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ⅠⅠⅠⅠ    行政評価を行う背景行政評価を行う背景行政評価を行う背景行政評価を行う背景    

１１１１    厳しい財政状況厳しい財政状況厳しい財政状況厳しい財政状況    

昨今の経済情勢は、景気の持ち直しが期待されるものの、東日本大震災の影響や急激な円

高により、雇用情勢の悪化懸念が依然残っていることから、雇用不安や給与所得の減少をも

たらし、地域経済に深刻な影響を及ぼしている。 

歳入の根幹である市税において、企業収益にわずかながら回復傾向が見られたことにより

法人市民税が増加したものの、長引く雇用情勢の悪化と給与所得の減少に伴い、個人市民税

は減収となり、今後も、確実な見通しを持つことは、困難な状況である。 

一方、歳出においては、少子高齢化の進行と景気低迷の影響による社会保障関係経費が増

加するなど、本市財政を取り巻く状況は依然として、厳しい局面にある。 

こうした状況から、限られた財源を有効活用するため、施策・事務事業の選択と集中など、

総合的かつ効率的、効果的な行政経営が求められている。 

 

２２２２    地方分権の進展地方分権の進展地方分権の進展地方分権の進展 

国と地方の役割分担の見直しや地方への権限移譲など地方分権が進展する中、本市におい

ては、平成２１年４月に中核市へ移行し、従来にも増して自己決定・自己責任が求められる

自律的な行政経営への対応が必要とされる。 

 

３３３３    市民ニーズの多様化と行政に対する関心の高まり市民ニーズの多様化と行政に対する関心の高まり市民ニーズの多様化と行政に対する関心の高まり市民ニーズの多様化と行政に対する関心の高まり 

市民・事業者・行政の三者協働によるまちづくりが進む中、行政の公平性と透明性を一層

高めていく必要がある。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    行政評価とは行政評価とは行政評価とは行政評価とは 

行政が実施する施策や事業の目的・目標を明確化し、実施により得られる成果を、数値指標な

どを用いて客観的に評価することで、現状を認識し、課題を発見するための仕組みである。 

    

ⅢⅢⅢⅢ    総合計画の着実な推進総合計画の着実な推進総合計画の着実な推進総合計画の着実な推進    

１１１１    第２期実行計画のスタート第２期実行計画のスタート第２期実行計画のスタート第２期実行計画のスタート    

本市のまちづくりの指針である総合計画は、平成

１９年度から２８年度までの１０年間の計画であ

る。 

これを推進していくための第１期実行計画は、平

成２１年度で終了し、新たに平成２２年度から平成

２４年度までの３年間を期間として、本市が重点

的・優先的に推進していく事業を位置付けた第２期

実行計画がスタートした。 
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ⅣⅣⅣⅣ    大津市行政評価システムの概要大津市行政評価システムの概要大津市行政評価システムの概要大津市行政評価システムの概要    

１１１１    施策評価を導入した行施策評価を導入した行施策評価を導入した行施策評価を導入した行政評価システムの構築政評価システムの構築政評価システムの構築政評価システムの構築    

大津市では、総合計画にまちづくりの姿勢として掲げた「効率的で開かれた行政運営」への取

組の一環として、また（新）大津市行政改革大綱の目標である「地方分権時代にふさわしい持続

可能な都市経営による質の高いサービスの実現」への取組として、従来から実施してきた事務事

業評価に加え、今年度より施策評価を本格的に導入し、行政評価システムの構築を図った。 

 

≪行政評価システムの構成≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの評価結果は、市民に公表し、行政経営の可視化を目指す。 

    

２２２２    行政評価システムの特徴行政評価システムの特徴行政評価システムの特徴行政評価システムの特徴    

 総合計画の体系に沿った「施策評価」と「事務事業評価」の実施 

 施策ごとに定量的な成果指標及び数値目標を設定 

 市民意識調査（市民アンケート）による市民の視点からの施策のチェック 

 共通事務処理システム（イントラネット）による評価データ作成と一括管理 

 「計画－行政評価－予算編成」という行財政運営工程の一連性の強化 

    

３３３３    行政評価のねらい行政評価のねらい行政評価のねらい行政評価のねらい 

本市の行政評価制度は、予算や人員など行財政資源を配分するといった管理する側のツールで

はなく、「現場主体のマネジメントツール」としている。本制度は、第２期実行計画の策定を機

に施策評価を導入し、本計画の進行管理を行うとともに、厳しい行財政環境の中で、「あれもこ

れも」ではなく「あれかこれか」といった「選択と集中」を行うために「本当にやるべきは何か」

を明らかにし、それらを「どのように実施するか」を考えるためのツールとするために制度化す

るものである。 

施策、事務事業の最前線で責任を負う者が、その責任において上位の目的に貢献するための具

体的目標を定め、実施結果を分析し、検証結果を次に活かしていく中で、行政の質の改善、維持

向上と徹底したコスト意識、成果重視の意識の定着化を図る。 

                         

  

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム

 

 

総合計画の政策体系に基づき、施策の目的がどの程度達成され

ているかを評価 

・施策配下の事務事業の優先付けに反映 

・より効果的な市政の運営や施策の企画・立案に活用 

施策の向上のために見直すべき内容を検証 

総合計画第２期実行計画に掲げた 248 の重点事業の進行管理 

◆施策評価 

（平成22年度～） 

◆事務事業評価 

◆重点事業管理 

・事務改善の観点から事業の執行方法を検証 
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総合計画（実行計画）の進行管理総合計画（実行計画）の進行管理総合計画（実行計画）の進行管理総合計画（実行計画）の進行管理 経営資源の配分経営資源の配分経営資源の配分経営資源の配分

【【【【【【【【進行管理・成果管理進行管理・成果管理進行管理・成果管理進行管理・成果管理進行管理・成果管理進行管理・成果管理進行管理・成果管理進行管理・成果管理】】】】】】】】
・目標及び進捗管理

・施策の優先付け

・重点事業の優先付け

・事務事業の紐付け

政政政政 策策策策政政政政 策策策策

施施施施 策策策策施施施施 策策策策

事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業

目
的
目
的
目
的
目
的

目
的
目
的
目
的
目
的

目
的
目
的
目
的
目
的

手
段
手
段
手
段
手
段

手
段
手
段
手
段
手
段

施施施施 策策策策施施施施 策策策策

事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業

手
段
手
段
手
段
手
段

事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業

重点事業 重点事業

政政政政 策策策策政政政政 策策策策

施施施施 策策策策施施施施 策策策策

事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業

目
的
目
的
目
的
目
的

目
的
目
的
目
的
目
的

目
的
目
的
目
的
目
的

手
段
手
段
手
段
手
段

手
段
手
段
手
段
手
段

施施施施 策策策策施施施施 策策策策

事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業

手
段
手
段
手
段
手
段

事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業事務事業

重点事業 重点事業

評価・点検評価・点検評価・点検評価・点検

【【【【【【【【指標達成度評価指標達成度評価指標達成度評価指標達成度評価指標達成度評価指標達成度評価指標達成度評価指標達成度評価】】】】】】】】

【【【【【【【【事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価事務事業の貢献度評価】】】】】】】】
・内部評価、外部評価委員会

【【【【【【【【市民満足度等調査市民満足度等調査市民満足度等調査市民満足度等調査市民満足度等調査市民満足度等調査市民満足度等調査市民満足度等調査】】】】】】】】

見直し見直し見直し見直し

事務事業（予算事業）事務事業（予算事業）事務事業（予算事業）事務事業（予算事業）
の実行の実行の実行の実行

【【【【【【【【事務事業の執行事務事業の執行事務事業の執行事務事業の執行事務事業の執行事務事業の執行事務事業の執行事務事業の執行】】】】】】】】
・施策、重点化の視点と明確に

連動した事業の実施
・事業の進行管理

【【【【【【【【内部評価内部評価内部評価内部評価内部評価内部評価内部評価内部評価】】】】】】】】

【【【【【【【【外部評価外部評価外部評価外部評価外部評価外部評価外部評価外部評価】】】】】】】】

・事業仕分け、外部評価委員会

トップマネジメントトップマネジメント

政策方針政策方針政策方針政策方針政策方針政策方針政策方針政策方針

・施策評価・施策評価・施策評価・施策評価

・事務事業評価・事務事業評価・事務事業評価・事務事業評価

フルコスト及び資産情報のデータ提供

・業績による配分
・優先順位による配分

【【【【【【【【予算・決算予算・決算予算・決算予算・決算予算・決算予算・決算予算・決算予算・決算】】】】】】】】

・予算編成

・枠配分予算

【【【【【【【【財政分析財政分析財政分析財政分析財政分析財政分析財政分析財政分析】】】】】】】】

・歳入歳出分析

・政策、施策別予算

・バランスシート

・行政コスト計算書

【【【【【【【【事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け】】】】】】】】
・事務事業の拡充、重点化

【【【【【【【【事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し】】】】】】】】
・再編・整理、廃止・統合、縮小

・事務事業の改善

見直内容
の反映

主要事業ヒア主要事業ヒア主要事業ヒア主要事業ヒア主要事業ヒア主要事業ヒア主要事業ヒア主要事業ヒア

部長会議部長会議部長会議部長会議部長会議部長会議部長会議部長会議

政策調整政策調整政策調整政策調整政策調整政策調整政策調整政策調整
会議会議会議会議会議会議会議会議

行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図行政評価システムの全体イメージ図
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４４４４    評価体系評価体系評価体系評価体系    

行政活動の体系は、総合計画において政策－施策－事務事業の階層により構成しているが、本

市では、このうち市の将来像の具体的な方向性を示した「施策」を評価する「施策評価」と施策

の目的を達成するための具体的な手段となる「事務事業」を評価する「事務事業評価」に取り組

む。 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施施施施 策策策策 評評評評 価価価価    ・施策の目的はどこまで達成されたか？（目標管理・進捗管理） 

・施策の目的、目標達成のための手段（＝事務事業）はどうあるべきか？ 

重点事業管理重点事業管理重点事業管理重点事業管理    ・第２期実行計画に掲げた２４８の重点事業が計画どおり実施されたか？ 

・重点事業に掲げた目的、目標達成は、どの程度果たせたか？ 

事務事業評価事務事業評価事務事業評価事務事業評価    ・この事務事業は、上位施策の目的達成にどれだけ貢献できたか？ 

・事務事業を行うのに無駄なく効率的に実施できたか？ 

・より成果をあげるために改善すべき点はないか？ 

政政政政 策策策策 … 行政の基本的な方針や目的 

施施施施 策策策策 … 政策を実現するための具体的な方策・対策 

事務事業事務事業事務事業事務事業    … 施策方針を実現させるために行う事務や事業    

基本政策 自然を守るまちにします 

       施  策 琵琶湖を大切にするまちづくり 

     重点事業 市民による保全活動の拡大 

      事務事業 環境保全市民運動推進事業 

                        予算事業 環境保全市民運動推進費 

    事務事業    予算事業 

事務事業    予算事業 

 

重点事業    事務事業    予算事業 

大津市総合計画大津市総合計画大津市総合計画大津市総合計画    大津市大津市大津市大津市行政評価システム行政評価システム行政評価システム行政評価システム    

施策評価 

事務事業評価 

総合計画政策体系に基づく 

≪施策≫の評価 

具体的手段である 

≪事務事業≫の評価 

重点事業管理 

施策の目標達成のための 

≪重点事業≫の進行管理 

将来都市像 

目的 手段 

重点事業重点事業重点事業重点事業(248)(248)(248)(248)    

予算事業予算事業予算事業予算事業(1(1(1(1000055558888))))    

施策施策施策施策(57)(57)(57)(57)    

基本方針基本方針基本方針基本方針(3)(3)(3)(3)    
基本政策基本政策基本政策基本政策(12)(12)(12)(12)    

目的 手段 

具体的手段 

基本目標 

基本理念 

事務事業事務事業事務事業事務事業((((497497497497))))    

 基本構想 

(H19～H28) 

第２期 

実行計画 

(H22～H24) 

人を結び、時を結び、人を結び、時を結び、人を結び、時を結び、人を結び、時を結び、    

自然と結ばれる自然と結ばれる自然と結ばれる自然と結ばれる    結の湖都結の湖都結の湖都結の湖都    大津大津大津大津    

目的 

手段 

事業関連 イメージ図 
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１ 協働・都市経営を進める施策 

 

 

 

 

 

２ まちづくりを進める施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり 

の姿勢 

三者協働 協働のまちづくり 

自立する都市経営 

 

効率的で開かれた行政運営 

 

５ 活力と魅力に 
満ちたまちにします 

６ 古都の風格と新しい
感性がともに息づくま
ちにします 

７ 個性を発揮し、自分
らしく活動できるまち
にします 

８ 快適で利便性の高
いまちにします 

２

 

次
代
を
担
う
「ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
」を
創
る

 

 
24 来訪者が行き交うまちづくり  
25 中心市街地に活力のあるまちづくり  
26 商工業が盛んなまちづくり  
27 農林水産業をはぐくむまちづくり  
28 大学を生かしたまちづくり  

29 古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり  
30 市民文化の香り豊かなまちづくり  
31 歴史や伝統に触れるまちづくり  
32 文化財を大切にするまちづくり  

33 生涯学習の活発なまちづくり  
34 社会教育の充実したまちづくり  
35 生涯スポーツの盛んなまちづくり  
36 勤労者が充実感を持って働けるまちづくり  
37 青少年が健全に育つまちづくり  

38 個性的でコンパクトなまちづくり  
39 地域交通網が整ったまちづくり  

 40 広域交通網が充実したまちづくり  
41 みんなに優しいまちづくり  
42 市街地が美しいまちづくり  
43 住環境の整ったまちづくり  
44 安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまちづくり  

基本方針 基 本 政 策 施 策 

１ 子どもの笑顔が輝く
まちにします 

２ 安心、安全に暮ら
すことのできるまちに
します 

３ 希望に満ちて、生き
生きと暮らすことので
きるまちにします 

４ 互いを認め、支え合
うまちにします 

１ 次世代をはぐくむまちづくり  

 ２ 希望を持って子どもを産み育てられるまちづくり  
3 子どもを大切にするまちづくり  

１．推進組織・体制 ４ 子どもを伸ばすまちづくり  

５ 災害に強いまちづくり  

７ 頼りになるまちづくり  
８ 交通安全のまちづくり  
９ 消費者を守るまちづくり  

10 高齢者が健やかに暮らせるまちづくり  
11 障害者を支えるまちづくり  
12 いつまでも健康に暮らせるまちづくり  
13 食育のまちづくり  
14 医療の充実したまちづくり  
15 生活の安心を支えるまちづくり  
16 安らぎのまちづくり  

 17 市民活動の盛んなまちづくり  
18 地域で支え合うまちづくり  
19 人権を尊重するまちづくり  
20 平和を願うまちづくり  
21 男女共同参画のまちづくり  
22 多様な文化が共生するまちづくり  
23 団塊世代が活躍するまちづくり  

６ 犯罪の少ないまちづくり  

１

 

次
代
を
支
え
る
「ひ
と
の
つ
な
が
り
」を
創
る
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５５５５    行政評価の効果等行政評価の効果等行政評価の効果等行政評価の効果等    

施策評価や事務事業評価の評価結果を踏まえ、今後の取組方針を検証し、予算や企画立案に

反映させ、行政活動の質的向上を図る。 

また、評価の結果や過程を評価シートにまとめ公開することで、行政活動の可視化、市民へ

の情報提供を図り、説明責任の遂行を果たす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 基 本 政 策 施 策 

９ 自然を守るまちにし
ます 

10 水と緑の癒
いや

しのある

まちにします 

11 資源を大切にする
まちにします 

12 自然に学び、自然
を楽しむまちにします 

45 琵琶湖を大切にするまちづくり 

46 水環境に優しいまちづくり 

47 田園や森林を守り育てるまちづくり 

48 豊かな水や緑に触れるまちづくり 

49 緑の中で豊かに暮らすまちづくり 

51 地球環境に優しいまちづくり 

54 環境教育の充実したまちづくり 

55 環境情報が行き交うまちづくり 

52 資源を有効に利用するまちづくり 

53 ごみを適切に処理するまちづくり 

50 憩いの空間あふれるまちづくり 

３

 

次
代
へ
引
き
継
ぐ
「自
然
の
う
る
お
い
」を
創
る

 

 

事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し    

（実施方法の変更、事業の廃止･縮小･振替 等） 

事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け事務事業の優先付け    

(事務事業の拡充・重点化) 

予算への予算への予算への予算への反映反映反映反映    

(枠配分予算における適正配分) 

施施施施策策策策評価評価評価評価    

○成果指標の達成度 

・施策の目標値の達成度 

 

○市民意識調査の評価 

・施策の満足度・重要度 

 

○重要度・有効性の分析 

・政策に対する役割、成果 

事務事業評価事務事業評価事務事業評価事務事業評価    

○事務事業の可視化（公開） 

・事務事業の目的、意図、概要等 

・フルコスト計算 

 

○自己評価（自己点検） 

・上位施策への貢献度チェック 

・効率性等のチェック 
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ⅤⅤⅤⅤ    年間スケジュール年間スケジュール年間スケジュール年間スケジュール    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４月４月４月４月    ５月５月５月５月    ６月６月６月６月    ７月７月７月７月    ８月８月８月８月    ９月９月９月９月    10101010月月月月    11111111月月月月    12121212月月月月    

施策評価 

事務事業評価 

予算・決算 

決算統計 

調査表作成 

各部長による 

ヒアリング、 

改善指示 

市民意識調査 
施策評価シート入力 

（実施結果、 

市民意識調査結果） 

翌年度 

予算要求 

当初予算額 

取込 

当年度 

当初予算 

データ 

事務事業評価 

シート入力 

（実施結果） 

１次評価 

（各課長） 

前年度 

決算額取込 

主要事業 

ヒアリング 

（春） 

評価結果 

(ｼｰﾄ)公表 

 

政策ﾚﾋﾞｭｰ会議 

重点事業管理 

重点事業 

調書入力 

（実施結果） 

所管部署 

判断入力 

(各課長) 

主要事業 

ヒアリング 

（秋） 

施策ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

会議 

１次評価 

（政策調整会議 

 →各部局長） 

 

事業実施 

部
局
長
会
議

 

評
価
結
果
の
確
定

 

前年度予算執行 

（出納閉鎖後） 
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ⅥⅥⅥⅥ    施策評価施策評価施策評価施策評価    

１１１１    施施施施策評価の概要策評価の概要策評価の概要策評価の概要    

施策評価は、本市総合計画に掲げた５７の施策を評価単位とし、限られた行財政資源を

効率的・効果的に配分し、持続可能な行政運営を目指すために実施する。 

評価シートの作成は、施策主管部局の担当課長が行い、施策配下の事務事業が複数部局に

またがる場合は、部局間の情報共有と連携を図る。 

（例：次世代をはぐくむまちづくり…福祉子ども部、教育委員会、健康保険部） 

 

２２２２    評価の進め方評価の進め方評価の進め方評価の進め方    

 

 

①施策の現状と課題、②施策目標、③施策内容を明らかにし、施策の取組によって、「何

を」「何のために」「どのようにするか」を明示する。 

 

 

 

 

施策の実現を測る評価視点として施策ごとに「成果指標」を設定し、その取組成果の大

きさや程度を数値で示すとともに、数値目標を設定して進捗管理をする。 

 

 

 

 

市民の視点からの評価を加味するため「市民意識調査」を実施して評価します。 

市が進めている各施策の取組について、市民の施策の取組に対する満足度と今後の重要

性について調査し、その結果を評価に活かす。 

 

 

 

 

施策実施による成果を達成度や重要度、また有効性の３つの視点から総合的に評価し、

施策の今後の方向性を示す。

 

◆(２) 成果指標の設定と目標達成度の把握 

◆(１) 施策概要の把握 

◆(３) 市民意識調査の実施 

◆(４) 成果の分析 
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３３３３    施策評価施策評価施策評価施策評価結果結果結果結果シートシートシートシート        

各施策の評価結果をまとめた施策評価シートについて、その項目内容を説明する。

    

(7)主管部局コメント 

所管部 主管課

施策名 24242424

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 11,200 11,400 11,600 11,800 12,000

実績 10,834 10,403 10,340 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.93 3.01 46 満足度 3.09 3 13

重要度 3.79 3.78 25 重要度 3.54 3.86 45

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

6 5 1 0 12 318,921 3

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

産業観光部 観光振興課

来訪者が行き交うまちづくり来訪者が行き交うまちづくり来訪者が行き交うまちづくり来訪者が行き交うまちづくり

　本市には、びわ湖を始めとする豊かな自然や、古都としての歴史・文化など、全国レベルの観光資源が集積していることから、こうした資源の魅力
や価値を改めて認識し活用することにより、多くの観光客が訪れ、にぎわうまちを目指してゆく。

歴史文化遺産を生かした観光の振興　心を癒す観光の振興　自然を生かした地域の整備　観光地のルート化の推進　広域観光の振興　観光情報
発信力のパワーアップ

　来訪者は、まちに刺激を与え活性化させるだけでなく、まちの情報を外部に広める存在でもあります。また、まちが観光都市として広く認知される
ことは、市民のまちに対する愛着や誇りをはぐくむことにもつながることから、今後、本市の魅力を十分に活かしていくことが求められている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

活力と魅力に満ちたまちにします

1 観光入込客数 千人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

計画後のリーマンショックから続く世界同時不況や猛暑の影響による来訪者
の大幅な減少を最小限にとどめてきた状態である。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

365,392

大津市観光交流基本計画アクションプランに掲げた来訪者数に基づき算定
した数値である。

273,961 592,882

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

客観的に成果は、来訪者数になると考える。ただし、最近、人気がある
ウォーキングや散策、バイコロジー等は、本来、来訪者数の把握が困難で、
統計的に反映できない。

ＡＡＡＡ
ここ数年、景気やインフルエンザの流行等による来訪者の減少を、多方面か
らの観光振興施策を展開することにより、最小限にとどめてきたと考える。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
来訪者の入り込みは、景気等の外部要因で左右されており、市の財源を投
入することにより、大幅な減少を最小限にとどめている。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
市民にとって観光は、自己のステイタス、自分の街の誇りに通じる。市として
は、既に多くの来訪者があること、１２０万人以上の宿泊者を有する都市であ
ることもＰＲしたい。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

  来訪者の目標値は観光交流基本計画に掲げた観光入込客数であり、平成22年度目標の11,600千人に対して、来訪者数の実績は10,340
千人であった。平成21年度比で63千人の減少であるが、この要因は景気の低迷や猛暑による影響が考えられる。全体としては、積極的な
観光施策の展開により、来訪者の低下を食い止めたと評価している。今後の方向性としては、本市は全国でも有数の観光資源が集積して
いることから、アクションプランに基づき、市民が観光の語り部として来訪者をもてなす「観光交流市民力」育成事業、また、「地域魅力連携
力」発展事業として、NHK大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の放映を契機に、「戦国」をテーマとした戦国大津物語事業の実施により全国に
向けて情報の発信を図る。また、旧竹林院の改修を図り、地域の活性化を目指していく。これらの事業展開を通じて、平成28年度までに来
訪者の目標値である14,000千人に向けて施策の充実を図る。

いつまでに アクションプランの目的年、２８年度までに

個人・団体・企業・行政がそれぞれの立場から大津市の魅力をアピールする
こと

どのような状態にするか
新規の観光施設や観光イベントの取り込みを含み、来訪者の目標数値であ
る１，４００万人を達成する

(3)成果指標 

(4)市民意識 

(5)施策配下の事務事業評価結果 

(2)施策概要 

(1)基本情報 

(6)１次評価 
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（１）基本情報 

総合計画の政策体系で、３つの基本方針及び１２の基本政策中、どの体系に属する施策

であるかを示している。 

 

（２）施策の概要…３つの視点で分かりやすく簡潔に示す。 

現状と課題 施策を取り巻く現状と取組を進めて行く上での課題について 

施策目標 施策を取り組むことによって、どのような状態にしたいのか。 

施策内容 目標を実現するための具体的な手法について 

 

（３）成果指標 

総合計画第２期実行計画の各施策に掲げた数値目標に加え、一部の施策で、各評価主管

課により設定された数値目標を指標として掲げている。 

施策目標に直結した指標の設定が難しい施策もあることから、今後、施策の指標の

設定については、引き続き改善を図ることとする。 

 

（４）市民意識 

今年度に実施した施策の満足度と重要度を尋ねた市民意識調査の結果データを１次評

価の際に、資料の一つとして活用した。 

なお、地域性の高い施策に対しては、調査結果に地域差が生じていることを念頭におい

て評価を実施している。 

① 調査対象・方法 

項  目 内       容 

対象地域 大津市全域 

調査対象 大津市に居住する 18 歳以上の男女、3,000 件 

抽出方法 住民基本台帳を用いた無作為抽出 

調査方法 郵送配布、郵送回収（回収期限日に督促状を配布） 

調査期間 

調査票発送：５月 28 日（土） 

回収期限 ：６月 13 日（月） 

※実際は７月４日（月）到達分まで集計対象とした。 

② 配付・回収状況 

①配付数 ②回収数 
③回収率 
（②／①×100） 

④無効票数 
⑤有効回収数
（②－④） 

⑥有効回収率 
（⑤／①×100） 

3,000 件 1,330 件 44.3％ 4 件 1,326 件 44.2％ 

③ 集計方法 

 

施策ごとの満足度・重要度において、回答選択肢１（不満、重要でない）から選択肢５（満

足、重要）までにそれぞれ１点～５点を与え、加重平均を算出した。なお、「６．判断でき

ない」および「不明・無回答」のサンプルは集計対象から除外している。 
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【満足度】 

■施策別満足度得点 

（平成 21年度調査と比較して、得点が 0.1 ポイント以上上がっている施策に網掛け網掛け網掛け網掛け） 

順
位 

前回 
順位 

部門・施策 施策の概要 得点 
前回
得点 

1 1 【部門 2：施策 7】 消防 3.21  3.25 
2 3 【部門 3：施策 14】 医療 3.19  3.21 
3 6 【部門 8：施策 44】 安心・安全な上下水道・都市ガスの整備 3.19  3.14 

4 39 【部門 3：施策 12】 健康健康健康健康    3.17 3.17 3.17 3.17 2.952.952.952.95    

5 2 【部門 10：施策 48】 水辺空間の整備・保全 3.17  3.24 

6 5 【部門 6：施策 32】 文化財の保存・活用 3.15  3.16 
7 8 【部門 6：施策 31】 歴史研究 3.14  3.13 

8 12 【部門 12：施策 54】 環境学習 3.12  3.09 

9 10 【部門 10：施策 49】 緑化の推進 3.11  3.12 

10 20 【部門 9：施策 45】 琵琶湖の保全・再生 3.11  3.05 
11 18 【部門 7：施策 35】 生涯スポーツ 3.10  3.06 

12 22 【部門 11：施策 53】 ごみ処理施設の整備 3.09  3.05 

13 30 【部門 9：施策 46】 水環境の再生 3.09  3.02 

14 40 【部門 11：施策 52】 ごみ減量と再資源化ごみ減量と再資源化ごみ減量と再資源化ごみ減量と再資源化    3.09 3.09 3.09 3.09 2.942.942.942.94    
15 29 【部門 6：施策 30】 市民文化活動 3.07  3.02 

