
平成 30 年度 
水 戸 市 行 政 評 価 委 員 会 

（第１回） 

 

 

                   平成 30 年８月７日（火） 

                   午前 10 時～午前 11 時 

水戸市役所本庁舎南側臨時庁舎 

３階中会議室 

 

１ 次第 

（１）開会 

（２）委嘱状交付 

（３）副市長挨拶 

（４）委員自己紹介 

（５）委員長・副委員長選出 

（６）諮問 

（７）平成 30 年度行政評価テーマ及び対象事務事業の説明 

（８）行政評価委員会の審議の進め方及びスケジュール 

（９）担当事務事業 

（10）その他 

（11）閉会 

 

２ 資料  

（１）行政評価委員会条例 

（２）行政評価委員会委員名簿 

（３）行政評価の基本方針 

（４）平成 30 年度行政評価のテーマと対象事務事業 

（５）平成 30 年度行政評価（1次評価）の概要 

（６）行政評価調書 

（７）行政評価委員会審議の進め方及びスケジュールについて（案） 

（８）答申案記入表 

（９）行政評価調書役割分担表（案） 



   水戸市行政評価委員会条例 
 

(設置) 
第 1 条 本市が実施する行政活動の評価(以下「行政評価」という。)の客観性及び透明性を

確保するため，水戸市行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
(所掌事項) 

第 2 条 委員会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項を審議する。 
(1) 行政評価に関すること。 
(2) その他必要と認める事項に関すること。 
(組織) 

第 3 条 委員会は，学識経験者のうちから，市長が委嘱する 5 人以内の委員をもって組織

する。 
(任期) 

第 4 条 委員の任期は，2 年とする。ただし，補欠により委嘱された委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 
(委員長及び副委員長) 

第 5 条 委員会に，委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 
2 委員長は，委員会の会務を総理する。 
3 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。 
(会議) 

第 6 条 委員会は，委員長が招集し，委員長は，会議の議長となる。 
2 委員会は，委員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開くことができない。 
3 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決すると

ころによる。 
(関係者の出席) 

第 7 条 委員会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，説明又は意見を聴

くことができる。 
(庶務) 

第 8 条 委員会の庶務は，総務部において行う。 
(補則) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 
 

付 則 
この条例は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

水戸市行政評価委員会資料① 

平 成 30年 ８ 月 ７ 日 

総 務 部 行 政 改 革 課 



氏　名
（敬称略）

選出区分

吉田　勉 学識経験者（常磐大学）

川島　佑介 学識経験者（茨城大学）

伊藤　明美 学識経験者（水戸商工会議所女性会）

樋田　雅美 学識経験者（関東信越税理士会水戸支部）

水庭　清隆 学識経験者（茨城県経営コンサルタント協会）

委員数 ５人

水戸市行政評価委員会委員名簿

水戸市行政評価委員会資料②

平 成 3 0 年 8 月 ７ 日
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行政評価の基本方針 

平成 24 年 5 月 23 日 

水戸市行政改革推進本部決定 
平成 28 年６月３日一部改正 

１ 行政評価の目的 
行政評価の実施により，本市の事務事業の必要性，有効性，効率性を客観的に評価し，かつ，

その評価結果を適切に反映させることにより，次の効果を得ることを目的とするものである。  

(1) 行政の透明性の向上及び説明責任の徹底 

市は，行政運営に関する基本的な方針や考え方に基づく事務事業の具体的な計画や実施目標

を設定するとともに，客観的な基準を用いることにより，行政の透明性の向上及び説明責任の

徹底を図る。 

(2) 成果重視の行政への転換 

事務事業の目的を果たすために，市は，どれだけの資源を投入したのか，又はどれだけのサ

ービスを提供したのかを明らかにし，その結果，市民に対してどのような成果がもたらされた

のかということを明らかにする成果重視の行政を実現する。 

(3) 効果的・効率的な行政の運営による質の高い行政の実現 

市が関与する必要がある分野に，重点化を図るなど，市民が求める質の高い行政サービスを

必要最小限のコストで提供する。 
（4） 職員の意識向上 

      職員が効果やコストを明確に意識するとともに，評価を今後にいかしていくという PDCA
（※１）の考え方を学ぶことで，事務の効率的な推進を図る。 

※１ PDCA … 「計画（Plan）→実施（Do）→評価（Check）→改善（Action）」のことであり，その頭文字を

並べた言葉である。行政活動をするうえでは，目標を設定した計画（Plan）に基づき，それを実

現するために事務事業を実施（Do）し，事務事業の成果を測定し評価（Check）することにより，

事務事業の改善（Action）を図ることが重要である。 

 

２ これまでの行政評価の取組 

 (1)  実績，効果 

    本市は，平成 16年度から平成 20 年度までに 474 事業の行政評価を実施し，平成 14 年度及

び 15年度試行と合わせて，対象事務事業のすべての評価を行った。 

その結果，見直しのうえ継続が 292 事業，統合が 16 事業，休止・廃止が 15事業となり，全

体の約 66％で見直しの必要性が導き出された。そのうち，約 80％の事務事業改善が行われ，

経費効果は，２億 7,800 万円に上っている。        
 

 (2)  課題 

このようにこれまでの行政評価は，一定の効果を挙げてきたところである。しかしながら，

評価結果を確実に改善にいかしていくため，改善状況を明確にチェックできるシステムとすべ

きであると，行政評価委員会から指摘されている。 
また，事業費の少ない事業の評価においては，経費効果が見られない状況にあるほか，評価

シートが複雑であったため，市民に対して分かりにくいものとなっているなどの課題があった。  

水戸市行政評価委員会資料③ 
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３ 行政評価の手法 

今後の行政評価は，これまでの実績と課題を踏まえ，次の手法により行うこととする。 

(1) 評価対象の事務事業 

平成 14 年度から平成 20年度までに対象となるすべての事務事業を評価し，改善を進めてい

ることから，今後は，時代の変化等により課題となっている事務事業のテーマを選定し，評価

を行うこととする。 

評価の対象とする事務事業は，原則として，下記の条件を満たすものの中から選ぶこととす

る。 

① 年間事業費予算 100 万円以上の事務事業とする。 

② これまでの実績を踏まえた判断をするため，過去３年以上継続している事務事業とする。 

③ 継続的に効果を挙げるため，今後３年以上の継続が見込まれる事務事業とする。 

④ 以下の事務事業は，評価の対象から除くこととする。 

評価対象から除外する事務事業 

ア 市の裁量の余地又は効果が少ないもの 

国・県への報告等の事務などの市の裁量の余地が少ないものは，行政評価の効果が低

いと考えられる。 

・ 国・県への報告等の事務 

・ 法定受託事務で実施手段や給付金額の決定等が示されているもの 

・ 部門共通の庶務・経理事務 

・ 内部の連絡調整事務 等 

 イ 普通建設事業 

   道路，橋りょう，市営住宅，公園，学校の建設等の普通建設事業は，総合計画の策

定及び毎年度見直しを行う３か年実施計画の策定の段階において，社会経済情勢の変

化や市民の要望，事業の緊急性，優先性などを総合的に勘案してその方向性を決定す

ることから，当該行政評価の対象から除外する。 

 

