80,967

事業番号 事務事業名 健康づくり推進事業部局 市民部 所管課 健康課 健康増進係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）「かがし健康応援プラン２１（第二次）」に基づき、ライフステージに応じた健康診査、健康相談、訪問指導、健康講座等の実施により、生活習慣病の一次予防及び重症化予防対策を推進し、７５歳未満のがんの年齢調整死亡率を減少させ、　健康寿命の延伸を目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．健康な心と体の育成



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

国が健康日本２１（第2次）で定めた75歳未満のがんの年齢調整死亡率（人口10万人当たり）平成22年84.3を平成27年73.9を目標としており、市も同様に75歳未満のがんの年齢調整死亡率（人口10万人当たり：衛生統計年報）を平成22年75.4を平成2７年までに66へと減少させ、健康寿命の延伸を目指す。そのために市民の健康意識と個々の健康管理能力を高める保健活動を実施する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成25年度のがん検診では胃がん７人、大腸がん１３人、肺がん１人、前立腺がん４人、子宮頸がん７人、乳がん４人のがんが発見され、死亡率の低下に寄与している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）がん検診においては、死亡率低下を目指し、女性がん無料クーポン券、女性がん無料券、大腸がん無料クーポン券を発行し、受診率向上を図ると共に、未受診者の実態把握をする。また、「かがし健康応援プラン２１ダイジェスト版」を全戸配布及び健康講座や健康相談にて、生活習慣病予防教材として活用する。市民の健康増進に関する生活習慣改善相談、骨密度相談、歯周疾患相談の実施や地区組織と連携した受診率向上対策や健康講座の開催等により、市民の健康意識の向上と健康管理能力の向上に取り組んでいく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 死因の第1位はがんであり、約５０％を占めており、早期発見、早期治療できれば、早世を予防できる。また、生活習慣病は予防が可能であり、一次予防の推進により発症予防ができ、健康の保持、増進となる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は がんは重症化すると高額な医療費がかかるため、より多くの早期がんを発見することで費用対効果が期待できる。また、若年期から自分の健康は自分で守る健康管理能力を身につけることで将来の生活習慣病の発症予防につながる。



C203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 115 4 1 3 1 1② 115 4 1 3 1 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 193,527 16,275 209,802目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 209,532100 - ---- 193,257 16,275100決算決算決算決算 100 97.6 97.697.697.697.6
- ----100 94.1 94.194.194.194.1- ---- 127,363 16,275

千円千円千円千円168,689※人件費※人件費※人件費※人件費
150,697 166,972151,989 16,70016,275 143,638

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　＊「定期予防接種」とは、予防接種法に規定された疾病に対する予防接種で、接種目的によりA類とB類に分類。【A類定期予防接種】　疾患の発生及び集団でのまん延を予防。　BCGのみ集団接種、他は個別接種。　BCG、ﾋﾌﾞ、肺炎球菌、ｼﾞﾌﾃﾘｱ、百日咳、破傷風、ﾎﾟﾘｵ、麻疹、風疹、日本脳炎、子宮頸がん【B類定期予防接種】　個人の発病及びその重症化を予防し、併せてその集団でのまん延を予防。個別接種。　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・平成25年4月から、ﾋﾌﾞ、肺炎球菌、子宮頸がん予防ﾜｸﾁﾝが定期接種となった。 (子宮頸がん予防ワクチンは、平成25年6月から、積極的勧奨の差し控えとなっている)・平成25年6月から、高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業開始・平成25年7月から、風疹予防接種費用助成事業開始単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 MRワクチン接種率95％以上 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 麻しんに関する特定感染症予防指針で95％以上の接種率が示されている

一般会計 予防対策事務費 127,208関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 127,363
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 一般経費 155

事業番号 事務事業名 感染症予防対策部局 市民部 所管課 健康課 母子保健係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　各種予防接種の実施により、伝染の恐れがある感染症の発生及びまん延の予防、重症化を予防する   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．健康な心と体の育成



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

　　　　
※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　・国において、おたふくかぜ、B型肝炎ワクチンの定期接種化について検討されている。今後の動向を踏まえて接種体制を整えていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　MR（麻疹・風疹）ﾜｸﾁﾝは、毎年95％以上の高い接種率を保っていたが、平成25年度においては95％を下回った。国が示すまん延防止の95％以上を保つために、各健診、相談等での指導や個別通知での接種勧奨を引き続き行っていくほか、医療機関へも接種勧奨の依頼を行っていく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　・平成26年4月から、BCG予防接種を集団接種から個別接種に変更。  （乳児期の接種スケジュールが過密となっており、接種医による一括管理が必要となったため）　・平成26年6月から、任意予防接種の費用助成事業を開始。　（任意予防接種とは、定期予防接種以外のもので、保護者の判断で接種を決める予防接種。　　対象：未就学の児。年度1回、3,000円の助成）　・平成26年10月から、水痘、成人肺炎球菌が定期接種となる。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 個別通知、健診、相談等で、予防接種の必要性を伝えていることで接種に至っている。それにより、感染症の発生、まん延防止となり、市民の健康保持の寄与につながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 接種率が高まるほど、感染が拡大せず、病気の発生や重症化を予防できる。



C204 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 116 4 1 3 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 764 3,260 4,024目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 24.6 4,02424.6 - ---- 764 3,26024.6決算決算決算決算 24.6 29.2 84.284.284.284.2
- ----24.6 16.8 146.4146.4146.4146.4- ---- 764 3,260

千円千円千円千円3,761※人件費※人件費※人件費※人件費
764 4,024421 3,3403,260 4,024

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　普及啓発として、自殺予防週間における街頭キャンペーンにて、こころの健康に関する相談窓口や理解を深めるためのリーフレットと啓発グッズを配布。「こころの健康づくり」の理解や対応を深める講演会を実施する。　随時、保健師によるこころの健康づくり相談を開設し、広報等にて周知している。必要な方には臨床心理士による専門相談や、専門機関に繋げている。　自殺予防に関する知識を深めて行動できる市民を増やすため、ゲートキーパー出前講座を地域の団体に実施する。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 自殺死亡率の減少(警察統計確定値） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 啓発普及により、自殺の危険性の高い人が相談支援に繋がり自殺死亡率が減少する。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 764

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 いのちを守る総合対策事業費 764

事業番号 事務事業名 こころの健康づくり対策事業部局 市民部 所管課 健康課 健康増進係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　「こころの健康づくり」に関する知識の普及を図り、自殺死亡率の減少達成値を、平成17年自殺死亡率（人口10万対:衛生統計年報）30.9と比べ、平成28年までに20％以上減らすことを目指すため、こころの健康とその対応に関する啓発活動を行う。会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．健康な心と体の育成



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　平成24年の衛生統計年報による市の自殺死亡率（10万対）は31.7あり、県20.9、国21１と比べて高い。　今後も事業を継続し、国が定めた自殺総合対策大綱にある目標と同様、自殺死亡率（人口10万対：衛生統計年報）を平成17年30.9と比べて、平成28年までに20％以上の減少（24.7以下）を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　平成25年警察統計確定値による自殺率（人口10万対）は16.8と、平成24年の29.2と比べ減少している。　今後も、こころの健康に関する正しい理解と対応できる市民を増やし、各種相談窓口等の周知により、早期に相談に繋げ、「こころの健康づくり」を推進する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　事業の継続と、より「こころの健康」に関心をもち、参加してもらえるような講演会や啓発周知方法を計画し「こころの健康づくり」の推進を図る。　相談窓口のさらなる周知を図り、市民の相談に対応していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　平成25年度は、こころの健康づくりのための映画会、明るい心の健康づくり講演会、自殺予防キャンペーン等を行い、市民全体の認知も高まっている。　こころの健康相談も、述べ相談件数47件あり、自殺企図があり医療機関に繋げたケースもある。ゲートキーパー出前講座により、自殺の危険のある人に気づき対応できる市民が増えることで自殺予防に有効性がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　平成25年度の映画会871人参加、講演会114人参加と認知関心も高まった。　こころの健康に関する相談窓口や理解を深めるためのリーフレットと啓発グッズを1500セット配布し、広く市民へ啓発普及できた。



C205 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 232 8 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 53,540 22,785 76,325目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 49 76,32557 - ---- 53,540 22,78553決算決算決算決算 65 38.3 58.958.958.958.9
- ----45 41.7 92.792.792.792.7- ---- 43,773 20,832

千円千円千円千円71,116※人件費※人件費※人件費※人件費
53,540 74,37247,036 24,08022,785 66,558

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況特定健康診査（市国保４０歳～７４歳）の対象には個別案内にて周知し、実施している。未受診者については、未受診者案内、戸別訪問にて受診勧奨と健康管理状況の把握に努めている。健診受診者には健診結果に応じ、生活習慣病の発症予防、医療と連携した重症化予防の保健指導を訪問や健康相談にて実施している。また、まちづくり推進協議会や保健推進員、食生活改善推進員等の地区組織と協働での健康づくりの取り組みにより、受診率や健康意識の向上も図っている。
単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 特定健診受診率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する、特定健康診査等実施計画に基づき算出
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 43,773

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

国民健康保険特別会計 特定健康診査等事業費 43,773

事業番号 事務事業名 国保保健事業部局 市民部 所管課 健康課 健康増進係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）「特定健康診査等実施計画（第二期）」に基づき、生活習慣病の発症予防と重症化予防に重点をおき、特定健康診査、健康相談、訪問指導、健康講座等を実施し、健康意識と個々の健康管理能力を高め、健康寿命の延伸と医療費の適正化を目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．健康な心と体の育成



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

「特定健康診査等実施計画（第二期）」に基づき、目標達成に向け、生活習慣病の発症予防と重症化予防を重点においた保健活動により、市民の健康意識と個々の健康管理能力を高め、健康寿命の延伸と医療費の適正化を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 健康管理としての特定健康診査の受診率や、生活習慣病の発症予防、重症化予防のための保健指導率は伸びている。H24年度法定報告では特定健診受診率38.3％、特定保健指導実施率は46.5％であった。健診継続受診者は生活習慣の改善と検査データの改善がみられる。また、特定保健指導を利用した人は利用しなかった人に比べ、メタボリックシンドロームの改善率が高くなっていた。また要医療判定値者には受診勧奨や生活習慣改善の保健指導を実施により、データの改善や新たに治療につながる等、生活習慣病の発症予防、重症化予防効果がみられる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）特定健診について初めて対象となった40歳の受診料を無料にし、健康診査受診の定着化と受診率向上を目指す。保健指導については、発症予防、重症化予防対象者を明確にし、優先順位を決めて、保健師・管理栄養士が訪問や相談を実施する。また、医療との連携を強化し、受診率向上、発症予防、重症化予防を推進すると共に、地区組織と連携した受診率向上対策や健康講座の開催等により、市民の健康意識の向上と健康管理能力の向上にも取り組んでいく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は H24年度とH25年度を比較するとHbA1c、血圧、LDLで要医療値者の927人が改善し、新たに要医療判定値者の96人が治療開始となり、心疾患や脳血管疾患等生活習慣病の重症化予防につながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 生活習慣病の治療費は医療費の約3割を占めており、生活習慣改善や軽症のうちに治療を開始することで、心筋梗塞や脳卒中、人工透析等の予防は可能であり、被保険者の医療費負担の軽減が図れる。



B18 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 113 4 1 2 3 1② 113 4 1 2 3 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 その他管理費 101一般会計

市民の保養と健康増進を図るとともに、福祉の向上と地域振興に資することを目的としている。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 いきいきランドかが（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 （株）エイム指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 0いきいきランドかが管理部局 市民部 所管課 健康課 健康増進係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 13,271関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,372
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況市民の健康増進や市民サービスの向上、施設の適正管理に努める。株式会社エイムを指定管理者として、美化センターの余熱を利用した入浴施設、体育施設の提供及び各施設の維持管理等の運営委託を行っている。※平成２５年度は高温水管漏水修繕工事のため、２週間休業数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 健康増進のため利用客数を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 147,000 144,586 98.498.498.498.4 3,629 2,004 5,633147,500 140,490 95.295.295.295.2 13,372 1,953 15,325目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 149,000 - ---- 5,104 1,953 7,057150,000 - ---- 5,373 3,255 8,628112,500 - ---- 55,547 3,255 58,802



18 ○ 16 △ 2 × 0
11 ○ 10 △ 1 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果毎月１回指定管理者との面接により現状把握し、設備点検及び施設周辺の清掃などを実施するように指示した。また、施設修繕において早期対応し事故防止に努めた。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果利用促進を図るために自主事業の実施及び周知を図り、利用客数の増加に努めた

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　建設後15年経過しており、施設設備の劣化が進行し、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者増加にも努めているとともに、利用者への運動指導等の健康増進にも積極的に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



E401 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 81 3 1 2 2 26② 82 3 1 2 3 27③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 900 510 1,410
1,125目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 360 - ---- 848 510 1,358370 - ---- 900 510 1,410380 -

519350 368 105.1105.1105.1105.1 622 503決算決算決算決算 350 332 94.994.994.994.9 623 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　平成25年度においては、石川県主催の「ふれてみるいしかわの文化展」の巡回展として開催している「ふれてみるいしかわの文化展 加賀展」を引き続き開催するとともに、同展覧会に合わせて隣接する別会場で、障がい者（児）がこころを込めて制作した作品を一堂に展示する「こころふれあうみんなの作品展 かが」を開催し、障がいや障がい者について考える機会を提供した。　また、幼少の頃から手話に親しみ、障がいや障がい者に対する差別意識を払拭するための試みとして、市内小学校の総合学習の一環として取り入れている「小学生のための手話教室」を６小学校で開催し、福祉意識の育みに努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 展覧会等の入場者及び手話教室受講児童の合計数値 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 展覧会等の入場者及び手話教室受講児童が増えることが事業の目的を推進するための必須条件となる。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 6,501
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 こころのバリアフリー推進費 470一般会計 コミュニケーション支援費※ この事務事業に係る経費分は152千円 6,031

部局 市民部 所管課 障がい福祉課 給付係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 理解促進研修・啓発事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ４．障がいのある方の暮らしを支えます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　障がい者及び障がい児が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者及び障がい児の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る。

1,142区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　展覧会等の入場者のアンケート調査結果及び手話教室を受講した児童の感想文を見る限り、障がいや障がい者に対する理解を深める契機となったとの意見が多数を占めており、こころのバリアフリー推進に寄与できた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　この事業の目的は人のこころから障がいや障がい者に対する差別意識を払拭することであるが、その効果を視覚的に判断することは困難である。　また、一朝一夕にはその効果が出てくるような類のものではない。

　地味な取組みとなるが、今後も継続的な事業展開をしていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　障がい者施策を展開していくうえで、人のこころのあり方が非常に重要な要素を占めている。　この事業により、直ちに目に見える形でその効果が表れるようなものではないが、一人でも多くの人から障がいや障がい者に対するこころのバリアを取り除いていくことが、障がいの有無にかかわらず、「あたりまえの生活」ができるまちづくりに資するものとなる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　「展覧会等」については、平成25年度から新たな取組として開催した障がい者の作品展「こころふれあうみんなの作品展 かが」への出品を、障がい者団体やサービス提供事業所に対して呼び掛け、沢山の出品作品を展示することで、入場者の呼び水とする。　「手話教室」については、特定の小学校に偏ることなく、広く開催を呼び掛け、より多くの児童に手話体験の機会を与える。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E402 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 82 3 1 2 3 25②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 4,200 912 5,112
5,912目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- 5,208 912 6,120- - ---- 4,200 912 5,112- -

936- - ---- 5,000 912決算決算決算決算 - - ---- 5,184 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ---- ---- ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　平成23年8月より開催してきた「障がい福祉サービス事業所連絡会」を拡充し、障害者総合支援法第89条の3に規定する協議会として正式に組織化、「加賀市じりつ支援協議会」としてスタートした。　平成25年度においては、「障がい福祉全体会」を年間３回、「運営会議」及び「相談事業所連絡会」を月１回、ケース検討会を月２回開催するほか、ネットワークの構築、地域課題の具体化と共有、事業所職員の資質向上等に取り組むため６つのワーキンググループを立ち上げ、専門的な調査及び検討を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 設定できない 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 -

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 25,840
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 相談支援事業費※ この事務事業に係る経費分は相談支援機能強化（相談強化）5,000千円 25,840

部局 市民部 所管課 障がい福祉課 相談支援係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 じりつ支援協議会

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ４．障がいのある方の暮らしを支えます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　障がい者及び障がい児（以下「障がい者等」という。）の地域生活を支援するため、地域の関係者によるネットワークを構築する。　関連する関係機関や関係団体、保健、医療、福祉、教育、就労等の多分野・多職種による関係者が地域の実情に応じた支援体制の整備を図るという共通の目的に向け、情報や地域の現状・課題を共有し、連携の緊密化を図る。

6,120区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　障がい者等に対する支援策については、障がい部署の行政だけでなく、福祉、医療、教育、雇用など関係機関や関係団体に期待される役割を自覚し、連携を図りながら取り組む必要がある。　この協議会を組織化することにより、この取組を具体的に実践することができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　協議の場を持つことで、情報の共有化や連携の強化を図ることは可能であるが、それが直ちに課題や問題点の解決には結びつかないことが多く、打開策を見出すためには、多大な時間と労力が必要となる。

　じりつ支援協議会の効果と有効性を検証するためのツールを構成員全体で見出す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　障がい者等を地域で支える仕組みを考え、必要な情報を交換できる場として、今後も継続的に開催することが必要である。できることから一歩一歩進めていき、障がい者等の支援について協働する場として機能させる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　協議の中で導き出された課題や問題点について、提起するだけでなく、解決の糸口を見出せるような体制づくりをする。　また、障がい当事者の協議会への参画を保障するため、有効な参画方法を見出す。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E301 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 79 3 1 1 4 7② 249 4 1 3 1 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,808 8,463 10,271
9,045目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6850 - ---- 1,808 8,463 10,2716850 - ---- 1,808 8,463 10,2716850 -

7,3486850 3448 50.350.350.350.3 582 8,463決算決算決算決算 6491 3576 55.155.155.155.1 386 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人数人数人数人数 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
「見守り支えあい計画」と「見守りネットワーク事業」を、「地域見守り支えあいネットワーク制度」に統合し、民生委員の安心カードでの情報収集と行政の情報による法改正に基づいた「避難行動要支援者名簿」に変更を行った。また、名簿を活用した地区の見守り体制について地区説明会を開催した。数値目標数値目標数値目標数値目標 制度登録者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 制度への同意を頂き地域の実情に応じた見守り体制を図る

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,522
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 地域見守り推進事業費 339介護保険特別会計 その他事業費 10,183

部局 市民部 所管課 地域福祉課 地域福祉係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 地域見守り支えあいネットワーク事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）国の災害対策基本法の改正により、平成26年4月1日から「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられたことに伴い、、これまで民生委員・児童委員が保有していた要援護者情報と、市が保有していた災害時要援護者情報の一元化を行った。一元化した情報を基に、民生委員・児童委員、町内（自称防災組織を含む）、福祉協力員、社会福祉協議会等と平常時から災害時までの支援内容を確認し、地域の実情に応じた支援体制を構築する。

7,734区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 事業の一元化を行い、各区長会連合会、地区民協、地区社協へ地域見守り支えあいネットワーク事業の説明を行い、緊急時の対応等について周知することができた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 地域関係団体へ説明し、地区住民を対象とする普及啓発により、緊急時に必要となる住民情報等の収集・管理を行った。これにより、要援護者への見守り、安否確認と、緊急時の早期発見、早期対応につなげることができ、効果は高い。

３年後には、全域で避難行動要支援者名簿を活用していただき、実情に応じた支援体制を構築する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 地域において、独自の見守り体制が機能している地域も見られる。本事業を通じて、全域への地区関係機関の連携による、見守り、安否確認、緊急時の早期発見・早期対応の推進が進められており、本事業を継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）一元化した情報を基に、民生児童委員、町内（自主防災組織も含む。）福祉協力員、社会福祉協議会等と平常時から災害時までの支援内容を同時に確認しあい、地域の実情に応じた支援体制の構築を働きかけていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C403 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 78 3 1 1 3 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 900 130 1,030目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30 1,03030 - ---- 900 13030決算決算決算決算 30 0 0.00.00.00.0
- ----30 0 0.00.00.00.0- ---- 0 130

千円千円千円千円200※人件費※人件費※人件費※人件費
900 1,0300 200130 130

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況本制度は、平成２３年度より開始しているが、これまでは実績はない。平成２５年度から補助対象経費について、下ろした屋根雪が日常生活に支障をきたす場合に行う必要最小限度の除雪に要した経費を追加することとし、補助対象回数要件は廃止した。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 屋根雪下ろし助成件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 安全・安心な地域づくりを推進する
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 0

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 屋根雪下ろし助成費 0

事業番号 事務事業名 屋根雪下ろし助成部局 市民部 所管課 地域福祉課 地域福祉係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）高齢者、障がい者世帯等の屋根雪下ろしに要する経費に対し補助金を交付することにより、高齢者、障がい者等の生命及び財産を守るとともに、安心・安全な地域づくりを推進する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ４．高齢者の元気な生活の支援



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

市民の方々への周知、広報の強化を図り、本助成制度を使っていただくことにより、安全、安心な地域づくりの推進につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成25年度は実績がなかったが、高齢者、障がい者等の生命及び財産を守るとともに、安心・安全な地域づくりを推進に寄与する重要な事業のため、周知、広報を強化し継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
ホームページ、広報、行政テレビにより周知、広報する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 補助ｌ金交付に係る、周知、広報の強化を図り、高齢者、障がい者等の生命及び財産を守るとともに安全安心な地域づくりの推進につなげる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 周知、広報を強化する。



E302 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 249 4 1 3 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 1,302 3,857- ---- 2,555 3,857100 - ---- 2,555 1,302 3,857目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 2,555 1,302100
2,794100 100 100.0100.0100.0100.0 1,470 1,302 2,7721,336決算決算決算決算 100 100 100.0100.0100.0100.0 1,458 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況食の確保を行い、安否を確認することによって、在宅での健康で自立した生活を営めるよう支援した。・申請を受け、調査を実施し、その結果を踏まえて配食調整会議を行う。・配食実施の場合は、利用者が市へ利用届出書を提出。・市が指定の事業者へ配食を依頼し、利用者は実費分を負担。市は安否確認を含んだ配送料として委託料を負担する。・利用者は、最大３６５日、１日２食の提供を受ける。平成25年度、実利用者15～8名・新規2名、辞退（中止）9名（以前より、サービス利用不要になったため）数値目標数値目標数値目標数値目標 配食実施率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 配食対象者の配食を確実に実施する。
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

介護保険特別会計 その他事業費 10,183
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,183

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）高齢者(高齢者及び身体障害者1級又は2級）で自ら食事用意が困難で、定期的な安否確認が必要な方の食の確保と安否確認を実施することにより、在宅での健康で自立した生活を支援する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 配食サービス事業部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

地域包括ケアシステムの中で、営利事業者、福祉事業者、ボランティアを含めた安否確認、食の確保の体制整備を検討し事業に反映していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成25年度中、不在により安否確認できなかった通報が2件。担当ケアマネージャーへ連絡し捜索した結果、発見できた。今後は、食の確保、安否確認、事業範囲、365日の稼働体制といった要素を踏まえ、配食事業の体制充実を検討していく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）同様のサービスが民間にて普及しているなか、サービス利用の状況把握者が重要である。利用者（対象者）減少により、委託事業者が撤退し、事業者数が減少しており事業の継続が困難となるリスクが現れている。現事業者の継続の維持、事業者登録条件の検討を行う。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 在宅での生活を維持するうえで、今日問題となっている一人暮らし高齢者の安否確認の公的なツールとして貢献している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は サービスの必要な利用希望者は全員利用できており、配達の際、安否確認できないための緊急通報も2件。効果はあったと思われる。



E314 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 87 3 1 3 7 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）高齢者の方が地域で安心して生き生きと暮らせるよう、健康維持、生きがいづくり、社会参加の促進につなげる。

5,111区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 老人クラブ育成部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係

一般会計 老人クラブ育成費 4,395
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 4,395

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況老後の生きがいと健康づくりのため多様な社会活動を行い、明るい長寿社会づくりを目指す老人クラブ及び、同連合会に助成する。市老人クラブ連合会及び加入老人クラブに対し、クラブ育成費として運営補助を行う。数値目標数値目標数値目標数値目標 老人クラブ加入者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 加入者数の維持 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 7,000 6,529 93.393.393.393.3 4,443 6687,000 6,512 93.093.093.093.0 4,395 651 5,046目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 7,000 - ---- 4,436 651 5,0877,000 - ---- 4,436 651 5,0877,000 - ---- 4,436 651 5,087



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 老人クラブの継続や老人クラブ加入者数の維持については、有効性があると考えられるが、加入者数の増加にまでは至っていない。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 老人クラブの継続や老人クラブ加入者数の維持については、効果があると考えられるが、加入者数の増加にまでは至っていない。

　既存の老人クラブへの加入者を増やすことはもちろんであるが、高齢者の活動の場として、老人クラブのない町内に老人クラブを作ることでも、加入者数の増加をはかる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 高齢者の方がいきいきと暮らせるための活動の場として、老人クラブは必要であるため、事業は継続とするが、加入者数が増加するような取り組みが必要となる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　引き続き各老人クラブ及び市老人クラブ連合会に運営補助を行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E315 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 87 3 1 3 7 6②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）高齢者の健康づくりと交流を図るため、市内各老人クラブ員を対象にしたスポーツ大会を外部委託し開催する。

1,848区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 いきいき大集合開催委託部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係

一般会計 高齢者等対策事業費 1,200
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,200

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況本大会は、「健康で快適な生活を過ごす」をテーマに市内全域の高齢者が集い、日ごろ取り組むスポーツ活動の成果を表現する交流の場としている。大会を支援するために、老人クラブの運営に深く携わる社会福祉協議会に委託、協力し実施しており、平成18年度より8回目の開催となる。大会においては、参加者数を維持し、規模縮小せずに取り組んでいる。数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加者数の増加 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 1,200 1,168 97.397.397.397.3 1,180 6681,200 1,193 99.499.499.499.4 1,180 651 1,831目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1,200 - ---- 1,200 651 1,8511,200 - ---- 1,200 651 1,8511,200 - ---- 1,200 651 1,851



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 数値上の実績は得られないが、老人クラブの活動目標となっており、高齢者の生きがいや健康増進に寄与することが考えられる。また、地域間の交流の場や介護予防の推進の一環としての役割も大きく、一定の成果が得られている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 高齢者人口21,052人の内、参加者数は1,193人、5％の参加率である。人件費を除く事業費は1,180,000円。事業費は、社会福祉協議会が中心となり、各地区老人クラブの大会活動の支援に要する経費となっており、大会参加者数の維持継続が行われている。また、事業費は、後期高齢者医療広域連合の補助金事業を有効に活用しており、適正な事業が実施された。

本大会は高齢者に対し、健康づくりや介護予防、地域との交流などの意識を高めるツールとして高い評価が得られている。そのためには、大会を継続することが、参加者のみならず高齢者すべてにとっての生きがいとなり、健康的な暮らしの継続確保になると考える。規模の拡大は、地域の負担が過大となることを踏まえ、開催の継続と高齢者への浸透、事業が地域の原動力となることを目標とし、内容の充実を図っていきたい。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 「高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくり」を進めるにあたり、高齢者が健康増進に関心が高まる行事のひとつである。本大会を通じて高齢者が地域間の交流を行い、スポーツの楽しみや介護予防への意識の向上、活動増進に深く寄与することから施策実現の効果が得られている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
平成26年度においても、上記施策及び目的を達成するための有効手段と位置づけ、同規模事業を継続する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E316 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 87 3 1 3 7 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　６０歳以上の方の就業機会を創出する人材センターへの活動支援をおこなうことで、生きがいの充実と社会参加を図り、能力を生かした活力ある地域社会づくりを推進する。

9,368区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 シルバー人材センター運営事業部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係

一般会計 シルバー人材センター運営費 8,700
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,700

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく補助事業として国の定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金（シルバー人材センター事業）交付要綱に規定されているものであり、運営補助をおこなっている。数値目標数値目標数値目標数値目標 就業率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 就業率の向上 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 83.5 86.3 103.4103.4103.4103.4 8,700 66887.3 94.1 107.8107.8107.8107.8 8,700 651 9,351目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 91.1 - ---- 8,880 651 9,53195.0 - ---- 8,880 651 9,53195.0 - ---- 8,880 651 9,531



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　会員数は前年比２７人（３．５％）の増加、就業率は前年比７．８ポイント（９．０％）の向上、契約額ではおよそ２，５００万円（７．４％）の増加とすべて上向いている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　会員数、就業延人日数から格付けされる国の補助金においてもＡランクを確保している。

　会員数の増強、就業率の向上、契約額の増強を最優先取り組み課題として、地域社会に貢献するシルバー運営を推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく補助事業として国の定める高年齢者就業機会確保事業費等補助金（シルバー人材センター事業）交付要綱に規定されているものであり、国及び地方公共団体の関与が想定されている。会員数、就業率、契約額ともに上向いており、高齢者の就業機会や社会参加の確保をおこなうための組織として有効である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　会員数の拡大、特に女性会員の増加や、受注拡大・新規事業・独自事業への取り組みを強化することで地域社会に貢献するシルバー運営を推進する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E317 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 89 3 1 5 1 1② 89 3 1 5 1 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 2,028 651 2,679
2,679目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 14,000 - ---- 2,028 651 2,67914,000 - ---- 2,028 651 2,67914,000 -

66814,000 13,901 99.399.399.399.3 2,028 651決算決算決算決算 20,000 14,186 70.970.970.970.9 2,034 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
高齢者が健康で明るく生きがいを持って生活できるよう、健康増進や教養の向上、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動を行うための場と機会を提供するという設置理念に基づき､管理運営を行っている。施設は、大聖寺･山代･片山津に設置され、加賀市社会福祉協議会が指定管理者となっている。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者数の増加

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,028
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 管理運営委託費 2,017一般会計 その他管理費 11

部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 老人福祉センター管理

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的としている。

2,702区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 地域に根ざした運営を図り、固定した利用者がいる。しかし、特定の人の利用に留まり、広域的な活用に至っていないと言える。また、地区会館､公民館といった地域の施設と利用目的に差異が明確に見られないものの、新規に立地することが難しい町中にあることを鑑みると、高齢者の貴重な健康増進、教養・文化活動の拠点として有効性がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 費用効果を、「委託料／利用者数」とした場合、毎年の委託料は、ほぼ変わらない中、利用者数の減少傾向が続いており、費用対効果は低下している。（参考）　平成20年度　利用者数 19,745人　決算額　2,107千円  費用対効果　107円/人           平成25年度　利用者数 13,901人　決算額　2,028千円　費用対効果　146円/人

併設されている児童センターとの相乗効果が生まれるよう、利活用を検討する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 費用の内訳が固定費で占められており、単純な費用対効果では図れない部分を考慮すると、利用者数の減少はあるものの、現在のところ、高齢者の貴重な健康増進、教養・文化活動の拠点としての機能を果たしている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）社協の事業実施の場として活用することや、文化・教養面で各々のサークルが、単独の活動に留まることなく、サークル間の交流を図る作品展を開催することを企画しており、利用者数の増加を目指す。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E318 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 90 3 1 5 7 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　市民に健康づくり活動の実践の場を提供することにより、心身の健康の保持及び増進を図る。また、高齢者においては要介護状況になることを予防する場を提供する。

1,721区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 高齢者健康プラザ管理部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係

一般会計 その他管理費 1,765
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,765

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　市民への利便性と民間ノウハウによる経営を図るため、平成１６年度から指定管理者制度のもとに運営をおこなっている。　建物・設備の老朽化への対応として、平成２３年度から修繕費を計上している。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者数の維持 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 58,000 59,314 102.3102.3102.3102.3 1,053 66861,000 61,769 101.3101.3101.3101.3 1,765 651 2,416目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 61,000 - ---- 3,645 651 4,29661,000 - ---- 4,008 651 4,65961,000 - ---- 3,608 651 4,259



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　利用者数は毎年増加しており、市民の健康づくり活動実践の拠点施設として有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　施設及び設備等の老朽化に伴い、修繕費が必要となってきているが、利用者数は毎年増加している。

　年々利用者数が増加し、施設の収容能力を超えている一方で、人件費や消費税増税による経費の増大、また施設及びトレーニングマシン等の設備の老朽化に伴い修繕の必要性のある箇所が増えてきている。修理済みの設備機器等の点検・整備を徹底した上で、健康づくり活動実践の拠点施設としての役割を果たしてもらう。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　利用者数は毎年増加しており、特に高齢者（６０歳以上）の利用者が増加している。地域支援事業の高齢者筋力トレーニング教室など介護予防拠点としての事業も委託しており、事業としては高齢者の健康維持体力維持につながっていると考えられる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　健康づくり活動実践の拠点施設として、利用者に対しそれぞれの達成目標に応じた運動メニューを提供し施設管理をおこなっている。今後さらに利用者の意見・要望を管理運営に反映していくよう、指定管理者と協議をおこなう。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E319 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 91 3 1 5 8 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　高齢化社会を迎えるにあたり高齢者も住みなれた地域で元気で生活を継続できるように、効果的な生きがいづくりや介護予防を総合的に推進する拠点を目ざす。

2,309区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 高齢者ふれあいセンター管理部局 市民部 所管課 長寿課 高齢者支援係

一般会計 高齢者ふれあいセンター管理費 3,571
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,571

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　高齢者の生きがいづくり及び健康づくり・介護予防が浸透するよう、高齢者ふれあいセンターを設置し、指定管理者による管理をおこなう。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者数の増加 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 25,000 30,212 120.8120.8120.8120.8 1,641 66825,000 30,277 121.1121.1121.1121.1 3,571 651 4,222目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30,000 - ---- 1,475 651 2,12635,000 - ---- 1,448 651 2,09935,000 - ---- 1,448 651 2,099



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　介護予防サークルや地域住民の利用、また別所地区での学童クラブの利用などにより、利用者数は増加している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　下水道接続工事費、屋外非常階段修繕費などの費用がかかったが、利用者数も増加しており、地域の活動の拠点施設としての役割を果たしている。

まちづくり活動の拠点としての役割をもつことで、さまざまな世代のあつまる施設となり、これまでの高齢者との生きがいのみではなく、地区の老若男女の憩いの場所に生まれかわることが、中期的な目標となる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　高齢化により、要介護者の増加、介護保険の給付費用も膨らみ続けているため、高齢者の生きがいづくりや介護予防策として様々な活動の場が想定され、本施設もこれらの実践と取り組みを地域に広げる場として必要である。本施設は地域団体による指定管理としている。今後、施設の老朽化に伴い、修繕費も発生することが想定されるが、地元の地域団体による指定管理を継続し、生きがいづくりや介護予防を総合的に推進する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成26年度より別所地区会館としての機能を併せもつようになったため、高齢者の生きがいづくりや介護予防策として様々な活動の場をもつとともに、高齢者と地域住民とのふれあいの場としても機能することになる。現状ではまちづくり活動の拠点として機能することは難しいのではないかと思われるが、今後の積極的な広報活動などでまちづくりの拠点として認知されることにより、住民の様々な活動の場として活用され、より一層の施設の有効性が高まるものと考えている。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 248 4 1 2 1 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）介護支援専門員が利用者本位のケアマネジメントの過程を理解した上で、要介護認定者に対して継続的に支援ができるようにサポート体制を構築する①介護支援専門員の相談窓口の設置②介護支援専門員の意見交換の場の設置③サービス担当者会議の開催支援④研修会の開催

13,993区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業部局 市民部 所管課 包括支援センター 包括支援係

介護保険特別会計 包括的ケアマネジメント支援事業費 18,355
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 18,355

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度の主な取り組みとして、ケアプラン検討会を月1回開催し、支援方針をもとに検討する機会を設けている。ケアマネジャー連絡会を年6回開催し、介護支援専門員の意見交換の場を設け、面接技術研修や事例検討研修など実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 介護支援専門員向け研修会開催数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 介護支援専門員が計画の基本理念に基づく適切な支援が実践できるように研修会を開催する 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 13 8 61.561.561.561.5 7,313 6,6808 10 125.0125.0125.0125.0 7,379 10,416 17,795目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 8 - ---- 2,328 10,416 12,7448 - ---- 7,917 10,416 18,3338 - ---- 7,917 10,416 18,333



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 介護支援専門員がかかわりを振り返り、利用者本位の支援を意識することで、本人が望む暮らしを継続することができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 個別ケースへの後方支援（相談機能）や定例的に行っている勉強会、研修会等をとおして、利用者本位の視点に立ったケアマネジメントの考え方が浸透し、実践につなげていける。

継続実施。これまでは介護サービスのみに偏った支援であり、これまでの関係性や地域との関係が途切れがちだったが、介護サービスだけの支援でなく、互助による社会資源等の活用や創出についても意識した支援を考える。そのため、ケースによっては、介護支援専門員や介護サービス事業者だけでなく、地域の支援者などをメンバーに入れ、支援方針を共有する地域ケア会議の開催支援を行っていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 地域包括支援センターは、高齢者が自立し、自らが望む暮らしを実現するために、高齢者等が日常生活のかかわりの中での悩み等について、介護支援専門員と一緒に振り返り、解決に向けて取り組んでいく相談窓口としての役割がある。個別ケースへの後方支援（相談機能）や定例的に行っている勉強会、研修会等をとおして、利用者本位の視点に立ったケアマネジメントの考え方を振り返る機会となる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）継続実施。平成26年度より、個別ケースをとおして、利用者を支援する介護支援専門員や介護サービス事業者、多職種で利用者の自立を支援するあり方を検討する研修を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 249 4 1 3 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）本事業は加賀市で暮らす高齢者が、住みなれた地域で安心してその人らしい生活を継続することができるようにするため、介護保険サービス事業者の資質向上を通じて介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、本人本位の視点に基づいた必要な支援を行うことを目的とする。

8,664区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 介護サービス事業者振興事業①②部局 市民部 所管課 包括支援センター 包括支援係

介護保険特別会計 介護給付等費用適正化事業費 6,301
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 6,301

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況(1)　介護サービス事業者連絡会議/研修会・講習会の開催・参加支援(2)　サービス形態ごとの連絡会、研修会の開催・参加支援:訪問介護、通所系、地域密着型サービス従事者ごとの連絡 会、研修会の開催支援(3)　高齢者捜索ネットワークに関すること(4)　認知症ケアマネジメント推進研修（普及研修会及び実践研修、報告会の実施）(5)　認知症介護実践研修・実践者研修の実施(1)～(3）は加賀市介護サービス事業者協議会委託(4)、(5）は南加賀認知症疾患医療センターに委託数値目標数値目標数値目標数値目標 センター方式実践事例数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 本人本位の視点に基づく支援の方法総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 30 25 83.383.383.383.3 5,324 3,34030 22 73.373.373.373.3 6,301 5,208 11,509目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30 - ---- 6,442 5,208 11,65030 - ---- 8,657 5,208 13,86530 - ---- 8,657 5,208 13,865



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

、※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 介護サービス事業者の質の向上は保険者だけがするのではなく、法人の壁を越えて設置された、加賀市介護サービス事業者協議会により協力しあい、ボトムアップを図ることは、加賀市民のために有効と考える。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 質の向上を目指し、加賀市介護サービス事業者協議会の独自の研修会や会議の実施、認知症の人のためのケアマネジメント（センター方式）の研修には多くの事業所の参加がみられる。

加賀市介護サービス事業者協議会と連携しながら連絡会、研修会の実施を継続的に行う。認知症の人の生活を支えるための介護サービス事業所職員の人材育成の継続は、管理職対象、従事者対象など実務経験にあわせて、キャリアアップできるよう、研修体系をみなおし、継続していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 加賀市介護サービス事業者協議会が発足し、会長の下、法人の壁を越え協力しながら質の向上に取組んでおり協力体制が伺える。また、認知症の人のためのケアマネジメント（センター方式）に関しては研修参加者や実践ケースの事例提供数が減少しており、検討必要。ただ、この事業を通し介護サービス事業者の協力、質の向上につながり、加賀市民が認知症になっても望む暮らしが継続できることを大事にする視点の共有ができている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）加賀市介護サービス事業者協議会委託の事業に関しては、継続しての実施が望ましい。また、認知症の人のためのケアマネジメント（センター方式）に関しては平成１６年度から10年を向かえ参加者数の減少や参加事業所の偏りがみられるので、ワーキングチームを立ち上げ、研修体系の見直しをおこなう。（地域推進員（講師役）の負担、実践研修を通しても各事業所に浸透していない課題がみられる。）   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E304 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）介護予防基本チェックリストの結果から機能低下が見られた二次予防事業対象者が、今後要介護状態にならないよう、通所形態による各種予防プログラムを介護保険事業所が提供することにより、一人一人がその人らしく自立した生活が継続できることを目的とする。

12,590区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 通所型介護予防事業委託部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係

介護保険特別会計 二次予防事業費 32,251
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 32,251

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況二次予防事業対象者の中で、参加意向のあった利用者に対し、介護予防ケアプランに基づき、4箇所の委託を受けた介護保険事業所が個別援助計画を作成し、事業所で介護予防プログラム（週に1回3時間・運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上他）を提供したり、生活機能に関する相談・指導等を実施。数値目標数値目標数値目標数値目標 参加実人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 現在の状態を維持又は改善する高齢者を増加する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 60 46 76.776.776.776.7 10,586 2,00460 44 73.373.373.373.3 8,188 1,953 10,141目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 90 - ---- 7,032 1,953 8,98590 - ---- 9,958 1,953 11,91190 - ---- 9,958 1,953 11,911



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 介護予防の知識を得て、利用者にとって必要な取組みを確認し、自宅での生活で実践していくことで、現在の生活の維持又は改善が出来る良い場である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 開催地域によっては利用者数が定員に達していない会場もあり、対象者はいるが利用につながっていないこともあり、参加勧奨により費用対効果もさらに期待できる。

・利用者の状態に応じて通所型介護予防事業や地域での予防活動の場の一つである地域おたっしゃサークルの参加等身近な場所での介護予防に取り組める体制を構築する。そのためには、市内一律の体制で設置箇所数を拡大するのではなく、地域住民とともに地域ケア会議の開催などを通じ、その地域にとって介護予防活動の拠点に何が必要なのか一緒に考えていき、必要な予防事業の体制を継続的に構築していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ・3,444名（平成25年度実績）の二次予防事業対象者が把握されているが、介護予防事業への参加につながる利用者が少ない。そこで、情報を対象者に提供する機会を下記のように増やし、今後は、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」とする。）及び介護保険制度改正と併せて整合性をとりながら事業内容を検討し、より身近な地域で提供できるようにする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・総合事業が導入される平成29年4月までは継続して実施。・必要な対象者毎に介護予防に関する教室のご案内チラシを生活アドバイス票に併せて同封する。・新たな対象者がより多く参加してもらえれるよう、委託先から二次予防事業対象者へ電話勧奨を行う。・生活状況確認訪問の継続強化上記により一人でも多くの方が介護予防事業につながる体制とする   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E305 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 585 651 1,236
836目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 7 - ---- 585 651 1,23610 - ---- 585 651 1,23610 -

6685 3 60.060.060.060.0 185 651決算決算決算決算 5 2 40.040.040.040.0 132 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
二次予防事業対象者施策として、介護予防ケアプランに基づき、個別援助計画を作成し、専門職員による自宅への訪問を実施し、介護予防プログラム（認知機能・うつ・閉じこもり等）や生活機能に関する相談・指導等を利用者の自宅にて実施する。経過を追い、本人の状態をみながら、必要時、通所型介護予防事業にもつなげ、通所型事業として利用者の支援を続けている。4箇所の介護サービス事業所に委託している。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの方が利用できるように増やす。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 26,690
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 一次予防事業費 26,690

部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 訪問型介護予防事業委託

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）心身の状況等により通所形態による事業への参加が困難な者を対象に、できるかぎり自宅で自立した生活を送ることができるよう、専門職員による訪問サービスを提供することにより日常生活の維持を図る。

800区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 個々の生活課題に応じた定期訪問により課題解決（本人のニーズ）への支援が行えており、自宅での自立した生活に繋がっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 委託料は実績払いであり、かかった費用のみの支払いである。また、利用している二次予防事業対象者が本事業の利用により、状態像の維持及び現在の生活を保っている。

・二次予防事業対象者（運動器・閉じこもり・うつ等）の方を対象に、平成29年4月までに導入する介護予防・日常生活支援総合事業予防事業の訪問型予防サービス事業として位置づける。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 利用者数は少数ではあるが、本事業を通じてその人の課題に応じた個別支援が展開できており、その人らしく自宅での生活を過ごすことが出来ている。今後も、積極的な利用勧奨を行い、事業として継続していく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・介護予防基本チェックリストの高得点者への家庭訪問の継続を踏まえながら、平成26年度より行われる身近な相談窓口になる地域コーディネーター（モデル事業）との連携により、顔つなぎを行い本事業へのアプローチを行っていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E306 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 13,883 5,208 19,091
14,023目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10,500 - ---- 13,883 5,208 19,09110,500 - ---- 13,883 5,208 19,09110,500 -

4,0086,300 10,028 159.2159.2159.2159.2 8,815 5,208決算決算決算決算 5,800 9,437 162.7162.7162.7162.7 6,778 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
・老化サインを早期に発見するための25項目＋加賀市認知症独自項目５項目を追加した質問票からなる介護予防基本チェックリスト（以下、「チェックリスト」という。）を郵送し、自己記入して返信をしていただく。その回答結果に基づき、生活アドバイス票を送付している。・年度途中には、回収率の向上を図るため、未提出者へ督促ハガキを送付する。・二次予防事業対象者（要介護状態となる恐れの高い虚弱な状態にあると認められる６５歳以上の者）に該当した場合、介護予防事業（介護予防筋力向上トレーニング教室や元気はつらつ塾等）の案内文書を生活アドバイス票とは別途に郵送し、周知を図る。数値目標数値目標数値目標数値目標 介護予防基本チェックリスト実施者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 老化のサインによるリスクを早期に発見するため実施数を増やす。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 32,251
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 二次予防事業費 32,251

部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 二次予防事業対象者把握事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　高齢者が自ら、要介護状態等になる可能性のあるリスク（老化のサイン）を早期に発見し対応することで、要介護状態等になることを予防し、活動的で生きがいのある生活を維持する。

10,786区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は ・二次予防事業対象者把握数の向上のため、督促ハガキを送付することで、さらに3,302名を新規に回収し、状態を把握することができた。・生活アドバイス票に具体的な取り組み方法を提示することで、介護予防に必要な情報提供の拡充につながった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は ・要介護認定者以外の65歳以上の高齢者全員に、一年に一回、生活機能低下を自己チェックする機会を提供し、併せて介護予防事業の周知啓発にもつながっていることから、費用対効果はある。

・返信がない方の中で、特に三年間未把握で、かつ、独居や高齢夫婦といった今後支援が必要な方を拾い上げ、個別訪問の実施と必要時関係者につなげる支援を考えていく。・今後、介護保険制度の改正がある中、今までのような市内一斉へ配布し回収する方法というより、地域のニーズに応じながら圏域ごとで配布を考えていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ・二次予防事業対象者の高得点者を早期に発見できたり、生活アドバイス票や介護予防事業の案内書が同封できる。更に、個別訪問や電話相談により、対象者の状況を確認し、その人にあった働きかけを実施する体制が出来ている。・チェックリスト回収者以外にも、チェックリストが未回収者ということで、さりげなく訪問することも出来、様々な対象者への働きかけの一助となっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・生活アドバイス票だけではなく、二次予防事業対象者へはその人にとって必要な介護予防事業のチラシを同封して郵送する。･チェックリストの結果を活用し、圏域別や地区別の地域課題を把握する。・二次予防事業対象者の高得点者への家庭訪問を継続的に実施し、更に、身近な相談窓口になる地域コーディネーター（モデル事業）との同行訪問を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E307 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　要支援者・二次予防事業対象者（要介護状態となるおそれのある高齢者）向けの介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の創設に向けて、既存事業の見直し、必要な介護予防サービス及び生活支援サービスメニューや展開方法を検討したうえで提供体制の構築を図る。第6期介護保険事業計画施行の第6期中に総合事業実施を目指す。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 介護予防・日常生活支援総合モデル事業（二次予防事業）部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係
介護保険特別会計 二次予防事業費 32,251

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 32,251
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　①総合事業に向けた検討会開催（年4回）②二次予防事業試行事業の実施・試行事業については地域において、地域ケア会議を開催し、地域の特性や課題の把握に応じた取り組みを検討し行なう。・地区の集会場での機器なし運動プログラムの内容等についての検証（リハビリテーション職が関与して自立支援に資する取組みを行う）・新規2圏域数値目標数値目標数値目標数値目標 モデル事業参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加人数が増えるように周知する。総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -175 23 13.113.113.113.1 2,888 5,208 8,096目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 220 - ---- 2,481 5,208 7,689220 - ---- 2,481 5,208 7,689220 - ---- 2,481 5,208 7,689



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 試行事業開催地区の住民と地域ケア会議を開催し、地域の特性や介護予防活動状況や運営の課題を踏まえ、その地区の高齢者の生活実態が把握できた。また、地区の集会場での機器なし運動プログラムの内容等も検証し、目標達成や機能改善があり今後の取り組みに有効であった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 新規事業の試行事業である。二次予防対象者に実施することで機能改善することが明らかになった。

平成29年4月までに導入する総合事業として、地域の実情（地域の既存資源との連携）に応じて、地域の身近な集会場等で自立支援に資する取組みにつながる介護予防事業を増やしていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ・地域の集会場で機器なし運動プログラムを試行したことで、参加者の目標達成した方が多く、生活機能改善が図れた。また、住民参加の地域ケア会議において地域で展開するにあたり、既存の介護予防事業の課題について意見が聴取できた。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点） ・地域において試行事業、地域ケア会議の開催をさらに進め、地域の特性や課題の把握に応じた取り組みを検討し行なう。・地区の集会場での機器なし運動プログラムの内容等について昨年度の実施内容を生かして取組みを行う。・継続2圏域　　新規1圏域・訪問型予防サービスの骨子を検討し、研修会を実施・生活に即したプログラムの提供体制の構築とともに地域での展開方法の体制づくりについては、行政、地域、事業所と協働ですすめていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E308 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 847 5,208 6,0556,208目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 175 - ---- 847 5,208 6,055175 - ---- 847 5,208 6,055175 -
-175 52 29.729.729.729.7 1,000 5,208決算決算決算決算 - - ---- - 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円

総合事業試行事業の実施・社会福祉協議会に委託し、地域の関係団体と協力法人との全体調整を行なう。・試行サークルごとに協力法人を設置し、地域おたっしゃサークルの課題に対して直接支援、後方支援を行いサークルの支援方策の検証を実施。・地域の協力者を増やすために、生活支援サポーター養成講座を併せて実施した。○試行サークル（2箇所）（毎回協力法人の支援及び地域関係者との連絡会）数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加人数が増えるように周知する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 32,251２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況
介護保険特別会計 二次予防事業費 32,251

部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 介護予防・日常生活支援総合モデル事業（一次予防事業）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）・介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）は、予防サービス（一次予防,二次予防,予防給付）事業、ケママネジメント、生活支援サービス事業が一体的体制整備の上実施される。・地域おたっしゃサークル(以下「サークル」という。）は、地域住民による自主的な運営を主体としているが、継続困難なサークルが存在している。既存のサークル強化支援目的に、サークルの課題を明確にし、地域に根づいた活動展開の方策を検証し、要支援、二次予防事業終了者等の受け皿機能を担えるよう整備する。・事業の達成値としては、地域おたっしゃサークル等参加者率

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は ・高齢者の自主的活動の協力法人による後方支援により、高齢者の集う場所や活動の継続性が担保され、介護予防のみならず、高齢者の生きがいづくりや地域の担い手として、役割が創出され、社会とのつながりの機会になっている。（地域づくりの一環）費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は ・介護予防活動の推進を図ることで、第1号被保険者の介護認定者の増加防止につながる。

平成29年4月までに導入する総合事業として、全サークルの実態調査を踏まえて、再構築が必要なサークルに対して、協力法人の設置を行いサークル活動を活性化する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　まちづくり関係者、関係団体、サークル、介護保険事業所、行政等との話し合いによりサークルの課題を共有し、地域の中で担いきれていない役割を介護保険事業所が分担し、協働で取り組めたことで、サークルの課題解決につながった。今後の地域に根ざした取り組みの推進が可能と思われる   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）①試行事業の実施○H25試行サークル（2箇所）への継続支援○新規試行サークルへの支援　H26：2圏域（②の実態調査より課題が多いサークルを選定。②試行事業未実施の各サークルに実態調査各サークルごとに地域特性、サークルの課題の調査を行う③試行事業報告会等の開催試行事業の取り組み内容等の手法について学ぶ。対象：全サークル、地区社協、区長等地区関係者に実施方法を伝える機会とし今後の取り組み、協力についての理解を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E309 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 17,960 5,208 23,168
14,350目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 80 - ---- 15,296 5,208 20,50488 - ---- 16,575 5,208 21,78396 -

66873 63 86.386.386.386.3 13,699 651決算決算決算決算 65 62 95.495.495.495.4 12,642 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 箇所数箇所数箇所数箇所数 箇所数箇所数箇所数箇所数 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
１．対象者：概ね６５歳以上の高齢者２．内容１）講師派遣月１回（体力テスト含む）及び運営費助成２）地域おたっしゃサークルリーダー連絡会３）講師連絡会４）介護なんでも１１０番事業所による出前相談５）介護予防型、閉じこもり予防型(サロン）に加え新規に支援型を実施。（有償ボランティア、送迎等）６）レクレーション・健康体操普及養成講座３．実施方法：社会福祉協議会委託４．新規立ち上げ箇所においては、介護予防の理解深めるために介護予防教室を実施した後、登録し活動を実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 箇所数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 箇所数が増える

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 26,690
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 一次予防事業費 26,690

部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 地域介護予防支援事業委託

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地域住民の参加協力のもと、地域に住む高齢者が、近くの集会施設等を活用して、孤立感の解消、自立した日常生活の助長を図ることができる居場所づくりと社会参加の機会を増やす。また、介護が必要になっても支え合う地域づくりを目指す。