16 4 【部門 10：施策 50】 公園の整備 3.06  3.21 

17 26 【部門 3：施策 13】 食育 3.06  3.04 

18 33 【部門 4：施策 20】 平和 3.06  2.99 
19 19 【部門 5：施策 28】 大学との連携・協働 3.05  3.05 

20 21 【部門 4：施策 18】 地域活動 3.05  3.05 

21 37 【部門 3：施策 11】 障害者福祉 3.04  2.95 

22 17 【部門 7：施策 33】 生涯学習環境 3.04  3.07 
23 16 【部門 7：施策 34】 社会教育の充実 3.04  3.07 

24 34 【部門 1：施策 4】 教育 3.03  2.99 

25 35 【部門 2：施策 5】 防災対策 3.03  2.97 

26 45 【部門 1：施策 3】 児童福祉・保健 3.03  2.93 
27 25 【部門 4：施策 19】 人権 3.03  3.04 

28 9 【部門 1：施策 1】 子育て支援 3.02  3.13 

29 32 【部門 2：施策 9】 消費者支援 3.02  3.00 

30 15 【部門 7：施策 37】 青少年の健全な育成 3.02  3.08 
31 31 【部門 4：施策 21】 まちづくりへの男女共同参画 3.01  3.01 

32 24 【部門 4：施策 22】 国際交流・多文化共生 3.01  3.04 

33 27 【部門 12：施策 55】 環境情報の収集・発信 3.01  3.04 

34 38 【部門 6：施策 29】 古都にふさわしい景観の保全 3.00  2.95 
35 － 【部門 13：施策 56】 協働のまちづくり 3.00  － 

36 23 【部門 4：施策 17】 市民活動 3.00  3.04 

37 50 【部門 1：施策 2】 出産・育児出産・育児出産・育児出産・育児    2.99 2.99 2.99 2.99 2.882.882.882.88    

38 46 【部門 9：施策 47】 田園や森林の保全・再生 2.99  2.91 
39 28 【部門 11：施策 51】 地球環境保全 2.98  3.03 

40 36 【部門 8：施策 40】 広域交通 2.97  2.97 

41 7 【部門 3：施策 16】 葬儀事業 2.96  3.14 

42 41 【部門 2：施策 8】 交通安全 2.95  2.94 
43 51 【部門 3：施策 10】 高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉    2.94 2.94 2.94 2.94 2.842.842.842.84    

44 48 【部門 8：施策 38】 個性あるまちづくり 2.94  2.89 

45 14 【部門 2：施策 6】 防犯対策 2.93  3.09 

46 13 【部門 5：施策 24】 観光 2.93  3.09 
47 49 【部門 8：施策 43】 住環境整備 2.91  2.89 

48 43 【部門 4：施策 23】 団塊世代の人材活用 2.90  2.94 

49 42 【部門 8：施策 42】 市街地整備 2.90  2.94 

50 44 【部門 8：施策 41】 都市のバリアフリー化 2.88  2.93 
51 52 【部門 5：施策 27】 農林水産業の振興 2.84  2.78 

52 55 【部門 7：施策 36】 勤労者支援勤労者支援勤労者支援勤労者支援    2.84 2.84 2.84 2.84 2.672.672.672.67    

53 11 【部門 14：施策 57】 行財政運営 2.84  3.12 

54 54 【部門 3：施策 15】 生生生生活福祉・保険年金活福祉・保険年金活福祉・保険年金活福祉・保険年金    2.79 2.79 2.79 2.79 2.672.672.672.67    
55 56 【部門 8：施策 39】 地域交通地域交通地域交通地域交通    2.78 2.78 2.78 2.78 2.632.632.632.63    

56 53 【部門 5：施策 26】 商工業の振興 2.77  2.78 

57 47 【部門 5：施策 25】 中心市街地の活性化 2.74  2.90 

平均平均平均平均 3.013.013.013.01    
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■施策別重要度得点 

（平成 21年度調査と比較して得点が 0.1 ポイント以上上がっている施策に網掛け網掛け網掛け網掛け） 

順
位 

前回 
順位 

部門・施策 施策の概要 得点 
前回 
得点 

1 2 【部門 3：施策 14】 医療 4.34  4.34 
2 1 【部門 3：施策 10】 高齢者福祉 4.32  4.42 
3 10 【部門 2：施策 5】 防災対策防災対策防災対策防災対策    4.32 4.32 4.32 4.32 4.224.224.224.22    

4 6 【部門 9：施策 45】 琵琶湖の保全・再生 4.26  4.27 

5 7 【部門 1：施策 2】 出産・育児 4.19  4.23 

6 8 【部門 8：施策 44】 安心・安全な上下水道・都市ガスの整備 4.17  4.23 
7 21 【部門 11：施策 51】 地球環境保全地球環境保全地球環境保全地球環境保全    4.16 4.16 4.16 4.16 4.034.034.034.03    

8 3 【部門 3：施策 15】 生活福祉・保険年金 4.15  4.34 

9 4 【部門 1：施策 3】 児童福祉・保健 4.15  4.29 

10 23 【部門 9：施策 46】 水環境の再生水環境の再生水環境の再生水環境の再生    4.15 4.15 4.15 4.15 4.014.014.014.01    
11 12 【部門 1：施策 4】 教育 4.14  4.19 

12 15 【部門 1：施策 1】 子育て支援 4.13  4.16 

13 5 【部門 2：施策 6】 防犯対策 4.13  4.28 

14 11 【部門 11：施策 52】 ごみ減量と再資源化 4.12  4.21 
15 9 【部門 2：施策 7】 消防 4.11  4.23 

16 13 【部門 11：施策 53】 ごみ処理施設の整備 4.10  4.17 

17 16 【部門 3：施策 11】 障害者福祉 4.02  4.13 

18 22 【部門 3：施策 12】 健康 4.01  4.02 
19 24 【部門 14：施策 57】 行財政運営 3.97  3.98 

20 19 【部門 9：施策 47】 田園や森林の保全・再生 3.97  4.04 

21 14 【部門 8：施策 41】 都市のバリアフリー化 3.96  4.16 

22 20 【部門 2：施策 8】 交通安全 3.94  4.03 
23 17 【部門 7：施策 36】 勤労者支援 3.94  4.10 

24 18 【部門 8：施策 39】 地域交通 3.93  4.06 

25 45 【部門 5：施策 24】 観光観光観光観光    3.79 3.79 3.79 3.79 3.543.543.543.54    

26 25 【部門 5：施策 27】 農林水産業の振興 3.78  3.96 
27 26 【部門 6：施策 29】 古都にふさわしい景観の保全 3.76  3.95 

28 36 【部門 7：施策 37】 青少年の健全な育成 3.75  3.69 

29 27 【部門 10：施策 48】 水辺空間の整備・保全 3.75  3.93 

30 30 【部門 8：施策 40】 広域交通 3.74  3.83 
31 34 【部門 5：施策 26】 商工業の振興 3.73  3.73 

32 33 【部門 10：施策 50】 公園の整備 3.71  3.75 

33 28 【部門 10：施策 49】 緑化の推進 3.70  3.86 

34 49 【部門 4：施策 18】 地域活動地域活動地域活動地域活動    3.67 3.67 3.67 3.67 3.463.463.463.46    
35 38 【部門 6：施策 32】 文化財の保存・活用 3.67  3.67 

36 29 【部門 12：施策 54】 環境学習 3.66  3.85 

37 37 【部門 7：施策 34】 社会教育の充実 3.63  3.68 

38 35 【部門 4：施策 23】 団塊世代の人材活用 3.59  3.71 
39 46 【部門 2：施策 9】 消費者支援 3.57  3.54 

40 31 【部門 3：施策 13】 食育 3.57  3.82 

41 39 【部門 5：施策 25】 中心市街地の活性化 3.56  3.61 

42 43 【部門 7：施策 33】 生涯学習環境 3.54  3.55 
43 32 【部門 8：施策 38】 個性あるまちづくり 3.53  3.80 

44 40 【部門 5：施策 28】 大学との連携・協働 3.52  3.56 

45 50 【部門 7：施策 35】 生涯スポーツ 3.45  3.45 

46 － 【部門 13：施策 56】 協働のまちづくり 3.44  － 
47 51 【部門 6：施策 31】 歴史研究 3.42  3.45 

48 44 【部門 3：施策 16】 葬儀事業 3.42  3.55 

49 42 【部門 12：施策 55】 環境情報の収集・発信 3.41  3.55 

50 47 【部門 8：施策 42】 市街地整備 3.39  3.49 
51 53 【部門 4：施策 19】 人権 3.38  3.42 

52 52 【部門 8：施策 43】 住環境整備 3.37  3.45 

53 48 【部門 4：施策 17】 市民活動 3.35  3.48 

54 41 【部門 4：施策 20】 平和 3.32  3.56 
55 55 【部門 4：施策 22】 国際交流・多文化共生 3.26  3.36 

56 54 【部門 6：施策 30】 市民文化活動 3.25  3.39 

57 56 【部門 4：施策 21】 まちづくりへの男女共同参画 3.20  3.32 

 平均平均平均平均 3.3.3.3.78787878    
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（５）施策配下の事務事業評価結果 

・ 当該施策の配下に属する事務事業の総合評価結果の内訳を表示 

・ 評価対象事業数及びその事業費の表示 

・ 評価対象外の事業数及びその事業費の表示 

・ 平成２２年度の総事業費（決算額）の表示 

・ 平成２３年度の総事業費（予算額）の表示 

※ 上記項目の内、事業費に含まれる人件費は、正規·嘱託·臨時職員の各々の平均給与に職員

工数を乗じて算出した。 

 

（６）１次評価 

 現状分析 

各施策に設定した目標値に対する達成度、及び重要度、有効性について、ア～オの5

つの着眼点から点数化し、現状分析を行った。 

・ 達成度⇒達成度⇒達成度⇒達成度⇒    アアアア．．．．施策施策施策施策((((成果指標成果指標成果指標成果指標))))の目標値を適切に設定しているかの目標値を適切に設定しているかの目標値を適切に設定しているかの目標値を適切に設定しているか    

４点 適切である 

３点 やや適切である 

２点 あまり適切でない 

１点 適切でない 

 

イイイイ．施策の．施策の．施策の．施策の目標値を達成できたか目標値を達成できたか目標値を達成できたか目標値を達成できたか    

４点 達成できた 

３点 ほぼ達成できた 

２点 あまり達成できなかった 

１点 達成できなかった 

 

・ 重要度⇒重要度⇒重要度⇒重要度⇒    ウウウウ．．．．政策目標を実現する上での役割政策目標を実現する上での役割政策目標を実現する上での役割政策目標を実現する上での役割    

４点 重要である 

３点 やや重要である 

２点 あまり重要でない 

１点 重要でない 

 

エエエエ．．．．施策に対する市民意向施策に対する市民意向施策に対する市民意向施策に対する市民意向    

４点 高い 

３点 やや高い 

２点 あまり高くない 

１点 高くない 
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・ 有効性⇒有効性⇒有効性⇒有効性⇒    オオオオ．．．．施策の実施による成果の度合い施策の実施による成果の度合い施策の実施による成果の度合い施策の実施による成果の度合い    

 

 

 

 

 

・ 総合評価ランク判定基準総合評価ランク判定基準総合評価ランク判定基準総合評価ランク判定基準    

ランク 合計点 

Ａ 20～16点 

Ｂ 15～10点 

Ｃ 9点以下 

 

今後の方向性 

現状分析に基づいて、今後の施策の方向性として、「拡充」「現状維持」「見直し」(縮

小、統合)のいずれかを選択し、「なにを」「いつまでに」「どのような状態にするか」

をそれぞれ具体的に記入した。 

 

（７）主管部局コメント 

施策の成果や課題、また今後の取り組みや施策の方向性等について、主管部局のコメン

トを掲載した。 

 

４４４４    評価結果の活用評価結果の活用評価結果の活用評価結果の活用    

      施策の総合評価及び今後の方向性、主管部局のコメントを踏まえて、各部局においてそれ

ぞれ取り組む事務事業の内容や実施の方法について改善や見直しを図り、次年度以降も効率

的で効果的な施策の推進を目指す。 

   また、より公平で客観的な評価を実施するために、評価の基準等の見直しにも引き続き

取り組み、さらに充実した評価制度の確立を目指す。 

 

４点 有効である 

３点 やや有効である 

２点 あまり有効でない 

１点 有効でない 
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５５５５    平成平成平成平成２３２３２３２３年度施策評価結果について年度施策評価結果について年度施策評価結果について年度施策評価結果について（平成２２年度実施施策）（平成２２年度実施施策）（平成２２年度実施施策）（平成２２年度実施施策）    

（１）施策評価結果一覧表    

基本
方針
番号

基本方針名称
基本
政策
番号

基本政策名称
施策
番号

施策名称

1111 次世代をはぐくむまちづくり

2222 希望を持って子どもを産み育てられるまちづくり

3333 子どもを大切にするまちづくり

4444 子どもを伸ばすまちづくり

5555 災害に強いまちづくり

6666 犯罪の少ないまちづくり

7777 頼りになるまちづくり

8888 交通安全のまちづくり

9999 消費者を守るまちづくり

10101010 高齢者が健やかに暮らせるまちづくり

11111111 障害者を支えるまちづくり

12121212 いつまでも健康に暮らせるまちづくり

13131313 食育のまちづくり

14141414 医療の充実したまちづくり

15151515 生活の安心を支えるまちづくり

16161616 安らぎのまちづくり

17171717 市民活動の盛んなまちづくり

18181818 地域で支え合うまちづくり

19191919 人権を尊重するまちづくり

20202020 平和を願うまちづくり

21212121 男女共同参画のまちづくり

22222222 多様な文化が共生するまちづくり

23232323 団塊世代が活躍するまちづくり

24242424 来訪者が行き交うまちづくり

25252525 中心市街地に活力のあるまちづくり

26262626 商工業が盛んなまちづくり

27272727 農林水産業をはぐくむまちづくり

28282828 大学を生かしたまちづくり

29292929 古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり

30303030 市民文化の香り豊かなまちづくり

31313131 歴史や伝統に触れるまちづくり

32323232 文化財を大切にするまちづくり

33333333 生涯学習の活発なまちづくり

34343434 社会教育の充実したまちづくり

35353535 生涯スポーツの盛んなまちづくり

36363636 勤労者が充実感を持って働けるまちづくり

37373737 青少年が健全に育つまちづくり

38383838 個性的でコンパクトなまちづくり

39393939 地域交通網が整ったまちづくり

40404040 広域交通網が充実したまちづくり

41414141 みんなに優しいまちづくり

42424242 市街地が美しいまちづくり

43434343 住環境の整ったまちづくり

44444444 安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまちづくり

45454545 琵琶湖を大切にするまちづくり

46464646 水環境に優しいまちづくり

47474747 田園や森林を守り育てるまちづくり

48484848 豊かな水や緑に触れるまちづくり

49494949 緑の中で豊かに暮らすまちづくり

50505050 憩いの空間あふれるまちづくり

51515151 地球環境に優しいまちづくり

52525252 資源を有効に利用するまちづくり

53535353 ごみを適切に処理するまちづくり

54545454 環境教育の充実したまちづくり

55555555 環境情報が行き交うまちづくり

1 三者協働 56565656 協働のまちづくり

2 自立する都市経営 57575757 効率的で開かれた行政運営
4 まちづくりの姿勢

次代を支える
「ひとのつながり」を創る

1

次代を担う

「まちのにぎわい」を創る
2

次代へ引き継ぐ
「自然のうるおい」を創る

3

1
子どもの笑顔が輝くまちにし
ます

2
古都の風格と新しい感性がと
もに息づくまちにします

安心、安全に暮らすことので
きるまちにします

3
希望に満ちて、生き生きと暮
らすことのできるまちにしま
す

4
互いを認め、支え合うまちに
します

2

1
活力と魅力に満ちたまちにし
ます

4
自然に学び、自然を楽しむま
ちにします

1 自然を守るまちにします

2
水と緑の癒しのあるまちにし
ます

3
資源を大切にするまちにしま
す

3
個性を発揮し、自分らしく活
動できるまちにします

4
快適で利便性の高いまちにし
ます
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有効性

所属コード 施策所属名称
①目標値
の設定

②目標値
の達成

③政策目標
に対する役割

④市民
意向

⑤成果の
度合い

1405 福祉政策課 3 3 4 4 2 16 ＡＡＡＡ 拡充

1410 保育課 3 3 4 4 4 18 ＡＡＡＡ 拡充

1407 子ども家庭相談室 3 4 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 拡充

2402 学校教育課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1223 危機・防災対策課 3 2 4 4 4 17 ＡＡＡＡ 現状維持

1130 自治協働課 3 4 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 現状維持

2301 消防総務課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 拡充

1130 自治協働課 4 3 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 現状維持

1113 消費生活センター 3 2 4 4 3 16 ＡＡＡＡ 現状維持

1437 健康長寿課 4 2 4 3 3 16 ＡＡＡＡ 拡充

1408 障害福祉課 4 4 4 4 4 20 ＡＡＡＡ 現状維持

1440 保健総務課 3 3 4 4 3 17 ＡＡＡＡ 現状維持

1440 保健総務課 4 4 4 3 3 18 ＡＡＡＡ 現状維持

1560 病院総務課 3 2 4 4 3 16 ＡＡＡＡ 拡充

1403 保険年金課 3 3 4 4 3 17 ＡＡＡＡ 現状維持

1116 葬儀事務所 3 3 3 2 2 13 ＢＢＢＢ 見直し

1130 自治協働課 4 4 3 3 4 18 ＡＡＡＡ 拡充

1130 自治協働課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1011 人権啓発課 3 4 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 拡充

1202 総務課 3 2 3 2 3 13 ＢＢＢＢ 現状維持

1006 男女共同参画課 4 2 4 3 3 16 ＡＡＡＡ 拡充

1023 国際交流室 3 2 3 2 3 13 ＢＢＢＢ 見直し

1130 自治協働課 4 4 4 3 3 18 ＡＡＡＡ 現状維持

1604 観光振興課 4 3 3 3 3 16 ＡＡＡＡ 拡充

1314 都市再生課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1601 産業政策課 4 3 4 2 3 16 ＡＡＡＡ 現状維持

1605 農林水産課 3 2 4 3 3 15 ＢＢＢＢ 拡充

1001 企画調整課 3 2 3 2 3 13 ＢＢＢＢ 拡充

1313 都市景観課 4 4 4 4 3 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1119 文化・青少年課 3 2 3 2 3 13 ＢＢＢＢ 拡充

2451 歴史博物館 4 4 4 4 4 20 ＡＡＡＡ 拡充

2406 文化財保護課 4 4 4 4 4 20 ＡＡＡＡ 現状維持

2403 生涯学習課 4 3 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 拡充

2403 生涯学習課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 拡充

2405 市民スポーツ課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 拡充

1601 産業政策課 3 3 4 3 3 16 ＡＡＡＡ 拡充

1119 文化・青少年課 3 3 4 4 4 18 ＡＡＡＡ 拡充

1001 企画調整課 2 3 4 2 3 14 ＢＢＢＢ 現状維持

1801 交通・建設監理課 4 4 4 4 4 20 ＡＡＡＡ 拡充

1803 広域事業調整課 3 4 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 拡充

1801 交通・建設監理課 3 3 4 4 4 18 ＡＡＡＡ 拡充

1303 都市計画課 4 4 4 4 4 20 ＡＡＡＡ 現状維持

1810 住宅課 3 4 3 3 3 16 ＡＡＡＡ 現状維持

2801 企業総務課 4 3 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 拡充

1121 環境政策課 4 4 4 4 3 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1913 河川課 3 3 3 3 3 15 ＢＢＢＢ 現状維持

1606 田園づくり振興課 3 3 3 3 3 15 ＢＢＢＢ 現状維持

1809 公園緑地課 3 4 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1809 公園緑地課 3 4 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1809 公園緑地課 3 4 4 4 4 19 ＡＡＡＡ 現状維持

1121 環境政策課 3 4 3 4 3 17 ＡＡＡＡ 現状維持

1703 廃棄物減量推進課 4 2 4 4 4 18 ＡＡＡＡ 拡充

1707 施設整備課 4 4 4 4 4 20 ＡＡＡＡ 現状維持

1121 環境政策課 3 4 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 拡充

1121 環境政策課 3 4 4 4 3 18 ＡＡＡＡ 拡充

1130 自治協働課 3 3 4 3 4 17 ＡＡＡＡ 拡充

1001 企画調整課 3 3 4 2 3 15 ＢＢＢＢ 拡充

平均 3.42 3.19 3.81 3.51 3.39 17.32

施策評価結果

総合評価
合計点

ランク
今後の
方向性

達成度 重要度
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（２）施策評価結果集計（全体） 

 

    施策評価の結果のうち、総合評価と今後の方向性について集計を行った。 

総合評価　ランク（全施策集計）総合評価　ランク（全施策集計）総合評価　ランク（全施策集計）総合評価　ランク（全施策集計）

Ａ（16点～Ａ（16点～Ａ（16点～Ａ（16点～
20点）20点）20点）20点）
82%82%82%82%

Ｂ（10点～Ｂ（10点～Ｂ（10点～Ｂ（10点～
15点）15点）15点）15点）
18%18%18%18%

Ｃ（9点以Ｃ（9点以Ｃ（9点以Ｃ（9点以
下）下）下）下）
0%0%0%0%

Ａ（16点～20点）Ａ（16点～20点）Ａ（16点～20点）Ａ（16点～20点） Ｂ（10点～15点）Ｂ（10点～15点）Ｂ（10点～15点）Ｂ（10点～15点） Ｃ（9点以下）Ｃ（9点以下）Ｃ（9点以下）Ｃ（9点以下）

    

総合評価の結果のランクについては、昨年度と同様の傾向が現れている。 

【参考】平成２２年度評価結果（平成２１年度施策）  

Ａ（16 点～20 点） ４７施策 ８４％ 

Ｂ（10 点～15 点） ９施策 １６％ 

Ｃ（９点以下） ０施策 ０％ 

 

 

今後の方向性（全施策集計）今後の方向性（全施策集計）今後の方向性（全施策集計）今後の方向性（全施策集計）

拡充拡充拡充拡充
49%49%49%49%

現状維持現状維持現状維持現状維持
47%47%47%47%

見直し見直し見直し見直し
4%4%4%4%

拡充拡充拡充拡充 現状維持現状維持現状維持現状維持 見直し見直し見直し見直し

 

今後の方向性については、「現状維持」の施策が減少する一方、「拡充」の施策が増加した。 

【参考】平成２２年度評価結果（平成２１年度施策） 

拡充 ２０施策 ３６％ 

現状維持 ３５施策 ６２％ 

見直し １施策 ２％ 

Ａ（16 点～20 点） 47 施策 

Ｂ（10 点～15 点） 10 施策 

Ｃ（９点以下） 0 施策 

拡充 28 施策 

現状維持 27 施策 

見直し 2 施策 
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（３）施策評価結果集計（政策別） 

 

次代を支える「ひとのつながり」を創る 

 

総合評価　ランク
（次代を支える「ひとのつながり」を創る）

Ｂ（10点～15
点）
13% Ｃ（９点以下）

0%

Ａ（16点～20
点）
87%

Ａ（16点～20点）

Ｂ（10点～15点）

Ｃ（９点以下）

 
 

 

 

今後の方向性
（次代を支える「ひとのつながり」を創る）

拡充
39%

見直し
9%

現状維持
52%

拡充

現状維持

見直し

 
 

 

Ａ（16 点～20 点） 20 施策 

Ｂ（10 点～15 点） 3 施策 

Ｃ（９点以下） 0 施策 

拡充 9 施策 

現状維持 12 施策 

見直し 2 施策 
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次代を担う「まちのにぎわい」を創る 

 

総合評価　ランク
（次代を担う「まちのにぎわい」を創る）

Ｂ（10点～15
点）
19%

Ｃ（９点以下）
0%

Ａ（16点～20
点）
81%

Ａ（16点～20点）

Ｂ（10点～15点）

Ｃ（９点以下）

 

 

 

 

今後の方向性
（次代を担う「まちのにぎわい」を創る）

拡充
67%

現状維持
33%

見直し
0%

拡充

現状維持

見直し

 

 

 

 

Ａ（16 点～20 点） 17 施策 

Ｂ（10 点～15 点） 4 施策 

Ｃ（９点以下） 0 施策 

拡充 14 施策 

現状維持 7 施策 

見直し 0 施策 
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次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る 

 

総合評価　ランク
（次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る）

Ａ（16点～20点）
82%

Ｃ（９点以下）
0%

Ｂ（10点～15点）
18%

Ａ（16点～20点）

Ｂ（10点～15点）

Ｃ（９点以下）

 

 

 

今後の方向性
（次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る）

拡充
27%

見直し
0%

現状維持
73%

拡充

現状維持

見直し

 

 

Ａ（16 点～20 点） 9 施策 

Ｂ（10 点～15 点） 2 施策 

Ｃ（９点以下） 0 施策 

拡充 3 施策 

現状維持 8 施策 

見直し 0 施策 
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まちづくりの姿勢 

 

総合評価　ランク
（「まちづくりの姿勢」）

Ｃ（９点以下）
0%

Ｂ（10点～15
点）
50%

Ａ（16点～20点）
50%

Ａ（16点～20点）
Ｂ（10点～15点）
Ｃ（９点以下）

 

 

 

今後の方向性
（「まちづくりの姿勢」）

拡充
100%

現状維持
0%

見直し
0%

拡充

現状維持

見直し

 

Ａ（16 点～20 点） 1 施策 

Ｂ（10 点～15 点） 1 施策 

Ｃ（９点以下） 0 施策 

拡充 2 施策 

現状維持 0 施策 

見直し 0 施策 
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20 1 1
2
2

1
11 1

6 4 1
6

4 2
0000

1 1
2 1

000
3

0000
2 1

1
3

0000
9 2

1
13 1 1

5 2
9 1

11 1 1
8 2 1

5
3 1

5 4 1
3

0000
9 1 4 1
9 4

6 1
6 5 1

1
2 1

1 2
1
1 1

6 3
1 1

3
11 2 1 2

5
2 1

29 6 1
19 5

31 8 2
3

1
14

2
4 1

24 7 4 1
19 1 1

12 3
9 3 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

単位：事業数

次世代をはぐくむまちづくり
希望を持って子どもを産み育てられるまちづく

子どもを大切にするまちづくり
子どもを伸ばすまちづくり

災害に強いまちづくり
犯罪の少ないまちづくり

頼りになるまちづくり
交通安全のまちづくり

消費者を守るまちづくり
高齢者が健やかに暮らせるまちづくり

障害者を支えるまちづくり
いつまでも健康に暮らせるまちづくり

食育のまちづくり
医療の充実したまちづくり

生活の安心を支えるまちづくり
安らぎのまちづくり

市民活動の盛んなまちづくり
地域で支え合うまちづくり
人権を尊重するまちづくり

平和を願うまちづくり
男女共同参画のまちづくり

多様な文化が共生するまちづくり
団塊世代が活躍するまちづくり

観光客が行き交うまちづくり
中心市街地に活力のあるまちづくり

商工業が盛んなまちづくり
農林水産業をはぐくむまちづくり

大学を生かしたまちづくり
古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり

市民文化の香り豊かなまちづくり
歴史や伝統に触れるまちづくり
文化財を大切にするまちづくり
生涯学習の活発なまちづくり

社会教育の充実したまちづくり
生涯スポーツの盛んなまちづくり

勤労者が充実感を持って働けるまちづくり
青少年が健全に育つまちづくり
個性的でコンパクトなまちづくり
地域交通網が整ったまちづくり

広域交通網が充実したまちづくり
みんなに優しいまちづくり
市街地が美しいまちづくり
住環境の整ったまちづくり

安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまち
琵琶湖を大切にするまちづくり

水環境に優しいまちづくり
田園や森林を守り育てるまちづくり

豊かな水や緑に触れるまちづくり
緑の中で豊かに暮らすまちづくり

憩いの空間あふれるまちづくり
地球環境に優しいまちづくり

資源を有効に利用するまちづくり
ごみを適切に処理するまちづくり

環境学習が盛んなまちづくり
環境情報が行き交うまちづくり

協働のまちづくり
効率的で開かれた行政運営

施策別事務事業評価結果施策別事務事業評価結果施策別事務事業評価結果施策別事務事業評価結果

継続

改善

見直し

廃止



施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 1111

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 1.22 1.22 1.31 1.31 1.31

実績 1.33 1.31 0 -              -              

目標 93 100 87 94 100

実績 86 88 84 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.02 3.01 28 満足度 3.13 3 9