(2)  年間評価数及び対象事務事業の選定方法 

・ 調査部会において，年度ごとに一定のテーマを設定するとともに，原則として，そのテーマ

に沿った事務事業から，10 事業程度を評価する。 
・ 行政評価委員会又は行政改革推進本部から個別具体的に評価の必要性が示された事務事業に

ついては，年間事業費やテーマにかかわらず，評価を行うこととする。 
・ 評価事務事業の選定に当たっては，各部門や施策のバランスに配慮するものとする。 

 

(3) 評価の実施主体 

評価（進行管理を含む。）は，次のとおり３段階による評価方式により行うこととする。 

① 内部評価（１次評価） 

各部推進会議が行う評価である。事務事業の担当者だけでなく，課，部の組織単位で十分

に議論をし，評価調書の作成に当たるものとする 
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② 外部評価（２次評価） 

行政評価委員会が行う評価である。公開で行うものとし，行政評価委員会の求めに応じて

評価対象事務事業の担当部課へのヒアリングの機会を確保するとともに，必要に応じて担当

部課から行政評価委員会に説明する機会を確保する。 

③ 総合評価（３次評価） 

行政改革推進本部が行う評価である。外部評価(２次評価)を踏まえ，評価の最終的な決定

を行う。 

 

(4) 評価調書と評価の基準 

評価に当たっては，別紙「行政評価調書」を使用するものとする。行政評価調書に，事務事

業の目的や必要性，行政コスト等を記載するとともに，客観的な判断を行うために，成果指標

（※２）を数値化して設定する。 

評価の方向性を決めるに当たっては，必要性，有効性，効率性の三つの基準をもとに判断す

る。各基準の判断に当たっては，行政評価調書の中の評価シートを用いる。 
 

※２ 成果指標   市民の視点による事務事業の目的の成果を数値で表したもの 
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評 価 の 基 準（項目及び点数） 

          

 

（事務事業の目的に妥当性があるか。市が実施する必要があるか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
（事務事業の実施により，市民に期待される効果が得られているか。） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

（活動量に見合った結果があるか。業務改善や民間委託によって成果を落とさず，コスト削減は可

能か。） 

 

 

 

 

① 各基準の評価は４点満点とする。 

② 各基準ともａの項目を満たす場合は，４点の評価とし，満たしていない場合は，ｂからｅま

での基準を満たすものの合計点の評価とする。 

必要性  

有効性  

ｂ 法令により実施することが期待されている事業又は条例により実施することとされ

ている事業であること。（１点） 
ｃ 対象者の基本的な生活の維持・確保に必要な事業又は行政内部の管理上必要な事業で

あること。（１点） 
ｄ 対象者のニーズが高い事業であること。（１点） 
ｅ 民間，ＮＰＯ等に類似事業はないこと。（１点） 

ａ 法令により市が実施することが義務付けられている事業又は市民の生命・財産を守る

ため，市が実施することが必要不可欠な事業であること。（４点） 

ａ 成果指標の目標値が最大値となっており，かつ，実績が目標値に達していること。 

（４点） 

ｂ 市民生活上又は行政内部の管理上有効であること。（１点） 

ｃ 成果指標の実績が目標に達していること。（１点） 

ｄ 実際にサービスを受ける者が特定の者に偏っていないこと。（１点） 

ｅ 事務事業の目的を達成するための手段が適切であること。（１点） 

ａ 効率性向上の余地がないこと。（４点） 

ｂ コスト削減への取組を実施していること。（１点） 

ｃ 市が実施する方が民間やＮＰＯが実施するより効率的であること。（１点） 

ｄ 市の事務事業で類似したものはなく，他の事業と統合することは難しいこと。（１点） 

ｅ 成果指標単位当たりの行政コストは前年度より低くなっていること。（１点） 

効率性  
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③ 基準のうち，必要性については，Ａ，Ｂ，Ｃの３段階の評価とし，有効性及び効率性は，Ａ，

Ｂの２段階の評価とする。評価と点数の関係は次の表のとおりである。 

 Ａ Ｂ Ｃ 

必要性 ４点，３点 ２点，１点 ０点 

有効性 ４点，３点 ２点，１点，０点 

効率性 ４点，３点 ２点，１点，０点 

 

  ④ ③の評価結果から，次の方向性判断フロー図に基づき，今後の方向性を決定する。なお，今

後の方向性は次のページのとおりである。 

 

方向性判断フロー図 

 

休止･廃止 

継続 

必要性 

A B 

継続， 
休止･廃止
の検討 

有効性 

A B 

見 直 し の

上継続 

効率性 

A B 

現 状 の ま

ま継続 

C 

効率性 

A B 
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(5) 評価の仕方 

① １次評価（内部評価） 

  各部推進会議が，行政評価調書に事業の概要，成果指標，行政コストの推移等を記載すると

ともに，評価シートに記載し，今後の方向性を決定する。方向性の判断に当たっては，評価シ

ートの必要性，有効性，効率性の判定から，前ページの「方向性判断フロー図」を使用して，

今後の方向性を検討する。 

なお，今後の方向性は，次の表のとおりである。「２ 見直しの上で継続」の場合は，「ア」

～「オ」から今後の方針を選択するものとする。 

 

（今後の方向性） 

１ 現状のまま継続 

２ 見直しの上で継続 

 ア 主体を代える（実施主体を代える） 

 イ 手段を改善する（実施の手段を代える） 

 ウ 効率化を図る（結果単位当たりのコストを下げる） 

 エ 簡素化する（規模を縮小する） 

 オ 統合する（類似事業を統合する） 

３ 休止，廃止 

 

② ２次評価（外部評価） 

   １次評価を踏まえて，行政評価委員会による外部評価を実施する。行政評価委員会は，今後

の方向性及び評価する点，改善すべき点を指摘するものとする。 

 

③ ３次評価（総合評価） 

   ２次評価を踏まえて，行政改革推進本部による総合評価を実施し，今後の方向性を決定する。 

ここで，「現状のまま継続」とされた事務事業については，行政評価は終了とする。「見直

しの上継続」とされた事業は，改善目標(又は休止，廃止の方向性)を設定し，改善に取り組む

ものとし，２年目評価以降の評価を行うものとする。「休止，廃止」とされた事務事業は，改

善目標(又は休止，廃止の方向性)を設定し，２年目評価以降の評価を行う場合と，行政評価終

了になる場合に分かれるが，本部で決定を行うものである。 
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(6) 継続的な評価 

１年目評価と２年目以降の評価(進行管理)では，以下のようにやり方が異なる。 

① １年目評価 

  行政評価調書に事業概要，実績，行政コストの推移等を記載するとともに，評価シート

に記載し，今後の方向性を決定する。 

総合評価(３次評価)において，「現状のまま継続」とされた事務事業については，行政評

価は終了とする。「見直しの上継続」とされた事務事業は，改善目標(又は休止，廃止の方

向性)を設定し，改善に取り組むものとする。「休止，廃止」とされた事務事業は，改善目

標を設定し次年度評価を行う場合と，行政評価終了となる場合に分かれる。 

② ２年目以降の評価(進行管理) 