13,310区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 地域おたっしゃサークルは介護予防のみならず、自主的な運営をすることで、生きがいづくり、社会参加の場になっている。また、高齢者の不参加者になった方の見守り機能を有しており、地域との連携を図るなどサークルの役割は多様であり、地域の特性に併せた活動が期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 地域おたっしゃサークルの活動が、高齢者の自立した日常生活の助長に資する活動により住民主体による地域サロンや居場所の設置となり閉じこもり予防につながっている。

地域おたっしゃサークルを拠点に、介護が必要になっても地域住民の参加協力のもと、地域での高齢者の介護予防や高齢者の活動の場、見守りの場等として、市全体にサークル活動箇所を拡充する。(要支援・要介護認定以外の65歳以上の10%以上の参加）

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 地域おたっしゃサークルの実施箇所数は目標に達成していないが、新規に介護予防型、閉じこもり型、支援型のそれぞれに実施箇所数は増えている。地域おたっしゃサ-クルは、介護予防の推進のみならず、高齢者の社会参加や活動の場の拡充、見守り機能も担っている。今後も地域の居場所等の状況を把握しながら実施箇所数の増加が出来るように地域に働きかける。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・地域おたっしゃサークルの活動支援として、市内の地域おたっしゃサークルリーダー等を対象に、活動メニューのマンネリ化を改善するために研修会（運動メニュー講習会）を開催を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E310 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,508 651 2,159
1,279目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 7 - ---- 1,508 651 2,1598 - ---- 1,508 651 2,1598 -

6683 2 66.766.766.766.7 628 651決算決算決算決算 3 2 66.766.766.766.7 322 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 箇所箇所箇所箇所 箇所箇所箇所箇所 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
・町内集会場、地区会館又はこの事業を適切に実施できると認められる施設において、本事業の目的に即した以下に掲げる活動を市内介護保険サービス事業所へ委託し、実施する。ア：生活相談、健康相談、イ：体力測定・アンケート、ウ：介護予防に関する健康教育・助言（脳卒中予防・転倒予防・認知症予防・低栄養・口腔機能低下・尿失禁予防の指導…運動訓練、住宅環境、生活習慣等）、エ：市の高齢者保健福祉事業の紹介等を7回1コース（サロン型への登録は3回1コース）にて実施。その後、地域おたっしゃサークル事業へ登録し、リーダーによる自主活動を展開する。・地域おたっしゃサークル設立1年後のみ、サークルからの要望に応じてフォローアップ教室も開催する。数値目標数値目標数値目標数値目標 実施箇所数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 地域おたっしゃサークルの新しい設置箇所数の目標値と連動した考え。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 26,690
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 一次予防事業費 26,690

部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 介護予防教室開催事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）高齢者一人一人が自立した生活の継続及び要介護状態の予防を図るため、要介護の原因である脳卒中や転倒、認知症等についての学習する機会を得る

990区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 依頼のあった地区の要望に応じたメニューや教室スタイルをとってはいるが、依頼地区が少ない。しかし新たに地域おたっしゃサークルを立ち上げる際にとっては必要なプログラムを提供できる事業として位置づけてあり有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 元気はつらつ塾を実施する委託先が本事業も委託を受けており、ノウハウも分かっており、委託料も参加人数に関係なく一律である。

・高齢者の居場所づくりや出場所づくりの設置はニーズが高く、平成29年4月までに導入する介護予防・日常生活支援総合事業の移行と合わせ、地域の特性の応じた高齢者の居場所づくりの立ち上げ支援として活用する。また、地域が負担とする部分の課題を介護予防日常生活支援総合支援事業（一次予防事業モデル事業）にて明らかにし、事業内容を柔軟に位置づける。しかし依頼地区が少ないため、今後はデータ分析や設置箇所数などの地域現状を伝える場を設け、教室実施に向けた取り組みを行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 介護予防を学習する機会を獲得できる・地域おたっしゃサークルを立ち上げる際に必要な事業という観点では、地区の要望に応じる事業であり、画一的ではなく、柔軟性もあり、一定の評価は得られる。しかし、依頼をうけてからの事業なので、今後はより地域の実情や状況に応じた積極的な市からの介入が必要になってくる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・地区からの開催依頼から事業を開始するのではなく、地域おたっしゃサークルのカバー率等を考慮しながら、地域での受け皿が少ない地区関係者へ働きかけ、積極的に開催する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E311 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 7,251 651 7,902
5,107目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 135 - ---- 7,251 651 7,902135 - ---- 7,251 651 7,902135 -

66890 64 71.171.171.171.1 4,456 651決算決算決算決算 90 52 57.857.857.857.8 4,069 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
トレーニング機器を有している委託事業所(2か所）で、トレーニングマシンやマットを用いた介護予防運動トレーニングなどのサービス提供を行う。原則送迎は行っていないが、必要な人には送迎も実施している。「本コース」として１期１５回を３期j実施し、教室終了後は委託事業所により継続者向けに「フォロー教室」を設け、運動する機会が持てるように支援している。教室開催前には、「体験コース」を設定し、より参加しやすい体制を整えている。数値目標数値目標数値目標数値目標 介護予防筋力向上トレーニング教室参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 介護保険申請の原因疾患上位の筋骨格系疾患の予防を図る筋トレ参加者を増やす。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 26,690
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 一次予防事業費 26,690

部局 市民部 所管課 包括支援センター 介護予防係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 介護予防筋力向上トレーニング教室開催事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）筋骨格系疾患による生活の不都合さにより介護認定を有する方が多く、また「足が上がらなくなった」「浴槽が跨げなくなった」などの筋力や柔軟性の低下、関節痛による相談も多い。そこで、運動器の維持・向上を目的とした、負荷の微調整が可能な高齢者向けに改良されたトレーニング機器を使用し、利用者にあったプログラムを作成し事業を実施する。

4,737区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 参加者の声として「足腰が軽くなった」「膝痛が楽になった」など下肢筋力向上や痛み軽減を実感する意見が得られている。また「階段の昇降が楽になった」「歩くのが楽になった」など日常生活の変化や運動習慣を身につけるきっかけになり有効性がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 第1期から第3期の介護予防筋力向上トレーニング教室開催前に、広報および個別通知（第1期では730名、第2期では546名、第3期では315名）にて周知をおこなった。2か所の実施事業所に対し、第1期では21名、第2期では27名、第3期では28名の参加希望者がいた。また、締切日を過ぎても教室参加希望の問い合わせが随時あった。

・介護予防事業として、下肢筋力の向上により歩行や日常動作機能の向上につながる場として長期的に位置付ける。・介護予防チェックリスト回収者で運動機能に「気をつけましょう」となる者が多い。また、加賀市では筋骨格系疾患を有する介護認定者が多い。早期から介護予防筋力トレーニングができるよう、筋力トレーニング機器の有無問わず新しい場を開拓する。・介護予防筋力向上トレーニング教室に参加したことで自己実現に近づけるよう、参加者の生きがいや役割について分析・調査をおこない、ニーズに応じたプログラムを実施していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 参加者の声から事業に参加したことで、日常生活での気持ちの変化や下肢筋力の向上を実感している事がわかる。また教室の最初と最後に行われる体力測定データでは、下肢筋力や柔軟性の向上の数値が出ている。教室終了後、運動を継続される人も多い。教室の知名度や希望者も増えてきており、定員より多くの参加希望者や、教室未実施期間でも申し込みの問合せがあり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）本コース・体験コース・フォロー教室は継続して行う。教室希望の知名度や希望者も増えてきており、希望しても本事業に参加できない者もいた。次年度より、委託事業所を2か所から3か所に増やすことで、より多くの市民が参加しやすい環境を整える。教室未実施期間でも申し込みや問い合わせがあり、介護予防運動トレーニングへの関心が高い。次年度より、介護予防チェックリストで運動が望ましいと思われる対象者に、運動のきっかけ作りとし、介護予防筋力向上トレーニング教室の実施期間以外に委託事業所（３か所）で利用可能な無料お試し券を配布する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E312 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）物忘れ外来等医療機関においては、健忘症などの診断後、経過をみるだけになってしまい、進行している状況がある。また、認知症の症状が出ていても生活に支障がなく、認知症と気付かず、進行してしまう事例が多い現状から、早期に気付き、認知症予防のために本人が生活の中に取り入れる知識や実践の場として実施する。

760区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 認知症予防事業（老い支度講座）部局 市民部 所管課 包括支援センター 包括支援係

介護保険特別会計 一次予防事業費 26,690
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 26,690

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況・物忘れ外来からの紹介の方や介護予防基本チェックリストで認知機能低下項目に該当される方、初期相談でもの忘れのある方を対象に講座を実施。・認知症の内容だけでなく、運動機能低下、栄養バランスなどの内容も含めて実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 講座開催数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの方に参加してもらえるよう開催場を増やす 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 コースコースコースコース コースコースコースコース ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 3 4 133.3133.3133.3133.3 92 6683 4 133.3133.3133.3133.3 1,028 651 1,679目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3 - ---- 2,355 651 3,0064 - ---- 2,355 651 3,0064 - ---- 2,355 651 3,006



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 介護予防基本チェックリストでの2次予防事業対象者、もの忘れ健診や医療機関からの紹介者からのフォローの場としての位置づけになっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 電話などで参加勧奨を行ったが、会場によっては、申し込みが少ない会場があり、地域差がみられた。参加された方のアンケート結果では、1人は出来なかったが仲間が出来て一緒に取組めた、体操など色々教えてもらえたなどの声が聞かれた。

これからの暮らし（最期のときをどうしていきたいか）を考えられるような講座の内容に重きを置いた内容にする。介護予防だけでなく、備え、認知症ケアパス（私のアルバム）の内容を盛り込んだ講座に充実していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 認知症予防だけでなく、介護予防全般についての知識や実践の場になっている（生活へ取り入れて改善している）
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）講座が長期間にわたり参加しにくい意見があったため、委託事業所と協議し、期間を短縮するプログラムの見直しを行う。また、多くの高齢者の方に参加してもらうために広報での周知を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E313 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 247 4 1 1 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,033 5,208 6,241
5,774目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10.0 - ---- 1,033 5,208 6,24110.0 - ---- 1,033 5,208 6,24110.0 -

668試行的に実施 7.3 ---- 566 5,208決算決算決算決算 検討会のみ実施検討会のみ実施 ---- 1 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
・認知症予防体制構築における検討会の実施。(医師会との会議）　年3回実施。・かかりつけ医対象の研修会の実施。・もの忘れ健診実施に意向のあった開業医（市内28か所）で、試行的にもの忘れ健診の実施。数値目標数値目標数値目標数値目標 受診率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 認知症の予防・早期発見できた割合

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 26,690
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 一次予防事業費 26,690

部局 市民部 所管課 包括支援センター 包括支援係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 認知症予防事業（認知症早期発見対応体制構築）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）認知症の早期発見・早期診断・早期対応のため、かかりつけ医での物忘れ健診やその後のフォロー体制の構築を目指す。

669区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は もの忘れ健診を通して、受診率や発見数だけを考えるのではなく、受診者のフォロー体制やかかりつけ医の機能強化も含め、認知症支援には大切な事業である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 医師会の協力のもと、健診委託料が安価で実施できている。また、受診者は無料であり費用負担がないので、受けやすい体制になっていると考える。

今後も継続し、受診率（どれだけの方が早めに出会っているか）の向上、認知症の理解のための啓発普及（結果説明では認知症の説明を医師から行っている）、フォロー体制を同時に行い、事業の効果を高めていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ・平成２５年度は試行的に実施したものの、認知症が早期に発見された方、他の病気が発見された方もおり、早めの受診となり、早期の取り組みになっている。・地域包括支援センターでの窓口相談では認知症が進行してからの相談が多く、本人の意向が分かりにくかったり、家族の介護負担が大きい状態での出会いになっている。もの忘れ健診は早期に出会い、早期に予防できる取り組みとしては１つのきっかけになっている。また、かかりつけ医（医療）と介護の連携にもなっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・平成26年度より本格的な実施の事業である。平成25年度試行的に実施した内容については、検討会にて意見交換し、受診率の向上、早期に受診できるよう対象者の変更や受診期間の延長、ポスターの設置等改善した。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



E321 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 249 4 1 3 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 830 651 1,481
1,481目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 20 - ---- 830 651 1,48120 - ---- 830 651 1,48120 -

66820 20 100.0100.0100.0100.0 830 651決算決算決算決算 20 20 100.0100.0100.0100.0 830 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
9地区民生委員児童委員協議会が主体となって、地区会館及び公共施設等この事業を適切に実施できると認められる施設において、教養講座(介護予防、認知症予防、健康づくり等のテーマ)、高齢者に適した軽体操等の実技、栄養改善に資する食提供、座談会など本事業の目的に即した内容で集いが、各地区協議会で行われている。 数値目標数値目標数値目標数値目標 開催数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 一人暮らし高齢者への集いの参加勧奨から本人の状況把握につながるため

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,183
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

介護保険特別会計 その他事業費 10,183

部局 市民部 所管課 包括支援センター 包括支援係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 高齢者ひとり暮らしふれあいの集い事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地区民生委員児童委員及び区長等の地域住民の協力のもとに、孤立解消及び閉じこもり予防としてふれあいの集いを開催するため、これらの事業の円滑な運営に必要な事項を定め、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。民生委員や区長などの地区住民が主体となって、一人暮らし高齢者の閉じこもり予防として会食を中心にした交流を開催する。

1,498区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 民生委員が地域の一人暮らし高齢者に集いへの参加勧奨をしており、民生委員にとっては本人の状況把握につながり、高齢者にとっては、人との交流の場ともなり、閉じこもり予防のきっかけとなっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 各地区民生委員児童委員協議会で、地域の実情にあった取り組みを主体的に行っている。状況把握の困難な人へも声かけにて、参加はしなくても効果はある。

孤立感の解消、閉じこもり予防として、当該事業だけでなく、地域のさまざまな場や機会を含めて、加賀市民生委員児童委員協議会が、必要な人に情報を届けられたり、つなげられたりするよう、民生委員、地域包括支援センター、介護サービス事業所等が参加できるような地域の情報共有の場を設定していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 加賀市民生委員児童委員協議会に委託し、地区の状況に応じて実施し、地域の取り組みとして根づいている。一人暮らし高齢者が介護予防等を意識することや民生委員が身近に相談できる存在であることを理解してもらい、集い開催以降も困りごとを気軽に相談してもらう機会とすることができる。民生委員が受けた相談内容で、地域包括支援センターなど相談機関と連携がもてる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）平成25年度より、加賀市社会福祉協議会から実際の支援をしている加賀市民生委員児童委員協議会に委託先を変更。委託先変更による不都合はなく、継続実施。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C401 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 248 4 1 2 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ４．高齢者の元気な生活の支援

介護保険特別会計 権利擁護事業費 258

事業番号 事務事業名 高齢者虐待防止ネットワーク形成支援事業部局 市民部 所管課 地域包括支援センター 包括支援係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地域包括ケア体制づくりの拠点としての役割・機能を担う地域包括支援センターにおいて、市及び地域住民、関係機関、専門職等が連携し、高齢者虐待の対応を行う。高齢者が尊厳を持って暮らし続けることができるよう、適切な虐待ケース支援、虐待の恐れのある状況に対する未然防止、早期対応ができる支援体制を構築していく。虐待相談事例に対するケース検討会は、権利擁護の観点でケース支援を適正に行うため、必ず実施する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 相談事例に対する虐待検討会の開催割合 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 虐待防止について、権利擁護の観点よりケース支援を適正に行うため、ケース検討会を開催する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 258
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況・居宅サービス事業所向けに『家庭内における虐待防止の手引き』活用研修会を開催した。権利擁護講演会を、市民向け・事業所向けの2回行った。民生委員（地域住民）向け虐待防止パンフレットである『地域で防ごう・なくそう高齢者虐待』を権利擁護部会の成果として確認した。また家族向けのリーフレットである『介護をかかえこまないために』を作成、配布し、活用状況の評価を行った。・地域包括支援センター内では定例会（毎週金曜日9：00～）を開催し、困難事例・虐待ケースの検討を行った。さらに、庁内だけでなく関係機関と、支援方針や役割の明確化、権利擁護の考え方について共有した。関係機関と随時ケース検討会を行った。

単位単位単位単位 %%%% %%%% ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円238 5,201
千円千円千円千円882※人件費※人件費※人件費※人件費

328 5,529214 668651 889決算決算決算決算 100 100 100.0100.0100.0100.0
- ----100 100 100.0100.0100.0100.0- ---- 679 5,201 5,880目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 5,880100 - ---- 679 5,201100

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 困難事例や虐待事例において、関係機関とケース検討会を必ず行ったことで、支援方針や役割分担を確認し、連携できた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 居宅サービス事業所向け研修会では「内容の確認を内部でしたい。」「今後も継続して権利擁護について意識していきたい。」との意見があり、今後も継続する必要がある。また、市民向けに作成した「介護をかかえこまないで」のリーフレットを見た介護者から相談があり、家族支援につながったケースがあった。

・居宅サービス事業所従事者に対する研修会は継続して実施することが重要である。・庁内の他部署の職員、専門職だけでなく、地域住民（民生委員、区長、警察をはじめ、銀行行員、コンビニやスーパーなどの店員等の本人と接する人）ともケース検討を行い、できることを考えてもらう機会を持つ。そのような機会を持つことで、権利擁護に関する関心を高めてもらい、虐待の早期発見や対応について、支援してもらえる人材を増やす。・家族向けリーフレットの配布や講演会の実施等は継続していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 困難事例や虐待事例は複雑化しており、個別事例を通しての連携が今後も不可欠である。そのような連携や研修会及び、様々な媒体を通して、地域住民、専門職、行政等が、権利意識・人権意識を高め、虐待の早期発見・対応の必要性を理解し、高齢者虐待の防止に努める社会の実現を目指すため、事業の継続が必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・居宅サービス事業所従事者向け研修会を、管理者向けと従事者向けの2コースでの開催とする。・地域包括支援センターで、虐待かどうかの判断や緊急性の判断を行うために、国指定マニュアルに基づき早急に対応できる体制をとる。また、個々の虐待支援計画を立案し、進捗状況を確認していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C402 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 249 4 1 3 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ４．高齢者の元気な生活の支援

介護保険特別会計 家族介護支援事業費 21,170

事業番号 事務事業名 認知症ケア普及事業部局 市民部 所管課 地域包括支援センター 包括支援係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指して、市民が認知症の正しい知識を持ち、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する人を育成することにより、市民・事業者・行政が一体的にネットワーク化を推進し、認知症の人を支える地域の支援体制を構築する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 認知症サポーター養成講座受講者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 地域の認知症に対する理解が深まるよう、認知症の正しい知識を持つ市民の数を増やす
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 21,170

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況認知症の正しい知識等を市民に伝える講師役である「キャラバンメイト」を養成し(40名養成）、認知症の人や家族を支援する市民である「認知症サポーター」養成講座を町単位、企業、公的機関等で13回開催した。キャラバンメイトの活動としては、サポーター講座だけでなく、圏域毎に必要な取り組み（小学校との連携、町の祭りに参加しての啓発普及など）を話し合い実施している。本事業は、南加賀認知症疾患医療センターに委託し、実施している。
単位単位単位単位 人(累積）人(累積）人(累積）人(累積） 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円632 5,208

千円千円千円千円5,613※人件費※人件費※人件費※人件費
839 6,0474,945 668651 1,283決算決算決算決算 2000 2277 113.9113.9113.9113.9

- ----2200 2718 123.5123.5123.5123.5- ---- 839 5,208 6,047目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3000 6,0473600 - ---- 839 5,2083300



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 認知症は関心の高さはあるものの、まだまだ正しく理解されていない現状(偏見や誤解）あるため、地道に認知症の正しい理解の啓発普及は必要である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 圏域毎にキャラバン・メイトが地域に応じたサポーター養成を実施しており、養成数は増えている。(累積2718名）また、認知症サポーター養成講座には該当しないが、様々な場面(祭りの参加など）で認知症について普及している。

・今後は、地域で理解し、認知症の人と家族を支える人材育成の一環として、地域ケア会議(個別ケースからの啓発普及）、養成講座後の勉強会など継続して実施していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ・認知症の正しい理解ができる場や関心が高まっており、認知症サポーター数も増加している。本事業で認知症の正しい理解の普及の場になっている。・認知症サポーター養成講座は1回のみの開催で、教養講座に終わってしまっている。認知症を正しく理解するためには、継続して学ぶ場や認知症の人とのかかわりの場が必要であるため、継続実施の企画を行う。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・認知症サポーター養成講座後のアンケートの内容は、感想だけでなく、意識の変化や継続して支援してくれる人材発掘の機会としても意識した内容とする。また、認知症の人と触れ合う機会や継続して勉強会をしていく仕組みとして住民の人材育成の機会とする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C404 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 248 4 1 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 16,925 20,832 37,757目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6,000 37,7576,000 - ---- 16,925 20,8326,000決算決算決算決算 3,400 5,668 166.7166.7166.7166.7
- ----3,600 5,629 156.4156.4156.4156.4- ---- 13,504 20,832

千円千円千円千円46,600※人件費※人件費※人件費※人件費
16,925 37,75713,200 33,40020,832 34,336

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況・高齢者の相談窓口として、初期相談（電話、訪問、来所）を実施。地域の課題を解決するため各機関との連携や相談の対応を行っている。・高齢者が住み慣れた地域で継続した暮らしができるよう、必要な援助やサービス提供を行なうことを目的に、地域における保健福祉活動からみた生活課題を整理し、効果的な各種サービスや地域ケアの総合調整を行なう場として、地域包括ケア会議を設置している。・地域包括ケア会議は、4つの各部会（認知症、ケアマネジメント、権利擁護、介護予防）の検討事項を整理し、総合調整を行なっている。（全体会年3回実施）
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 地域包括支援センター相談件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 切れ目のない相談支援件数を増やす。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 35,457

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

介護保険特別会計 総合相談事業費 35,457

事業番号 事務事業名 総合相談事業部局 市民部 所管課 地域包括支援センター 介護予防係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市内の６５歳以上の高齢者及びその家族を対象に、保健師,主任介護支援専門員、社会福祉士等により、初期相談の対応を行い、今後の支援方針等をともに考える。また、その多くの相談内容等から見えてくる地域の課題を整理するため、介護保険事業所や関係団体とも会議をもち、課題の解決や地域のネットワーク構築についての協議を行う。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ４．高齢者の元気な生活の支援



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

市民や民生委員等の関係者に高齢者の窓口として広く周知徹底を行い、初期相談の対応（電話、訪問、来所）行ない、地域コ―ディネーターを設置し、情報と課題共有のための個地域ケア会議を開催し、高齢者等への相談しやすい支援体制を推進していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 初期相談の述べ件数５,６２９件、継続的に関わっている要支援者や二次予防対象者の支援相談件数は３,４０６件であり、合計９,０３５件(H２４：８,２２６件）初期相談は横ばい、要支援者や二次予防対象者の支援相談件数は増加している。これは二次予防対象者に対してのアプローチを強化し訪問、電話等を行ったためと思われる。初期相談の実人数は１,２０７人（１０３％増）である。特に民生委員：４８人（１２０％増）事業所等：２１８人（１２０％増）からの相談は増えている。事業所の内訳としては、市役所他課、警察、知人、区長等であり、相談機関の数は増えていると思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・地域包括ケア会議で4つの部会の取組みの共通課題として、専門職に対しての啓発普及の体系化と地域で暮らすための心構えとしての市民の啓発普及があげられた。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・昨年度事業の継続をしていく。高齢者だけでなく家族の問題も大きく関与し、複合的な問題が多くなっているため、市役所関係他課等と連絡会を開催し連携強化を図る。また、包括内部での定例的にケース検討会等を開催し、相談担当者の資質向上に努める。・地域包括ケア会議として、4つの部会で共通課題の取組みを継続して行い、地域生活支援として必要な連携と取組みの展開を行なう。具体的には、市民と専門職とともに連携できる拠点づくりと地域コーディネーター設置や必要な社会資源の開発を地域の特性を踏まえた地域での展開できる体制構築について地域包括ケア会議で検討していく。中期的な計画及び目標中期的な計画及び目標中期的な計画及び目標中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 初期相談、継続相談件数は増加している。また、相談経路の幅も拡大しており市民全体の高齢者の相談窓口として周知度も高まっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 高齢者の窓口件数の合計延べ件数が９,０３５件と増加し、二次予防対象者に対しての相談件数も増加し、初期相談で予防事業やインフォーマルサービスの情報提供することで、認定の増加や重症化の予防につながる。



C101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 60 2 1 12 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地区のまちづくり活動を活発化し、住民の参画、住民自治を促す。まちづくり事務局に安定的な財政支援を行うことで、住民自治の礎となるひとづくりを行っている。 まちづくり活動を支援するものとして機能しているため、まちづくり運動助成活動費と分離することは難しいため、まちづくり活動に参加する延べ参加者数が、市民がまちづくり活動に年2回参加することを基準とする。（まちづくり活動助成と同様の基準）

37,335区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

    会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 １．各地区の特色を活かした市民主導のまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 市民の知恵を活かす政策先進都市事業番号 事務事業名 まちづくり事務局助成部局 地域振興部 所管課 まちづくり課 まちづくり係

一般会計 まちづくり運動助成費 79,016
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 79,016

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況２１地区２９名の事務局職員に対して、まちづくり推進協議会の活動に必要な事務局費(事務局職員の賃金や電話の基本料等）などの基本的な活動費を助成している。事務局の仕事としては、市役所助成申請書や報告書等の作成はもとより、各事業を行うに当たって人材や組織と連動して、実際に事業化する際の、地域住民への周知業務や事業に必要な資材等の購入の予算管理等を行っている。これらの活動を通じて地区の自治機能が構築され、様々な人材や組織の集約がされるようになっている。数値目標数値目標数値目標数値目標 まちづくり活動参加者の延べ人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市民が2回まちづくりの事業に参加する。総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 143,904 142,230 98.898.898.898.8 33,995 3,340143,222 133,983 93.593.593.593.5 33,771 3,255 37,026目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 143222 - ---- 33,785 3,255 37,040143222 - ---- 33,785 3,255 37,040143222 - ---- 33,785 3,255 37,040



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 各地区まちづくり推進協議会事務局職員が、まちづくり事業が円滑に運営できるように活動し、事務局職員の運営能力なしでは事業がないたたないほどになっているため有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 事務局職員の事業運営能力によって、地区のさまざまな人材や組織や地区の必要とする事業を行えていることから、費用対効果は高い。

　各地区まちづくりの事務局は、まちづくり活動と市との連絡調整役を担っていることから、事務局会議等を開催するなかで、まちづくり業務の円滑な活動や市との連絡調整を行っていけるように、事務処理に関する能力をより一層ブラッシュアップできるよう、まちづくり課としても協力していきたい。その中でまちづくり活動をささえる人材の確保を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 事務局職員の事業運営能力によって、地区のまちづくり活動が円滑に行われている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　各地区がそれぞれ独自に、さまざまなまちづくり活動を行なっている。しかし地区で事業が完結してしまっている。事務局長及び事務職職員で構成する事務局会議を２カ月に１度開催し、各地区まちづくりと市との連携を図っていくなかで、各地区の事業の内容について共有化をはかり、特色のあるまちづくり活動を計画できる人物を育成する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 60 2 1 12 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地区のまちづくり活動を活発化し、住民の参画、住民自治を促す。まちづくり活動に対して助成するものとして機能している。各地区独自のまちづくり活動が行われるようになってきている。まちづくり活動に参加する延べ参加者数が、市民がまちづくり活動に年2回参加することを基準とする。

49,066区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 １．各地区の特色を活かした市民主導のまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 市民の知恵を活かす政策先進都市事業番号 事務事業名 まちづくり活動助成部局 地域振興部 所管課 まちづくり課 まちづくり係

一般会計 まちづくり運動助成費 79,016
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 79,016

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況21地区に対して、大まかに分類すると地区の福祉・環境・防犯防災・学習レクレーション等のような活動を支援する一般活動費（地区の世帯数を基本とする。）と、もう一つは地域の広報を発行するための広報発行費（世帯数と発行部数にを基本とする。）の２つを基本に支援している。これらの活動助成によって、具体的には各地区でクリーンディ・敬老会・防災訓練・文化祭や体育大会等の様々なまちづくりの事業が行われている。数値目標数値目標数値目標数値目標 まちづくり活動参加者の延べ人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市民が２回まちづくりの事業に参加する。総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 143,904 142,230 98.898.898.898.8 45,726 3,340143,222 133,983 93.593.593.593.5 42,873 3,255 46,128目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 143,222 - ---- 45,151 3,255 48,406143,222 - ---- 45,151 3,255 48,406143,222 - ---- 45,151 3,255 48,406



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 各地区まちづくり推進協議会が、さまざまな事業を行うことで地区の住民のコミュニケーションが活発に行われている。これまで地区住民によるまちづくり活動を支援することで、地域自治の基盤ができてきていることから、有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 地域に密着した事業を実施していることからも、地域住民が何らかの形で参加している活動である。事業の対象が地域住民であることから、市民満足度を含めて費用対効果も高い。

　相互の事業内容を共有することで、独自のまちづくり活動計画を作成し、自主性と責任をもって活動に取組めるような形を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） まちづくり活動を通じて地区のコミュニケーションが広がり、地域独特のさまざまなまちづくり活動が行われてきている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）各地区がそれぞれ独自に、さまざまなまちづくり活動を行なっている。しかし地区で完結しているため、各地区まちづくりがおこなっている事業についてお互いに情報を交換するような仕組みがない。各地区で行われているまちづくり事業の情報交換の手段の一つとして今年度より各地区の事例集を作成していきたい。事例作成を継続するなかで、各地区が情報を共有できるようにしていきたい。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 60 2 1 12 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
3,023目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- -

-20 12 60.060.060.060.0 2,372 651決算決算決算決算 - - ---- - 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 地区地区地区地区 地区地区地区地区 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
地域対応への助成という事業を新設したが、実際に申請されたのは20地区中12地区であり、申請された事業のうち10地区が前年度からの継続事業で、新規事業は山代温泉地区の児童家庭支援（こどもの貧困・ヘッドスタート）と塩屋地区の緊急医療体制のとりくみエマジェンシー・ファースト・レスポンダー事業の２地区のみであった。数値目標数値目標数値目標数値目標 申請事業率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 地域対応事業を立ち上げることで、地域の活性化をはかる。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 79,016
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 まちづくり運動助成費 79,016

部局 地域振興部 所管課 まちづくり課 まちづくり係視　点視　点視　点視　点 市民の知恵を活かす政策先進都市事業番号 事務事業名 地域課題への対応事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 １．各地区の特色を活かした市民主導のまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　各地区の世帯数に応じて助成している一般活動費上限は、地区の規模により決まっている。事業目的や内容主体のまちづくりの助成を求める意見に基づいて地域課題への対応事業を立ち上げた。まちづくり活動費の10％を削減して、今回の地域課題への対応事業の助成にあてることとした。各地区まちづくりから、地域課題への対応の事業助成の申請率を事業の達成値とする。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 事業の目的や内容を主体とするまちづくり助成事業として地域課題への対応事業を立ち上げたが、新規事業が少なく、応募のあった事業も継続事業が多く有効性は低いと思われる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は まちづくり推進協議会事務局の事務的な負担が大きくなったが、活性化につながらなかったことから費用対効果は低いと考えられる。

平成25年度をもって事業を廃止とする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 負担が増加したが、効果はあまりなく、活動費ももとに戻しているため、いままでのまちづくり活動を維持できることから廃止する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
まちづくり活動費の水準ををもとに戻していることから、今回の取り組みを含めたまちづくり活動が維持できる。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 13 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 1,126 9,765 10,891目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 600 7,217650 - ---- 707 6,510650決算決算決算決算 850 529 62.262.262.262.2
- ----850 740 87.187.187.187.1- ---- 598 6,510

千円千円千円千円10,478※人件費※人件費※人件費※人件費
707 7,2172,409 8,0699,765 10,363

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況都市宣言10周年に合わせて「第3次加賀市男女共同参画プラン」を改定。男女共同参画週間中は市役所ロビーにパネルを展示し、啓発に努めた。男女共同参画都市宣言10周年事業として「都市宣言10周年記念講演会」および「男女未来づくり会議」を開催。そのほか、啓発講演会の開催や、石川県男女共同参画推進員と連携してモデル地区やその他支援地区でリーフレットの配布等啓発活動を行った。情報誌「い･Call」を年4回発行し、さらなる啓発に努めた。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 講演会等の参加人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの市民に講演会等の場に参加して頂き、意識の醸成を図る
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 598

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 男女共同参画費 598

事業番号 事務事業名 男女共同参画推進事業助成部局 地域振興部 所管課 まちづくり課 男女共同参画係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）講演会や講座などの開催、モデル地区での啓発活動等を行い、多くの市民に参加していただき、男女共同参画社会実現へ向けての意識の醸成を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_人づくり施　策施　策施　策施　策 ２．男女共同参画の推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

市民の方々に講演会やモデル地区での啓発活動を通し、男女共同参画についてより関心を持ってもらえるなよう施策を検討し、男女共同参画社会の実現を目指して更なる啓発を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業を通し、男性も女性も互いにその人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現や侵害・差別のない社会を目指すための関心も高まってきているが、一方で差別問題なども存在している現状である。今後も人権尊重や男女共同参画社会の実現を目指し事業を継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）昨年度事業の継続と、より男女共同参画に関心を持ってもらえるような講習会等（特に若年層に向け）を計画し、人権教育の推進を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 講演会・リーフレットの配布などを行い、市民全体の認知も高まっている。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 昨年度の講演会等参加者は目標を超え、参加者のアンケート結果では講演会の内容が「非常に良い・良い」と答えた人が約８割、「男女共同参画の認識が大変深まった」と答えた人が約３割と、市民の認知や関心も高まり、費用対効果はあった。



D101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 119 4 2 2 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市・市民・事業者が一体となって、ごみのポイ捨て、飼い犬・飼い猫のふんの放置、路上喫煙のない、観光都市加賀市の美しいまちづくりを推進し、良好な生活環境を確保する。

700区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_自然環境施　策施　策施　策施　策 １．ガーデン・シティ構想を推進します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ポイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業部局 地域振興部 所管課 環境課 生活環境係

一般会計 環境美化推進費 12,978
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 12,978

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況事業の目的や理念を市民・事業者に周知するため、次の事項を実施した。・各世帯への啓発チラシ配付（広報かが折込）　・啓発看板の掲出（市役所本庁舎）・啓発ポスターの掲出（公共施設・各町掲示板）　・街頭啓発（アビオシティ・イオン・エコフェスタ）平成25年12月に加賀温泉駅前区域を「ポイ捨て等防止重点区域」に指定し、違反行為者に過料を科す（平成26年3月から適用開始）こととした。12月から2月まで重点区域指定の周知を行い、3月に市職員による啓発指導を行いっている。また、平成26年１月からシルバー人材センターへ委託し「ポイ捨て等防止重点区域」における啓発、調査及びゴミ回収業務を行っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 清掃ボランティア人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉駅前清掃の参加者数及びボランティア用ごみ袋の使用者数から事業の普及度を測る。総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 1100 1095 99.599.599.599.5 32 6681150 1140 99.199.199.199.1 1,991 1,953 3,944目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1200 - ---- 600 651 1,2511250 - ---- 600 651 1,2511300 - ---- 0



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 観光都市である本市において、ごみのポイ捨て、飼い犬・飼い猫のふんの放置、路上喫煙のない、美しいまちづくりを推進することは、そこに住む人のみならず訪れる人へのおもてなしにもつながることから、その有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 「ポイ捨て等防止重点区域」として、ごみのポイ捨てなどの違反行為を知らせる路面標示やポスターの設置をおこなった加賀温泉駅前では、設置前と比較し、違反行為の現認件数が減少しており、費用に見合った効果が得られている。

各種団体・事業者や市民などと協働し、ポイ捨て等の見回りを含めた啓発・清掃ボランティア活動を促進し、市全域でポイ捨てされにくい環境を作る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 条例の制定及びポイ捨て行為等の規制について、市民・事業者等から概ね好意的な理解を得ている。また、加賀温泉駅前区域をポイ捨て等防止重点区域化したことにより、周辺事業者の環境美化に対する意識が高まるとともに、タクシーや旅館送迎車の運転手の喫煙マナーが向上した。引き続き、市民・事業者と協働した啓発キャンペーンや清掃活動の実施により、ポイ捨て等のない美しいまちづくりに向けた理解の醸成を図る。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民・事業者の環境美化意識の高まりが停滞しないよう、街頭啓発やチラシ配付を継続して行う。新たな「ポイ捨て等防止重点区域」の指定については、加賀温泉駅前区域における成果を見ながら検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 119 4 2 2 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 660 651 1,311
1,269目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 2850 - ---- 660 651 1,3112900 - ---- 660 651 1,3112950 -

6682800 2700 96.496.496.496.4 618 651決算決算決算決算 2750 2750 100.0100.0100.0100.0 912 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
6月16日（日）に、市内9会場において市民ボランティアによる海岸一斉清掃を実施し、約9.8トンのごみを回収した。 数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加者数から海岸保全に対する関心の度合いを測る。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 12,978
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 環境美化推進費 12,978

部局 地域振興部 所管課 環境課 生活環境係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 クリーンビーチインかが開催

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_自然環境施　策施　策施　策施　策 １．ガーデン・シティ構想を推進します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市内海岸の景観を良くするとともに、海岸利用時の安全性・快適性を高める。市民の海岸保全意識を高めるとともに、海岸に大量の廃棄物が漂着する現状を認識する。

1,580区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 市内各地域から多くの市民等がボランティアとして参加しており、環境美化に対する意識醸成に高い効果がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 海岸利用者が増加する夏季の手前に実施することにより、海岸利用の安全性・快適性を高められている。また、市民ボランティアによる作業であるため、清掃委託料などの費用がかからない。なお、H25年度から、清掃業者の申し出により、回収したごみの運搬作業が無償ボランティアとなり、事業費の負担も減少した。費用対効果は非常に高い。

20代、30代の参加者が少ない。幅広い世代からの参加するオール加賀の活動を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 毎年、大量のごみが回収され、市内海岸の景観保全につながっている。恒例の海岸一斉清掃事業として市民に定着しており、今後も継続して実施する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
事業を継続して行うため、市民の海岸美化に対する関心を保つとともに、事業の参加者数を維持する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



D103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 119 4 2 2 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地元住民による自主的な海岸清掃活動を支援し、海岸の環境を保全する。

857区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_自然環境施　策施　策施　策施　策 １．ガーデン・シティ構想を推進します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 海岸清掃助成部局 地域振興部 所管課 環境課 生活環境係

一般会計 環境美化推進費 12,978
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 12,978

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況海岸の環境保全を目的に毎年、海岸清掃活動等を実施する下記の団体に対し、区域内にある海岸の清掃活動に要する経費を補助金として交付した。
数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加者数から一部町民だけでなく町全体で取り組んでいるかどうかを測る。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 450 435 96.796.796.796.7 189 668460 453 98.598.598.598.5 243 651 894目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 470 - ---- 230 651 881480 - ---- 230 651 881490 - ---- 230 651 881

団体名 清掃場所 補助対象経費 補助金額 補助率塩屋地区まちづくり推進協議会 塩屋海岸片野町 片野海岸 定額必要と認める経費団体等の区域内にある海岸の清掃活動に要する経費



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 海岸入口から比較的遠方まで広範囲にわたり清掃を行うため、海岸の景観が良好になり、その有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 補助額は、使用する機材ごとに単価が定められている。単価は、機材ごとに市況を勘案して定めており、事業を行う上で妥当な額を補助している。費用に対する効果は妥当である。

海岸に接する各地域において、地域住民による自主的な清掃活動の定着を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 補助金を交付した地区においては、清掃活動が毎年恒例の活動として定着しており、海岸面積は広いが計画どおり清掃活動が実施された。また、地元の海岸を愛護する意識も高く、活動の継続が見込めることから、引き続き補助金の交付により活動を支援することが妥当である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）自主的な清掃活動を行っていない地区についても、これから活動を行う意向があり、継続が見込める場合は、補助金の交付を検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D105 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 121 4 2 3 2 16②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）平成22年度第3回ラムサール条約湿地候補地検討会において、既登録湿地（片野鴨池）と一体的に保全していくことが望ましい周辺水田として大聖寺川流域から柴山潟及び周辺地域が取り上げられたことを受け、柴山潟及び周辺水田のラムサール条約への追加登録をはたらきかけるとともに柴山潟流域の環境保全を推進する。

7,232区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_自然環境施　策施　策施　策施　策 １．ガーデン・シティ構想を推進します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ラムサール条約登録範囲拡大事業部局 地域振興部 所管課 環境課 環境政策係

一般会計 湿地保全対策費 9,415
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 9,415

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況・柴山潟及び周辺水田の水生植物等の生息状況を調査。ラムサール条約の登録基準との適合について評価を行った。・国、県、国内ＮＧＯ等に働きかけるためプロモーションDVD「冬鳥が宿るまち」を制作。・トモエガモの餌場であるふゆみずたんぼの拡大を図るため、柴山潟周辺の農業者・市民等を対象に湖北地区会館で「ふゆみずたんぼフォーラム」を開催。・ふゆみずたんぼ拡大を図ることを目的に外部アドバイザーによる農業者や環境ボランティア等へのヒアリングを踏まえた指導・助言。数値目標数値目標数値目標数値目標 ふゆみずたんぼを実施する農業者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 ふゆみずたんぼの増加にともないトモエガモの飛来数も増加する 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 0 0 ---- 3,892 3,3405 2 40.040.040.040.0 9,414 3,255 12,669目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5 - ---- 15,147 3,255 18,4025 - ---- 15,000 3,255 18,2555 - ---- 15,000 3,255 18,255



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 片野鴨池に飛来するガンカモ類の保全につながるとともに、市民の環境保全意識の誇りの醸成につながることから、その有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 国際条約への登録であり、その情報発信の効果は大きい。また、ガンカモ類の餌場の確保を図る環境保全型農業の普及により農家の処遇改善も期待されることから、費用対効果は高い。

柴山潟及び周辺水田について、平成３０年開催予定の第１３回ラムサール条約締約国会議でのラムサール条約追加登録を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 希少水生生物調査やプロモーションDVDの作成は今後の取組に活用できる。アドバイザーによる指導・助言やフォーラム開催などにより、「ふゆみずたんぼ」の定着に向けて農業者の協力体制が得られた。ラムサール条約追加登録に向けての取組が前進しており、今後の拡充が必要。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）片野鴨池に飛来する国指定絶滅危惧種トモエガモの餌場を確保するため、柴山潟周辺をはじめとした市内の一部の農業者に対して地域に即した環境保全型農法の技術指導やこうした農法による付加価値を高めるマーケティング及びブランド化展開の指導を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A09 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 123 4 2 6 2 4② 123 4 2 6 2 5③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 その他管理費 3,001一般会計

野鳥の自然観察等を通じ、その知識の普及、及び自然保護思想の高揚を図る。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 鴨池観察館管理（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 （公益財団法人）日本野鳥の会指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 16,440千円鴨池観察館部局 地域振興部 所管課 環境課 環境政策事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 2,152関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,153
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況ラムサール条約に登録されている貴重な湿地を活用し、自然体験プログラムや保全活動などの実施により、館の設置目的に沿った適正な施設管理を（公財）日本野鳥の会に運営委託している。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 環境教育の機会提供を目的とし、来館者を増やす。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 10000 10226 102.3102.3102.3102.3 20,473 1,332 21,80510000 9323 93.293.293.293.2 21,593 2,604 24,197目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10000 - ---- 20,675 1,302 21,97710000 - ---- 20,500 1,953 22,45310000 - ---- 20,500 1,302 21,802



18 ○ 17 △ 1 × 0
11 ○ 9 △ 2 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果個人情報の厳重な取扱いと利用予約の管理を適正に行うよう依頼した。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果ホームページの更新が滞りがちであった。フェイスブックなどの新たなツールを使用した情報発信に努めてもらいたい。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標開館30周年を迎え、施設の老朽化による修繕の必要性が高まっている。より安全で快適な施設となるよう、平成27年度には大規模改修を予定している。野鳥の観察だけにとどまらず、周囲の自然や歴史などを含めた情報発信をすることで、さらなる来館者増、環境啓発につなげていく。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 市と指定管理者とで情報交換を密に行うことで、適正な管理運営が行われた。指定管理者側の都合により、やむを得ず平成25年度末で指定管理者交代となったが、最後まで小破修繕などの管理や来館者増に向けた新たなプログラムの提供などに取り組まれた。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）開館以来、館の運営に携わってきた(公財）日本野鳥の会より指定管理者を返上したい旨の申し出があり、平成２５年度末を持って指定管理者の交代となった。次期指定管理者である加賀市総合サービス株式会社は、市内において複数施設の指定管理も受託しているため、今後は他施設との連携によるより多様な環境教育の機会が提供されることが計画されている。また、これまで館の運営をサポートしてきた地元ボランティアがレンジャーとして赴任しており、解説業務や体験プログラムの充実、地域や関係団体との連携強化による新たな事業の展開なども期待できる。



A101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 11②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
13,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- -

668220 187 85.085.085.085.0 13,000 651決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 20,000 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
主な取り組みとしては、加賀温泉郷の総合パンフレットや地図の作成、ふるさと祭り東京2014（東京ドーム）への参加、英語版キャンバスパンフの作成、加賀温泉郷マラソンやレディカガ杯（ゴルフ等スポーツイベント）への協賛及び協力、加賀温泉郷パスポートやおやつきっぷ等の着地型商品の企画販売、加賀温泉郷をＰＲするテレビ番組の作成等を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、委託事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 327,111
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光振興推進事業費 327,111

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 加賀温泉郷連携誘客促進事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）平成27年春の北陸新幹線金沢開業を見据え、加賀温泉郷全体が連携して効果的な事業を展開することで、観光誘客の促進を図る。

20,668区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 高い □ 普通 ■ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 温泉地入り込み客数が対前年比を下回った。また、行政政策の変更等に伴う方向転換が必要となるなど、スムースな事業遂行ができなかった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 加賀温泉郷をＰＲするテレビ番組や石川の重要伝統的建造物群保存地区を紹介するDVDの制作等（予算額2,000千円）を行ったが、放映エリアや販売地域がほぼ地元であったため、宿泊を伴う誘客には結びつかなかった。

加賀温泉郷全体の魅力向上に効果を発揮できるよう、事業内容の統合や廃止も含め、改善していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 加賀温泉郷パスポートは、利用できる施設を増やし、より使いやすく、お得感のあるものにしたため、売り上げが増加した。また、新たに企画したおやつきっぷは、旅行会社のパンフレット等でも取り上げられ、加賀温泉郷周遊の新たな商品として定着してきている。しかし、当事業と総合観光宣伝振興事業の整理と見直しを図り、より一層、加賀温泉郷全体の発信力を高める必要がある。   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度は加賀市観光交流機構の組織体制を見直すとともに、市内３温泉への助成事業も含めて整理と棲み分けを図り、機構への委託事業の内容を見直す。当事業と総合観光宣伝振興事業の整理と見直しを図り、より一層、加賀温泉郷全体の発信力を高めることとする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀温泉郷全体が連携して総合的な観光情報の発信や宣伝事業を展開し、また加賀温泉郷の魅力を効果的にＰＲすることで、観光誘客の促進を図る。

29,334区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 総合観光宣伝振興事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光宣伝事業費 44,409
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 44,409

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況市内３温泉とともに、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ウェブ等を使った広告宣伝、観光宣伝資料の作成、都市圏への出向宣伝、ホームページを活用した情報発信のほか、加賀温泉郷を総合的にＰＲするための事業を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、委託事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 29,000 334220 187 85.085.085.085.0 29,000 326 29,326目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 22,000 326 22,326200 - ---- 22,000 326 22,326200 - ---- 22,000 326 22,326



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市や観光交流機構がバラバラで宣伝活動を行うのではなく、当事業の中で、連携を図りながら一体的にＰＲ活動ができている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 出向宣伝や広告掲載など、市と観光交流機構が連携し、協力しながら宣伝活動を行うことによって、人件費や広告料を削減できている。

加賀温泉郷全体の情報発信に注力し、知名度の向上につながるように事業内容を改善し、事業を継続する。費用対効果や採算性などを重視して支援・指導し、観光情報の一元的な管理と効果的な発信を促す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 幅広い年代層が利用する観光情報センターのホームページにおいて、見やすさと使い勝手を追求したページデザインへの更新や最新の観光情報の提供を行い、アクセス数を伸ばした。また、大聖寺や橋立のエリアマップを作成し、温泉だけではない地域の魅力をＰＲし、加賀温泉郷全体の情報発信を行う事が出来た。   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）当事業に含まれていた３温泉での宣伝活動を、新設する三温泉観光誘客事業の中に含めることとし、当事業では、加賀温泉郷全体の情報発信に特化した事業を行うものとする。また、三温泉観光誘客事業では、従来の観光宣伝活動のほか、北陸新幹線金沢開業を意識したオリジナルの観光商品づくりなど、それぞれの個性を磨き上げるソフト事業に対し、支援を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 0 0 0
15,326目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- 0 0 0- - ---- 0 0 0- -

0220 187 85.085.085.085.0 15,000 326決算決算決算決算 - - ---- 0 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
インターネット旅行社と連携した加賀温泉郷特集の実施、加賀温泉郷統一の観光情報誌（ご当地じゃらん）の発行、都市圏に絞った情報発信（東京・日本食品館での特産品販売など）を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地入込客数を指標にすることにより、委託事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 44,409
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光宣伝事業費 44,409

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 都市圏観光プロモーション強化事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）平成27年春の北陸新幹線金沢開業を見据え、加賀温泉郷全体が連携し、都市圏における観光ＰＲ活動を強化することで、観光誘客の促進を図る。

0区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 人口が集中する都市圏に的を絞った情報発信を行うことで、総花的な情報発信よりユーザーに届く確立が高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　インターネット旅行社（楽天等）と連携し、加賀温泉郷キャンペーンに注力したことにより、宿泊客の誘導に効果があった。

新たに策定する観光戦略プランに基づき、数値目標を設置して事業を展開していく。併せて事業効果の検証も行い、内容の統合や方向転換も含め、費用対効果を高めていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 市内の観光情報を盛り込んだ、統一のパンフレットとして初めて『ご当地じゃらん』を発行した。観光施設だけでなく、旅館へも部屋置きしてもらうなど、多くの旅行者の目に触れるよう工夫した。概ね好評を得ているが、どちらかというと加賀温泉郷に来られた方への着地での情報であるため、誘客ツールとしては使いにくい。北陸新幹線で金沢まで来た人に、もう一足伸ばして加賀温泉郷へ来てもらうためには、加賀温泉郷全体をＰＲするだけではなく、ターゲットと素材を絞った事業展開にする必要がある。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度からは、都市圏観光プロモーション強化事業が廃止されるに従い、前述の改善点を踏まえ庁内に「首都圏戦略室」を新設するとともに、民間から観光専門官を迎える。その部署で首都圏あるいは北陸新幹線の沿線自治体にターゲットを絞った観光プロモーション活動を集中して行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）首都圏を中心に、関西、中京などの都市圏において、ＰＲ活動を行うことにより、加賀温泉郷の知名度の向上を図る。また、新たな観光客層の需要を開拓する。

1,066区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 都市圏出向宣伝事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光宣伝事業費 44,409
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 44,409

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況首都圏を中心に、関西、中京などの都市圏において、市長のトップセールス及び職員の出向宣伝によるＰＲ活動を行った。また、都市圏での石川県人会総会や催事等に参加し、市の紹介や特産品の提供・販売により観光宣伝を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 398 668220 187 85.085.085.085.0 409 651 1,060目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 400 1,302 1,702200 - ---- 400 1,302 1,702200 - ---- 400 1,302 1,702



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 石川県ゆかりの人々が集う石川県人会や催事での出向宣伝は、郷土の近況を聞きたい方々によって好意的に受け入れられるとともに、当地の情報を発信する格好の機会となっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 会場費などは主催者側が負担している。加えて観光ＰＲブースも無料で出展できたり、観光商談会に参加できるなど、旅費以外の費用をかけず情報発信できている。

県人会や首都圏で開催されるイベントなど有効な機会を捉えて参加し出向宣伝する。北陸新幹線開通後の落ち込みも見据え、効果的なプロモーションを展開していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） あらゆる機会をとらえて出向宣伝することにより、石川県人会はじめ、旅行会社や出版社等の担当者との信頼関係も生まれ、スムースな情報提供やマスメディアへの露出につながっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）引き続き事業を実施していく。また、次年度からは庁内に「首都圏戦略室」を新設し、民間から観光専門官を迎えることから、首都圏等にターゲットを絞った観光プロモーション活動をより積極的に行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A105 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）テレビ金沢が企画する石川県の観光振興を図るための「いしかわの観光」事業に対し、実施に係る事業費を補助する。本事業を通じて本市の効果的な情報発信を図る。

392区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 「いしかわの観光」企画事業助成部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 テレビ放送事業費 300
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 300

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況「いしかわの観光13」事業に対し、実施に係る事業費を補助した。事業内容は、①放送企画の制作放送（加賀市の魅力をテレビ金沢の夕方の情報番組内で紹介）②キャンペーンＣＭの制作放送③データ放送制作、ウェブ制作・動画配信（テレビ金沢のデータ放送に市内のイベントなどの情報を掲載等）④県内の観光に関わる方を対象としたセミナーの告知・実施数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 300 92220 187 85.085.085.085.0 300 89 389目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 300 89 389200 - ---- 300 89 389200 - ---- 300 89 389



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 本市の観光情報を発信することで、さらなる誘客に結びつけることができる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は テレビは、最も代表的な広告媒体の一つであるため、テレビを使った観光情報の発信は、効果がある。

今後もその時点で最も最適なマスメディア等と連携しながら、本市の魅力を効果的に発信し、観光誘客の促進を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） テレビ金沢が企画する「いしかわの観光」事業に対し、実施に係る事業費を補助した。本市の平成25年の県内からの入込客は、全体の20.4％を占めているため、今後も県内の方を対象とした情報発信は必要不可欠である。また、継続的に最新の情報を発信することで、県外の方へのクチコミ等へも期待できるため効果がある。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）「いしかわの観光14」事業では、ぶんぶんボウルがリポーターとして、「体験・アクティビティ」をテーマに各市町を取材し、テレビ金沢の夕方の情報番組内で放送。その他、キャンペーンＣＭの放送やテレビ金沢のホームページでの動画配信、データ放送による観光情報の発信、セミナーの告知・実施をおこなう。次年度も引き続き本事業を支援し、市内への誘客促進を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A106 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）北陸新幹線金沢開業を見据えた、県内の自治体が一体となって誘客対策を行うことで、石川県全域への観光客の誘客を図り、さらには加賀市内への誘客効果を促進させる。