重要度 4.13 3.78 12 重要度 4.16 3.86 15

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

9 3 0 1 13 528,438 10

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

　「施策配下の事務事業評価｣のほか、今年度で２年目を迎える「次世代育成支援後期行動計画｣に掲げる約200件の全ての事業に関し、
進捗管理を行なっている。これらのなかには、子育ての総合支援に関する事業、ひとり親家庭への支援や最近相談件数が急増している虐
待防止に向けた取り組みなど、行政として非常に重要な役割を担い実施している事業が数多くある。
　平成22年度の成果については、事業達成度においては目標８７％に対して８４％と、ほぼ目標を達成したと言える。
　具体的施策においては、｢大津っ子みんなで育て“愛”全戸訪問事業｣が通年を通して本格稼動し、保育士が地域の民生委員児童委員と
共に訪問する形で、ほぼ100％に近い訪問率を達成し、平成22年４月には東部ブロックにつどいの広場｢きらきらひろば｣を開設した。また、
母子生活支援施設においては｢母と子の家しらゆり｣を指定管理とし、質の高い対応を図るなどの施策を着実に展開した。
　また、今後も、社会全体での子育て意識の醸成に向けて、企業等の協力も得ながら進める「赤ちゃんの駅推進事業」の実施など、計画の
着実な推進を図ることにより、より一層「次世代をはぐくむまちづくり」の推進を図っていきたい。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を 子育て環境に係る施設整備を出生率の上昇へ繋げるために

いつまでに 平成２４年度末までに

どのような状態にするか
子育て世代の意識変革と地域ぐるみで子どもの育ちを応援する施策を市民
と協働で取り組んでいく。

実施成果の度合 2点（あまり有効でない）2点（あまり有効でない）2点（あまり有効でない）2点（あまり有効でない）
まちづくり事業の継続性の観点から、市民との協働事業の中に有効性のあ
る施策を見出していく。

ＡＡＡＡ
子育て施設の整備は着実に進んでいるが、子育て世代の意識変革と地域
ぐるみで子どもの育ちを応援する取り組みに成果向上の余地が多分に残さ
れている。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
地域力の強化には、一般向けの施策の重要度が高いと考えている。また、
ひとり親家庭等支援の必要な世帯への施策については国の施策に基づき
着実な実施が求められている。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
出生率の向上には、待機児童の解消など子育て環境の整備が不可欠であ
るが、合わせて子どもの成長を喜ぶ気運の醸成が伴っていかなくてはならな
い。

9,608,859

達成度

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）
次世代育成支援行動計画に係る国への報告事業項目の達成度を引用する
ことにより、子育て環境の整備状況を指標としている。

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた） 計画量の規模からすると８４％の達成度は十分に達成されたと考えている。

事業達成度平均ポイント

　

総合評価 評価対象
事業数

評価対象外
事業数

3 　

％

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

子どもの笑顔が輝くまちにします

福祉子ども部

親が喜びとゆとりを持って子育てすることができ、また、地域社会が子育てを温かく見守り、支援できるようなまちを目指す。

人

福祉政策課

次世代をはぐくむまちづくり次世代をはぐくむまちづくり次世代をはぐくむまちづくり次世代をはぐくむまちづくり

少子化が進行する今日、核家族化の進行や共働き世帯の増加、地域における子育て機能の低下などにより、子どもや子育て家庭を取り巻く環境
は、厳しい状況にあり、子育てに対する不安や負担感が増大している。

平成22年度
総事業費（千円）

7,730,337 8,258,775

子どもを育てる地域力の強化として、次世代育成支援行動計画（後期）の取り組みとして、地域における子どもの交流の場の拡充のほか、子育て
家庭の支援として、大津っ子育ち応援（地域子育て支援拠点の拡充）、親と子のふれあい支援、発達支援・療育の支援、幼稚園における子育て支
援の推進を行なう。

指標名

1 合計特殊出生率

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2

- 24 ----



施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 2222

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 4,534 4,634 4,890 5,022 5,154

実績 4,593 4,758 4,953 -              -              

目標 4,600 5,200 5,200 4,600 4,600

実績 5,118 4,879 4,373 -              -              

目標 2,439 2,550 2,570 2,440 2,420

実績 2,468 2,520 2,437 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.99 3.01 37 満足度 2.88 3 50

重要度 4.19 3.78 5 重要度 4.23 3.86 7

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

12 3 0 0 15 8,204,871 2

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

子どもの笑顔が輝くまちにします

福祉子ども部 保育課

希望を持って子どもを産み育てられるまちづくり希望を持って子どもを産み育てられるまちづくり希望を持って子どもを産み育てられるまちづくり希望を持って子どもを産み育てられるまちづくり

出産や育児に伴う経済的な負担感や雇用への不安、結婚・出産に対する価値観の変化など、様々な要因が重なり合った結果として少子化が進ん
でおり、行政の適切な支援が求められている。

子どもを望む夫婦の負担を和らげ、希望を持って子どもを産み育てることができるまちづくりを推進します。

3 放課後児童健全育成事業登録児童数 人

不妊治療に対する支援　仕事と家庭の両立支援（児童クラブ拡充、ファミリーサポートセンターの充実）　多様な保育サービスの充実

指標名

人

2 ファミリーサポートセンター活動件数

1 保育所入所定員数

8,339,293 8,508,079

総合評価 評価対象
事業数

件

134,422

平成23年度予算
事業費（千円）

評価対象外
事業数

平成22年度
総事業費（千円）事業費（千円）

達成度

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）
次世代育成支援行動計画に掲げる目標数値を基準として、前年度実績等を
踏まえて慎重に設定している。

目標値達成率

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
就学前児童の保育園での多様な保育サービスの提供、小学校の児童への
児童クラブの設置、その終了後の隙間はファミリーサポートセンターで繋く
等、隈なく支援をしている。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
子育てに対して支援を求める保護者は増加しており、子育てに関する市の
意識調査でも保育所の利用希望が多いなど保育サービスの充実を望んで
いる。

いつまでに 平成２６年度末までに

3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）
達成できた指標と、そうでない指標があるが、大きな乖離はなく、特質した問
題は無いと考える。

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）
少子化対策、子育て支援の必要性が高い中、市民ニーズも多く、いずれの
事業も施策目標のために有効な事業である。

ＡＡＡＡ
主に仕事と家庭の両立を支援することについて子どもの年代に応じて基軸
となる支援サービスを中心に、隙間を埋める多様なサービスを実施してお
り、概ねの目標は達成しているが、今後、さらなる充実を図る必要がある。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を 事業の運営方法や箇所数を

どのような状態にするか
より効率的な運営方法を検討し、箇所数は大津市次世代支援育成後期行
動計画の数値目標を目指す。

　保護者の就労意向や社会参加に対応できるよう、多様な保育サービスや放課後児童クラブ等の拡充、さらにその隙間を埋めるため、
ファミリーサポートセンターの充実を図るべく、年次的に施策を進めてきたところである。
　保育所においては、未だ待機児童の解消にまで至っておらず、今後も引き続き、保育環境の充実を図るべく、園整備を推進していくととも
に、国で検討されている幼保一体化などを内容とする「子ども子育て新システム」に対応できる体制を構築していく必要がある。また、ファミ
リーサポートセンターについては、育児休業制度の改善や幼稚園での一時預かり事業の開始などの影響により、短時間の利用者数が減
少しているものの、保育園や、児童クラブの終了後から、保護者の帰宅までの時間をつなぐ役割として需要が多く、今後も引き続き仕事と
家庭の両立を支援するために充実させていく必要がある。放課後児童健全育成事業については、各年度の入所は、ほぼ予定どおりの入
所実績となっているが、夏休み等の入所が毎年増加するなど、長期休暇時の対応を図っていく必要がある。

- 25 ----



施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 3333

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 120 190 200 200 0

実績 178 465 502 -              -              

目標 180 200 280 280 0

実績 191 272 538 -              -              

目標 437,707 450,209 544,071 544,071 0

実績 463,024 476,622 651,211 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.03 3.01 26 満足度 2.93 3 45

重要度 4.15 3.78 9 重要度 4.29 3.86 4

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

19 1 1 0 21 983,177 17

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
児童虐待の増加を背景に市民の関心が高まっている

　未来を担う子どもたちを、こうした事態から守るとともに、家庭・地域・専門機関と連携し、すべての子どもが大切にされるまちづくりに取り組む。

　家庭児童相談体制の強化　要保護児童対策地域協議会の充実　児童虐待の早期発見・早期対応　いじめの未然防止と緊急対応　教育相談の
充実　不登校児童・生徒の再登校支援

221,140

子どもを大切にするまちづくり子どもを大切にするまちづくり子どもを大切にするまちづくり子どもを大切にするまちづくり

指標名

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

福祉子ども部 子ども家庭相談室

子どもの笑顔が輝くまちにします

　都市化や核家族化などにより、子育て家庭が孤立するケースが増える中、様々なストレスや、子育てに対する不安の増大などによって、子ども虐
待は特別な家庭だけに起こるものではなく、一般の家庭でも起こりうる社会全体の大きな課題となっている。

回

件

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）

実施成果の度合

ＡＡＡＡ

未来を担う子どもたちを家庭・地域・専門機関と連携し、虐待から守る

市民意向

3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

1,439,303

関係機関との連携により対応件数が増加

3

対象児童数の増減をベースに設定

乳幼児医療費助成総額 千円

1 要保護ケースに関する関係機関との会議

2 育児で悩む家庭への訪問件数

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

評価対象
事業数

評価対象外
事業数

平成22年度
総事業費（千円）

総合評価

1,204,317

達成度

政策目標への役割

重要度

方向性

関係機関との連携及びケースへの早期対応により成果が見込める

何を
家庭相談の体制強化・相談員の増員

子育環境が複雑多様化するなか、子どもの虐待が全国的に大きな問題と
なっている。関係機関との連携とケースへの早期対応により、すべての子ど
もが大切にされる環境づくりが見込める

拡充拡充拡充拡充

どのような状態にするか

いつまでに
平成２４年４月までに

相談員の正規職員化と増員による

　近年増加の一途をたどる児童虐待、また親の子育て不安、家庭の不安定さからくる学校内での子どもの問題行動などに対し、要保護児
童対策地域協議会など、関係機関の連携を中心に、情報共有、方向性の決定、役割分担を行うなど組織的な対応を行うことにより、問題
の未然防止、早期発見及び対応が出来ている。
　しかし、今後も課題と対応が必要な件数は増えると考えられ、適切な対応が出来なければ、子どもの未来、生命に関わる事故につなが
るため、更なる取組みの強化が必要である。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 4444

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7

実績 2.44 2.32 2.55 -              -              

目標 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7

実績 2.35 2.35 2.43 -              -              

目標 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7

実績 2.06 2.22 2.44 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.03 3.01 24 満足度 2.99 3 34

重要度 4.14 3.78 11 重要度 4.19 3.86 12

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

24 7 4 1 36 3,073,663 51

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

教育委員会 学校教育課

ポイント

①保育園・幼稚園・小学校の連携強化、②就学前教育に対する支援、③豊かな心と生きる力をはぐくむ教育の推進、④元気な体をはぐくむ教育の
推進、⑤学校施設などの整備、⑥就園・就学に対する支援、⑦学校給食施設の整備

1
子どもの学校満足度
（幼稚園）

ポイント

3

実行計画体系

家庭や地域、社会経済情勢が変わるにつれ、子どもたちの学びを取り巻く環境も変化しており、学校教育に求められる役割はますます多様化・高
度化している。

評価対象
事業数

評価対象外
事業数

総合評価

子どもの学校満足度
（中学校）

心身ともにたくましく、個性・社会性・創造性、そして自主的な学習意欲にあふれた児童・生徒をはぐくむため、子どもを伸ばすまちづくりに取り組み
ます。

次代を支える「ひとのつながり」を創る

子どもの笑顔が輝くまちにします

子どもの学校満足度は、学校評価における子どものアンケートをもとに各学
校園が自己評価したものである。

平成２０年度から始まった学校評価に基づく「子どもの学校満足度」だが、平
成２２年度は幼稚園は目標達成ができたが、小・中学校はわずかに目標達
成に至らなかった。

達成度

目標値設定 4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

平成22年度
総事業費（千円）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

4,914,773 4,079,5091,841,110

ポイント2
子どもの学校満足度
（小学校）

指標名

子どもを伸ばすまちづくり子どもを伸ばすまちづくり子どもを伸ばすまちづくり子どもを伸ばすまちづくり

いつまでに 総計第２期実行計画の期間中（Ｈ２４年度末まで）に

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である） 成果の向上が見られた。

施策配下のすべての事務事業について

ＡＡＡＡ
教育を取り巻く環境の変化に対応し、常に各事務事業の妥当性や有効性を
点検していくため、学校評価における地域や保護者等による外部評価につ
いても積極的に判断基準として取り入れていく。

どのような状態にするか
施策目標の達成に向け、事業内容の見直しや予算の再配分を行うなどして
更なる効率化を図る。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
政策目標を達成する上で教育が担う責任は重く、学校教育が果たす役割は
大きい。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 市民は教育施策を重要と考え、関心も高い。

　一次評価の現状分析について、「達成度」は、平成２０年度から始まった学校評価に基づく「子ども満足度」の目標値が幼稚園は目標達
成できたが、小、中学校は僅かに目標達成にいたらなっかたものの、全体でほぼ達成できたと考えている。また、「重要度」については、市
民の関心は高く、政策目標を実現する上で学校教育の役割は大きいと考えられる。
　よって、今後の方向性としては、現状の事業を継続していく中で、効率性を勘案しながら、見直し改善等を図っていく。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 5555

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 200 140 125 110 110

実績 150 120 100 -              -              

目標 5 301 250 250 108

実績 5 301 19 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.03 3.01 25 満足度 2.97 3 35

重要度 4.32 3.78 3 重要度 4.22 3.86 10

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

4 1 0 0 5 188,884 20

＜6．一次評価＞

有効性

合計 17171717 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

総合的な都市防災対策に取り組み、災害時の被害をできる限り防止し、市民・事業者・行政の三者が一体となり迅速に災害対応をすることのでき
る災害に強いまちづくりを推進する。

公共施設の耐震化の推進　既存建築物の耐震対策の充実　市道橋の耐震補強の推進　市庁舎の整備推進　地域防災計画・水防計画の充実　自
主防災組織の育成　多様な主体による地域防災ネットワークの構築　土砂災害防止対策の推進　洪水対策の推進　防災行政無線の整備

指標名

総務部 危機・防災対策課

災害に強いまちづくり災害に強いまちづくり災害に強いまちづくり災害に強いまちづくり

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

安心、安全に暮らすことのできるまちにします

市民の生命・身体・財産を災害から守ることは、都市に求められる基本的な機能であるが、大規模地震、集中豪雨が予想されるなど本市の災害環
境は厳しい状況にある。これらの災害に対応すべく都市基盤整備や市民の危機意識の向上も徐々には進んできているが、更に東日本大震災を受
け減災に向けて適切な対策を図る必要がある。

1 木造住宅耐震診断数 戸

2 点検を完了した市道橋りょう数 橋

3 　 　

総合評価 評価対象
事業数

評価対象外
事業数

平成22年度
総事業費（千円）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2,101,459 2,290,343 1,301,085

達成度

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である） 施策目標を達成する主要な要素であり、目標値としての設定は適切である。

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

災害が多発し、対応に不測の人的資源の投入を要したため、「市道橋の点
検」は、目標値を大幅に下回った。なお、当該年度の未実施分は、本実行計
画期間中の実施を図る。

この施策が十分に機能すれば、市民の身体・生命及び財産が災害から守ら
れる。よって、市民・事業者・行政が役割と責任を認識し、それを実践するこ
とが必要である。

ＡＡＡＡ
「安心・安全に暮らすことのできるまち」にするためには、大変重要な施策で
あり、市民・事業者・行政がそれぞれの事業に取り組み、地域防災力の向上
を図る必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を実現すための、根幹となる施策である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
市民の生命・身体及び財産に直接関わる施策であり、全学区自主防災会の
結成に見られるように徐々に市民意識は高まってきている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　市民の生命・財産に直接かかわる問題であるだけに市民の関心も高く、今般の３．１１東日本大震災を受けて市民の防災意識と行政へ
の期待はますます高まってきている。
　市としては、市民の安心・安全を確保する災害に強いまちづくりを推進していくために、更なる防災対策の充実に努めていくものである
が、特に東日本大震災で得られた新たな知見や、職員が被災の現場で実際に経験したことを踏まえて、より現実的で効果的な各種の対
策を講じていく考えである。
　また、福島原子力発電所の事故により、検証が進められている原子力災害の影響範囲等についても、国や県の動向を注視し時機を逸
することのないよう適切に対応していく。

いつまでに 継続的に

市民・事業者・行政が責任の自覚と役割の認識を高める

どのような状態にするか
大津市防災対策推進条例の基本理念である自助・共助・公助を念頭に置
き、市民・事業者・行政が一体となり、責任と役割を認識し、協働により地域
防災力の向上を図る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 6666

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 111.8 107.6 113.7 109 105

実績 108.5 118.1 113 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.93 3.01 45 満足度 3.09 3 14

重要度 4.13 3.78 13 重要度 4.28 3.86 5

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

2 0 0 0 2 251,560 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 自治協働課

犯罪の少ないまちづくり犯罪の少ないまちづくり犯罪の少ないまちづくり犯罪の少ないまちづくり

警察や関係機関と連携して犯罪や暴力行為の防止に取り組むとともに、市民一人ひとりが防犯に対して高い意識を持つことにより、犯罪の起こり
にくいまちを目指してゆく。

・自主的な防犯活動に対する支援　・「こども１１０ばんのおうち」の設置拡充　・防犯に関する情報提供の充実　・市街灯の新設　・市街灯・防犯灯
などの維持管理の推進

コミュニティ意識の希薄化などにより、犯罪を抑止する力が低下する傾向にあり、情報社会を背景として、犯罪は複雑化、巧妙化の度合いを強め、
市民生活の安心が脅かされている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

安心、安全に暮らすことのできるまちにします

1 人口１万人あたりの刑法犯罪認知件数 件

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

経済状況の悪化から一時犯罪は増加したが、２２年度は警察・地域・行政が
一体となった啓発の効果もあり、犯罪数は前年よりも減少し、防犯意識も高
まっている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

221,632

ピーク時（平成１４年）と比較して犯罪発生件数を半減するという滋賀県の目
標は、平成１９年度に達成しており、更に発生件数の減少を目標としてい
る。

0 251,560

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

この施策に関連する事業の推進により、防犯に係る市民意識は高まってい
るが、犯罪を防ぐ為には、市・警察・市民・事業者が連携して取り組むことが
重要である。

ＡＡＡＡ
犯罪抑止の為には、警察・市・自主防犯組織・市民・事業者が各々の立場で
防犯活動に取り組むとともに、それぞれが連携して進めることが重要であ
る。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を達成する為の根幹となる事業である

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 市民意識として防犯対策の重要度は平均値よりも高い

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　市民が安心して生活することができる安全な地域社会を実現するため、防犯に関する意識の啓発、自主的な防犯活動に対する支援、防
犯に配慮した環境の整備等、必要な施策を展開している。
　施策の方向性としては現状維持としているが、市民意識の重要度が平均値より高いことから、市民の関心も高く、今後もより一層犯罪抑
止に向けた各種事業を積極的に推進していく必要があると考えている。このため、自主防犯組織の活動支援、防犯に関する情報提供の
充実、さらには地域安全の拠り所である交番の設置や警察官の増員について、県警への要望等に引き続き努めていく。今後、地域、行
政、警察、事業者等がそれぞれの立場で事業推進を図っていく必要があることから、相互連携を強化するように努めていく。

いつまでに 平成２８年度

防犯に係る市民・事業者との連携を強め、市民の施策満足度を高める。

どのような状態にするか
地域における自主防犯組織を拡充し、警察・市・自主防犯組織・市民が連携
できる仕組みづくりを進め、市民の防犯意識の向上を進める為の啓発活動
を推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 7777

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 50 60 60 60 0

実績 50.6 51 39 -              -              

目標 26.39 26.29 26.29 26.29 0

実績 26.39 26.45 30.42 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.21 3.01 1 満足度 3.25 3 1

重要度 4.11 3.78 15 重要度 4.23 3.86 9

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

14 0 0 0 14 2,538,640 12

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

消防局 消防総務課

頼りになるまちづくり頼りになるまちづくり頼りになるまちづくり頼りになるまちづくり

　頼りになるまちづくりを目指し、「消防力の強化」、「救急救命体制の強化」、「危機管理体制の充実」を柱に各種重点事業を積極的に推進するとと
もに、市民、事業所、行政の三者協働の推進により地域一体となった消防防災体制の構築に努める。

　消防組織体制の強化　消防団の機能強化　消防救急無線デジタル化の推進　防火安全対策の推進　消防車両及び耐震性貯水槽の整備　救急
高度化の推進　救急救助体制の充実　国民保護の推進

　建築物の高層化や複合化、大地震さらには気候変動等に起因した予想を超える災害発生に加えて、地域における核家族化、少子高齢化など街
を取り巻く環境の変化により地域防災力が低下する中で、脆弱していく災害対応力が懸念される。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

安心、安全に暮らすことのできるまちにします

1 市民による応急手当実施率 ％

分．秒2 救急車の１１９番通報から病院収容までの所要時間

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

高齢者による応急手当の実施率は低く高齢化社会が背景にある。救急車
の出動から医療機関収容までの搬送時間は受入先病院の集中化等により
増加傾向にある。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2,945,633

応急手当の実施率は平成２０年度実績から１２０％増を目指し、救急事案に
対する搬送時間は同じく１０秒の短縮を目標として設定した。

307,376 2,846,016

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

消防組織体制を充実強化し頼りになるまちづくりを推し進めることは結果と
して安心、安全な生活を確保するための効果的な手段である。

ＡＡＡＡ
　施策実行のための各事務事業は年次計画に基づき着実に展開しており、
今後もより効果的、効率的な事業推進の視点に立って消防力の強化に努め
る。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
安全安心に暮らすことのできるまちづくりを形成するには消防防災体制の基
盤整備は必要不可欠である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
平穏な生活の基盤を醸成には、有事の際における高い対応能力が問われ
ることから、市民が安心して暮らすことを目的とする本施策への市民意向は
高い。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　基本施策に示す、「安心、安全に暮らすことのできるまちにする」ため、消防署機能と本部機能が有機的な連携を図って、質の高い施策
の実行に努めている。
　市民意識調査結果では、「頼りになるまちづくり」が施策別満足度において１位、施策別重要度では１５位となっており、「市民に密着する
消防行政」に一定の評価をいただいていると評価･分析している。
　今後の方向性は、市民意識調査結果や東日本大震災の教訓を活かした施策を第３期実行計画の策定に反映させるとともに、第２期実
行計画の主要事業の実現に向けて中核市に相応しい総合的な消防力の充実強化に努める。

いつまでに 平成２４年度までに

市民の安全安心を確保するための総合的な消防力の充実強化

どのような状態にするか
北署実施設計、小松・石山分団詰所整備、消防指揮隊の設置、住宅用火災
警報器の設置促進、消防救急無線デジタル化の推進、救急救命士の養成・
再教育など総合的な消防力の充実強化に取り組んでいく。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 8888

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 10 15 11 11 10

実績 17 12 13 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.95 3.01 42 満足度 2.94 3 41

重要度 3.94 3.78 22 重要度 4.03 3.86 20

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 1 0 0 1 28,672 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 自治協働課

交通安全のまちづくり交通安全のまちづくり交通安全のまちづくり交通安全のまちづくり

　交通事故による被害者・加害者を生むことのないよう、市民一人ひとりの意識啓発を図るとともに、交通安全環境を整備することにより、交通事故
の起こらない、安全なまちを目指してゆく。

・幼稚園・保育園・子育てサークルでの交通安全教室の開催　・高齢者交通安全教室の開催　・自転車事故防止キャンペーンの実施　カーブミラー
などの整備

道路交通網の整備や自動車交通量の増加に伴い、重大な交通事故が増加しており、飲酒運転による事故が多発するなど、改めて交通安全に対
する意識やモラルが問われている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

安心、安全に暮らすことのできるまちにします

1 市内の交通事故死亡者数 人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

交通安全に関する意識は高まっているが、２２年度は設定した数値目標を
達成することができなかった。理由としては、高齢者の死亡事故が増加した
為である。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

105,547

「大津市交通安全計画」の目標と連携した適切な目標値である。

77,348 106,020

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

この施策に関連する事業の推進により、交通安全に係る市民意識は高まっ
ているが、高齢者の事故が増えていることから、今後は高齢者対策に力を
入れることが重要である。

ＡＡＡＡ
交通事故の防止の為には、市行政の事業を実施するだけで限界があり、警
察・交通安全協会・市民・事業者が各々の立場で啓発を進めると伴に、お互
いが連携して交通安全のまちづくりに取り組む必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を達成する為の根幹となる事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 市民意識として交通安全の重要度は平均値よりも高い。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　市民一人一人の交通安全意識の啓発を図るとともに、交通安全環境を整備することにより、交通事故の起こらない、安全なまちの実現
を目指していくものである。施策の方向性としては、現状維持となっているが、高齢者の事故割合が増加傾向となっていることから、啓発を
強化する必要があると考えている。市民意識における重要度は平均値より高いが、満足度は平均値よりも低いことから、市民へのさらなる
意識啓発や交通安全に係る各種教室の開催、交通事故防止キャンペーンの展開に引き続き努めるとともに、警察や交通安全協会等の関
係機関等と、さらなる連携を図り、交通安全のまちづくりに取り組んでいく。