前年度の改善目標を踏まえ，取り組んだ見直しの状況について，１次評価(内部評価)に記

載する。その結果について，２次評価(外部評価)，３次評価(総合評価)において，指摘，指

示を受け，改善が図られたものと評価された場合は，行政評価は終了とする。改善が図られ

ていない場合，あるいは，さらなる改善が必要であるとされた場合は，再度，改善目標(又

は休止，廃止の方向性)を設定し，改善が終了するまで毎年評価を行う。 

 

 継続的な評価のフロー図 

 

 

１年目評価 

現状のまま継続 

次年度目標の設定 

２年目以降の評価 
(進行管理) 

改善不足 
改善終了 

行政評価終了 

見直しの上で継続 休止・廃止 
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評価スケジュール 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

１年目評価 ２年目評価 
 
 
 
  

１年目評価 
 
 
 

３年目評価 
 
 
 
 

２年目評価 
 
 
 
 

１年目評価 

４年目評価 
 
 
 
 

３年目評価 
 
 
 
 

２年目評価 
 
 
 

５年目評価 
 
 
 
 

４年目評価 
 
 
 
 

３年目評価 
 
 
 
 

 

４ 行政評価の実施体制 

(1) 内部組織 
組 織 名 構  成 役  割 

行政改革推進本部 市長，副市長，

部長等 
・ 基本方針の決定 
・ 総合評価（３次評価）の実施 
・ 改革に係る指示 
・ 評価結果の公表 

行政改革推進本部 
幹事会 

副市長，市長公

室長，総務部長，

財務部長，水道

部長，教育部長 

・ 基本方針の検討 
・ 評価対象事務事業の決定 
・ 総合評価（３次評価）の検討 

行政改革推進本部 
各部推進会議 

各部長，各課長 ・ 内部評価（１次評価）の実施 
・ 評価結果に基づき改善目標の設定及び改善

の推進 
調査部会（行政評価推

進担当） 
行政改革課，人

事課，政策企画

課，財政課 

・ 基本方針の検討 
・ 評価対象事務事業の検討 
・ 各部課及び行政評価委員会との連絡調整 
・ 総合評価（３次評価）の検討 

 

 (2) 外部組織 

組 織 名 構  成 役  割 
行政評価委員会 学識経験者 

（５名以内） 
・ 外部評価（２次評価）の実施 

 

（進行管理(改善次第終了)） 

（進行管理(改善次第終了)） 

（進行管理(改善次第終了)） 



 ９

 
５ 行政評価のスケジュール 

標準的な行政評価のスケジュールは，以下のとおりとする。 

時 期 
内  容 

１年目評価 ２年目以降の評価(進行管理) 

５月中旬 【行政改革推進本部幹事会】 

・ 対象事務事業の決定 

・ 各部推進会議（各部課）へ評価調

書作成依頼 

５月下旬 

 

【行政改革推進本部】 

・ 基本方針の決定 

・ 各部推進会議（各部課）へ評価対

象事務事業の周知及び評価調書作

成依頼 

 

５月下旬 

～６月下旬 

【各部推進会議】 

・ 評価調書の作成（１次評価）及び

調査部会への提出 

【各部推進会議】 

・ 評価調書の作成（見直しの進ちょ

く状況等を記入）及び調査部会への

提出 

６月下旬 

～７月中旬 

【調査部会】 

・ 評価調書内容チェック及びヒア

リング 

・ 内部評価（１次評価）の内容協議 

・ 各部課へのフィードバック 

【調査部会】 

・ 評価調書内容チェック及びヒアリ

ング 

・ 評価調書（見直しの進ちょく状況

等）の報告 

７月中旬 

～８月中旬 

【行政評価委員会】 

・ 外部評価（２次評価） 

８月中旬 

～９月下旬 

【行政改革推進本部幹事会】 

・ 行政改革推進本部への付議事案の協議 

【行政改革推進本部】 

・ 総合評価（３次評価） 

・ 各部推進会議（各部課）へ評価結果を通知 

10 月 ・ 総合評価（３次評価）の公表 

【各部推進会議】 

・ 評価結果に基づき改善目標の設定 

12 月上旬 

～1月中旬 

・ 評価結果に基づき次年度の予算査定 

２月 

～３月 

【調査部会】 

・ 次年度評価対象事務事業の検討 

 

６  評価の活用等 

評価結果については，市の広報紙やホームページにより市民へ公表する。また，行政評価の結

果を予算や総合計画の３か年実施計画へ反映していくものとする。 

 



コード

年度 年度

⑩他の主体が実施した場合の効率性についての考察　※利用状況の評価のため，実施主体は評価しない。

⑦必要性　　　　【必要性】どうして必要なのか。　※利用状況の評価のため，評価を行わない

⑧有効性　　　　【有効性】どうして有効なのか。
　　　　　　　　　　　　　※利用者を増加させるための手段が有効な理由を記載すること。

⑨類似事業
　※評価項目ではないが，参考までに民間における類似施設，市が運営している類似施設を記載すること。

　成果指標２
指標 説明

⑥手段　　　　　【手段】どのような手法により実施するのか。
　　　　　　　　　　　　※利用者を増加させるための手段を記載すること。

イ【理想像】どのような状態にしたいのか。

⑤成果指標（利用者数の増加や稼働率の向上の成果を示す指標）

　成果指標１
指標 説明

③事業の概要　※施設の設置目的や事業概要を掲載すること。

④事業の目的　　

ア【対象】誰を（何を）対象に 対象者（平成30年４月１日）

１　事業の概要，目標

①事業の開始時期 ②事業の完了予定の有無（有／無）

小項目
名称

大項目
種類

1.法令　2.条例・規則　3.要項

中項目 4.計画等　5.特になし

実施主体 担当者名 　　　　　　（内線　　）

第６次総合計画上の施策項目 事業の根拠法令等

行政評価調書

事務事業名
評価初年度 平成 30 年度

担当部署名

1



③コスト削減の取組　※できるだけ具体的な取組を記載すること。

一般財源 役務費
委託料

Ｈ 30

0

国県支出金 旅費
市債 報償費
その他 需用費

使用料・賃借料

その他

予算

#DIV/0!

市債 報償費
その他 需用費

委託料
使用料・賃借料

その他

Ｈ 29

0

国県支出金 旅費

決算

一般財源 役務費

一般財源 役務費
委託料

Ｈ 28

0

国県支出金 旅費

#DIV/0!

市債 報償費
その他 需用費

使用料・賃借料

その他

決算

#DIV/0!

市債 報償費
その他 需用費

委託料
使用料・賃借料

その他

Ｈ 27

0

国県支出金 旅費

決算

一般財源 役務費

　※目標年度の数値は，必ずしも市の方針として決定したものが記されているわけではありません。

３ 行政コストの推移（補助事業の場合は，内訳を別紙１で作成すること。）
①行政コスト（千円） ②単位当たり

の行政コスト
（①行政コス
ト／成果指標
１）

財源内訳（千円） 支出内訳（千円）

①目標値の
根拠

②数値で表
せない効果

31 年度

#DIV/0!