1,448区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ようこそ加賀百万石の旅事業負担金部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光宣伝活動助成費 7,566
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,566

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況「ようこそ加賀百万石の旅」事業に対し事業実施にかかる経費の一部を負担した。事業内容は、北陸三県が一体となった広域での宣伝事業や県内の観光地を地元ボランティアガイドの案内で巡る旅の実施、ホスピタリティ活動、観光イメージアップ推進事業、北陸新幹線金沢開業に向けた情報発信、教育旅行の誘致推進などを実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 1,430 18220 187 85.085.085.085.0 1,322 18 1,340目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 1,322 18 1,340200 - ---- 1,322 18 1,340200 - ---- 1,322 18 1,340



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 全県あげて誘客対策を行うことで、市町単位では、困難な広範囲での事業を実施することができる。それにより他地域の観光資源を活用した誘客促進が期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 「ようこそ加賀百万石の旅」事業に対し事業実施にかかる経費の一部を負担し、県内の自治体と連携して誘客推進を行うことで、市町単独の場合よりも広範囲で事業を実施することができ、より事業の効果を高められる。

北陸新幹線金沢開業を平成27年春に控え、開業後の誘客を増やしていくために、今後も県内の自治体と連携し、積極的な情報発信や観光地としてのさらなる魅力向上を図りながら、誘客促進を推進していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成25年の温泉地の入込客数は、対前年比で3.3%の減少となっていることからも、加賀市内を訪れる観光客を増やすためには、市独自の誘客対策はもとより更なる県内の自治体と連携しながら、なお一層、今後も誘客促進を行っていくことが必要であるため負担金をによる支援は妥当である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度の「ようこそ加賀百万石の旅」事業では、北陸三県による広域宣伝や県内の観光地を地元ボランティアガイドの案内で巡る旅の実施、「おもてなし」実践の推進、教育旅行の誘致推進、新幹線対策事業等の事業を計画している。次年度も、県内の自治体が一体となり、県内への誘客、そしてさらなる市内への誘客を図るため、本事業を支援する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A107 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）多様化する旅行者のニーズに対し、県内の豊富な観光素材を的確に提供して、石川県の観光イメージアップと旅の動機付けを促進する。そのための手法として「ほっと石川キャンペーン」事業に対して支援し、より広域的な事業の実施により、広域圏での誘客が可能となり、潜在する需要を喚起する。

3,551区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ほっと石川キャンペーン事業負担金部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光宣伝活動助成費 7,566
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,566

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況「ほっと石川キャンペーン」事業の実施に係る経費の一部を負担し、市内への誘客促進を図った。事業内容は、三大都市圏誘客促進キャンペーンや石川県婦人団体協議会と香川県婦人団体連絡協議会との交流事業や合同観光ＰＲイベントを実施した石川・香川観光パートナーシップ協定推進事業、マスメディアやイベント等を活用した情報発信などを実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 3,533 18220 187 85.085.085.085.0 3,533 18 3,551目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 3,533 18 3,551200 - ---- 3,533 18 3,551200 - ---- 3,533 18 3,551



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 全県あげて誘客促進をおこなうことで、市町が単独で実施するよりも、高い効果が期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 「ほっと石川キャンペーン」事業に対し事業実施にかかる経費の一部を負担し、県内の自治体と連携しながら誘客対策を行うことで、市町単独で事業を実施する場合よりも、より高い効果を得ることができる。

今後も県内の自治体と連携し、積極的な情報発信や観光地としてのさらなる魅力向上などの効果的な誘客対策を図りながら、誘客促進を推進していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成25年の温泉地の入込客数は、対前年比で3.3%の減少となり、関東、関西、中京からについても、2.1％の減少となった。この様なことから全体の約半数を占めているこのエリアへ向けた、積極的な観光宣伝等の誘客対策は必要不可欠であるため、負担金による支援は妥当である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度の「ほっと石川キャンペーン」事業では、三大都市圏誘客促進キャンペーンや石川・香川観光パートナーシップ協定推進事業、日本旅行業協会タイアップキャンペーン事業、マスメディア等を活用した情報発信などの実施を計画している。次年度も引き続き本事業を支援し、本市への誘客を促進していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A108 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）石川県の文化や魅力を全国に伝え、本市の観光と産業の振興発展に寄与し、ひいては観光誘客を促進する。本物産展は、石川県の工芸品や特産品の展示・即売、観光資源の紹介等をおこなう催事である。

98区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 石川県の観光と物産展負担金部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光宣伝活動助成費 7,566
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,566

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況本事業では、石川県物産協会が全国各地でおこなう物産展に係る経費の一部を負担する。平成25年度は、計4展（札幌東急展、横浜京急展、日本橋三越展、大分トキハ展）に係る経費の一部を負担し、本市の伝統工芸品、名産品や観光情報を全国に発信し、観光誘客の促進を図った。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 80 18220 187 85.085.085.085.0 80 18 98目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 100 18 118200 - ---- 100 18 118200 - ---- 100 18 118



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 本市の伝統工芸品、名産品や観光情報等を全国に発信することで、観光誘客の促進が期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 石川県物産協会が実施する物産展に係る経費の一部を負担し、物産展に出展することで、本市の伝統工芸品、名産品や観光情報等を同時に全国に発信でき費用に対する効果は妥当である。

今後も日本各地で開催される催事等を活用し、日本全国に本市の魅力を発信し、観光誘客を促進していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成25年度は、本市の事業所が本物産展4展に参加し、日本各地で魅力ある伝統工芸品、名産品や観光情報等の発信を行うことで、本市への観光誘客の促進を図れ、負担金による支援は妥当である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度も県内の歴史・食材・料理・温泉などの文化や魅力を全国に発信するため、日本各地で計５展の物産展の開催が計画されている。本市としても、引き続き、本物産展の実施を支援することにより、本市の伝統工芸品・名産品・観光情報等を全国に発信し、観光誘客の促進を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A109 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）本県の工芸品や物産・特産品の販売や観光情報の提供を行うアンテナショップを運営することにより、県内物産品業界の販路拡大を促進するとともに、本県の観光情報等の発信機能の充実を図り、首都圏からの観光客の誘客増に繋げる。

1,686区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 首都圏アンテナショップ負担金部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光宣伝活動助成費 7,566
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,566

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況首都圏で、石川県の工芸品や物産・特産品の販売や観光情報の提供を行うためのアンテナショップ、石川県観光物産ＰＲセンター「加賀・能登・金沢　江戸本店」に対し、運営に係る事業費を負担した。物産品業界の販路拡大を促進するとともに、観光情報発信機能を充実させることで、首都圏からの観光客の誘客を図った。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、支援事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 1,631 55220 187 85.085.085.085.0 1,631 89 1,720目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 3,552 89 3,641200 - ---- 5,126 89 5,215200 - ---- 5,126 89 5,215



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 首都圏でアンテナショップを運営することにより、首都圏での工芸品・物産品等の販路拡大と観光情報の発信拠点としての役割を期待することができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 石川県観光物産ＰＲセンターの運営を支援することで、首都圏での販路拡大や観光情報発信機能強化の効果を得られ、首都圏からの誘客に繋げることができる。そのため、運営費の負担に対する効果は妥当である。

平成27年春の北陸新幹線金沢開業を見据え、開業後の誘客を促進するため、首都圏への観光情報の発信強化や各種イベント等を活用した誘客対策は必要不可欠である。平成26年度には、部内に首都圏戦略室を新設、民間から観光専門官も迎え、効果的な事業を行っていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 石川県観光物産ＰＲセンターの運営に係る事業費の内、1,631千円を負担した。次年度は、機能強化のため本アンテナショップの移転が計画されている。本市としても、平成27年春に迫った北陸新幹線金沢開業に向け、首都圏への誘客対策は必要不可欠であるので、本事業への支援を強化していく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）北陸新幹線金沢開業を機に本アンテナショップの移転計画が進められている。現在のアンテナショップは、平成26年6月末までの営業を予定しており、新アンテナショップのオープンは、平成26年10月上旬の予定である。新アンテナショップは、現在のものと比べ、人通りが多い大通りに面しており、目につきやすいことから、より多くの立ち寄り客が期待できる。また、他県のアンテナショップが集積するエリアに位置し、相乗効果が見込まれるほか、生鮮食料品等を含む県内の特産品を従来より幅広く取り扱えるようになるため、より多くの集客が期待できる。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A110 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 2 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,000 18 1,018
1,018目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 1,000 18 1,018200 - ---- 1,000 18 1,018200 -

18220 187 85.085.085.085.0 1,000 18決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 1,000 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
市は、本機構の構成員であり会費の負担が必要であることから、平成25年度は1,000千円負担した。実施事業の内容は、①会員の拡大、②組織の機能強化、③観光誘客交流事業(旅行商品の企画・販売、観光ニーズ調査や観光資源の磨き上げ、観光情報発信）、④加賀市からの委託事業の実施である。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、支援事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,566
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光宣伝活動助成費 7,566

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 加賀市観光交流機構会費

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）一般社団法人加賀市観光交流機構は、平成22年12月に新しい時代の観光地づくりを進める事を目的として設立された。本機構は、観光事業者はもとより、行政や農業や漁業、地場産業などの関連産業、市民活動団体や周辺地域とも連携し、多彩な地域資源や素材を活かした観光商品づくりや、情報の発信・誘客を行うことから、市としてもその構成員として参加し、運営を支援することにより、加賀市の観光推進を図る。

1,018区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 本機構は、市内の観光事業者はもとより農業や漁業、地場産業などが会員となり連携しながら情報を収集・提供することができるため、多彩な地域資源を活かした事業を実施できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 本機構は、会員の拡大や組織の強化を図っており、市も構成員として会費を負担し、本機構と連携することで、各自が単独で事業を行うよりも、より高い効果を得ることができる。

平成27年春に迫った、北陸新幹線金沢開業後の誘客を増やしていくため、今後も市と本機構が一体となり、効果的な観光施策を行っていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 観光誘客のため、旅行商品の企画・販売、観光資源の磨き上げ、観光情報の発信が行われた。引き続き、観光客の増加を図るため、本機構と連携しながら観光施策を行ったが、うまく機能しなかった部分があり次年度に向け見直しを行う。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度も引き続き、本機構の構成員として、本機構の運営を支援していく。会費の負担額は、前年度と同額の1,000千円を予定している。次年度も市と本機構が連携しながら、誘客事業や地域づくりに向けて積極的に効果的な事業を進めていくが、市、加賀市観光交流機構と三温泉観光協会の役割分担を明確化し、それぞれの事業内容の棲み分けを行う等機構の見直しを行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A111 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市内での宿泊を伴うコンベンションの開催を促進し、誘客を図る。

10,801区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 コンベンション誘致助成部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 コンベンション誘致推進助成費 10,002
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,002

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度は、88件のコンベンション開催に対し助成をおこなった。コンベンションの参加者数は、16,572人で、市内での延べ宿泊者数は、14,924人だった。助成内容としては、市内で50人以上の宿泊を伴う、市内及び近隣市町で開催されるコンベンションに対して、1人あたり、学会：700円、その他：500円（大会・総会・会議・研修会・講習会・セミナー・シンポジウム・見本市・イベント等）、合宿・修学旅行：1,000円の助成金を交付することで、コンベンションの誘致を図った。なお、国際的規模のコンベンションにおいて、国外居住者に対しては、１人あたり、学会：3,000円、その他：1,000円の助成金を交付することで、海外からの誘客を促進した。数値目標数値目標数値目標数値目標 助成件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 助成件数を指標にすることにより、誘致状況を測定する指標とする。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 45 73 162.2162.2162.2162.2 10,133 668100 88 88.088.088.088.0 10,002 977 10,979目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 90 - ---- 10,000 977 10,97790 - ---- 10,000 977 10,97790 - ---- 10,000 977 10,977



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 本事業において、平成25年度はコンベンション開催に係る14,924人が市内で宿泊し、対前年度比で9.7%の増加となった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 市内での宿泊を伴うコンベンションの開催に対し補助することで、コンベンションの誘致と誘客に繋げることができるので、本事業は誘客促進に効果的である。

北陸新幹線金沢開業を機に、今後、県内でのコンベンションの開催の増加が予想される。コンベンション参加者の宿泊を本市に誘導するためにも本事業を継続し、誘客促進を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 近年、本制度における助成件数は増加傾向にあり、平成25年度は対前年度比で20.5%の増加となった。誘客の直接的な施策であり、コンベンションの誘致に繋がっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）さらなるコンベンションの誘致と誘客のため、次年度も引き続き本事業を実施していくが、本年度、実施した旅行業者への助成を次年度は行わないため、予算を4,000千円減額し、10,000千円とした。（平成25年度予算：14,000千円）   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A112 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 11②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀市全体をキャンパスと見立て、普段、大学のキャンパスでは得られない多様な体験ができることから、大学のゼミ研修等を誘致する。口コミでの加賀温泉郷のＰＲや将来的なリピーターにつなげる。

1,981区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 １．ＰＲを強化します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 観光フィールド大学開催事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光振興推進事業費 327,111
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 327,111

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況合計９大学、86名（先生含む）のゼミ合宿、体験活動を受け入れた。下記大学からの参加者に対し、１泊につき2,000円の宿泊助成を行った。
数値目標数値目標数値目標数値目標 受け入れ大学等の数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 受け入れ大学等の数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 6 6 100.0100.0100.0100.0 645 1,3367 9 128.6128.6128.6128.6 578 1,302 1,880目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5 - ---- 1,900 1,302 3,2025 - ---- 1,900 1,302 3,2025 - ---- 1,900 1,302 3,202

大学名 受入期間 人数 大学名 受入期間 人数北陸カレッジ（金沢大学・神戸松蔭女子学院大学） 8/27～8/28 16 東海大学 9/12～9/14 15金沢星稜大学 8/7～8/8 3 東京大学 9/17～9/21 5亜細亜大学 9/2～9/5 14 筑波学院大学 9/18～9/20 6松蔭大学 9/10～9/12 10 高崎経済大学 9/21～9/23 17



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 加賀温泉郷という名前を聞いたことがないという多くの学生に対して加賀市の魅力を伝える機会となっていること、また観光施策の参考ともなる学生の意見や感想を聞ける機会ともなっていることの有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 加賀市までの交通費は参加者に自己負担してもらっている。市内での宿泊を受け入れの条件としており、概ね２泊から３泊に渡る宿泊費（市からの助成費除く）や滞在中の飲食、土産品等の購入等により直接的な経済効果がある。

大学のゼミ研修のほかにも、留学生や企業研修生等を受け入れるなど、利用拡大を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 初めて加賀市を訪れる学生がほとんどであることから、知名度の向上と来訪の機会の創出に貢献している。また、一度受け入れた大学の先生と信頼関係を築くことによって、継続した受け入れと、先生同士のネットワークによる新規受け入れにつながる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）引き続き、加賀市に来たからこそ学べるオリジナルな現地学習機会の提供に注力していく。また、学生自らがSNS等を利用して加賀市の良さをＰＲしてくれるよう、一人ひとりの満足度を高めていく。海外留学生や企業研修生等の受入れを目指し、周知方法等を検討していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 6②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）温泉地の個性を磨くことによって賑わいを創出し、地域経済の活性化を図る。市内三温泉（片山津、山代、山中）において、それぞれの観光協会が行う観光地づくりのための事業に対し支援する。

25,336区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 観光地ブランド化推進事業助成部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光地活性化推進費 24,000
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 24,000

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度の主な取り組みとしては、片山津温泉が「加賀片山津温泉街湯」の開業を踏まえ、屋形船の活用など柴山潟周遊の商品開発や町なかでのイベント実施、山代温泉は古総湯を中心とした「湯の曲輪まつり」などの賑わい創出事業、山中温泉は「大鍋のふるまい」や１か月間に及ぶ「山中温泉芭蕉祭」などを実施した。他にも、外国人観光客の受け入れに関するソフト事業が行われ、県１／３、市１／３、地元１／３の負担割合で、県とともに支援した。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地の入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 209 184 88.088.088.088.0 24,000 1,336209 177 84.784.784.784.7 24,000 1,302 25,302目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 24,000 1,302 25,302200 - ---- 24,000 1,302 25,302200 - ---- 24,000 1,302 25,302



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 片山津温泉は屋形船を活用した柴山潟周遊、山代温泉は「湯の曲輪まつり」など古総湯を中心とした湯の曲輪の賑わい創出、山中温泉は「山中温泉芭蕉祭」などの取り組みが定着しつつあり、温泉地の個性の磨き上げによる賑わい創出に貢献している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 本事業は三か年単位で事業を実施するものであり、山中温泉の川床のように採算ベースにのって自立できれば全額地元負担で継続でき、結果が芳しくなければ取りやめて方向転換することができることから、長期的視点での効果は高いと言える。

三温泉それぞれの個性や魅力を際立たせるとともに、加賀温泉郷全体の魅力として効果を上げられるよう、事業内容の改善を継続する。事業の新しさ、費用対効果、採算性などを重視して支援・指導し、採算ベースにのって自立できるように促す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ３温泉それぞれが個性を磨くべく取り組むソフト事業に対し、企画や試行にかかる費用も含めて支援した。結果が芳しくなければ取りやめて方向転換することができ、各温泉地とすれば全額地元負担で新規事業に取り組むリスクが軽減できる。その結果、加賀片山津温泉では屋形船での星空クルーズ、加賀山中温泉の川床、加賀山代温泉の新キャラクターすぱクロくんなど、既に定着、或いは定着しつつある取り組みが誕生していることから、この支援施策が功を奏しており、各地の魅力を高められている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度から北陸新幹線金沢開業前後の三か年事業となることから、これまでの取り組みをつなげた温泉地全体の魅力を確立するとともに、首都圏を中心に継続的に情報発信を行う。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 12②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）北陸新幹線金沢開業を控え、多様な観光客のニーズに対応できる温泉旅館の施設整備を支援する事で加賀温泉郷の誘客に繋げる。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 宿泊施設における魅力ある滞在空間づくり支援事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光誘客促進施設整備助成費 15,523
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,523

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況整備を希望する3温泉の19事業者ついて、市審査会を開き認定した。平成25年度は3温泉の4事業者に対して補助を行った。具体的な内容としては、○露天風呂つきのベッドとダイニングルームのある客室に改修○個室食事処 及び 和室を洋室化ベッドスペースの設置○街並み景観に調和した建物外観改修○レストランの改修であり、平成26年度については15業者を予定している。数値目標数値目標数値目標数値目標 整備助成する事業者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 審査会で認められた事業者がすべて整備を終えることで効果を測定する 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 事業者事業者事業者事業者 事業者事業者事業者事業者 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -4 4 100.0100.0100.0100.0 15,523 130 15,653目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 15 - ---- 73,880 520 74,400- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 温泉地の魅力向上は新幹線金沢開業に向け喫緊の課題であり、ハード面において多様な顧客に対応する必要がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 石川県も共同しての補助事業であり、少ない事業者負担で大きな効果を生み出せる。費用に対する効果は妥当である。

２か年限定の事業ではあるが、温泉地を取り巻く環境や、顧客の要望の変化などを見極め、必要があれば検討を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 従来の相部屋、大宴会場での食事、大浴場による入浴などを選択しない顧客が増えている中、観光客のニーズに対応するハード整備をすることは、誘客の結果として現れるため効果がある。平成25年度からの２か年限定の事業であるため、平成26年度も実施する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

次年度においても、引き続き実施する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A206 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 11②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,800 217 2,017
847目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 2 - ---- 1,800 217 2,0172 - ---- 1,800 217 2,0172 -

2233 1 33.333.333.333.3 630 217決算決算決算決算 3 2 66.766.766.766.7 950 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
若手芸妓１名（小乃葉）に対し、芸の習得や舞台等への出演に要する活動費用を、１か月あたり50,000円を上限に助成した。数値目標数値目標数値目標数値目標 芸妓後継者の数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 芸妓後継者の数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 327,111
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光振興推進事業費 327,111

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 芸妓後継者育成支援事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）後継者の減少により、山中節をはじめとする伝統芸能および温泉地の個性でもある芸妓文化の伝承が危機に瀕している。郷土の芸能文化を後世へと継承するため、芸妓を目指す若手後継者の活動を支援する。

1,173区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 芸妓を生業とするためには多くの費用がかかり、芸妓を志しても継続できずにやめてしまう現状にある。収入の少ない若手後継者への支援が、志を貫く一助となっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 助成額は１ヶ月あたり５万円を上限にしているが、毎月それを大きく上回る支出がある。この支援があることで、後継者としての活動を継続できている。

地域の伝統芸能を継承していくための支援を続けていくことで、技術の磨き上げや人材の育成を図り、芸妓文化の底上げと世代交代を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 単年ではなく３か年に渡って支援することによって、現在１名の若手後継者が存続し、年々芸に磨きをかけている。わずか１名ではあるが、若手の芸妓がいることによって、山中座の予約上演やお座敷の予約が増えるなどベテランの芸妓衆も含めた活躍の場が広がった。出向宣伝に同行するなど、加賀温泉郷の広告塔としても活躍している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度からは芸妓活動支援事業を新設し、その中で引き続き若手後継者の支援を行うとともに、伝統芸能と芸妓文化を伝承するため、舞台で使用する鬘や道具類、ベテラン芸妓も含めた稽古にかかる費用に対しても助成を行う。芸妓全体の質の向上と人材育成を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A207 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）山代温泉の環境や景観を整備・保全することにより、観光客等が快適 な散策や休憩ができる環境づくりと地域の環境美化 の向上を図る。

5,668区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 加賀山代温泉観光地景観保全事業助成部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光地景観保全助成費 5,000
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,000

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況県道山中小松線、西口広場、男女生水周辺、源泉公園、萬松園エリア、大堰宮公園、九谷広場、各種ライトアップ設備、真菰ヶ池、万松園通り燈籠、歌碑を対象物件として、除草、剪定、雪吊り、芝管理、清掃など、山代温泉観光協会が行う環境整備や景観保全事業の経費について、一部助成している。数値目標数値目標数値目標数値目標 山代温泉入込客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 支援対象事業の温泉地の入込客数を指標にすることにより支援事業の効果を測定する。総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 97 86 88.788.788.788.7 5,000 66897 80 82.582.582.582.5 5,000 651 5,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 84 - ---- 5,000 651 5,65188 - ---- 5,000 651 5,65188 - ---- 5,000 651 5,651



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 北陸有数の温泉観光地である山代温泉にとって、観光客等が快適に過ごすことができる環境を提供することは不可欠であり、山代温泉全域を対象範囲とすることで、常に景観や環境が美しく清潔な状態で、温泉観光地としてのイメージが保たれることから、有効な事業である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 事業内容は、清掃や剪定、除草、芝管理等、温泉観光地の景観や環境を維持管理するために必要なものであり、費用負担の割合は、光熱費の3分の1以上、その他維持管理費の2分の1以上を地元負担とすることで、必要以上の負担はせず、十分な費用対効果を上げている。

景観を維持し、より観光客に快適な空間を提供できるよう努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 環境整備や景観整備により観光地における快適な空間の提供を行い、観光客等が快適 な散策や休憩ができる環境づくりと地域の環境美化 の向上が図られており、十分な成果を上げている。また、事業実施にあたっては、平成24年度から、管理委託費内の山代温泉における周辺観光施設の管理についても本事業とあわせ一本化して行っており、合理化を図っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）補助対象範囲や対象箇所、実施内容について山代温泉観光協会と確認しながら、事務事業内容の改善に努める。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A208 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 5,000 651 5,651
5,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 53 - ---- 5,000 651 5,65156 - ---- 5,000 651 5,65156 -

66862 52 83.983.983.983.9 5,000 651決算決算決算決算 62 51 82.382.382.382.3 5,000 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
噴水施設、湯の元公園、柴山潟及び周辺を対象物件として、除草、剪定、雪吊り、芝管理、清掃など、片山津温泉観光協会が行う環境整備や景観保全事業の経費について、一部助成する。数値目標数値目標数値目標数値目標 片山津温泉入込客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 支援対象事業の温泉地の入込客数を指標にすることにより支援事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,000
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光地景観保全助成費 5,000

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 加賀片山津温泉観光地景観保全事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）片山津温泉の環境や景観を整備・保全することにより、観光客等が快適 な散策や休憩ができる環境づくりと地域の環境美化 の向上を図る。

5,668区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 北陸有数の温泉観光地である片山津温泉にとって、観光客等が快適に過ごすことができる環境を提供することは不可欠であり、片山津温泉全域を対象範囲とすることで、常に景観や環境が美しく清潔な状態で、温泉観光地としてのイメージが保たれることから、有効な事業である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 事業内容は、清掃や剪定、除草、芝管理等、温泉観光地の景観や環境を維持管理するために必要なものであり、費用負担の割合は、光熱費の3分の1以上、その他維持管理費の2分の1以上を地元負担とすることで、必要以上の負担はせず、十分な費用対効果を上げている。

景観を維持し、より観光客に快適な空間を提供できるよう努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 環境整備や景観整備により観光地における快適な空間の提供を行い、観光客等が快適 な散策や休憩ができる環境づくりと地域の環境美化 の向上が図られており、十分な成果を上げている。また、事業実施にあたっては、平成24年度から、管理委託費内の片山津温泉における周辺観光施設の管理についても本事業とあわせ一本化して行っており、合理化を図っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）補助対象範囲や対象箇所、実施内容について片山津温泉観光協会と確認しながら、事務事業内容の改善に努める。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A209 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 148 7 2 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）貴重で有用な資源である鉱泉の保護及び維持管理する事業を支援することにより、受給施設への安定供給を図り、観光振興を促進する。

3,616区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 鉱泉源保護施設整備助成部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 鉱泉源保護施設整備助成費 2,280
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,280

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況山代鉱泉営業組合、片山津温泉温泉事業協同組合、柴山綜合開発(株)が所有する揚湯設備に係る湯量計測器の維持管理、ポンプ等の修理代、電気料等の経費に対して補助を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 山代・片山津・柴山温泉入込客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、支援事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 167 146 87.487.487.487.4 2,280 1,336167 142 85.085.085.085.0 2,280 1,336 3,616目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 144 - ---- 3,000 1,302 4,302152 - ---- 3,000 1,302 4,302152 - ---- 3,000 1,302 4,302



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 温泉源の適切な管理・保護を推進することにより、温泉地として必要な源泉が安定的に供給されることから、有効な事業である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 北陸有数の温泉地を抱える加賀市にとって、温泉は観光産業を持続させるための最も重要な資源であり、補助を行うことで温泉旅館等に源泉が安定供給されることから、十分な費用対効果を上げている。

市内の源泉管理者に対して、公平、かつ安定的に源泉が供給されるように努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 温泉が市内の温泉旅館等に安定供給されることにより、温泉地として必要な源泉を確保できており、十分な成果を上げている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）本事業は旧加賀市と山中町との合併前の制度であり、山中温泉エリアが助成対象となっていないことや、自家源泉をもつ宿泊施設の増加等、温泉の現状が変わってきていることから、新たに三温泉観光協会に対して助成する三温泉誘客助成事業に組み込むことで、市内の源泉管理者に対して公平に助成されるように見直しを行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A301 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 6,700 651 7,351
7,371目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 180 - ---- 6,700 651 7,351189 - ---- 6,700 651 7,351189 -

668209 177 84.784.784.784.7 6,720 651決算決算決算決算 209 184 88.088.088.088.0 11,489 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
白山スーパー林道を通行する車両（１台２名以上）で加賀温泉郷協議会会員の旅館に宿泊する家族、グループ等に片道通行料を助成する事業を実施した。　三温泉実績　　　　　　　　キャッシュバック適用　1,619台　　金額　 8,097,195円（6月10日～11月18日）　   無料券適用 　　　　　　3,369台　  金額　14,755,580円　　　　　　　　　　　 　　　　　合　計　　　     　　　　  4,988台　  金額　22,852,775円　　　　　　　　　　　　　　　　 加賀市負担分　                       金額   4,570,555円 （負担割合 県:市:地元＝6:2:2）数値目標数値目標数値目標数値目標 ３温泉の入込客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、支援事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 6,720
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光振興団体活動助成費 6,720

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 白山スーパー林道片側通行料助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ３．自治体外交を展開します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市内三温泉と粟津温泉が連携し、加賀温泉郷として効果的な活動をすることにより、更なる誘客を図る。四温泉（片山津、山代、山中、粟津）で組織する加賀温泉郷協議会が行う誘客事業を支援する。東海北陸自動車道及び世界遺産登録の五箇山・白川郷エリアと加賀温泉郷の観光連携を図り、誘客を促進するために、白山スーパー林道の優待企画を実施する。

12,157区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 雄大な自然景観を誇る白山スーパー林道は、加賀温泉郷への交通経路でありながら観光資源でもあり、世界遺産登録の五箇山・白川郷エリアとの広域観光連携につながることから、有効な事業である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 白山スーパー林道片道無料キャンペーンは宿泊者のみが利用できるものであり、利用者が増えることで必ず誘客に結びついており、十分な費用対効果を上げている。

市内観光団体や利用者等から利用料金が高すぎるという意見が出ており、値下げや無料化の可能性も含め、関係団体に対して要望していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本年の市内三温泉での利用者は4,988台であり、年々減少傾向ではあるが、着実に誘客に結びついており、十分な成果を上げている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）白山スーパー林道片道無料キャンペーンが、観光客が旅行先に加賀温泉郷を選ぶ決め手になるように、発地での情報発信を強化する必要がある。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A302 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 100 651 751
751目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 100 651 751200 - ---- 100 651 751200 -

668220 187 85.085.085.085.0 100 651決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 100 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
ご当地グルメやスィーツを一同に集めたグルメイベント、県境を越えてのレンタカー利用促進キャンペーン、ＪＲ東日本びゅうとタイアップしたモニターツアー、首都圏や近畿・中京圏での観光キャラバン等を実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 6,720
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 観光振興団体活動助成費 6,720

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 加賀越前広域観光推進協議会負担金

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ３．自治体外交を展開します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）石川県および福井県の県境地域の観光資源を共同でＰＲすることにより、効果的に誘客を促進する。また、広域で事業を展開することにより、越前加賀エリアの更なる知名度の向上を狙う。

768区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 単独の市町では実施が困難かもしれないが、県境を超えた10自治体が共同することで、広域でのイベントやキャンペーンが展開できている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 石川県と福井県が国の補助を受け、事業費のほとんどを負担している。各市町は100千円の負担額の中で、大掛かりなグルメイベントや大都市圏でのキャラバン等に参加できている。

構成市町が連携してイベントの開催や情報発信をしていくことで、単独の市町で実施する以上の事業効果が得られるよう、継続して事業を展開していく。将来的には、県境を越えての交通アクセスの環境向上や更なる交流人口の拡大を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 加賀地域と越前地域が連携することで、「越前加賀」ブランドを確立するべく、互いの地域資源を有効活用した情報発信をしている。ご当地グルメを集めた「白山の恵みグルメフェスタ」は例年かなりの人手で賑わっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）従来からのグルメイベントやレンタカー利用促進キャンペーンに加え、舞鶴若狭自動車道の全線開通を見据えた近畿圏でのキャラバンや、東京ビッグサイトでのツーリズムエキスポジャパンへの出展など、新たな観光ＰＲも実施していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A303 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 147 7 2 2 1 11②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）永平寺をはじめとする宗教文化資源を有する石川県と福井県の県境を挟む５市町が連携し、首都圏の成熟世代をターゲットに情報発信し、観光誘客を推進する。

734区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ３．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 越前加賀宗教文化街道推進事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 観光振興推進事業費 327,111
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 327,111

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況宗教文化資源や、生活に根ざした地域の祭りなどを中心にロケ撮影し、プロモーション映像を制作した。また宗教文化街道のネーミングとロゴマークを作成した。数値目標数値目標数値目標数値目標 温泉地入込客数（年単位） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 温泉地の入込客数を指標にすることにより、本事業の効果を測定する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 万人万人万人万人 万人万人万人万人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 220 193 87.787.787.787.7 400 334220 187 85.085.085.085.0 400 326 726目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 190 - ---- 400 326 726200 - ---- 400 326 726200 - ---- 400 326 726



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 宗教文化資源という今までにないテーマに基づいて広域連携することにより、死生観をもった成熟世代の需要を喚起できる可能性が高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は それぞれの市町で１つないしは２つの宗教文化資源に絞って情報発信しているが、永平寺と東尋坊以外は、首都圏などでの知名度がそれほど高くないため、連携することで効果的な情報発信ができている。

宗教文化資源を切り口とした情報発信とともに、将来的には、精進料理など「食」・「健康」も新たな切り口に加え、地元の食材を使ったヘルシーな食の宝庫であることもＰＲしていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） プロモーション映像は、永平寺の多大な理解と協力のもと、普段見ることのできない修行僧の様子を捉えることができた。全体的に質の高い、重厚感のある映像に仕上がった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）プロモーション映像のお披露目と首都圏での露出を図るため、プロモーション活動を展開していく。また、専用ホームページを開設し、宗教文化ゾーンとしてインターネットでも情報発信していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 14 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 2,150 1,953 4,103
3,087目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 2,000 - ---- 2,150 1,953 4,1032,200 - ---- 2,150 1,953 4,1032,300 -

1,9531,800 1,866 103.7103.7103.7103.7 1,134 1,953決算決算決算決算 1,500 1,450 96.796.796.796.7 1,078 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
･日本語指導ボランティアの育成と日本語教室の機能強化を行い、自立して活動できる人材が増加し、活動に参加する市民が増えた。･市民の国際理解向上のため、英語教室、韓国語教室、世界の料理教室等を開催した。･外国人観光客の誘致（インバウンド）のための支援として通訳翻訳ボランティアの登録を進め、対応力の一層の強化に努めた。･広報誌で広報活動を充実させ、国際交流、インバウンド関連事業への市民の参加を促した。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 交流の推進度を参加者数より把握する

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,467
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 国際親善交流費 2,467

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 国際力のある地域づくり事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）定住外国人の増加や北陸新幹線の開業によって見込まれる外国人観光客の増加など、地域に広がる国際化の需要に幅広く対応し、国際力のある地域づくりを目指す。

3,031区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 日本語指導ボランティアや外国語講座など、市民が興味を持ち参加しやすいコンテンツと環境を提供し、広報を強化することで、参加者及び問い合わせ件数が増加するなど市民参加の拡大が図られている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 市民の学習意欲やボランティア精神を基調した事業展開を行っていることから、費用対効果は高い。

市民との連携による国際交流、インバウンド事業の推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 外国語教室や日本語教室など、事業をに開催する体制を整えたことや、広報活動の強化により、口コミによる周知が図られ参加者の拡大につながった。また、日本語指導ボランティアの活動支援により、市民の自立的な活動が活発化し、国際交流を担う人材の増加、参加者の増加につながった。また、市民の学習意欲やボランティア精神を基調した事業展開を行っているため、持続性があり活動が安定している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）･日本語指導ボランティアの育成、日本語教室を軸とした近隣自治体との広域ネットワークの形成を図り、活動規模の拡大と参加人口の増加を目指す。･インバウンド事業における市民との連携をすすめる。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 14 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）海外都市との友好交流をベースとした観光分野での連携により、交流人口の拡大、インバウンドの推進、地域の活性化を推進する。

1,953区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 海外都市交流事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 国際親善交流費 2,467
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,467

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成２５年度は海外からの視察受入れは特になかったが、次年度より積極的に受け入れを行う。数値目標数値目標数値目標数値目標 交流人口 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 交流の推進度を交流人口により把握する総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 10 0 0.00.00.00.0 0 1,95310 0 0.00.00.00.0 0 1,953 1,953目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50 - ---- 4,000 1,953 5,953100 - ---- 4,000 1,953 5,953100 - ---- 4,000 1,953 5,953



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 自治体交流が進むことで誘客事業をより効果的に展開することができる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 自治体交流が進むことで誘客事業をより効果的に展開することができる。

台湾、タイ、シンガポール等との自治体交流を基盤に観光誘客に効果の高い事業を実施するとともに、民間も含めた多方面、広範囲での交流を推進し、交流人口の拡大に繋げる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成２５年度は海外からの視察受入れは特になかったが、世界情勢として東アジア、東南アジアに著しい成長がみられることから、外国人観光客の誘致のため、今後より積極的な自治体外交の必要性が明らかである。そのため次年度は事業の拡大を行う。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）親日感情が強い台湾都市との友好都市提携を実現する。台南市とは友好都市交流協定、高雄市とは観光交流協定、高雄市鼓山区とは友好交流協定を締結し、観光及び多方面における広範囲での交流を行い交流人口の拡大を目指す。また、成長著しい東南アジア諸国からの誘客を視野に、タイ･シンガポール等との自治体交流を展開する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 14 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市民や加賀市と関係のある国際交流団体の活動を支援することで、加賀市の国際交流親善の促進を図る。

821区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 国際交流促進助成部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 国際親善交流費 2,467
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,467

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況市民や加賀市と関係のある国際交流団体（石川県青年海外協力隊を支援する会、石川県日中友好協会、石川県海外移住家族会、石川県ロシア協会、北陸都市国際交流連絡会、ジャパンテント実行委員会、海外ホームステイ参加者）の活動について支援（助成）を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 助成件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 交流の推進度を助成件数により把握する総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 6 7 116.7116.7116.7116.7 170 6516 6 100.0100.0100.0100.0 115 651 766目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6 - ---- 458 651 1,1096 - ---- 458 651 1,1096 - ---- 458 651 1,109



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 本事業を実施することで、より多くの市民が国際交流の機会を得ることができる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 加賀市の国際交流促進のため、必要と思われる団体のへ助成を行うことで活動支援としているため費用対効果がある。

加賀市の国際交流親善の促進を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 各種団体で有効な事業が実施されている。ジャパンテント事業では市内１２の家庭が２３名の留学のホームステイを受け入れ心の交流が行われた。また、渡航費の一部を助成する中高生の海外ホームステイでは市内の高校生１名がニュージーランドへ留学し国際感覚を養うことにつながっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

市民や加賀市と関係のある国際交流団体の活動を支援を継続する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C204 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 14 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）首都圏のインターナショナルスクールが市内宿泊施設にて合宿を行う機会を利用し、市内小中学校等で学校交流を受け入れることで、グローバル社会で活躍できる国際感覚に優れた人材の育成と英語教育へのモチベーション向上に繋げる。

714区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 インターナショナルスクール合宿誘致事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 国際親善交流費 2,467
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,467

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況･名古屋ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙとの交流5/22～5/24に生徒26名、引率者3名が来市。山中小学校での意見交換や書道交流を行った。･横浜ｻﾝﾓｰﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙとの交流9/28～9/30に生徒29名、引率者4名が来市。片山津中学校で折り紙、書道、スポーツ等で交流を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 受入れ校数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 交流の推進度を受入れ校数より把握する総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 1 1 100.0100.0100.0100.0 63 6512 2 100.0100.0100.0100.0 123 651 774目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1 - ---- 300 651 9512 - ---- 300 651 9512 - ---- 300 651 951



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 様々な文化背景をもつ生徒と直に交流することで生徒の意識が啓発されるとともに、受入れ校全体の英語教育、国際教育へのモチベーション向上にもつながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 宿泊費、食費は先方負担であり、加賀市は交流費のみの負担で受入れしているため費用対効果は高い。

青少年の教育に大きく関わる事業であるため、より学校現場に近い教育委員会所管の事業として取り組むことで、内容の更なる充実、交流の発展が可能である。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 山中小学校、片山津中学校の2校で受入れを行い、書道交流やスポーツ交流などを行い多くの児童生徒が交流に参加したことにより、国際交流が進み成果があった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）横浜サンモールインターナショナルスクールについてはこれまで隔年の来市だが、毎年の来市についての働きかけを行う。また、加賀市からの先方訪問の可能性についても検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C205 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 14 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市民と外国人との交流を通して、地域の活性化を促し、市民の国際理解の向上や地域の多文化共生の意識向上にもつながる。

891区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ジャパンテント受入事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係

一般会計 国際親善交流費 2,467
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,467

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況8/22～8/28の期間、留学生23名が市内のホストファミリー12家庭にてホームステイを行った。また青少年との交流として大聖寺実業高等学校にて俳句づくりの交流を実施、約30名の高校生が参加し、交流した。数値目標数値目標数値目標数値目標 交流人口 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 交流の推進度を交流人口より把握する総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 100 110 110.0110.0110.0110.0 240 651100 116 116.0116.0116.0116.0 176 651 827目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 230 651 881100 - ---- 230 651 881100 - ---- 230 651 881



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市民のボランティア精神を基調としたホームステイ主体の事業であり、心の通い合う交流を行うためには貴重な機会である。また、外国人留学生は一般に広いネットワークを有しており、そのような人材と交流することで今後につながる人脈を築くことができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 北國新聞、石川県の主催であり、留学生の誘致プロモーションやイベントにかかる大学生ボランティアの動員等、関連団体との連携においても市単独で行うと比べ、比較的小さな労で受入れが可能なため費用対効果がある。

幅広い市民に受入れを行ってもらう意味からも、新規ホストファミリーの獲得のため広報活動をより充実させる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） グローバル社会の進展により、子どもの国際感覚の醸成、グローバル社会に対応できる人材の育成への意識が高まっている。広報誌での広報を強化した結果、平成25年度は子どものいる家庭での新規受入れが増加した。また、ジャパンテント後も互いに連絡を取り合い、訪問しあうなど交流に広がりが見られ効果があった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

幅広い視野とグローバル感覚を養う目的から、引き続き高校生など青少年との交流を取り入れる
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C206 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 63 2 1 14 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 500 651 1,151
1,151目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 500 651 1,151100 - ---- 500 651 1,151100 -

651100 116 116.0116.0116.0116.0 500 651決算決算決算決算 100 110 110.0110.0110.0110.0 500 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
第26回ジャパンテント開催にあたり、県内１９市町で留学生の受入れを行っている。各市負担金として全体では10,800千円、うち加賀市は500千円を負担金として支出している。数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 交流の推進度を交流人口より把握する

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,467
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 国際親善交流費 2,467

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 ジャパンテントいしかわ開催助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 ２．自治体外交を展開します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市民と外国人との交流を通して、地域の活性化を促し、市民の国際理解の向上や地域の多文化共生の意識向上にもつながる。

1,151区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 市民のボランティア精神を基調としたホームステイ主体の事業であり、心の通い合う交流を行うためには貴重な機会である。また、外国人留学生は一般に広いネットワークを有しており、そのような人材と交流することで今後につながる人脈を築くことができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 北國新聞、石川県の主催であり、留学生の誘致プロモーションやイベントにかかる大学生ボランティアや民間団体の動員等、関連団体との連携においても市単独で行うと比べ、比較的小さな労で受入れが可能。

幅広い市民に受入れを行ってもらう意味からも、新規ホストファミリーの獲得のため広報活動をより充実させる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） グローバル社会の進展により、子どもの国際感覚の醸成、グローバル社会に対応できる人材の育成への意識が高まっている。広報誌での広報を強化した結果、平成25年度は子どものいる家庭での新規受入れが増加した。また、ジャパンテント後も互いに連絡を取り合い、訪問しあうなど交流に広がりが見られる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
青少年を含む市民の国際理解向上のため有効な事業であることから、今後とも継続して支援（助成）を行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C05 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 149 7 2 3 3 1② 149 7 2 3 3 2③ 149 7 2 3 3 3

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 56,000 - ---- 5,243 651 5,8945,89455,000 - ---- 5,293 651 5,944109.1109.1109.1109.1 5,192 651 5,843目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 54,000 - ---- 5,243 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 50,000 53,437 106.9106.9106.9106.9 5,537 651 6,18853,000 57,831

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況指定管理者である特定非営利活動法人 はづちをが、指定管理事業として手芸サークルや老人サークル等に対し研修室の貸出を、自主事業として茶店、土産物店の運営やギャラリー展示等を行い、地域福祉の向上及び湯の曲輪の賑わい創出に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 はづちを楽堂利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設利用者数を指標にすることにより経費に対する効果を測定する。

一般会計 維持補修費 349関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,192
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）その他管理費 43

はづちを楽堂管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 4,800千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 はづちを楽堂（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 特定非営利活動法人 はづちを

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 4,800一般会計

地域住民の世代間交流を図り、もって地域福祉の向上及び賑わい創出に資するため。



18 ○ 18 △ 0 × 0
11 ○ 11 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標施設利用開始から１０年以上が経過し池の漏水など老朽箇所が見当たることから、適切に修繕を行い、今後も施設の適正な維持・管理を行う。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき適正な施設管理を行っている。地域と連携した取り組みを積極的に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）今後も引き続き、はづちを楽堂利用者数の数値目標を達成できるように、現在、実施している山代温泉総湯定期券の提示による飲み物の割引や古総湯２階への出前サービスなど、「湯の曲輪」の賑わい創出につながる連携した取り組みについて指定管理者と協議していく。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果問題点なし。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果イベント「湯の曲輪ロマン」など、地域と連携して行事を行っている。



D01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 149 7 2 3 6 2② 149 7 2 3 6 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 600,000 - ---- 1,667 326 1,993993600,000 - ---- 1,667 326 1,99395959595 161 326 487目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 600,000 - ---- 667 326
千円千円千円千円決算決算決算決算 600,000 587,149 98989898 163 326 489600,000 571,950

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況指定管理者である加賀山代温泉財産区が指定管理事業として総湯の管理運営を、自主事業として売店の運営や、他に休憩コーナーで観光案内を行い、公衆浴場として市民の健康増進と福祉の向上及び地域の賑わい創出に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 総湯利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設利用者数を指標にすることにより経費に対する効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 161
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 0

加賀山代温泉総湯管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H24.4.1～H29.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 0円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀山代温泉総湯（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀山代温泉財産区

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 その他管理費 161一般会計

市民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、地域振興に寄与するため。



18 ○ 17 △ 1 × 0
11 ○ 11 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標施設利用開始から４年が経過し、温浴施設で利用者数が多いため施設の劣化・損耗が早いことから、適切な修繕を行っていき、今後も施設の適正な維持・管理を行う。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき適正な施設管理を行っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）引き続き加賀山代温泉財産区の財産である「加賀山代温泉古総湯」と一体的に運営を行い、「湯の曲輪」の賑わい創出につながる取り組みについて、指定管理者と協議していく。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果指定管理者購入の備品リストが更新されていなかった。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果施設案内や観光情報パンフレットを配置し、情報発信に努めた。



D02 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 150 7 2 3 8 2② 150 7 2 3 8 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計費 その他管理費 78一般会計費

市民及び観光客が集う憩いの場を提供し、温泉地の賑わい創出に資するため。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀片山津温泉街湯公園（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 ㈱岸グリーンサービス指定期間指定期間指定期間指定期間 H24.4.1～H29.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 0円加賀片山津温泉街湯公園管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 7,507関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,585
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況指定管理者である㈱岸グリーンサービスが、指定管理事業として総湯や公園の管理運営を、自主事業としてカフェや売店の運営や他に観光案内を行い、温泉地の賑わい創出に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 街湯湯利用者数（浴場施設利用者数） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設利用者数を指標にすることにより経費に対する効果を測定する。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 300,000 322,085 107107107107 535 326 861310,000 320,183 103103103103 7,585 326 7,911目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 315,000 - ---- 4,581 326 4,907320,000 - ---- 1,581 326 1,907325,000 - ---- 1,581 326 1,907



18 ○ 18 △ 0 × 0
11 ○ 10 △ 1 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果問題点なし。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果報告書の提出が遅れる時があった。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標温浴施設で利用者数が多いため施設の劣化・損耗が早いことから、適切な修繕を行っていき、今後も施設の適正な維持・管理を行う。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。飲食施設での地元食材を使ったトマトフェスタなど、観光情報発信に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）今後も引き続き街湯利用者数の数値目標を達成できるように、温泉地の賑わいの創出について指定管理者とも協議していく。



G01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 149 7 2 3 2 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 11,500

多くの観光客が利用するＪＲ加賀温泉駅構内に観光情報センターを設置し、観光案内を行うことで、観光客の利便性を高め、本市の観光振興を図る。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 観光情報センター（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 一般社団法人　加賀市観光交流機構指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 11,500千円観光情報センター管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 観光交流係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,500

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況（一社）加賀市観光交流機構に加賀市観光情報センターの適正かつ円滑な管理運営を委託し、きめ細かな情報を持つスタッフが、観光客の問い合わせに対応する。平成25年度は、30,259件の窓口での問い合わせ、4,601件の電話での問い合わせに対し観光案内を行った。また、観光情報サイトの運営も行っており、市内の観光地を紹介するとともにブログの更新などを通じて、観光情報を提供している。平成25年度は、382,693件の閲覧があった。数値目標数値目標数値目標数値目標 窓口利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 本市を訪れる観光客数を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 26,000 26,443 101.7101.7101.7101.7 7,500 183 7,68326,000 30,259 116.4116.4116.4116.4 11,500 178 11,678目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 31,000 - ---- 14,459 178 14,63732,000 - ---- 14,459 178 14,63733,000 - ---- 14,459 178 14,637



11 ○ 10 △ 1 × 0
10 ○ 10 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果指定管理者購入の備品リストが更新されていなかった。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果インターネットによる情報発信に取り組み、また広域の観光案内にも対応している。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標平成27年春の北陸新幹線金沢開業を見据え、そして、開業後の誘客を増やすために、よりきめ細かな対応などのサービス向上を目指し誘客促進を図る。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき適正な施設管理を行っている。積極的な情報発信なども行っており、平成25年度の窓口利用客数は、対前年度比で、14.4%増加した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）加賀市観光情報センターの指定管理者である（一社）加賀市観光交流機構は、市内の観光事業者はもとより農業や漁業、地場産業などが会員となり連携しながら情報を収集・提供するとともに、第３種旅行業に登録し企画旅行の募集も行うことができる。そのため、施設の設置目的を効果的、効率的に達成するには、本機構に管理運営をさせることが適当であり、今後も市と連携しながら観光振興を図る。



A203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
9,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10 - ---- 10,000 651 10,651- - ---- - - -- -

-10 9 90.090.090.090.0 9,000 651決算決算決算決算 - - ---- - 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 事業所事業所事業所事業所 事業所事業所事業所事業所 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
7月1日～7月31日にかけて、事業者を募集し、有識者等による外部審査を経て9件（1/2補助1,000千円限度）を採択した。5件の新規店舗の立地及び4件のリニューアルの合計9件の支援を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 新規立地及び改装店舗数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業による新規立地及び改装店舗数を指標とすることにより、支援事業による賑わい創出効果を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,364
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 商業地域活性費 15,364

部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）平成27年春の北陸新幹線金沢開業を見据え、賑わいと交流のある商店街づくりを支援し、地域経済の活性化を図る。平成25年度及び平成26年度の2カ年度事業として実施する。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 創業を目指す人にとって、市内での創業意欲の向上につながる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 補助金総額9,000千円により、新たに9件の新規開店・改装が実現した。

創業は、地域の活力を生み出す源であり、また、多角分散の都市構造の中で、温泉地を中心とした商業集積を図ることは、地域産業の振興につながるものである。こうしたことから、本事業の費用対効果を検証したうえで、新たな創業支援のあり方を検討し、市内での起業の促進に努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は、北陸新幹線金沢開業を見据えた、2カ年度限りの経済対策として実施しているものである。新規店舗の立地や既存店舗のリニューアルを促進したことで、商店街の魅力アップ・活性化につながるものと考えられるため、継続とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）本事業は、北陸新幹線金沢開業を見据えた、平成25年度及び平成26年度での2カ年度限りの経済対策として実施したものであることから、平成26年度で終了となる。商店街の活性化に一定の効果があったと考えられることから、今後の新たな商業施策の参考とする。また、その他の創業支援策としては、従来から実施している創業者向け融資の利子補給事業を継続して行うものとする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



A20４ 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 一般会計 7 1 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）国の基金を活用し、失業者への雇用機会を創出するとともに、山中温泉にゆかりの深い芭蕉をテーマにした、新商品の開発やイベントの実施等により、地域経済の活性化を図る。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 芭蕉をテーマにした商店街賑わい創出事業部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係

商業地域活性費 15,364
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,364

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況国の緊急雇用創出事業として、山中商工会に委託して実施し、失業者2名を雇用するとともに、芭蕉をテーマにした、新商品の開発や地域グルメの食べ歩きイベントなどを開催し、商店街の賑わい創出を図った。数値目標数値目標数値目標数値目標 食べ歩きイベント事業参加店舗数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業に参画する店舗数を指標にすることにより、支援事業の効果を測定する。（組合員の70%) 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 事業所事業所事業所事業所 事業所事業所事業所事業所 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -24 26 108.3108.3108.3108.3 4,400 651 5,051目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- - ---- - - -



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 山中温泉料飲業協同組合員34店舗中、約77％にあたる26店舗が事業に参画した。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 地元新聞紙上や地域情報誌などに複数回掲載されるなど、一定のパブリシティ効果があった。また、組合員相互の連携強化や商店街の担い手としての人材育成につながるなど、活動が活発になった。

多角分散の都市構造の中で、温泉地を中心とした商店街の活性化を図ることは、地域産業の振興につながるものである。こうしたことから、既存の商店街賑わいイベント事業の継続実施のほか、新たな支援策を検討し、商店街の組織力強化と集客力の向上を目指すものとする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業の主目的である失業者の雇用機会の創出を図ることができた。また、山中温泉の特色を生かした商店街の取り組みを支援することで、山中温泉料飲業協同組合を中心とした組織力の強化や個々の店舗の魅力向上を図り、商店街の賑わいづくりにつながったが、本事業は、国の経済対策による平成25年度緊急雇用創出事業として実施したものであることから、廃止とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）本事業は、国の経済対策による平成25年度緊急雇用創出事業として実施したものであることから、終了となる。商店街の取り組みへの支援については、従来からある商店街賑わいイベント事業において、県１／３、市１／３、地元１／３の負担割合で、県と協調して行うほか、国の補助金の活用も検討して実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A205 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）商店街による地域特性を生かしたイベント等の実施を支援し、地域商業の活性化を図る。

3,024区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ２．「共創」環境を構築します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 商店街賑わいイベント事業（加賀山代・加賀片山津温泉）部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係