いつまでに 平成２８年度までに

警察・安全協会・市民等と連携を強め、市民の交通安全に対する意識を高
める。

どのような状態にするか
警察・市・安全協会・市民・事業者が連携できる仕組みづくりを進め、市民の
あらゆる層、特に高齢者等をはじめ交通弱者に対して、交通安全に関する
啓発活動や交通安全教育を推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 9999

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 9 9 9.5 10

実績 8.9 9.2 8 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.02 3.01 29 満足度 3 3 32

重要度 3.57 3.78 39 重要度 3.54 3.86 46

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

3 0 0 0 3 21,049 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 消費生活センター

消費者を守るまちづくり消費者を守るまちづくり消費者を守るまちづくり消費者を守るまちづくり

消費者トラブルを未然に防ぎ、安心で安全な消費生活の実現を図るとともに、悪質な商取引などの被害者には適切に対応することができる、消費
者を守るまちづくりを推進する。

消費者情報の提供、消費者教育啓発の実施、消費生活相談の充実

情報化の進展などにより、消費者を取り巻く環境は急速に変化し、商品やサービスの取引形態が複雑・多様化している。また、これらに伴う情報の
氾濫や悪質商法の巧妙化などにより、消費者トラブルは多様化している。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

安心、安全に暮らすことのできるまちにします

1 あっせん処理件数の割合 ％

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

消費者トラブルの複雑化により解決までに時間を要する傾向にあるが、相
対的に相談件数が減少したことに伴い、斡旋を要する相談事案割合も減少
したため目標達成できなかった

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

25,429

消費者安全法により市町の責務に規定されており、消費者安全の確保に関
する施策の推進として適切な目標値である。

4,692 25,741

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

社会情勢の変化に伴い、消費者の主体的、合理的な行動を促し必要な知識
の普及、啓発のためには継続的な取り組みの積み重ねが重要である。

ＡＡＡＡ
多種多様な消費者問題に対応すべく、継続的な教育啓発の推進・相談事業
の充実に努めていく必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を達成するための根幹となる事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
消費者トラブルは多種多様化しており、消費者安全法の主旨に基づく消費
者の自立と安心安全の確保のためには、継続的な教育啓発と相談事業は
必要である。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　社会経済の大きな変化により、消費者トラブルは複雑かつ巧妙化し続けている。消費者トラブルを解決するために、消費者自身が自主
的かつ合理的な行動ができるよう、適正な助言、情報提供に努め、必要に応じてあっせんを行っている。
　今年度は、目標値達成率が低い結果となったが、適正な助言をすることにより、消費者自らがトラブルの解決を図った結果であり、施策
の方向性は、「現状維持」であるが、消費者トラブルを未然に防ぎ、安心で安全な消費生活の実現を目指して、今後も、教育啓発活動、消
費生活相談事業の充実に努め、消費者を守るまちづくりを推進し、施策展開を図っていく。

いつまでに 平成２８年度

教育啓発活動、消費生活相談事業の充実

どのような状態にするか
消費者の自立を促し、消費者トラブルを未然に防ぎ、安心で安全な消費生
活の実現を図る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 10101010

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 10,573 11,104 11,514 12,067 12,641

実績 10,301 11,174 12,161 -              -              

目標 17.84 16.8 17 17.5 17.5

実績 16.5 16.74 17.68 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.94 3.01 43 満足度 2.84 3 51

重要度 4.32 3.78 2 重要度 4.42 3.86 1

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

31 8 2 0 41 1,631,941 42

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

健康保険部 健康長寿課

高齢者が健やかに暮らせるまちづくり高齢者が健やかに暮らせるまちづくり高齢者が健やかに暮らせるまちづくり高齢者が健やかに暮らせるまちづくり

そこで、高齢者が生涯にわたって健康で生き生きと活躍し、また、住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるよう、高齢者が健やかに暮らせ
るまちづくりを推進する。

●高齢者福祉施設の整備　●介護予防の普及・啓発　●介護予防運動の推進　●介護予防拠点の充実　●介護サービスの充実と提供体制の整
備　●介護施設の整備　●認知症理解の推進　●認知症ケア体制の整備　●高齢者虐待防止に向けたネットワークの構築

本格的な高齢社会の到来により、支援を必要とする高齢者に適切に対応するとともに、高齢者が自立して生活できる環境を整えることが重要と
なっている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

1 要支援・要介護認定者数 人

％2 介護認定率

3 　 　

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

できる限り介護を必要としない状態の継続や介護の重度化を防ぐことに重
点を置いた事業の実施に努め、あんしん長寿相談所を中心に関係機関との
連携など地域づくりに努めた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

19,436,912

各種事業の実施を通じて、高齢者が要介護・要支援状態となることを予防
し、または心身の状態を維持し自立した生活を住み慣れた地域で安心して
住み続けられるよう推進する。

17,550,356 19,182,297

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

高齢者福祉の充実に向けて介護施設の整備促進に努めるとともに、増え続
けるサービスの持続可能な提供をめざして、適宜見直しを行うなど適切な対
応に努めてきた。

ＡＡＡＡ

介護保険事業の適切な運営に努めるとともに、あんしん長寿相談所におけ
る介護予防等各種事業の実施や認知症理解の推進、高齢者のニーズに
沿ったきめ細やかなサービス提供など高齢社会に対応した施策に努めてい
る。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
高齢者が安心して生活していくため、家族だけでなく地域の果たす役割もま
すます大きくなり、あんしん長寿相談所が中心となり地域と行政が一体と
なった取組みが重要である。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
介護予防の必要性を理解し、いかに生きがいづくりや健康づくりなどの各種
事業に参加していただくことが大きな課題である。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　高齢者がいつまでも住みなれた地域で、安心して暮らすことができるよう、各種サービスの提供をはじめ介護施設の計画的な整備など、
介護保険制度の適切な運用に努めているところであり、一部で見直しや改善が必要とするものの概ね計画どおりに各種事業を進めること
ができたと評価している。
　高齢社会の進展とともに施策の重要度は増し、市民の期待も大きくなるなかで、目標とする介護を必要としない暮らしを続けていただけ
るよう、引き続いて介護予防事業の充実に努めるとともに、高齢者等市民の方々に対して健康づくりの必要性を理解していただけるよう一
層の啓発活動に取り組んでいく。

いつまでに
おおつゴールドプラン２００９の計画期間内
（平成２３年度）

介護保険の認定率

どのような状態にするか
高齢者の増加とともに要介護認定の増加は避けられないが、介護給付費を
抑えるために介護予防施策等を充実させるとともに、あんしん長寿相談所を
中心とした啓発活動の実施により、高齢者の方々の理解を高めていく。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 11111111

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 50 55 60 65 70

実績 54 58 66 -              -              

目標 22,000 25,000 28,000 31,000 34,000

実績 25,613 28,579 30,961 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.04 3.01 21 満足度 2.95 3 37

重要度 4.02 3.78 17 重要度 4.13 3.86 16

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

19 5 0 0 24 4,642,680 13

＜6．一次評価＞

有効性

合計 20202020 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

福祉子ども部 障害福祉課

障害者を支えるまちづくり障害者を支えるまちづくり障害者を支えるまちづくり障害者を支えるまちづくり

こうした中、ノーマライゼーションを基本として、障害のある人の社会参加と、地域で共に支え合う取組を通じて、障害のある人とその家族が住んで
良かったと感じられる、みんなで障害者を支えるまちづくりを推進する。

●就労機会の充実　●社会参加の促進　●福祉ボランティアの育成　●障害者福祉施設の整備　●重度障害者地域生活の支援

近年、障害の重度化や介護者の高齢化などにより、障害のある人が必要とする支援や社会参加へのニーズは多様化しており、社会全体で支える
仕組みづくりが求められている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

1
働き・暮らし応援センターを通じて、一般就労した障害
者数

人／年

人／年2 障害福祉サービス延べ利用者数

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

２つの目標値をいずれも達成できている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

6,127,162

障害者支援の中でも特に重要な障害者の一般就労支援の達成度と障害福
祉サービスの利用状況を目標値に設定している。

1,524,818 6,167,498

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

各事業を実施することで、障害者支援の一定の成果を上げている。

ＡＡＡＡ
障害がある人もない人も共に支えあうまちづくりに向けて、一定の成果を上
げている。今後も着実に各事業を推進していくとこが大切である。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
障害者の社会参加の促進と地域で共に支えあう取り組みを進めるうえで、
重要な施策である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 障害者の支援についての市民意識は高く、更なる充実を求めている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　障害のある人が生き生きと暮らしていくためには、障害の有無にかかわらず誰もが人格と個性を尊重し支え合う社会の実現を目指して
いくことが大切である。そのために障害のある人の就労・社会参加を促進するとともに、来年度以降、養護学校卒業生等の進路先である
障害福祉サービス事業所の確保が困難になることから、必要に応じて事業所の整備を推進し、障害福祉サービスの充実を図っていく。

いつまでに 平成２４年度末

各事務事業

どのような状態にするか
事業によっては一定の見直しを行うものの、現状のとおり各事業を推進す
る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 12121212

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 2.4 2.4 2 2 10

実績 1.8 1.9 1.8 -              -              

目標 17 19.2 23 26 30

実績 17.6 19.9 21.8 -              -              

目標 6.2 7.6 13 16 18

実績 7.1 10.6 15.3 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.17 3.01 4 満足度 2.95 3 39

重要度 4.01 3.78 18 重要度 4.02 3.86 22

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

29 6 1 0 36 1,565,943 10

＜6．一次評価＞

有効性

合計 17171717 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

健康保険部保健所 保健総務課

いつまでも健康に暮らせるまちづくりいつまでも健康に暮らせるまちづくりいつまでも健康に暮らせるまちづくりいつまでも健康に暮らせるまちづくり

ストレスや生活習慣病、メタボリックシンドロームなど、日常生活やライフスタイルなどに起因する疾患の予防や早期治療を図るとともに、より一層
の健康増進の取組を進め、生涯を健康に暮らせるまちを目指してゆく。

地域保健対策の拠点である保健所を中心として、活動の充実を図るとともに、市民一人ひとりの状況に応じた健康づくり活動を促進する。

生涯にわたって生き生きと暮らし、自己実現を図っていくため、心身の健康は欠かすことのできない条件の一つであり、市民の健康に対する意識
は高まっている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

1
各がん検診受診率
（胃がん）

％

％2
各がん検診受診率
（子宮がん）

3
各がん検診受診率
（乳がん）

％

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

受診に際しての市民の費用負担軽減や利便性を拡大した事業については、
受診率が向上している。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2,198,270

胃がん検診については、目標値達成は困難な状況となってるが、他の目標
値については現状を踏まえた妥当な値である。

109,535 1,675,478

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

個別には目標達成していない事務事業もあるが、保健所開設により、サー
ビス提供量が拡大し、かつ市民にとってより身近になり、政策目標実現の成
果は上がってきている。

ＡＡＡＡ
保健所を開設したことにより、市民の健康に係る事業が大幅に増えており、
政策目標を実現する上において本施策の役割はますます大きくなっており、
施策への市民の満足度も向上している。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
希望に満ちて、いきいきと暮らすためには、心身ともに健康な状態であるこ
とが必要であり、政策目標実現のための根幹となる事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
健康に関する施策を重要と考えている市民の割合は前回調査と同様である
が、施策への市民の満足度は向上している。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　保健所開設後の各種保健サービスが市民により身近なものとなるよう、保健医療基本計画の策定の下に、それぞれの施策を体系化し、
総合的な施策展開を図っているところである。
　平成22年度の事務事業については、個別には目標達成していない事業もあるが、健康に関する施策への市民の満足度が大幅に伸びて
いることからも、成果は着実に上がってきているものと受け止めている。
　今後とも、保健医療基本計画に掲げた「いつまでも生き生きと暮らすことのできるまち・大津　～健康は自分で・地域で・社会でつくる」の
基本理念の下に、市民の健康施策への関心及び満足度がさらに高まるよう、より充実した施策展開を図っていきたい。

いつまでに 平成２４年度

健康にかかる施策への市民の関心及び満足度

どのような状態にするか
引き続き、がん検診等の受診率向上に努めるとともに、保健サービスのさら
なる充実に努め、健康にかかる施策に対する市民の関心及び満足度がさら
に高まるようにする。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 13131313

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 350 365 400 410

実績 335 394 412 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.06 3.01 17 満足度 3.04 3 26

重要度 3.57 3.78 40 重要度 3.82 3.86 31

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

2 1 0 0 3 30,317 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

健康保険部保健所 保健総務課

食育のまちづくり食育のまちづくり食育のまちづくり食育のまちづくり

　市民一人ひとりが「食」について関心を持ち、理解を深める「食育」のまちづくりを目指してゆく。

食に関する意識の啓発を図るとともに、地域に根ざした食育を推進する。事業実施に当たっては、市民の年代別の課題に沿った取組を行う。

　「食」は子どもの心身の成長及び人格の形成に大きな影響を与えるのはもちろんのこと、生活習慣病の予防や「食」の安全性に関する意識の高
まりなどから、すべての世代において「食」のあり方を学ぶ重要性が高まっている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

1 食育関連事業数 事業

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

食育関連事業数は増加しており、食育推進のための取組は広がっている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

206,011

目標設定値は、現状を踏まえた妥当な目標設定である。

180,335 210,652

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

食育関連事業は増加しているが、市民意識調査の結果からは政策目標に
対する成果は十分に上がっているとは言えない。

ＡＡＡＡ
市民意識調査の結果を踏まえ、食育の普及・推進に取り組むことが必要で
ある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
「食」は生き生きと暮らしていくための健康づくりの基礎であり、食育推進は
政策目標を実現するための重要な柱の１つとなる事業である。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
食育関連事業数が増加しているにも関わらず、市民の意識が高まってきて
いるとは言えない状況である。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　食育関連事業は着実に増加してきており、食育推進のための取組が広がってきている中で、市民の意識は、施策への満足度は上がっ
てきている一方、重要度に対する意識は下がってきている。
　平成20年度にスタートした食育推進計画の最終年度に当たる本年度においては、これまでの取組に対する評価を行うため、独自に市民
意識調査を実施し、現在、分析作業を進めているところである。この結果を踏まえて、健康・環境・伝統の三つの側面から捉えた本計画の
更なる推進を図るため、「食生活の見直し」「食品の安全性の確保」「地産地消の推進」「自然環境との関わり」「伝統食の継承」を柱とする
施策体系を確立し、意識付けから実行につなげる食の教育を目指した次期計画の策定と実践に向けて取り組んでいきたい。

いつまでに 平成２３年度

大津市食育推進計画に掲げる目標

どのような状態にするか
大津市食育推進計画に掲げる目標が達成されるよう関係部署、関係団体
が連携し、食育関連事業を推進する。一方、第１期計画の評価を適切に行
い、食育に係る市民の意識の向上を目指して第２期計画の策定を行う。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 14141414

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 1 1 1 0

実績 3 1 1.8 -              -              

目標 0 50 50 50 0

実績 44 55 76 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.19 3.01 2 満足度 3.21 3 3

重要度 4.34 3.78 1 重要度 4.34 3.86 2

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

5 0 0 0 5 293,139 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民病院 病院総務課

医療の充実したまちづくり医療の充実したまちづくり医療の充実したまちづくり医療の充実したまちづくり

　多様化する市民ニーズに応えるため、医療関係機関との連携のもと、良質で高度な医療を、身近な地域で安心して受けることのできる、医療の
充実したまちづくりを推進する。

　医療用設備の整備、患者サービスの向上、民間医療の支援、難病患者の家族支援、地域医療の充実

　高齢化の進行や疾病構造の変化、医療技術の高度化などに伴い、市民の地域医療に対するニーズも高度で多様なものとなっている。また、大
津市民病院は市民の生命と健康を守る主要な機関の一つであることから、医療体制の充実及び地域医療との連携の強化により市民の医療ニー
ズに対応する必要がある。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

1 人間ドックの受診待ち ヶ月待ち

件2 レスパイト入院受け入れ件数

3 　 　

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　レスパイト入院受け入れ件数は大きな成果を上げているが、人間ドックの
受診待ちについては、健診センター整備・拡充事業が遅延したため、目標達
成に至らなかった。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

223,737

　市民病院改革プラン実行計画の目標と連携した目標値である。

0 293,139

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

　各施策の実施により、市民の健康と生命を守るための地域医療体制の確
立はもとより、収益の確保及び経費の削減に成果をあげている。

ＡＡＡＡ
　病院改革プランを着実に推進し、中長期的な展望のもと「次世代に引き継
ぐ持続可能な病院経営」を目指しつつ、地域の中核病院として、地域医療と
政策医療の両面から市民の生命と健康を守る責務を果たしていく。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
　希望に満ち、生き生きと暮らすための根幹である「市民の生命と健康を守
る」うえで、市民が安心して医療を受けることができる体制整備は極めて重
要である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　市民の健康への意識が高度化かつ専門化する中で、住み慣れた地域に
おける救急医療体制や高度医療の充実など医療ニーズが非常に高まって
きている。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　大津市民病院が市民満足度を維持・向上していくためには、市民の多様化・高度化する地域医療ニーズに的確に応える必要がある。
　すなわち、高齢化の進行や疾病構造の変化、医療技術の高度化などに伴う医療体制の充実、さらには地域医療機関との連携強化な
ど、市民の生命と健康を守り、安全かつ良質で高度な医療を継続して提供し、その役割と機能を十分に発揮することができるよう医療提供
体制の維持・充実を図ることが求められている。
　その使命を果たし続けるための基礎は、強い経営体質にある。２２年度決算は５年振りに２億３百万円の黒字決算となったところである
が、厳しい経営環境のもと、中長期的な展望に立った「次世代に引き継ぐ持続可能な病院経営」を推進していかなければならないと考え
る。
　今年度は、来年度から７年間を計画期間とする「病院基本構想」と前期３年間における取組項目を掲げる「中期経営計画」の策定に取り
組み、経営課題の抽出やそれに基づく経営戦略の設計等を行っていく。

いつまでに 平成２８年度

医療提供体制の充実及び地域医療機関との支援・連携を強化する

どのような状態にするか
高度化かつ多様化する市民医療ニーズに対応し、良質で安全な医療提供
体制の整備・充実を図る。また、市民病院においては「地域医療支援病院」
として、地域医療の連携強化・支援を図り医療の充実した大津を創り上げる
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 15151515

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 210 210 150 150

実績 85 151 205 -              -              

目標 6500 6500 6500 6600 6600

実績 7155 6485 6685 -              -              

目標 600 600 600 800 800

実績 585 781 779 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.79 3.01 54 満足度 2.67 3 54

重要度 4.15 3.78 8 重要度 4.34 3.86 3

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

11 2 1 2 16 3,286,576 51

＜6．一次評価＞

有効性

合計 17171717 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

健康保険部 保険年金課

生活の安心を支えるまちづくり生活の安心を支えるまちづくり生活の安心を支えるまちづくり生活の安心を支えるまちづくり

　生活困窮に陥った人が自らの努力によって安定した生活を築くことができるよう、不安定な生活からの自立を支援するとともに、将来の保障と市
民生活の安定に向け、市民の生活の安心を支えるまちづくりを推進する。

　社会保障制度の適正な運営と自立支援制度及び成年後見制度等の整備並びに母子家庭等に対する公的な支援の充実を図る。

　経済構造の変化や雇用の流動化、更には個人の生活環境の変化などにより、経済的・社会的に不安定な生活に陥る場合があり、生活に困窮す
る市民が自立するためのきめ細やかな支援が求められている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

1 自立支援プログラムの支援者数 人

人2
母子家庭等医療費助成対象者数

3 権利擁護・成年後見制度利用に係る相談委託件数 件

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

成果指標の目標値を概ね達成できたことから施策の目標は達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

42,009,803

被保護者の自立支援及び成年後見制度の利用促進を図ると共に、母子家
庭等の医療サービスの充実が図れた。

37,804,830 41,091,406

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

いつまでに 平成２８年までに

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
安心な暮らしを保障するためには、安定的な社会保障制度の運営と健全な
セーフティネット等を維持していくことが必要である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
市民の生活の先行きは不透明であり、安定的な社会保障制度の運営とセー
フティネット等の充実が強く望まれている。

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
安定的な社会保障制度の事業運営を行うことで、市民の安心を支えるまち
づくりを推進することができる。

ＡＡＡＡ
市民の生活の安心を支えるためには施策の目標を達成するだけでなく、社
会保障制度の適正な運営に取り組む必要がある。このために、市民のニー
ズを踏まえながら取り組みを進めていく。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を
社会保障制度の適正な運営と自立支援プログラム等を活用した自立の促
進

どのような状態にするか
社会保障制度の適正な運営と生活保護世帯の自立及び成年後見制度の利
用の促進等を図ると共に、母子家庭等に対する公的な支援の継続を行う。

　医療保険制度の安定した運用、年金制度の啓発等社会保障制度の適正且つ健全な事業運営を行ってきた。生活保護の自立支援プロ
グラムの支援者数、権利擁護・成年後見制度の相談委託件数、更には母子家庭等医療費助成対象者数の成果指標でもほぼ目標どおり
の成果をおさめた。
　市民の生活の安心を支える事業として、これらの事業はいずれも重要な事業であることから、今後も引き続き事業に取り組んでいくもの
である。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 16161616

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 0 40 50 0

実績 0 0 0 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.96 3.01 41 満足度 3.14 3 7

重要度 3.42 3.78 48 重要度 3.55 3.86 44

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 0 0 3 3 253,765 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 13131313 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

葬儀事業を効果的、効率的な運営を行う為、「葬儀事業のあり方検討委員会」において、葬儀事業の見直し検討を行い、最終報告が市に提言さ
れ、市営葬儀の段階的廃止を決定し、平成２２年度末で自宅葬を廃止、平成２３年度末で葬儀事業を廃止し、平成２４年度から指定管理者制度を
導入することが決定した。

市営葬儀の理念である、低廉、安心、信頼出来る葬儀を施行するため、規格葬儀制度を創設し、市と協定した民間葬儀業者が葬儀を行う。また、
平成２４年度から火葬施設に附属する葬儀ホールとして位置づけ指定管理者が一体的に管理していく。

平成２４年度から、指定管理者による施設の管理、大津聖苑・志賀聖苑に付属する葬祭場のを貸し出し、規格葬儀の受付等を適切に実施するな
ど、市民サービスの向上を目指して、施設の充実を図る。

指標名

％市営葬儀に対する利用者の満足度

2 　 　

1

葬儀事務所

安らぎのまちづくり安らぎのまちづくり安らぎのまちづくり安らぎのまちづくり

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

希望に満ちて、生き生きと暮らすことのできるまちにします

市民部

3 　 　

総合評価 評価対象
事業数

評価対象外
事業数

平成22年度
総事業費（千円）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

41,211 294,976 278,406

達成度

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）
葬儀事業の見直し検討しを行い、市営葬儀の廃止、火葬施設に付属する葬
祭場として、平成２４年度から指定管理者制度を導入する。

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）
葬儀事業・火葬事業の見直し検討を行い、葬儀に対する市民のニーズを反
映する

葬儀事業は、安心して住み続けられるまちづくりには、必要であるが、事業
の見直しは必要である。

ＢＢＢＢ
葬儀事業を取り巻く社会状況の変化により、効果的、効率的な運営管理を
検討した結果、平成２４年度から指定管理者制度を導入、市営葬儀の理念
を踏襲した規格葬儀を創設することを決定した。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
市営葬儀の充実は、政策目標を達成するため、必要不可欠な事業である。
しかし、葬儀事業の効果的、効率的な管理運営を図っている。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
市民意識調査の結果では全５７施策中４３番目であり、満足度は低い。ま
た、重要度も同様に低い。

方向性 見直し見直し見直し見直し

何を

実施成果の度合 2点（あまり有効でない）2点（あまり有効でない）2点（あまり有効でない）2点（あまり有効でない）

　平成２２年度に市営葬儀事業のあり方について見直しを行った結果、市の方針として、平成２３年度をもって市営葬儀事業を廃止し、大
津聖苑、志賀聖苑を葬祭場が附属する施設と位置づけ、指定管理者制度を平成２４年度から導入、また、善後策として、規格葬儀制度を
創設することとした。市の方針に従い、５月市議会において市営葬儀事業の廃止及び指定管理者制度導入に係る条例改正を行ったところ
である。今後は、指定管理者の選定、規格葬儀業者との協定の締結等、円滑な移行を図れるよう努めていく。
　なお、制度改正に伴う市民周知にあたっては、広報おおつやホームぺージ等を活用するとともに、各学区への説明等を行っていく。

いつまでに 平成２３年度末

市営葬儀事業を

どのような状態にするか

平成２２年度に策定した市の方針に従い、平成２３年度末で市営葬儀を廃止
する。また、平成２４年度から規格葬儀を導入するとともに、火葬事業につい
ては指定管理者制度を導入する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 17171717

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 100 130 150 150 150

実績 120 145 179 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3 3.01 36 満足度 3.04 3 23

重要度 3.35 3.78 53 重要度 3.48 3.86 48

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 1 0 0 2 32,352 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 自治協働課

市民活動の盛んなまちづくり市民活動の盛んなまちづくり市民活動の盛んなまちづくり市民活動の盛んなまちづくり

こうした活動の裾野を広げ、多種多様な取組を支援し、市民活動が盛んなまちを目指します。

市民活動への支援として「パワーアップ・市民活動応援事業」による活動助成　市民活動センターの機能の充実　情報の収集と発信　団体相互の
連携と交流の促進

ＮＰＯやボランティアなど市民の主体的な公益活動は、本市のまちづくりの様々な場面において存在感を増しており、将来にわたっても協働による
「新しい公共」の担い手としてその活躍が一層重要となっている。三者による協働のまちづくりの気運を高め、多様な担い手によるまちづくりをする
ための体制強化を図っていく。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

互いを認め、支え合うまちにします

1 市民活動センターに登録している市民活動団体数 団体

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

市民活動センターが行なう相談や助言、パワーアップ事業との連携により、
設定した数値目標が達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

32,847

多種多様な公益活動が活発に展開されるには、適正な支援による市民活
動団体の増加は適切な目標値である。

0 32,352

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

新たな団体の支援、継続団体による発展した取り組みへの支援として、補
助事業や市民活動センター運営事業を有効に進めている。

ＡＡＡＡ
市民活動の活性化には、新たな団体の掘り起こしと継続した支援や団体相
互の交流が不可欠であり、現行の事業を改善しながら、まちづくりの当事者
意識の醸成や、自立補完にむけた適正な支援を行なっていく必要がある。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
市民活動団体が組織力を高め活動を活性させるには、活動場所や情報の
提供及び補助事業の実施など、継続した適切な支援が重要である。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
市民公益活動が様々な分野で幅広く展開され、存在感を増しており、市民
活動センターの利用者数も年々増加するなど市民のまちづくり意識が高まり
つつある。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　ＮＰＯやボランティアなど市民の主体的な公益活動は、福祉、教育、環境、文化・芸術、まちづくりなど様々な場面において存在感を増し
ている。また、その活動には多様性・個別性・柔軟性などの特性があり、行政や事業者とは異なった視点から市民ニーズをとらえ活動する
ことにより、市民の満足が得られる多様なサービスを生み出している。
　市民意識の重要度、満足度は平均値よりも若干低いが、それらの活動は、将来にわたり本市が進める協働によるまちづくりの担い手と
して、今後一層活躍が期待されるところである。
　施策の方向性としては拡充することとしており、多種多様な市民活動が活発に、かつ継続的に発展していくため、情報の収集提供をはじ
め、現行の事業を改善しながら、適切な支援を継続して行なっていく。