30 年度

29 年度 #DIV/0!

#DIV/0!

28 年度 #DIV/0! #DIV/0!

27 年度 #DIV/0!

目標 実績 達成率(%) 目標 実績 達成率(%)

２　成果指標（事務事業の実績）
成果指標１ 成果指標２

指標名

2



ア　評価シート
　　該当する場合は，○を付けること。

点

点

点

⑤成果指標の単位当たりの行政コストは前年度よ
り低くなっている。

・3-②単位当たりの行
政コスト

合計
評価結果 Ｂ

2

○

③他の主体が実施するよりも効率的である。
・1-⑩他の主体が実施
した場合の効率性につ
いての考察

○
④市の事務事業で類似したものはなく，他の事業
と統合することは難しい。 ・1-⑨類似事業

①効率性向上の余地はない。
・3-①行政コスト

②コスト削減への取組を実施している。
・3-③コスト削減の取
組

合計
評価結果 Ｂ

0

効率性
各項目1点とする。ただし，①は無条
件で4点とする。

評価調書の確認箇所 理由等所見欄

④対象者のうち，実際にサービスを受ける者が，
特定の者に偏っていない。

・1-⑥手段
・（別紙１）利用者数
の増加に向けた取組

⑤成果指標の目標を達成するための手段が適切で
ある。 ・1-⑥手段

・（別紙１）利用者数
の増加に向けた取組

②市民生活上又は行政内部の管理上有効である。
・1-⑧有効性
・2-成果指標

③成果指標の実績が目標に達している。
・2-成果指標

・事業の根拠法令等
・1-④事業の目的
・1-⑦必要性

有効性
各項目1点とする。ただし，①は無条
件で4点とする。

評価調書の確認箇所 理由等所見欄

①成果指標の目標値が最大値となっており，か
つ，実績が目標値に達している。 ・2-成果指標

○

⑤民間，NPO等に類似事業はない。

・1-⑨類似事業

合計
評価結果 Ａ

4

４　１年目評価
（１）　１次評価（内部評価）　※各担当課による評価

事
務
事
業
の
評
価

必要性
各項目1点とする。ただし，①は無条
件で4点とする。

評価調書の確認箇所 理由等所見欄

○

③対象者の基本的な生活の維持・確保に必要な事
業又は行政内部の管理上必要な事業である。 ・1-④事業の目的

・1-⑦必要性

○
④対象者のニーズが高い事業である。

・1-⑦必要性

○
①法令により市が実施することが義務付けられて
いる事業又は市民の生命・財産を守るため，市が
実施することが必要不可欠な事業である。

・事業の根拠法令等
・１-④事業の目的
・１-⑦必要性

○
②「①」に該当しないが，法令により実施するこ
とを期待されている事業又は条例により実施する
こととされている事業である。

3



　イ 評価結果

⇒

ア

イ

ウ

エ

オ

委員会による意見

（３）　３次評価（総合評価）　※　行政改革推進本部による評価

今後の方向性

５　１年目改善目標（1年目評価の方向性が「見直しの上で継続」又は「休止，廃止」の場合に記入する。）

改善目標
（又は休止，廃
止の方向性）

3 休止，廃止

②課題と解決方法（「見直しの上継続」及び「休止，廃止」の場合，記入する。）

（２）　２次評価（外部評価）　※　行政評価委員会による評価

今後の方向性及び評価する点，改善すべき点

2 見直しの上で継続

主体を代える（実施主体を代える）

手段を改善する（実施の手段を代える）

効率化を図る（単位当たりのコストを下げる）

簡素化する（規模を縮小する）

統合する（類似事業を統合する）

①今後の方向性 うち「見直しの上で継続」の場合の今後の方針

方向性

      1 現状のまま継続　　　　　　　　

4



（３）　3次評価（総合評価）

○特記事項（行政改革推進本部からの指示事項など）

９　３年目改善目標（３年目評価で見直しを指摘された場合に記入）

改善目標
（又は休止，廃
止の方向性）

８　３年目評価(進行管理)

(1)　1次評価（内部評価）

○見直しの状況など事務事業の現況

（２）　２次評価（外部評価）

○特記事項（行政評価委員会からの指摘事項など）

（３）　３次評価（総合評価）

○特記事項（行政改革推進本部からの指示事項など）

７　２年目改善目標（２年目評価で見直しを指摘された場合に記入）

改善目標
（又は休止，廃
止の方向性）

６　２年目評価(進行管理)

(1)　1次評価（内部評価）

○見直しの状況など事務事業の現況

（２）　２次評価（外部評価）

○特記事項（行政評価委員会からの指摘事項など）

5



別紙１
（公の施設の利用状況総括シート）

管理者名

職員配置

利用料金

目的外利用の有無 有／無

利用料金

目的外利用の有無 有／無

利用料金

目的外利用の有無 有／無

利用料金

目的外利用の有無 有／無

施設詳細⑤

名称

概要・設備

施設詳細③

名称

概要・設備

施設詳細④

名称

概要・設備

施設詳細②

名称

概要・設備

概要・設備

事業内容・行事等

施設名称

名称

他施設・民間等
との連携状況

利用者数の増加に
向けた取組

施設詳細①
利用料金

目的外利用の有無 有／無

管理体制 直営・指定管理・委託



※　施設詳細欄が不足する場合は，適宜，欄やシートを追加してください。
※　他，施設のレイアウト図，周辺地図，年間行事スケジュール，詳細な料金表等について添付してください。

利用料金

目的外利用の有無 有／無

利用料金

目的外利用の有無 有／無

利用料金

目的外利用の有無 有／無

施設詳細⑦

名称

概要・設備

施設詳細⑧

名称

概要・設備

施設詳細⑥

名称

概要・設備



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               0 #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               0 #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               0 #DIV/0!

施設名

施設詳細①

最大収容数・定員等
の考え方

0

0

年月
備考

（大幅な増減等の理由）

利用数 利用率 利用料金
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用者
単価



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細②
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細③
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細④
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細⑤
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細⑥
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細⑥
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



別紙２
（公の施設の利用状況詳細シート）

うち目的外 うち目的外 うち目的外

a b c=b/a d e f g=e/d h=f/d i j k=i/e
H27.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H27計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H28.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H28計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!
H29.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.10 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H30.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
H29計 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! -               #DIV/0!