一般会計 商業地域活性費 15,364
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,364

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況山代温泉では、山代温泉商工振興会が湯の曲輪を中心とした集客イベントや地元のスイーツ店を食べ歩くクーポン券の販売などを行った。また、片山津温泉では、片山津商工振興会が、3区通りを歩行者天国にしたオープンカフェや、「晶子染め」を使った行灯によるライトアップイベントを実施した。県１／３、市１／３、地元１／３の負担割合で、県とともに地元を支援した。数値目標数値目標数値目標数値目標 スタンプ会加盟店数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 商業販促活動の中心を担っているスタンプ会加盟店数を指標とする。（平成24年度の数を維持することを目標とする）総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 %%%% %%%% ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 266 266 100.0100.0100.0100.0 2,356 668266 256 96.296.296.296.2 1,580 651 2,231目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 266 - ---- 2,000 651 2,651266 - ---- 2,000 651 2,651266 - ---- 2,000 651 2,651



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 本事業により、商店街活動が活発となっており、有効性が認められる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は イベントの開催などを通して、山代、片山津の200店以上が参加する商店街の、組織基盤の強化が図られている。

多角分散の都市構造の中で、温泉地を中心とした商店街の活性化を図ることは、地域産業の振興につながるものである。こうしたことから、県と協調し、本事業を継続して実施するほか、新たな支援策を検討し、商店街の組織力強化と集客力の向上を目指すものとする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 地域の特色を生かしながら、イベントなどのソフト事業に取り組む商店街を、県と協調して支援している。同一内容の事業の継続支援は、3年間を限度としていることから、各商店街では常に新たなイベントや事業を企画しており、商店街の魅力向上や商業集積につながるものと考えられることから、継続とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成26年度は、国の経済対策の商店街補助金を活用した。商店街が実施するイベント等への支援については、商店主の意欲向上と連帯意識を高めることで商店街の活性化につなげることができることから、国や県の補助メニューの活用も図りながら、継続して実施していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B110 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 144 7 1 2 4 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 200 651 851
851目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 47 - ---- 200 651 85147 - ---- 200 651 85147 -

66847 38 80.980.980.980.9 200 651決算決算決算決算 47 39 83.083.083.083.0 600 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
九谷焼普及のため組合員の作品の展示会などを行う販売促進事業、九谷焼宣伝普及のための吉田屋顕彰祭や、各種マスコミに対する宣伝・広告などを行う宣伝ＰＲ事業、会議・役員会事業、研修事業などの事業のうち、物産展、展示会などの開催に要する経費の一部を支援した。数値目標数値目標数値目標数値目標 市内九谷焼従事者（加賀九谷陶磁器協同組合加盟人数） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 従事者数を指標とすることにより、九谷焼産業への定着を測定する指標とする。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 200
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 九谷焼振興助成費 200

部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 九谷焼販売促進活動助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀市の九谷焼を全国に情報発信する事業を支援することにより、加賀九谷焼の振興を図る。

1,268区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 支援により、組合主体の技術開発が進められており、九谷焼腕時計や無鉛釉薬などの新商品の開発や、伝統技術の継承などに寄与している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 組合員の結束がうまれ、結果として、九谷焼腕時計や無鉛釉薬などの新たな企画の着想や、全国的な展覧会への出展等の積極的な活動につながっている。

九谷焼の歴史を多くの方に知っていただき、九谷焼の原点が加賀市にあるということを認知していただく。また、加賀九谷の将来を担う若手の育成につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 独力では難しい新商品等の開発や、展示会への出展などにつながり、地域特有の伝統産業である九谷焼の普及及び振興に結びついていると考えられることから、継続とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）平成27年は古九谷窯開窯360年の年であり、加賀市が誇る伝統工芸品の１つである九谷焼を全国に発信できる絶好の機会であることから、同年中に首都圏及び関西圏を中心に様々なイベントが企画されている。市としてもできる限りの支援を行う予定である。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B301 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市内事業所の経営者およびその従業員の能力開発を支援することで、経営基盤の安定・強化を図り、もって地域産業の振興を図る。

2,468区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 ３．中小企業の人材育成を支援します視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 産業人材育成事業助成部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係

一般会計 商工業育成費 13,297
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,297

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　市内事業所の経営者およびその従業員を対象に、産業人材としての能力開発を目的としたセミナー、講習会などの開催を支援した。加賀商工会議所に対する補助事業(2/3補助）として実施し、財源の1/2について、産業人材育成基金を活用した。数値目標数値目標数値目標数値目標 セミナー等の実施回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 支援の提供頻度を示す事業の実施回数を目標とする。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 24 22 91.791.791.791.7 1,800 66824 21 87.587.587.587.5 1,800 651 2,451目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 24 - ---- 1,800 651 2,45126 - ---- 1,800 651 2,45126 - ---- 1,800 651 2,451



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 中小企業独自ではなかなか実施することができない社員研修を、本事業を通して行うことにより、産業人材の育成を進み、企業の経営基盤の安定・強化を図ることができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 市内企業への積極的な活用を促し、本事業によるセミナーの参加企業数は前年度の172事業所から、87%増となる322事業所の参加があった。

持続的なものづくり技術の集積地を目指すうえで、産業人材の育成は重要であることから、事業を継続して実施していく。また、産官学及び金融機関との連携の中で、新たな産業人材の育成支援の在り方を検討し、事業の定着を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 特に、小規模事業者にとっては、自ら研修プログラムを企画、実施することは困難であることから、地元で無料で受けられる本事業は、企業の人材育成活動に有益なものとなっていることから、継続とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）事業を継続して実施するとともに、産官学及び金融機関を含めた企業支援体制を構築する中で、企業の課題やニーズに即した、新たな産業人材の育成支援の在り方を検討していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B401 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 145 7 1 2 6 1② 145 7 1 2 6 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　企業立地を推進することにより雇用の場を確保し、市民生活の安定を図るとともに、人口減少とりわけ、若年者や女性の市外への流出を抑制する。　さらには、土地の有効活用及び企業の設備投資等を促進し、税収の増加を図る。

101,419区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 ４．企業誘致に取り組みます視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 誘致企業誘致事務部局 地域振興部 所管課 商工振興課 企業誘致室

一般会計 企業誘致事務費 2,397一般会計 工場団地管理費 23関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,420
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　企業訪問を行うとともに、企業を誘致するための民有地の確保・斡旋、立地予定地の地元関係団体等との調整を行った。併せて効率的な企業誘致手法の調査・研究などの業務も行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 支援決定年度における誘致企業等の雇用者増加数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 企業誘致等により立地した企業による雇用者増加数を指標とすることにより、効果を測定する。雇用者数は、年2回実施している従業員数調査の直近の数値を用いる。（目標値は加賀市総合計画の目標指針により設定） 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 50 38 76.076.076.076.0 88,059 13,36050 20 40.040.040.040.0 2,420 13,020 15,440目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50 - ---- 8,000 19,530 27,53050 - ---- 8,000 19,530 27,53050 - ---- 8,000 19,530 27,530



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　人口減少、とりわけ若年者の市外流出は喫緊の課題であり、安定した雇用の場の確保は、それら課題に有効な手段である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　主として、固定資産税等の減免の支援を実施しているため、多くの場合、立地するまでは土地にしか課税されておらず、実質の減収額はわずかである。　また、減免額の75％が普通交付税で補てんされるため、補てん分の増収効果があり、実質増収となる。　そのほか、法人市民税や雇用拡大による個人市民税の増加、消費の拡大による地域経済への効果など、大きな波及効果が見込める。

　継続的な企業訪問による人脈の拡大及び信頼関係の強化を図るとともに、社会・経済情勢の変化に対応した支援制度や誘致手法の見直し・確立を図る。　また、工場団地に代表される誘致のためのインフラ等の必要性についても、柔軟に検討を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　H25年度は1件、20人の誘致が実現した。リーマンショックや東日本大震災からの景気低迷の影響を引きずっていたため立地件数が少なかったが、アベノミクス以来、景気の回復傾向がみられ、企業の投資意欲も高まっていることから、今後、さらなる成果が期待できるため継続とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　H26年度は、専門部署が設置され人員も増強されたことから、新規訪問企業の開拓などを行い訪問企業数を3割程度増加させるほか、加賀市のPRポイント等の整理を行い、パンフレット等の整備を行う。　また、新たな業種へのアプローチや新支援制度創設、新工場団地造成の必要性など、新たな誘致手法の調査・研究を行っていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 144 7 1 2 4 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 200 651 851目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 47 85147 - ---- 200 65147決算決算決算決算 47 39 83.083.083.083.0
- ----47 38 80.980.980.980.9- ---- 0 651

千円千円千円千円1,268※人件費※人件費※人件費※人件費
200 851600 668651 651

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度については、該当者なし
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 市内九谷焼従事者（加賀九谷陶磁器協同組合加盟人数） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 従事者数を指標とすることにより、九谷焼産業への定着を測定する指標とする。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 0

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 九谷焼振興助成費 0

事業番号 事務事業名 九谷焼技能後継者奨励費部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）株式会社九谷美陶園（当時代表取締役は故寺前英夫氏）の寄付金と加賀市からの出資により設置（H9.6）した加賀市九谷焼後継者育成基金を基に、九谷焼産業の育成を図るため、九谷焼技能後継者として加賀市内で技能研鑽に励む職人を奨励する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統・地場産業の振興



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

平成27年の古九谷窯開窯360年及び、北陸新幹線金沢開業を好機とし、全国に加賀九谷をアピールし、市内九谷焼産業の振興を図るほか、加賀九谷の将来を担う若手の育成につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 将来への希望を与え、後継者の定着及び九谷焼産業の振興に寄与していることから、継続とする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）平成26年5月に株式会社九谷美陶園（代表取締役寺前みつ子氏）から200万円の寄付をいただいたが、寄附金の活用方法について、九谷焼産業の振興に充てることを希望されているため、平成27年度以降に現制度の改正もしくは、新制度の創設を行い、さらなる九谷焼産業の振興を図ることを考えている。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 所属する事業所の事業主が引き続き九谷焼の製作に携わると判断したものに対し奨励金を支給するため、その後の励みとなる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は これまでに59人を顕彰し、仕事への励みと、モチベーションの向上につながっている。



A102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 - - -目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30 -- - ---- - --決算決算決算決算 30 32 106.7106.7106.7106.7
- ----30 59 196.7196.7196.7196.7- ---- 2,479 651

千円千円千円千円3,666※人件費※人件費※人件費※人件費
3,000 3,6512,998 668651 3,130

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況6月10日～7月22日にかけて、事業者を募集し、地域経済団体などによる審査を経て、7件(1/2補助500千円限度）を採択した。九谷焼作品を5店舗が、山中漆器作品を2店舗が購入した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 事業に参加する若手作家の人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加者数を指標とすることで、事業の効果を測定する。（補助金交付件数6件中、1件につき5名）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,364

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 商業地域活性費 15,364

事業番号 事務事業名 伝統工芸担い手作品購入促進事業助成部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）九谷焼又は山中漆器の若手担い手等が制作した作品を購入する市内飲食店などに対して、購入費を助成することにより、伝統的工芸品の利用促進及び担い手の育成を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統・地場産業の振興



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

伝統産業の生産高や従事者の減少を食い止めるため、作品の普及や若手担い手の育成につながる効果的な施策を検討し、実施していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 伝統産業に従事する若手作家への受注機会の創出につながっている。ただし、平成25年度の補助対象となった7件の事業者のうち、5件が前年度においても助成を受けているため、新規利用店の拡充を課題とし、事業を継続していくこととする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）本事業は、平成24年度から実施し、平成26年度で3年目となる。この3カ年度での実績を踏まえ、事業の有効性や費用対効果を分析したうえで、平成27年度以降の事業実施の有無を判断する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 伝統産業に従事する若手作家の意欲向上や販路開拓につながる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 平成24、25年度で、計13店舗に補助を行ったが、補助金総額2,479千円に対し、作品購入費として総額4,973千円の需要を掘り起こした。これにより、市内店舗で、市民、観光客が地元の伝統工芸品に触れ合い、体感する機会を提供することに繋がった。



A103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 144 7 1 2 4 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 600 651 1,251目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 12 1,25112 - ---- 600 65112決算決算決算決算 12 8 66.766.766.766.7
- ----12 9 75.075.075.075.0- ---- 532 651

千円千円千円千円1,268※人件費※人件費※人件費※人件費
600 1,251600 668651 1,183

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度は、2グループ12人の東京や大阪における展示会の取り組みを支援した。（1/2補助300千円限度額）
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 事業で対象となる若手作家の人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 展示会や販売会などに出展した作家数を指標とすることで、事業の効果を測定する。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,011

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 伝統工芸等担い手育成費 3,011

事業番号 事務事業名 伝統工芸担い手販路開拓支援事業助成部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）伝統工芸等の若手従事者グループが、県外で販路拡大を目的とした展示会や販売会などを開催し、実際に消費者やバイヤーなどと触れ合うことにより、さらなるスキルアップに取り組むことを支援し、市内伝統工芸産業の振興を図るものである。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統・地場産業の振興



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

より多くの担い手の支援及び、市内伝統工芸産業の振興につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 若手の県外での販路の確保、拡大を支援することで、伝統工芸の担い手の確保及び振興に一定の効果があると考えられ、継続するものとする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）現在、本事業の対象者は、その半数以上が概ね40歳以下の伝統工芸産業従事者等で構成される団体となっているが、現状として、40歳以下の伝統工芸産業従事者等の人数は限られており、例年支援対象者が重複する事態が増えている。そこで、平成27年度より、対象要件となる年齢を50歳未満に引上げる方向で改正を検討している。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 展示会において、次の個展のきっかけとなるような出会いがうまれるなど、担い手の販路開拓につながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 担い手の自己資金のみでの出展は難しく、出展をあきらめざるをえないこともあり、若手担い手が販路開拓を行っていく上で、市からの補助は、効果が高いといえる。



A104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 144 7 1 2 4 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 360 651 1,011目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 370 1,011370 - ---- 360 651370決算決算決算決算 370 356 96.296.296.296.2
- ----370 343 92.792.792.792.7- ---- 0 651

千円千円千円千円668※人件費※人件費※人件費※人件費
360 1,0110 668651 651

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況申請なし(1/2補助　月額３０千円）
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 加賀九谷陶磁器協同組合及び山中漆器連合競合組合加盟人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 組合加盟人数を指標とすることにより、伝統工芸産業従事者の市内への定着を測定する指標とする。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,011

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 伝統工芸等担い手育成費 3,011

事業番号 事務事業名 伝統工芸等担い手工房借上支援事業助成部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）伝統工芸等従事者が、市内の町屋や古民家を活用して工房を開いた際の家賃の一部を助成することで、伝統工芸産業への定着と、伝統工芸従事者の自立を支援する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統・地場産業の振興



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

市内への伝統工芸等従事者の誘致を強化し、市が誇る伝統工芸産業の振興を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 工房借上げ料の一部を助成することで、伝統工芸従事者の自立を促し、伝統工芸の振興に寄与するものであるが、要件の厳しさなどから未だ申請がないため、要件の緩和を行い、制度を拡充するものとする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）当初、重要伝統的建造物群保存地区での工房集積をイメージし、橋立地区、山中温泉東谷地区をはじめ、町屋が残る大聖寺地区を対象地区と定めていたが、生活面での問題等から工房開設には至らなかった。一方、その他の地区では空き家不動産情報を担い手自らが入手し、工房開設に至るケースも見受けられた。そこで、制度改正を行い平成26年度より、対象地区を市内全域に広げた。今後は、地区にかかわらず、市内への伝統工芸従事者の誘致を図ることにより、市内での工房集積及び、担い手の経済的自立を支援する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 制度創設後未だ支援実績はないが、平成26年度より制度を改正したことにより、今後の制度活用が期待される。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 担い手の自己資金のみでは、工房開設及び維持は難しく、工房の新規開設時の支援とその後3年間の継続支援により工房の維持につながる。



A201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 ２．商工業の振興

一般会計 商工業育成費 13,297

事業番号 事務事業名 高校生人材育成支援事業助成部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）高校生の技能取得や社会人としてのマナーの養成などを支援することで、将来の産業人としての育成を図るとともに、地元企業への就職につなげ、市内への定住促進と地域産業の振興を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 技能検定合格者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業目的に地元企業への就職を掲げていることから、就職者数を指標とする。（電子機械科定員の60％）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,297

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　市内高等学校が行う、生徒の国家技能検定取得の取り組みや社会人としての基本的常識を学ぶマナー研修の取り組みを支援し、将来の加賀市を担う産業人材としての基礎力の養成を図った。加賀商工会議所に対し1,800千円、補助対象経費の4/5を補助した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円1,800 651

千円千円千円千円2,468※人件費※人件費※人件費※人件費
1,800 2,4511,800 668651 2,451決算決算決算決算 48 55 114.6114.6114.6114.6

- ----48 44 91.791.791.791.7- ---- 1,800 651 2,451目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 48 2,45148 - ---- 1,800 65148



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 国家技能検定取得は企業ニーズが高く、就職に結びついている。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 補助金額1,800千円に対し、検定合格者は44名であったことから、1人当たり約41,000円で高校生人材の育成を行うことができ、高い効果があったといえる。

持続的なものづくり技術の集積地を目指すうえで、産業の担い手となる若手人材の育成、地元への定着は重要であることから、事業を継続して実施していく。また、商業・サービス業なども含めた新たな育成支援策も検討し、多様な産業人材の育成を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 企業にとって、採用を判断する場合、国家技能検定を取得した生徒への関心は高い。そのため、今後、持続的なものづくり技術の集積地を目指すうえでも、本事業を継続的に実施していくこととする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
少しでも多くの生徒が、よりハイレベルな検定を取得できることを目指す。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 5,000 65 5,065目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10 5,06510 - ---- 5,000 6510決算決算決算決算 10 19 190.0190.0190.0190.0
- ----10 15 150.0150.0150.0150.0- ---- 3,997 65

千円千円千円千円4,970※人件費※人件費※人件費※人件費
5,000 5,0654,903 6765 4,062

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況市内の中小企業者等（常用雇用従業員が５０人未満）が行う既存商品等の改良や新商品・新サービスの開発に必要となる費用の２分の１以内、５００千円（販促費は３００千円）を限度とし助成している。・H24申請数19件（採択数10件）　※第１次申請数15件（採択数7件）、第二次申請数4件（採択数3件）・H25申請数15件（採択数10件）　※第１次申請数11件（採択数6件）、第二次申請数4件（採択数4件）
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 申請数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 申請数を指標とすることにより、質の高い新商品開発に対する民間の意欲を測定する。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,297

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 商工業育成費 13,297

事業番号 事務事業名 新商品開発助成部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）新商品や新技術開発を行う市内中小企業者を応援し、、創造的企業の育成を促す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統・地場産業の振興



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

今後において、中小企業者が、使いやすく、質の高い商品開発に取り組める制度となるよう検討を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業を通し、事業者の開発意欲を向上させ、市場性のある新商品や新サービスの創造を促進することで、本市産業の活性化が図られていることから、今後においても事業を継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）今まで、年２回募集を行っていたが、２回目の応募数が極端に少ないことから、平成２６年度より年１回の募集に変更する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 毎年募集件数を上回る応募があり、市内の企業全体の認知も高まっており、事業者の開発意欲の向上に寄与している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 応募は毎年２０件近くあり、毎年１０件の採択者がある。、市場性のある新商品や新サービスの創造に寄与し、中小企業の開発意欲増進に効果を発揮している。



A203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 143 7 1 2 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統・地場産業の振興

一般会計 商工業育成費 13,297

事業番号 事務事業名 食のブランド化事業部局 地域振興部 所管課 商工振興課 商工労働係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀市の豊かな自然と伝統文化を背景とした、片野鴨池の「坂網鴨」や橋立のカニ、地元産の農産物などの優れた食材・食文化、更には九谷焼・山中漆器などの伝統工芸品を生かした新しい「食」を創造・発信・ＰＲすることにより加賀の「食のブランド」化を推進し、ついては加賀市の魅力発信と商工業・観光の振興を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 坂網鴨食談会ツアーの県外からの申込者数の割合 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 県外からの申込者数の割合を指標とすることで、全国的な認知度を測定する指標とする。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,297

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況首都圏で、坂網鴨、橋立のカニなどの加賀市が誇る食材を活用した「加賀の晩餐会」を開催し、加賀の魅力を発信した他、地元で、坂網猟の継承・坂網鴨のブランド化のために、坂網に関する情報発信や猟の見学、坂網鴨の食事などを行う坂網鴨食談会ツアーを開催した。
単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円4,500 651

千円千円千円千円9,368※人件費※人件費※人件費※人件費
3,000 3,6518,700 668651 5,151決算決算決算決算 70 8 11.411.411.411.4

- ----70 24 34.334.334.334.3- ---- 3,000 651 3,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 70 3,65170 - ---- 3,000 65170



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 招待客の方々にＳＮＳや雑誌上で掲載していただくことにより、認知度が高まってきている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 通常市外に出回らない坂網鴨を、首都圏で発信することにより、全国的な認知度の向上及びブランド化につながっている。

坂網鴨はその捕獲数から、基本的に市外に流通しない食材であるが、そのような坂網鴨を、国内外問わず継続的にアピールし、「加賀の食」「加賀の味」として育てることにより、加賀に来て食すという流れをうみ、加賀市への誘客及び地元での消費につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 加賀市の食材を、担い手の語りや猟の見学などと併せてアピールすることで、加賀市の食と魅力のＰＲ効果を高めるとともに農業・商業振興及び観光誘客にも寄与していると考えられることから、今後も継続するものとする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）平成23年度より行ってきた、首都圏での「加賀の晩餐会」及び地元での「坂網鴨食談会ツアー」に加え、平成26年度からは加賀調理師会の協力のもと、市内での鴨料理の普及事業を開始する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 135 6 1 3 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 863 976 1,839
863目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 27 - ---- 863 976 1,83927 - ---- 863 976 1,83927 -

66827 23 85.285.285.285.2 212 651決算決算決算決算 27 22 81.581.581.581.5 209 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
地元スーパーでの地産地消コーナーの設置や、食育活動の実施及び学校給食に地元農産物を供給する体制が、ＪＡ、南加賀公設市場、県、市教委等、関係機関との間で整い、地産地消の拡大及び地元農産物の生産拡大が図られた。数値目標数値目標数値目標数値目標 食育教室の実施回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 地産地消・食育の重要性を啓発する。（市内各小中学校において実施）

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,328
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 農産物生産対策費 1,328

部局 地域振興部 所管課 農林水産課 農業政策係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 地産地消・6次産業化推進事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 ２．高齢者がいきいきと安心して暮らせるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 地産地消の拡大により、加賀市農業の活性化を図る。農業体験や食育教室の実施により、農業の大切さ・理解を深め、地産地消の拡大と地元農業の活性化を図る。ＪＡ、南加賀公設市場、県、教委と連携し、加賀市産農産物（米、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、かぼちゃ、梨、ぶどう等）を学校給食に導入のほか、地元スーパーに「南加賀の野菜（なんかがいいやさい）」コーナーの設置し、地元農産物の販売と消費拡大を図る。

877区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は ・食育教室の実施回数が増加し、より多くの児童・生徒に食育・地産地消の大切さを周知できた。・学校給食への地元農産物を導入するシステムについて、関係機関の役割分担が明確化され、円滑な運営が実施できた。・加賀の食祭り等のイベントの開催により、加賀市産農産物を多くの市民にＰＲできた。以上のことより、事業実施の有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 地産地消推進体制の各関係機関の体制の確立、食育教室の開催回数の増加、加賀市産農産物のＰＲの推進等が、対前年度予算減の中で実施できたことから、費用対効果は高い。

・地産地消に係る各種事業の継続実施、及び新たに6次産業化の推進事業や、加賀市農産物及び加工品等を高齢者宅等へ配送するシステムを確立する。・市内の児童、生徒から高齢者まで、地産地消の重要性を理解することにより、加賀市農産物の生産拡大を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ・学校給食への加賀市産農産物の導入、食育教室の開催、イベント等を活用した加賀市産農産物のＰＲ等については、継続していくことにより更に事業効果が期待できるため、継続して実施する。・また、Ｈ２６年度からは、更に、加賀市産農産物の6次産業化、及び加工品等を高齢者宅等へ配送するシステムの導入等、事業を拡充して取り組む。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・地産地消に係る事業は継続して行う。・6次産業化の推進のため、事業推進にあたる農業者団体等への助成を行う。・加賀市農産物及び加工品等を高齢者宅等へ配送するシステムの導入に係る事業を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



C06 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 136 6 1 3 5 2② 136 6 1 3 5 3③ 136 6 1 3 5 4

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 5,540一般会計

豊かな自然環境及び伝統的食文化を生かして、都市と農村の交流促進及び農林水産業の振興を図るため。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 竹の浦館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 特定非営利活動法人 竹の浦夢創塾指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 5088千円竹の浦館管理部局 地域振興部 所管課 農林水産課 農業政策係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）その他管理費 100一般会計 維持補修費 415関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 6,055
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況加賀市の食文化の継承、及び農産物の地産地消に関する各種行事の開催、及び施設の維持管理等の運営委託を行い、市民の食と農林水産業に対する意識の向上、施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 関連行事への利用客数を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 16,150 12,215 75.675.675.675.6 6,115 668 6,78316,220 14,273 88.088.088.088.0 5,561 651 6,212目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 14,400 - ---- 5,883 651 6,53414,500 - ---- 5,883 651 6,53414,600 - ---- 5,883 651 6,534



36 ○ 34 △ 2 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果各種報告書における、金額・数値等の提出前の精査を指示利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果概ね良好な運営を行っている。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標改築後10年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者増加にも努めているとともに、特色ある内容の行事運営に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



E01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 136 6 1 3 5 2② 136 6 1 3 5 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 5,540一般会計

自然に親しむ野外活動の場を提供し、福祉の増進及び地域の発展を図るため。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 瀬越キャンプ場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 特定非営利活動法人 竹の浦夢創塾指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 452千円瀬越キャンプ場管理部局 地域振興部 所管課 農林水産課 農業政策係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）その他管理費 100関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,640
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況野外キャンプ等、自然に親しむ野外活動の場を提供、及び施設の維持管理等の運営委託を行い、市民の自然に対する意識向上、施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 自然とのふれあいによる健康の増進のため利用客を増やす。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 350 149 42.642.642.642.6 809 334 1,143400 485 121.3121.3121.3121.3 494 325 819目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 500 - ---- 562 325 887525 - ---- 562 325 887550 - ---- 562 325 887



36 ○ 34 △ 2 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果各種報告書における、金額・数値等の提出前の精査を指示利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果概ね良好な運営を行っている。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標
野外活動に対する利用客の多様なニーズに対応し、魅力あるイベントを実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者増加にも努めているとともに、特色ある内容の行事運営に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



A305 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 162 8 5 2 1 18②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）隣接するあわら市との広域交流を図るため、越前加賀宗教文化街道の一つに位置付けられている吉崎・塩屋ルートにおいて情報発信施設や周遊ルートを整備する。

0区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ａ_観光施　策施　策施　策施　策 ３．自治体外交を展開します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 越前加賀宗教文化街道環境整備部局 建設部 所管課 都市計画課 都市整備係

一般会計 越前加賀宗教文化街道環境整備費 2,619
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,619

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況（仮称）県境の館「越前加賀歴史情報館」の適地の選定と、施設整備計画の策定をあわら市と共同で進めた。周遊ルートの案内板、修景舗装整備等の設計を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業進捗率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 予算と執行額を指標とする。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 %%%% %%%% ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 0.00.00.00.0100 100 100.0100.0100.0100.0 2,619 1,302 3,921目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 41,000 2,004 43,004- ---- 0 0 0- ---- 0 0 0



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 県境での立地に特色がある「歴史情報館」と周遊ルートは、本市の新たな観光資源となる。また、あわら市との連携による広域交流が推進される。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 越前加賀宗教文化街道を構成するガイダンス施設により、周辺観光客の増加が見込まれる。施設を地元が管理・運営することで、行政のコスト低減がされる。また、観光客への情報発信は、きめ細かなサービスとなる。

施設整備は平成26年度に完了する。「越前加賀歴史情報館」の管理・運営は、地元吉崎町の協力を得て、あわら市と共同運営する。石川、福井の広域観光情報発信と吉崎・塩屋地区の歴史文化のガイダンス施設として休憩を兼ねた利用促進を図り、周辺の散策を促す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） あわら市との共同して県境をまたぐ施設整備計画をまとめたので、次年度は整備を行う。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）（仮）県境の館「越前加賀歴史情報館」の用地買収と建設工事を行う。吉崎・塩屋ルートの 案内板、誘導サイン、修景舗装工事を行う。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G215 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 161 8 5 1 4 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）国道8号加賀拡幅事業に合わせ、沿線の賑わい創出を図るために休憩、情報発信とともに地域振興の役割をもった「道の駅」の整備検討を行う。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 国道８号線道の駅調査事業部局 総務部 所管課 都市計画課 都市整備係

一般会計 国道8号沿線調査費 800
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 800

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況道の駅の整備位置と駐車場等規模を道路管理者である国土交通省と協議中である。また、市が設置する地域振興施設については、管理運営形態や施設の内容について、沿道関係者で組織された協議会と加賀商工会議所及びJA加賀とで検討を進めている。数値目標数値目標数値目標数値目標 - 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業は委託となるため、数値としてあげるのは難しい 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ---- ---- ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -- - ---- 800 1,953 2,753目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- 2,200 1,953 4,153- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 道路利用者の快適性・安全性の向上と、本市への来訪者への情報サービスの向上が図られる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 国、市、合せた事業費は、約10億円が見込まれる。道の駅周辺には、多様な沿線サービス施設が立地誘導される可能性があり、沿道の賑わいと活力ある地域づくりが期待される。また、災害時の避難、救護の拠点となり得る。

平成26年度で事業完了予定。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 道の駅の道路休憩施設としての必要性を確認した。地域振興施設については、運営体制にかかる課題を検討する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）道の駅整備により、地域課題にどの様に対応できるか、更に検討を進める。実行性のある管理運営体制の構築と、これに対応した施設整備内容の検討を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G216 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 162 8 5 2 1 16② 162 8 5 2 2 1③ 162 8 5 2 2 1

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 78,000 1,302 79,302
73,983目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 62.4 - ---- 309,655 7,812 317,46762.4 - ---- 180,000 7,812 187,81262.4 -

6,68062.4 45.1 72.372.372.372.3 66,171 7,812決算決算決算決算 67 41.6 62.162.162.162.1 169,173 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ㎞㎞㎞㎞ ㎞㎞㎞㎞ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
市事業の加美谷線整備は、道路用地買収を完了した。県事業の山代粟津線及び温泉中央南線は、測量や道路計画策定などの調査業務を行った。また、事業推進を目的とする地元協議会に対し、県と市が共同でまちづくりへの助言を行っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 整備率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業完了延長を指標とする。

669関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 66,171
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 加美谷線整備費 64,805一般会計 県営街路整備負担金山代粟津線 697

部局 建設部 所管課 都市計画課 都市整備係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 都市計画道路整備事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 都市計画道路の整備を計画的に推進する。

175,853区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
一般会計 県営街路整備負担金温泉中央南線



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 円滑な自動車交通と安全な歩行空間が確保され、良好な道路環境が提供される。無電柱化整備や街並みの再整備などにより、景観に配慮した都市環境が形成される。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 魅力的ある市街地形成を通じて、地域住民主体によるまちづくりが活性化するなどの波及効果がある。

順次、都市計画道路の整備を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 市事業の加美谷線整備は、用地買を完了し、次年度から工事着手する。県事業は、沿道住民等から組織される協議会が設立し、街路事業を契機に沿道まちづくりを主体的に行う体制が整った。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市事業の加美谷線は、道路幅を確保するため山側の切土工事と谷側への盛土工事を行う。県事業の山代粟津線及び温泉中央南線は、引き続き地権者説明会や地元協議会への助言と県との調整を進め、円滑な事業推進を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G219 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 161 8 5 1 4 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 5,000 9,765 14,765
13,565目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 300 - ---- 4,970 9,765 14,735300 - ---- 5,000 9,765 14,765300 -

10,020150 110 73.373.373.373.3 3,800 9,765決算決算決算決算 200 155 77.577.577.577.5 8,822 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
加賀都市計画区域と山中都市計画区域の統合再編案の作成と、山中地区の用途地域指定案を作成した。都市計画道路網再編計画に基づき、大聖寺地区、片山津地区及び山代地区の都市計画変更を行った。山中地区については、地元協議と関係機関との調整を進めている。数値目標数値目標数値目標数値目標 懇談会、説明会等の出席者 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 懇談会、説明会等の出席者数で都市計画に関する市民の関心度を測定する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,800
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 都市計画基礎調査費 3,800

部局 建設部 所管課 都市計画課 都市政策係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 都市計画基礎調査

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）人口減少や少子高齢化など社会状況の変化に対応した都市づくりを進めるため、懇談会、説明会等により関係住民の意見聴取を行いながら、都市計画区域、都市施設整備計画及び土地利用計画の見直しを行う。

18,842区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 都市計画区域再編により、市の一体的な整備、開発、保全が可能になる。都市計画道路と用地地域の見直しにより社会状況の変化に応じた適正な計画のもと、市街地環境の改善が図られる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 計画の策定や変更の過程において、関係市民の意向を反映することにより、計画内容の周知が図られるとともに、計画実施時の市民協力が得られる。

社会情勢の変化や住民ニーズをとらえ、柔軟に土地利用計画や都市施設計画を見直す。見直しに際しては、財政見通し、人口の変化、民間活用を考慮する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 加賀市都市計画マスタープランに基づく都市づくりを進めるため、都市計画区域、都市施設整備計画及び土地利用計画の見直し、策定を継続して行う。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）都市計画区域再編と山中地区の用途地域指定は、説明会で関係住民の理解を得ながら進めて行く。山中地区の都市計画道路の見直しは、道路整備とまちづくりを一体とした計画策定を、関係沿線住民と行う。山中地区の用地地域は、住環境保全、地場産業振興、商店街活性化の視点で計画する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G224 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 165 8 5 6 4 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- － － －
10,829目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- － － －- - ---- － － －- -

－2 2 100.0100.0100.0100.0 7,574 3,255決算決算決算決算 - - ---- － 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 箇所箇所箇所箇所 箇所箇所箇所箇所 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
新しい住宅地である山中温泉宮の杜と山代温泉桜町において、地区住民が利用する公園整備を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 整備箇所数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 整備箇所を指標とする

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,574
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 その他公園整備事業 7,574

部局 建設部 所管課 都市計画課 都市整備係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 宮の杜公園広場整備

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地域に身近な公園を整備し、安全安心な子供の遊び場の確保と住民の憩いの場を提供する。

－区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 ■ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 身近な公園整備により、安全安心な子供の遊び場と住民の憩いの場が提供される。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 土地区画整理事業により提供された土地の有効活用である。周辺住民の心身の健康維持増進効果や地域コミィニティ活動の活発化が図られる。

地元要望を基に地域の集いの場、憩いの場として必要と認められる場合は、広場、公園の上物整備を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ２つの住宅地において、地区住民の意向を反映する公園整備を行った。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
平成26年度の事業は予定していない。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G02 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 165 8 5 6 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 10,000 - ---- 5,900 651 6,5516,45110,000 - ---- 5,900 651 6,551238.9238.9238.9238.9 5,700 651 6,351目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10,000 - ---- 5,800 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 8,000 17,759 222.0222.0222.0222.0 5,700 668 6,3688,000 19,109

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況公園内の除草や竹林整備等の保全活動と運動広場の利用受付、管理棟等の日常管理を行うとともに、「春の野鳥を観察しよう」や「いろんな木の実を調べよう」などの自然学習プログラムを管理者が企画・運営した。数値目標数値目標数値目標数値目標 来園者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 自然園来園者により活用度を測る。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,700
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

橋立自然公園管理部局 建設部 所管課 都市計画課 都市整備係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.7.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 5,700千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 橋立自然公園（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 ㈱コーワ

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 5,700

橋立自然公園の自然環境保全と自然体験学習を通じた環境意識の向上を図るとともに、レクリエーションの場を提供する。管理運営は、民間事業者の知識、ノウハウを生かすために指定管理者が行う。



26 ○ 24 △ 2 × 0
20 ○ 18 △ 2 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標市、管理者で組織されるの橋立自然公園運営委員会で、年間事業計画の見直し・改善を行い、適正な公園の保全、復元と体験学習や園内散策などの公園利用の促進を図る。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 年間を通じ適正な管理運営がなされており、自然園を生かした自主事業は、８回開催し１５０人の参加人数が確保されている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）公園来園者の要望に応じた自主事業の開催と情報発信を充実するように管理者と検討を行う。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果園内除草や竹林整備等の自然園の保全活動及び広場、管理棟等の維持管理は適正に行われている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果公園を活用した体験学習が年間８回開催されており、ホームページ等による情報提供は、適時行われている。



G214 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 156 8 2 3 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
124,604目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 75 - ---- 206,000 1,953 207,953100 - ---- 270,000 1,953 271,953- -

2,00455 55 100.0100.0100.0100.0 122,651 1,953決算決算決算決算 35 35 100.0100.0100.0100.0 142,708 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
本線の取付部である、国道及び県道の交差点改良を行い、大聖寺川に架かる橋梁の下部（橋台２基）を築造した。又本線に係る建物の補償を１件行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業の整備率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業の進捗を図る

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 122,651
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 主要道路新設改良費（補助） 122,651

部局 建設部 所管課 土木課 道路整備係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 市道A第172号線（大聖寺上木町～三木町）主要道路新設改良（補助）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）生活環境の改善と交通安全の向上を目指し、併せて地域空間の交流促進を図る。

144,712区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 複数年に亘り、事業を継続しており道路整備の状況が目に見え市民の関心が高まっているため。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 供用開始前である。

中期的な計画及び目標① 予算確保② 発注スケジュールの検討③ 供用開始に伴う住民への周知以上を行い、早期完成に努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成２７年度完成を目指し事業を継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度における事務事業内容① 橋梁上部工（H26,27施工）の施工。② 本線の舗装・歩道築造の施工。③ 国道及び県道の取付舗装の施工。以上を行い、平成27年度完成を目指す。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G220 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 156 8 2 3 2 12②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　国道8号など幹線道路の慢性的な渋滞解消と緊急時における代替道路としての役割を担い、南加賀地域の振興と活性化を図る。　また、小松空港・小松ICと加賀IC・加賀温泉郷を結び、アクセス向上と南加賀地域の交通混雑解消を図る。

351,918区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 市道B第14号線(河南町～山代温泉1区）（南加賀道路整備事業）部局 建設部 所管課 土木課 道路整備係

一般会計 南加賀道路整備事業費（補助） 257,620
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 257,620

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　平成２５年度までに橋梁や函渠などの重要構造物が完成し、平成２６年度は舗装などの工事を完成させ供用開始する予定である。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業推進率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業実績費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 85 89 104.7104.7104.7104.7 349,246 2,67294 95 101.1101.1101.1101.1 257,620 2,604 260,224目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 83,800 2,604 86,404- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 ■ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 南加賀道路は、北陸自動車及び小松空港から加賀温泉郷へのアクセス向上と南加賀地域の交通混雑解消を目的とした事業である。また、広域交流の拡大を図り、産業・経済活動の活性化が期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 計画的な事業投資により早期完成が見込まれるため、アクセス向上や交通渋滞解消などの早期効果が期待される。

平成26年度完了見込み

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は計画どおり進捗しており、本年度完成見込みである。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
平成26年度完了見込み
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G221 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 156 8 2 3 2 7②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀市の重要な幹線道路であり、供用開始以来交通量が増加しており、早急に道路規格・舗装構成を見直し整備する必要がある。整備することで道路利用者の利便性、安全性の向上を図る。

83,475区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 市道C第248号線(上河崎町～小菅波町)（特定防衛施設周辺整備調整交付金事業）部局 建設部 所管課 土木課 道路整備係

一般会計 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費（補助） 95,328
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 95,328

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成２５年度は、片側の歩道整備及び本線の舗装工事に着手し年度内で全ての事業を完了した。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業の整備率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業の進捗を図る 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 70 65 92.992.992.992.9 76,795 6,680100 100 100.0100.0100.0100.0 95,328 6,510 101,838目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 道路改良工事を行い道路を拡幅することにより、道路利用者の利便性、安全性を確保することができた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 整備することにより通過交通がスムーズとなり、交通事故の軽減や所要時間の短縮が期待できる。

平成２６年度以降に今回の改良区間以外の舗装の状態が悪いため舗装補修工事を行う必要がある。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は計画どおり施工され平成２５年度完成した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
平成２５年度で事業完了
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G222 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 151 8 1 1 4 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）各町内会が管理する生活道路について市が助成し整備することで、地域の安全で快適な生活環境の改善を図る。

15,130区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 生活道路整備助成部局 建設部 所管課 土木課 道路整備係

一般会計 生活道路整備助成費 8,700
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,700

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況毎年各町内から多くの要望が寄せられていため、直ぐに対応出来ない箇所がある。必要な整備のみに絞り、出来る限り多くの町内の要望に対応した。数値目標数値目標数値目標数値目標 要望に対する実績 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市民の要望に応える 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 箇所箇所箇所箇所 箇所箇所箇所箇所 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 16 13 81.381.381.381.3 8,450 6,68019 17 89.589.589.589.5 8,700 6,510 15,210目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10 - ---- 7,300 6,510 13,81012 - ---- 8,500 6,510 15,01012 - ---- 8,500 6,510 15,010



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 生活道路の整備について助成することにより、事業化が実現し生活環境の改善が期待できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 生活環境が改善され、住民生活の安心、安全が供給がされる。

生活に密着した事業であるため、今後も予算の確保に努める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 各町内に助成することで、整備が進み生活環境が改善される。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
要望箇所の中には、緊急性があるものも含まれているため申請の手続きを迅速に行う必要がある。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



H202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 152 8 2 1 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）道路台帳は道路管理者が作成する道路に関する調書・図面であり、道路法第28条によって作成が義務付けられている。

2,551区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｈ_行財政施　策施　策施　策施　策 ２．行財政改革を進めます視　点視　点視　点視　点 改革事業番号 事務事業名 道路台帳整備委託部局 建設部 所管課 土木課 維持管理係

一般会計 道路台帳整備費 1,953
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,953

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況C-198号線（片山津町）、B-393号線（加茂町）、B-54号線（山代温泉）、B-430号線（加茂町）の4路線1,686ｍの台帳修正・整備を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 道路台帳の整備率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 台帳整備率100%を目標とする 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 100 98 98.098.098.098.0 1,883 668100 98 98.098.098.098.0 1,953 651 2,604目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 - ---- 2,000 651 2,651100 - ---- 2,000 651 2,651100 - ---- 2,000 651 2,651



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 台帳附図の閲覧等に対応していく
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 未整備路線の台帳を整備することで、面積分の交付税をうけられる

早期に台帳整備整備率100％を目指し、未修正路線の修正を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は道路管理者が台帳作成を道路法で義務付けられていることから、今後も継続が必要であると認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）道路台帳の整備されていない路線については整備、改良等で区域に変更のあった路線については修正をを進めていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



H203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 164 8 5 6 1 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）老朽化している公園施設について、計画的な予防修繕を取り入れることで公園施設の長寿命化を図り、都市公園の安全性の確保とともに、トータルコストの縮減と平準化を図る。

10,089区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｈ_行財政施　策施　策施　策施　策 ２．行財政改革を進めます視　点視　点視　点視　点 改革事業番号 事務事業名 公園長寿命化修繕計画策定部局 建設部 所管課 土木課 維持管理係

一般会計 公園長寿命化対策費（内、公園長寿命化計画策定業務） 39,568（10,868）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 39,568

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況都市公園52箇所の都市公園について長寿命化計画を策定した。数値目標数値目標数値目標数値目標 進捗率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業実績費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 40 40 100.0100.0100.0100.0 8,085 2,004100 100 100.0100.0100.0100.0 10,868 1,953 12,821目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 今後は策定した計画に基づき公園施設を管理していくことで、公園利用者の利便性、安全性が確保される。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 修繕計画をたてたことで今後の修繕トータルコストの縮減と予算の平準化が図れる

平成25年度で公園長寿命化修繕計画策定事業が完了した。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 公園長寿命化修繕計画は平成25年度策定完了した
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
平成25年度で公園長寿命化修繕計画策定事業が完了した。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G223 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 265 2 1 3 2 1② 265 2 1 3 2 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 100,000 6,510 106,510
5,569目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- 27,000 3,255 30,255833 - ---- 100,000 6,510 106,5101666 -

8,016- - ---- 2,314 3,255決算決算決算決算 9,797 10,686 109.1109.1109.1109.1 22,723 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 m　m　m　m　 m　m　m　m　 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
農業集落排水事業による整備地区１１地区の内、１０地区については既に整備が完了している。平成２５年度は、残り１地区の三木地区について農業集落排水事業(三木地区）計画概要書を作成して県知事宛提出し、事業計画が承認された。数値目標数値目標数値目標数値目標 管路布設延長 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 下水道事業事業計画で定めた計画面積

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,314
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

下水道事業特別会計 農業集落排水施設整備費（補助） 1,400下水道事業特別会計 農業集落排水施設整備費（単独） 914

部局 上下水道部 所管課 下水道課視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 農業集落排水施設整備

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）下水道が整備されていない農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水を処理する施設の整備により、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資すると共に、農村の基礎的な生活環境及び公衆衛生の向上を目指すものである。

30,739区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 生活環境及び公衆衛生の向上、農業用用排水の水質保全に寄与できた。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 国からの交付金を有効に活用して事業を実施している。低コストな工法等があれば積極的に採用し事業投資効果の向上を目指す。

農業集落排水施設の整備を行うことにより、当該地区の生活環境及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて農業用用排水の水質保全を図ることを目標としており、早期完成を目指すことにより目標が達成される事業であり効率性を考慮しつつ、未整備となっている三木地区の整備を推進する必要がある。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 生活環境及び公衆衛生の向上、農業用用排水の水質保全等農村地域住民の生活向上に不可欠な事業であり、今後も整備完了まで継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
農業集落排水事業（三木地区）の管路施設及び処理施設の設計業務を完了する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G230 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 259 2 1 1 2 1② 259 2 1 1 2 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）片山津処理区の下水道整備を行うことにより、公共用水域（柴山潟・動橋川流域）の水質保全を図り、対象地区の住環境を改善して、都市の健全な発展と公衆衛生の向上を目指す。

106,603区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 片山津処理区管渠築造事業部局 上下水道部 所管課 下水道課

下水道事業特別会計 片山津処理区管渠築造事業費（補助） 61,738下水道事業特別会計 片山津処理区管渠築造事業費（単独） 57,322関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 119,060
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度は動橋町、打越町、高塚町にて事業を実施し、整備面積は1.94ha、整備延長は1,210.1mであった。全体計画面積820haに対して、平成25度末整備済面積は、264.5haである。数値目標数値目標数値目標数値目標 整備面積 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 下水道事業事業計画で定めた計画面積総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 hahahaha hahahaha ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 2.5 2.5 100.0100.0100.0100.0 100,093 6,5104.8 1.9 39.639.639.639.6 119,060 6,510 125,570目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6.5 - ---- 212,208 6,510 218,7185.5 - ---- 124,434 6,510 130,9448.9 - ---- 211,031 6,510 217,541



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 住環境の改善、公衆衛生の向上、公共用水域の水質浄化に寄与できた。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 国からの交付金を有効に活用して施工している。低コストな工法等があれば積極的に採用し事業投資効果の向上を目指す。

片山津処理区の下水道整備を行うことにより、対象地区の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図る事を目標としており、早期完成を目指す事により目標が達成される事業であり効率性を考慮しつつ推進する必要がある。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 住環境の改善、公衆衛生の向上、公共用水域の水質浄化等市民生活の向上に不可欠な事業であり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）打越町、高塚町、梶井町にて事業を実施する。予定整備面積　　　　　　　　　予定整備延長           6.7ha                              1,510m   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G231 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 259 2 1 1 2 3② 259 2 1 1 2 4③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）大聖寺・山代・作見地区とその周辺・山中温泉地区の下水道整備を行うことにより、公共用水域（大聖寺川流域・柴山潟）の水質保全を図り、対象地区の住環境を改善して、都市の健全な発展と公衆衛生の向上を目指す。

146,024区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 大聖寺川処理区管渠築造事業部局 上下水道部 所管課 下水道課

下水道事業特別会計 大聖寺川処理区管渠築造事業費（補助） 186,521下水道事業特別会計 大聖寺川処理区管渠築造事業費（単独） 138,868関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 325,389
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成25年度は大聖寺緑が丘町、別所町、山中温泉長谷田町にて事業を実施し、整備面積は10.16ha、整備延長は3,478.6mであった。全体計画面積1,470haに対して、平成25度末整備済面積は、579.8haである。数値目標数値目標数値目標数値目標 整備面積 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 下水道事業事業計画で定めた計画面積総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 hahahaha hahahaha ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 4.7 4.7 100.0100.0100.0100.0 139,514 6,51010.6 10.2 96.296.296.296.2 325,389 6,510 331,899目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 17.3 - ---- 409,840 6,510 416,35016.6 - ---- 375,566 6,510 382,07610.5 - ---- 248,969 6,510 255,479



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 住環境の改善、公衆衛生の向上、公共用水域の水質浄化に寄与できた。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 国からの交付金を有効に活用して施工している。低コストな工法等があれば積極的に採用し事業投資効果の向上を目指す。

大聖寺・山代・作見地区とその周辺・山中温泉地区の下水道整備を行うことにより、対象地区の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図る事を目標としており、早期完成を目指す事により目標が達成される事業であり効率性を考慮しつつ推進する必要がある。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 住環境の改善、公衆衛生の向上、公共用水域の水質浄化等市民生活の向上に不可欠な事業であり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）大聖寺松島町、作見町、山中温泉長谷田町にて事業を実施する。予定整備面積　　　　　　　　　予定整備延長           9.1ha                             1,197m   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G232 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 266 2 1 4 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 20,047 3,255 23,302
13,642目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 40 - ---- 20,047 3,255 23,30240 - ---- 20,047 3,255 23,30240 -

3,25540 22 55.055.055.055.0 10,387 3,255決算決算決算決算 40 31 77.577.577.577.5 14,489 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 基基基基 基基基基 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
生活排水による公共用水域の汚濁を防止するため、専用住宅等に対して合併処理浄化槽の設置にかかる費用に対して補助を行う。数値目標数値目標数値目標数値目標 合併処理浄化槽の設置基数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 生活排水基本計画に基づく

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,411
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

下水道事業特別会計 合併処理浄化槽設置助成費（内　負担金等を除く実際の事業費） 10,411（10,387）

部局 上下水道部 所管課 経営企画課視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 合併処理浄化槽設置助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　住民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的に、合併処理浄化槽の普及促進を図る。

17,744区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　下水道が整備されていない地域においては、合併処理浄化槽の設置に対し補助することで、合併処理浄化槽の普及が促進された。このことにより、公共用水面の水洗化が促進された。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　25年度の合併処理浄化槽の補助件数は22件であり、市内全体の合併処理浄化槽設置件数の約16％と普及促進に効果があった。

　合併処理浄化槽の設置助成は、下水道の計画区域外となるため、下水道整備の進捗状況に併せた相互調整を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　合併処理浄化槽の設置は、下水道と違い法的に義務化されていない為、本事業による助成制度があることにより、普及が促進されている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成25年度は合併処理浄化槽の設置助成件数が減少しており、次年度には、助成制度のより一層の周知を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G225 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 2 1 1 16②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）浄水場、配水池などの基幹水道施設を耐震化することで平常時の安定供給と地震等災害時において被害の最小化と復旧の迅速化を目的とします。

220,813区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 基幹水道構造物の耐震化事業費部局 上下水道部 所管課 水道課

水道事業会計 委託費 5,040
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,040

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況水道施設基準を満たす施設を構築するため、個々の施設に適した補強・補修・更新を検討。耐震が必要な施設について計画的に更新を実施している。　本年度は、山代配水池電気室の設計を実施。 数値目標数値目標数値目標数値目標 事業進捗率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 年次計画に基づく実績事業費の進捗を指標とし、事業遂行の状況を点検する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 8.5 8.5 100.0100.0100.0100.0 213,465 7,3488.7 8.7 100.0100.0100.0100.0 5,040 2,604 7,644目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10.7 - ---- 50,825 3,255 54,08015.8 - ---- 128,000 3,255 131,25522.7 - ---- 175,000 3,255 178,255



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 地震が発生した場合に、断水による被害を最小限に抑え、更に病院などの重要施設への給水を確保することは市民の生命と生活を守ることができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 震災時にも水道施設が十分に機能するライフラインは、災害時の市民生活を守り、その後の復興にも寄与します。耐震性のある水道施設は応急給水、医療、消火活動と市民の生命及び財産を守るものであるから効果は高い。

　地震等の緊急災害時においても､その被害を最小限に抑えるため早期の配水池耐震化更新が必要であり、計画的に山中浄水場、山中配水池、大聖寺配水池の耐震化が必要となる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 災害時に必要な水道水を供給するため、この事業は必要不可欠である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）山代配水池電気室の築造工事及び山中浄水場の洗浄排水池の設計委託を行う予定。(計画通り実施予定）   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G226 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 2 1 1 16② - 2 1 1 20③ - 2 1 1 24

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 105,000 5,859 110,859
79,325目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 56.8 - ---- 118,662 5,859 124,52168.5 - ---- 105,000 5,859 110,85980.1 -

7,34843.6 43.6 100.0100.0100.0100.0 72,164 7,161決算決算決算決算 35.6 35.6 100.0100.0100.0100.0 197,599 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
現在は国道８号加賀拡幅工事と同時に上河崎～加茂間の配水管布設を実施。数値目標数値目標数値目標数値目標 更新率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 年次計画に基づく実績更新延長を指標とし、事業遂行の状況を点検する。

62,031関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 72,164
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

水道事業会計 委託料 7,560水道事業会計 路面復旧費 2,573

部局 上下水道部 所管課 水道課視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 配水管網整備事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）適切な水量、水圧、水質を満たすため、配水管網の整備を図り、安定した供給を確保するものである。

204,947区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
水道事業会計 工事請負費



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 配水管整備により、給水量の増加に対応した水圧・水量の確保が可能となり、また、管網のループ化により配水区域間での水道水の相互通水が可能となり災害時等でも安定給水を図ることが出来る。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 一部地区の給水量の増加に伴う慢性的な水圧不足や未給水地域の解消のため配水管を整備することは，都市基盤を整備することから費用効果がある。