いつまでに 平成２８年度

市民・事業者・行政の三者がまちづくりの当事者であるという意識を高める。

どのような状態にするか
市民や市民団体等が行なう公益活動がより盛んとなり、多様なニーズに対
応した「公共サービス」・「まちづくり」の担い手として、事業者、行政と対等に
連携・役割分担し、三者協働によるまちづくりを推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 18181818

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 75 70 70 70 70

実績 69.8 68.9 67.7 -              -              

目標 5,000 5,300 5,480 5,500 5,500

実績 5,326 5,420 5,538 -              -              

目標 163 168 173 180 180

実績 165 170 185 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.05 3.01 20 満足度 3.05 3 21

重要度 3.67 3.78 34 重要度 3.46 3.86 49

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

6 3 0 0 9 323,573 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 自治協働課

地域で支え合うまちづくり地域で支え合うまちづくり地域で支え合うまちづくり地域で支え合うまちづくり

　地域の基礎を形成するコミュニティ活動が活発に展開され、市民自治を担うよう組織の育成を図るとともに、地域の誰もが福祉の担い手として活
動し、支援を必要とする人を地域全体で支えるまちを目指す。

地域活動への参加の促進　活動拠点の整備　コミュニティ組織の支援　新しい地域福祉活動の創造

　本市の人口は今後も増加が見込まれているが、一部では既に減少に転じている地域もみられる。またコミュニティ意識が変化する中、地域にお
ける住民同士のつながりの希薄化が懸念されている。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

互いを認め、支え合うまちにします

1 自治会加入率 ％

人2 ボランティア活動参加者数

3 ふれあいサロンの数 箇所

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

単身世帯の増加等により自治会加入率が低下してはいるが、ボランティア
活動の参加者数、ふれあいサロンの数は増加しており、一定、目標は達成
できているものと考える。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

343,855

市民自治の振興を図り、支援を必要とする人を地域全体で支えるまちを目
指すため、自治会の加入率やボランティア活動の参加者数は適切な目標値
である。

0 323,573

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

市民自らが地域のつながりを築き、地域でのコミュニティ活動や福祉課題を
共有し、助け合い支え合うことで誰もが地域社会の中で生きがいのある暮ら
しができる。

ＡＡＡＡ
地域のおける住民同士のつながりの希薄化が懸念される中、自治会への加
入促進や住民の主体的な活動については一定の成果を得ており、地域コ
ミュニティ組織や地域福祉の担い手の育成につながっている。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
地域コミュニティへの支援、地域福祉活動の担い手を育成することは政策目
標を達成する上で重要な役割となっている。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
自治会活動やボランティア活動が活発になることで、人と人との交流により
住民相互の連帯意識が育まれている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　地域内での人と人とのつながりの希薄化が進んでいるといわれている現状を踏まえ、地域コミュニティ活動の活発化を図るため、自治会
活動の支援や、活動拠点の整備等に努めてきたところである。
　平成２３年４月にスタートした『大津市「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』の基本理念である市民・市民団体、事業者及び市の三者
の支え合いによるまちづくりを実践していく中で、今後とも住民相互の連帯意識も育み、地域のまちづくりに積極的に参画する環境づくりを
図っていく。

いつまでに 総合計画の計画期間のＨ２８年までに

地域コミュニティ組織や地域福祉の担い手を育成する。

どのような状態にするか
自治連合会、自治会等への活動を支援し、活動拠点の整備や支援期間の
運営を補助することにより支援を必要とする人を地域全体で支えるまちづく
りを推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 19191919

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 6,100 6,125 6,150 6,175 0

実績 6,174 6,240 5,950 -              -              

目標 98.8 99.1 99.4 99.7 0

実績 98.6 98.6 99.4 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.03 3.01 27 満足度 3.04 3 24

重要度 3.38 3.78 51 重要度 3.42 3.86 53

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 0 0 1 2 80,914 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

政策調整部 人権啓発課

人権を尊重するまちづくり人権を尊重するまちづくり人権を尊重するまちづくり人権を尊重するまちづくり

　こうした中、偏見や誤解によって生じるあらゆる人権問題について、啓発活動などを通じて意識を高めることにより、一人ひとりの人権を尊重する
まちづくりを進める。

人権意識の高揚のための各種啓発活動を行う。

　個々の人間が持つ様々な違いを互いに受入れ、共に認め合い、助け合う社会の実現は、人類共通の願いであるが、いまだすべての人権侵害が
解消されるには至っていない。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

互いを認め、支え合うまちにします

1 人権を考える大津市民のつどいの参加者数 人

％2 事業所の人権研修窓口担当者設置率

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　概ね達成できている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

80,858

　人権尊重という概念は、個人の内心にかかわるものでもあり、適切に達成
度を図ることは困難であるが、数値として表現可能なものの中から極力適切
な目標値を設定している。

0 80,914

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

いつまでに 　一日も早く

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
　まちづくりの基本理念の一つである「人間性の尊重」につながる重要な役
割を担っている。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　「人権尊重」という概念は、人類普遍の概念であり、市民の理解と共感のう
え、施策をすすめている。

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
　目標値と同様に、施策が直ちに成果に反映するものではないが、差別を
受け入れない地域社会づくりは、すすんでいる。

ＡＡＡＡ
　行政が主体的に実施すべき事業であることから、継続の必要があり、各施
策の充実に努め、市民の人権に関する関心と理解を深める必要がある。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を 　市民の人権尊重の意識を

どのような状態にするか 　高めることにより、差別や人権侵害が受け入れられない地域社会をつくる

　総合計画に掲げる本市のまちづくりの基本理念である「人間性の尊重」を実現するための重要な施策であることから、これまで市民の人
権意識の醸成に向け、平成２１年度に「大津市人権教育・啓発推進指針～人の和おおつ～」を策定し、施策の推進に努めてきた。
しかし、市民意識調査においては重要度が５１位と低い結果になっており、「人間性の尊重」に向け、市民の人権に対する理解を深めるこ
とが重要であると考える。
今後、様々な機会を捉えて、人権啓発・人権教育の推進を図る必要があることから「拡充」の方向で評価した。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 20202020

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 2,000 5,200 2,100 3,500 5,000

実績 2,442 7,200 1,474 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.06 3.01 18 満足度 2.99 3 33

重要度 3.32 3.78 54 重要度 3.56 3.86 41

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 0 0 0 1 1,233 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 13131313 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

　戦後６６年が経過する日本では、平和施策に対する重要性や認識も低く、本市の意識調査でも優先順位は最下位に近い状況である。
　しかし、この平和な社会が無条件に保障されているものでないことを考えると、市民一人ひとりに「恒久平和の実現」と「核兵器廃絶」を願
う強い意思の形成を働きかけていくことが不可欠であり、その意味で平和啓発を柱とする本施策の重要性は、市民意識調査とはまた別に
存在するものと考える。
　今後は、事業の効果をより高めるため、事業内容、実施場所などに工夫を凝らしながら、幅広い層の市民に参加の機会を提供し、戦争、
平和、核兵器について自ら感じ、考えてもらえるよう事業継続に努めていく。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

ＢＢＢＢ
平和都市宣言をしている市として、世界平和の実現のため、今後とも継続的
な平和啓発活動が重要であるとともに、幅広い年齢層に対する平和意識啓
発のための工夫が必要である。

平和都市宣言の趣旨をふまえ、人々の平和意識の高揚を図ることで、人々
が互いに尊重し、支え合う思いやりの心を育むことにつながる。

市民の平和に対する意識を

どのような状態にするか
平和事業を今後とも継続的に推進することはもとより、事業手法を工夫する
など内容の充実を図り、より幅広い年齢層の市民の平和意識を高められる
よう努める。

いつまでに 平成２８年度までに

達成度

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
平成２２年度は、平和展への来場者数が目標数を達成しなかったものの、
被爆ピアノによるコンサートを開催するなど、内容を工夫した結果、施策に
対する満足度が上がった。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
平和な世界の実現について、市民の意識は高いと考えるが、市民意識調査
の結果、「平和を願うまちづくり」に対する市民の重要度は、他の施策と比べ
低かった。

平成22年度
総事業費（千円）

1,7410 1,233

事業費（千円）

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）
これまで開催してきた平和展の来場者数の実績と比較し、設定した。※平成
２１年度は教育委員会との共催事業で開催期間が長期間であったため、比
較の対象から除いた。

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）
目標来場者数である２，１００人に対し、来場者数の実績が１，４７４人と目標
の約７０パーセントしか達成しなかったため。

2 　 　

3 　 　

総合評価 評価対象
事業数

評価対象外
事業数

総務部 総務課

本市では、昭和４４年に「世界連邦平和都市宣言に関する決議」が、また昭和６２年に「『ふるさと都市大津』恒久平和都市宣言に関する決議」がそ
れぞれ大津市議会において決議され、それらに基づくまちづくりに取り組んできた。しかし、世界では依然として戦争や地域紛争が絶えず、多数の
人々が犠牲になっている。

互いを認め、支え合うまちにします

人

改めて人類の恒久平和を願い、その実現に向けた取組を進める。

平和啓発活動の推進

指標名

平成23年度予算
事業費（千円）

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

平和を願うまちづくり平和を願うまちづくり平和を願うまちづくり平和を願うまちづくり

1 平和に関する事業の来場者数
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 21212121

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 30 30 30 32 35

実績 29.5 28.4 27.6 -              -              

目標 0 0 0 70 80

実績 0 0 0 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.01 3.01 31 満足度 3.01 3 31

重要度 3.2 3.78 57 重要度 3.32 3.86 56

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 2 0 0 3 48,994 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

政策調整部 男女共同参画課

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

互いを認め、支え合うまちにします

男女共同参画のまちづくり男女共同参画のまちづくり男女共同参画のまちづくり男女共同参画のまちづくり

男女共同参画に対する意識は浸透してきてはいるが、現実には、家庭、地域等での性別による役割分担意識が根強く残っている。性別に関係な
く、個性と能力が発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組が必要である。

社会のあらゆる分野に男性と女性が共に参画し、喜びも責任も分かち合うことができる、男女共同参画社会の実現に向けた取組を、関係団体と行
政が協働で進める。

2 プランⅡに掲げた２１の数値目標の平均達成率 ％

　 　

これまでの課題を解決し、本市男女共同参画社会の実現を目指すため第２次大津市男女共同参画推進計画を策定した。また、男女共同参画セン
ターにおいては、市民団体と共催で講座を開催するなど市民の自主的活動を支援する取り組みを実施し、女性の社会参画の促進に努めた。

指標名

1 審議会・委員会などの女性委員登用率 ％

目標値達成率

総合評価

3

3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）

評価対象
事業数

評価対象外
事業数

達成度

2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

２０年度以降登用率については、女性比率の高い審議会の廃止等により、
目標値未達成となるとともに、４年連続して前年度を下回る結果となってい
る。

0

平成22年度
総事業費（千円）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

目標値設定 4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である） 「大津市男女共同参画推進計画」の目標と連携した適切な指標である。

48,994 37,566

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
今後も男女共同参画社会の実現を目指し、大津男女共同参画推進団体連
絡協議会をはじめ関係団体と一体となった取組が必要である。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策立案や方針決定に際しての女性意見の参画は必要不可欠である。

市民意向
固定的役割分担意識は根強く残っているが、意識の解消度は上昇してお
り、女性の社会進出は高まりつつある。

ＡＡＡＡ
男女共同参画を進める女性リーダーを育成、更に、現審議会・行政委員会
の女性委員に呼びかけ女性リストの充実を図るなど、登用率の向上を目指
す。また、新たに策定したプランⅡに掲げる施策の早期達成を目指す。

どのような状態にするか
男女共同参画のまちづくりを実現するために、かがやきプランⅡに掲げる施
策を推進していくが、施策を着実に推進するための根拠として、（仮称）「男
女共同参画推進条例」を制定する。

いつまでに 平成２３年度に

プランに掲げた施策を着実に推進していくために何を

　ひとが輝く男女共同参画社会の実現をめざして、「大津市男女共同参画推進計画」に基づき、これまで施策の推進に努めてきたが、平成
２１年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」の結果からも性別による役割分担意識、慣行が残っているなど、課題が存在
することが伺われ、また、今回の市民意識調査においても重要度が５７位と大変低い評価である。
　このことから、何より市民意識の高揚が重要であると認識しているところであり、男女共同参画センターを拠点として、今後、一層、市民
団体、関係機関等との連携を図りつつ「大津市男女共同参画推進計画」の着実な推進をめざすものである。

方向性 拡充拡充拡充拡充
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 22222222

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 80 84 88 92 0

実績 80 77 86 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.01 3.01 32 満足度 3.04 3 25

重要度 3.26 3.78 55 重要度 3.36 3.86 55

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

2 1 0 0 3 36,789 2

＜6．一次評価＞

有効性

合計 13131313 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

政策調整部 国際交流室

多様な文化が共生するまちづくり多様な文化が共生するまちづくり多様な文化が共生するまちづくり多様な文化が共生するまちづくり

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

互いを認め、支え合うまちにします

1 翻訳・通訳サポーター数 人

　地域の国際化を推進するため、姉妹・友好都市などと交流するとともに、国籍や民族の異なる人々が互いの文化的差異を認め合い、地域社会の
一員として豊かに暮らすことのできる、多様な文化が共生するまちづくりを目指す。

・国際交流の推進
・多文化共生への支援

　様々な分野で地球規模の交流が活発化しており、市民生活や経済活動など、あらゆる場面における国際化が進展している。こうした状況に対応
するため、姉妹・友好都市などとの交流を推進するとともに、多様な文化が共生するまちづくりを推進する。

指標名

総合評価

　2 　

3 　 　

評価対象
事業数

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

44,344

市内在住外国人が多国籍化し、多様な言語への対応が必要となってきてい
る。

6,054 42,843

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

異文化間の相互理解を目的とした施策であり、「互いを認め、支えあうまち
にします」との基本政策には欠かせない視点である。

ＢＢＢＢ
　これまでの施策展開の成果として一定の市民満足を得ている一方で、社
会経済情勢の変化等から市民の視点からは施策としての重要度が下がっ
ているため、行政施策としてのあり方を検討する必要がある。

減少傾向にあったサポーター数が増加に転じたものの、目標数値には至ら
なかった。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
国際交流、多文化共生の推進により、異文化間の相互理解に寄与する施
策である。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
「大津市のまちづくりに関する市民意識調査」によると、満足度　全５７施策
中３２位、重要度　全５７施策中５５位となっている。

方向性 見直し見直し見直し見直し

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　本市では、姉妹友好都市を初めとする諸外国との国際交流の推進、及び国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく「多文化共生」の推進により、国際化施策を進めてきた。
　しかしながら、市民意識調査の結果は重要度が５６位と大変低い。
　これについては、本市の外国人が人口に占める割合は約１．２％（平成２３年７月末現在）であり、いわゆるニューカマーの占める割合は
さらにその半数以下であるため、市民の多文化共生に対する意識が低いものと考えるが、地域の活性化、国際化推進をめざし、今後、市
民の国際理解を深めるため、重点化施策等についての検討が必要であると考える。

いつまでに 平成２４年度末

行政施策としてのあり方

どのような状態にするか
国際交流、多文化共生施策における行政の役割、市民との協働のあり方の
精査
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 23232323

＜1．基本情報＞

基本方針 01

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 5 5 6 7

実績 5 5 7 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.9 3.01 48 満足度 2.94 3 43

重要度 3.59 3.78 38 重要度 3.71 3.86 35

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 0 0 0 1 3,256 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 自治協働課

団塊世代が活躍するまちづくり団塊世代が活躍するまちづくり団塊世代が活躍するまちづくり団塊世代が活躍するまちづくり

本市においても、将来的に生産年齢人口の減少が予測される中で、様々な場面における団塊世代の地域参加、地域貢献などが期待されることか
ら、まちづくりの担い手として、団塊世代が活躍するまちづくりを推進します。

「大津市団塊世代まちづくりパワー創造事業『自分再発見。まち再発見』」を実施し、地域参加や地域貢献に取り組もうとするきっかけとなる講座や
ワークショップなどを開催するなど、団塊世代のまちづくりへの参画を促進する。

団塊世代のリタイアは、豊富な経験や知識を持った多数の人材の活躍の場を職場から地域へ移す大きな転機でもある。

指標名

実行計画体系
次代を支える「ひとのつながり」を創る

互いを認め、支え合うまちにします

1
団塊世代を中心に、自主的、主体的に地域活動を行う
団体数

団体

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

平成２２年度、新たに２団体が設立した。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2,900

団塊世代の地域参加が進みにくい中、毎年１団体ずつの設立を目指してお
り、適切な目標値である。

0 3,256

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

団塊世代が地域活動を知ることや体験することにより、地域活動をはじめる
きっかけづくりとして有効である。

ＡＡＡＡ
豊かな知識や経験をもつ団塊世代が、地域の課題解決や地域貢献活動な
ど、まちづくりに参加され活躍されるためには、本施策の取り組みから、様々
なテーマへの取り組みへと広がり発展していく必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
豊かな知識や経験をもつ団塊世代が、地域活動の担い手として活躍される
ことは自身の生きがいの充実と、地域の活性化を図る上においても重要で
ある。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
生産年齢人口の減少が進む中、人材豊富な団塊世代の地域参加が期待さ
れており、まちづくりの担い手として活躍されることは重要なことと考えられ
ている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　高度経済成長期を支え、豊富な経験や知識をもった団塊世代の方々が、定年退職等により地域社会で環境・福祉・教育など様々な分野
で、まちづくりのため活動されることは、三者協働で進めるまちづくりの担い手として多いに期待をし、また活躍に向けた事業展開が重要で
あると考える。地域によし、行政によし、そしてご自身の生きがいや健康づくりによしと、まさに「三方よし」と考えているなか、大津市におい
ては、平成１９年度より団塊世代の地域デビューを応援する事業として各種事業を進めてきたところである。
　今後、団塊世代（昭和２１年～昭和２６年生まれ）が退職後となる平成２４年度まで、団塊世代を対象にした講座やワークショップを開催
するなど、団塊世代の方々のまちづくりへの参画を促進する事業を実施し、平成２５年度以降においてはその事業主体を大津市市民活動
センターに移行し、団塊世代をはじめ、あらゆる世代、様々な世代を対象とした人材育成事業に重きをおいて展開していく予定である。

いつまでに 平成２４年度

団塊世代が地域に入り込めるきっかけづくりの事業を推進する。

どのような状態にするか
広い範囲の団塊世代（昭和２１年～昭和２６年生まれ）が退職後、スムーズ
に地域活動に入り込めるよう、また、地域活動を行う団体・グループができ
るようなきっかけをつくり出す。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 24242424

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 11,200 11,400 11,600 11,800 12,000

実績 10,834 10,403 10,340 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.93 3.01 46 満足度 3.09 3 13

重要度 3.79 3.78 25 重要度 3.54 3.86 45

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

6 5 1 0 12 318,921 3

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

産業観光部 観光振興課

来訪者が行き交うまちづくり来訪者が行き交うまちづくり来訪者が行き交うまちづくり来訪者が行き交うまちづくり

　本市には、びわ湖を始めとする豊かな自然や、古都としての歴史・文化など、全国レベルの観光資源が集積していることから、こうした資源の魅
力や価値を改めて認識し活用することにより、多くの観光客が訪れ、にぎわうまちを目指してゆく。

歴史文化遺産を生かした観光の振興　心を癒す観光の振興　自然を生かした地域の整備　観光地のルート化の推進　広域観光の振興　観光情報
発信力のパワーアップ

　来訪者は、まちに刺激を与え活性化させるだけでなく、まちの情報を外部に広める存在でもあります。また、まちが観光都市として広く認知される
ことは、市民のまちに対する愛着や誇りをはぐくむことにもつながることから、今後、本市の魅力を十分に活かしていくことが求められている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

活力と魅力に満ちたまちにします

1 観光入込客数 千人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

計画後のリーマンショックから続く世界同時不況や猛暑の影響による来訪者
の大幅な減少を最小限にとどめてきた状態である。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

365,392

大津市観光交流基本計画アクションプランに掲げた来訪者数に基づき算定
した数値である。

273,961 592,882

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

客観的に成果は、来訪者数になると考える。ただし、最近、人気がある
ウォーキングや散策、バイコロジー等は、本来、来訪者数の把握が困難で、
統計的に反映できない。

ＡＡＡＡ
ここ数年、景気やインフルエンザの流行等による来訪者の減少を、多方面
からの観光振興施策を展開することにより、最小限にとどめてきたと考え
る。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
来訪者の入り込みは、景気等の外部要因で左右されており、市の財源を投
入することにより、大幅な減少を最小限にとどめている。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
市民にとって観光は、自己のステイタス、自分の街の誇りに通じる。市として
は、既に多くの来訪者があること、１２０万人以上の宿泊者を有する都市で
あることもＰＲしたい。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

  来訪者の目標値は観光交流基本計画に掲げた観光入込客数であり、平成22年度目標の11,600千人に対して、来訪者数の実績は
10,340千人であった。平成21年度比で63千人の減少であるが、この要因は景気の低迷や猛暑による影響が考えられる。全体としては、積
極的な観光施策の展開により、来訪者の低下を食い止めたと評価している。今後の方向性としては、本市は全国でも有数の観光資源が
集積していることから、アクションプランに基づき、市民が観光の語り部として来訪者をもてなす「観光交流市民力」育成事業、また、「地域
魅力連携力」発展事業として、NHK大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の放映を契機に、「戦国」をテーマとした戦国大津物語事業の実施に
より全国に向けて情報の発信を図る。また、旧竹林院の改修を図り、地域の活性化を目指していく。これらの事業展開を通じて、平成28年
度までに来訪者の目標値である14,000千人に向けて施策の充実を図る。

いつまでに アクションプランの目的年、２８年度までに

個人・団体・企業・行政がそれぞれの立場から大津市の魅力をアピールする
こと

どのような状態にするか
新規の観光施設や観光イベントの取り込みを含み、来訪者の目標数値であ
る１，４００万人を達成する
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 25252525

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 9,534 10,326 11,118 11,910 0

実績 8,828 8,720 9,572 -              -              

目標 139.04 144.28 149.52 154.76 0

実績 135.9 148.3 148.3 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.74 3.01 57 満足度 2.9 3 47

重要度 3.56 3.78 41 重要度 3.61 3.86 39

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

6 1 0 0 7 274,359 2

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 都市再生課

中心市街地に活力のあるまちづくり中心市街地に活力のあるまちづくり中心市街地に活力のあるまちづくり中心市街地に活力のあるまちづくり

　こうしたことから、本市においても中心市街地を明確に位置づけ、都市機能の充実や適正な都市基盤整備を進め、中心市街地の活力再生を目
指す。

中心市街地活性化基本計画の策定　中心市街地ストックの活用　にぎわい拠点の整備と充実　中心市街地商業の活性化　大津駅西第一土地区
画整理事業の推進　準工業地域における特別用途地区の指定

　人の集まる交通ターミナルや都市機能の集積地は、市民生活ににぎわいや活力を与えるだけでなく、そのまちの「顔」として都市のイメージを形
づくる役割も担ってる。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

活力と魅力に満ちたまちにします

1 中心市街地における休日の歩行者、自転車通行量 人

万人／年2 琵琶湖観光客入込数

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

計画着手後３年目となり、歩行者通行量、琵琶湖観光客入込数とも目標に
及ばないものの徐々に増加している。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

1,599,194

本目標値は、中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣の認定時に国と
協議して、適切なものとして定めたものである。

961,429 1,235,788

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

市民・事業者・行政の三者協働で取り組む必要がある事業が多い中、基本
計画に基づき、着実に各事業を実施している。事業成果は数値指標にも反
映されている。

ＡＡＡＡ
国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づき、市民・事業者・行
政の三者協働で着実に事業を実施している。事業成果は数値指標にも反映
されはじめ、地域住民の関心も高まってきている。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
活力と魅力に満ちたまちづくりのためには、大津の顔であると共に、本市の
中心としての役割を果たしている中心市街地が活力と魅力に満ちていてい
ることが必要不可欠である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
地域住民や事業者を中心に構成された活性化協議会において、アンケート
や市民意見聴取などを踏まえ基本計画を作成するとともに、その後の合意
形成・進捗管理も行っている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　施策配下の各事務事業については、いずれの事業も評価が高いことから、施策の一次評価も高くなっている。
　一方、市民意識調査の満足度では下位となっているが、本施策の実施により地域住民などのまちづくりへの関心が高まり、成果も一定、
上がっていることから、今後も国の認定を受けた中心市街地活性化基本計画に基づき、三者協働により事業を実施し、住む人、訪れる人
にとっても、魅力豊かなまちの再生を目指して積極的に事業を進めることが適当であると考える。

いつまでに 平成２４年度末までに

大津市中心市街地活性化基本計画に基づき、計画掲載各事業を

どのような状態にするか
引き続き、市民・事業者・行政の三者協働で実施していき、中心市街地に暮
らす市民が誇りを感じ、他所で暮らす人にとっては魅力にあふれ、訪れてみ
たい、暮らしてみたいと思う活力豊かなまちを創る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 26262626

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 1 1 1 1

実績 1 2 1 -              -              

目標 110 77 47 47 47

実績 101 64 41 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.77 3.01 56 満足度 2.78 3 53

重要度 3.73 3.78 31 重要度 3.73 3.86 34

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

9 4 0 0 13 375,822 3

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

産業観光部 産業政策課

商工業が盛んなまちづくり商工業が盛んなまちづくり商工業が盛んなまちづくり商工業が盛んなまちづくり

　情報通信技術の発達、産業構造の変化、経済のグローバル化による競争の激化など、地域の商工業を取り巻く環境は今後も厳しい状況が続く
ものと予想されるが、雇用の創出や税収増加等の経済波及効果をもたらし、都市の活力や自立を支えるため、元気な商工業者を増やし、商工業
の盛んなまちをつくる。

　地域経済を支え、まちの個性や都市の魅力を高める商工事業者のがんばりを支援し、地域産業の活性化を図る。起業家の育成や新たな企業の
誘致など、次代を担う新たな産業の育成・振興を図るとともに、流通機能の強化を目指す。

　商工業の振興は、雇用の創出や税収の増加などの経済波及効果をもたらし、都市の活力や自立性を支える役割を担う。近年の厳しい経済状況
の中、消費の冷え込み、企業の新規設備投資の縮小、雇用情勢の悪化など依然厳しい状況であり、このような外的要因を強く受ける事業であるか
らこそ、長期的視野での取り組みが重要。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

活力と魅力に満ちたまちにします

1 新規企業立地件数 件

件2 中小企業振興資金実行件数

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

新規企業立地は順調に進み、計画的に施策の目標値を達成できている。中
小企業振興資金実行件数は目標値を下回っている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