施設名

施設詳細⑥
最大収容数・定員等

の考え方
0

0

年月
開所
日数

利用
日数

利用率
（日）

最大収容数
又は定員等

利用数 利用率 利用料金
利用者
単価

備考
（大幅な増減等の理由）



 1

平成 30 年度行政評価におけるテーマと対象事務事業について 

 

 本市の行政評価は，行政評価の基本方針（平成 24 年度５月行革本部決定）において，市

をとりまく状況や時代の課題を捉え，年度ごとに一定のテーマを設定し，そのテーマに沿

った事務事業から 10 事務事業程度を評価することとしている。平成 30 年度の行政評価を

実施するに当たり，テーマ設定及び事務事業の選定を行うものである。 

 

１ １年目評価のテーマ及び対象事務事業 

 平成 30年度については，新規評価（１年目評価）におけるテーマを以下のとおりとす

る。 

 

ア テーマ「公の施設の利用状況」 

公の施設については，平成 24 年度及び 25 年度の行政評価において，管理運営体制

について評価を実施し，改善に取り組んだ結果，市営住宅及び図書館への指定管理者

制度導入，公園墓地の管理業務の委託など，一定の成果をあげてきた。このように，

平成 24 年度及び 25 年度の評価では，公の施設の管理運営のうち，民間活力活用が主

題であった。 

一方で，公の施設の利用者数の状況については，担当課における検討にとどまり，

これまで評価の対象としてこなかった経緯がある。 

また，新市民会館や東町運動公園など，現在，整備中の施設は，稼働率の向上が課

題となっている。しかし，既存の公の施設の利用者数の状況については，これまで課

題とされずに十分な検証を行ってこなかったところである。 

そこで，平成 30 年度の行政評価は，公の施設の利用者数の増加に向けた取組が適切

に実施されているかという視点から，「公の施設の利用状況」をテーマとし，イに掲げ

る５事務事業を評価する。 

なお，対象事務事業の選定に当たって，①管理運営費が 100 万円以下の施設，②事

務所機能が強い施設，③義務教育施設，④廃止予定・休館中・工事中の施設，⑤市民

利用がない施設，⑥利用者の把握ができない施設，⑦地元還元施設，⑧自立支援サー

ビス施設，⑨入所措置を行う施設，⑩介護サービス施設は，対象事務事業から除外し

ている。 

水戸市行政評価委員会資料④ 

平 成 30年 ８ 月 ７ 日 

総 務 部 行 政 改 革 課 
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 イ 対象事務事業 

№ 公の施設名 所管課 

１ 自転車駐車場 防災・危機管理課 

２ 青柳公園 体育施設整備課 

３ 福祉ボランティア会館 福祉総務課 

４ 障害者教養文化体育施設（サン・

アビリティーズ） 

障害福祉課 

５ 子育て支援･多世代交流センター 子ども課 

 

（参考：評価の視点） 

 今年度対象とする全施設が指定管理者制度を導入していることから，民間活力活用

については評価の対象とせずに，公の施設の利用者数の増加に向けた取組が適切に実

施されているかの視点から評価を行うものとする。 

 なお，複数の施設を持つ公の施設の場合は，全施設を評価するものとする。 

 

（必要性） 

 ※ 施設そのものの必要性は評価しないものとし，利用状況の向上に向けた取組

ついて評価するものとします。 

（有効性） 

・ 利用者数の増加に向けた取組の効果が表れているか。 

  （例）施設の利用率，目的外使用の状況，ＰＲ活動，サービス内容の充実，利

用者の意見反映，地域貢献，他施設との連携等 

・ 公平性の観点から偏った市民サービスになっていないか。等 

（効率性） 

・ 効果に比して，財政的，人的な負担は適切であるか。 

・ 集客に関して，民間との連携等を図ることができないか。等 
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２ ２年目評価のテーマ及び対象事務事業 

１年目評価を実施した結果，「見直しの上で継続」とされた事務事業は，設定された改

善目標に対する取組状況を評価するため，４事務事業について２年目評価を行う。 

 

ア テーマ 「イベント事務事業」 

 イ 対象事務事業 

事務事業名 
内部評価 

（１次評価） 

行政評価委員

会の評価（２

次評価） 

総合評価 

（３次評価） 
改善目標 

１ ヒューマ

ンライフシ

ンポジウム 

現状のまま 

継続 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

・若い世代の参加を促すためのテ

ーマの設定，講演者の選定及び周

知方法の検討 

・当該事業の担い手となるＮＰＯ

法人等の育成に向けた取組の検討 

・写真展の応募者数の増加に向け

た取組の検討 

２ 芸術文化

活性化事業 

現状のまま 

継続 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

・財源の確保に向けた取組の推進 

・コンセプトの明確化とコンセプ

トに沿った事業内容の検討 

・指定管理者の自主事業との住み

分けの明確化 

・民間主催事業との差別化を図る

ための付加価値についての検討 

・事業のあり方の検証 

３ 市場活性

化事業 

現状のまま 

継続 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

・来場者数の客観的な測定方法の

検討 

・広告や広報の効果や各イベント

の売上金額の把握 

・来場者数の増加に向けた事業の

創意工夫 

・小・中学校の社会教育における

イベント活用の検討 

４ チャレン

ジ・ザ・原始

人事業 

現状のまま 

継続 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

見直しの上で

継続（手段を

改善する。） 

・事業内容の再検討 

・高い専門性を持った指導者の育

成 
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３ ３年目評価のテーマ及び対象事務事業 

２年目評価を実施した結果，「改善継続」とされた事務事業は，設定された改善目標に

対する取組状況を評価するため，３事務事業について３年目評価を行う。 

 

ア テーマ 「イベント事務事業」 

 イ 対象事務事業 

事務事業名 
行政評価委員会 

の評価（２次評価） 

総合評価 

（３次評価） 
改善目標 

１ 商工祭（補助事

業） 
評価継続 評価継続 

・商工祭実行委員会との費用負担

割合に係る根拠の明確化 

２ 農業祭（補助事

業） 
評価継続 評価継続 

・農業祭実行委員会との費用負担

割合に係る根拠の明確化 

３ 水戸黄門まつ

り（補助事業） 
評価継続 評価継続 

・事業内容のリニューアル 

・客観的な観客数の測定方法の検

討 

・補助金の費用対効果の検証 

・新たな財源の確保 

 

 

４ ６年目評価のテーマ及び対象事務事業 

  ５年目評価を実施した結果，「評価継続」とされた事務事業は，設定された改善目標に

対する取組状況を評価するため，１事務事業について６年目評価を行う。 

 

 ア テーマ 「公の施設の管理・運営に係る事務（直営施設）」 

 イ 対象事務事業 

事務事業名 
行政評価委員会 

の評価（２次評価） 

総合評価 

（３次評価） 
改善目標 

１ 斎場 評価継続 評価継続 
・民間活力活用の検討 
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５ ７年目評価のテーマ及び対象事務事業 

６年目評価を実施した結果，「評価継続」とされた事務事業は，設定された改善目標に

対する取組状況を評価するため，２事務事業について７年目評価を行う。 

 

 ア テーマ 「公の施設の管理・運営に係る事務（直営施設）」 

 イ 対象事務事業 

事務事業名 
行政評価委員会の

評価（２次評価） 

総合評価 

（３次評価） 
改善目標 

１ 保育所 評価継続 評価継続 
・適正規模・適正配置に係る方向

性の検討 

２ 幼稚園 評価継続 評価継続 

 

 