漏水事故、水質悪化を解消するため、市内全域の配水管口径の見直しを行いながら早急な更新事業を行います。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 水質基準は水道法で定められており、この基準を超えるときは給水停止をしなければならない。常に安全な水道水を市民に供給するには必要な事業である
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）水量不足の地区を解消するため配水管口径の見直しを図りながら道路改良等の実施にあわせ水道管網の整備を推進します。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G227 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 2 1 2 24②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）取水設備、送水設備の老朽化による故障が原因で起こる大規模断水を未然に防ぐため、計画的に老朽化設備の更新を実施することで施設の健全化を目的とする。

0区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 導送水施設整備事業部局 上下水道部 所管課 水道課

水道事業会計 工事請負費 194,775
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 194,775

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成24～26年度の３ヵ年で経年化した基幹施設を統合化し、同時に市内10箇所ある加圧施設を山中浄水場で一元管理するための工事を実施している。平成24年度に統合化工事の設計を完了。平成25、26年度で監視施設の統合化工事を完了する予定。数値目標数値目標数値目標数値目標 事業進捗率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 年次計画に基づく実績事業費の進捗を指標とし、事業遂行の状況を点検する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 0 0 0 022.8 22.8 100.0100.0100.0100.0 194,775 4,557 199,332目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 46.1 - ---- 302,400 4,557 306,95753.3 - ---- 93,290 4,557 97,84756.3 - ---- 40,000 4,557 44,557



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 水道施設の一元管理により、最適で効率的な水運用が可能となる。また、災害時などにおける配水区間の相互融水が可能になる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 施設の運転管理が、山中浄水場で一元化されることで、施設の維持管理費等の削減ができ、財政面から水道事業の安定化につながる。

機械設備については耐用年数を超えたものでも保守業務により延命可能なら継続使用する。電気・計装設備については運転監視制御に多く使用されているため、一度故障が発生すると大きな障害になるため、耐用年数を超えた設備は計画的に更新します。計画としては老朽化が激しい七日市送水ポンプ場を優先的に更新します。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 災害時などにおける緊急配水計画を構築することができる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）法定耐用年数を目途に更新を計画しているが、点検・修繕等においてその必要性を見極め再度検討する必要がある。  中期的な計画及び目標  中期的な計画及び目標  中期的な計画及び目標  中期的な計画及び目標



G228 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 2 1 3 24②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 29,500 5,208 34,708
18,889目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 69 - ---- 14,820 5,208 20,02874.2 - ---- 11,000 5,208 16,20888.3 -

6,68061.9 61.9 100.0100.0100.0100.0 14,332 4,557決算決算決算決算 55.1 55.1 100.0100.0100.0100.0 46,588 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　漏水に伴う鉛給水管取替や水道本管工事及び道路整備他工事に併せて47件の鉛管取替を実施しました。　また、単独事業として市内3か所の地域で、101件の取替工事を行いました。数値目標数値目標数値目標数値目標 更新率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 年次計画に基づく更新戸数を指標とし、事業遂行の状況を点検する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 14,332
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

水道事業会計 工事請負費 14,332

部局 上下水道部 所管課 水道課視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 鉛給水管更新事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）平成15年４月に改訂された水道水質基準に適合する水を給水するため。老朽管更新事業などで更新する配水管工事にあわせ、量水器までの給水管を更新する。更新管種は、水質への影響が少ないポリエチレン管を使用する。

53,268区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 鉛製給水管の取替えは国の方針でもあり、水質の安全確保とともに漏水防止ができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 鉛管解消に伴い、厚生労働省が示した守るべき水質基準をクリアすることができため、費用効果はある。

鉛給水管の布設替えには多額の費用がかかるため、老朽化した配水管布設替にあわせて工事を進めていきます。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 水道水は人の健康に直結するものであり、今後も水質基準に適合した水を供給する責務を果たしていく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
水道水質基準に適合した水を安定供給できるよう、事業を継続する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G229 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 2 1 3 20② - 2 1 3 24③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
300,084区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 332,081

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

7,348
更新率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 年次計画に基づく実績更新延長を指標とし、事業遂行の状況を点検する。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）耐震性のある配水管を布設することで、事故・災害等に強いライフラインを確保し、水道水の安定供給を図ることを目的とします。

部局 上下水道部 所管課 水道課視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 老朽管更新事業

332,081 13,020決算決算決算決算 31.4 31.4 100.0100.0100.0100.0 292,736

水道事業会計 路面復旧費 57,432水道事業会計 工事請負費 274,649

総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
老朽化した配水管のうち石綿セメント管、鋳鉄管、ビニル管に加え、平成25年度からは耐用年数を超過した水管橋、鋼管、配水支管を更新対象にし、漏水箇所が多い路線や他工事との関連により優先度を決め効果的に順次布設替を実施している。数値目標数値目標数値目標数値目標

---- 323,000 13,020 336,020
345,101目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 45.4 - ---- 285,035 13,020 298,05552.1 - ---- 301,674 13,020 314,69459.2 -

39.1 39.1 100.0100.0100.0100.0



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 事業の推進により、漏水防止の改善が図られ、非常時においても安定供給できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 耐震性の配水管を布設替することで、地震災害時における市民生活への影響と災害後の復旧費用を軽減することができる。また配水管と同時に給水管の布設替することで給水管からの漏水防止向上ともなる。

漏水件数は年々減少傾向にあるものの、配水管は年々劣化するとともに老朽化するため、今後も漏水が発生する。国庫補助を有効利用しながら財政負担の軽減を図り事業を推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 老朽管による漏水、赤水の防止及び災害時にも強いライフラインを構築できるため事業の継続が必要です。※有収率＝料金徴収となった水量÷総配水流量
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）老朽管の更新については、国県道の改良工事との連携により経費を節減しながら、進捗率の向上を図ります。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



E204 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① - 1 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　地域に必要とされる医療を安定的に提供するとともに、医療レベルの向上を図るために、医師の人材確保を長期的・継続的に実施し、働きがいのある働きやすい職場環境づくりへの取組みにより、継続した人材確保の実現を目指す。平成２８年度には最低３３名、将来的には４３名以上を目指す。

344区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ２．医療・福祉・介護の連携体制を構築します視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 医師確保対策部局 病院管理部 所管課 企画経営課

病院事業会計 2,284
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,284

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　平成２５年度は、医師の派遣を受けている大学医局との関係強化のため、各科教授等との面談を約３０回実施した。また、加賀市にゆかりのある医師への訪問を約２０名に実施した。若い医師を招へいする体制づくりにも着手し、医師研修を強化する足がかりとして、９月に日本内科学会の教育関連病院施設認定を受けた。その他として、市民の医療に対する理解と協力を得るための出前講座開催や、東京での県人会イベント時に医師招へいのリーフレット配布等を行った。また、医師を目指す人材を増やす試みとして、中学生を対象とした医師による講話を実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 常勤医師数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 医療の安定供給とレベル向上のため、常勤医師の確保に取り組む 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 28 27 96.496.496.496.4 10 33428 28 100.0100.0100.0100.0 712 814 1,526目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 28 - ---- 2,284 2,604 4,88828 - ---- 3,000 2,604 5,60433 - ---- 3,000 2,604 5,604



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 何回も大学に足を運び、加賀市の医療に対する意見を聞いて、誠心誠意対応を図ることは非常に重要であり有効である。但し、現状では大学も人材が豊富でないため、即応性は高くない。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 平成２５年度は、医師１名の増員が出来ており、総事業費を比較すると、費用対効果は高かったと言える。

　医師のスキルアップに必要な研修体制の構築と、全庁的な体制により医師招へいを推進するための体制づくりを行い、寄附講座の開設等についても検討・予算化していく。また、若い医師にとって魅力的な病院づくりのため、医師研修機能を充実させる。具体的には、金沢大学の協力型としての研修受け入れ数を増加させ、将来的には独自に研修を行う「基幹型」を目指すとともに、後期研修プログラムの充実を図る。さらに、医師免許取得前の医学生の実習を受け入れできる環境を整える。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成２５年度は、地方の病院が医師の確保に苦労しているなか、１名の増員が出来たことは成果である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　関係大学との関係を更に密にするため、訪問・面談はこれまで以上に行う。また、加賀市にゆかりのある医師への訪問・面談も継続的に実施し、新たな訪問先の開拓にも尽力する。更に、医師の労働評価と評価に見合う新規手当制度の構築を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 4,900 65 4,965
4,965目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1,000 - ---- 4,900 65 4,9651,000 - ---- 4,900 65 4,9651,000 -

661,000 500 50.050.050.050.0 4,900 65決算決算決算決算 1,000 500 50.050.050.050.0 4,900 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
１．産地内見本市展示事業実施（JAPAN漆YAMANAKA2013　ほか３件）２．産地外見本市展示事業実施（全国漆器展　ほか４件）３．広報宣伝活動事業実施（山中漆器産業カレンダー等作成・配布、加賀市永久保存作品の買上保存）４．常設展示事業実施（青山スクエア常設展示、県立伝統産業工芸館常設展示）５．伝統工芸士育成事業実施（石川県伝統工芸士大会　ほか２件）６．関係団体負担金（日本漆器協同組合連合会　ほか各種団体）数値目標数値目標数値目標数値目標 参加人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 目安としてJAPAN漆YAMANAKAの参加人数を目標と設定

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 漆器振興推進費(内　山中漆器産地振興対策事業補助金) 11,370(4,900)

部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 山中漆器産地振興対策事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　山中漆器の振興と、産地活性化の積極的推進

4,966区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　産地内外の見本市や常設展や、広報宣伝活動などを積極的に実施することで、多くの人に山中漆器の存在をアピールすることになり、事業の有効性を高めている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　地元のみならず東京都や和歌山県などを会場にした複数のイベント事業であり、漆器産地振興対策として効果的である。

　山中漆器連合協同組合と連携しながら地場産業山中漆器のさらなる産地活性化の積極的推進を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　山中漆器は、産業として地域経済に果たす役割と併せて地域文化面での貢献度も高い。山中漆器の振興に寄与することを目的とした本事業は、産地活性化と積極的推進を図るため、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度も引き続き本事業を支援し、山中漆器連合協同組合と連携しながら地場産業山中漆器のさらなる産地活性化の積極的推進を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 2,300 65 2,365
2,365目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 60,000 - ---- 2,300 65 2,36560,000 - ---- 2,300 65 2,36560,000 -

6660,000 56,000 93.393.393.393.3 2,300 65決算決算決算決算 60,000 45,000 75.075.075.075.0 2,300 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　BIGやまなかフェア「山中漆器祭」開催（５月３～４日）　　１．会場設営費（特設ステージ設営、即売テント設営　など）　　２．会場運営費（即売テントアテンド、シャトルバス運行　など）　　３．広告宣伝費（テレビＣＭ制作、放送）　　４．イベント費（わんこそばバトル運営、イベント進行　など）　　５．企画運営費（企画制作費　など）数値目標数値目標数値目標数値目標 来場者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 山中漆器祭の来場者数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 漆器振興推進費(内　BIGやまなかフェア「山中漆器祭」開催事業補助金) 11,370(2,300)

部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 山中漆器祭開催事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　卸し主体の事業形態により機会の少なかった山中漆器と地域社会との交流と、一般消費者に対する広報宣伝・イメージアップ並びに地場産業への理解を深めるとともに、業界・地域の振興と活性化を図る。

2,366区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　山中漆器と地域社会との交流、一般消費者に対する広報宣伝・イメージアップ並びに地場産業への理解を深める目的を果たす本事業は、有効性が極めて高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　BIGやまなかフェア「山中漆器祭」には２日間で約56,000人の来場者があり、漆器即売やイベントなどで賑わった。また、テレビニュースや新聞でも報道され、一般消費者への広報宣伝にもつながり、費用対効果は高い。

　今後も、山中漆器連合協同組合と連携しながら「山中漆器祭」のイメージアップと業界・地域の活性化を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　毎年、多くの来場者を集める「山中漆器祭」は、地場産業を活性化させ、イメージアップを図ることにもなり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度も引き続き本事業を支援し、山中漆器連合協同組合と連携しながら「山中漆器祭」のイメージアップと業界・地域の活性化を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　伝統工芸山中漆器の総合見本市を消費地の大型展示会において開催することにより、山中木製漆器の心と技を全国発信するとともに、新たな販路開拓を図る。

766区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 山中木製漆器新作見本市開催事業助成部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係

一般会計 漆器振興推進費(内　山中木製漆器新作見本市事業補助金) 11,370(700)関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　第76回東京インターナショナルギフトショー秋2013の会場にて開催。（東京都江東区）　展示ブースのアイキャッチとして大型の山中塗地球儀を展示し、山中木製漆器の技術の高さや応用力・柔軟性を披露した。数値目標数値目標数値目標数値目標 商談件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 販路開拓結果の目安 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 300 408 136.0136.0136.0136.0 700 66300 292 97.397.397.397.3 700 65 765目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 300 - ---- 700 65 765300 - ---- 700 65 765300 - ---- 700 65 765



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　ギフトショー全体の来場者数は190,000人余り。その内８０％が展示会場に訪れている。　本事業の会場にも、既存販路の得意先に加え、新規顧客や新しい分野の来場者も訪れ、新たな販路開拓のきっかけにもなり、有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　大消費地東京での大型展示会においての開催は、４００年の歴史と伝統を持つ「山中木製漆器」の心と技を全国発信する絶好の機会であり、費用対効果が望める。

　山中漆器連合協同組合と連携しながら山中木製漆器の全国発信と新販路開拓を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　本事業の実施により山中木製漆器を全国発信することは地場産業の活性化につながり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度も引き続き本事業を支援し、山中漆器連合協同組合と連携しながら山中木製漆器の全国発信と新販路開拓を図る。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 100 65 165
165目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 35 - ---- 100 65 16535 - ---- 100 65 16535 -

6635 33 94.394.394.394.3 100 65決算決算決算決算 35 33 94.394.394.394.3 100 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
１．総会費（定期総会１回開催）２．役員会費（役員会５回開催）３．事業費（研修事業：真砂石採取、惟喬親王祭参加、漆・欅の育樹）４．事務費（郵送費外）数値目標数値目標数値目標数値目標 会員数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 木地挽物技術を保存するため会員を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 漆器振興推進費(内　山中木地挽物技術保存会運営事業補助金) 11,370(100)

部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 山中木地挽物技術保存会事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　山中漆器産地に伝承されている木地挽物技術の保存と向上を図る。

166区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　木地挽物技術の高い技術を保存し向上を図ることは、後継者へ引き継ぐ為に非常に重要なことであり、有効性は極めて高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　直接、費用対効果として表れる事業ではないが、木地挽物技術を保存、向上することが未来永劫、山中漆器産地の宝となる。

　今後も、山中木地挽物技術保存会と連携しながら木地挽物技術の保存と向上を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　この事業の目的は、地場産業の発展のため非常に重要なことであり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　次年度も本事業を支援し、木地挽物技術の保存と向上を図る。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B105 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,600 65 1,665
1,665目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50,000 - ---- 1,600 65 1,66550,000 - ---- 1,600 65 1,66550,000 -

6650,000 35,784 71.671.671.671.6 1,600 65決算決算決算決算 50,000 57,880 115.8115.8115.8115.8 1,600 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
「いしかわ伝統工芸フェア2014」開催（H26.2.7～9　東京ドームシティ・プリズムホール）　１．会場関係費（設営費、会場借料、受付警備、企画運営）　２．広報宣伝費（新聞広告、ダイレクトメール、ポスター、チラシなど）　３．会議費（運営委員会、実行委員会など１２回開催）　４、事務費数値目標数値目標数値目標数値目標 入場者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 合同見本市３日間の目標入場者数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 漆器振興推進費(内　石川県伝統産業合同見本市開催事業補助金) 11,370(1,600)

部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 石川県伝統産業合同見本市開催事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　大消費地である東京において、県内に高度に集積している伝統的工芸品の商取引の機会を増大し、ひいては県内伝統産業界の振興発展に寄与する為、県内国指定伝統的工芸品１０業種、県指定６業種未指定２０業種を一堂に集めた合同見本市を開催する。

1,666区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　県内の伝統的工芸品の合同見本市であり、参加団体、来場者ともに漆器業界のみならず多岐にわたる。その中で各参加者が協力し合い、また良き競争意識のもと開催する本事業は、県内伝統産業界の振興発展に有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　大消費地である東京においての開催で、商取引の機会の増大が見込まれるなど、費用対効果は高い。

　今後も石川県伝統産業合同見本市実行委員会と連携しながら、県内伝統工芸産業界の振興発展に寄与する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　本事業の主催は、石川県をはじめ、加賀市を含む市や町などで構成されている。県内の伝統産業の振興と発展のため、今後も継続して本事業を実施する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　次年度も本事業を支援し、県内伝統工芸産業界の振興発展に寄与する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B106 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 600 65 665
425目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1 - ---- 600 65 6651 - ---- 600 65 6651 -

661 1 100.0100.0100.0100.0 360 65決算決算決算決算 1 1 100.0100.0100.0100.0 480 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　山中漆器連合協同組合第４部（下地）組合員の指導により、山中伝統漆器下地工程（本堅地）の技能習得を行った。　技能習得者は１名。　期間は平成２３年度から平成２５年度までの３か年で実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 技能習得者 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 山中漆器の下地塗り工程の後継者育成

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 漆器振興推進費(内　伝統山中漆器後継者育成事業補助金) 11,370(360)

部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 伝統山中漆器後継者育成事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　伝統工芸山中漆器の制作工程の中で、特に高齢化と後継者確保の面で厳しい状況下にある下地塗り工程の若手後継者育成を目的とする。

546区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　後継者不足の下地塗り工程の若手後継者を育成する事業であり、有効性は高い。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　この事業により技能習得した若手が、将来的に下地塗り工程の後継者として活躍するきっかけとなり、費用対効果は大きい。

　同上

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　山中漆器連合協同組合第４部（下地）組合員が師匠となり、３年間に渡り山中伝統漆器下地工程（本堅地）の技能習得者１名を育成した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度（平成２６年度）の対象者は現在のところいないが、山中漆器連合協同組合と連携し、技能習得者の発掘に努める。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B107 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　山中漆器の広報宣伝事業を実施し、その外部評価を高めることを目的とする。　平成２４～２６年度限定

566区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 山中漆器ブランド化推進事業助成部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係

一般会計 漆器振興推進費(内　山中漆器ブランド化推進事業補助金) 11,370(500)関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況「山中漆器祭」「JAPAN漆YAMANAKA」　１．印刷費（ポスター、チラシ、ダイレクトメール）　２．漆器制作体験（足踏みろくろ体験、木地挽き体験、蒔絵体験）数値目標数値目標数値目標数値目標 参加人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 JAPAN漆YAMANAKAの参加人数を目標として設定 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 1000 500 50.050.050.050.0 500 661000 500 50.050.050.050.0 500 65 565目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1000 - ---- 500 65 5650 - ---- 0 0 00 - ---- 0 0 0



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　「山中漆器祭」と「JAPAN漆YAMANAKA」の各イベント用ポスター・ちらし・ダイレクトメールを制作し、広報宣伝に努めた。　また、山中漆器をより深く理解してもらうため、足踏みろくろ体験、木地挽き体験及び蒔絵の漆器制作体験を実施し、有効性を高めた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　「山中漆器祭」と「JAPAN漆YAMANAKA」は、地元で開催する代表的なイベントであり、集客数を増やす方法としての広報宣伝は重要である。

　山中漆器連合協同組合と連携しながら効果的な広報宣伝の実施を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　外部評価を高める為の平成２４年度から３年間限定の事業であり、最終の平成２６年度まで継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　最終年度も本事業を支援し、山中漆器連合協同組合と連携しながら効果的な広報宣伝の実施を図る。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B108 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 530 65 595
595目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 90 - ---- 530 65 595100 - ---- 530 65 595110 -

6680 73 91.391.391.391.3 530 65決算決算決算決算 70 61 87.187.187.187.1 530 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　・東京インターナショナルギフトショー出展　・ｒｏｏｍｓ28出展数値目標数値目標数値目標数値目標 商談件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 販路開拓のため目標商談件数を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 漆器振興推進費(内　山中漆器海外マーケット開拓事業補助金) 11,370(530)

部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 山中漆器海外マーケット開拓事業助成

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　専門家を導入しての海外市場向け商品開発を行うとともに、国内外の見本市への出展とＷｅｂサイトでの広報活動を行うことにより、山中漆器の販路開拓を図る。

596区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　専門家の導入、国内外の見本市への出展、Webサイトでの広報活動などを実施することにより、海外向け商品開発や販路開拓の有効性を高めている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　海外市場向けの商品開発、及び販路開拓を図ることで、世界的知名度を上げることになり、費用対効果は高い。

　山中漆器連合協同組合と連携しながら山中漆器の販路開拓を目指した広報活動を推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　国内に留まらず、海外向け商品開発を実施し販路開拓を図ることは、山中漆器の発展につながり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度も本事業を支援し、山中漆器連合協同組合と連携しながら山中漆器の販路開拓を目指した広報活動を推進する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



B109 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 68 2 1 15 5 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　山中商工会が、山中漆器連合協同組合と協力し、山中漆器の新たなデザインと取り組みを自らの創意工夫で生み出し、新たな販路を築く機会を作る。

446区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_産業施　策施　策施　策施　策 １．伝統産業を支援します視　点視　点視　点視　点 持続可能なものづくり技術の集積地事業番号 事務事業名 JAPANブランド育成支援事業「先進的ブランド展開事業」部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係

一般会計 漆器振興推進費(内　JAPANブランド海外販路開拓支援事業補助金) 11,370(380)関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,370
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況海外向け展示品施策と、展示会の実施　１．展示会開催費（会場借料費、旅費、展示品保険料、実演日当、作品運搬費）　２．試作品開発費（海外向け試作品制作費）　３．広報費（展示会パンフレット制作費、送料）数値目標数値目標数値目標数値目標 海外向け試作品出展数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 海外への販路開拓のための試作品数総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 点点点点 点点点点 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 20 12 60.060.060.060.0 380 6630 28 93.393.393.393.3 380 65 445目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 40 - ---- 380 65 44540 - ---- 380 65 44540 - ---- 380 65 445



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は  大使館が集まる東京青山を会場とした展示会では、多くの外国人客があった。また、外務省の儀典官室から海外向けの着任挨拶に使用する品物の打診を受けるなど、JAPANブランドを育成支援する事業の有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　職人人口の減少が続いている中、新たな商品（JAPANブランド）開発などで、ものづくりの素晴らしさを伝え後継者不足解消につながる取り組みは、費用対効果が望める。

　今後も、山中商工会と連携しながら山中漆器の海外向けデザインの開発などの取り組みを推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　海外向けの新たなデザイン開発や、後継者不足解消のための取り組みは、一足飛びに大きな成果を出すことは難しいが展示会での手ごたえもあり、今後も継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　次年度も本事業を支援し、山中商工会と連携しながら山中漆器の海外向けデザインの開発などの取り組みを推進する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 64 2 1 15 3 7②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地域自治区に関する下記事項について、協議する。（期間：平成17年10月1日～平成27年9月30日）　１．新市建設計画の進行管理に関する事項　２．過疎地域自立促進市町村計画に関する事項　３．地域振興基金の活用に関する事項　４．その他重要事項で市長が特に必要と認める事項

671区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_ひとづくり施　策施　策施　策施　策 １．各地区の特色を活かした市民主導のまちづくりを進めます視　点視　点視　点視　点 市民の知恵を活かす政策先進都市事業番号 事務事業名 地域協議会開催部局 山中温泉支所 所管課 振興課 総務係

一般会計 地域協議会費 0
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 0

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　平成２５年度は、地域協議会を３回開催し、協議を行った。　　（４月２２日、１２月２６日、１月３０日）数値目標数値目標数値目標数値目標 実施回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 協議が必要な事項がある場合に開催総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 12 7 58.358.358.358.3 3 6686 3 50.050.050.050.0 0 651 651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6 - ---- 50 651 7013 - ---- 25 325 3500 - ---- 0 0 0



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　地域協議会は山中温泉自治区の住民の代表者で構成されており、住民の意見を直接市へ届ける機関として、有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　山中温泉自治区の重要案件を決定、又は変更する場合、市長はあらかじめ地域協議会の意見を聞く必要があり、地域協議会での協議（住民の意見）が市へ反映されることもある。

　同上

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　重要案件がある場合、その都度協議会を開催し協議を重ねた。　地域自治区終了の平成２７年９月３０日まで継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　協議が必要な場合は、これまでどおり速やかに地域協議会を開催する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 65 2 1 15 4 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　昭和48年建築の山中温泉文化会館の耐震強度を診断し、今後の整備計画を検討するため。

0区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 山中温泉文化会館耐震診断業務部局 山中温泉支所 所管課 振興課 総務係

一般会計 山中温泉文化会館管理費（内　耐震診断等業務） 15,111（3,255）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,111

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　耐震診断業務を実施した結果、大規模な耐震改修工事の必要性が求められた。数値目標数値目標数値目標数値目標 進捗度 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 業務の進捗度を目標として設定 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 0 0 ---- 0 0100 100 100.0100.0100.0100.0 3,255 6,510 9,765目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 0 - ---- 0 0 00 - ---- 0 0 00 - ---- 0 0 0



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　耐震診断結果をふまえて、整備計画策定の方向性が決まる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　多くの市民らが利用する施設であり、より安全かつ機能的な住民サービスにつなぐことができる。

　１．山中温泉文化会館等整備の方向性の検討　２．整備内容の検討

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　本事業は平成25年度で完了した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成26年度は山中温泉文化会館等整備基本計画策定業務を実施し、近接する公共施設の複合化などの整備構想を策定する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A08 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 66 2 1 15 4 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 19,000 - ---- 3,899 651 4,5504,55019,000 - ---- 3,899 651 4,55072.472.472.472.4 3,7663,7663,7663,766 651 4,417目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 19,000 - ---- 3,899 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 19,000 13,116 69.069.069.069.0 3,946 666 4,61219,000 13,756

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　常設展示や企画展のほか、少年茶道教室、コンサート、講習会等を開催し、文化振興と文化交流の場として活用している。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 文化振興と文化交流のため、利用客数を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,766
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

芭蕉の館管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 3,620,000円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中温泉　芭蕉の館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 芭蕉の館

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 芭蕉の館管理費 3,766

　山中温泉の歴史的な建造物を保存活用し、温泉街の景観形成を図り、市民の文化活動及び観光交流の振興に資するため。



17 ○ 17 △ 0 × 0
11 ○ 11 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標平成１６年に改修工事をし、オープンしてから１０年目を向かえる。今のところ大きな修繕は無いが、これからの修繕、改修ヶ所を把握し計画を立てる。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者増加のため、自主事業、後援事業など積極的に企画等取り組み、館の資料等の充実を図っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民の文化活動及び観光交流の振興を念頭におき、市民に寄与する施設とし管理指導を実施する。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設の維持管理、運営は概ね適正に管理を行なっている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果パンフレットの更新を予定し、山中温泉の観光も含めた施設利用できるよう努めている。



B19 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 65 2 1 15 4 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 ゆけむり健康村管理費 59,647

　市民の保養と健康増進、福祉の向上及び観光振興に寄与し、並びに一般道路利用客等に対し、良好な休憩の場及び道路情報を提供する。　指定管理者委託により山中温泉ゆけむり健康村を適正に管理する。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中温泉　ゆけむり健康村（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 49,000,000円ゆけむり健康村管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 59,647

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　利用客は市民、観光客と幅広く、年間20万人を超える利用者がある。　温泉を使用した温浴施設とスポーツ施設を備えた複合型施設となっており、健康増進と憩いの場として活用している。道の駅では、一般道路利用者の休憩場所と道路情報を提供するとともに、地元産農産物や特産品を多数販売し、観光振興及び地域振興に貢献する施設となっている。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 観光振興、健康増進等のため利用客数を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 230,000 233,692 101.6101.6101.6101.6 58,469 3,330 61,799230,000 220,999 96.196.196.196.1 58,175 3,255 61,430目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 230,000 - ---- 50,700 3,255 53,955230,000 - ---- 50,700 3,255 53,955230,000 - ---- 50,700 3,255 53,955



18 ○ 18 △ 0 × 0
11 ○ 11 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果　協定書・仕様書に基づき概ね適正な管理を行っている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果　プール利用に関して夏期以外の期間は利用料金を割り引くなど利用者増に努めている。高齢者を対象にした運動指導も実施し、健康増進にも取り組んでいる。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　建設後23年を経過しており、施設・設備の老朽化が進んでいる。特に温浴施設の設備修繕の対応が必要な状況である。　今後は大規模修繕を見据えた施設・設備の修繕・改修計画を策定し実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 　指定事業に関しては協定書・仕様書に基づき概ね適正な管理を行っている。自主事業にも積極的に取り組んでおり、利用者増とサービス向上に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　新たな指定管理者による施設運営となる。　指定管理者は、複数の温浴施設の指定管理を請け負っており、これらの施設運営のノウハウを生かした新しいアイデアによる運営が期待できる。利用者増とサービス向上となるよう協力し合い施設運営を実施する。



C03 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 65 2 1 15 4 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 山中温泉文化会館管理費 15,111

　山中温泉区の文化振興、集会、その他各種行事、及び地域住民のまちづくり活動の場として適正に使用できるように、施設を維持管理する。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中温泉文化会館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市指定期間指定期間指定期間指定期間 - 評価年度 H25 指定管理委託料 -山中温泉文化会館管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 総務係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,111

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　山中温泉区の文化振興、集会、その他各種行事、及び地域住民のまちづくり活動の場として適正に使用できるように、施設を維持管理している。　しかし、平成２５年度に実施した耐震診断業務の結果、耐震工事の必要があり工事費は８億円必要であるとの結果がでた。結果をふまえ、平成２６年度では複合施設の建て替えも視野にいれた整備計画を検討していく。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 文化の推進などの為、利用者数を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 25,000 21,710 86.886.886.886.8 8,478 1,336 9,81425,000 21,974 87.987.987.987.9 15,111 1,302 16,413目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 25,000 - ---- 10,643 1,302 11,94525,000 - ---- 10,643 1,302 11,94525,000 - ---- 10,643 1,302 11,945



- ○ - △ - × -
- ○ - △ - × -

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果　職員による適切な維持管理、及び運営を行った。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果　施設の設置目的に沿い、利用促進とサービス向上に努めた。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　当会館は、建築後４０年が経過しており、老朽化が顕著で耐震基準を満たしていない状況では安心して利用できないことから、耐震診断を行った。結果、耐震工事箇所がほとんどであり、多額の工事費が必要であることが判明。平成２６年度では、適正な施設の管理運営をしていく上で、山中温泉地区内の公共施設を合わせた複合施設を視野に入れ、建替え整備計画を検討する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 　市直営の施設でありモニタリングは行っていないが、職員による適切な管理を行っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　当会館は、文化の振興、集会その他各種行事及び地域住民のまちづくりの活動の場として、適正に管理されてきた。平成２３年度以降、温泉地区の地区会館としての機能も加わり、住民との密着した施設として現在活用している。



C04 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 66 2 1 15 4 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 .30,000 - ---- 15,095 1,302 16,39716,39730,000 - ---- 15,095 1,302 16,397180.5180.5180.5180.5 17,530 1,302 18,832目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30,000 - ---- 15,095 1,302
千円千円千円千円決算決算決算決算 16,000 28,975 181.1181.1181.1181.1 17,698 1,332 19,03016,000 28,879

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　山中節認定審査会、山中節定期上演、舞初め鑑賞会等の各種イベントや、山中節道場、カルチャー教室などを開催し、地元住民や観光客等に活用している。　また、公演に出演する芸妓や座員らの、育成の場としても活用している。　山中温泉街の中核として、漆器祭りやこいこい祭りに施設および広場を全面的に開放し賑わいを創出している。 数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 郷土芸能の発展のため利用客数を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 17,530
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

山中座管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 17,500,000
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中座（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 山中座管理費 17,530

　伝統芸能「山中節」を中心とした郷土芸能の振興と商工観光の発展を図るため



18 ○ 16 △ 1 × 1
11 ○ 11 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標・これまで以上に、山中温泉地域の各種団体と連携できることとなったので、山中温泉の中心に位置する本施設を最大限に活用することにより、より多くの人の交流を活発化させていきたい。・菊の湯女湯と併設された本施設は築12年を経過し、徐々にではあるが修繕箇所が出始めている。本施設は加賀市内でも類稀なる景観の美しい施設であり、その維持のためにしっかりとした修繕計画を立て運営していく必要がある。・山中節「四季の舞」の重要な担い手である、芸妓および山中座座員の確保が早急になさればならない問題である。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 指定事業部門においては、貸館事業は、利用者増大に努め、利用者数及び利用金額は増大したが、もう一つの核である山中座『四季の舞』上演事業ついて、観光協会等への連携努力や営業努力が足りず前年度を10％も利用者・売上が下回った。自主事業部門（物販等）で大きく黒字計上をしており、全体的に収益がででおり経営管理は良好と思われるが、施設の維持管理においては、上記の内容のとおり改善点がありました。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）・指定管理事業者が、平成26年度から山中温泉旅館協同組合に変わり、より地域と連携した事業の展開が期待できる。・山中節『四季の舞』に出演する座員等の養成という点で、新たに山中座の職員として雇用した女性職員に施設内の管理のみならず、芸事の稽古に邁進し、舞台出演ができるレベルになるよう努力している。・また施設の有効活用のためにMICE事業の推進を図るとともに、観光客のみならず地元の方がより親しみを持って利用でききる方向で進んでいる。・山中節『四季の舞』の内容についても、現行の問題点を一度洗い出し、演目日時、料金等の設定を見直し、よりお客様が呼べる体系に変えていくことを検討している。・山中節の振興のために中心となって活動している「山中節振興会」と業務を連携･協働して、裾野の維持・拡大を図る。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果入り口近くのトイレの修繕がなかなかされなかった時折ゴミ箱からゴミがあふれるくらいになっており、目に付くことがあった。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果概ね、良好であった。



C07 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 67 2 1 15 4 6②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 2,000 - ---- 1,077 65 1,1421,1422,000 - ---- 1,077 65 1,14270.070.070.070.0 708 65 773目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 2,000 - ---- 1,077 65
千円千円千円千円決算決算決算決算 2,000 1,751 87.687.687.687.6 848 66 9142,000 1,400

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　各施設において、そば打ち・木地挽きろくろ・機織りの各種体験や、飲食物・農産物・伝統漆器工芸品の販売などに活用している。総合案内所としての機能も果たす。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用客数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 地域の活性化のため利用客数を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 708
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

ろくろの里施設管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H22.4.1～H27.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 360,000円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 ろくろの里施設（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 (有)みやま 

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 ろくろの里管理費 708

　地域資源の利活用、及び地域住民と都市住民との交流を促進し、地域の活性化を図るため



17 ○ 17 △ 0 × 0
11 ○ 11 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標
これまでどおり計画的な施設修繕を実行し施設維持管理を行なう。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 概ね、適正に行なわれているが、他の施設の見学などをして、積極的に取り組む必要がある。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）他の施設を視察または見学し、これまで以上のサービス提供できるよう管理指導する。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果概ね維持管理、運営を行なっている。更に適正に行なうため、仕事内容の再確認し、より良い維持管理運営を目指して欲しい。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果ホームページやパンフレットを使用し、更に情報提供に努め誘客につなげる必要があり。山中温泉旅館協同組合加盟の施設に工芸体験のチラシ等設置してもらい誘客に努めた。



D03 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 67 2 1 15 4 8② 281 2 1 1 1 1③ 281 2 1 2 1 1④ 281 2 1 2 1 2⑤ 281 2 1 2 1 3

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 菊の湯管理費 6,636山中温泉財産区特別会計

　市民の健康増進と福祉の向上を図り、山中温泉共同浴場施設の適正かつ円滑な管理依運営を行うため

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀山中温泉共同浴場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀山中温泉財産区指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 12,500,000加賀山中温泉共同浴場管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 産業係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）臨時職員給与費 4,900山中温泉財産区特別会計 光熱水費 51,183
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 108,995

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

山中温泉財産区特別会計 その他管理費 45,508山中温泉財産区特別会計　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　施設の維持管理経費を削減しつつ、質の高いサービスを提供している。　加賀山中温泉共同浴場（菊の湯）は、市民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、地域振興に寄与することを目的とする施設であり、指定管理者制度を活用し、主に(1)共同浴場の利用の認可、(2)共同浴場の施設及び設備の維持管理　に関する業務を行っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 加賀山中温泉共同浴場利用料等収入金額合計 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者増加に伴い、利用料等の収入が増加することで、管理経費の率が全体的に低下するため指定管理委託料の削減が見込まれる。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 千円千円千円千円 千円千円千円千円 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 75,000 74,496 99.399.399.399.3 106,414 1,998 108,41275,000 74,517 99.499.499.499.4 108,995 1,953 110,948目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 75,000 - ---- 119,636 1,953 121,58975,000 - ---- 115,000 1,953 116,95375,000 - ---- 115,000 1,953 116,953

維持補修費 768



19 ○ 19 △ 0 × 0
8 ○ 7 △ 1 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　施設の安全利用につとめ、修繕箇所は早急に対処し、衛生面においても最新の注意を払って利用者の利用促進につとめていく。施設の老朽化が目立つようになっており、設備等の入替も順次対応していく。　前年と引き続き、山中温泉旅館協同組合と協力し、各種温泉利用クーポン券の活用による菊の湯利用者数の拡大および今年度より山中座の指定管理者となったこともあり、ゆけむり健康村の指定管理者となった株式会社コーワとともに菊の湯たまごの製造・販売のＰＲをし財産区の収支の安定化を図っていく。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果概ねなされている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果意見・要望に対する回答を、できる範囲で周知していく必要あり。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　加賀山中温泉共同浴場（菊の湯）は市民の健康と福祉の向上を図るとともに、観光客にも一般開放し地域振興の促進に寄与しており、年間約85万もの人が利用する一大拠点である。　　今後も引き続き目標を達成できるように、通年利用者においては施設の魅力を高め、旧山中町民の利用者の減少を歯止めし、加賀市全域・周辺市町を含めた全体利用者数を増加させていく。また観光協会・メディア媒体等とも協力して、鶴仙渓、ゆげ街道、山中座などの観光地「加賀山中温泉」の魅力を効果的に高め、観光客の施設利用者数を増加させていく。　菊の湯は第1（男湯・女湯）、第2の3つの建物があるが、第1の男湯が築20年超、女湯が築10年超、第2が築20年近く経過し、老朽箇所が多く見られるようになっているので、毎日の営業に差し支えないよう適切に施設の維持管理を行う。　また消費税増税や光熱費の高騰により、施設を維持管理するためにかかる費用が増大しており、会計運営を圧迫し、支出超過分は指定管理料として一般会計繰入金からまかなっている。今後健全な会計運営のためには、受益者負担の増額、つまり菊の湯利用券（湯札）の料金値上げも検討しなければならない時期にある。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 　協定書・仕様書に基づき、概ね適切な施設管理を行っている。　本年度も施設内に意見箱を設置し、利用者の意見をチェックし、改善可能なものは早急に対応するように努める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）



F01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 66 2 1 15 4 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 3,000 - ---- 562 651 1,2131,2133,000 - ---- 562 651 1,21396.296.296.296.2 554 651 1,205目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3,000 - ---- 562 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 3,000 2,514 83.883.883.883.8 474 666 1,1403,000 2,886

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　高齢者対象の講座、ゲーム、体操等の活動の場、交流の場として活用している。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 高齢者のいきがいづくり、健康増進等のため利用者数を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,025
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

高齢者ふれあいセンターみやま管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 総務係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 462,000円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 高齢者ふれあいセンターみやま（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 西谷宝寿会

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 みやま・ゆざや管理費 1,025

　高齢者のいきがいづくり及び健康の増進を図り、福祉の向上に資するため



22 ○ 22 △ 0 × 0
4 ○ 4 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　地域住民の憩いの場として活用し、高齢者の社会参加や健康管理を促すとともに、適正な管理・運営を行っていく。高齢者施策充実を図るためには、長寿課・地域包括支援センターへの所管かえを早急に行う必要がある。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。  協定書・仕様書に基づき、おおむね適正な施設管理を行っている。利用者の増加に努め、講座の開催、健康増進を図るため、体操等の実施に積極的に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　高齢者施策の充実を図るため、将来にわたって利用できるよう、指定管理者に対して、適正な管理・指導を実施する。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果会員が当番制で来館者の促進を図り、管理・運営している。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果おおむね努めている。



F02 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 66 2 1 15 4 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 6,000 - ---- 551 651 1,2021,2026,000 - ---- 551 651 1,202101.2101.2101.2101.2 471 651 1,122目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6,000 - ---- 551 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 6,000 6,130 102.2102.2102.2102.2 471 668 1,1396,000 6,069

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　高齢者対象の講座、各種クラブ、朗読会等の活動の場、交流の場として活用している。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 高齢者のいきがいづくり及び健康増進等のため利用者数を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,025
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

高齢者ふれあいセンターゆざや管理部局 山中温泉支所 所管課 振興課 総務係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 471,000円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 高齢者ふれあいセンターゆざや（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 (社福)加賀市社会福祉協議会

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 みやま・ゆざや管理費 1,025

　高齢者のいきがいづくり及び健康の増進を図り、福祉の向上に資するため



22 ○ 22 △ 0 × 0
4 ○ 4 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　地域住民の憩いの場として活用し、高齢者の社会参加や健康管理を促すとともに適正な管理・運営を行う。高齢者施策充実を図るためには、長寿課・地域包括支援センターへの所管かえを早急に行う必要がある。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 　協定書・仕様書に基づき、おおむね適正な施設管理を行っている。利用者の増加に努め、各教室の開催、健康増進を図るため、体操等の実施に積極的に取り組んでいる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　他地域の会員との交流や児童等の世代間支援事業を実施しており、高齢者施策の充実を図るため、将来にわたって利用できるよう指定管理者に対し、適正な管理指導をする。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果利用者の促進を図り、管理・運営している。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果おおむね努めている。



F105 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 45,000 9,765 54,765
56,371目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 0 - ---- 0 9,765 9,7652,000 - ---- 40,000 9,765 49,7653,000 -

3,3404,000 4,174 104.4104.4104.4104.4 43,011 13,360決算決算決算決算 3,000 3,119 104.0104.0104.0104.0 3,000 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　スポーツ振興と同時に観光振興にも貢献するため大会名を「加賀温泉郷マラソン大会」と改名して実施した同大会は、参加者からは高い評価を得た。しかし、当初予算を大幅に超える支出になったことや、調整不足により交通渋滞や地域住民とのトラブルが発生したことから、平成26年度の大会は中止となった。今後については第1回の内容を精査して、再開するかどうかについて検証することとなった。数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 同大会の参加者（申込み）総数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 体育育成推進費 53,469

部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 加賀温泉郷マラソンの開催

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｆ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．イベントを戦略的に活用します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　加賀市におけるマラソン大会は、前身の全国健勝マラソン大会から38回目を数え、加賀市のスポーツ大会として歴史ある最大の行事である。山中、山代、片山津という加賀温泉郷の名前を冠した大会名に変更し、観光都市加賀市を全国に発信し、この大会を通じて、加賀市のスポーツ振興とスポーツツーリズムとしての観光交流人口の更なる増加を目指す。

6,340区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　参加者からは充実したエイドステーション、沿道住民の温かい声援、ストレスのない大会運営など、高い評価を得た大会となったことから、観光交流人口の増加が今後も大いに期待できるものである。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　当初、予定していたコースの度重なる変更とそれに伴うさまざまな変更点に対応するため、度々、当初予定していなかった支出を余儀なくされたことにより。予算を大幅に超える決算となった。しかし、大会そのものの評価は高く、決算額は内容に見合う妥当なものといえる。

　今後、再開することとなれば、地元の観光資源を使ったイベントを同時開催するなどして、マラソン参加者の観光交流人口を50％アップさせる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　実施までの過程や大会当日に、さまざまなトラブルはあったが、参加者からの高い評価を受けた大会内容については、十分に当初予定していた成果は出たと考えている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　第1回大会の内容を徹底的に精査して再開の可能性を検証する。再開が決定すれば、アンケート結果も踏まえ、往復コースを周回コースに、情報発信（方法や体制）の強化、実施組織体制強化のための見直しなどを積極的に行って、万全の体制と準備で第2回の加賀温泉郷マラソン大会を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G204 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 10 6 6 91 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
6,237目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50,000 - ---- 197,630 2,604 200,23450,000 - ---- - - -50,000 -

050,000 41,365 82.782.782.782.7 5,586 651決算決算決算決算 50,000 45,011 90.090.090.090.0 0 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　建物耐震工事、屋根・樋改修工事、外壁改修工事、アリーナ床改修工事、便所改修工事、照明器具改修工事、内装工事、バスコットボールコールポスト改修工事等について実施設計を行った。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 耐震工事と改修工事に伴い安心、安全と快適な施設で利用者増加を目指す。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,586
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 加賀体育館整備費 5,586

部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 加賀体育館耐震補強改修事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　災害時の避難先でもある加賀体育館の耐震基準を満たすための耐震工事と、老朽化した屋根、雨樋、カーテンの修繕、照明設備の更新、及びルール改正に伴うバスケットボール競技ライン等の実施設計をし、利用者に安全、安心で快適な施設とする。

0区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 　耐震構造を備え、建物の一部修繕や電気設備等を更新すれば、利用する市民に対して安全、安心で快適なスポーツ環境を提供できる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　工事内容はすべて安全、安心で快適なスポーツ環境のためには必要不可欠なものである。

　加賀体育館は建設後42年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　安全、安心で快適なスポーツ環境を整備するためには必要な工事であり、内容も適正である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　作成された実施設計に従い、建物耐震工事、屋根・樋改修工事、外壁改修工事、アリーナ床改修工事、便所改修工事、照明器具改修工事、内装工事、バスコットボールコールポスト改修工事等を実施する。　財源として、国の補助金（社会資本総合整備交付金）等を活用し、市民に安全で快適な体育施設を提供する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



D301 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 208 10 6 5 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 - - -目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - -- - ---- - --決算決算決算決算 2,000 2,000 100.0100.0100.0100.0
- ----2,000 3,000 150.0150.0150.0150.0- ---- 42 -

千円千円千円千円1,150※人件費※人件費※人件費※人件費
- -40 1,1101,110 1,152

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況   各単位協会理事による実行委員会を設け、企画・運営を行った。当日は市民体育大会の総合開会式終了後、体育協会及び単位協会、スポーツ推進委員及びスポーツ課員が係員を務め、ニュースポーツ大会、各種体験コーナー、スポーツチャレンジコーナー等を開催した。また、25年度はノルディックウォーキングを市民スポーツ祭の事業の一環として行った。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数(延べ人数） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの市民に参加していただき、スポーツの楽しさを体験する機会を持ってもらう。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 177

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 体力つくり推進費 177

事業番号 事務事業名 市民スポーツ祭の開催部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀市体育協会主催の事業。生涯スポーツイベントの一つであり、老若男女の市民が誰でも気軽に参加できる様々なニュースポーツやレクリエーションの種目等を企画し、スポーツに親しみ、運動の素晴らしさが実感できる事業を目指す。また、これをきっかけに、競技スポーツだけでなくニュースポーツなどの生涯スポーツの普及を図ることを目的とする。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　市では、これまでスポーツレクリエーション大会を毎年、1月末に開催している。この大会では各種のニュースポーツをすでに経験した市民を対象としており、新規のニュースポーツを紹介する機会として開催してきた。今後も、この大会の規模を拡大し、種目も増やして充実させると共に、これまでの市民スポーツ祭で対象としてきた、ニュースポーツを初めて体験する人たちのためのスポーツ大会も開催し、広く市民への生涯スポーツの普及に努めてゆく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　多くの参加者があったことで、誰にでも気軽に参加できるグラウンドゴルフ、ペタンク、キッズサッカー、トランポリン体験、フリスビー、スマートゴルフ、バクダン、ペナルティーゴルフ、タグラグビー、バウンドデニス、シャッフルボード、ダーツ、輪投げ、バリアフリーディスク、ソフトバレーなど、多種多様なニュースポーツを紹介し、その普及と参加者同士の交流を図ることができた。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点） 　現在、これを主催してきた加賀市体育協会が、諸般の事情により今後、この大会の実施を見送る方針であることから、市としては、これに代わる新たなスポーツ大会の開催を検討している。　これまで、市民スポーツ祭では、ニュースポーツを初めて経験する人を主な対象にしており、これらの人たちを対象とした大会を検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　多くの参加者に様々なニュースポーツを紹介したことで、これまでに紹介したものと合わせ、徐々にではあるが、ニュースポーツの認知度が上がってきている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　市からは会場使用料のみの支出であり、多くの参加者数と充実した内容を考えると、費用対効果は高い。



D302 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 0 1,302目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50 1,30250 - ---- 050 1,3021,302
決算決算決算決算 100 13 13.013.013.013.0

- ----50 20 40.040.040.040.0- ---- 0 千円千円千円千円1,332※人件費※人件費※人件費※人件費
0 1,3020 1,3321,3321,3321,302

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　市民山登りをスポーツ教室として行っており、消防職員や山岳会、スポーツ推進委員などの助力を得ながら、安全に、且つ内容の濃い教室となるように努めた。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの市民に参加していただき、スポーツの楽しさを体験する機会を持ってもらう。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 体育育成推進費 53,469

事業番号 事務事業名 各種スポーツ教室の開催部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　市民がスポーツに関心を持ち、日常の生活に取り組むことで、健康で豊かな生活を推進することを目的とする。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　地元の山々を登る市民山登りは、市民にとって大変人気があるので、山登りを通じて健康増進と同時に地元愛を育むことができるスポーツである。今後は、市民山登りの回数を増やし内容も充実させることと同時に、ノルディックウォーキングといった新しいスポーツを通じて地元を散策するなどの提案によって、健康増進と地元再発見や地元愛をもてるような内容を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　市民山登りは人気が高くスポーツ教室の定番メニューとなっている。高齢者から若者までが気軽に参加できることが一番の要因で、同行する山岳協会やスポーツ推進員の道中の解説も好評である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　かつての市民山登りの参加者は80人～50人と、かなり多かったが、最近ではバスによる送迎や登り口と下山口が異なることなどの関係で定員が少なくなっている。市民山登りは、これまでも大変人気があり、多くの市民が山登りを楽しむことができるよう、回数、定員などを増やす方向で検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　市民登山については、参加者がすぐ定員に達するなど人気があり、内容も好評だった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　内容については参加者からは大変好評であった。



D303 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 208 10 6 5 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 120 215 335目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 150 335150 - ---- 120 215150決算決算決算決算 150 84 56.056.056.056.0
- ----150 108 72.072.072.072.0- ---- 50 215

千円千円千円千円284※人件費※人件費※人件費※人件費
120 33562 222223 273

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　誰もがその場ですぐに楽しめる８種目以上の競技を行うことで、市民が運動の大切さを考える一日とする。運営はスポーツ推進委員とスポーツ課が行い、参加者はチーム単位で得点を競い上位入賞者には景品を進呈した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの市民に参加していただき、スポーツの楽しさを体験する機会を持ってもらう。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 177

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 体力つくり推進費 177

事業番号 事務事業名 ニュースポーツ大会の開催部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　冬期間の運動不足解消やニュースポーツの普及促進を目的とし、市民の誰もが気軽に参加できるニュースポーツを普及することで、市民の健康増進、体力向上を目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　ニュースポーツの新しい種目を積極的に取り入れ大会の魅力をアップさせると同時に、広報活動により参加者の新規開拓で参加者数を、廃止となった市民スポーツ祭の規模（延べ参加者数3,000人）になるような大会を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　参加者からは評価が高くニュースポーツの普及促進に大いに役立っている。また、スポーツ推進委員20名あまりが審判として参加しており、市民との貴重な交流の場ともなっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　ニュースポーツの種目は毎回、半数を入れ替えて楽しく競技してもらえるように工夫しているが、参加者からは種目を増やしてほしいとの要望もあり、新しい種目を積極的に取り入れ、参加者のニーズに応える。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　参加者のほとんどが次回も参加すると回答があり、参加者からの評価は高い。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　ニュースポーツについては、これまでのものを組み合わせを変えることで、変化を付けるなどの工夫で行っており、あまり経費はかけていない。また、審判もすべてスポーツ推進委員に行ってもらっている。



D304 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進

一般会計 体育育成推進費 53,469

事業番号 事務事業名 生涯学習・生涯スポーツ施設の有効活用部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　体育施設の比較的利用の少ない日中の時間帯を有効に使用できるように、高齢者や家庭婦人などの教室を開くことで施設の利用促進を図る。　スポーツ施設の充実を図り、安全安心な生涯スポーツ活動を行うことができるよう、効率的な施設運営を行う。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 各体育施設（学校夜間照明施設を除く）の年間総利用者数
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　自主事業の促進やスポーツ普及を図ることで施設の有効利用を促進する。また、利用の無い施設については休止や撤去をし、ランニングコストの削減に努めている。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円0 1,302

千円千円千円千円1,336※人件費※人件費※人件費※人件費
0 1,3020 1,3361,302 1,302決算決算決算決算 370,000 375,702 101.5101.5101.5101.5

- ----370,000 336,588 91.091.091.091.0- ---- 0 1,302 1,302目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 370,000 1,302370,000 - ---- 0 1,302370,000



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　利用者へのサービス向上や自主事業に取り組む姿勢を見せている指定管理者も出てきている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　指定管理委託料の範囲内での管理は概ね適正になされている。

　各指定管理者が、積極的に自主事業を企画することはもとより、市民が等しく体育施設を利用できるよう施設の利用条件の見直しを行って、体育施設による市民サービスの向上を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　市内の体育施設は、土日や平日の夕方以降の利用者数は多く、有効に活用されているといえる。　ただ、比較的利用の少ない日中の時間帯に利用できる高齢者などへの積極的な対応については、指定管理者のより一層の努力が求められる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　体育施設条例では施設の予約をした場合は7日前までに、使用申請と使用料金の支払いが必要だが、施設利用者の中には、電話予約で複数の施設を予約し、予約したまま使用しない場合でも使用料を支払わないことが散見されるため、使用許可書交付時に使用料金の支払いを徹底させ、これを予防する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D305 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進