471,457

地域産業活性化における新規企業立地件数の増加や、既存中小企業者の
経営の安定と振興に対する資金実行数は、重要な指標である。

6,844 382,666

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

企業立地や競争力の高い新たな事業に取り組む商工業者の創出とともに、
既存中小企業者の経営の安定と振興が着実に進み、周辺事業者への波及
効果が期待できる。

ＡＡＡＡ
商工業者を取り巻く環境は激化しているが、着実に新たな企業立地が進
み、競争力のある事業に取り組む商工業者が出てきている。また、既存中
小企業者の経営の安定と振興を図るには、資金需用に応えていく。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
新たな企業立地や市内商工業が活性化をすることで、人の流入が増え、ま
ちの新たな活力と魅力を創造できる。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
商工業の振興が目に見える形で表われるのには一定の期間が必要であ
り、着実に事業を推進していく。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　商工業の振興は、雇用の創出と税収の増加などの経済波及効果をもたらし、活力と魅力に満ちたまちの原動力になるものと認識してい
る。
　近年の厳しい経済状況の中、消費の冷え込み、企業の新規設備投資の縮小、雇用情勢の悪化など依然として厳しい状況である中、この
ような外的影響を強く受ける事業であるからこそ、長期的視野での取り組みを進めていくことが重要であると考える。
　このことから、これまで取り組んできた地域経済の活性化に資する新たな企業立地、付加価値や競争力の高い事業に取り組む商工業者
や起業家の育成・支援、既存中小企業者の経営の安定化に係る資金融資等の事業を今後も継続して実施することで商工業の活性化を
目指していくものである。

いつまでに 平成２５年度までに

頑張る商工業者、起業家、新たに立地しようとする企業など

どのような状態にするか
付加価値や競争力の高い事業に取り組む商工業者や起業家の育成、経済
波及効果の高い新規企業立地及び既存中小企業者の経営の安定と振興を
促進することにより商工業の活性化を図る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 27272727

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 15 17 17 17 17

実績 14 14 13 -              -              

目標 131 131 131 131 131

実績 93 110 65 -              -              

目標 330 330 350 350 350

実績 330 341 332 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.84 3.01 51 満足度 2.78 3 52

重要度 3.78 3.78 26 重要度 3.96 3.86 25

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

9 1 4 1 15 403,732 11

＜6．一次評価＞

有効性

合計 15151515 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

産業観光部 農林水産課

農林水産業をはぐくむまちづくり農林水産業をはぐくむまちづくり農林水産業をはぐくむまちづくり農林水産業をはぐくむまちづくり

事業者の主体的な取組を基本とし、担い手の育成や生産基盤、流通体制の整備等を図るとともに、本市の特性を生かし、元気で魅力ある農林水
産業をはぐくんでゆく。

農業の活性化　林業の活性化　水産業の活性化　地産地消の振興　地域資源の活用　鳥獣害対策の推進

農林水産業は、多面的な機能を有しており、食料、林産物を生産するばかりでなく、水源をかん養し、土砂の流出を防止するなど、自然やまちを守
る重要な役割も担っているが、本市の農林水産業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、就業者数も減少の一途をたどっている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

活力と魅力に満ちたまちにします

1 農業を中核的に担う認定農業者数 人

ｈａ2 間伐実施面積

3 直売所販売額 百万円

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

農林水産物価格の低迷等により、担い手の確保、間伐施業の実施が進ま
ず、数値目標は、達成されていないが、事業の推進により減少幅を小さくし
ている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

442,575

水田農業ビジョン、里山エリア再生計画、県・ＪＡ等関係機関との協議などを
参考に設定した適切な目標値である。

108,763 512,495

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

高齢化、鳥獣被害の拡大など厳しい環境下にある農林水産業の振興には、
関係者の意欲を引き出すため、地産地消の推進、鳥獣害対策等の施策を
積極的に推進する必要がある。

ＢＢＢＢ
農林水産業の振興には、農林水産業の担い手確保に向けた取り組みや生
産意欲を決定的に失わせる鳥獣害への対策、大津産農林水産物を大津市
民が消費する仕組みを強化する施策を積極的に進める必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
農地・森林の多面的機能を発揮させるとともに、中核的な農業者の確保によ
り、元気で魅力ある農林水産業をはぐくむという政策目標を達成するための
根幹となる事業である。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
地産地消の推進や食の安心・安全、温室効果ガス削減についての関心が
着実に高まってきている。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　農林水産業の振興は本市の生産基盤整備を支える重要施策であるが、農林水産物価格の低迷による就業者数の減少と、意欲ある担
い手の確保等、多くの課題を抱えている。
　今後、事業推進を行うには、担い手確保と共に、生産意欲を失わせる猿や猪、また鹿といった鳥獣害への対策も併せて行いながら、地
産地消の推進や生産基盤及び流通体制の整備を図ることで元気で魅力ある農林水産業の振興に努めていきたいと考えている。

いつまでに 平成２４年度末までに

担い手の確保及び地産地消の推進のために

どのような状態にするか
現状を把握し、元気で魅力ある農林水産業をはぐくむ施策の推進に、関係
機関と連携して取り組んでいく。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 28282828

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 160 140 141 145 0

実績 133 198 208 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.05 3.01 19 満足度 3.05 3 19

重要度 3.52 3.78 44 重要度 3.56 3.86 40

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 0 0 0 0 0 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 13131313 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

政策調整部 企画調整課

大学を生かしたまちづくり大学を生かしたまちづくり大学を生かしたまちづくり大学を生かしたまちづくり

大学と市民、事業者、行政が多様な場面で連携・協働し、大学が有する研究機能やストック、あるいは学生の行動力や若い感性が地域で発揮され
るまちを目指してゆく。

大学との協力関係の拡充　協力協定締結校との連携事業の推進

市内に立地する大学は、研究者や学生が集う知的資源であり、また、それらのキャンパスは、空間的にも機能的にも、都市を構成する重要な要素
の一つである。こうした知的資源をまちづくりに生かすためにも、地域と大学との積極的な連携が求められている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

活力と魅力に満ちたまちにします

1 大学と行政との連携事業数 事業

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

各部局において大学との連携事業に対し積極的に取り組んでいるが、連携
事業数は年により差異がある。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

0

本市と大学との連携を具体的な事業数で図り、着実に増加を目指しているこ
とから適切な指標である。

0 0

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

今後、大学連携の拡充により、大学が有する研究機能やストック、あるいは
学生の行動力や若い感性が地域で発揮され、まちの活力が生み出されるこ
とが期待される。

ＢＢＢＢ
　これまで大学連携を推進してきたことに加え、協力協定を締結した７大学と
の今後の連携の拡充を目指している。連携事業数は年により差異がある
が、内容が多様化しており今後の拡充が見込まれる。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
知的資源である大学との連携をさらに推進することにより、まちの魅力と活
力を生み出すことができる。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
連携事業を行っているものの、市民にとって市内に大学があることのメリット
が実感できておらず、重要度が低くなっていると考えられる。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　市内に立地する知的資源である大学と連携・協働し、大学が有する研究機能やストックを活用して活力あるまちづくりの推進を図るた
め、これまで、市内にキャンパスを有する６大学と草津市にある立命館大学との協力協定を締結し、連携事業の拡充に努めてきたところで
ある。
　特に、大津市内には様々な学部を有する大学が立地されていることから、それぞれの大学の個性や特長を生かした連携・協働事業を
年々拡充している。加えて、県内の大学間の連携を目的に設立された「環びわ湖大学コンソーシアム」へも参画しており、今後、大津市・草
津市・彦根市・東近江市・長浜市の５市及び滋賀県との連携を十分に図りながら政策研究等を共同実施していくことによって、大学との連
携のさらなる拡充を進めていく。

いつまでに 平成２５年３月までに

大学との連携事業と環びわ湖大学・地域コンソーシアムとの連携の推進

どのような状態にするか
市民にとって大学が身近な存在となるように、市と大学の協力・連携事業の
更なる推進を図る。また、コンソーシアム及び参加５市とで情報交換を図りな
がら政策研究を実施し、大学の知の蓄積をまちづくりに生かす。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 29292929

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 1,500 1,550 1,600 1,650

実績 0 1,817 2,200 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3 3.01 34 満足度 2.95 3 38

重要度 3.76 3.78 27 重要度 3.95 3.86 26

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

3 0 0 0 3 87,888 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 都市景観課

古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり古都にふさわしい景観を大切にするまちづくり

優れ、恵まれた景観を市民共有の財産として守るとともに、歴史や自然と調和した都市の景観形成に努め、景観を大切にするまちづくりを推進す
る。

景観誘導の推進、歴史的風土の保存、自然と調和した町並みの保存、自然を眺望する景観の保全、眺望の対象となる景観の保全　の５つの事業
による良好な景観づくりに係る取り組みを推進する。

本市は、平成１５年１０月１０日「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」に基づいて、全国で１０番目の「古都」に指定されるなど、美
しく、風格ある景観に恵まれている。しかしながら、高度経済成長時代を背景に都市化の急速な進展を受け、高層建築物等による景観に与える影
響が心配される状況にある。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

古都の風格と新しい感性がともに息づくまちにします

1 屋外広告物の許可物件数 件

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

許認可業務を適切に実施するとともに、屋外広告物に係る周知啓発活動や
違反屋外広告物対策を積極的に実施したことなどから、設定した数値目標
が達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

87,313

中核市移行により滋賀県から権限委譲を受けた屋外広告物に係る許認可
の目標値であるが、滋賀県における許可物件数の実績等に基づいた適切
な目標値である。

0 87,888

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

良好な景観形成は、一朝一夕で達成できるものではなく、また、行政のみで
推進するものではない。今後、更に三者協働の視点により中・長期的に取り
組む必要がある。

ＡＡＡＡ
本市の良好な景観を市民共有の財産として、次代に継承するためには、古
都にふさわしい景観づくりを大切にするまちづくりを、市民・事業者との協働
により実施し、かつ、保全と創造による取組みを推進する必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
屋外広告物は、良好な景観を形成する重要な要素の１つであり、政策目標
を達成するに当たり重要な事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
違反広告物の除却に係る市民ボランティアによる活動に見られるように、市
民自らが景観を大切にするまちづくりに参画するなど、良好な景観形成への
意識が高まっている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　施策の目標達成率の１４１．９４％は、目標値を過去の滋賀県実績を上回る屋外広告物の許認可件数を掲げ、周知啓発活動や違反屋
外広告物対策を積極的に取り組んだ結果によるものである。
　当該施策においては、事業者に対して優良な屋外広告物を顕彰することで、広告物がまちなみ景観の重要な構成要素となっていること
の認識を深めてもらったり、違反屋外広告物を除去する市民ボランティアの大津まちなかスッキリ士隊の活動に見られるように、市民自ら
が景観を大切にするまちづくりに参画するなど、良好な景観形成への意識は確実に定着してきている。
　総合評価及び今後の方向性については、本市の良好な景観を市民共有の財産として次代に継承するためには、市民・事業者との協働
により実施し、かつ保全と創造による取組を、将来を見据えて推進する必要があると考える。

いつまでに 平成２４年度

市民協働の景観形成、歴史等に配慮した景観施策の推進、都市の発展と
調和する景観形成

どのような状態にするか
大津市景観計画等に基づく規制誘導を良好な景観の「保全」に係る基本と
する中で、更に市民協働による景観形成や都市的景観の形成等を、景観を
大切にするまづくりの「創造」として、推進できる状態にする。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 30303030

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 4,900 4,900 4,900 5,000 5,000

実績 3,611 3,822 3,787 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.07 3.01 15 満足度 3.02 3 29

重要度 3.25 3.78 56 重要度 3.39 3.86 54

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

5 4 1 0 10 203,826 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 13131313 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 文化・青少年課

市民文化の香り豊かなまちづくり市民文化の香り豊かなまちづくり市民文化の香り豊かなまちづくり市民文化の香り豊かなまちづくり

平成２２年度において策定した第２次大津市文化振興ビジョンに掲げる感動・創造・交流に輝きを増す、湖都文化のまちを目指し、第三者組織や庁
内推進本部との連携を図りながら、総合的な文化振興施策の展開を図る。

・文化・芸術を暮らしに身近なものにする　・自然的・歴史的環境守り継承する　・地域の生活に息づく文化を大切にする　・市民による文化活動を
盛んにする　・湖都文化をリードする人を育てる　・文化的資源が生かされたまちと暮らしをつくる　・文化情報を広く発信する　・文化の豊かな交わ
りをつくる

市民の日常生活に身近な文化としての市民文化を育むことは、市民の連帯やまちへの愛着を育むことになる。それには、文化活動に参加する機
会づくりや活動成果の発表の場の充実など、市民が文化に親しむ機会の充実を図るとともに、市民・事業者・行政が協働して文化振興施策を推進
していく必要がある。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

古都の風格と新しい感性がともに息づくまちにします

1 大津市主催文化事業の来場者数 人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

景気の低迷や出品者の高齢化もあり伸び悩んでいるが、第２次大津市文化
振興ビジョンに基づき、若年層の取り込み等に努める。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

201,925

過去の実績を見ると達成しがたい数字ではあるが、一人でも多くの人の目
に文化が触れることが必要である。

10,526 214,352

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

文化振興施策の性格上、すぐに成果が数字で表れにくいが、継続的な事業
展開が本市の文化振興に寄与する。

ＢＢＢＢ
第２次大津市文化振興ビジョンに基づく総合的な文化振興施策の展開を図
り、感動・創造・交流に輝きを増す、湖都文化のまちを将来像として、文化を
基軸としたまちづくりを目指す。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
市民文化活動の発表、鑑賞の機会や場の提供、自主的な活動の支援に一
定の役割を果たしている。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
第２次大津市文化振興ビジョンの施策の展開方向に基づき、若年層や子ど
もの文化に対する意識の向上をはじめ、新たな施策展開に努め、市民意識
の向上を図る。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　平成２３年３月に、「第２次大津市文化振興ビジョン」を策定し、大津市における文化行政の指針となるものを示したところである。
　市民意識調査においては満足度１５位、重要度５６位となっており、社会経済状況の反映もあるかと思われるが、文化は「生きる力」とも
なるものであり、総合的に施策展開を図ることが重要と考えている。今後、評価結果を踏まえた中で、ビジョンに基づく「文化振興計画」を
策定するが、策定にあたっては、本年度設置した「湖都文化推進会議」の各委員の意見や市民の意見を踏まえ、庁内推進本部を中心に
取りまとめていく。ビジョンにおいて「感動・創造・交流に輝きを増す、湖都文化のまち」を将来像として掲げており、各種施策と文化施策の
連携を図ったまちづくりを目指していく。

いつまでに 平成２８年度

第２次大津市文化振興ビジョンに基づく具体的な文化振興計画を策定しそ
の実現のために

どのような状態にするか
第三者組織や庁内推進本部の連携を図りながら、文化振興計画を具体化
し、感動・創造・交流に輝きを増す、湖都文化のまちを目指して、総合的な文
化振興施策の推進に努める。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 31313131

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 81,000 81,500 81,500 82,000 0

実績 77,025 91,494 113,221 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.14 3.01 7 満足度 3.13 3 8

重要度 3.42 3.78 47 重要度 3.45 3.86 51

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

3 1 0 0 4 253,701 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 20202020 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

教育委員会 歴史博物館

歴史や伝統に触れるまちづくり歴史や伝統に触れるまちづくり歴史や伝統に触れるまちづくり歴史や伝統に触れるまちづくり

こうした歴史や文化、伝統などは本市の特色である多様な個性の源泉であるため、これらを保存・継承するとともに、市民や来訪者が個性豊かな
歴史や伝統に触れることのできるまちづくりを推進する。

本市に関係する歴史と文化に関する調査研究、それをふまえた展覧会や講座等を開催する。また、資料保存のため、文化財の保管も積極的にす
すめていく。

「古都」である本市には、先人により培われた、豊かな歴史や文化が息づいている。また、多様な地域の特性を反映した、個性豊かな伝統や風習も
はぐくまれてきた。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

古都の風格と新しい感性がともに息づくまちにします

1 歴史博物館来館者総数（貸館共） 人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

平成２２年度は目標数値を大幅に上回っている。目標は達成できたが、企画
展の内容等により今後の増減は発生する。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

232,615

歴史博物館総入館者（展示・講座に貸館人数も加えた）は、事業評価の指
標の一つと考えられる。ただし、事業の内容による増減はやむを得ない。

27,376 281,077

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

今後も、来館者の増加のみを指標とするのではなく、歴史情報の、きめこま
やかな発信を積極的に進めていく。

ＡＡＡＡ
施策の実現に向けて順調に事業は進捗していると考えるが、今後も本市関
係各課及び、他の博物館や大学、市民などとの連携により、歴史情報の発
信と共有化を進めていく。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
歴史や伝統に触れるまちづくりという施策において、歴史博物館は規模的に
も市内唯一の文化財公開、保存施設であり、施策実現に向けた役割は重要
である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
企画展来館者やれきはく講座など、多くの市民が来館、活用され、郷土意識
の普及に寄与している。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　歴史博物館が発する歴史情報を市民とともに共有化することによって、市民の郷土愛が芽生えたり、愛着が深められるようにするため、
常設・企画展やれきはく講座等を通じて「大津の歴史と文化」に関する場を提供し充実を図っていく。
　また、これらに関する貴重な博物館資料を保存する収蔵庫等の博物館施設の改修を計画的に進め、施設のメンテナンス関係の入札等
を行うなど、それぞれの事業を見直していく。

いつまでに 平成２８年度

市民等との連携による歴史の掘り起こしと展示、公開及び保存。

どのような状態にするか

歴史博物館が核となって歴史情報を発信し、市民等との共有化を図ること
で、市民が郷土への愛着と誇りを持てるようにする。また資料保存に適正な
環境を維持していくために、博物館施設の改修を計画的に進める。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 32323232

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 602 605 626 629

実績 599 602 623 -              -              

目標 0 48 46 46 46

実績 50 50 41 -              -              

目標 0 12,787 15,347 17,957 21,457

実績 11,271 12,849 15,901 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.15 3.01 6 満足度 3.16 3 5

重要度 3.67 3.78 35 重要度 3.67 3.86 38

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

5 0 0 0 5 187,375 2

＜6．一次評価＞

有効性

合計 20202020 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

教育委員会 文化財保護課

文化財を大切にするまちづくり文化財を大切にするまちづくり文化財を大切にするまちづくり文化財を大切にするまちづくり

こうした史跡・文化財を保存・活用することを通じて、地域の歴史や文化を学び、自分たちの住んでいる地域に誇りと愛着を持てるまちづくりを推進
する。

・埋蔵文化財の発掘調査　・文化財の指定　・指定文化財などの保存修理　・伝統的建造物群保存地区の保存　・史跡の整備活用の推進　・文化
財に触れる機会の拡充　・無形文化財保持者の奨励

文化財は、まちの成り立ちや歴史的な位置づけを現代に伝える、先人が残した貴重な足跡である。大津市内には数多くの貴重な文化財が残され
ているが、十分な保存の手立が講じられていない。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

古都の風格と新しい感性がともに息づくまちにします

1 国・県・市指定文化財の指定及び登録件数 件

件2 文化財の修理・管理に対する補助件数

3
史跡整備用地の公有化面積（穴太廃寺・青江遺跡・山
ノ神遺跡）

㎡

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

計画通りに進んでいる。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

250,690

文化財の保存の基本的な施策である。

93,043 280,418

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

直接的には文化財の保存活用であるが、観光資源や環境の整備にもつな
がる。

ＡＡＡＡ
厳しい予算状況の中で、市民の協力や理解を得ながら、計画的に事業を進
めている。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策実施に欠かせない、基本的な目標である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
分野を問わず、文化財への市民の関心は高く、郷土を愛する意識の高揚に
役立つ

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　数多くの文化財が所在する大津市では、文化財を大切にするまちづくりへの市民の満足度は高いが、市民生活に直接影響を及ぼす部
分が少ないところから、重要度の順位は高くない。文化財の保存・活用は、短期で成果が現れるものではないところから、長期的な計画を
たて、市民の理解を得ながら進めていくことが重要である。

いつまでに 平成２８年度までに

史跡や建造物等の貴重な文化財を

どのような状態にするか
計画的に公有化や修理を進める中で、市民と協力しながら、文化財を地域
の誇りとするような街づくりを進める。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 33333333

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 115 120 125 130

実績 115 85 99 -              -              

目標 26 26 26 26 26

実績 31 22 20 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.04 3.01 22 満足度 3.07 3 17

重要度 3.54 3.78 42 重要度 3.55 3.86 43

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

8 2 1 0 11 258,225 3

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

教育委員会 生涯学習課

生涯学習の活発なまちづくり生涯学習の活発なまちづくり生涯学習の活発なまちづくり生涯学習の活発なまちづくり

　市民のニーズに対応していくため、ライフステージに応じて自分に合った内容や方法を選んで学ぶことのできる、生涯学習の活発なまちを目指
す。

　いつでも、どこでも、だれでもが生涯にわたって「学び」の意欲に応じて学べるよう、生涯学習環境の整備を推進する。

　比較的時間にゆとりのある高齢者の増加や自己実現意欲の高まり、あるいは氾濫する情報の中から自ら情報を選択する必要があることなどか
ら、市民の「学び」へのニーズはますます高まっている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

個性を発揮し、自分らしく活動できるまちにします

1 熱心まちづくり出前講座の利用件数 回

件2 学習情報の提供の１日あたり利用件数

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

出前講座は毎年見直しし、新たなメニューを加え、ＰＲを図った結果、前年度
より利用件数はやや伸びたものの目標数値には至らなかった。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

293,865

１は市民のもとへ市職員が出向き専門的知識を生かした講座を届ける件数
であり、２は生涯学習センターにおける指導者・サークル・講座情報などの
利用件数であり目標は適切。

49,019 307,244

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

メニューの更新等により成果はやや上がっており、さらに市民の学習要求に
応じた学習環境を整備する必要がある。

ＡＡＡＡ
大津に暮らす全ての人々が生涯にわたって、生きがいを持ち、充実した人
生を送ることができるよう、より一層の学習環境の整備を推進する必要があ
る。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
市民にとって、自己の充実や向上に直接関わるものであり重要な事業であ
る。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
市民意識による当該事業の重要度は４３施策／５７施策であるが、生涯学
習に関する市民アンケートでは、８０．６％が生涯学習を「ぜひしたい」「した
い」と考えている。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　平成２２年度に行なった生涯学習に関する市民アンケートの結果から、今後、生涯学習をしたいと思う人は８割を超えており、市民ニーズ
が非常に高い反面、実際に生涯学習をしている人は、約４割である。生涯学習ができなかった要因としては、「仕事や家事が忙しく時間が
取れない(５４．１％)」に次いで、「学習機会の情報(内容・場所)が入手できない(２８．２％)」となっている。また、生涯学習成果の活用につい
ては、約４割の人が「生かしている」と答えている反面、８割以上の人が今後、学習成果を「生かしたい」と思っており、学習成果の活用に対
するニーズも非常に高いことがアンケート調査から判明した。
　このことから、今後は学習情報の収集・発信と学習相談等のコーディネート機能を充実させるとともに、市民の学習機会や学習環境の充
実に努める必要がある。また、学習した成果を生かせる仕組みづくりや事業の展開を図るため、平成２３年度中に策定予定の「新・大津市
生涯学習推進基本計画」の中で重点施策として位置づけ、取り組んでいきたい。

いつまでに
平成２８年度

市民の「学び」の意欲へのニーズに応えられるようにする。

どのような状態にするか
市民がいつでもどこでも自由に選択して学ぶことができ、心豊かに生きがい
をもって暮らせる環境をつくり、あらゆる情報を収集し、発信できるシステム
を構築する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 34343434

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 4.4 4.5 4.6 4.65 4.65

実績 4.53 4.6 4.69 -              -              

目標 108,800 98,000 72,872 75,000 75,000

実績 84,654 72,872 75,098 -              -              

目標 6,500 6,500 6,500 6,200 6,200

実績 6,174 6,240 5,950 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.04 3.01 23 満足度 3.07 3 16

重要度 3.63 3.78 37 重要度 3.68 3.86 37

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

11 1 1 0 13 837,991 3

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

教育委員会 生涯学習課

社会教育の充実したまちづくり社会教育の充実したまちづくり社会教育の充実したまちづくり社会教育の充実したまちづくり

　社会教育活動の拠点となる公民館や図書館等の活動を中心に、充実した教育機会を継続して提供し、家庭や地域の教育力の向上、並びに市民
の人権意識の向上を図り、社会教育が充実したまちづくりを目指す。

　１．公民館活動の充実　　２．図書館の機能充実
　３．人権教育の推進　　　４．家庭教育の推進

　少子高齢化、情報化、地域や家庭の教育力の低下などの社会環境が変化する中、市民を取り巻く状況は著しく変化し続けている。こうした変化
の中で、様々な現代的課題などに対応し、活力と魅力あふれる地域づくりを進めるためには、様々な学習活動の機会を充実する必要がある。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

個性を発揮し、自分らしく活動できるまちにします

1 市立図書館の市民１人あたりの図書貸出冊数 冊

人2 公民館講座の参加者数

3 人権を考える大津市民のつどい参加者数 人

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

３については、各学区で事業内容を工夫しながら実施したが、参加人数が減
少した。他の指標については、実績が上がり、目標数値を達成した。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

848,741

公民館や図書館等の利用及び人権学習に関する目標値であり適切であ
る。

50,224 888,215

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

公民館講座の内容や図書館の機能の充実を図った結果、利用者は前年度
を上回り、目標数値を達成することができた。

ＡＡＡＡ
地域の教育力活性化の拠点として重要な役割を果たしている公民館や図書
館などの充実は今後も必要である。なお、個々の事業については、目的達
成に向けて内容の検討を図っていかなければならないものもある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
社会教育活動の拠点となる公民館や図書館等での活動機会の提供であ
り、重要な事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
市民意識による当該施策の重要度は３７施策／５７施策であるが、生涯学
習に関する市民アンケートでは、８０．６％が生涯学習を「ぜひしたい」「した
い」と考えている。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　社会教育においては、市民一人ひとりが心豊かに充実した生活を送っていくため、生涯にわたって自主的・自発的に学ぶことのできる学
習機会の充実を図るだけでなく、現代的課題である環境問題、人権問題、国際化・情報化・高齢化への対応、家庭と地域の教育力の向
上、地域共生の仕組みづくりなど様々な社会的課題の解決に向けた学びの場を提供することにより、学んだことを地域づくりに生かし、活
躍できる地域人材の育成を図ることが重要である。
　今後は、社会教育の拠点施設である公民館等の機能の充実を新・大津市生涯学習推進基本計画の施策の柱に位置づけ、社会の要請
に応じた学習機会を提供し、さらなる学習意欲がある方々に対し、自主学習グループの結成を促し、地域貢献につなげることにより、地域
特性を生かした生涯学習社会づくりをめざす。

いつまでに 平成２８年度

個々の事業について、目的達成に向けて内容等の検討を図っていく。

どのような状態にするか

社会教育活動の拠点となる公民館事業や図書館等の機能を充実させ、利
用促進を図る。また、社会教育関係団体等の地域活動により、おおつ家庭
教育５か条に基づく家庭教育の推進を図り、家庭の教育力の向上を目指
す。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 35353535

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 1,155,000 1,155,000 1,156,000 1,157,000 1,157,000