６ 今後のスケジュールについて 

実施月 主な内容 

平成 30 年 5 月 テーマ及び評価対象事務事業の決定（行政改革推進本部幹事会） 

7 月 各部推進会議による 1次評価（２・３・６・７年目評価含む。）の実施 

     7 月 担当課ヒアリング 

  8月～10月 ２次評価の実施（行政評価委員会） 

     10 月 総合評価の実施（行政改革推進本部） 

      11 月 総合評価結果を各部推進会議へ通知 

     12 月 ホームページ及び広報みと掲載 

担当課による改善目標の設定 

 



（参考）対象施設及び理由について

　　公の施設のうち，次の対象外施設を除いた５施設を対象とする。

（対象外施設）
１　施設の性質等による対象外要件

４　その他特別な理由がある場合（⑬）

（公の施設一覧）

市民生活課 市民会館 × ④休館中
市民センター ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

防災・危機管理課 自転車駐車場 ○

文化交流課 平和記念館 △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
水戸芸術館 × ⑬評価が難しい

国際交流センター △
⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
　※　文化交流課は，芸術文化活性化事業
が継続評価

体育施設整備課 千波公園（テニスコート） △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）

青柳公園 ○
総合運動公園 × ④市民球場大規模改造中

大塚池公園（野球場） △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
大串貝塚ふれあい公園（テニスコート，プール） △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
市立競技場 △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
市民運動場 △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
常澄運動場 △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
小吹運動公園 △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
サッカー・ラグビー場 △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
常澄健康管理トレーニングセンター △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
内原ヘルスパーク △ ⑪各課１案件（来年度以降評価候補）

男女平等参画課 男女平等参画センター △
⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
　※　男女平等参画課は，ヒューマンライフ
シンポジウムが継続評価

衛生管理課 公園墓地（堀町,浜見台） ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）
斎場 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）
堀原ふれあい広場 × ⑦地元還元施設
見川大内田広場 × ⑦地元還元施設

ごみ対策課 酒門コミュニティセンター × ⑦地元還元施設

清掃事務所 小吹清掃工場 × ②事務所

福祉総務課 福祉ボランティア会館 ○
ふれあいの館 × ⑦地元還元施設
平須集会所 × ⑦地元還元施設

障害福祉課 身体障害者生活支援施設いこい × ⑧自立支援サービス施設
身体障害者デイサービスセンター × ⑧自立支援サービス施設
総合福祉作業施設 × ⑧自立支援サービス施設
療育センター × ⑧自立支援サービス施設
重症心身障害児及び重症心身障害
者通園施設

× ⑧自立支援サービス施設

障害者教養文化体育施設 ○
精神障害者社会復帰施設 × ⑧自立支援サービス施設

①管理運営費が100万円以下の施設，②事務所機能が強い施設，③義務教育施設，④廃止予定・
休館中・工事中の施設，⑤市民利用がない施設，⑥利用者の把握ができない施設，⑦地元還元施
設，⑧自立支援サービス施設，⑨入所措置を行う施設，⑩介護サービス施設

２　各課１案件を評価するものとし，予算が大きい施設から優先的に評価を行う。（⑪）
３　過去に評価を実施した施設については，来年度以降の評価対象とする。（⑫）

担当課 公の施設
評価
対象

理由

「○」・・・対象
「△」・・・各課１案件（来年度以降評価候補）
「☆」・・・過去評価（24・25評価済）（来年度以降評価候補）
「×」・・・評価対象外

参 考 資 料



担当課 公の施設
評価
対象

理由

高齢福祉課 老人ホーム（開江） × ⑨措置により入居する施設
老人福祉センター × ⑬次年度以降評価
老人デイサービスセンター × ⑩介護サービス施設
内原高齢者センター ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

子ども課 子育て支援･多世代交流センター ○

保健センター 保健センター × ②事務所
常澄保健センター × ②事務所
内原保健センター × ②事務所
休日夜間緊急診療所 × ②事務所

商工課 △
⑪各課１案件（来年度以降評価候補）
　※　商工課は，商工祭が継続評価

△
農政課 ふるさと農場 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

森林公園 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

農業環境整備課 農業集落排水処理施設 × ⑤市民利用がない施設
農業技術センター 園芸指導センター ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

植物公園 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）
公設地方卸売市場 公設地方卸売市場 × ④再整備計画策定中

道路管理課 認定道路等 × ⑤市民利用がない施設
河川都市排水課 準用河川等 × ⑤市民利用がない施設
住宅政策課 市営住宅 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

公園緑地課 都市公園
（千波公園(ﾃﾆｽｺｰﾄ)，青柳公園，総合運動公
園，大塚池公園(野球場)，植物公園を除く）

× ⑥利用者数を把握できない施設

児童遊園 × ⑥利用者数を把握できない施設
下水道施設管理事務所 浄化センター × ⑤市民利用がない施設

若宮スポーツ会館 × ⑦地元還元施設
浄水管理事務所 浄水場 × ⑤市民利用がない施設

学校教育課 小学校 × ③義務教育施設
中学校 × ③義務教育施設
義務教育学校 × ③義務教育施設

幼児教育課 幼稚園 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）
保育所 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

生涯学習課 少年自然の家 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

歴史文化財課 博物館 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）
大塚農民館 × ①100万円以下の施設
大串貝塚ふれあい公園(ﾃﾆｽｺｰﾄ・ﾌﾟｰﾙ除く) ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

中央図書館 図書館 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）
内原中央公民館 内原中央公民館 × ④平成31年度に廃止

内原郷土史義勇軍資料館 ☆ ⑫過去評価（来年度以降評価候補）

内原くれふしの里古墳公園 × ⑥利用者数を把握できない施設

計 5

市営駐車場



○　１年目評価（新規評価）
１　評価の方向性（総括）

5

２　見直しのうえで継続 0

ア　主体を代える（実施主体を代える） 0

イ　手段を改善する（実施の手段を代える） 0

0

エ　簡素化する（規模を縮小する） 0

オ　統合する（類似事業を統合する） 0

３ 0

４ 0

計 5

２　各事務事業の評価

№

【設置目的】都市核，地域生活拠点等におい
て，市民の皆様をはじめとする自転車等利用
者の利便を高めるとともに，歩行者の安全を
確保し，市民の良好な生活環境を保持する
【事業概要】市営自転車等駐車場として，自
転車等駐車場を提供するほか，適切な管理運
営に努め，利便性の向上を図る

【設置目的】全ての人々が，スポーツに親し
み，スポーツを楽しみ，スポーツを支える活
動に参画することのできる機会を確保する
【事業概要】各種大会の開催をするなど，市
民が気軽にスポーツを楽しむことができる環
境を提供する

【設置目的】福祉ボランティアの活動の場を
提供するとともに，その活動を支援する
【事業概要】福祉ボランティア会館の部屋の
貸出しや福祉ボランティア活動の事業推進を
行う

【設置目的】障害者の福祉の増進を図るた
め，機能回復向上・健康の増進・コミュニ
ケーション及び教養文化等に寄与する
【事業概要】障害者の教養文化活動の支援及
び体力の向上の支援，障害者の福祉に係る情
報の収集及び提供並びに相談及び助言を行う

【設置目的】地域における子育て支援を積極
的に推進するとともに，子どもから高齢者ま
でが交流する多世代交流拠点の形成を図る
【事業概要】市内外問わず多世代に，多様な
子育て支援・多世代交流事業を中核的な拠点
として提供する