一般会計 体育育成推進費 53,469

事業番号 事務事業名 スポーツ団体の育成支援部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　市内の競技スポーツの競技力向上や競技スポーツの底辺拡大を目指す。スポーツ団体の活発な活動は、加盟者の増加やスポーツ成績の向上となり、市民がスポーツを通じて一体となることで、元気なまちづくりを目指す。一つの基準として、25年度の石川県民体育大会の成績は優勝競技が5競技、総合成績は男子・女子それぞれ4位であった（女子壮年の部は2位の成績であった）。この優勝競技数を増やしていき、成績向上を目指していく。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 優勝種目数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 県民体育大会の参加種目（男･女、一般･壮年別）における優勝種目数。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況市内スポーツ団体に補助金・委託料等の助成金を支給したり、活動育成のための助言を行った。また、全国大会出場者には激励費を支給しており、25年度の激励費支給件数は19件であった。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円50,020 65

千円千円千円千円15,528※人件費※人件費※人件費※人件費
10,495 10,56015,460 6868 50,088決算決算決算決算 8 6 75.075.075.075.0

- ----8 5 62.562.562.562.5- ---- 10,500 65 10,565目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 8 10,5658 - ---- 10,500 658



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　選手のモチベーションを高めるための励みとしてもらうため県体の壮行会なども行い、女子壮年の部が金沢市に次ぐ２位となる快挙を果たした。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　選手が大会に参加する経費は莫大であり、その一部として激励費は有効に活用されている。

加賀市からは未だオリンピック選手が出ていない。　2020年の東京オリンピック開催に合わせ、加賀市初となる地元出身のオリンピック選手を、関係者が一丸となって、何としても輩出することを目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　　賞賜金や激励金の額はわずかだが本人の励みとなると同時に、一層競技力の向上に寄与しているものと評価している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　地元有望選手の種目に係る体育施設の整備により、世界を目指せるような練習環境の整備を図る。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D306 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 0 32 32目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 800 32800 - ---- 0 32800決算決算決算決算 350 345 98.698.698.698.6
- ----350 751 214.6214.6214.6214.6- ---- 0 32

千円千円千円千円33※人件費※人件費※人件費※人件費
0 320 3334 34

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　市内の総合型スポーツクラブの周知を図り、市民にスポーツする場や専門の指導者による指導の提供などを受けることができるようになってきており、会員数も増えている。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 会員数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 総合型スポーツクラブに加入してもらい、スポーツの楽しさを体験する機会を持ってもらう。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 体育育成推進費 53,469

事業番号 事務事業名 スポーツ教室の開催の運営支援部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　市内の総合型クラブを発展させ、そのことで体育協会に加盟していない市民でもスポーツを楽しむ場や共に同じスポーツを楽しむ仲間ができるようになることを目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　県教育委員会、県体育協会及び市体育協会と連絡を密にして、地域総合型スポーツクラブの意義や目的について周知徹底させ、地域総合型スポーツクラブの会員数の増加を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　総合型スポーツクラブに加入した会員が増加したことから、その意義や目的などについて、市民の理解が得られてきていると考えている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市の体育施設をもっと活用することで、地域総合型スポーツクラブがますますレベルアップし、市民にとって更に魅力あるものになるよう支援する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　スポーツクラブの会員数が増えたことからも、総合型スポーツクラブによるスポーツ競技人口増加の効果が認められる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　周知により総合型スポーツクラブの活用が進んでいる。



D307 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 0 325 325目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30 32530 - ---- 0 32530決算決算決算決算 25 23 92.092.092.092.0
- ----25 28 112.0112.0112.0112.0- ---- 0 325

千円千円千円千円334※人件費※人件費※人件費※人件費
0 3250 334334 334

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　かもまる講座を中心にニュースポーツの指導を行っている。簡単なルールのものばかりのため、スポーツの楽しさを感じてもらえている。講座では各々自分でえるように指導し、用具を借りる場所等も併せて案内することで、講座時だけでなく普段もニュースポーツが行えるように工夫している。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 指導回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 各種団体に対するスポーツ指導年間総回数
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 体育育成推進費 53,469

事業番号 事務事業名 スポーツプログラマーによる指導部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）生涯スポーツ推進の一環として、各団体のニーズに合わせたニュースポーツの指導(講義・実技）を行う。かもまる講座を中心として、各種団体等の依頼のニーズにあった指導を実施し、各々が自分で行うことのできるように指導する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　ニュースポーツは次々と新しいものが生み出されている。市民に長く親しんでもらえるようなニュースポーツを探し、大会ができるような競技人口をもつものに育て上げることを目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　毎年受講し、習ったニュースポーツを再度、実施する団体もあり、そういった団体からは内容が高く評価されていると考えている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　毎年受講する団体もあるため、常に新鮮な種目を体験できるように種目選びをしている。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　紹介しているニュースポーツはいずれも簡単にできるものが多いので、参加者にはすぐに親しんでもらえ、道具の借入を希望する団体も徐々に増えている。。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　ニュースポーツはルールと道具の取扱いが簡単なものが多いので短時間でマスターできる。



D308 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 209 10 6 5 2 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 0 195 195目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 100 195100 - ---- 0 195100決算決算決算決算 100 44 44.044.044.044.0
- ----100 42 42.042.042.042.0- ---- 0 195

千円千円千円千円200※人件費※人件費※人件費※人件費
0 1950 200200 200

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況25年度は4回実施した。初めに自分の体力指数を把握し、その値を全国平均値等と比較する。その結果を元に、指導助言を行う。高齢者運動教室参加者等へ体力テストを実施し、評価指導を行う。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 体力テスト会参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 各地区、団体で体力テスト会を実施し年間総データ収集数
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 53,469

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 体育育成推進費 53,469

事業番号 事務事業名 各地区・スポーツ団体を対象とした体力テスト会の開催部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）地域住民に自分の体力レベルを知っていただくとともに、健康の保持増進を行ってことを目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　これまで年間4回程度の開催となっているが、健康課や長寿課などと連携し、年間10回の開催を目標とし、市民の健康増進、高齢者の認知予防のより一層の促進を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　体力テストは、かもまる講座の1メニューとして実施しているが、毎年、希望する地区、団体があり、一定の評価を得ていると考えている。　受講者は60代後半から70歳代で構成されていおり、受講により、受講者の老化防止や認知予防にも役立っていると考えられる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　各まちづくり推進協議会や健康課、社会福祉協議会等と協力しながら、周知徹底を図り、「体力テスト」を通じて市民の体力向上と健康の維持増進のための手法を広く指導する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　参加した高齢者等については、調査項目の数値やアンケートによる数値に対して、高い関心を持ってもらえており、健康に関する注意を喚起するきっかけとなっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　　費用をかけていないので、費用対効果は高い。



B01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 210 10 6 6 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

50,000 - ---- 14,000 1,302 15,30215,30250,000 - ---- 14,000 1,302 15,30282.782.782.782.7 15,645 1,332 16,977目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50,000 - ---- 14,000 1,302
千円千円千円千円決算決算決算決算 50,000 45,011 90.090.090.090.0 16,002 1,332 17,33450,000 41,365

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　様々なスポーツのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、スポーツによる市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して陸上競技などの競技人口を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,645
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

加賀体育館管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 15,645千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀体育館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 15,645

　様々なスポーツを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。



36 ○ 31 △ 5 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   建設後42年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果駐車場ラインが不鮮明のまま放置野外側溝などにゴミが多い利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果利用促進については適正に行われている。



B02 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 11 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 940

　柔道、剣道、弓道など、それぞれの武道を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀市武道館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 940千円武道館管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 940

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　柔道、剣道、弓道など、それぞれの武道のための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、武道を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して武道の競技人口を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 50,000 37,897 75.875.875.875.8 940 1,332 2,27240,000 34,482 86.286.286.286.2 940 1,332 2,272目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 40,000 - ---- 900 1,302 2,20240,000 - ---- 900 1,302 2,20240,000 - ---- 900 1,302 2,202
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



モニタリング 36 ○ 31 △ 5 × 0モニタリング 22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか 駐車場ラインが不鮮明のまま放置野外側溝などにゴミが多い利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後35年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



B03 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 一般会計 10 6 6 18 1② 212 一般会計 10 6 6 18 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

15,000 - ---- 6,500 1,302 7,8027,80215,000 - ---- 6,500 1,302 7,80288.188.188.188.1 8,487 1,332 9,819目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 15,000 - ---- 6,500 1,302
千円千円千円千円決算決算決算決算 15,000 16,510 110.1110.1110.1110.1 11,963 1,332 13,29515,000 13,220

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　サッカー競技などのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、様々なスポーツを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用してスポーツの競技人口を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,487
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

大聖寺グラウンド管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連） 1,459

指定管理委託料 7,028千円事業番号 スポーツ振興係

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 大聖寺グラウンド（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　サッカー競技などを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。
管理委託費維持補修費 7,028会計会計会計会計



38 ○ 35 △ 3 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後33年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果一部に剪定及び除草されていないところがある。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果



B04 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 一般会計 10 6 6 18 1② 212 一般会計 10 6 6 18 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

4,500 - ---- 6,500 1,302 7,8027,8024,500 - ---- 6,500 1,302 7,802目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 4,500 - ---- 6,500 1,3021,332 13,2953,500 3,985 113.9113.9113.9113.9 8,487 1,332 9,819
決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算決算決算決算 3,500 3,300 94.394.394.394.3 11,963

数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用してテニスの競技人口を増やす総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円

　テニスを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,487

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　テニス競技のための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、テニスを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。

決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 1,459細々目名細々目名細々目名細々目名会計会計会計会計

7,028千円大聖寺テニスコート管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 大聖寺テニスコート（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社H21.4.1～H26.3.31 評価年度

人件費人件費人件費人件費

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
管理委託費 7,028

H25 指定管理委託料

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）

※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 千円千円千円千円 千円千円千円千円



31 ○ 35 △ 6 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後33年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか
モニタリング結果モニタリング結果利用者の持ち物が一部置きっぱなしになっている。施設利用者以外の駐車が時折ある。



B05 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 7 1② 211 10 6 6 7 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 9,409一般会計

　陸上競技などの各スポーツを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 陸上競技場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 9,409千円陸上競技場管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 535関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 9,944
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　陸上競技やサッカー競技などのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、様々なスポーツを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して陸上競技等の競技人口を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 30,000 37,192 124.0124.0124.0124.0 9,528 1,332 10,86035,000 27,397 78.378.378.378.3 9,944 1,332 11,276目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 35,000 - ---- 10,148 1,302 11,45035,000 - ---- 8,700 1,302 10,00235,000 - ---- 8,700 1,302 10,002
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



38 ○ 36 △ 2 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果トラックの要修理箇所を放置していた。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後28年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。



B06 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 一般会計 10 6 6 18 1② 212 一般会計 10 6 6 18 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

---- 1,302 7,8021,000 - ---- 1,302 7,8026,500目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1,000 - ---- 1,302 7,8021,000 - 6,5006,500決算決算決算決算 1,000 738 73.873.873.873.8 1,332 13,2951,000 629 62.962.962.962.9 1,332
達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費11,9638,487 千円千円千円千円9,819単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　少年相撲などのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、相撲を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して相撲の競技人口を増やす

維持補修費 1,459関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,487
   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
　少年相撲などを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

相撲場管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

管理委託費

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 相撲場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社 H25 指定管理委託料 7,028千円

7,028

指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度

※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）



38 ○ 34 △ 4 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果敷地内の清掃が不十分な部分があった。避難路に物が置いてあることがあった。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果

　　建設後31年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B07 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 10 1② 211 10 6 6 10 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 1,3021,3021,302
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費決算決算決算決算

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 15,983一般会計

　様々なスポーツ競技を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 スポーツセンター（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 15,983千円スポーツセンター管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 2,657関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 18,640
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　様々なスポーツのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、スポーツを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して各種スポーツの競技人口を増やす 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円54,000 53,328 98.898.898.898.8 16,191 17,52355,000 41,714 1,332

16,10275.875.875.875.8 18,640 19,972目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50,000 - ---- 15,976 1,332
50,000 - ---- 14,800 16,10217,27850,000 - ---- 14,800

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



38 ○ 33 △ 5 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果若干問題がある職員が見受けられる。剪定状態が悪い部分がある。雑草の処理が悪い部分がある。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後25年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。一部に問題はあるものの、職員全体としては利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



B08 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 12 1② 211 10 6 6 12 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 7,220一般会計

　様々なスポーツを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 中央公園体育館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 7,220千円中央公園体育館管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 410関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,630
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　様々なスポーツのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、スポーツを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して各種スポーツの競技人口を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 20,000 14,591 73.073.073.073.0 7,220 1,332 8,55220,000 13,628 68.168.168.168.1 7,630 1,332 8,962目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 16,000 - ---- 6,700 1,302 8,00216,000 - ---- 6,700 1,302 8,00216,000 - ---- 6,700 1,302 8,002
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



38 ○ 37 △ 1 × 0
22 ○ 20 △ 2 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果トイレ内の消耗品が補給されていないことがあった。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果施設に職員がいないため、受付業務は設置された電話で行っており、スムーズにいかない場合がある。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後33年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者へのサービス等については適正に行われているが、設置電話での受付業務については、指定管理者に対応に万全を期すよう指導する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



B09 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 13 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

22,000 - ---- 14,500 1,302 15,80216,14222,000 - ---- 14,500 1,302 15,80290.890.890.890.8 15,699 1,332 17,031目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 22,000 - ---- 14,840 1,302
千円千円千円千円決算決算決算決算 22,000 20,258 92.192.192.192.1 16,904 1,332 18,23622,000 19,982

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　様々なスポーツのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、スポーツを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して各種スポーツの競技人口を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,699
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

山中健民体育館管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 15,699千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中県民体育館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 15,699

　様々なスポーツを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。



38 ○ 37 △ 1 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後30年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果駐車場ラインが若干、不鮮明である。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果



B10 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 14 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

---- 1,200 2,5026,000 - ---- 1,200 2,5021,302目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6,000 - ---- 1,241 2,5436,000 - 1,3021,302決算決算決算決算 7,000 5,911 84.484.484.484.4 1,347 2,6797,000 4,510 64.464.464.464.4 1,241
達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費1,3321,332 千円千円千円千円2,573単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　柔道、剣道など、それぞれの武道のための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、武道を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して各種武道の競技人口を増やす
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,241

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

山中武道館管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 1,241千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中武道館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 1,241

　柔道、剣道などの武道を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。



38 ○ 36 △ 2 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果駐車場に利用者以外の駐車が見られた。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果

　　建設後32年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B11 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 16 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

5,000 - ---- 700 1,302 2,0022,0025,000 - ---- 700 1,302 2,002111.3111.3111.3111.3 744 1,332 2,076目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5,000 - ---- 700 1,302
千円千円千円千円決算決算決算決算 4,000 4,615 115.4115.4115.4115.4 744 1,332 2,0764,000 4,451

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　弓道のための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、弓道を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して弓道の競技人口を増やす

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 744
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

山中弓道場管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 744千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中弓道場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 744

　弓道を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。



38 ○ 38 △ 0 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後21年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設の管理、運営については適正に行われている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果



B12 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 210 10 6 6 3 1② 210 10 6 6 3 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 10,020一般会計

　少年野球や社会人野球などの野球競技を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 野球場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 10,020千円野球場管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 2,474関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 12,494
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　野球などのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、野球などを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して野球競技人口を増やす達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 22,000 20,605 93.793.793.793.7 10,180 1,332 11,51222,000 18,746 85.285.285.285.2 12,494 1,332 13,826目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 22,000 - ---- 18,000 1,302 19,30222,000 - ---- 9,300 1,302 10,60222,000 - ---- 9,300 1,302 10,602
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



38 ○ 35 △ 3 × 0
22 ○ 21 △ 1 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果グラウンドキーパーとしてさらなる専門技術の習得が必要。雑草の処理の悪い部分がある。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果施設内に情報発信するもの（ポスター、チラシなど）の掲示が全くない。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後22年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



B13 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 211 10 6 6 17 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 4,261

　少年野球や社会人野球などの野球競技を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中球場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 4,261千円山中球場管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 4,261

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　野球などのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、野球を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して野球競技人口を増やす。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 7,000 6,294 89.989.989.989.9 4,261 1,332 5,5937,000 5,196 74.274.274.274.2 4,261 1,332 5,593目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6,500 - ---- 4,000 1,302 5,3026,500 - ---- 4,000 1,302 5,3026,500 - ---- 4,000 1,302 5,302
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



38 ○ 38 △ 0 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設の管理、運営については適正に行われている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果利用促進については適正に行われている。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後15年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。中でも、この施設のグラウンドキーパーの技術は素晴らしく、利用者から好評を得ている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。



B14 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 一般会計 10 6 6 18 1② 212 一般会計 10 6 6 18 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

12,000 - ---- 1,302 7,8027,80212,000 - ---- 1,302 7,80292.592.592.592.5 1,332 9,819目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 12,000 - ---- 1,3028,48711,763 98.098.098.098.0 1,332 13,29512,000 11,103 11,963 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,487
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　少年野球やソフトボールなどのための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、野球競技などを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して野球などの協議人口を増やす

維持補修費 1,459

片山津野球場・ソフトボール場管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 7,208千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 片山津野球場・ソフトボール場（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）

管理委託費 7,028
　少年野球やソフトボールなどの競技を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

6,5006,5006,500
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算決算決算決算 12,000



38 ○ 36 △ 2 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　片山津野球場は建設後35年を、ソフトボール場は建設後29年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設内の草刈りが不十分。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果利用促進については適正に行われている。



B15 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 一般会計 10 6 6 18 1② 212 一般会計 10 6 6 18 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

12,000 - ---- 1,302 7,8027,80212,000 - ---- 1,302 7,8026,50090.490.490.490.4 1,332 9,819目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 12,000 - ---- 1,3028,4876,500
千円千円千円千円決算決算決算決算 12,000 12,420 103.5103.5103.5103.5 1,332 13,29512,000 10,846 11,963達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　少年野球やソフトボールなどの競技ための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、競技を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設の活用を通じて野球等の競技人口を増やす

維持補修費 1,459関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,487
   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
　少年野球などの競技を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。

グラウンド(山代・動橋）管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名
   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 グラウンド(山代・動橋）（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社 H25 指定管理委託料 7,028千円

管理委託費 7,028

指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度

6,500
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫



モニタリング 38 ○ 35 △ 3 × 0一部に選定及び除草されていないところがある。モニタリング 22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標山代グラウンドは建設後２８年を、動橋グラウンドは建設後36年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか



B16 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 212 一般会計 10 6 6 18 1② 212 一般会計 10 6 6 18 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

20,000 - ---- 6,500 1,302 7,8027,80220,000 - ---- 6,500 1,302 7,802104.2104.2104.2104.2 8,487 1,332 9,819目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 20,000 - ---- 6,500 1,302
千円千円千円千円決算決算決算決算 20,000 18,992 95.095.095.095.0 11,963 1,332 13,29520,000 20,837

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　テニス競技ための施設の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、競技を通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用してテニス競技人口を増やす

所管課

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

スポーツ振興係H21.4.1～H26.3.31事業番号

1,459

事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

部局 教育委員会 H25 指定管理委託料 7,028千円中央公園テニスコート管理

7,028
　　テニス競技を通じて市民の健康増進と市民サービスの向上に努める。
指定期間指定期間指定期間指定期間 評価年度 スポーツ課

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 中央公園テニスコート（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計※予算・決算額は、野外体育施設（8施設）の合計
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
管理委託費維持補修費関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,487



38 ○ 34 △ 4 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標　　建設後27年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　　市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果コートの日常管理にさらなる工夫が必要。コート内側溝に雑草がある。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果



B17 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 210 10 6 6 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 21,000

 　水泳競技などを通じて市民の健康増進と市民サービスの向上、に努める。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 水泳プール（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 株式会社エイム指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 21,000千円水泳プール管理部局 教育委員会 所管課 スポーツ課 スポーツ振興係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 21,000

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　水泳や水中ウォーキングなどのための施設を提供し、の提供及び施設の維持管理等の運営委託を行い、水泳競技などを通じて市民の健康増進や市民サービスの向上と施設の適正管理に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 施設を活用して水泳などに親しむ人口を増やす。単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費1,3321,332 千円千円千円千円22,332決算決算決算決算 62,000 63,968 103.2103.2103.2103.2 32,266 33,59862,000 61,412 99.199.199.199.1 21,000目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 62,000 - ---- 21,600 22,90262,000 - 1,3021,302---- 21,600 22,90262,000 - ---- 21,600 22,9021,302
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



38 ○ 35 △ 3 × 0
22 ○ 22 △ 0 × 0利用促進については適正に行われている。□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   建設後30年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書・仕様書に基づき概ね適正な施設管理を行っている。利用者に対するサービスにも積極的に取り組んでおり、利用促進に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者に対して、市民へのより良いサービスを提供するように、管理指導を実施する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果花壇の雑草が目立つ時期がある。避難経路に障害物が若干見受けられる。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果



C301 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 181 10 2 2 2 1② 184 10 3 2 2 1③ 204 10 6 1 2 1④ 206 10 6 2 6 1

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 55,557700 - ---- 51,000 4,557
決算決算決算決算 750 721 96.196.196.196.1

- ----719 693 96.496.496.496.4- ----目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 700700 47,060 4,55751,000 4,557
総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円 千円千円千円千円52,332※人件費※人件費※人件費※人件費

51,464 56,02147,656 4,6764,557 51,61755,557
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額数値目標数値目標数値目標数値目標 支援を受け学校集金を納めることのできた者の人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 経済的理由により就学困難となる児童生徒の人数を減少させる

一般会計 準要保護生徒援助費 11,652一般会計 準要保護児童生徒給食援護費 27,176関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 47,060
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 準要保護児童援助費 6,926
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　少子化の影響で児童生徒数が減少している影響で、この２年間の要支援助者数は減少傾向であるが、その人数は700名近くになる。これら経済的に恵まれているとはいえない児童生徒に対し円滑な義務教育の実施を行なうことができた。

一般会計 準要保護児童生徒医療援護費 1,306

   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）経済的理由により、就学困難な児童生徒に対して学校での経費の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施を図る。援助するにあたっては、保護者からの申請書を審査し、支援が必要と認められたものに対して、学期ごとに学用品、給食費の一部を援助する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．子育て環境の充実事業番号 事務事業名 義務教育の円滑な実施のための学費支援部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

家庭の経済状況に関係なく、毎年、全ての生徒に義務教育を円滑に受けてもらうことを目標とする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） ７００人近い経済的に恵まれない家庭の児童生徒が家庭環境により、義務教育を円滑に受けられないという事態を回避することができた。今後も継続が必要である。、
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　支援を受けることで給食費等の学校経費を納入できている者が約94％いるが、約6％の者は、支援を受けながらも学校経費を未納する状況となっている。この未納者に対してどう理解を求めていくかが課題であり、今後、その対応を検討していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 経済的理由により就学困難になるという状況は、家庭環境によるもので、児童生徒本人に起因するものではない。全ての児童生徒が義務教育を円滑に受けるために有効な施策といえる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 扶助費であり、費用対効果の判断は難しいが、経済的に恵まれない家庭の教育費の軽減となっている。



C302 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 176 10 1 2 3 2② 176 10 1 2 3 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 15,626 651 16,277目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 20 16,27720 - ---- 15,626 65120決算決算決算決算 20 16 80.080.080.080.0
- ----20 16 80.080.080.080.0- ---- 11,251 651

千円千円千円千円11,679※人件費※人件費※人件費※人件費
15,626 16,27711,011 668651 11,902

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況新規給付者及び貸付者の合計が１６人おり、能力がありながら、経済的理由で就学できない者を減らすことができた。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 新規給付者及び貸付者の人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 優秀な人材をより多く育成するため、制度利用の促進を図る

一般会計 奨学資金費 6,451関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 11,251
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 三森良二郎奨学金 4,800

事業番号 事務事業名 奨学金制度の充実部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　経済的な問題を抱えながら進学を希望する者のうち、審査基準を満たす者に対して奨学金給付や資金貸付を行うことで進学を支援し、優秀な人材を養成する。①三森良二郎奨学金…向学心に富み学術優秀ながらも経済的理由で大学に就学困難な者に対し給付 し、本市にとって有為な人材を養成し教育の振興に寄与する。②加賀市奨学金　　　…向学心に富み学術優秀ながらも経済的理由により高校に就学困 な者に対し給付し、本市にとって有為な人材を養成し教育の振興に寄与する。③育英資金貸付金　 …向学心に富み学術優秀ながらも経済的理由により高校及び大学に就学困難な者に対し貸付し本市にとって有為な人材を養成し教育の振興に寄与する。、   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．子育て環境の充実



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

優秀な人材を多く育成するため、今以上に本制度の利用者の増加を図っていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 平成２５年度も経済的理由で就学できない可能性があった、１６人の生徒に対し就学援助を行っており、制度としては継続すべきものである。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）様々な理由により、給付の奨学金に比較すると、貸付金の利用者が少ない。周知のための広報活動を推進する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 能力がありながら、経済的理由で就学できない者を減らすことにつながり有効である。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 扶助費的な意味合いもある補助金のため、費用対効果を示すのは難しいが、教育費の軽減となるため、市民が居住地に加賀市を選ぶことの要因になると考えられる。



D101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 176 10 1 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 449 195 644目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5 6445 - ---- 449 1955決算決算決算決算 5 2 40.040.040.040.0
- ----5 3 60.060.060.060.0- ---- 513 195

千円千円千円千円653※人件費※人件費※人件費※人件費
449 644453 200195 708

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況 平成２５年度は、一般応募を含めると、４件の応募があった。市内の科学に興味のある生徒や部活動からの応募もあり、加賀市の科学教育の振興に役立っている。また、また、中谷宇吉郎の名前を冠し、応募しているので、氏の偉業を全国にPRすることにもなっている。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 市内の小中学生の応募数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市内の小中学生に、郷土の偉人について広く伝えるとともに、科学に対する興味を持ってもらう
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 513

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 教育振興助成費 513

事業番号 事務事業名 中谷宇吉郎科学奨励賞部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 郷土出身の偉大な科学者「中谷宇吉郎」の偉業を後世に伝えるとともに、加賀市の科学教育の振興と,青少年の豊かな教養を備えた人間形成を目指し、科学の研究成果について市内を中心に全国から公募し、秀でた者を表彰する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

児童生徒数が減少している昨今であるが、周知を強化し公募数の増加を目指す。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　加賀市としても、理工系の人材育成に力を入れており、郷土の著名人の功績を広めることも兼ねる本事業は今後も継続していくべきものである。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　平成20年度から中学生の募集を全国規模に拡充しているが、市内の生徒の応募を増やすため、次年度からは、学校との連携により、小中学生に対する周知を強化していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　加賀市としては、将来のものづくり人材を育成するため、理工系の教育に力を入れているところであるが、市という身近な機関が行う事業のため、地元児童生徒にとっては、目標とし易く、理工系人材の育成に有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 「中谷宇吉郎」の名前を冠し、全国応募しているため、氏の偉業を広め、出身地の加賀市をPRする効果がある。



D102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 177 10 1 3 3 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚

一般会計 文化体験学習費 596

事業番号 事務事業名 能楽・茶道活動の推進部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 加賀市内の小学生に対する日本の伝統文化教育を推進するため、能楽や茶道の基本的な内容を習得する学習活動を実施する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 能楽茶道の実施校 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの小学校での実施することで伝統文化の普及を促進する
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 596

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　能楽については、市内の能楽研究会指導者が、3校の児童に対して謡いや仕舞の基本を指導した。また、茶道については、１７校がクラブ活動の一環として週１回程度の茶道教室を行い、基本的な技術や心構えを指導した。
単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円596 195

千円千円千円千円869※人件費※人件費※人件費※人件費
726 921669 200195 791決算決算決算決算 21 20 95.295.295.295.2

- ----21 20 95.295.295.295.2- ---- 726 195 921目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 21 92121 - ---- 726 19521



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　加賀市は大聖寺十万石に基づく歴史と文化を有しており、現在も、能楽や茶道が盛んに行われている。本事業はこの文化を児童達に伝えることで教養を高め、質の高い教育へとつなげることができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　地元の文化を理解した人材を育てることで、観光都市加賀市を訪れた市外の人に対し適切な対応が可能となる。

能楽・茶道教室の実施校や受講する児童生徒数の増加を目標とする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 学校における伝統文化活動の推進は、加賀市を理解する手法としても効果的であり、今後も継続していくこととする。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

引き続き事業は継続していくが、より質の高い指導を検討する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D206 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 181 10 2 2 1 1② 184 10 3 2 1 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 38,000 260 38,260目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 550 38,260550 - ---- 38,000 260550決算決算決算決算 450 395 87.887.887.887.8
- ----550 472 85.885.885.885.8- ---- 31,601 260

千円千円千円千円26,056※人件費※人件費※人件費※人件費
37,400 37,66025,789 267260 31,861

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況中学校３校のパソコン教室にの新規のパソコンを各40台配置し、情報教育環境の充実を進展させた。
単位単位単位単位 台台台台 台台台台 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 学校における公務用の公的パソコン配置数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 教職員のﾊﾟｿｺﾝを全て公的ﾊﾟｿｺﾝに整備する。

一般会計 振興奨励費（生徒教育振興費） 53,146関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 147,072
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 振興奨励費（児童教育振興費） 93,926

事業番号 事務事業名 学校用（教師用を含む）パソコンの整備部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　現代の情報化社会に対応できる子供達を育成するため、国の整備目標に基づき、各中学校のパソコン教室のパソコンを整備し充実した環境を提供する。また、学校教職員の校務用パソコンについても、児童生徒の個人情報漏洩等に対するセキュリティーを強化するとともに、円滑な校務を図るため、公的パソコンの配置を促進する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

情報環境は進歩が速いため、これに乗り遅れないよう情報教育環境の整備を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　この２年間で特に中学校の情報教育環境の整備は進んだが、この分野は、日進月歩で技術が上がっており、今後も環境整備を継続する必要がある。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）マイクロソフト社のWindowsXPを使用しているパソコンについては、サポート期限が終了するため、パソコンの更新を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　情報化社会に対応する人材の育成には、情報教育環境の充実が不可欠であり、事業は有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　現代社会においては、情報教育で得た知識は利用度が高い。情報教育の環境整備にかかる費用は高いとはいえ、教育全般の中では費用対効果は悪いとはいえない。



D207 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 177 10 1 3 1 1② 177 10 1 3 1 2③ 177 10 1 3 1 3④ 177 10 1 3 2 1

小６ 70.7 小６ 68.5中３ 64.1 中３ 62.2小６ 66.6 小６ 64.25中３ 65.2 中３ 61.1小６ 小６ -中３ 中３ -小６ 小６ -中３ 中３ -小６ 小６ -中３ 中３ -
千円千円千円千円※人件費※人件費※人件費※人件費

5,954 20,832 26,78697.097.097.097.0
----93.793.793.793.7---- 6,000 20,832 26,832

数値目標数値目標数値目標数値目標 全国学力学習調査の石川県平均正答率（点数） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 学校の資質向上を図る上で最重要事項である学力向上を目標指標とする

一般会計 教育指導研究費 656一般会計 学校教育研究費 2,375関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,909
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況・教師の指導力向上を目的とした研修会を年間１４回開催した。・学力に課題がみられる学校を訪問し、学力向上策について直接指導、助言をした。・授業改善を目的とした要請訪問を２７回開催した。・学校運営の向上を目的とした計画訪問を２７回行った。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実

一般会計 教職員研修費 827

事業番号 事務事業名 指導力向上による学校教育環境の充実部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）  年間を通して、全学校に対し、計画訪問、要請訪問を実施する。更に各学校の課題に応じ県からの専門職員を派遣する等、教職員の指導力向上を図りながら、学校全体の資質向上を目指す。教職員に対して、年間を通して研修会や検討会議を実施し、スキルを高めるよう努める。各学校において、課題に対する取り組み状況を自己判定し、その結果を基に改善策等の指導を行い、学校環境の改善を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
3930393039303930 213762137621376213763,909 20,832

---- 6,000---- 20,832 26,832
96.996.996.996.996.596.596.596.5--------

一般会計 就学指導費 51

25,30624,741単位単位単位単位 点点点点 点点点点 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円決算決算決算決算目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　教職員の指導能力を高めることで、子供達の学力向上、生活習慣の改善、快適で有意義な学校生活の提供が効果的に図られるとともに、いじめや不登校の抑制にも寄与するものと考えられる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　加賀市は、児童生徒の学力向上や「いじめ」「不登校」などの問題を多くかかえており、この改善にむけては現状相当の予算は必要である。

全国学力調査の市平均正答率が県平均正答率を超えるようにする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　この事業を行うことにより、教職員の指導能力は上がってきている。これを継続することにより、問題解決を進めていく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　学校教育の現状は、複雑かつ多様な課題が生じており、学校教職員には高い指導能力と幅広いスキルが求められる。このため、教職員の指導能力を高めるため今後も引き続き訪問指導、研修会や検討会議を積極的に展開し、現状における問題解決、学校教育環境改善等に積極的に取り組んでいくこととする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D208 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 204 10 6 1 1 1② 204 10 6 1 1 2③ 204 10 6 1 1 3

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 23,500 651 24,151目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5,900 24,1515,900 - ---- 23,500 6515,900決算決算決算決算 6,047 5,753 95.195.195.195.1
- ----5,833 5,484 94.094.094.094.0- ---- 22,551 651

千円千円千円千円23,707※人件費※人件費※人件費※人件費
23,158 23,80923,039 668651 23,202

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　嘱託医師を配置し、児童生徒の健康管理を促進した。（校医18人、歯科医20人、眼科医2人、耳鼻科医2人、薬剤師19人）健康診断の受診については、全校の児童生徒・教職員に受診を促し、受診率を向上させた。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 健康診断受診人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 全校の児童生徒・教職員の健康管理の徹底

一般会計 健康診断費（学校保健事務費） 5,465一般会計 一般経費（学校保健事務費） 8,799関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 22,551
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 嘱託費報酬費（学校保健事務費） 8,287

事業番号 事務事業名 学校保健の充実部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　加賀市内の小中学校における保健管理、安全管理、児童生徒及び教職員の健康の保持増進の体制づくりを推進する。　学校保健安全法に基づく児童生徒及び教職員の健康診断、環境衛生検査等を実施し、その結果に基づく治療等、必要な措置を取るよう指導を行う。また、学校活動に対する安全保険に加入するとともに、学校保健運営に必要な備品や消耗品等を充実させ、適正な学校保健事務を進める。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　児童生徒・教職員のさらなる健康管理、安全管理を積極的に進め、学校保健を充実させていくこととする。受診率についても平成２５年度以上の数字を目標とする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） この事業により、児童生徒が健康で安全に学校生活を送ることができた。今後も継続が必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　健康診断の受診については、一部教職員が人間ドッグなど個人的に健康管理を行うことで健康診断を受診しない傾向もみられるが、引き続き、全校の児童生徒・教職員に受診を促していくこととする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　小中学校における保健管理、安全管理、児童生徒及び教職員の健康の保持増進のため不可欠な事業となっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　小中学校における保健管理、安全管理、児童生徒及び教職員の健康の保持増進のため必要な費用である。



D209 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 205 10 6 2 2 3② 205 10 6 2 3 1③ 205 10 6 2 3 2④ 205 10 6 2 3 3⑤ 206 10 6 2 4 1

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実

一般会計 その他運営費（学校給食運営費） 164,041

事業番号 事務事業名 学校給食施設の適正管理部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　加賀市内の小中学校において、適正な給食調理環境づくりを進めるとともに、給食調理従事者の資質向上を図ることで、児童や生徒に対して、安全でおいしく栄養価の高い学校給食の提供を促進する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 給食提供時における不具合の年間発生件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 安心して食べられる安全な給食の提供

一般会計 管理委託費（学校給食施設管理費） 1,011
一般会計 施設管理費（山中学校給食ｾﾝﾀｰ管理費） 12,475関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 184,006

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　安心して食すことのできる給食を調理するため、給食施設の補修や修繕を行いながら適正な施設管理をおこなった。また、美味しく栄養価バランスのとれた給食を子供達に提供するため、研修等により栄養士や調理師の知識や技術を高めた。この取り組みの結果、不具合の年間発生件数も前年より減らせた。

一般会計 備品整備費（学校給食施設管理費）一般会計 維持補修費（学校給食施設管理費） 2,5463,933

単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円17,824 651
千円千円千円千円19,189※人件費※人件費※人件費※人件費

16,761 17,41218,521 668651 18,475決算決算決算決算 0 6 ----
- ----0 5 ----- ---- 16,761 651 17,412目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 0 17,4120 - ---- 16,761 6510



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　児童生徒に安全でおいしく栄養価の高い学校給食を提供することは行政の責務であり、そのための本事業は有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　事業は予算を切り詰めた中で行っており、平成２５年度も大きな問題もなく学校給食を提供できたことから、相当の費用対効果であった。

事業内容を向上させ、給食提供時における不都合の発生件数を年間０とすることを目標とする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　児童生徒の食生活のバランスの悪さ等の問題は以前から指摘されているところである。このような中、給食施設の整備、給食調理従事者のスキルアップを行い安全でおいしく栄養価の高い学校給食を提供を行うことにつながった本事業は重要である。今後も継続すべきものである。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
給食施設の整備や給食調理従事者のスキルアップを引き続き行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D210 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 181 10 2 2 1 1② 184 10 3 2 1 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実

一般会計 振興奨励費（児童教育振興費） 93,926

事業番号 事務事業名 学校図書館の充実部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　各学校図書館に新たな蔵書を追加、古くなった蔵書と入れ替える等、児童生徒の読書環境を充実させるとともに、学校図書司書を配置し、児童生徒の貸出を促進を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 文部科学省が定める学級数に応じた標準蔵書冊数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 適正数の蔵書を備え、児童生徒の読書環境を充実させる

一般会計 振興奨励費（生徒教育振興費） 53,146関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 147,072
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　学校図書の充実化を進めた結果、文部科学省が学級数に応じて定める標準蔵書冊数に対する加賀市の蔵書数の達成率は、小学校119％、中学校102％、全体で113.4％となり、達成率100％を上回った。また、児童生徒の図書の貸出数も前年より増加した。

単位単位単位単位 冊冊冊冊 冊冊冊冊 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円8,057 651
千円千円千円千円10,889※人件費※人件費※人件費※人件費

11,454 12,10510,221 668651 8,708決算決算決算決算 193,440 192,798 99.799.799.799.7
- ----186,760 211,760 113.4113.4113.4113.4- ---- 11,000 651 11,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 185,000 11,651185,000 - ---- 11,000 651185,000



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 小中学生時により多くの本に親しむことは、人間形成に不可欠であり、事業は有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 文部科学省が示す標準数値を若干上回る蔵書数を確保したことや、貸出数が増えたことを考慮すると、費用対効果は相当である。

加賀市の学校図書の蔵書数が文部科学省の定める標準蔵書数を超えたことについては、児童生徒数の減少や、廃棄図書数が少なかったことも一因である。今後は、本の利用率や、真に必要な図書は何かを追求し、蔵書内容の充実を進めていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 時代に対応した児童生徒を育成するためには、蔵書の入れ替えは常に必要であり、事業は継続すべきものである。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　加賀市全体の学校図書の蔵書数は、文部科学省の示す基準を超えたが、学校別では、１０校が基準に達していないため、この改善を進めたい。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D211 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 181 10 2 2 1 1② 184 10 3 2 1 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 39,000 651 39,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 48 39,65148 - ---- 39,000 65148決算決算決算決算 48 36 75.075.075.075.0
- ----48 38 79.279.279.279.2- ---- 36,879 651

千円千円千円千円34,965※人件費※人件費※人件費※人件費
39,331 39,98234,297 668651 37,530

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況特別支援学級において教材用備品などを揃え教育環境を充実させた。通常学級において支援を必要としている児童生徒に対して、より良い学習環境を提供するため、特別支援員の人数を前年から２人増やし（３８人）支援を強化した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 学校教育現場が配置を必要としている特別支援員数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 特別支援員を適正配置することで、充実した教育環境を提供する

一般会計 振興奨励費（生徒教育振興費） 53,146関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 147,072
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 振興奨励費（児童教育振興費） 93,926

事業番号 事務事業名 特別支援教育の充実部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 特別支援学級の教材用備品を整備し、教育環境を充実させる。また、通常学級においても、学習支援が必要な児童生徒や多動傾向でコミュニケーションが困難な児童生徒への学習や生活を支援するための特別支援員を各学校に配置し、教育環境の充実を図る。特別支援教育を推進するための研修や学習会等により教職員の指導スキルを高める。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　特別支援教育を推進するための研修や学習会等により教職員の指導スキルを高め、支援員数を含めた配置体制の強化を推進する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価）   特別支援が必要な児童生徒が授業を始めとする学校活動を行うことができた。事業としては継続することが必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

小学校で１クラス、中学校で３クラス特別支援学級が増えるため、教材備品の整備が必要になる。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 特別支援が必要な児童生徒に対し必要不可欠な事業である。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は   特別支援が必要な児童生徒に対し必要不可欠な事業である。予算を切り詰めた中で事業をおこなっており、費用としては必要相当である。



D402 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 177 10 1 3 3 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ４．青少年の健全な育成

一般会計 集団生活体験学習費 180

事業番号 事務事業名 野外活動などの自然体験活動の推進部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　市内小学校の高学年の児童が、自然に触れ合いながら野外活動を体験する宿泊を伴う自然体験活動を実施することで、自然を愛する意識を育成するとともに、集団生活を経験することによる社会性の育成を目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 体験学習を実施する学校数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 体験学習を実施する学校の割合
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 180

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況前年と同数の１７校が野外活動体験を行い、自然と触れ合える機会を得ることができた。
単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円180 65

千円千円千円千円244※人件費※人件費※人件費※人件費
167 232177 6765 245決算決算決算決算 21 17 81.081.081.081.0

- ----21 17 81.081.081.081.0- ---- 170 65 235目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 21 23521 - ---- 170 6521



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　近年、児童が自然と触れ合う機会が減っており、自然を愛する意識を育成するためには有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　市が負担する施設利用料は児童１人あたり200円、引率教諭１人あたり300円と費用負担はそれ程大きいものではない。

全ての小学校が市内の施設で自然体験活動を行うようにする。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　児童が学校の中だけでは得ることができない、体験をすることができ、一定の成果はある。次年度以降も継続すべきものである。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
小松市など市外の施設が多く使われており、大土町など、市内の施設の利用度を高めるよう取り組みを行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D403 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 177 10 1 3 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ４．青少年の健全な育成

一般会計 学校教育研究費 2,375

事業番号 事務事業名 いじめ・不登校の解消部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）  加賀市内の小中学校での「いじめ」への対策として、全ての学校でアンケート調査や個人懇談等を頻繁に実施し、早期発見・早期対応を徹底する。また「不登校」への対策は、家庭訪問を繰り返すなど家庭と連携し教諭や友人との関わりを深めながら、別室登校、電話、迎えを行うなどのケアを行うことで改善を図る。市内3校には「心の相談員」を配置し、また平成24年度からは児童生徒に対して心理検査を実施し、その分析結果を実践に反映させることで、問題行動や不登校の未然防止につなげ、学級集団状態の良好化を図りながら、諸問題の改善を目指す。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 全児童生徒数に占める「いじめ」「不登校」件数の割合 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 いじめ・不登校の解消を目指す
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,375

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　各校において、いじめ防止基本方針の策定を進めた。その中で、いじめ発生時の外部人材を活用した対策チームの設置を検討するほか、いじめの未然防止のためアンケート調査や個人懇談、児童生徒会を活用する取り組みを実施、その成果を検証する体制を整えた。また、不登校への対策としても、年度当初の家庭訪問をするなど、きめ細かな生徒理解を進めた。一方で、市内３校に配置した「心の相談員」は教育相談担当教員と協力して児童生徒理解に取り組んだ。
単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円1,472 651

千円千円千円千円1,559※人件費※人件費※人件費※人件費
1,867 2,518891 668651 2,123決算決算決算決算 0 3.41 ----

- ----0 3.00 ----- ---- 1,900 651 2,551目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 0 2,5510 - ---- 1,900 6510



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　学校における「いじめ」や「不登校」は、現代の学校教育の重要な問題であり、、加賀市においても深刻な問題である。この対策のためこの事業は有効である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　「いじめ」や「不登校」の問題は、解決のために係る費用がどれだけ必要か示すのは難しい。事業は予算を切り詰めた中で行っており相当な費用である。

　「加賀市いじめ防止基本方針」を策定し、いじめ防止に向けて組織的に対応する体制を整えていく。心の相談員など教育相談を担当する職員をコーディネートする体制の強化、外部機関との連携強化を通じて不登校問題への組織的対応を確立する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　「いじめ」「不登校」への対応を進めた結果、その発生率を抑えることができた。今後も継続が必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　「いじめ」「不登校」問題の未然防止にこれまで以上に力点を置き、各校の取り組みの紹介などを含めた研修を通じて各校が自校の取り組みを改善、検証する体制を強化する。また、「心の相談員」などの児童生徒理解の取り組みの情報交換も行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D404 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 177 10 1 3 5 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ４．青少年の健全な育成

一般会計 指導推進費（青少年育成センター費） 1,832

事業番号 事務事業名 青少年育成センターの充実部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）加賀市内の青少年の健全育成を目指し、非行補導、教育相談、教育支援センターのぞみ教室（学校へ登校できない児童生徒のための学校復帰支援）の運営を行う①補導巡視…地区指導員・育成センター職員による巡視指導②教育相談…電話・面接等による教育相談、相談会の開催③学校復帰支援…のぞみ教室の運営④広報啓発…機関誌の発行   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 年間の教育相談件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 児童生徒の悩みや保護者の子育て等の相談に応じる環境の拡充化
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,832

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　平成２５年度は、教育相談として683件の相談に対応した。またのぞみ教室へ通所した児童生徒の述べ1,108人の児童生徒に対し学校復帰支援を行った。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円1,832 651

千円千円千円千円2,296※人件費※人件費※人件費※人件費
2,116 2,7671,608 688651 2,483決算決算決算決算 700 433 61.961.961.961.9

- ----750 683 91.191.191.191.1- ---- 2,200 651 2,851目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 800 2,851800 - ---- 2,200 651800



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 教育相談の件数はここ数年と比較し増加している。また、その相談を通じたのぞみ教室への通所の件数も増加しており、青少年の育成に有効性を示している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 青少年の心身ともに健全な育成を図るため、相談体制や家から出られない子ども達が興味を持ち心穏やかに過ごせるための教室運営をい行っている。そのための事業として予算相当である。

　のぞみ情報交換会の開催を通じて各関連機関との連携を強化する。地区指導員の資質向上のため研修の充実や、少年院や児童養護施設などの視察を通して多角的な地域教育を通した支援の充実につなげる。相談を受けるものとしての能力向上のため、内外の電話研修や相談研修を充実させる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 相談によるのぞみ教室の通所への通所への動きがあること（家から出る）を最初のステップとし、教室での個別活動や集団活動から自己肯定感を高め、保健室や相談室への登校チャレンジを果たすケースもあった。その結果、自分で奮起し学校へと完全復帰を果たした通室生も今年度は４人いたことから、育成センターの最大の目標を達成している。事業としては継続が必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　保護者の協力を本人に示すことが復帰につながるケース（親に迷惑をかけてはいけないと本人に考えさせるケース）も過去にはあったが、保護者が送迎できず、通所できない時のため、センター車による送迎もケースによっては検討する。また、多角的な支援は児童の心穏やかに過ごせる場が増えることにつながり、改善の方向へ進むと思われる。このため、スクールソーシャルワーカーやこども課など関連機関と連携を密にしていきたい。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D405 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 181 10 2 2 1 1② 184 10 3 2 1 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ４．青少年の健全な育成

一般会計 振興奨励費（児童教育振興費） 93,926

事業番号 事務事業名 スクールソーシャルワーカー配置事業部局 教育委員会 所管課 学校指導課 学校指導係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）  児童生徒のいじめ、不登校、暴力行為等の問題行動、子どもの貧困問題については、学校だけでは解決困難な場合が多いことから、スクールソーシャルワーカーが地域や関係機関と連携を図りながら問題の解決を行なう。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 訪問アドバイス等を行った学校数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 全小中学校にアドバイスのための訪問を行う。（26年度以降は２回以上）

一般会計 振興奨励費（生徒教育振興費） 53,146関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 147,072
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　学校だけではなく、家庭、専門支援機関、行政機関など各機関の合計で８９９件の訪問を行いこれらの機関との連携、調整により問題の解決を進展させた。また、各学校へのアドバイス、状況確認をおこなうための訪問を１回以上することを目標とし、これをおこなった。（平成２５年度からの新規事業）

単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円5,632 651
千円千円千円千円-※人件費※人件費※人件費※人件費

7,559 8,210- -651 6,283決算決算決算決算 - - ----
- ----27 27 100.0100.0100.0100.0- ---- 7,559 651 8,210目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 54 8,21054 - ---- 7,559 65154



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 学校だけでは解決できない問題を社会福祉に関する専門知識をもつスクールソーシャルワーカーが関係機関を連携し解決するため有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 学校だけで解決に取り組んだ場合、教諭が問題に手を取られ授業や他生徒への指導に支障が生じる。等事業により、このような負担が軽減する。

問題を抱える児童生徒への支援を深め、「いじめ」「不登校」等の解決を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 学校現場への負担が軽減し、改善に向かうケースも増え成果が大きい。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

アドバイス等のための全学校への訪問を、２回以上に増やし、学校の指導力を高めていく。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



G203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 185 10 3 3 1 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　東日本大震災では、多くの学校で天井材や照明器具等が落下し人的被害が出るなど、非構造部材の耐震対策の重要性が改めて認識された。文部科学省からH25年8月に通知があり、災害時に地域住民の避難所として活用され、特に落下した場合の危険性が高い学校体育館の天井等落下防止対策について、H27年度末までに完了するよう求められている。　加賀市の学校体育館においても早急に対策を行うこととし、天井材、照明器具、バスケットゴール等の非構造部材について耐震化対策を実施し、安全・安心な教育環境を整備していく。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 学校体育館非構造部材の耐震化対策事業部局 教育委員会 所管課 教育庶務課 総務係

一般会計 体育館整備費（補助） 8,435
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 8,435

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　文部科学省からの指導のとおり、H27年度末までに対策を完了するため、中学校体育館12棟はＨ26年度までに、小学校体育館27棟はＨ27年度までに非構造部材の耐震化工事を完了する計画を定めた。　中学校体育館では、Ｈ25年度に点検診断を実施し、Ｈ26年度に実施設計と工事を予定していたが、Ｈ26年度予定の実施設計をＨ25年度に前倒して実施するとともに、Ｈ26年度に実施する工事についても、Ｈ25年度国の補正予算の補助交付決定を受け、Ｈ25年度繰越事業として実施するなど事業の早期完成に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 学校体育館非構造部材耐震化棟数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 安全安心な学校施設の整備のため早急な対策を実施する。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 棟棟棟棟 棟棟棟棟 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -39 0 0.00.00.00.0 8,435 2,004 10,439目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 39 - ---- 195,000 3,255 198,25539 - ---- 170,109 3,255 173,364- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　児童生徒の学習、生活の場であるとともに、災害時には地域住民の避難場所となる体育館の安全対策は非常に重要である。安全・安心な教育環境を整備するうえでも、緊急度、重要度の高い事業である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　天井の落下防止対策は、天井撤去を基本とするよう文部科学省から指導を受けている。しかし、防衛省の防音事業の補助を受け整備した体育館（講堂）では、遮音及び吸音性能を確保するため、既存天井を撤去するだけでなく、国土交通省の新基準に適合した天井を再設置する必要があるため、対策には相応の費用がかかることになる。

　H27年度末までに、学校体育館における非構造部材の耐震化対策を完了する。　事業の実施にあたっては、授業や学校行事に支障のないよう各学校と調整を行いながら実施していく。また、同一時期（夏休みを中心）に市内すべての学校で工事が行われることになることから、工事の発注や事業の監理について、十分な検討を行い実施していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　中学校体育館では、Ｈ25年度に点検診断を実施し、Ｈ26年度に実施設計と工事を予定していたが、国のＨ25年度補正予算において措置された追加補助を活用するため、Ｈ26年度予定の実施設計をＨ25年度に前倒して実施した。また、Ｈ26年度に実施する工事についても、国のＨ25年度補正予算の補助採択を受けることができ、Ｈ25年度繰越事業として実施することができるようになった。このことから、事業の早期着工、早期完成が図れることとなった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　Ｈ25年度繰越事業として、中学校体育館の非構造部材耐震化工事をＨ26年10月末までに完了する。　小学校体育館については、点検診断、実施設計をＨ26年11月末までに実施し、各施設ごとの適切な対策内容の検討と必要な予算の確保を図っていく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D202 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 185 10 3 3 1 1② 185 10 3 3 1 3③ 185 10 3 3 1 1

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実

一般会計 校舎等整備費（補助） 2,914

事業番号 事務事業名 中学校施設の整備部局 教育委員会 所管課 教育庶務課 総務係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　学校は、子どもたちが学習する場であるとともに、一日の大半を過ごす大切な生活の場であることから、子どもたちが安全で快適に学び、安心して過ごすことができるよう良好な教育環境を整備していく。　また、地域の防災拠点として重要な役割を担っていることから、子どもたちのほか地域住民にとっても安全・安心な施設整備を行っていく。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 中学校普通教室の冷房化実施校数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 快適な学習環境を提供するため早急な対策を実施する。

一般会計 体育館整備費（補助） 8,435一般会計 屋内運動場整備費（補助） 88,026関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 99,375
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　近年、地球温暖化による夏場の気温上昇が顕著であり、授業への影響も見られるようになっており、生徒や保護者、または学校関係者から普通教室における冷房化の要望が高まっている。授業に支障のないよう良好な教育環境を提供していくためには、普通教室の冷房化に取り組む必要があり、全中学校への冷房設置に向け年次計画を立て、Ｈ25年度から事業に着手している。　また、Ｈ22年度から橋立小中学校整備事業を進めており、Ｈ25年度は最終年度としてグラウンドを整備した。

単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円99,375 3,255
千円千円千円千円493,139※人件費※人件費※人件費※人件費

73,800 77,055488,463 4,6763,255 102,630決算決算決算決算 6 1 16.716.716.716.7
- ----6 1 16.716.716.716.7- ---- 118,379 3,255 121,634目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6 139,5516 - ---- 136,296 3,2556



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　冷房化事業は、夏場に快適な学習環境を整備することで、生徒の健康維持と学習に集中できる環境を提供できる。橋立中学校グラウンド整備事業は、子どもたちの健全育成のため、グラウンドは必要である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　冷房化事業等には多額の経費を要することから、防衛省の防音事業補助や文部科学省の学校施設環境改善交付金等の補助を活用することが必要である。