実績 1,152,895 1,109,718 1,130,000 -              -              

目標 0 35 39 42 55

実績 29 29 30 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.1 3.01 11 満足度 3.06 3 18

重要度 3.45 3.78 45 重要度 3.45 3.86 50

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

9 0 1 0 10 212,136 4

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

教育委員会 市民スポーツ課

生涯スポーツの盛んなまちづくり生涯スポーツの盛んなまちづくり生涯スポーツの盛んなまちづくり生涯スポーツの盛んなまちづくり

身近な地域で誰もが気軽にスポーツに取り組み、生涯にわたり市民が主体となってスポーツを楽しむことができる、生涯スポーツの盛んなまちを目
指す。

総合型地域スポーツクラブの育成　地域スポーツ活動の活性化　全国大会開催に対する支援

スポーツは、心身の発達や健康増進を促すとともに、豊かな人間性の育成や市民同士の交流促進など、市民が健康で明るい生活を営む上で大き
な役割を担っているが、近年、市民の趣味やライフスタイルの変化、少子高齢化の進行によりスポーツニーズの多様化に対応する施策が求められ
ている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

個性を発揮し、自分らしく活動できるまちにします

1 年間スポーツ活動者数 延べ　　人

％2 市民（成人）の週１回以上の運動スポーツ実施率

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

年間スポーツ活動者数については、２１年度を上回る結果であった。地域で
の生涯スポーツの普及は図られた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

226,799

大津市スポーツ振興計画で示した目標値である。

12,878 225,014

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

各施策の着実な推進により、一定の成果は得られるが、より一層の成果を
得るためには、他の取り組みも必要である。

ＡＡＡＡ
生涯スポーツの盛んなまちづくりを目指すため、地域スポーツ活動活性化等
既定事業に加え、大津市スポーツ振興計画に基づく「まちづくり健歩運動」を
進める必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を達成するため大変重要な事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
市民ニーズの多様化の中、生涯スポーツの普及振興として、ニュースポーツ
の取組みや地域総合型スポーツクラブの活動が着実に進んでいる。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　国において、6月にスポーツ基本法が公布され、市においては、平成23年度はスポーツ振興計画2年目であり、大津市の特徴である、36
学区を中心とした、きめ細かいスポーツ振興施策を体育協会等と連携を深めながら着実に進めているところである。

いつまでに 平成２６年度

市民の週１回以上の運動・スポーツ実施率を

どのような状態にするか 概ね３人に２人が実施している「日本一元気なまち」を目指す。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 36363636

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 180 180 140 140 140

実績 129 160 119 -              -              

目標 0 0 400 600 600

実績 0 0 379 -              -              

目標 70260 77630 78000 87000 88500

実績 76108 72003 85556 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.84 3.01 52 満足度 2.67 3 55

重要度 3.94 3.78 23 重要度 4.1 3.86 17

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

5 2 0 0 7 87,482 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

産業観光部 産業政策課

勤労者が充実感を持って働けるまちづくり勤労者が充実感を持って働けるまちづくり勤労者が充実感を持って働けるまちづくり勤労者が充実感を持って働けるまちづくり

急激な経済情勢の変化に伴う雇用情勢の変化が、生活の不安定化につながらないよう、また、就業を希望する人ができる限り希望する働き方を選
択できるよう、勤労者が充実感を持って働けるまちづくりを目指してゆく。

雇用環境の充実　勤労者福祉の充実　勤労者を対象とした金融対策の推進

経済情勢の変化やライフスタイルの多様化などを背景として、就業形態の多様化も進んでいるが、必ずしも勤労者の選択によって進んでおらず、
のぞまない形で短時間労働に従事する人も少なくない。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

個性を発揮し、自分らしく活動できるまちにします

1 職業相談件数 人

人2 就職面接会企業応募人数

3 勤労者福祉センターの年間利用者数 人

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

職業相談の相談件数は、目標値を下回っている。就職面接会企業応募者
数は、目標値を下回っている。勤労福祉センターの利用者が大幅に増え目
標値を達成している。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

105,213

職業相談件数や就職面接会企業応募人数は、就職希望者や労働問題を抱
える相談者にとって重要な指標である。年間利用者数は勤労者の福祉の充
実を図るのに必要な指標である。

0 87,482

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

今後もハローワーク大津と連携を図り、働く意欲のある方に対し総合的に取
組む必要性がある。勤労者に余暇活動の場や明日への活力を育む場とし
てニーズに応えるよう努める。

ＡＡＡＡ
雇用情勢は、依然厳しい状況であり、就労支援として必要かつ有効な施策
として捉えている。また、勤労者の福祉の増進及び文化教養の向上と健康
推進は、高いニーズであることから、今後も事業の充実を図る必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 厳しい雇用環境が続く中、職業相談や就業支援を行い福祉の充実を図る。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
勤労者が充実感をもって働けるまちづくりへの満足度は低く、ニーズとして
は高いことから、今後も勤労者に対し、勤労意欲の向上や働きやすい職場
環境づくりに努める。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　経済情勢の変化やライフスタイルの多様化などを背景として、就業形態の多様化も進んでいますが、必ずしも勤労者の選択によって進
んでおらず、望まない形で短時間労働に従事する人も少なくありません。また、最近の雇用情勢をみると依然として大変厳しい状況にあ
り、職業相談や就業支援を行い、勤労意欲の向上や働きやすい職場環境づくりに取り組んでいく必要があると認識しております。
　このことから、就業を希望する人ができる限り希望する働き方を選択できるよう、ハローワーク大津等関係団体と連携を図り、勤労者が
充実感を持って働けるまちづくりを目指した施策の推進を図るものであります。

いつまでに 平成２５年３月以降も継続的に実施

ハローワーク大津との連携を密にし、相談業務の効率化を図りながら推進

どのような状態にするか
就職希望者が自立した生活や安定した生活が送れるように、ハローワーク
大津と連携を図り、多種多様な情報を提供し、充実感を持って働けるまちづ
くりを推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 37373737

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 330 330 330 350 400

実績 320 310 340 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.02 3.01 30 満足度 3.08 3 15

重要度 3.75 3.78 28 重要度 3.69 3.86 36

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

13 1 1 0 15 214,305 5

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

市民部 文化・青少年課

青少年が健全に育つまちづくり青少年が健全に育つまちづくり青少年が健全に育つまちづくり青少年が健全に育つまちづくり

まちの将来を担う青少年が、社会の一員としての自覚と希望を持って健やかに育つことができるまちづくりを推進する。

青少年健全育成ネットワークの構築　意識啓発・相談機能の充実　施設機能の充実　青少年レクリエーション施設の整備　活動拠点の整備・充実
青少年リーダーのまちづくりへの参画

社会構造が複雑になり、人間関係が希薄化する中、将来への不安の高まりなどにより、様々なストレスを感じている青少年が少なくない。その結
果、不登校や、家庭に依存したフリーター、あるいはニートと呼ばれる無業者が増加していることが社会問題となっている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

個性を発揮し、自分らしく活動できるまちにします

1 大津市青少年育成大会（中学生広場）の参加者数 人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

平成２０、２１年度は達成できなかったが、平成２２年度は目標を達成でき
た。今後も、効果的な周知（ＰＲ）を行っていく。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

222,860

青少年健全育成事業は、成果が数字となって現れにくいものであるが、大
津市総合計画第２期実行計画での数値目標である、中学生広場の参加者
数を設定することが妥当である。

10,068 224,373

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

青少年健全育成事業は、成果が数字となって現れにくいものであるが、少
年犯罪の件数が減少傾向であり、地域の見回り活動等が功を奏している。

ＡＡＡＡ
青少年健全育成に向け、従来の啓発活動や、大津市青少年育成市民会議
への支援、相談機能の充実、青少年リーダーの養成等を着実に継続してい
る事業は、次代の大津にとって重要である。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
青少年健全育成に向けての各種事務事業は、いずれも政策目標を実現す
る上で重要であり、欠くことのできないものである。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
次代を担う大津の青少年が健全に育つことは、大津市民すべての願いであ
り、将来の大津市のまちづくりにとって重要である。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　社会状況が変化する中、青少年を取り巻く課題も変化しており、将来において社会を支える青少年の健全育成は重要な課題であり、行
政内部はもとより関係団体等との連携した事業展開とを図る必要がある。
　現大津市青少年育成プランは、平成２４年度で計画期間が終了することから、新プランについては、平成２２年４月に施行された、子ど
も・若者育成支援推進法に基づくプランを策定する予定であり、新プラン推進にあたっては、推進本部を中心に全庁的に取り組んでいく。

いつまでに 平成２４年度

青少年の健全育成の推進

どのような状態にするか
関係団体等と連携を図りながら、青少年が希望を持って生きることのできる
社会環境を醸成していく。また、現大津市青少年育成プランは、平成２４年
度内に見直しを行い、より良い青少年健全育成事業を推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 38383838

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 262,000 266,000 270,000 274,000 0

実績 262,019 266,163 270,372 -              -              

目標 15,150 15,200 15,450 15,700 0

実績 15,195 15,192 15,242 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.94 3.01 44 満足度 2.89 3 48

重要度 3.53 3.78 43 重要度 3.8 3.86 32

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 0 0 0 1 7,918 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 14141414 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

政策調整部 企画調整課

個性的でコンパクトなまちづくり個性的でコンパクトなまちづくり個性的でコンパクトなまちづくり個性的でコンパクトなまちづくり

地域の個性を尊重しつつ、それぞれの特性に応じた機能の充実・向上を図るとともに、核となる地域と周辺地域との交流や連携を強化することによ
り、徒歩や自転車で移動できる身近な地域の中で、豊かで快適な日常生活が実現できるよう、コンパクトなまちづくり（集約型都市構造への転換）を
目指す。

少子高齢化、人口減少社会など都市の成熟段階を視野に入れ、個性ある都市核・地域核の形成を重点化の視点に据えて、まちの活性化の起爆
剤となるような企画提案の実現を支援するための取り組みやコンパクトな都市構造の形成を推進するための基本指針を策定することにより、暮らし
やすい生活圏づくりを推進する。

合併を重ね、南北に細長い市域を形成してきた本市は、多様な個性と魅力を持った地域の連合体としての性格を備えている。基本構想に掲げる都
市核や地域核について、それぞれの目指すべき将来像とまちづくりの方向性を見い出し、地域が個性を生かしつつ、様々な輝きや魅力を発揮でき
るよう施策を展開することが必要である。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 大津市内ＤＩＤ地区人口 人

台2 市内自転車駐車場の駐車台数（バイク含む）

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

財政状況が厳しい中、社会資本整備総合交付金等を活用しながら、中心都
市核としての機能充実を図るために中心市街地活性化事業に取り組むな
ど、一定の成果が現れている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

21,303

都市のコンパクト性は、都市核における居住環境の充実、魅力ある中心市
街地の形成、公共交通や歩行者環境の充実を目指すものであるが、評価の
指標や手法が定着していない。

16,459 24,377

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

2点（あまり適切でない）2点（あまり適切でない）2点（あまり適切でない）2点（あまり適切でない）

施策目的に沿って計画的に事業を推進し、着実に成果があがっている。

ＢＢＢＢ
市民が主体のパワーアップ市民活動事業や都市再生整備計画事業の推進
など地域の個性づくりに取り組んだ。成果指標には目標を下回ったものがあ
るが、計画的かつ総合的に事業を推進し、着実に成果があがっている。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
少子高齢化の進展や地球環境問題への対策等を踏まえ、まちづくりの方針
を拡散型から集約型に転換することは、都市核におけるコンパクトなまちづ
くりに寄与する。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
市民意識調査結果において、重要度及び満足度とも平均を下回っており、
当該施策に対する市民の認知度が低いことが推測される。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　これまで本市では、中心市街地活性化事業や堅田駅西口土地区画整理事業に取り組むなど、地域の特性を生かしたコンパクトなまちづ
くりの推進に努めてきた。
　今後は、各都市核が目指す将来像を明確にし、それぞれの個性を生かしつつ、持続可能な都市構造を確立する施策を展開するために
まとめた「大津市都市コンパクト化の指針」に基づき、７つの都市核・７つの地域核の個性を生かした事業を推進し、都市の機能充実や特
性の強化、さらには地域の相互連携を図り、活力あるまちづくりを推進していく。

いつまでに 平成２４年度末までに

地域の個性づくり事業をはじめとした重点事業

どのような状態にするか
厳しい財政状況の中、都市核・地域核の個性を生かしたまちづくりに資する
ため、国の交付金制度等を活用して事業を積極的に推進するとともに、大津
市コンパクト化の指針に基づき都市の機能充実と相互連携を図る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 39393939

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 229,162 231,453 233,745 236,036 239,000

実績 231,522 227,428 227,574 -              -              

目標 64,132 64,773 65,414 66,055 71,000

実績 67,626 68,148 69,324 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.78 3.01 55 満足度 2.63 3 56

重要度 3.93 3.78 24 重要度 4.06 3.86 18

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

9 2 0 0 11 586,842 24

＜6．一次評価＞

有効性

合計 20202020 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

建設部 交通・建設監理課

地域交通網が整ったまちづくり地域交通網が整ったまちづくり地域交通網が整ったまちづくり地域交通網が整ったまちづくり

都市核・地域核などの地域が、相互に円滑な交流・連携ができるよう、地域交通網の整備・充実を図り、地域交通網が整ったまちづくりを推進す
る。

公共交通の維持・活性化　駅前広場の整備　駅舎の整備支援　地域幹線道路の整備　地域幹線道路の大規模改良　生活道路の改良　市民参画
による道路の管理　自転車駐車場の整備推進

コンパクトな生活圏の形成や環境負荷の軽減を図るためには、都市核・地域核など、地域の個性と魅力を高めるとともに、それぞれの核が役割分
担や補完関係を保ち、公共交通を中心としたネットワークを形成することが大切である。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 地域公共交通（ＪＲ）の１日当たりの利用者数 人

人2 地域公共交通（京阪電車）の１日当たりの利用者数

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

公共交通利用者の減少傾向に歯止めがかかり、ＪＲと京阪電車を合わせる
とほぼ目標が達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2,629,984

適切な目標値である。

2,281,471 2,868,313

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

公共交通のネットワークが形成され、利便性が高まる。

ＡＡＡＡ
地域交通網が整ったまちづくりを推進していくには、関連する部局の取り組
みと連携を図る必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 快適で利便性の高いまちは、公共交通の整ったまちである。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
地球温暖化対策、高齢化により、地域公共交通の活性化及び再生を望む
意識が、市民の間で高まりつつある。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　健康志向の高まりと環境負荷の低減の必要性などから、公共交通の利用に対する市民志向が変化してきており、市民意識調査における重要度は24位となりま
したが、満足度は55位と低迷しています。利便性の高い、公共交通を中心に駅関連施設が整ったまちを望む市民意識は根強くあるものの、平成22年度において
市民の目に触れる整備事業の完了がなかったことが、調査結果に表れていると分析しています。
　この施策の配下にある評価対象の事務事業は合計11事業ありますが、公共輸送対策推進事業を除く計10事業は既に稼動している駅周辺施設の維持管理事
業であり、成果指標への貢献度としてはあまり高くないことから、優先度を低く位置づけています。
　成果指標に掲げた各公共交通機関の利用者数は目標に概ね到達しており、前年度に比べ増加したことを評価し、総合評価としてはＡとしました。
　現在、事業を進めている街路整備、道路改良の各事業のほか、自転車駐車場整備事業等が着実に完了していくなどして、市民の目に見える整備が進み、利用
者の利便が向上していけば、市民の満足度は着実に高まるものと考えています。
　また、これまで駅利用者の利便向上につながる施設整備を中心に施策を進めてまいりましたが、これに加えて、市民が公共交通を利用するように意識の変容を
促す必要があり、今後は市民・事業者・行政の三者協働の取組みを積極的に行うものとして、今後の方向性を拡充としています。

いつまでに 平成２８年度までに

地域交通網

どのような状態にするか
三者協働による公共交通の利用促進に向けた取り組みを行い、市民の公
共交通に対する意識を高めることにより、地域交通網が整ったまちにする。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 40404040

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 84.06 84.06 93.4 93.4 93.4

実績 84.06 84.06 84.06 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.97 3.01 40 満足度 2.97 3 36

重要度 3.74 3.78 30 重要度 3.83 3.86 30

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 0 0 0 0 0 4

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

建設部 広域事業調整課

広域交通網が充実したまちづくり広域交通網が充実したまちづくり広域交通網が充実したまちづくり広域交通網が充実したまちづくり

広域幹線道路を中心として、快適かつ利便性の向上を図ることにより、広域的な交流・連携をはぐくむ広域交通網の充実したまちづくりを目指す。

国幹事業の促進を図るとともに、広域幹線道路などの整備を図って行く。

市民の利便性の向上に加え、経済活動の活性化や観光集客を図っていく上で、市内の交通ネットワークの整備と合わせ、広域的な交通網の整備
が必要である。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 国道１６１号バイパス整備率 ％

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

完成には至っていないが、着実に整備が進んでいる。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

396,738

適切な指標がないことから、現在、市内で施行されているいるバイパス事業
で、最も長い区間のものの整備率を用いた。

62,187 62,187

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

徐々にではあるが前進している。また、国費での整備によるものであり、市
民への負担が軽減されている。

ＡＡＡＡ
広域幹線道路の整備が徐々に進んでいるが、未整備箇所も多く、更に、市
民の利便性はもとより、環境面等に配慮した整備がなされるよう、関係機関
及び地元との調整に努める。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
主な広域幹線道路は国・県事業であり、国・県、関係機関及び地元との調整
に努める。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
利便性向上には関心が高いが、環境面でのマイナスもあり、意向の中には
厳しいものがある。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　市民の利便性を高め、交流・連携につながる広域交通網の充実を図るため、現計画期間中での事業推進を位置付けしている国道161号西大津バイパス及び志
賀バイパスⅡ期工区、新名神高速高速道路などについて、国等関係機関との事業調整に本市として可能な限りの支援協力を行ってまいりました。
　その結果、西大津バイパスにおいては、平成23年3月に南志賀ランプ～藤尾南ランプ間の4車線化工事が完成し、それまで、46分を所要していた下阪本ランプ
～京都東ＩＣまでの京都行き車線の走行時間は10分に短縮され、平均走行速度は時速11kmから49kmに上昇したとの効果について、滋賀国道事務所から公表さ
れたところです(平成23年7月31日付け京都新聞)。
　今回の市民意識調査では、この度の国の行った状況調査結果の公表と通行者が受ける通行時の快適性が調査回答につながったのか疑問が残るところであり
ますが、重要度・満足度ともに昨年度とほぼ同位であり、高いものとはいえない結果でした。
　また、成果指標である国道161号バイパス整備率は、志賀バイパスⅡ期工区の整備の遅れがあり、新たな供用開始区間がなかったために、目標に達することが
できませんでしたが、4車線化工事の完成による利便の向上を高く評価するとともに、バイパスの渋滞緩和が混雑時の周辺生活道路への流入交通の低減に効果
をもたらすことに鑑み、総合評価はＡとしました。今後は、依然として慢性的な渋滞が残る真野ＩＣ～坂本北ＩＣ間の4車線化の積極的な推進に向けた国への働きか
けを行うとともに、他の広域幹線道路の整備事業の促進要望にも引き続き力強く取り組んでいく必要があることから、方向性を拡充といたしました。

いつまでに 隣接府県等との利便性の向上が形成される時まで

広域道路網の整備に関して

どのような状態にするか
広域交通網を構築するため、国・県等関係機関、地元及び庁内関係各課と
の調整を図って行く。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 41414141

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 62.5 62.5 66.7 70.8 75

実績 62.5 62.5 62.5 -              -              

目標 27 29.6 30 30.4 30.9

実績 27.8 29.1 29.6 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.88 3.01 50 満足度 2.93 3 44

重要度 3.96 3.78 21 重要度 4.16 3.86 14

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

3 0 0 0 3 20,669 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

建設部 交通・建設監理課

みんなに優しいまちづくりみんなに優しいまちづくりみんなに優しいまちづくりみんなに優しいまちづくり

　公共施設や人の集まる民間施設、交通の拠点施設などにユニバーサルデザインを導入し、だれもが快適に利用することのできる、すべての市民
に優しいまちを目指す。

駅のバリアフリー化の推進　交通バリアフリー化の推進　人に優しい道づくりの推進

　子どもやお年寄り、障害のある人など、すべての市民が不自由を感じることなく日常生活を営み、社会に参加していくためには、すべての人が快
適に活動できる環境づくりが必要である。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 駅（京阪電車）のバリアフリー化の割合 ％

％2 低床バス導入率

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

概ね達成できている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

39,984

適切な目標値である。

0 20,669

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

すべての市民が不自由を感じることなく、自立した日常生活や社会生活を営
むことが可能となる。

ＡＡＡＡ
みんなに優しいまちづくりを推進していくには、国・県の協力が必要であるこ
とから、各種補助制度の拡充等を要望していく必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を達成するための根幹となる事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
民間施設、交通の拠点施設に対し、だれもが快適に利用することのできる、
すべての市民に優しいまちづくりを求める意識が高まりつつある。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　都市のバリアフリー化に関する市民の意識は比較的高く、施策としての重要度は21位となっていますが、満足度については、前年度の44位から、さらに順位を
下げ50位となりました。誰もが快適に利用でき、すべての市民に優しいまちづくりを望む市民意識は高く、JR大津駅～京阪浜大津駅における歩道整備や段差解
消等の人に優しい道づくりは着実に進みつつあるものの、現在ある歩道の改良中心に止まっていることや、ノンステップバスの導入台数も毎年度１台ずつの整備
であり、市民に見える事業効果として際立ったものがないことが起因して、市民の満足度が低くなっていると分析しています。
　成果指標としている2つの項目のうち、駅のバリアフリー化は鉄道事業者側の事業計画が推進されなかったことによるものですが、ノンステップバスは概ね目標
を達成することができました。
　市民意識調査の現時点での満足度としては低いですが、駅を中心にした重点整備地区内のバリアフリー化は、国庫補助制度を活用して着実に推進できたこと
も評価に加味し総合評価をＡとしました。
　駅のバリアフリー化の進捗については、鉄道事業者が行う整備事業費に対する国・県からの財政支援の拡充の有無が大きく影響していると考えられることか
ら、補助制度の前向きな改善を市としても積極的に国・県に求めていくべきであるとして、今後の方向性を拡充としました。

いつまでに 平成２８年度までに

国・県のバリアフリー化補助

どのような状態にするか
補助を拡充するよう要望を行い、バリアフリー化を推進することで、みんなに
やさしいまちを目指す。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 42424242

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 30 40 60 80 0

実績 29 32 63 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.9 3.01 49 満足度 2.94 3 42

重要度 3.39 3.78 50 重要度 3.49 3.86 47

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 0 0 0 1 29,023 14

＜6．一次評価＞

有効性

合計 20202020 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 都市計画課

市街地が美しいまちづくり市街地が美しいまちづくり市街地が美しいまちづくり市街地が美しいまちづくり

　こうしたことから、コンパクトシティの理念に沿って、無秩序な市街地の拡大を抑制しつつ、美しく整った良好な市街地の形成を目指してゆく。

堅田駅西口土地区画整理事業の推進　びわこサイエンスパーク事業の促進　地籍調査によるまちづくり支援　新市街地開発事業関連公共下水道
事業の推進

　市街地は、市民の日常生活や産業活動が活発に行われる場であり、利便性や安全性、快適性など多様な機能が求められている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 下水道整備率（土地区画整理事業区域内） ％

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　各事業、目標達成に向け促進されている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

1,331,258

　都市基盤の整った市街地の整備に向け、土地区画整理事業の進捗に合
わせ下水道整備がそれぞれの段階に応じ適切に設定している。

1,772,476 1,801,499

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

　良好な市街地の形成に向けては、秩序ある土地利用を基本として、市街
地の特性に応じ行政等による計画的な取組が必要である。

ＡＡＡＡ
　快適で利便性の高いまちにするためには、都市基盤の整った市街地の整
備が重要であり、引き続き、市街地の形成段階と地域特性に応じた適正な
事業導入や事業促進を図っていく必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 　快適で利便性の高いまちづくりを進めることにおいて重要な施策である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　都市基盤の整った良好な市街地づくりの推進により、利便性や安全性、快
適性など多様な機能が求められている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　市街地が美しいまちづくり施策については、成果指標である土地区画整理事業区域内の下水道整備率についても目標を達成しており一
次評価等の点数についても高い評価となっております。事業の今後の方向性については現状の事業を推進していく予定としています。

いつまでに 平成２４年度までに

堅田駅西口土地区画整理事業及びびわこサイエンスパーク事業について

どのような状態にするか
堅田駅西口土地区画整理事業については都市計画道路３・４・５０号以北の
道路、宅地、公園、駅前広場整備を完了する。また、びわこサイエンスパー
ク事業については、全体工事が完了し都市基盤が整う。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 43434343

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 6 22.4 28.3 38.5

実績 0 11.8 22.4 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.91 3.01 47 満足度 2.89 3 49

重要度 3.37 3.78 52 重要度 3.45 3.86 52

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

2 1 0 0 3 84,263 18

＜6．一次評価＞

有効性

合計 16161616 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 住宅課

住環境の整ったまちづくり住環境の整ったまちづくり住環境の整ったまちづくり住環境の整ったまちづくり

ニーズの高まりに対応した優良な住宅・宅地の誘導を図るとともに、市民生活の安定を図るため、公営住宅の適切な整備を推進する。

自然と調和した住みよい環境の形成　市営住宅の再生

　住環境は、健康で文化的な市民生活を営む基盤となり、本市においては、良質な住環境を背景として、今後も人口の増加が予想されるなど、依
然として高い住宅需要が見込まれる。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 既設公営住宅の改善率 ％

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　設定した数値目標が達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

1,208,765

　住生活基本計画、大津市住宅マスタープラン、大津市営住宅整備実施基
本計画との整合性を図った目標値である。

1,013,230 1,097,493

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

　本施策に関連する事業の推進はもとより、今後も十分な成果をあげるため
取組みを考察していく必要がある。

ＡＡＡＡ
　住環境の整ったまちづくりのために、本施策をはじめとしたさまざまな取組
みを進める必要がある。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である） 　施策目標を達成するための重要な事業である。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い） 　良好な住環境形成が求められている。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

  本市においては、今後も人口増加が当面続くと予想され、依然として良質な住宅への高い需要が見込まれる。こうした中、優良な住宅、
宅地への誘導を図るとともに、市民生活の安定を図るための公営住宅の適切な整備を推進することを施策目標に掲げ、住宅管理事業、
高齢者向け優良賃貸住宅民営供給補助事業など２１の事業に取り組んでいる。成果指標として、既設公営住宅の改善率をあげているが、
これは大津市営住宅整備実施基本計画で個別改善とした市営住宅約１５００戸（全体数の約半数）に対し、外壁改修、屋上断熱防水工事
をともに行った戸数の割合である。２２年度の目標は達成しているが、高度経済成長期に大量の市営住宅を建設したことから、修繕、建替
え時期が一斉に来ることが予想され、今後の課題である。加えて、２３年度の高齢者住まい法の改正により上記の高齢者向け優良賃貸住
宅が廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化される。同住宅については国への直接申請による補助制度が創設されており、本
市の施策住宅としての新規供給については、その動向を見極めた上で判断する必要がある。以上のことをふまえた上で、現状の施策へ
の取組みを進めるとともに、民間事業者の活用・連携を図り、住環境の整ったまちづくりを進めていく。