休止

対象事務事業名(担当課名)【実施主体】

平成30年度行政評価（１次評価）の概要

廃止

１　現状のまま継続

ウ　効率化を図る（結果単位当たりのコストを下げる）

評価内容（１次評価）

１

自転車駐車場の利用状況

現状のまま継続

２

青柳公園の利用状況（体育施設整備課）【指定管理者】

現状のまま継続

３

福祉ボランティア会館の利用状況（福祉総務課）【指定管理者】

現状のまま継続

４

障害者教養文化体育施設の利用状況（障害福祉課）【指定管理者】

現状のまま継続

５

子育て支援・多世代交流センターの利用状況（子ども課）【指定管理者】

現状のまま継続

水戸市行政評価委員会資料⑤
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№ 事務事業名 改善目標

　男女平等参画の趣旨及び講演テーマの新し
さに留意しながら，テーマ設定，講演者の選
定，イベントの周知及び募集方法を検討す
る。特に20歳代から40歳代の市民の参加を促
す。

　事業委託先のＮＰＯ法人において持続可能
な運営が可能となるよう，担い手の育成を促
す。

　写真展は，応募者の増加に向け，具体的な
テーマを設定するなど手法を改善する。

２
芸術文化
活性化事
業

　平成30年度は事業を休止し，総合評価を踏
まえながら事業のあり方を検証していく。

３
市場活性
化事業

　客観的な来場者数の測定方法の検討，広告
や広報の効果と各イベントの売上金額の把
握，さらなる来場者数の増加に向けた事業の
創意工夫，小・中学生の社会科教育の中での
イベントの活用の検討について，実施主体で
ある市場協力会に提案し，協議する。

　イベント名称にちなんだ原始人の体験の要
素が曖昧となってきていることから，事業内
容の再検討を行う。

　参加者の安全性を確保する観点から，高い
専門性を持った指導者の育成を行う。

　客観的な来場者数の測定方法として，他のイベ
ントで既に採用済みの観光入込客統計に関する共
通基準（観光庁）を用い，来場者を推計すること
とした。また，朝市のチラシを作成ほか，朝市終
了後に，市場内関係事業者に対してアンケート調
査を行い売上金額等を把握することとした。
　さらに，「広報みと」や市ＨＰに加えて，月刊
誌など各種メディア等を活用した広報活動の充実
策について協議を進めている。
　なお，子どもたちの魚離れに着眼し，食育の観
点から魚食文化の普及促進を図ることができるよ
う，現在，学校への出前講座の実施について調整
を進めている。

平成30年度よりＮＰＯ法人に業務を委託して実施
している。不便な生活の中でたくましさを身に付
けることを目的としたこの事業は，事業の本来の
趣旨を活かした火おこしや沢あるき，魚のつかみ
どりを実施し，自然体験が不足がちな現代の子ど
もたちに，より自然の中で生きる体験をする機会
を提供している。体験活動が安全に実施できるよ
う，それぞれの活動の実施方法等を再検討した。

　高い専門性を持った指導者育成のため，キャン
プインストラクター，看護師，調理師等の資格を
もつ方を講師として，水戸市少年自然の家におい
て指導者を対象とした１泊２日の事前研修を実施
した。あわせて今後の指導者確保につなげるた
め，市内の大学へ指導者募集を行い，応募のあっ
た７名も研修に参加した。
　今後，ＮＰＯ法人構成メンバーのキャンプイン
ストラクター講習会への参加も予定している。

チャレン
ジ・ザ・
原始人事
業

４

評価内容（１次評価）
　スポーツの視点からの男女平等参画社会の実現
を多くの市民と考えることを目的として，テーマ
設定を行った。講師の設定においては，オリン
ピックフェンシング銀メダリストであり日本ス
ポーツ界の若者を牽引していく太田雄貴氏を講師
とした。講師には，これまでの経験を基にスポー
ツ界における女性活躍の現状や若い世代が活躍で
きるよう,ワーク・ライフ・バランスの意識改革
やＬＧＢＴ等について，広く市民に対しメッセー
ジをいただく。イベント周知方法については，特
に若い世代の参加を促すために，今までの広報誌
及びチラシに加えてSNSを活用した。また，広報
紙とチラシにQRコードを添付し，パソコンやス
マートフォンから手軽に申込できるようにした。

　本事業の今後に向けては，実行委員会としての
更なる協議が必要である。平成30年度は，改善目
標のとおり本事業を休止し，事業のあり方につい
て引き続き検証していく。

〇2年目評価

１

ヒューマ
ンライフ
シンポジ
ウム

　事業委託先のＮPО法人の担い手の育成につい
ては，水戸市男女平等参画センターの登録団体の
中でも若い世代の団体と連携し，企画運営の段階
から一緒に活動した。また，大学生に対しボラン
ティアを募り，イベント周知及びイベント当日の
運営においても，大学生の参加協力をしてもらえ
る体制づくりをした。

　写真展については，具体的な作品テーマを設定
し，応募者により分かりやすく写真展の趣旨を伝
える改善を図った。
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○　３年目評価

No. 事務事業名 改善目標

1 農業祭
　分担金を含めた共通経費に係る費用負担につ
いて，産業祭実行委員会において協議，決定す
るなど，明確化に努める。

2 商工祭
　分担金を含めた共通経費に係る費用負担につ
いて，産業祭実行委員会において協議，決定す
るなど，明確化に努める。

3
水戸黄門
まつり

　客観的な観客数の測定や補助金の費用対効
果の検証，新たな財源の確保について，事業内
容のリニューアルをする中で，方策を整理する。

○　６年目評価

No. 事務事業名 改善目標

1
斎場管理
運営事務

　新斎場の整備により２施設体制になることを踏
まえ，両施設の規模を精査していく中で，現斎場
の民間活力活用の対象範囲を検討する。

○　７年目評価

No. 事務事業名 改善目標

1
保育所管
理運営事
務

平成30年２月に市長へ水戸市立幼稚園・保育所
あり方検討会から提言書が提出され，教育委員
会定例会において提言内容を報告し，総合教育
会議において，今後の幼稚園・保育所のあり方
について協議を行ったところである。
　今後，提言を踏まえ，ソフト・ハードの両面から
待機児童解消を含めた保育所のあり方について
方針を決定する。

2
幼稚園管
理運営事
務

平成30年２月に市長へ水戸市立幼稚園・保育所
あり方検討会から提言書が提出され，教育委員
会定例会において提言内容を報告し，総合教育
会議において，今後の幼稚園・保育所のあり方
について協議を行ったところである。
　今後，提言を踏まえ，認定こども園への移行も
視野に含め，幼稚園のあり方について方針を決
定する。

　平成30年２月に市長へ提出された水戸市立幼稚
園・保育所あり方検討会からの提言を踏まえ，認定こ
ども園への移行も視野に含め，市立幼稚園のあり方に
ついて検討した上で，適正規模・適正配置に係る方
向性を今年度中に決定する。