　中学校の普通教室等冷房化については、Ｈ25年度から錦城中学校（H25～26）、山代中学校（Ｈ26～28）、片山津中学校（Ｈ27～28）、東和中学校（Ｈ28～30）、山中中学校（Ｈ29～31）の順で、毎年１校づつ着手することとしている。　また、東和中学校では、冷房化（空調設備の更新）とともに、学校の大規模改造事業（給排水設備更新やトイレ改修等）を計画している。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　Ｈ25年度より、中学校の普通教室冷房化に着手した。錦城中学校では、防衛省の防音事業補助を受け、実施設計業務を行った。また、山代中学校では、Ｈ26年度以降実施する普通教室等の冷房化を含めた空調設備改修計画を策定した。　橋立中学校では、文部科学省の学校施設環境改善交付金の補助を受け、グラウンドの整備を実施した。学校関係者、地域住民、学童クラブからの意見を調整しながら設計、工事を行いH26年3月に完成した。　今後も有利な財源を確保しながら、年次計画どおり事業を進めていく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　中学校の普通教室等冷房化について、錦城中学校で冷房設置工事を実施し、山代中学校では、空調設備改修の実施設計業務を行うこととしている。また、片山津中学校の空調設備について改修計画を策定することとしている。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D203 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 179 10 2 1 2 1② 179 10 2 1 2 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 211,405 3,906 215,311目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 21 215,31121 - ---- 211,405 3,90621決算決算決算決算 21 21 100.0100.0100.0100.0
- ----21 21 100.0100.0100.0100.0- ---- 227,968 3,906

千円千円千円千円234,723※人件費※人件費※人件費※人件費
211,405 215,311230,715 4,0083,906 231,874

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　学校配当予算については、費目の割り振りについて各学校の希望を調査し、学校ごとの特色、必要性に応じた予算とした。施設修繕については、箇所付けした予算は計画通り修繕を行うとともに、緊急の修繕については現場確認を行い、学校と協議をしながら修繕方法等を決定し、適切な工事等を行った。
単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 小学校管理数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 教育環境の質の向上を図りながら、施設を適正管理する。

一般会計 （小学校管理運営費）維持修繕費 70,565関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 227,968
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 （小学校管理運営費）一般経費 157,403

事業番号 事務事業名 小学校施設の適正管理部局 教育委員会 所管課 教育庶務課 総務係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　小学校21校それぞれの学校運営の重点ポイントに合わせた予算の編成と適正執行を行うとともに、光熱水費をはじめとした経費節減に努める。　また、安全・安心な学校施設を維持するため、大規模な修繕を計画的に行いながら緊急の修繕にも対応し、教育活動に支障のないよう施設の適正管理に努め、教育環境の質の向上を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　光熱水費の抑制、維持補修費等の経費節減に努めるとともに、大規模な修繕等を計画的に行い、施設の適正な管理を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　各学校とも限られた配当予算の中、予算執行を工夫しながら、適正な学校運営、施設管理に努めた。施設の修繕については、現場確認を行いながら優先度を見極め、授業等に支障がないよう適切な対応を行った。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　光熱水費の抑制、事務の簡素化・効率化などを図ることとし、学校運営にかかる学校配当予算は、H26年度当初予算において、全体で１％削減している。施設修繕についても、大規模な修繕については別途予算を確保し、教育活動に支障のないよう緊急修繕にも随時対応していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　子どもたちが安心して学習活動等に取り組める環境を整えることができる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　子どもたちに安全・安心で快適な教育環境を提供するために、学校の管理運営、施設の維持補修に係る予算や事業は重要であり、学校教育を推進するための基礎である。



D204 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 182 10 3 1 2 1② 183 10 3 1 2 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 135,657 3,906 139,563目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 6 139,5636 - ---- 135,657 3,9066決算決算決算決算 6 6 100.0100.0100.0100.0
- ----6 6 100.0100.0100.0100.0- ---- 111,540 3,906

千円千円千円千円114,217※人件費※人件費※人件費※人件費
135,657 139,563110,209 4,0083,906 115,446

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　学校配当予算については、費目の割り振りについて各学校の希望を調査し、学校ごとの特色、必要性に応じた予算とした。施設修繕については、箇所付けした予算は計画通り修繕を行うとともに、緊急の修繕については現場確認を行い、学校と協議をしながら修繕方法等を決定し、適切な工事等を行った。
単位単位単位単位 校校校校 校校校校 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 中学校管理数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 教育環境の質の向上を図りながら、施設を適正管理する。

一般会計 （中学校管理運営費）維持補修費 34,161関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 111,540
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 （中学校管理運営費）一般経費 77,379

事業番号 事務事業名 中学校施設の適正管理部局 教育委員会 所管課 教育庶務課 総務係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　中学校6校それぞれの学校運営の重点ポイントに合わせた予算の編成と適正執行を行うとともに、光熱水費をはじめとした経費節減に努める。　また、安全・安心な学校施設を維持するため、大規模な修繕を計画的に行いながら緊急の修繕にも対応し、教育活動に支障のないよう施設の適正管理に努め、教育環境の質の向上を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　光熱水費の抑制、維持補修費等の経費節減に努めるとともに、大規模な修繕等を計画的に行い、施設の適正な管理を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　各学校とも限られた配当予算の中、予算執行を工夫しながら、適正な学校運営、施設管理に努めた。施設の修繕については、現場確認を行いながら優先度を見極め、授業等に支障がないよう適切な対応を行った。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　光熱水費の抑制、事務の簡素化・効率化などを図ることとし、学校運営にかかる学校配当予算は、H26年度当初予算において、全体で１％削減している。施設修繕についても、大規模な修繕については別途予算を確保し、教育活動に支障のないよう緊急修繕にも随時対応していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　子どもたちが安心して学習活動等に取り組める環境を整えることができる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　子どもたちに安全・安心で快適な教育環境を提供するために、学校の管理運営、施設の維持補修に係る予算や事業は重要であり、学校教育を推進するための基礎である。



D205 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 176 10 1 2 3 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 - - -目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - -- - ---- - --決算決算決算決算 - - ----
- ----5 2 40.040.040.040.0- ---- 276 -

千円千円千円千円-※人件費※人件費※人件費※人件費
- -- -651 927

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　教育委員５名と有識者４名により、「加賀市教育体制検討会議」を立ち上げ、Ｈ25年6月の第1回会議では、加賀市の学校教育の現状について、9月の第2回会議では、加賀市の学校規模の適正化について審議を行った。
単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 加賀市教育体制検討会議の開催数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 加賀市の教育の現状と加賀市の抱える問題を整理し、解決に導く。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 306

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 （教育振興総務費）教育振興事業費 306

事業番号 事務事業名 教育体制整備計画策定事業部局 教育委員会 所管課 教育庶務課 総務係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　小学校、中学校及び高等学校の連携をはじめ、学校の適正規模・適正配置、いじめや体罰の問題などに対し、「加賀市教育体制検討会議」を開催し、有識者の意見や提言をいただきながら、「加賀市教育体制整備計画」を策定する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ２．教育内容・環境の充実



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　Ｈ26年度に立ち上げる「学校適正規模検討委員会」において、少子化時代における学校の在り方について検討し、複式学級の解消、加賀市における学校の適正規模・適正配置について提言をまとめる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　教育委員５名と有識者４名により、「加賀市教育体制検討会議」を立ち上げ、加賀市の抱える教育問題について、Ｈ25年6月と9月の２回審議を行った。会議では、学校の適正規模・適正配置についてを最重要課題として捉え議論がされた。有識者からの意見を参考に、Ｈ25年12月には、学校規模適正化に向けた加賀市教育委員会の基本方針を示すことができた。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　加賀市教育体制検討会議は廃止するが、Ｈ26年度には、「学校適正規模検討委員会」を立ち上げ、子どもたちにとって集団的学習の場として望ましい教育環境をどのように提供していくか検討していく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　加賀市教育体制検討会議において、加賀市の抱える教育に関する諸問題について、専門性の高い有識者から貴重な意見を伺うことができ、今後の教育方針や計画の策定に大きく寄与する。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　加賀市教育委員会が、学校規模の適正化に関する基本方針を決定する際に、教育体制検討会議での意見が大いに参考となるなど効果があった。



E105 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 2,000 651 2,651
2,504目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 21 - ---- 2,000 651 2,65121 - ---- 2,000 651 2,65121 -

66621 9 42.942.942.942.9 1,853 651決算決算決算決算 21 8 38.138.138.138.1 1,407 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
市内の9団体が、地域の様々な資質を有する大人の参画を得て、子ども達に様々な体験を通じ、社会性・自主性・創造性などの豊かな心を育み、地域でのコミュニティの充実を図っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 教室数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 子どもの居場所づくりのため、多くの地域での教室の増数。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,853
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 豊かな心育成費 1,853

部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 放課後子ども教室開催事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 １．加賀市で子どもを産み育てたいと思われるまちづくりを進めます
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）放課後等の子供たちの安全で健やかな活動場所の確保を図るため、地域で特色ある活動や交流会を通じて、豊かな人間性や社会性・自由性を育むため、地域の協力者とともに地域全体で教育支援を行う。

2,073区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 市内の9団体が放課後や週末の子供の居場所づくりで、地域の協力していただける大人の参画を得て活動している。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 21の小学校区に9カ所の放課後子ども教室が開校され、子どもの居場所づくりを確保している。

関係者や関係機関との連携の調整役（コーディネーター）の下に、放課後子ども教室や放課後児童クラブとの連携を図り、「遊びの場」や「体験の場」を通じて、互いに交流を深め、心豊かでたくましい子を地域全体で育む。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 放課後子ども教室と放課後児童クラブの連携を図り、様々な体験活動や交流活動の取組を推進し、健全な育成を図るとともに、地域住民の参加・協力をコーディネーターが調整し、円滑に進めることが出来た。両者が共有する「まちの先生」派遣制度を設け、内容の充実を図っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）放課後子ども教室の活動事業のなかで、土曜日の活動が教育支援体制等構築事業という新たなメニューとなり、事業内容の見直しが必要である。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



G201 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 199 10 5 3 14 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 -

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）災害時の避難所にもなる加賀市文化会館の耐震基準を満たし、普段から市民の安心安全を確保するため耐震補強工事を実施する。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｇ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 ２．市民に安全と安心を届けます視　点視　点視　点視　点 子どもから高齢者まで安心して暮らせるライフロングサポートのまち事業番号 事務事業名 加賀市文化会館耐震補強事業部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係

一般会計 文化会館整備事業費 5,792
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,792

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成22年度に実施した耐震診断結果では、震度５を超える地震の場合は、天井部分の崩落の恐れがあると報告された。そのため、災害時の避難場所でもあり、拠点でもあるため施設の耐震補強工事を実施する。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 耐震補強工事終了後は、安心して施設利用につながる。 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -100,000 70,605 70.670.670.670.6 5,729 651 6,380目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 15,000 - ---- 486,000 651 486,651- - ---- - - -- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市民が安心して参加できるイベントや講演会を開催するため、また、災害時の避難所及び拠点としての安心安全を確保するため必要である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 天井部分の改修による耐震補強工事を行うことにより、日常の利用者や大人数を収容するイベント、また、災害時の避難所及び拠点として安心安全な居場所の確保が出来る。

施工業者、行政、指定管理者の定期的な打ち合わせで、工事の進捗状況の確認や情報共有を図り、遅滞なく工事を進める。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 震度５以上の災害でも耐震基準を満たす安心安全な避難場所及び拠点の確保が出来る。また、大ホールを利用するイベントの開催でも安心安全の確保が出来る。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）耐震補強工事期間　平成26年7月22日～平成27年3月15日【文化会館休館　平成26年7月22日～平成27年3月31日】主な工事内容　　・1階会議室、トイレの壁補強。床クラック補修。屋根鉄骨補強。　　　　　　　　　　　・大ホール天井取り壊し、新設。ホワイエ天井全面改修。　　　　　　　　　　　・大ホール天井上キャットウォーク新設。外壁クラック補修。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



B301 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 117 651 768目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 500 768500 - ---- 117 651500決算決算決算決算 - - ----
- ----500 350 70.070.070.070.0- ---- 117 651

千円千円千円千円-※人件費※人件費※人件費※人件費
117 768- -651 768

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況平成23年度までは、市民の生涯教育の発表の場として生涯学習フェスティバルや町づくり交流大会の名称で開催していたが、市内の公民館、まちづくり、及び市民が集い、実践活動を紹介しあい、お互いの情報交換と交流を深める場として、公民館大会と名称を変えて開催した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 来場者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 多くの市民が来場することが、生涯学習への興味、促進につながる。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,374

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 生涯学習推進費 13,374

事業番号 事務事業名 かがやき市民フェスティバルの開催部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）広く市民が生涯学習に関心を高め、生涯学習活動の推進やまちづくり活動の充実を図るため、地区公民館の活動紹介や作品の展示、芸能の発表を行う。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｂ_人づくり施　策施　策施　策施　策 ３．市民相互の交流の促進



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

公民館館長の任期が2年間であるため、2年に1回の公民館大会を開催する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 市民に様々な公民館活動を紹介することで、公民館活動の向上と生涯学習の推進が図られる。また、市民相互の絆づくりが図られる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）公民館活動やまちづくり活動に関する講演会や各公民館の特徴ある活動報告を取り入れ、更なる各公民館の活性化を図られるようにする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市内の公民館活動の発表展示や取組の紹介をすることにより、生涯学習の理解を深め、地域の連携が生まれる。また、それらから公民館活動の推進、地域力の向上が見込まれる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 各地区より、公民館やまちづくり推進協議会の関係者等350名を超える参加数で実施した。また、市内各公民館の活動状況の紹介により、市民に公民館活動の実態が分かり、生涯学習の向上に推進する。



C303 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 650 651 1,301目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 3,500 1,3013,500 - ---- 650 6513,500決算決算決算決算 3,500 2,670 76.376.376.376.3
- ----3,500 2,500 71.471.471.471.4- ---- 650 651

千円千円千円千円1,318※人件費※人件費※人件費※人件費
650 1,301650 668651 1,301

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況各地区の子供会の親睦を目的に、春には中央公園で子どもまつりを開催し、秋にはレクレーション大会を開催している。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 イベント参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 子ども会の会員数及び子供の参加者数でイベントの充実度が図られる。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,374

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 生涯学習推進費 13,374

事業番号 事務事業名 子ども会活動への支援部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）子ども達の健全育成を推進し、豊かな心を育み、健康でたくましい子を育てる。また、地域を超えた連携を図り、子どもの協力・共生・友情を育むため子どもまつりやスポーツレクリエーション大会の助成を行う。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｃ_健康・福祉施　策施　策施　策施　策 ３．子育て環境の充実



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

子ども会から脱却した地区の子ども会の復活加盟と、様々な団体へのイベントの参加を呼び掛ける支援の検討。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） イベントの開催内容の企画や運営を通して、子どもの自主性・協調性が養われ、異年齢の子と遊びを通して活動するため、思いやりや規律性、我慢することなどを学ぶことが出来る。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）子ども会会員の子どもだけでなく、子ども会を卒業した中高生のボランティアの参加で、みんなが楽しく協力して自主運営を出来るようにする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市内の子どもたちの交流が目的であり、子どもまつりは毎年2,000人以上の参加がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 子ども会の自主的事業として定着している。子供たちが中心となりイベントや各種体験コーナー、食の模擬店等自主的なパフォーマンスで盛り上がり、子ども同士の親睦や交流での活性化が図られている。



D103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚

一般会計 生涯学習推進費 13,374

事業番号 事務事業名 「山中温泉物語」ＤＶＤ制作部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）全国の温泉民謡として知られ、加賀温泉郷を代表する加賀山中節の発祥、発展を物語にしたＤＶＤ「加賀山中物語」を完成させ、完成発表を兼ねた式典を地元で開催し、全国に観光都市加賀市のPRを図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 DVD作成枚数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 PRを図るためDVDを制作した。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,374

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況地元中学生が主人公となり、市内でロケを行った。完成式典は山中座で開催し、活動弁士の澤登翠さんの臨場溢れる口調で関係者約150名が観賞した。今後は出来上がった作品を学校教材や全国への観光宣伝に活用する。
単位単位単位単位 枚枚枚枚 枚枚枚枚 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円4,671 -

千円千円千円千円-※人件費※人件費※人件費※人件費
- -- -651 5,322決算決算決算決算 - - ----

- ----500 500 100.0100.0100.0100.0- ---- - - -目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - -- - ---- - --



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 山中温泉を舞台にしたものであり、活用が限られる。無声映画であるため、現代人にはあまり受け入れられていない。ふるさと学習としての学校教材での活用が有効的である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 地元での試写会や学校での教材としての活用、中央でのイベント時の配布などで広く有効利用を図っている。

事業終了により特になし

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 作成したDVDを小中学校で教材として利用したり、観光PRに活用する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
事業終了により特になし
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚

一般会計 生涯学習推進費 13,374

事業番号 事務事業名 市民夏期大学講座の開催部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）時宣に応じた旬な話題の講師を中央から招いて開催する市民夏期大学は、市民の誰もが気軽に参加できる講座であり、市民の教養や文化知識を高め、豊かなライフスタイルを見出す機会を提供することを目的としている。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 講演の聴講者数により、魅力のある講座であったか判断することが出来る。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,374

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況加賀市市民会館で２夜開催し、７月２２日は、チベット出身のバイマーヤンジン氏の「チベットと日本、異文化を超えて」と題し、日本とチベットの文化や家族の在り方の講演会を開催した。７月２９日は、テレビで人気の菊地幸夫氏の「菊地流・魅力的人生のすすめ」と題し、地元小学生のバレーボールチームから得た自分の人生観の話を中心に人生観についての講演会を開催した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円1,080 651

千円千円千円千円1,764※人件費※人件費※人件費※人件費
1,080 1,7311,096 668651 1,731決算決算決算決算 400 240 60.060.060.060.0

- ----400 240 60.060.060.060.0- ---- 1,080 651 1,731目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 400 1,731400 - ---- 1,080 651400



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市民の教養・文化知識を高めるため、豊かなライフスタイルを見出す機会の提供になる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 240名の参加であった。市民の関心のある内容であるか、また、知名人等で、講師の選定が参加者の人数に大きく影響する。

文化講演会として文化会館の大ホールを会場に、多数の市民の参加を呼び掛けるような取り組みを考えたい。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 継続して開催している講座であるため、毎年夏の開催に期待している市民が多い。この夏期大学でしか聞けない中央講師の講演会であり、市民から好評を得ている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）旬な題材の講演会をすることにより、集客数の増大を図る。26年度は、１人目は、教育関係で親学について、高橋史朗氏。2人目は、日本の領海について山田吉彦氏に講演していただく。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D309 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々①②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 0 651 651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 60 65160 - ---- 0 65160決算決算決算決算 40 71 177.5177.5177.5177.5
- ----50 83 166.0166.0166.0166.0- ---- 0 651

千円千円千円千円668※人件費※人件費※人件費※人件費
0 6510 668651 651

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況生涯学習活動のさまざまな情報を市広報・市ホームページまた、教育委員会のホームページに積極的に掲載し、情報の発信を行っている。また、子育てカレンダーや自然体験カレンダーを作成し、小学校等関係個所に配布している。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 情報提供数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 生涯学習課で行っているイベントを市広報、ホームページ等を利用して、継続して発信する。

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 0
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

事業番号 事務事業名 各種活動情報の提供部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）生涯学習活動のさまざまな情報を市広報・ホームページを活用して市民へ周知し、市民に情報提供することにより、生涯学習の推進を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

定期的にホームページやブログの更新を行うことにより市民へ周知し、生涯学習の推進を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 市広報、市ホームページ等無料で掲載できる情報発信を活用し、生涯学習推進に努めている。また、自然体験カレンダーの作成により、市内で行われている自然体験活動の周知も広く行っている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
見やすくわかりやすい記事の記載を心がけ、より多くの人が見て楽しめる記事の作成を行う。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 生涯学習に関しての活動やイベントの紹介を広く情報発信している。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 予算を使わずに利用できる情報メディアを活用し、生涯学習事業のＰＲが図られている。



D310 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 16 651 667目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50 66750 - ---- 16 65150決算決算決算決算 10 22 220.0220.0220.0220.0
- ----10 52 520.0520.0520.0520.0- ---- 45 651

千円千円千円千円113※人件費※人件費※人件費※人件費
16 66713 100651 696

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況自己申告制で手軽に取り組めることから、自らの生涯学習活動推進に努めることができる。また、獲得した得点で認定証・称号授与書の交付や市広報への掲載、公民館大会での表彰で、個人の取組の励みになる。平成25年度は、１名の1,000点達成者、9名の300点達成者、42名の100点達成者が誕生した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 達成者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 達成者の人数により、生涯学習活動の認知度が図られる。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,374

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 生涯学習推進費 13,374

事業番号 事務事業名 かがやき市民大学の促進部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）広く市民が生涯学習に親しむきっかけづくりとして、自己申告による点数獲得運動（100点運動）を展開し、獲得した点数により単位認定証の交付を行い、継続的な運動の推進を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

手軽にできる生涯学習活動をＰＲし、多くの目標達成者を作る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 1000点達成「市民博士」が誕生し、後に続く市民も数多くいる。そのため、生涯学習活動が盛んに行われるようになった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
更なる100点運動のＰＲと生涯学習活動の情報の発信を行い、達成者の栄誉をたたえる。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 広く100点運動の紹介により、自ら生涯学習に関心と興味を抱いて取り組むようになった。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 52名の達成者が誕生し、気軽に生涯学習に取り組むことが出来、手軽に点数を獲得出来るため、多くの市民が参加できる。



D311 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々①②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進事業番号 事務事業名 かもまる講座の充実部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市職員が依頼された団体に出向き出前講座を行うことにより、市民の市行政等に対する理解を深め、諸問題に関する知識を修得することを目的とする。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 講座開催件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 出前講座の開催件数により、市に関する関心度が図られる。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況各課から毎年講座可能内容の業務を提出してもらい、25年度は63教室のメニューに基づき講座を実施した。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円0 663

千円千円千円千円1,998※人件費※人件費※人件費※人件費
0 6630 1,998663 663決算決算決算決算 200 207 103.5103.5103.5103.5

- ----200 226 113.0113.0113.0113.0- ---- 0 663 663目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 200 663200 - ---- 0 663200



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市の業務に関して理解を示すバロメーターともなり、市民の要望に応えることが出来る。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 年々申込み団体が増えており、25年度は226件の講座を開設した。また、市民や団体が求めている講座や説明指導を、無料で受講することができる。行政の情報を市民に周知できる。

更なる利用促進を図るため、市民のニーズにあった講座メニューの見直し等の改善を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） かもまる講座の名称の認知度が上がったため、利用件数が増えた。また、職員の出前回数も増え、市民が市の政策を理解するよいツールになった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市民から人気のある講座や説明会を増やし、市民が望む新メニューを開拓する。また、職員の業務に対する専門性を深め、市民に分かりやすく喜んでいただける講座の開設を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D312 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 1 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 18,380 4,883 23,263目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 370,000 23,263370,000 - ---- 18,380 4,883370,000決算決算決算決算 360,000 359,207 99.899.899.899.8
- ----370,000 366,417 99.099.099.099.0- ---- 17,890 4,883

千円千円千円千円22,997※人件費※人件費※人件費※人件費
18,380 23,26317,987 5,0104,883 22,773

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況 司書による選書会議を週1回開き、市民ニーズについて協議を行い、一般書7,552冊、児童書3,236冊、視聴覚資料233点を新たに受け入れ、蔵書を充実させた。
単位単位単位単位 冊冊冊冊 冊冊冊冊 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 貸出冊数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 図書館資料を充実し、利用の推進を図る
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 17,890

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 図書等購入費 17,890

事業番号 事務事業名 蔵書の充実部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 中央図書館・山中図書館
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　乳幼児から高齢者まで、全ての市民の要望に応じた幅広い分野の資料を収集する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

 書庫の整理を行い、蔵書の内容を再確認し、利用者の要望を話し合う選書会議の結果とを合わせ、蔵書の充実を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価）  蔵書充実のため、貸出冊数も微増状態にあり、図書館の魅力が維持されているので、今後も継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）

 蔵書数と蔵書内容がバランス良く維持できるように、選書会議を充実させていく。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は  蔵書内容が充実したので、人口減少にもかかわらず貸出数がわずかであるが伸びている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は  貸出冊数が36万冊を超えていることから、利用者が求める蔵書内容となっている。



D313 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 1 1② 191 10 5 3 1 7③ 187 10 5 1 3 2

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 2,653 1,042 3,695目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5,500 3,6955,500 - ---- 2,653 1,0425,500決算決算決算決算 5,000 4,856 97.197.197.197.1
- ----5,000 5,124 102.5102.5102.5102.5- ---- 2,515 1,042

千円千円千円千円1,866※人件費※人件費※人件費※人件費
2,653 3,695797 1,0691,042 3,557

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　自館で受けたレファレンスを記録し、データーベース化して、類似事例に対応している。　また、研修会等に参加し、他館のレファレンス事例を参考にしたりすることで、市民が要望している相談に対して、的確に対応している。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 レファレンスの件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者が満足するレファレンス

一般会計 図書館事業費 1,688一般会計 臨時職員給与費 721関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,515
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 図書館運営費 106

事業番号 事務事業名 レファレンス(相談機能）能力の向上部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 中央図書館・山中図書館
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　利用者が必要としている情報や資料を求められた時に、その必要とする資料の検索・提供・回答を的確に行えるよう、レファレンス能力を高めることを目的とする。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　職員個々のレファレンス能力の向上を図ると共に、図書館全体のレファレンス能力を高める方策を検討する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　職員のレファレンス能力の向上や、相談に対する信頼性が高まり、相談件数の増加という形で表れている。
   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　レファレンス事例集を作成し、相談に対する信頼度を更に高める。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　市民の職員に対する信頼は厚く、日常的に相談がある。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　レファレンス能力の向上により、専門的な相談に応じられることで,利用者のレファレンスに対する信頼性が高まっている。



D314 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 1 7② 199 10 5 3 14 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 1,960 651 2,611目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 15000 2,61115000 - ---- 1,960 65115000決算決算決算決算 - - ----
- ----15,000 13,278 88.588.588.588.5- ---- 3,643 651

千円千円千円千円-※人件費※人件費※人件費※人件費
1,960 2,611- -6,510 10,153

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　郷土資料は、対象地域を石川県内、福井県内とし、石川県内の資料については、書籍以外に、パンフレット、チラシ、視聴覚資料、新聞記事の切り抜き等を収集した。　加賀市ゆかりの著作物の収集には、特に力を入れた。資料の総蔵書数は10,553点。　　行政資料は、加賀市役所発行物、国、県内、福井県内を対象とし、特に市の発行物は、網羅的に収集した。
単位単位単位単位 冊 冊 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 行政資料や郷土資料の書籍数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市政図書室を設置することにより、行政資料や郷土資料の充実を図る。

一般会計 図書館整備事業費 1,544関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,643
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 図書館事業費 2,099

事業番号 事務事業名 行政資料や郷土資料の充実部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 中央図書館
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　行政資料や郷土資料を集積し、市民をはじめ、議員や市職員が必要とする情報を素早く提供することを目的とする。

会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　市政図書室の資料の整理を行うと共に、利用しやすさを求めた運営を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　市政図書室の滞留利用が増え、かつ、そこでの相談機能も活用されている。さらに市職員の利用も増えていることから、今後も継続していく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
　利用者の声を反映した行政資料や郷土資料の収集に努める。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　市民の関心の高い郷土資料、行政資料を利用しやすく配し、さらに専属の司書を配置し、多くの利用に応じた。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　市政図書室の資料は専門的なものが多く、専属の司書の手助けで、スムーズな利用がなされている。



D316 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 1 1② 187 10 5 1 3 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 3,479 781 4,260目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 30,000 4,26030,000 - ---- 3,479 78130,000決算決算決算決算 30,000 27,533 91.891.891.891.8
- ----30,000 27,183 90.690.690.690.6- ---- 3,537 781

千円千円千円千円4,184※人件費※人件費※人件費※人件費
3,479 4,2603,382 802781 4,318

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　・自動車文庫は、大規模小学校と自動車文庫が入ることが出来ない保育園を除く市内38か所の各施設を、３週　　間ごとに巡回している。　・地区巡回サービスにおいては、市内15か所を各施設を１週間ごとに巡回し、図書の貸出や回収を行った。
単位単位単位単位 冊冊冊冊 冊冊冊冊 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 自動車文庫及び地区巡回における、貸出回収冊数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 図書館への来館以外の利用促進

一般会計 臨時職員給与費 1,708関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,537
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 図書館運営費 1,829

事業番号 事務事業名 自動車文庫・地区巡回サービスの充実部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 中央図書館
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値） 市内を巡回し、市民全体の読書活動を推進する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ３．生涯学習・生涯スポーツの推進



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

・自動車文庫については、現在未実施の学校への巡回を検討し、より一層の利用拡大を図る。・地区巡回の利用について再検討し、利用者の増加につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　自動車文庫・地区巡回共に利用冊数は減少しているが、図書館以外での資料の貸出しや返却、市民の読書活動を幅広く読書活動を推進するために、継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　・自動車文庫は、学校図書館司書との連携により、利用度を上げる。保育園においては、保育園訪問の際に、　　保育園への団体貸出しを呼びかけ、子ども達により多くの本を提供する。　　・地区巡回サービスにおいては、認知度を上げるための広報活動を行い、利用者増につなげる。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 　自動車文庫においては、学校図書館にない図書を提供することができ、好評である。　地区巡回は交通弱者への配慮となり、好評である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 　自動車文庫・地区巡回共に、市民に認知されており、それぞれの目的にそった利用がある。



D401 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 203 10 5 5 2 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 55 651 706目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 4,500 7064,500 - ---- 55 6514,500決算決算決算決算 4,500 4,747 105.5105.5105.5105.5
- ----4,500 4,582 101.8101.8101.8101.8- ---- 22 651

千円千円千円千円694※人件費※人件費※人件費※人件費
55 70626 668651 673

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況携帯電話やスマートフォンの普及により、青少年の回りで起こる情報機器の使用に関する危険についての講演会を開催した。また、グッドマナーキャンペーンを開催し、広く青少年に対してあいさつ運動を展開した。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 キャンペーン参加数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 参加者を増やすことにより、青少年健全育成に関心を持ってもらう。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 22

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 青少年健全育成推進費 22

事業番号 事務事業名 心の教育推進会議部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市内の青少年の健全育成、心の教育推進に向けた活動を促すため、青少年健全育成に関わる団体の代表者を集めた会議を開催し、青少年の生活環境や現状を把握し、情報の共有化や意見交換を行う。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ４．青少年の健全な育成



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

青少年育成に関する団体と連携し、地域の子ども達は地域全体で育成する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） グッドマナーキャンペーンで多くの参加者があいさつ運動に協力的であった。また、スマートフォンや携帯電話等の取扱いの講演会では、子ども達へのスマートフォンやインターネットゲーム機器等の危険性やその使用方法、また、親子のルールづくり等を学び、各青少年育成団体への啓蒙につながった。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）小学生の携帯電話や情報機器の使用の制限等について、市として何か見解的な行動を行うか検討する。グットマナーキャンペーン時期だけのあいさつ運動ではなく、日頃からあいさつ運動が展開されるように検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 青少年の健全育成は、地道に気長に進めていき子供たちを危険から守ることが必要。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 期間中4,582名の参加者が運動に協力してくれた。活動は、目に見えるものではないが、多くの人々が関わることで子供の健全な育成につながる。子どもの規範意識の向上や、学力向上に資する。



D406 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 187 10 5 1 1 1② 187 10 5 1 1 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 ４．青少年の健全な育成

一般会計 委員報酬 48

事業番号 事務事業名 青少年社会教育運動の推進部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）インターネット、携帯電話等の情報機器や、有害図書など青少年を取り巻く問題を解決することで青少年の健全育成を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 声掛け件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 市内巡視で声をかけることによって、非行予防につなげる。

一般会計 運営費 1関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 49
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況年間２回の会議の開催の他に、3日間の研修会に参加して、生涯学習の向上や青少年を取り巻く社会情勢に関して協議し、青少年育成に関する団体と活動について情報の共有化を図った。

単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円0 651
千円千円千円千円666※人件費※人件費※人件費※人件費

0 6510 666651 651決算決算決算決算 600 374 62.362.362.362.3
- ----600 244 40.740.740.740.7- ---- 0 651 651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 500 651500 - ---- 0 651500



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 有害図書に関しては、問題事項が発生していないが、近年の社会情勢の情報機器の取り扱いについて検討する必要がある。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 目に見えて結果の出る事業ではなく、心の教育にも関連するため、多くに人々が関わることで生涯教育や家庭教育力の向上につながる。

スマートフォンや携帯電話等の危険性を認識しあい、市としての取組や親子でのルール作りを確立する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） スマートフォンやインターネットゲーム機器の取扱いや危険性等について、情報を共有し意見交換を行った。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）青少年を取り巻く社会教育関係団体と連絡を密にし、スマートフォンや携帯電話の使い方について、目に見える啓発活動を検討する。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



C01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 3 1② 191 10 5 3 3 2③ 191 10 5 3 3 3

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

35,500 - ---- 13,627 1,334 14,96114,96135,500 - ---- 13,627 1,334 14,96177.877.877.877.8 15,468 1,334 16,802目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 35,500 - ---- 13,627 1,334
千円千円千円千円決算決算決算決算 35,500 25,515 71.971.971.971.9 23,444 1,336 24,78035,500 27,622

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況指定管理制度の導入により自主事業の開催や、企業やスポーツ団体の合宿により研修室の利用や宿泊者数も年々増加している。また、レストラン部門の充実により、研修のみならず、公園に来た利用者からも好評を得ている。 数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者人数(宿泊者・研修室） 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者が増加すれば、レストランや研修室・宿泊室の効率が向上するため。

一般会計 その他管理費 27関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 15,468
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 2,441

セミナーハウスあいりす管理部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H23.4.1～H28.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 13,000千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 セミナーハウスあいりす（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 Paradies・のと楽グループ

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 13,000一般会計

市民に生涯学習推進の場を提供するとともに、あいりすの適正管理・有効活用のため指定管理制度を導入し、利用者のさらなる増加を目指す。



18 ○ 17 △ 1 × 0
11 ○ 10 △ 1 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標
建設後15年を経過しており、施設設備の老朽化が進んでいるため、修繕・改修を計画的に実行する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 指定管理運営・維持管理は、適正に行われた。利用者のサービスについては、レストラン部門では、利用者の要望に応じて日替わりの定食やバーベキュー施設が設置されているので好評を得ている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）利用者の要望やニーズの変化に応じ、利用者により良いサービスの提供を図れるよう、指定管理者と共に思考検討する。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果備品台帳の整理を求めている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果施設内の美化に関したアンケートばかりでなく、研修等事業に関しての項目を追加するよう改善を求めた。



C02 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 192 10 5 3 4 1② 192 10 5 3 4 2③ 192 10 5 3 4 5

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 23,500一般会計

市民の文化の振興、教養の向上のための事業実施、及び集会その他の各種行事の利用拡大を図る。また、指定管理制度の導入により、管理費の削減に努め、効果的な運営を目指す。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀市文化会館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 ㈱コーワ指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 23,500千円加賀市文化会館管理部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 生涯学習係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 21,451一般会計 その他管理費 73関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 45,024
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況指定管理制度の導入により自主事業や魅力あるイベント等の開催で利用数の増加に努めているが、25年度は集客が見込まれるイベントの数が前年度より少なかったため利用数が減少した。また、平成26年度は耐震補強工事期間になるため、長期休館となる。数値目標数値目標数値目標数値目標 利用者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 利用者が増えることにより、会館利用状況が活性化され、文化活動の推進につながる。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 100,000 82,856 82.982.982.982.9 55,183 1,336 56,519100,000 70,605 70.670.670.670.6 45,024 1,126 46,150目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 15,000 - ---- 31,472 1,126 32,598100,000 - ---- 45,024 1,126 46,150100,000 - ---- 45,024 1,126 46,150
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



18 ○ 18 △ 0 × 0
11 ○ 10 △ 1 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果適正な施設の維持管理・運営がなされた。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果常に最新の情報をホームページに掲載するよう改善を求めた。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標耐震補強工事期間前に、集客が見込まれるイベントの開催や自主事業を開催し、来年にむけて利用促進のPRを図る。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 指定管理運営・維持管理は適正に行われた。運営委員会を定期的に開催し、利用者の声を反映した事業の拡大に努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）耐震補強工事期　平成26年7月22日～平成27年3月31日



G03 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 1 1② 191 10 5 3 1 1③ 191 10 5 3 1 3④ 191 10 5 3 1 4⑤ 191 10 5 3 1 5⑥ 191 10 5 3 1 6⑦ 187 10 5 1 3 2

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 図書館運営費 8,530
一般会計

　施設を適正に管理し、資料の収集、分類、提供、相談、各種講座の開催に努めることにより、図書館利用者を増加させる。　これにより市民の生涯学習活動を活発化し、市民の文化向上に貢献する。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 中央図書館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市指定期間指定期間指定期間指定期間 － 評価年度 H25 指定管理委託料 －中央図書館管理部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 中央図書館事業番号 事務事業名
   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

その他管理費 5896,035光熱水費管理委託費
一般会計 臨時職員給与費 16,772関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 49,825

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　乳幼児、児童及び一般を対象とした事業を充実し、利用者の増加を図ると共に、その中で市民の生涯学習を支援した。　施設整備としては、屋上防水を実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 貸出冊数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 　蔵書や事業の充実により、図書等の利用を高める。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 冊冊冊冊 冊冊冊冊 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 280,000 274,676 98.198.198.198.1 47,645 33,868 81,512290,000 286,800 98.998.998.998.9 49,825 39,060 88,885目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 300,000 - ---- 52,062 38,409 90,471300,000 - ---- 52,062 38,409 90,471300,000 - ---- 52,062 38,409 90,471

2,930一般会計 維持補修費
一般会計 図書等購入費 11,8733,096一般会計一般会計



- ○ - △ - × -
- ○ - △ - × -

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果　屋上防水工事やエレベーターの修繕を実施し、適正に管理した。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果　閲覧室の図書配置を見直し、利用者の利便性を高めた。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標
　利用者増を目指し、事業の見直しや、施設の改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 　市民の生涯活動に対し、知的側面の支援を行うと共に、市政図書室の設置、授乳室やロビーの整備等施設の利用しやすさにも配慮した。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　祝日開館を実施し、　利用者の利便性向上を図る。　また、施設においては、修繕等を行い、適正な管理に努める。



G04 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 191 10 5 3 1 1② 191 10 5 3 1 2③ 191 10 5 3 1 3④ 191 10 5 3 1 4⑤ 191 10 5 3 1 5⑥ 191 10 5 3 1 6⑦ 187 10 5 1 3 2

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）

一般会計 光熱水費 2,782一般会計
施設を適正に管理し、資料の収集、分類、提供、相談、各種講座の開催に努めることにより、図書館利用者を増加させる。これにより市民の生涯学習活動を活発化し、市民の文化向上に貢献する。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 山中図書館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市指定期間指定期間指定期間指定期間 － 評価年度 H25 指定管理委託料 －山中図書館管理部局 教育委員会 所管課 生涯学習課 山中図書館事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）
管理委託費一般会計一般会計 図書館運営費図書等購入費

一般会計 臨時職員給与費 6,012関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 18,475
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　一般書2,128冊、児童書997冊、視聴覚資料63点を新規に受け入れ、市民に新鮮な資料を提供した。　また、外部講師や図書館職員によるおはなし会を60回開催。文学講座、文学散歩や所蔵本、市民の作品の展示会などの事業を開催し、図書館の活性化に努めた。数値目標数値目標数値目標数値目標 貸出冊数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 　蔵書や事業の充実により、図書等の利用を高める。達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 冊冊冊冊 冊冊冊冊 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 85,000 84,531 99.499.499.499.4 17,933 13,360 31,29385,000 79,617 93.793.793.793.7 18,475 13,020 31,495目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 85,000 - ---- 22,443 13,020 35,46385,000 - ---- 22,443 13,020 35,46385,000 - ---- 22,443 13,020 35,463

一般会計 維持補修費 677
1,1156,017一般会計 その他管理費 1,763109



- ○ - △ - × -
- ○ - △ - × -

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果老朽化した照明器具を交換するなど、適正管理に努めている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果季節に応じた所蔵本展示など、魅力向上に努めている。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標建設後２０年を経過しており、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。役に立つ、読書意欲を高める資料の収集に努め、魅力的な図書館を目指す。魅力的な事業を実施し、活性化を図る。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 子供向けのおはなし会、成人対象の講座などを実施し、意欲的かつ適正に行われている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）休館日を中央図書館と異なる金曜日とし、祝日開館と併せて実施。利用者の利便性を高める。



F101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）北陸新幹線金沢開業年平成27年（2015）は九谷焼開窯360年に当ることから九谷焼を切り口に観光振興、古九谷窯跡整備ＰＲに繋げる当該年の記念事業を行うことを目的とする。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｆ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．イベントを戦略的に活用します視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 九谷焼開窯３６０年記念事業部局 地域振興部 所管課 観光交流課 九谷焼美術館

一般会計 文化振興推進費 5,829
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,829

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　関係団体で検討準備会、25年度からは企画実施委員会を立上げ、検討を重ね、事業の実施実現にむけ各方面に探りを入れながら検討協議を鋭意継続中である。平成２５年度末に、当該事業企画検討案の「中間報告」を教育委員会に行い、いくつかの事業の骨格が決まった。 数値目標数値目標数値目標数値目標 総入場者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 360周年記念事業（展覧会等）の総入場者数総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 - - ---- - -- - ---- 152 2,604 2,756目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- 431 2,604 3,03540,000 - ---- 9,000 9,114 18,114- - ---- - - -



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H23年度は6,660千円/人、H24年度以降は6,680千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H24年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 668千円＝ 6,680千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 九谷焼開窯360年と北陸新幹線金沢開業年が重なる2015（平成27）年に、展覧会をはじめとするイベントを開催することで、首都圏の観光客が南加賀エリアを訪問する大きなきっかけとなる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は Ｈ２７年度のこれら諸事業が実現すれば本市の伝統産業「九谷焼」の振興のみならず、観光誘客に計り知れない波及効果が見込める。さらに古九谷窯跡を擁する「九谷焼発祥の地、加賀市」が県内外に喧伝・啓蒙されていき、他市に類のない強固な文化的優位性が醸成される。

中間報告でとりまとめた九谷焼３６０周年記念の諸事業骨子案の具体化と予算化。観光行政と一体化した事業の推進。（Ｈ２７年度単発事業）

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） Ｈ２６年度までは準備。Ｈ２７年（２０１５）が九谷焼３６０周年記念の該当年。諸事業の骨子案が企画実施委員会で「中間報告」という形でH２５年度にまとまり、具体化・予算化に向けさらなる準備を推進する段階に入る。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）Ｈ２７年度が、当該諸事業の実施年にあたる。事業骨子はつぎのとおり。１．首都圏ＰＲ事業（首都圏の美術館施設で九谷焼の名品展覧会を開催する。会場は、永青文庫（４～６月）、東京ｽﾃｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ（８月１日～９月６日）。あわせて北陸新幹線金沢開業効果を加賀温泉郷へもたらすイベント開催。）２．九谷焼美術館で古九谷の名品展を東京展の凱旋展としてＪＲのDC※に合せ開催する。３．メモリアルモニュメント（石碑）建立を支援する。４．人気鑑定ＴＶ番組「なんでも鑑定団」の誘致支援、古九谷修古祭にあわせ有名講師の記念講演会の開催。※DC・・・ＪＲグループが秋冬に行うﾃﾞｽﾄﾈｰｼｮﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのこと。来年は北陸３県が対象。北陸新幹線金沢開業年でもあり、　　　　　 ＪＲｸﾞﾙｰﾌﾟが大々的に宣伝を行う。観光誘客に絶大の効果が見込める。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



F102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 194 10 5 3 6 6②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- - - -
7,380目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 - - ---- - - -- - ---- - - -- -

-2,700 3,659 135.5135.5135.5135.5 2,718 4,662決算決算決算決算 - - ---- - 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
公益財団法人　日本海事科学振興財団の「海と船の企画展」支援事業として201万円の助成を受けて実施。北前船の里資料館で９月21日～11月10日まで開催。期間中、関連事業として展示解説会や関連史跡をめぐるツアーも実施。あわせて市内に残る船絵馬を調査し、『加賀市の船絵馬』として図録を作成した。数値目標数値目標数値目標数値目標 来館者人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 事業実施中の来館者の人数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,718
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 企画事業費 2,718

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 （北前船の里資料館）開館３０周年記念特別展開催事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｆ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．イベントを戦略的に活用します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）平成２５年に北前船の里資料館が開館30周年の節目を迎えることから、市内に残る北前船に関する歴史資料である船絵馬にスポットをあてて特別展を開催。北前船主を多く輩出した加賀市橋立地区にある資料館にこの機会に市民はもちろん、市外、県外からも訪れてもらい、改めて加賀市における北前船という歴史遺産、観光資源について知ってもらうこととする。

-区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 □ 縮小 ■ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 来館者が観光客が中心の館の性格上、常設展示が主であるが、特別展を開催することで目的意識を持った新たな来館者を呼び込むことができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 助成対象の条件に合致した企画をすることで、市の予算は事業費全体の２割程で、最少の費用でより充実した効果的な内容の企画とすることができた。

築130年以上、開館30年を超え、建物の老朽化が進んでいる。全国的にも珍しい北前船専門の施設として今後も情報発信、資料公開していくうえでは、耐震や防災の面からも大規模な修繕、リニューアル計画を考える時期を迎えている。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 開館30周年などの節目やタイミングをうまくとらえて特別展を開催することにより、この期間の対前年度入館者数は３４％増加した。北前船の歴史を広く周知し、観光誘客にもつなげる事業を開催していく必要がある。   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）今後は４０周年の節目に向けて、早い段階からの効果的な宣伝活動が必要であり、課全体としての周知活動や連携した事業を行うことでより発信力や集客が期待できる。中期的な計画及び目標中期的な計画及び目標中期的な計画及び目標中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



F103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 3②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 1,500 651 2,151
1,681目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 150 - ---- 1,500 651 2,151160 - ---- 1,500 651 2,151170 -

668150 124 82.782.782.782.7 1,030 651決算決算決算決算 150 118 78.778.778.778.7 7,026 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
古九谷発祥の地の確立のため、第38回古九谷修古祭を平成25年6月22・23日に開催し420名が参加した。会期中は、古九谷名品展、現代陶芸展、古九谷発掘資料展など興味深い多彩な催しを行った。山中節は伝統芸能として後世に継承するため、第30回山中節全国コンクールを平成25年9月1日に開催し、124名が出場した。数値目標数値目標数値目標数値目標 出場者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 山中節全国コンクールの出場者数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 5,829
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 文化振興推進費 5,829

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係
視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 伝統文化・芸能伝承事業の支援（古九谷修古祭・山中節全国コンクールなど）

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｆ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．イベントを戦略的に活用します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）古九谷修古祭及び山中節全国コンクールの開催事業に対し助成を行うことを通して、加賀市を代表する伝統文化・芸能を伝承するとともに、全国に広く発信し知名度を高める。

7,694区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 古九谷修古祭については、九谷古窯を擁する「九谷焼発祥の地」加賀市を継続的にPRしている点で、有効性が高い。山中節全国コンクールは、市指定無形文化財である山中節を継承・発展させるための貴重な発表の場となっており、有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 古九谷修古祭は、実行委員会による主体的な活動が基盤となり、比較的低額（補助金：20千円）な補助金により運営されている点で、費用対効果は高い。山中節全国コンクールは、全国より演者・観客を集める大会を運営するための補助金としては、安価と考えられるため、費用対効果は高い。

古九谷修古祭・山中節全国コンクールともに、民間の実行委員会による自発的な活動活性化を促しながら、継続的な支援を通して、伝統文化の継承・発展を実現させていく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 古九谷修古祭は、古九谷発祥の地である加賀市において、歴史的・文化的意義を再評価し、全国に関心を一層高めることができる。また、山中節全国コンクールは、山中節の伝承普及を図ることにより、観光客の誘致促進、山中温泉のイメージアップにつながることから、今後も継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）古九谷修古祭は、平成27年度に第40回の節目を迎えることから、より大規模な活動実施と、全国的な情報発信を実行委員会に働きかけるとともに、九谷焼関連団体との連携を促進させるための助言・調整を行う。山中節全国コンクールは、無形文化財の継承という観点から、幅広い年齢層の参加を実現させるため、若年層が興味関心を喚起するような情報発信活動を実行委員会に働きかける。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



F104 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 188 10 5 2 3 3② 195 10 5 3 7 1③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 ---- 22,000 651 22,651
26,118目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 4,000 - ---- 20,179 651 20,8304,000 - ---- 22,000 651 22,6514,000 -

6684,000 3,537 88.488.488.488.4 25,467 651決算決算決算決算 3,500 3,738 106.8106.8106.8106.8 25,526 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円
芭蕉祭加賀山中温泉全国俳句大会については、芭蕉が山中温泉に滞在した9月に開催し、中谷宇吉郎雪の科学館の雪のデザイン賞については、2か年事業の最終年度事業として、審査、表彰、展示を実施。深田久弥の著書「日本百名山」発刊50周年を記念して石碑を建立する。数値目標数値目標数値目標数値目標 応募者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 芭蕉祭全国俳句大会と雪のデザイン賞(隔年）の応募者数

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 27,029
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

一般会計 文化振興推進費 5,829一般会計 管理委託費 21,200

部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係視　点視　点視　点視　点 アジアから選ばれる温泉共創地事業番号 事務事業名 松尾芭蕉・中谷宇吉郎・深田久弥などの全国発信事業

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅰ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シートⅠ．最重点事業　　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｆ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．イベントを戦略的に活用します
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）芭蕉祭加賀山中温泉全国俳句大会、中谷宇吉郎雪の科学館の雪のデザイン賞、深田久弥の著書「日本百名山」発刊50周年を記念して石碑を建立といった各事業で、加賀市ゆかりの人を通じて、観光地としての魅力を全国発信する。

26,194区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 ※人件費※人件費※人件費※人件費

会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

有効性は有効性は有効性は有効性は 芭蕉祭加賀山中温泉全国俳句大会の開催は、単に俳句イベントの開催効果にとどまらず、芭蕉ゆかりの地の自治体が参加する「奥の細道サミット」における自治体交流のきっかけとしても機能している。雪のデザイン賞は、雪氷科学の枠を越え、美術の分野まで雪の科学館事業を広げている点で有効性が高い。日本百名山写真コンテストは、ブームとも言うべき近年の登山や写真に対する関心の高まりに合致しており、有効性は高い。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 加賀市ゆかりの文化人の業績を顕彰するこれら事業の推進は、「温泉地」にとどまらない加賀市をPRする上で、主に市外・県外の来訪者（または来訪検討者）に対して強いイメージを植え付ける事業となる得る。よって費用対効果は高い。

「松尾芭蕉と山中」、「中谷宇吉郎と片山津」、「深田久弥と大聖寺」というように、「人物とゆかりの地」を強くリンクさせた事業推進や情報発信を継続的に行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は加賀市ゆかりの人を通じて、今後も観光地としての加賀市の魅力を全国に発信する手段として有効であり、継続が必要と認める。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）芭蕉祭加賀山中温泉全国俳句大会や中谷宇吉郎雪の科学館での雪のデザイン賞の各事業を継続して推進するとともに、深田久弥の著書「日本百名山」発刊50周年記念事業として、７月に記念碑除幕式を行い、久弥ゆかりの地散策、ご子息を講師とした記念講演会も併せて開催して、広く市内外に加賀市をPRする。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



D105 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 197 10 5 3 9 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚

一般会計 管理委託費 13,400

事業番号 事務事業名 文化体験プログラムの充実部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）世界に誇る伝統芸術九谷焼の技術の高さを知ってもらうために、本格的な文化体験プログラムとして、九谷焼窯跡展示館での「絵付け体験」「蹴ロクロ体験」を実施し、九谷焼に親しんでもらうと同時に工芸に携わる人材を育成する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 参加者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 「蹴ロクロ体験」「絵付け体験」への参加者の人数
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,400

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況九谷焼窯跡展示館での「絵付け体験」「蹴ロクロ体験」を年間を通じて実施している。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円13,400 651

千円千円千円千円14,068※人件費※人件費※人件費※人件費
12,900 13,55113,400 668651 14,051決算決算決算決算 1,250 940 75.275.275.275.2

- ----1,300 960 73.873.873.873.8- ---- 13,000 651 13,651目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1,300 13,6511,300 - ---- 13,000 6511,300



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 「絵付け体験」「蹴ロクロ体験」の実施は、手作りのすばらしさや難しさを体験することで、九谷焼への理解を深めることができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 「絵付け体験」「蹴ロクロ体験」の実施により、施設の独自性を強くアピールし、入館者満足度の増加、ひいては加賀市のイメージアップに寄与している。

九谷焼窯跡展示館は、単なる資料展示館とは異なり、実物の史跡窯跡やロクロ・絵付け場などを見ることができる、「九谷焼の生産工程を実見・体験できる施設」として他に類を見ない特長を持つ。よって、他の九谷焼関連施設と連携して、「作品鑑賞＋制作体験」を組み合わせた事業展開を図る。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 参加者数はほぼ横ばいの状態であるが、指導員・ロクロ台数・絵付け道具など、人的・物理的な制約により、大幅な参加者増は難しい現状にある。しかし、伝統産業である九谷焼の魅力の奥深さを全国に広く発信するため、継続が必要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
今年度も引き続き、「絵付け体験」「蹴ロクロ体験」の実施する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D106 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 193 10 5 3 5 4② 193 10 5 3 6 3③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 130 0 130目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1000 1301000 - ---- 130 01000決算決算決算決算 900 823 91.491.491.491.4
- ----900 845 93.993.993.993.9- ---- 129 0

千円千円千円千円127※人件費※人件費※人件費※人件費
130 130127 00 129

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況ボランティアによる解説員を展観施設ごとに受け入れ、養成し、来館者に展示内容の解説を行う。九谷焼美術館、北前船の里資料館で主に実施しており、団体客や希望者の事前予約を受けて展示解説を行っている。
単位単位単位単位 回回回回 回回回回 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 解説回数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 ボランティア解説員による解説回数実績

一般会計 （北前船の里）運営費（運営費計　307） 36関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 129
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 （九谷焼美術館）運営費（運営費計　5,157） 93

事業番号 事務事業名 市民文化活動の促進と支援部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）各展観施設において、来館者により理解を深めてもらうためにボランティア解説員による展示解説を行う。来館者の満足度の向上と同時に、解説員個人の学習意欲の高まりや生涯学習推進と生きがい創出、社会貢献につながる。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

継続的な活動の支援と積極的な養成が必要

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 来館者の満足度も高いため、今後も継続して行うのが望ましい。個々の解説員の学習意欲も高い。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）解説員個人の生涯学習意識の高揚と社会貢献となり、今後も継続が望ましいが、メンバーの高齢化や新たな人員の確保などの課題がある。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は ボランティア解説員による解説を受けたほうがより理解が深まり、満足度も高いと思われる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 基本的には解説は無料で行ってもらっている



D107 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 202 10 5 4 5 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 81,730 5,000 86,730目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 5 81,2606 - ---- 76,260 5,0008決算決算決算決算 5 5 100.0100.0100.0100.0
- ----3 3 100.0100.0100.0100.0- ---- 45,665 5,000

千円千円千円千円22,745※人件費※人件費※人件費※人件費
118,250 123,25016,065 6,6805,208 50,873

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　発掘調査では、木地工房跡の補足調査、九谷第２号窯跡の再調査、朱田周辺の範囲内容確認調査及びレプリカ作成のため、絵付窯跡の再調査を行った。　レプリカ作成業務では、重要な遺構である絵付窯跡を公開活用するために、レプリカの作成を行った。　便益施設の建設工事及び監理業務では、調査対象区域外に整備計画に位置付けられた便益施設の建設を行い、合わせて監理業務をした。　磁器窯跡地区の実施設計では、遺構面の保護に必要な盛土造成や園路、排水等の設計業務を行った。　工房集落地区の盛土造成では、遺構面の保護に必要な盛土造成工事を行った。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 調査・整備項目に対する成果 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 クリアすべき課題項目の数を指標とする
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 45,665

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 古九谷窯跡環境整備費 45,665

事業番号 事務事業名 九谷磁器窯跡整備事業部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　国指定史跡九谷磁器窯跡は九谷焼発祥の地であり、色絵窯跡などは貴重な窯跡で重要な遺構であります。史跡を公園整備することで、文化財の適切な保護と観光資源等としての活用を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

保存計画に基づき事業を継続し、活用される史跡公園として整備していく。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は、着実に成果を上げており、九谷焼発祥の地を保護・活用する上で、非常に重要であるため引き続き継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）文化財保護を重点として、関係機関から指導等を受けてきたが、今後は活用面も視野に入れ、幅広く意見を求める必要がある。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 公園整備は、史跡のより適切な保護管理に有効で学習の場として提供もできる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 文化財保護や郷土愛などの意識が高揚する。また、観光資源としての活用も期待される。



D108 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 202 10 5 4 8 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 34,200 4,500 38,700目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 4 86,7004 - ---- 82,200 4,5004決算決算決算決算 2 2 100.0100.0100.0100.0
- ----5 5 100.0100.0100.0100.0- ---- 24,386 4,500

千円千円千円千円24,686※人件費※人件費※人件費※人件費
24,260 28,76020,010 4,6764,557 28,943

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　保存修理事業として主屋１件、土蔵１件、その他（塀など）２件を行った。　新築修景事業としてその他（塀など）１件を行った。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 修理件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 対象地区内で継続的に修理を行う
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 24,386

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備費 24,386

事業番号 事務事業名 加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備事業部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　平成１７年に国の重要的建造物群保存地区に選定され、後世に伝える地域の財産として保存計画に基づき、保存修理事業を実施し、文化基盤の向上を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

保存修理を継続して行い、伝統的集落の形態を保ちながら防災施設の整備を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 船主集落として保存整備し、地域の文化資産として継承することは非常に重要なことなので継続して事業を行う。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
保存修理が必要な建物があるので事業の継続は必要である。所有者の意識に格差があるので向上に努める。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 老朽化した建物の外観を修理することで保存地区としての価値を高める。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 毎年、保存修理を継続することにより、所有者の保存整備についての意識が高まった。



D109 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 202 10 5 4 10 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚

一般会計 加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備費 46,384

事業番号 事務事業名 加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備事業部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）　平成２３年に国の重要的建造物群保存地区に選定され、後世に伝える地域の財産として保存計画に基づき、保存修理事業を実施し、文化基盤の向上を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 修理件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 対象地区内で継続的に修理を行う
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 46,384

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　保存修理事業として主屋４件、土蔵２件を行った。　拠点施設の整備として旧曽良家住宅の実施設計業務を行った。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円46,384 4,500

千円千円千円千円49,594※人件費※人件費※人件費※人件費
51,056 55,55644,918 4,6764,557 50,941決算決算決算決算 6 6 100.0100.0100.0100.0

- ----6 6 100.0100.0100.0100.0- ---- 54,200 4,500 58,700目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 4 46,7006 - ---- 42,200 4,5006



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由■ 拡充 □ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 老朽化した建物の外観を修理することで保存地区としての価値を高める。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 毎年、保存修理を継続することにより、所有者の保存整備についての意識が高まった。

保存修理を継続して行いながら地域の活性化につながる施策を検討し、建物の利用を図ることで地区の価値を向上させる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 山村集落として保存整備し、地域の文化資産として継承することは非常に重要なことなので継続して事業を行う。指定されて間もないため、保存物件も多数あり、また、高齢化も進み、空き家となる前に対応する必要がある。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）多数の保存修理が必要な建物があるので事業の継続は必要である。高齢・過疎化も進んで地区なので、空き家になる前に所有者の意向を踏まえて拡充に努める。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



D110 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 202 10 5 4 4 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 8,150 1,500 9,650目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 50 2,95050 - ---- 1,950 1,00050決算決算決算決算 50 50 100.0100.0100.0100.0
- ----50 40 80.080.080.080.0- ---- 10,665 1,900

千円千円千円千円8,741※人件費※人件費※人件費※人件費
11,150 13,0507,409 1,3321,953 12,618

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況【大聖寺城跡】　発掘調査では、二の丸の西方及び北東における竪堀及び空堀の状況を確認するため、調査を行った。　測量業務では、調査実施部分の遺構測量（１５０㎡）及び東丸地区、対面所地区及び番所屋敷周辺の地形測量を行った。【大聖寺藩主前田家墓所】　測量業務では、墓塔の立面実測（３７面）及び拓本作成（１３面）を行った。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 事業参加人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 シンポジウムや講演会の事業参加人数
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 10,665

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 文化財発掘調査費 10,665

事業番号 事務事業名 加賀大聖寺藩十万石文化再生事業部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）大聖寺十万石城下町の核となっていた藩邸屋敷跡周辺の史跡を、文化財的価値を損なうことなく復元整備し、文化財保護と観光資源としての活用を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

公共施設としての位置づけを検討し、調査で得た基礎資料を基に整備計画を作成する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 地域の文化資産を整備し、活用していくことは重要であるが、市全体の公共施設として位置づけも重要である。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
大聖寺城跡や前田家墓所の発掘調査を終え、調査で得た基礎資料を整備に反映させる。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 大聖寺十万石城下町の核となっている史跡の復元整備をするための基礎資料が得られる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 復元整備を行うような具体的な整備計画の検討がなされていない。



D111 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 199 10 5 3 14 4②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 5,000 1,953 6,953目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 200 9,953200 - ---- 8,000 1,953200決算決算決算決算 200 250 125.0125.0125.0125.0
- ----200 200 100.0100.0100.0100.0- ---- 3,128 1,953

千円千円千円千円2,319※人件費※人件費※人件費※人件費
7,000 8,953315 2,0041,953 5,081

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況加賀大聖寺人物館として整備するための耐震診断、実施設計を行った。
単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 来館人数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 認知度を高めるため市内外の来客数を定める
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,128

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 旧新家家住宅整備費 3,128

事業番号 事務事業名 大聖寺人物館整備事業部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）市にゆかりのある先人に関する資料を展示と紹介し、郷土愛を育む。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 □ 継続 ■ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

指定文化財として必要な最低限の修繕を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 大聖寺十万石城下町史蹟再生事業の整備計画を見直し、市内の全公共施設を調査したうえで検討する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）市内の全公共施設の維持更新費用を調査したうえで検討する。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 市ゆかりの人物を展示・紹介することで郷土愛を育み、加賀市の認知度を高めることができる。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 郷土愛などの意識高揚にはつながるが、誘客施設として位置づけが不明である。



D112 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 201 10 5 4 3 1② 201 10 5 4 3 2③ 201 10 5 4 3 3④ 202 10 5 4 3 4

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 7,900250 - ---- 4,000 3,900
決算決算決算決算 250 204 81.681.681.681.6

- ----250 281 112.4112.4112.4112.4- ----目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 250250 2,611 3,9004,000 3,900
総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円 千円千円千円千円6,251※人件費※人件費※人件費※人件費

4,336 8,2362,921 3,3303,906 6,5177,900
単位単位単位単位 点点点点 点点点点 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額数値目標数値目標数値目標数値目標 活用した数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 貸出や閲覧した収蔵品の数

一般会計 文化財保護施設管理費その他管理費 436一般会計 文化財保護施設管理費維持補修費 200関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 2,611
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 文化財保護施設管理費光熱水費 420
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況歴史文化資産の適切な収蔵・管理を行い、貸出や閲覧などを行った。

一般会計 文化財保護施設管理費管理委託費 1,555

   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）貴重な財産である文化財の保護・継承を行うとともに収集保存に努め、文化の向上に役立てる。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚事業番号 事務事業名 文化財保護施設の適正管理部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

適正に管理された文化財を公開する場を設けて、後世に伝えるべき大切な遺産を身近に感じてもらう。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 貸出や閲覧の希望もあり、今後も適正な管理を行っていく。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
収蔵品の適正な管理を行い、活用していく。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 適正な管理を行うことで、後世に大切な文化財を伝えることができる。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 後世に残すことで、郷土愛の育成や学術の向上が期待される。



D113 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 203 10 5 6 1 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｄ_文化・教育施　策施　策施　策施　策 １．地域の文化の高揚

一般会計 歴史的景観整備事業助成費 3,520

事業番号 事務事業名 景観保存活動の支援部局 教育委員会 所管課 文化財保護課 文化財係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）重要伝統的建造物群保存地区である加賀橋立・加賀東谷で「賑わい創出」のために建物の内部改修を行う。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 改修件数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 対象地区内で継続的に改修を行う
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 3,520

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況加賀東谷保存地区において、古民家の内部を改修して宿泊施設に転用した。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円3,520 3,900

千円千円千円千円6,526※人件費※人件費※人件費※人件費
2,519 6,4192,518 4,0083,906 7,426決算決算決算決算 1 1 100.0100.0100.0100.0

- ----1 1 100.0100.0100.0100.0- ---- 5,000 3,900 8,900目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 1 8,9001 - ---- 5,000 3,9001



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 空家の利用や来訪者の増加などで地区の活性化に役立っている。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 毎年、１棟以上の改修を行うことで利用される建物が増えてきた。

建物利用率を高め、地区内外の人びとの関心を集めるような施策を検討し、保存地区としての文化財的価値を高めるよう事業の推進を行う。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 本事業は建物内部の改修が可能であるため、地区内の所有者からの関心が高い。建物を利用することで維持保全がなされ、保存地区としての価値が高まるので事業を継続する。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）事業の継続は、ファンドの状況と他地区の利用状況によるところが大きい。活用された建物の状況を把握し、計画的に事業の推進を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標



A01 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 197 10 5 3 8 1② 197 10 5 3 8 2③ 197 10 5 3 8 5

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 23,360一般会計

加賀市の玄関口であるＪＲ加賀温泉駅前にある総合美術館として、観光客に加賀市の伝統工芸や美術工芸を紹介するとともに、児童生徒の情操教育や市民が美術文化に触れる場としての役割を担う。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀市美術館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 23,360千円加賀市美術館管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 1,190一般会計 その他管理費 168関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 24,718
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況企画展１２回、貸館２２回の他、郷土作家を紹介する常設展などを開催。夏休みの児童対象の教室なども開催し幅広い年齢の市民が利用する機会がある。入館者数は増加傾向である。また、着実な運営から美術品の新たな寄贈、寄託を受けている。数値目標数値目標数値目標数値目標 入館者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 入館者数を目標とする達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 30,000 34,176 113.9113.9113.9113.9 24,491 668 25,15935,000 35,480 101.4101.4101.4101.4 24,718 651 25,369目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 35,000 - ---- 24,245 651 24,89635,000 - ---- 25,000 651 25,65135,000 - ---- 25,000 651 25,651
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



18 ○ 18 △ 0 × 0
10 ○ 10 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果適正な施設の維持管理を行い、市民利用者の要望やニーズの変化に対応して運営がなされている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果駅前という立地を生かした宣伝活動を今後行っていくことを期待するが、広報宣伝活動などにつとめている。クレームなどもほとんど無く適切なサービスを提供している。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標指定管理者によるサービス向上と魅力ある企画展やさらなる運営の効率化を追求していく。建設後10年を経過しており、今後、施設設備の劣化が進行していき、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書、仕様書に基づき、適正な施設管理を行っている。郷土美術を紹介する企画展や貸館業務にも力を入れており入館者は増加傾向にある。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）JR加賀温泉駅前という立地条件の良さから、多目的に利用できる施設の利便性を生かして、市民利用者の要望やニーズの変化に応じ、指定管理者と密に連絡を取り合い、適切な指導をすることによって、施設管理、事業運営を行っていく。



A02 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 195 10 5 3 7 1② 195 10 5 3 7 2③ 195 10 5 3 7 6

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

26,000 - ---- 25,000 651 25,65125,44726,000 - ---- 25,000 651 25,65193.993.993.993.9 22,766 651 23,417目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 26,000 - ---- 24,796 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 25,000 24,616 98.598.598.598.5 20,099 668 20,76726,000 24,422

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況毎年恒例の雪博士教室やこども雪博士まつりをはじめとする児童生徒対象の科学普及事業を実施。前年度に募集した「雪のデザイン賞」の審査、表彰、展示を実施した。数値目標数値目標数値目標数値目標 入館者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 入館者数を目標とする

一般会計 企画事業費 196関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 22,766
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 1,370

中谷宇吉郎雪の科学館管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H22.4.1～H27.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 21,200千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 中谷宇吉郎雪の科学館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社・I LOVE加賀ネットグループ

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 21,200一般会計

加賀市が生んだ雪博士中谷宇吉郎の業績を広く紹介するとともに、身近な雪や氷を通して科学に親しんでもらうことを目的とする。雪のデザイン賞事業なども通じて全国に中谷宇吉郎、雪の科学を発信する。



18 ○ 15 △ 3 × 0
10 ○ 10 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標建設後20年を経過して、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書、仕様書に基づき、適正な施設管理を行っている。子どもを対象とした企画展を中心に力を入れ、入館者数の増加に努力している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）時勢に応じた、より魅力的な事業の実施と今後も継続的な科学教室の開催をしていくことにより、若い世代の科学離れを食い止めることを期待する。また、観光客向けのより有効な宣伝活動を行うことで入館者増加が期待できる。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果開館20年が経ち、施設内外の修繕が必要になっていきている。事務所の整頓や周辺樹木の剪定の手入れがやや不足しているが、人員が不足気味のため致し方ない面がある。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果児童向けの科学教室や講座などを定期的に行っており、科学普及につとめている。宣伝、周知がやや不足気味である。



A03 係
頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 194 10 5 3 6 1② 194 10 5 3 6 2③ 194 10 5 3 6 3④ 194 10 5 3 6 4⑤ 194 10 5 3 6 5⑥ 194 10 5 3 6 6

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度

307770158

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 12,921

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 7,609一般会計

北前船主を多く輩出した北前船の里をPRし、全国的にも珍しい北前船専門の資料館として発信する。また、ふるさと学習の面からも児童生徒への学習の機会を提供する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 加賀市北前船の里資料館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市指定期間指定期間指定期間指定期間 - 評価年度 H25 指定管理委託料 －加賀市北前船の里資料館管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係事業番号 事務事業名

決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 1,359
一般会計 企画事業費 2,718
一般会計一般会計一般会計

資料館内の第二土蔵などの展示スペースを利用して、北前船に関するテーマで展示を行う。また、美術品や着物を中心とした季節感のあるテーマ展も行った。開館30周年の節目として、「加賀市の船絵馬展」を開催した。数値目標数値目標数値目標数値目標 入館者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 入館者数を目標とする達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 20,000 14,941 74.774.774.774.7 10,828 4,662 15,49020,000 14,324 71.671.671.671.6 12,921 4,662 17,583目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 20,000 - ---- 11,468 4,662 16,13020,000 - ---- 12,000 4,662 16,66220,000 - ---- 12,000 4,662 16,662

運営費光熱水費その他管理費



- ○ - △ - × -
- ○ - △ - × -

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

ボランティアガイドによる丁寧な解説に心がけ、サービス向上に努めた。
   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）北前船を加賀市における観光資源ととらえ、HPなどを通じて全国的に情報発信していく。重伝建地区橋立とあわせて観光客に訪れてもらえるような事業を展開していく。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設の老朽化が目立ち、修繕が必要な箇所が多くみられる。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標築130年以上経ち、資料館としての開館も30年を超えて、建物の修繕箇所も年々増えており、中・長期的な視点からの大規模改修が課題である。時代にあった展示改修も含めた適切な修繕計画が必要。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 季節にあわせた魅力ある企画展を実施し、入館者数の増加に努めた。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫



A04 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 193 10 5 3 5 1② 193 10 5 3 5 3③ 194 10 5 3 5 5

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 66,000 - ---- 36,000 19,530 55,53055,63166,000 - ---- 38,000 26,040 64,04062.662.662.662.6 91,781 19,530 111,311目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 66,000 - ---- 36,101 19,530
千円千円千円千円決算決算決算決算 66,894 43,599 65.265.265.265.2 35,140 19,530 54,67066,257 41,451

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況開館11年となり、当館は九谷焼をPRする中核研究機関であることは、さまざまな活動により県内外にすでに聞こえ、認められるようになっている。県外観光客の入館も、従来の関西圏、中京圏のみならず、近年首都圏からの来館者が増えてきている。「加賀市は九谷焼発祥の街」をモットーに当館を発信しつづけた成果ととらえる。数値目標数値目標数値目標数値目標 施設利用者総数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 各展覧会入場者と貸出用２Ｆホール・和室等および「茶房古九谷」各施設の総利用者数／本市人口(10才以上10月現在）

一般会計 光熱水費 6,001関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 91,781
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）美術品購入費（基金買戻し金） 56,250

九谷焼美術館管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 九谷焼美術館事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 - 評価年度 H25 指定管理委託料 －
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 石川県九谷焼美術館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 18,909一般会計

郷土の誇りである伝統工芸「九谷焼」の歴史や存在意義を市内外に宣伝・発信することで、文化的愛好層を広め観光振興ひいては地場産業九谷焼の振興・発展につなげ、他市に類のない当市の文化的優位性の形成に寄与する。当館が魅力あふれる展開をすることによって、訪れた観光客や観光業者に満足を与え、リピーターや高い評判を全国的に得ることが予想される。教育面では市民や子どもたちはわが街の誇りとして「九谷焼美術館」をあげ、加賀市の文化都市、観光都市として他市に負けない文化的優位性が確立する。



- ○ - △ - × -
- ○ - △ - × -

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標九谷焼の全国発信の核としての地位を確立したが、今後、県外や海外からの観光客への心のこもったおもてなしをさらに高め、九谷焼を絡めた観光振興策を提案していく。　学校教育との連携を強め、児童生徒の来館や企画展への参画利用のさらなる増進を図る。こうしたことの積み上げによって、加賀市民「自慢」の九谷焼美術館へとさらに成長していくことを目標とする。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 九谷焼に関する資料を収集、保存及び展示をし、その知識の普及及び芸術文化活動の振興発展に十分寄与していることから、近年特に、石川県を代表する文化施設のひとつとして高い評価を受けており、NHK国際放送をはじめ全国誌などに取り上げられている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）次年度、平成２７年度は、九谷焼開窯３６０周年の年であり、北陸新幹線金沢開業年でもある。JRグループは北陸のDCDCDCDC（JＲグループが秋冬に行うﾃﾞｽﾄﾈｰｼｮﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのこと。来年は北陸３県が対象。北陸新幹線金沢開業年でもあり、ＪＲｸﾞﾙｰﾌﾟが大々的に宣伝を行う。観光誘客に絶大の効果が見込める。）を行う予定である。首都圏誘客戦略の一翼を担い首都圏でも館内においても記念事業の開催を行う。例年の展観スケジュールの業務以外に、首都圏等でのＰＲイベント（美術展覧会）等を九谷焼３６０周年記念事業として実行しなければならないため、当該事業に投入できるスタッフ数が不足する。予算面での拡充措置が望まれる。

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果設置条例に従い、当該予算に基づいて適正な施設の維持管理・運営を行っていると考える。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果九谷焼を顕彰する美術館として、施設の効用を最大限活用し、設置目的に沿った成果をおさめ、スタッフ一丸となってサービスの向上に努めたと考える。



A05 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 198 10 5 3 10 1② 198 10 5 3 10 2③ 198 10 5 3 10 7

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

17,000 - ---- 14,000 325 14,32513,59317,000 - ---- 14,000 325 14,32576.576.576.576.5 18,146 325 18,471目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 17,000 - ---- 13,268 325
千円千円千円千円決算決算決算決算 20,000 14,613 73.173.173.173.1 14,269 334 14,60317,000 13,000

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況魯山人の似顔絵を広く募集し、絵心のある人たちが魯山人に興味を持ち、深く理解することで、魯山人ファンの増加を図る。また年3回の企画展を開催し、「魯山人と旦那衆文化」を紹介している。数値目標数値目標数値目標数値目標 入館者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 入館者数を目標とする

一般会計 美術品購入費 3,500関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 18,146
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 986

魯山人寓居いろは草庵管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 13,660千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 魯山人寓居いろは草庵（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀市総合サービス株式会社

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 13,660一般会計

北大路魯山人が山代温泉を訪れ、滞在した吉野家の別荘である当館は、仕事部屋、書斎、囲炉裏の間など当時そのままに公開されている。魯山人の陶磁器、書、絵画や山代温泉ゆかりの作品を展示して情報発信する。



18 ○ 15 △ 3 × 0
10 ○ 10 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標指定管理者によるサービス向上と魅力ある企画展やさらなる運営の効率化を追求していく。建設後10年を経過し、今後、施設設備の劣化が進行していき、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書、仕様書に基づき適正に運営、管理が行われている。魅力ある企画展を実施して、入館者数の増加に努力している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）多才な才能を発揮した魯山人にとって、陶芸、絵画を中心に魯山人の世界を紹介する企画展を実施し、情報発信することで、入館者の増加が期待できる。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設内外で一部修繕が必要な箇所があり、今後修繕する予定である。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果入館者の満足度が高まるよう、サービスの向上に努めている。



A06 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 197 10 5 3 10 1②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫

12,000 - ---- 14,000 651 14,65114,63412,000 - ---- 14,000 651 14,65171.171.171.171.1 13,400 651 14,051目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 12,000 - ---- 13,983 651
千円千円千円千円決算決算決算決算 12,000 8,957 74.674.674.674.6 13,547 668 14,21512,000 8,529

達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円
　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況企画展として、年4回にわたり、年代を追って活躍した名工の作品を紹介、展示した。また、九谷焼により親しんでもらうため、陶芸教室としてろくろ体験、絵付体験を行っている。数値目標数値目標数値目標数値目標 入館者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 入館者数を目標とする

関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 13,400
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

九谷焼窯跡展示館管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係事業番号 事務事業名指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 13,400千円
平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 九谷焼窯跡展示館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 加賀九谷陶磁器協同組合

区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 13,400

再興九谷吉田屋窯以来の窯跡を発掘整備し、調査状況をそのまま公開している展示館として、九谷焼の製作工程や歴史を常設展や年4回の企画展によって紹介する。



18 ○ 14 △ 4 × 0
10 ○ 10 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標指定管理者によるサービス向上と魅力ある企画展やさらなる運営の効率化を追求し、入館者数の増加へつなげる。また、建設後10年を経過して、今後、施設設備の劣化が進行しており、設備修繕への対応が必要となっているため、施設設備の修繕・改修を計画的に実施する。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書、仕様書に基づき、適正に運営、管理が行われている。地域の特産品である九谷焼を理解してもらうための企画展を実施し、入館者数の増加に努力している。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）年4回の企画展のほか、新たな事業として市内小学生に展示館の九谷焼を描く写生大会を実施して、地域の伝統・特産品である九谷焼を理解してもらう。

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設内外で一部修繕が必要な箇所がみられ、修繕する予定である。寄託資料の整理に取り掛かっている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果陶芸体験を通じて、入館者が楽しんでもらえるようサービス向上に努めている。



A07 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 199 10 5 3 11 1② 199 10 5 3 11 2③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度
区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績

１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）
一般会計 管理委託費 7,600一般会計

加賀市が生んだ山の文学者、深田久弥の業績や山の魅力を紹介することを目的とする。

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅲ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シートⅢ．公の施設　事務事業評価シート管理施設管理施設管理施設管理施設 深田久弥　山の文化館（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者（指定）管理者 深田久弥を愛する会指定期間指定期間指定期間指定期間 H21.4.1～H26.3.31 評価年度 H25 指定管理委託料 7,600千円深田久弥山の文化館管理部局 地域振興部 所管課 観光交流課 地域文化係事業番号 事務事業名

   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計 細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）維持補修費 121関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 7,721
２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況自主事業として、「ふるさとの自然ふれあい作品コンクール」及び「日本百名山写真コンテスト」を開催する。月1回の企画展を中心に、常設展の充実、月いち事業を開催している。数値目標数値目標数値目標数値目標 入館者数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 入館者数を目標とする達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 人件費人件費人件費人件費 総事業費総事業費総事業費総事業費単位単位単位単位 人人人人 人人人人 ％％％％ 千円千円千円千円 千円千円千円千円 千円千円千円千円決算決算決算決算 10,000 7,734 77.377.377.377.3 7,952 668 8,62010,000 7,453 74.574.574.574.5 7,721 651 8,372目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 10,000 - ---- 8,856 651 9,50710,000 - ---- 8,000 651 8,65110,000 - ---- 8,000 651 8,651
３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫



18 ○ 13 △ 5 × 0
10 ○ 10 △ 0 × 0

□ 優 ■ 良 □ 可 □ 不可

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

維持管理維持管理維持管理維持管理 適正な施設の維持管理・運営がなされたか モニタリング結果施設の老朽化により、建物、設備共に修繕が必要な箇所がみられるが、自主的に改善可能な範囲で維持管理に努めている。利用促進利用促進利用促進利用促進 施設の効用を最大限活用し、施設の設置目的に沿った成果及びサービスの向上に努めたか モニタリング結果資料、DVD映像での紹介による分かりやすい展示内容、ボランティアガイドによる丁寧な解説に心がけ、サービス向上に努めている。

   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標
築100年以上経過した建物の修繕箇所も年々増えており、中・長期的な視点からの適切な修繕計画が必要。

総合評価総合評価総合評価総合評価 施設の設置目的に対し、（指定管理者の）運営・維持管理・サービス等は適正に行われたか。 協定書、仕様書に基づいて、運営等が適正に行われている。入館者への丁寧な解説に心がけ、より満足度が高まるよう努めている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）日本百名山発刊50周年記念事業として、久弥ゆかりの地散策、ご子息を講師とした記念講演会を行い、情報発信する。



E101 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 174 9 1 3 3 6②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 0 0 0目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 80 0100 - ---- 0 0100決算決算決算決算 80 80 100.0100.0100.0100.0
- ----80 80 100.0100.0100.0100.0- ---- 46,867 0

千円千円千円千円111,346※人件費※人件費※人件費※人件費
0 0111,146 200391 47,258

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況消防４署所に関しては、耐震化が平成２４年度までに完了した。残り１つの片山津分署の耐震化に向けて、事業を推進している。
単位単位単位単位 ％％％％ ％％％％ ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 耐震化施設率 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 消防５署所を現行法の耐震基準に適合とさせる
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 46,687

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 庁舎等施設整備費 46,687

事業番号 事務事業名 消防庁舎整備部局 消防 所管課 消防総務課 総務係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）大規模災害が発生した場合の災害対策拠点となる施設・設備の安全性・耐震性を確保し、もって被害の軽減及び住民の安全を確保できるよう、防災機能向上を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 １．安全な地域社会の形成



□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

消防５署所全ての耐震化を推進する。また、他の署所を適正に維持し、消防力を維持することにより、市民の安心、安全を確保する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 消防４署所に関しては、耐震化が平成２４年度までに完了した。平成２６年度には、残り１つの片山津分署の耐震診断を実施する。この診断結果により次年時以降、耐震化に向けた事業が進行される。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）片山津分署の耐震診断結果により、どのような耐震工事が良いのか、関係職員（建築課）と協議し事業の推進を行う。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 消防庁舎耐震化の推進により、安定した消防力を維持することができ、市民の安心・安全の確保につながっている。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 消防庁舎は防災拠点であるため、耐震化実施は必須である。



E102 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 174 9 1 3 3 2②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 63,500 260 63,760目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 7 94,7603 - ---- 94,500 2604決算決算決算決算 3 3 100.0100.0100.0100.0
- ----3 3 100.0100.0100.0100.0- ---- 65,858 260

千円千円千円千円18,885※人件費※人件費※人件費※人件費
146,246 146,50618,618 267260 66,118

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況消防救急車両、防災車両を整備するため、関係職員や消防団員等の意見を集約し、運用し易い仕様にし、市民生活の安心・安全を確保した。
単位単位単位単位 台台台台 台台台台 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 更新車両台数 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 車両、ポンプ車等の性能・耐久性向上に即した車両更新計画に沿って、車両更新を図る
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 65,858

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 消防車両整備費 65,858

事業番号 事務事業名 消防車両整備部局 消防 所管課 消防総務課 総務係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）消防救急車両、防災車両を整備し、市民生活の安心・安全を確保する。消防団再編計画に即した非常備車両を推進するとともに、老朽化した消防救急車両、防災車両を国庫補助事業等により更新整備する。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 １．安全な地域社会の形成



■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 高い ■ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

今後も適切な更新計画を行い、支障なくスムーズな車両整備を実行する。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 常備、非常備ともに多数の車両が老朽化が進んでいる。これらの更新が順次控えており、支障なくスムーズな更新計画の遂行と合わせて、消防団再編計画に基づいた、火災以外の災害対応力強化を目的とした、車両編成の見直しを行うことが課題となっている。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）
これまでの事業の継続と、今後も適切な更新計画により、車両整備を実行する。
   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 整備後の耐用年数が超過し、保守・修理部品において欠品部品もあることから、今後部品調達不可により、走行不能に陥る可能性があったため、その問題を回避できたことはとても重大である。費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 消防・救急車両は特殊車両であり、とても高価であるが、年間約３，０００件を超える救急出動を考慮すると、費用対効果は決して、低いものではない。



E103 係

頁頁頁頁 款款款款 項項項項 目目目目 細目細目細目細目 細々細々細々細々① 174 9 1 3 3 5②③

24年度24年度24年度24年度25年度25年度25年度25年度26年度26年度26年度26年度27年度27年度27年度27年度28年度28年度28年度28年度 1,700 130 1,830目標目標目標目標・見込・見込・見込・見込 60 2,31060 - ---- 2,180 13060決算決算決算決算 65 47 72.372.372.372.3
- ----60 56 93.393.393.393.3- ---- 1,691 130

千円千円千円千円2,793※人件費※人件費※人件費※人件費
2,180 2,3102,659 134130 1,821

　　実施状況　　実施状況　　実施状況　　実施状況　各町内からの申請に基づき、必要に応じて現地調査を行い補助実施の可否について審査している。必要と認めるものについては、「加賀市消防施設整備事業補助金交付要領」に基づいて、消防器具及び施設の補助を行っている。
単位単位単位単位 件件件件 件件件件 ％％％％ 千円千円千円千円区分区分区分区分 目標目標目標目標 実績実績実績実績 達成率達成率達成率達成率 決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額決算額or予算額 総事業費総事業費総事業費総事業費千円千円千円千円

細々目名細々目名細々目名細々目名 決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）決算額（千円）

数値目標数値目標数値目標数値目標 補助を受ける町内 目標設定の目標設定の目標設定の目標設定の考え方考え方考え方考え方 より多くの町内に補助を行い、防火・防災についての高揚を図る。
関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計関連予算決算額合計 1,691

２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫２．事務事業の現状　≪DO≫

一般会計 自衛消防装備整備助成費 1,691

事業番号 事務事業名 放水器具購入助成部局 消防 所管課 予防課 警防係
１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫１．事務事業の計画　≪PLAN≫   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）   目的　　（事業の目的及び達成値）火災の被害を最小限に抑えるには、初期消火が最も効果的であり、消防器具等の補助事業を行うことで各町の防火、防災力の強化と住民の防災意識の高揚を図る。   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）   予算　　（主要施策報告書との関連）会計会計会計会計

平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価平成２６年度　加賀市行政評価

Ⅱ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シートⅡ．重点事業　事務事業評価シート政　策政　策政　策政　策 Ｅ_都市基盤施　策施　策施　策施　策 １．安全な地域社会の形成



■ 高い □ 普通 □ 低い理由■ 高い □ 普通 □ 低い理由□ 拡充 ■ 継続 □ 縮小 □ 廃止

※人件費　＝　職員給与費  × 事業に要する人員（年間換算）＊　職員給与費は毎年度、広報等で公表されている「市職員の給与状況」の年平均額 　　 (H24年度は6,680千円/人、H25年度以降は6,510千円/人として単価を設定)　　　【算式例】　H25年度の事業に年間0.1人要した場合　　　　　 651千円＝ 6,510千円 × 0.1人/年間

　来年度以降も補助の可否や優先度などで決定し、公平で効果的な事業を行う。また、消火栓の取り扱い講習をはじめ、自主防災訓練の実施などで事業効果を上げ、さらなる自主防災組織の強化につなげる。

成　果成　果成　果成　果（内部評価）（内部評価）（内部評価）（内部評価） 　この事業は、市内の各町内会が自主防災の観点から自主的に消防器具を整備し、火災などに備えるための補助事業で、この事業に対して多くの町内から要望があることは、自主防災意識の高まりが認められる。
４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫４．事務事業の方向性　≪ACTION＆PLAN≫   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）   次年度における事務事業内容（改善点及び変更点）　厳しい財政状況の中で予算を確保していくことは困難な状況にあるといえるが、事業の継続は減災の意味においても重要といえる。   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標   中期的な計画及び目標

３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫３．事務事業の評価　≪CHECK≫有効性は有効性は有効性は有効性は 本事業を通じて、市民の防災意識の高揚につながっており、有効性は高いと言える。
費用対効果は費用対効果は費用対効果は費用対効果は 器具補助により、各町内の防火、防災力が整備される。これにより、迅速な初期消火が可能となり、被害を最小に抑えることが出来るため、効果が高いと言える。


	17918
	1.廟紙
	1/2
	2/2

	最重点）
	1/3
	2/3
	3/3

	重点
	1/2
	2/2

	公の施設）

	18886
	18887
	最重点事業_A304_総務_企画_２次交通（加賀温泉郷リムジンバス）運行実証運行負担金
	1/2
	2/2

	最重点事業_C207_総務_企画_小松空港・加賀温泉駅シャトルバス増便実証運行負担
	1/2
	2/2

	最重点事業_G101_総務_企画_新交通体系実現可農性調査事業費
	1/2
	2/2

	最重点事業_G213_総務_企画_地域交通対策事業
	1/2
	2/2


	18888
	18889
	最重点事業_E201_総務_医療_在宅医療連携推進事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_E205_総務_医療_統合新病院施設整備
	1/2
	2/2

	最重点事業_E207_総務_医療_救急体制病診連携部会開催
	1/2
	2/2


	18890
	18891
	18892
	最重点事業_G205_総務_防災_総合防災訓練開催
	1/2
	2/2

	最重点事業_G206_総務_防災_防災冊子「防災先生」作成事務
	1/2
	2/2

	最重点事業_G207_総務_防災_防災士・防災リーダー会運営助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_G208_総務_防災_災害用備蓄品購入
	1/2
	2/2

	最重点事業_G209_総務_防災_地震津波警報受発信装置管理
	1/2
	2/2

	最重点事業_G210_総務_防災_石川県総合防災システム管理
	1/2
	2/2

	最重点事業_G211_総務_防災_ＭＣＡ無線管理
	1/2
	2/2

	最重点事業_G212_総務_防災_災害時相互応援協定市主催防災訓練参加
	1/2
	2/2


	18893
	最重点事業_E101_市民_こど_特別保育事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_E102_市民_こど_通常保育事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_E103_市民_こど_学童クラブ運営委託
	1/2
	2/2

	最重点事業_E104_市民_こど_ひとり親家庭放課後児童クラブ利用助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_E106_市民_こど_こども医療費助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_E107_市民_こど_ひとり親家庭医療費助成
	1/2
	2/2


	18894
	重点事業_C201_市民_健康_母子保健推進事業
	1/2
	2/2

	重点事業_C202_市民_健康_健康づくり推進事業費
	1/2
	2/2

	重点事業_C203_市民_健康_感染症誉防対策
	1/2
	2/2

	重点事業_C204_市民_健康_こころの健康づくり対策
	1/2
	2/2

	重点事業_C205_市民_健康_国保保健事業
	1/2
	2/2

	公の施設_B18_市民_健康_いきいきランドかが管理
	1/2
	2/2


	18895
	最重点事業_E401_市民_障が_理解促進研修・啓発事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_E402_市民_障が_じりつ支援協議会
	1/2
	2/2


	18896
	最重点事業_E301_市民_包括_地域見守りネットワーク支援事業
	1/2
	2/2

	重点事業_C403_市民_地福_屋根雪下ろし助成
	1/2
	2/2


	18897
	最重点事業_E302_市民_長寿_配食サービス事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_E314_市民_長寿_老人クラブ育成
	1/2
	2/2

	最重点事業_E315_市民_長寿_いきいき大集合開催委託
	1/2
	2/2

	最重点事業_E316_市民_長寿_シルバー人材センター運営事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_E317_市民_長寿_老人福祉センター管理
	1/2
	2/2

	最重点事業_E318_市民_長寿_高齢者健康プラザ管理
	1/2
	2/2

	最重点事業_E319_市民_長寿_高齢者ふれあいセンター管理
	1/2
	2/2


	18898
	最重点事業_E202_市民_包括_包括的・継続的ケアマネジメント支援事業★山野下
	1/2
	2/2

	最重点事業_E203_市民_包括_介護サービス事業者振興事業①②★西
	1/2
	2/2

	最重点事業_E304_市民_包括_通所型介護誉防事業★北村
	1/2
	2/2

	最重点事業_E305_市民_包括_訪問型介護誉防事業委託★北村
	1/2
	2/2

	最重点事業_E306_市民_包括_二次誉防事業対象者把握事業事業★北村
	1/2
	2/2

	最重点事業_E307_市民_包括_介護誉防・日常生活支援総合モデル事業（二次誉防事業）★谷敷
	1/2
	2/2

	最重点事業_E308_市民_包括_介護誉防・日常生活支援総合モデル事業（一次誉防事業）★谷敷
	1/2
	2/2

	最重点事業_E309_市民_包括_地域介護誉防支援事業委託★谷敷
	1/2
	2/2

	最重点事業_E310_市民_包括_介護誉防教室開催事業★北村
	1/2
	2/2

	最重点事業_E311_市民_包括_介護誉防筋力向上トレーニング教室開催事業★橋本
	1/2
	2/2

	最重点事業_E312_市民_包括_認知症誉防事業（老い支度講座）★西
	1/2
	2/2

	最重点事業_E313_市民_包括_認知症誉防事業（認知症早期発見対応体制浩築）★西
	1/2
	2/2

	最重点事業_E321_市民_包括_高齢者ひとり暮らしふれあいの集い事業★山野下
	1/2
	2/2

	重点事業_C401_市民_包括_高齢者虐待防止ネットワーク形成支援事業★東出
	1/2
	2/2

	重点事業_C402_市民_包括_認知症ケア普及事業★西
	1/2
	2/2

	重点事業_C404_市民_包括_総合相談事業★谷敷
	1/2
	2/2


	18899
	最重点事業_C101_地振_まち_まちづくり事務局助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_C102_地振_まち_まちづくり活動助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_C103_地振_まち_地域課題への対応事業助成
	1/2
	2/2

	重点事業_B201_地振_まち_男女共同参画推進事業助成
	1/2
	2/2


	18900
	最重点事業_D101_地振_環境_ダイ捨て等のない美しいまちづくり推進事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_D102_地振_環境_クリーンビーチインかが開催
	1/2
	2/2

	最重点事業_D103_地振_環境_海岸清狙助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_D105_地振_環境_ラムサール条約登録範囲拡大事業
	1/2
	2/2

	公の施設_A09_地振_環境_鴨池観察館管理
	1/2
	2/2


	18901
	最重点事業_A101_地振_観光_加賀温泉郷連携誘客促進事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A102_地振_観光_総合観光宣伝振興事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A103_地振_観光_都市圏観光プロモーション強化事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A104_地振_観光_都市圏出向宣伝事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A105_地振_観光_「いしかわの観光」企画事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A106_地振_観光_ようこそ加賀百万石の旅事業負担金
	1/2
	2/2

	最重点事業_A107_地振_観光_ほっと石川キャンペーン事業負担金
	1/2
	2/2

	最重点事業_A108_地振_観光_石川県の観光と物産展負担金
	1/2
	2/2

	最重点事業_A109_地振_観光_首都圏アンテナショップ負担金
	1/2
	2/2

	最重点事業_A110_地振_観光_加賀市観光交流機浩会費
	1/2
	2/2

	最重点事業_A111_地振_観光_コンベンション誘致助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A112_地振_観光_観光フィールド大学開催事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A201_地振_観光_観光地ブランド化推進事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A202_地振_観光_宿泊施設における魅力ある滞在空間づくり支援事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A206_地振_観光_契妓後継者育成支援事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A207_地振_観光_加賀山代温泉観光地景観保全事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A208_地振_観光_加賀片山津温泉観光地景観保全事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A209_地振_観光_鉱泉源保護施設整備助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A301_地振_観光_白山スーパー林道片側通行料助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_A302_地振_観光_加賀越前広域観光推進協議会負担金
	1/2
	2/2

	最重点事業_A303_地振_観光_越前加賀宗教文化街道推進事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_C201_地振_観光_国際力のある地域づくり事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_C202_地振_観光_海外都市交流事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_C203_地振_観光_国際交流促進助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_C204_地振_観光_インターナショナルスクール合宿誘致事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_C205_地振_観光_ジャパンテント受入事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_C206_地振_観光_ジャパンテントいしかわ開催助成
	1/2
	2/2

	公の施設_C05_地振_観光_はづちを楽堂管理
	1/2
	2/2

	公の施設_D01_地振_観光_加賀山代温泉総湯管理
	1/2
	2/2

	公の施設_D02_地振_観光_加賀片山津温泉街湯公園管理
	1/2
	2/2

	公の施設_G01_地振_観光_観光情報センター管理
	1/2
	2/2


	18902
	最重点事業_A203_地振_商工_商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A204_地振_商工_芭蕉をテーマにした商店街賑わい創出事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_A205_地振_商工_商店街賑わいイベント事業（加賀山代・加賀片山津温泉）
	1/2
	2/2

	最重点事業_B110_地振_商工_九谷焼販売促進活動助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B301_地振_商工_産業人材育成事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B401_地振_商工_誘致企業誘致事務
	1/2
	2/2

	重点事業_A101_地振_商工_九谷焼技農後継者奨励費
	1/2
	2/2

	重点事業_A102_地振_商工_伝統工契担い手作品購入促進事業助成
	1/2
	2/2

	重点事業_A103_地振_商工_伝統工契担い手販路開拓支援事業助成
	1/2
	2/2

	重点事業_A104_地振_商工_伝統工契等担い手工房借上支援事業助成
	1/2
	2/2

	重点事業_A201_地振_商工_高校生人材育成支援事業助成
	1/2
	2/2

	重点事業_A202_地振_商工_新商品開発助成
	1/2
	2/2

	重点事業_A203_地振_商工_食のブランド化事業
	1/2
	2/2


	18903
	最重点事業_B201_地振_農水_地産地消・6次産業化推進事業
	1/2
	2/2

	公の施設_C06_地振_農水_胆の浦館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_E01_地振_農水_瀬越キャンプ場管理
	1/2
	2/2


	18904
	最重点事業_A305_建設_都市_越前加賀宗教文化街道環境整備
	1/2
	2/2

	最重点事業_G215_建設_都市_国道８号線道の駅調査事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_G216_218_建設_都市_都市計画道路整備
	1/2
	2/2

	最重点事業_G219_建設_都市_都市計画基礎調査
	1/2
	2/2

	最重点事業_G224_建設_都市_宮の杜公園広場整備
	1/2
	2/2

	公の施設_G02_建設_都市_橋立自然公園管理
	1/2
	2/2


	18905
	最重点事業_G214_建設_土木_市道A第172号線（大聖寺上木町～三木町）（主要道路新設改良（補助））
	1/2
	2/2

	最重点事業_G220_建設_土木_市道B第14号線(河南町～山代温泉1区）（南加賀道路整備事業）
	1/2
	2/2

	最重点事業_G221_建設_土木_市道C第248号線(上河崎町～小菅波町)（特定防衛施設周辺整備調整交付金事業）
	1/2
	2/2

	最重点事業_G222_建設_土木_生活道路整備助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_H202_建設_土木_道路台帳整備委託
	1/2
	2/2

	最重点事業_H203_建設_土木_公園長寿命化修繕計画策定
	1/2
	2/2


	18906
	最重点事業_G223_水道_下水_農業集落排水施設整備
	1/2
	2/2

	最重点事業_G230_水道_下水_片山津処理区管渠築造事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_G231_水道_下水_大聖寺川処理区管渠築造事業
	1/2
	2/2


	18907
	18908
	最重点事業_G225_水道_水道_基幹水道浩造物の耐震化事業費
	1/2
	2/2

	最重点事業_G226_水道_水道_配水管網整備事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_G227_水道_水道_導送水施設整備事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_G228_水道_水道_鉛給水管更新事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_G229_水道_水道_老朽管更新事業
	1/2
	2/2


	18909
	18910
	最重点事業_B101_山中_振興_山中漆器産地振興対策事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B102_山中_振興_山中漆器祭開催事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B103_山中_振興_山中木製漆器新作見本市開催事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B104_山中_振興_山中木地挽物技術保存会事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B105_山中_振興_伝統産業合同見本市開催事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B106_山中_振興_伝統山中漆器後継者育成事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B107_山中_振興_山中漆器ブランド化推進事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B108_山中_振興_山中漆器海外マーケット開拓事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_B109_山中_振興_JAPANブランド海外販路開拓支援事業助成
	1/2
	2/2

	最重点事業_C104_山中_振興_地域協議会開催
	1/2
	2/2

	最重点事業_G202_山中_振興_山中温泉文化会館耐震診断委託
	1/2
	2/2

	公の施設_A08_山中_振興_芭蕉の館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B19_山中_振興_ゆけむり健康村管理
	1/2
	2/2

	公の施設_C03_山中_振興_山中温泉文化会館
	1/2
	2/2

	公の施設_C04_山中_振興_山中座管理
	1/2
	2/2

	公の施設_C07_山中_振興_ろくろの里施設
	1/2
	2/2

	公の施設_D03_山中_振興_加賀山中温泉共同浴場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_F01_山中_振興_高齢者ふれあいセンターみやま管理
	1/2
	2/2

	公の施設_F02_山中_振興_高齢者ふれあいセンターゆざや管理
	1/2
	2/2


	18911
	最重点事業_F105_教育_スダ_加賀温泉郷マラダンの開催
	1/2
	2/2

	最重点事業_G204_教育_スダ_加賀体育館耐震補強改修事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D301_教育_スダ_市民スダーツ祭の開催
	1/2
	2/2

	重点事業_D302_教育_スダ_各種スダーツ教室の開催
	1/2
	2/2

	重点事業_D303_教育_スダ_ニュースダーツ大会の開催
	1/2
	2/2

	重点事業_D304_教育_スダ_生涯学習・生涯スダーツ施設の有効活用
	1/2
	2/2

	重点事業_D305_教育_スダ_スダーツ団体の育成支援
	1/2
	2/2

	重点事業_D306_教育_スダ_スダーツ教室の開催の運営支援
	1/2
	2/2

	重点事業_D307_教育_スダ_スダーツプログラマーによる指導
	1/2
	2/2

	重点事業_D308_教育_スダ_各地区・スダーツ団体を対象とした体力テスト会の開催
	1/2
	2/2

	公の施設_B01_教育_スダ_加賀体育館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B02_教育_スダ_武道館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B03_教育_スダ_大聖寺グラウンド管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B04_教育_スダ_大聖寺テニスコート管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B05_教育_スダ_陸上競技場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B06_教育_スダ_相撲場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B07_教育_スダ_スダーツセンター管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B08_教育_スダ_中央公園体育館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B09_教育_スダ_山中健民体育館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B10_教育_スダ_山中武道館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B11_教育_スダ_山中祇道場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B12_教育_スダ_野球場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B13_教育_スダ_山中球場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B14_教育_スダ_片山津野球場・ダフトボール場管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B15_教育_スダ_グラウンド(山代・動橋）管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B16_教育_スダ_中央公園テニスコート管理
	1/2
	2/2

	公の施設_B17_教育_スダ_水泳プール管理
	1/2
	2/2


	18912
	重点事業_C301_教育_学校_義務教育の円滑な実施のための学費支援
	1/2
	2/2

	重点事業_C302_教育_学校_奨学金制度の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D101_教育_学校_中谷宇吉郎科学奨励賞
	1/2
	2/2

	重点事業_D102_教育_学校_農楽・茶道活動の推進
	1/2
	2/2

	重点事業_D206_教育_学校_学校用（教師用を含む）パダコンの整備
	1/2
	2/2

	重点事業_D207_教育_学校_指導力向上による学校教育環境の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D208_教育_学校_学校保健の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D209_教育_学校_学校給食施設の適正管理
	1/2
	2/2

	重点事業_D210_教育_学校_学校図書館の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D211_教育_学校_特別支援教育の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D402_教育_学校_野外活動などの自然体験活動の推進
	1/2
	2/2

	重点事業_D403_教育_学校_いじめ・不登校の解消
	1/2
	2/2

	重点事業_D404_教育_学校_青少年育成センターの充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D405_教育_学校_スクールダーシャルワーカー配置事業
	1/2
	2/2


	18913
	最重点事業_G203_教育_庶務_学校体育館非浩造部材の耐震化対策事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D202_教育_庶務_中学校施設の整備
	1/2
	2/2

	重点事業_D203_教育_庶務_小学校施設の適正管理
	1/2
	2/2

	重点事業_D204_教育_庶務_中学校施設の適正管理
	1/2
	2/2

	重点事業_D205_教育_庶務_教育体制整備計画策定事業
	1/2
	2/2
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	最重点事業_E105_教育_生涯_放課後子ども教室開催事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_G201_教育_生涯_加賀市文化会館耐震補強事業
	1/2
	2/2

	重点事業_B301_教育_生涯_かがやき市民フェスティバルの開催
	1/2
	2/2

	重点事業_C303_教育_生涯_子ども会活動への支援
	1/2
	2/2

	重点事業_D103_教育_生涯_「山中温泉物語」ＤＶＤ制作
	1/2
	2/2

	重点事業_D104_教育_生涯_市民夏期大学講座の開催
	1/2
	2/2

	重点事業_D309_教育_生涯_各種活動情報の提供
	1/2
	2/2

	重点事業_D310_教育_生涯_かがやき市民大学の促進
	1/2
	2/2

	重点事業_D311_教育_生涯_かもまる講座の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D312_教育_生涯_蔵書の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D313_教育_生涯_レファレンス（相談機農）農力の向上
	1/2
	2/2

	重点事業_D314_教育_生涯_行政資料や郷土資料の充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D316_教育_生涯_自動車文庫・地区巡回サービスの充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D401_教育_生涯_心の教育推進会議
	1/2
	2/2

	重点事業_D406_教育_生涯_青少年社会教育運動の推進
	1/2
	2/2

	公の施設_C01_教育_生涯_セミナーハウスあいりす
	1/2
	2/2

	公の施設_C02_教育_生涯_加賀市文化会館
	1/2
	2/2

	公の施設_G03_教育_生涯_中央図書館
	1/2
	2/2

	公の施設_G04_教育_生涯_山中図書館
	1/2
	2/2


	18915
	最重点事業_F101_教育_文化_九谷焼開窯３６０年記念事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_F102_教育_文化_（北前船の里資料館）開館３０周年記念特別展開催事業
	1/2
	2/2

	最重点事業_F103_教育_文化_伝統文化・契農伝承事業の支援（古九谷修古祭・山中節全国コンクールなど）
	1/2
	2/2

	最重点事業_F104_教育_文化_松尾芭蕉・中谷宇吉郎・深田久弥などの全国発信事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D105_教育_文化_文化体験プログラムの充実
	1/2
	2/2

	重点事業_D106_教育_文化_市民文化活動の促進と支援
	1/2
	2/2

	重点事業_D107_教育_文化_九谷磁器窯跡整備事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D108_教育_文化_加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D109_教育_文化_加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D110_教育_文化_加賀大聖寺藩柔万石文化再生事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D111_教育_文化_大聖寺人物館整備事業
	1/2
	2/2

	重点事業_D112_教育_文化_文化財保護施設の適正管理
	1/2
	2/2

	重点事業_D113_教育_文化_景観保存活動の支援
	1/2
	2/2

	公の施設_A01_教育_文化_加賀市美術館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_A02_教育_文化_中谷宇吉郎雪の科学館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_A03_教育_文化_加賀市北前船の里資料館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_A04_教育_文化_九谷焼美術館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_A05_教育_文化_魯山人寓居いろは草庵管理
	1/2
	2/2

	公の施設_A06_教育_文化_九谷焼窯跡展示館管理
	1/2
	2/2

	公の施設_A07_教育_文化_深田久弥山の文化館管理
	1/2
	2/2
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	重点事業_E101_消防_総務_消防庁舎整備
	1/2
	2/2

	重点事業_E102_消防_総務_消防車両整備
	1/2
	2/2
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