　平成30年２月に市長へ提出された水戸市立幼稚
園・保育所あり方検討会からの提言を踏まえ，ソフト・
ハードの両面から保育所のあり方について検討した上
で，適正規模・適正配置に係る方向性を今年度中に
決定する。
　また，今年度中の待機児童解消に向け，関係課長
会議を開催し，待機児童解消に効果的な施策を総合
的に検討する。

対応する取組内容

　新斎場整備事業では，2024（平成36）年度の新斎場
の供用開始に向け，現在，民間活力導入可能性調査
に取り組んでいる。本年度中には当該調査結果に基
づき，新斎場運営に係る民間活力の対象範囲が具体
化されることから，現斎場と新斎場との運営方式の違
いも明確になる。それぞれの施設での運営手法の違
いが，利用者の不便や混乱につながることのないよ
う，２施設体制時の利用者の利便性向上を見据え，両
施設での運営方式の差異の縮小が図られるよう，現
斎場の民間活力の対象範囲を検討する。

対応する取組内容

対応する取組内容

　産業祭実行委員会において，商工祭実行委員会及
び農業祭実行委員会の分担金を含めた共通経費等
の費用負担について協議を行い，平成30年度産業祭
の負担割合を決定した。

　産業祭実行委員会において，商工祭実行委員会及
び農業祭実行委員会の分担金を含めた共通経費等
の費用負担について協議を行い，平成30年度産業祭
の負担割合を決定した。

　客観的な観客数の測定方法については，会場が広
範囲であること，盛り上がる会場や時間が開催年に
よって変わることなどの課題はあるが，引き続き事業内
容のリニューアルを検討していく中で，測定方法につ
いて検討を進めていく。
　あわせて，アンケート調査の精度を上げることで，経
済効果を精査しながら，費用対効果の検証を進めて
いく。
　また，新たな財源確保については，営業活動によっ
て，協賛金の増加が図られている。引き続き協賛金の
確保に努めるとともに，補助金のあり方について見直
していく。
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平成 30 年度行政評価委員会審議の進め方及びスケジュールについて（案） 

 

○ 第１回 日時／８月７日（火） 午前 10 時～午前 11 時 

場所／本庁舎南側臨時庁舎３階中会議室 

・ 副市長からの委嘱，諮問 

・ 事務局から「平成 30年度行政評価におけるテーマと対象事務事業」の説明 

・ 審議の進め方及びスケジュールの決定 

・ 各委員の担当事務事業の決定 

□ 担当事務事業の評価結果案の作成(８月上旬～８月下旬) 

・ 担当事務事業について調査・検討の上，答申案を作成していただきます。 

・ 答申案は，８月 24日（金）までに事務局に御提出ください。 

・ 各委員は，担当部課へ質問及びヒアリングを実施することができます。 

（質問） 

各委員は，それぞれの担当事務事業において，担当部課に確認事項がある場合，

８月 14 日（火）までに書面に確認事項を記載の上，事務局に御連絡ください。事

務局は担当部課に確認を行い，適宜，委員の皆様に回答いたします。 

（ヒアリング） 

各委員は，それぞれの担当事務事業において，担当部課にヒアリングを希望さ

れる場合，８月 14日（火）までに事務局へ御連絡ください。事務局は日程調整の

上，８月７日（火）から８月 23 日（木）までの間にヒアリングを実施します。 

 

○ 第２回 日時／８月 28 日（火） 午後１時 30 分～午後４時 

場所／本庁舎南側臨時庁舎３階中会議室 

・ 継続評価（６年目評価・１事業，３年目評価・３事業，２年目評価・４事業）の審

議（その場で協議の上，評価を決定します。） 

・ 担当部課による説明及び質疑応答 

 

○ 第３回 日時／８月 29 日（水） 午後２時～午後４時 30 分 

場所／本庁舎南側臨時庁舎３階中会議室 

・ 継続評価（７年目評価・２事業）の審議（その場で協議の上，評価を決定します。） 

・ 新規評価（５事業）の審議 

・ 担当部課による説明及び質疑応答 

・ 新規評価に係る答申案の検討 

 

○ 第４回 日時／10月２日（火） 午後１時～午後２時 

場所／本庁舎南側臨時庁舎３階中会議室 

・ 答申 
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当初通知と時間が変更

になっております。 
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正副委員長による答申の作成（９月上旬～中旬） 

 

第１回行政評価委員会  

・ 副市長からの委嘱，諮問 
・ 事務局から「行政評価の基本方針」及び「平成 30年

度テーマ及び対象事務事業」の説明 
・ 各委員担当事務事業の決定 

担当事務事業の評価結果案の作成（～８月 24 日） 

・ 割振られた事務事業について評価案の作成 

第３回行政評価委員会 

・ 継続評価（７年目評価・２事業）の審議（その場で

協議の上，評価を決定） 

・ 新規評価５事業（評価結果案に基づく審議） 

１次評価(内部評価) 
担当課 
６月下旬～７月中旬 

２次評価(外部評価) 行政評価委員会 

第２回行政評価委員会 

・ 継続評価（６年目評価・１事業，３年目評価・３事

業，２年目評価・４事業）（その場で協議の上，評価を

決定） 

8/7 

8/28 

第５回行政評価委員会 

・ 答申 
10/2 ３次評価(総合評価) 

行政改革推進本部 
10 月 

8/29 

平成 30 年度 行政評価委員会の開催スケジュール一覧（案） 

参考 



答申案記入表 
委員名            

 
№ 事務事業名 行政評価委員会の意見 
１  

結論 

 

理由 

 

指摘事項 

 

行政評価システムに対する意見や行政評価を行った感想等について自由に記載してください。 
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（記入例） 
№ 事務事業名 行政評価委員会の意見 
１ ○○○事業 

結論 

・「△△△は妥当である。」 
・「×××に方向性を変更するべきである。」 

理由 

※ 結論を判断した理由について記載してください。 

指摘事項 

※ 具体的な指摘事項を記載してください。 
 
（例）・ 指定管理者制度を導入するべきである。 
   ・ ～とするなど運営手段を改善するべきである。 

２ 自転車駐車

場管理運営

事業【平成 17
年度事務事

業評価結果】 

結論 

見直しのうえで継続（手段を改善する）に方向性を変更するべ

きである。 

理由 

駅前の放置自転車をなくし，自転車利用者のニーズにこたえる

ため，自転車駐車場の必要性は高いものである。一方で，管理

運営は市の財政状況を踏まえ，より効率的な施設運営が求めら

れている。自転車駐車場の管理は，定型業務であるにもかかわ

らず機会の保守点検を含めた委託料が数千万円かかっており，

コストの妥当性が疑問である。このことから自転車駐車場は運

営を効率化し，指定管理者制度の導入など管理運営のコストを

削減できる方法について検討すべき施設である。 

指摘事項 

指定管理者制度の導入を検討するべきである。 

 



行政評価役割分担表（案） 

 
１年目評価（新規評価） 

委員名 新規評価事業 

 自転車駐車場 

 青柳公園 

 福祉ボランティア会館 

 障害者教養文化体育施設（サン・アビリティーズ） 

 子育て支援･多世代交流センター 
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