いつまでに 　平成２８年度までに

　民間事業者等の活用・連携策と市民の施策満足度を高める

どのような状態にするか
　現状の施策への取組みを進めるとともに、民間事業者等の活用・連携を図
るなどし、住環境の整ったまちづくりを進める。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 44444444

＜1．基本情報＞

基本方針 02

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 2.8 2.8 2.8 2.8 29.1

実績 2.8 2.8 2.8 -              -              

目標 1,155 1,164 1,173 1,182 1,191

実績 1,155 1,173 1,192 -              -              

目標 0 0 14.3 35.7 50

実績 0 0 7.1 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.19 3.01 3 満足度 3.14 3 6

重要度 4.17 3.78 6 重要度 4.23 3.86 8

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 0 0 0 0 0 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

企業局 企業総務課

安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまちづくり安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまちづくり安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまちづくり安心・安全な上下水道と都市ガスのあるまちづくり

健全な事業運営のもと、安心・安全で快適な上下水道と都市ガスのあるまちづくりを推進する。

浄水場連絡幹線の整備　遠方監視施設の整備　ガス導管の整備　浄水施設などの耐震化の推進　下水道施設の地震対策　ガス導管の耐震化の
推進　健全経営の持続

上下水道やガスは市民生活や経済活動の基盤としてだけではなく、地震等の災害時においても市民の生命を守るライフラインとしてなくてはならな
い存在であり、今後も安定的な供給を目指した整備が求められている。

指標名

実行計画体系
次代を担う「まちのにぎわい」を創る

快適で利便性の高いまちにします

1 浄水施設耐震率 ％

ｋｍ2 ガス導管延長

3 下水道施設（処理場・中継ポンプ場）耐震化率 ％

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

上下水道の耐震化には取組みを始めたところで耐震（化）率は低い。ガス導
管は平成２２年度末で目標を上回る整備が進んでいる。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

0

上下水道の普及率は高いが耐震率は低い。一方、都市ガスの管路耐震化
率は高いが未だ普及が見込めることから目標値の設定は適切である。

0 -

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

各事業の実施により、上下水道やガスの普及・耐震化は着実に進み、有効
であるものと評価する。

ＡＡＡＡ
上下水道及び都市ガスは市民生活や経済活動の基盤となる重要な社会資
本であることから、今後も、安全で安定した供給と水処理のできるよう、計画
的かつ着実に整備を行う必要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
上下水道及びガスは市民生活や経済活動になくてはならない社会資本であ
り、「快適で利便性の高いまちづくり」を実現する上で優先度、重要度の高い
役割を担っている。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
市民意識調査においても、重要度が総合で「６位」、政策内で「１位」と高いこ
とから、この評価とする。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　上下水道や都市ガスは市民生活や経済活動の基盤であること、更に、これらは地震等の災害時において命を守るライフラインとなる点を踏まえ、整備等を進め
ている。
　成果指標については、上・下水道施設の耐震化は、水道供給や汚水処理を続けながら工事を行う必要があることから、計画的に事業を実施していく必要があ
る。水道事業については、第２期実行計画期間内においては、一つの浄水場が耐震工事を行うにあたり浄水を休止した場合、その不足分を他浄水場からバック
アップできるように浄水能力を向上させる工事等を先行して進めている。平成２４年度に膳所浄水場の耐震化の完了を目指し、第２期実行計画終了時点では耐震
率が２９．１％となる予定である。平成２７年度には浄水施設耐震率を現在（平成２２年度）の２．８％から４９％に向上させる計画である。ガス事業については、導
管の耐震化率は既に９４．１％（Ｈ２２年度）と高い率になっていることから、耐震化率を成果指標として掲げずに導管延長を指標としおり、目標を上回る整備が進
んでいる。下水道事業については、平成２９年度までに水再生センター内の８施設と中継ポンプ場６施設の計１４施設の耐震化を計画している。第２期実行計画期
間内においては、平成２２年度に２施設を予定していたが、工期の遅れから、このうちの１施設については、平成２３年６月に完工した。これにより、平成２２年度の
実績値が目標を下回る結果となっている。以後、順次耐震化工事を行い、第２期実行計画終了時点では耐震化施設７施設で耐震化率は５０％になる予定であ
る。
　施策評価としては、市民重要度が６位、満足度が３位と市民からは非常に高い評価をいただいているが、浄水場や水再生センターという各事業の基幹となる重
要施設の耐震率が低い状況であることが大きな課題であり、今後、積極的に取り組んでいく。
　一次評価は、総合評価をAとし、引き続き公営企業として、健全経営のもと、事業の推進を図っていく。

いつまでに 上水道　平成２７年度　　下水道　平成２４年度　　ガス　平成２４年度

上下水道施設の耐震率を高める。
ガス導管の整備を進める。

どのような状態にするか
上水道　浄水施設耐震率　４９．０％　　下水道　下水道施設（処理場・中継
ポンプ場）耐震化率　５０％
ガス　導管延長　１，１９１ｋｍ（都市ガス供給区域を一部拡大する。）
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 45454545

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9

実績 96.4 96.6 96.7 -              -              

目標 92,000 93,000 94,000 95,000 95,000

実績 92,500 94,500 98,135 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.11 3.01 10 満足度 3.05 3 20

重要度 4.26 3.78 4 重要度 4.27 3.86 6

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

3 0 0 0 3 49,248 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

環境部 環境政策課

琵琶湖を大切にするまちづくり琵琶湖を大切にするまちづくり琵琶湖を大切にするまちづくり琵琶湖を大切にするまちづくり

　市民、国民のかけがえのない財産である琵琶湖の水環境を守っていくことは、琵琶湖と共に暮らす私たちの責務であることから、その特性に応じ
た保全と活用を図り、琵琶湖を大切にするまちづくりを推進する。

琵琶湖の総合的な再生　／　南湖の再生　／　下水道設備の整備による琵琶湖への汚濁負荷の低減　／　市民による保全活動の推進

　本市は、琵琶湖の恩恵を受け発展してきた「湖都」として、水に彩られた環境に恵まれており、その恵まれた環境を享受する一方、琵琶湖の環境
への負荷をかけており、その環境破壊は深刻なものとなっている。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

自然を守るまちにします

1 行政区域内人口に対する下水道普及率（公共下水道） ％

人2 環境保全活動参加者

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　下水道の普及と環境保全活動への市民参加が推進されたことにより、目
標が達成された。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

53,871

　琵琶湖の環境を保全するためには、流入する汚濁負荷量を削減すること
と併せて、市民自身が川や琵琶湖の保全に関わりを持ち続けることが必要
であり、適切な目標である。

0 49,248

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

　琵琶湖に流入する汚濁負荷量の削減と併せて、市民、事業者が自ら身近
な自然環境や川、湖辺を保全する活動の継続、発展を図る必要がある。

ＡＡＡＡ
　琵琶湖への流入負荷量の削減と市民、事業者、行政の協働による身近な
環境の保全は、本市の環境保全のために重要である。市民の環境保全活
動の課題について検討を行い、継続、発展を図る。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
　琵琶湖は身近な自然環境を象徴するものであり、琵琶湖の環境保全を目
指して身近な地域から河川浄化、ヨシ帯保全等の取り組みを推進してきた。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　市民意識調査において、「琵琶湖の保全・再生」の重要度は非常に高く、
維持すべきもの評価されており、市民ニーズの高い施策である。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　一次評価の総合評価は、Ａランクで、琵琶湖へ流入する汚濁負荷量の削減と、市民・事業者・行政の三者協働による身近な環境の保全
は、本市の環境保全にとっても極めて重要である。市民の環境保全活動の課題については、今後とも検討を行い、継続、発展を行う。
　今後の方向性は、下水道の整備促進はもとより、琵琶湖を守る市民活動を継続するにあたり、事故発生の防止、ごみの適切な分別な
ど、協働のルールの見直しを更に促進し、今日の社会状況にあったしくみを検討する。市民清掃、ヨシ刈り、河川愛護といった琵琶湖を美
しくする運動等の市民活動の参加者を、今後とも増加させるため、啓発。支援を継続することで現状維持とする。

いつまでに 平成２４年度

下水道等の整備、及び、琵琶湖を美しくする運動等の市民活動参加者

どのような状態にするか
　下水道等の整備を促進するとともに、琵琶湖を守る市民活動を継続するに
あたり、事故発生の防止、ごみの適切な分別など協働ルールを見直し、今
日の社会状況にあったしくみを検討する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 46464646

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 15 15 15 15 0

実績 16 13 15 -              -              

目標 60 60 60 60 0

実績 38 68 67 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.09 3.01 13 満足度 3.02 3 30

重要度 4.15 3.78 10 重要度 4.01 3.86 23

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 0 0 0 0 0 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 15151515 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

建設部 河川課

水環境に優しいまちづくり水環境に優しいまちづくり水環境に優しいまちづくり水環境に優しいまちづくり

　市民が安全に水に親しめる環境を保全・創出し、豊かな水と共に歩む都市にふさわしく、水環境に優しいまちづくりを推進してゆく。

水環境行動計画の策定や水環境機能の回復
雨水貯留浸透施設の整備

　河川やため池を始めとする水環境は、水源のかん養や土砂流出の防止など都市の基盤づくりを担うとともに、暮らしに潤いや安らぎを与える役割
も担っているが、都市化の進む本市においては、河川水量の減少や水質の悪化、水辺生物の生息環境の減少など、様々な課題が生じている。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

自然を守るまちにします

1 環境基準（生活環境項目）の適合河川数 河川

箇所2 雨水貯留浸透施設設置助成箇所数

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

年々増加しており、設定した目標値に達成している

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

0

河川環境の動向や水環境機能の再生を実行する指標として適切である

0 0

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

ハード面での効果は小さいが、市民意識の向上等に特に効果がある

ＢＢＢＢ このまま継続していくことによって着実に効果がでてくると考えられる

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である） 施策目標を達成するための根幹となる事業である

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い） 水環境の再生についての市民意識は向上している

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　水源涵養や土砂流出防止など都市基盤としての重要な機能を果たす一方で、市民の暮らしのなかに潤いや安らぎをもたらす役割を持つ
河川等の水環境について、その保全と創造を推進していますが、近年の都市化の進展とともに、河川水量の減少や水質の悪化、固有種
の生息環境の減少など様々な課題を抱えています。この施策に関して、市民意識調査における重要度では10位と極めて高く、自然の生態
系の保全や我々の暮らしに欠くことのできない水の水質保全についての市民の関心の高さが伺えます。
　本市では、水量確保のための雨水貯留浸透施設整備費助成を中心としてハード整備に関する施策を展開してまいりましたが、平成22年
度ではその設置基数は目標値を1割以上も上回る成果を挙げるとともに、環境基準適合河川数も目標値に到達できました。しかし、貯留
浸透施設の設置が累計では計画通りとは言えず、24年度末での指標の達成のために、さらなる積極的な普及支援と民間事業への誘導を
どう進めるかが課題であると判断しています。しかし、市民満足度も13位で、比較的高い評価を得たことも踏まえて、総合評価をＢとしまし
た。
　今後は、水環境行動計画の推進はもとより、水環境の保全と創造を支える市民意識の向上を期して、啓発や住民活動の支援を積極的
に推進する必要もありますが、現在までに環境保全団体との活動上の連携が図られてきていることから、現在の推進体制を維持すること
として、「現状維持」として方向性を評価しているものです。

いつまでに 平成２７年度までに

水環境行動計画を推進する

どのような状態にするか
水環境行動計画を推進することにより、水環境の再生に対してのハード的な
効果と合わせて、市民意識の向上を図る
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 47474747

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 1,884 1,884 2,000 2,000 0

実績 1,884 2,133 2,231 -              -              

目標 1519 1519 1519 1519 1519

実績 1031 1031 1033 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.99 3.01 38 満足度 2.91 3 46

重要度 3.97 3.78 20 重要度 4.04 3.86 19

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

2 0 1 0 3 43,796 15

＜6．一次評価＞

有効性

合計 15151515 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

産業観光部 田園づくり振興課

田園や森林を守り育てるまちづくり田園や森林を守り育てるまちづくり田園や森林を守り育てるまちづくり田園や森林を守り育てるまちづくり

　田園や森林が有する多様な機能に配慮しつつ、その潤いのある豊かな空間を将来にわたって継承していくため、田園や森林を守り育てるまちづ
くりを推進してゆく。

　棚田保全などによる田園の保全・再生
　ため池の保全
　森林の保全

　田園や森林が形成する空間は、農産物を生産・供給するとともに、農業・農村の営みを通じてはぐくまれた美しい景観の創造や水源のかん養な
ど、多様な機能を有しているが、それらの保全は担い手不足などにより十分になされていない。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

自然を守るまちにします

1 森林整備面積 ｈａ

ｈａ2 農地の区域面積

3 　 　

達成度

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　都市住民との棚田保全活動の実施により地域の活性化が図られた。ま
た、農家の維持管理の負担を軽減し、農業経営の合理化等に貢献できた事
により目標が達成出来た。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

277,489

　森林が整備され水が美しくなり、安全安心な農業用水が利水され、農業の
多面的機能及び自然環境の保全に適した目標値である。

232,436 276,232

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

　地域住民と都市住民との田園保全活動により地域の活性化を図るだけで
なく、荒廃している里山の手入れにおいても、都市住民との交流活動の取組
が必要である。

ＢＢＢＢ
　田園や森林を保全することにより、貴重な水を守る重要な役割を有してい
るものの、農業者の高齢化により地域活力が低下している。このため、地域
の創意工夫と個性豊かな資源を充分に活用し地域の活性化を促進する。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
　琵琶湖は滋賀県をはじめ京阪神に生活する貴重な水資源であり、多面的
な価値を持つ自然の宝庫である。このため、琵琶湖に注ぐ水を守る重要な
役割がある。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
　地元組織の農地を守る熱意により、都市住民との棚田保全活動の交流が
実施でき、今後更なる活動の機運が高まりつつある。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　森林や田園などは木材や農産物の生産の場であるとともに、動植物の生育・生息場所を提供し生態系の基盤となっており、国土保全、
水源かん養、保健休養、自然景観形成等の多面的、公益的機能を持つなど重要な役割を果たしているが、それらの保全は関係者の高齢
化や担い手不足などにより十分になされていないことから、引き続き棚田保全などによる田園の保全と再生、更にはため池、森林の保全
に係る各施策を進める事により、農村経済の活性化の促進に努める。

いつまでに 　平成２８年度

　地域住民と都市住民との更なる交流活動の促進。

どのような状態にするか
　農村経済の活性化に向けた共同活動を進め、地域活動組織の構築を図
る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 48484848

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 10.3 10.4 10.5 10.6 10.6

実績 10.2 10.3 10.3 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.17 3.01 5 満足度 3.24 3 2

重要度 3.75 3.78 29 重要度 3.93 3.86 27

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

1 0 1 0 2 65,621 2

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 公園緑地課

豊かな水や緑に触れるまちづくり豊かな水や緑に触れるまちづくり豊かな水や緑に触れるまちづくり豊かな水や緑に触れるまちづくり

　琵琶湖や緑の山々に囲まれた自然豊かなまちである本市は、身近な里山やため池などの恵まれた自然と資源を積極的に活用することにより、
市民が豊かな水や緑に触れることのできるまちづくりを推進する。

水辺空間の整備・保全　ビオトープの整備促進　保護樹木・保護樹林などの指定推進

　身近にある水や緑は、心身に安らぎをもたらし、生活に潤いを与えるだけでなく、環境を大切にする気持ちをはぐくむ。このためにも国民共通の財
産である琵琶湖や周辺の水辺に愛着が持てるような空間の創造が必要である。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

水と緑の癒しのあるまちにします

1 市内の公園などの整備水準 ㎡／人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

計画区域の公園等の整備は予定通り完了しており、目標を達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

83,274

公園等の整備は豊かな水や緑に触れるまちづくりの形成に重要である。

161,001 226,622

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

豊かな水や緑にふれるまちづくりの実現のため公園等の整備を進めること
は目に見える指標として有効である。

ＡＡＡＡ
今後も水と緑にふれあうことのできる公園や緑地の整備を推進していく必要
がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
公園等を整備することにより市民が豊かな水や緑にふれる機会を増やして
いる。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 公園等の整備については推進して欲しいという要望が多い。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　施策の目標達成率は９８％であり、厳しい財政状況の中ではあるが、概ね公園等の整備（水辺空間の整備・保全事業）を計画通り進めて
いる。
　今後の方向性としては、市民からの要望も多い事業であることから、現状維持で事業を継続していく。

いつまでに 平成２８年度までに

市内の公園などの整備水準

どのような状態にするか 緑の基本計画に基づき、市内の公園等の面積を一人あたり１１．０㎡とする
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 49494949

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 9 9.1 9.1 9.2 9.2

実績 8.9 9 9 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.11 3.01 9 満足度 3.12 3 10

重要度 3.7 3.78 33 重要度 3.86 3.86 28

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 0 0 0 0 0 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 公園緑地課

緑の中で豊かに暮らすまちづくり緑の中で豊かに暮らすまちづくり緑の中で豊かに暮らすまちづくり緑の中で豊かに暮らすまちづくり

　身近な生活空間や市街地における緑地の積極的な保全や整備、また市民による緑化活動などを促進することにより、緑の中で豊かに暮らすこと
のできるまちづくりを推進する。

　市民・事業者による緑化活動の促進
　公共空間の緑化の推進

　自然緑地や社寺林のほか、緑道、農地、植栽、花壇など、緑や花で彩られた市街地は、快適で、魅力にあふれた空間となり、それらの創出や維
持管理には市民や事業者の協力が不可欠である。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

水と緑の癒しのあるまちにします

1 市民１人あたりの都市公園面積 ㎡／人

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

計画予定区域の公園等の整備は、予定通り完了しており、達成できている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

0

緑の中で豊かに暮らすまちづくり実現のため、公園や緑地の整備と保全及
び、緑化活動の推進等は重要である。

16,100 16,100

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

緑の中で豊に暮らすまちづくりに向けて、公園や緑地での緑化活動への参
画のための制度の拡充や、活動の場である公園等の整備を推進していく。

ＡＡＡＡ
今後も身近な生活空間や市街地における積極的な緑地や公園等の保全、
整備を行い、市民への緑地に対する意識と管理への理解を深めてもらう必
要がある。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 緑化イベントを開催する等、市民への緑化啓発を行っている。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 緑化活動への参画等について要望も多く、緑に対する関心は高い。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　施策の目標達成率は９８．９％であり、厳しい財政状況の中ではあるが、概ね公園等の整備を計画通り進めている。
　今後の方向性としては、環境や自然への関心とともに水と緑に対する市民ニーズは高く、公園等の整備や緑化啓発活動を現状維持で
継続していく。

いつまでに 平成２８年度までに

一人あたりの都市公園面積を

どのような状態にするか 一人あたりの都市公園面積を、９．６㎡にする
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 50505050

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 90 95 100 100 0

実績 87 91 91 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.06 3.01 16 満足度 3.21 3 4

重要度 3.71 3.78 32 重要度 3.75 3.86 33

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

4 2 0 0 6 997,095 9

＜6．一次評価＞

有効性

合計 19191919 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

都市計画部 公園緑地課

憩いの空間あふれるまちづくり憩いの空間あふれるまちづくり憩いの空間あふれるまちづくり憩いの空間あふれるまちづくり

　地域の特色を生かした公園を整備することにより、防災拠点の機能など多様な機能を持った、憩いの空間にあふれるまちづくりを推進する。

都市公園・都市緑地の整備推進
防災公園・緑地としての整備推進　開発許可制度による公園・緑地の確保
市民による維持管理の推進

　公園は、市民の安らぎやスポーツ活動の場としてだけではなく、広域的な集客拠点や災害時における避難場所などとしての機能も併せ持ってお
り、美しい公園を守るためには、地域住民が愛着を持って利用し、維持管理に参画するような公園づくりが重要である。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

水と緑の癒しのあるまちにします

1 公園愛護会などの数 団体

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

防災公園等の整備を計画的に進めており、公園の維持管理に参画する団
体も毎年増加していることから目標を達成できている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

1,131,949

防災機能等の多様な機能を持った公園の整備、活用は憩いの空間あふれ
るまちづくりの形成のために必要である。

109,090 1,106,185

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

公園は今後、防災やコミュニティの形成等多様な機能を合わせ持つことによ
り、憩いの空間あふれるまちづくりに寄与していく。

ＡＡＡＡ
憩いの空間あふれるまちづくり形成のため、公園等の整備や活用は、今後
も続けていくことが必要である。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
憩いの空間あふれるまちづくりのため多様な機能を持った公園を増やし、市
民により活用していくことは、重要である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
公園等の整備や、維持管理に参画する市民への意識は高く今後も広がって
いく。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　目標値の公園愛護会の数で見ると施策の目標達成率は９１％とやや低いが、今後、評価の中では公園整備のハード面や施設の運営、
利用状況など総合的な面を勘案すべきと考える。
　今後の方向性としては、現状維持で事業を継続していく必要があると考えるが、新たに既存施設の老朽化に備えた長寿命化計画を策定
して、可能な限り増加が見込まれる改修費用の平準化を図っていく。

いつまでに 平成２８年度までに

公園愛護会などの数

どのような状態にするか １２０団体に増やしていく
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 51515151

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 2,494 2,681 2,888 3,086

実績 2,295 2,813 3,559 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.98 3.01 39 満足度 3.03 3 28

重要度 4.16 3.78 7 重要度 4.03 3.86 21

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

6 0 0 0 6 144,492 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 17171717 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

環境部 環境政策課

地球環境に優しいまちづくり地球環境に優しいまちづくり地球環境に優しいまちづくり地球環境に優しいまちづくり

　個人や地域でできる身近な取り組みを進め、美しい琵琶湖や緑の山々など、豊かな自然を次世代の市民に引き継ぐため、地球環境に優しいまち
づくりを推進する。

「アジェンダ２１おおつ」の推進　／　環境パートナーシップの推進　／　事業者の環境配慮と社会貢献の促進　／　環境監視の強化・充実　／　規
制強化の検討　／　地下水の保全対策の充実

　温暖化を始めとする地球規模での環境問題の解決には、あらゆる主体の取組が求められ、市民の関心も高まっており、早急な取組が求められて
いる。また、大気汚染、水質汚濁、騒音問題などの都市生活型公害や、有害物質が健康に及ぼす影響などの問題もみられる。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

資源を大切にするまちにします

1 太陽光発電施設設置に伴う二酸化炭素削減量 ｔ－ＣＯ２

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　市民の太陽光発電施設設置が進み、目標値を達成した。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

159,578

　市民の地球環境保全への関心の高まりと、国、県、市の支援施策が相
まって、太陽光発電施設設置が大きく進んでおり、この取り組みを反映する
適切な目標値である。

2,935 147,427

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

　「おおつ環境フォーラム」などにおいて地球環境保全の取り組みが行われ
ているが、市民に分かりやすい具体的な行動提案を行うなど、一層の活動
展開が求められている。

ＡＡＡＡ
　市民の住宅用太陽光発電施設設置の支援を行い、「おおつ環境フォーラ
ム」と連携し地球環境保全の取り組みを推進してきた。計画の改定を期に、
市民全体に対する具体的な提案と目に見える活動の推進が求められる。

重要度

政策目標への役割 3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）3点（やや重要である）
　環境負荷の低減を図るための取り組みとして、重要な施策である。また、
当該施策には環境監視・規制の強化も位置づけられており、併せて推進す
ることが必要である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　市民意識調査において重要度の評価は高く、環境問題市民意識調査にお
いても８割の人が地球環境問題が深刻であると考えており、生活環境保全
を求める意見も多い。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）

　一次評価の総合評価は、Ａランクで、「アジェンダ２１おおつ（第１次）」に基づき市民の住宅用太陽光発電施設の設置の支援や省エネル
ギーの啓発事業を実施するとともに、「おおつ環境フォーラム」と連携し、地球環境保全の取り組みを推進してきた。
　地球環境については市民の関心が高まるなか、国においては、京都議定書目標達成計画に基づき、新エネルギーの利用促進が図られ
るなど、取り組みが加速しており、本市では平成２２年度に２３年度を初年度とする「アジェンダ２１おおつ（第２次）」を策定した。
　今後の方向性としては、「アジェンダ２１おおつ（第２次）」に掲げた取り組みにおいて市民の高い関心に応えるため、引き続き太陽光発電
施設設置等の支援を行うなど、環境負荷の少ないエネルギー利用、低炭素型のまちづくり、循環型社会の形成を進めていく。
　このためには、全ての主体の参加と協働が必要となることから、市の取り組みに加え、協働組織である「おおつ環境フォーラム」の活動支
援や「環境保全協定締結事業所」と連携した取り組みを推進していく。また、引き続き生活環境の保全を推進し、今後とも現状維持とする。

いつまでに 平成３２年

『アジェンダ２１おおつ』に掲げた取り組み

どのような状態にするか
　市民の高い関心に応えて、引き続き太陽光発電施設設置等の支援を行
い、「おおつ環境フォーラム」と連携して具体的で分かりやすいライフスタイ
ルの提案を行っていく。また、引き続き生活環境の保全を推進する。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 52525252

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 16.04 16.38 16.72 15.81 16.36

実績 16.04 15.38 15.26 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.09 3.01 14 満足度 2.94 3 40

重要度 4.12 3.78 14 重要度 4.21 3.86 11

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

6 0 4 1 11 1,807,049 5

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

環境部 廃棄物減量推進課

資源を有効に利用するまちづくり資源を有効に利用するまちづくり資源を有効に利用するまちづくり資源を有効に利用するまちづくり

　持続可能な社会を実現するためには、限りある資源を大切にし、地球環境への負荷の軽減を図ることが大切であることから、資源を有効に利用
するまちづくりを推進する。

ごみ減量の推進　ごみの再資源化の推進　バイオマスの利活用の推進　汚泥処理方式の変更　省エネ型ライフスタイルの推進　新エネルギー利
用の推進

　消費者や企業の環境に対する意識の高まりなどから、大量生産・大量消費型の社会システムからの転換を図る取組が進められている中で、依
然として大量の廃棄物が排出されている。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

資源を大切にするまちにします

1 資源化率 ％

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）2点（あまり達成できなかった）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

単年度の数値としては目標を下回ったが、平成２２年度策定の一般廃棄物
（ごみ）処理基本計画の行動計画を推進し、一層の資源化を図っていく。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

1,749,706

明確な数値目標を設定している。

42,272 1,849,321

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

基本政策における成果のためには、ごみの排出量を削減し、資源化を促進
することが要件となることから、本施策を推進していくことが有効である。

ＡＡＡＡ
施策目標である資源を有効に利用するまちづくりのためには、さらにごみ減
量や資源化について必要な措置を講じていく必要がある。あわせて市民へ
の啓発や情報提供をすすめていきたい。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 政策目標を達成するうえで、ごみ減量と再資源化は不可欠な施策である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い） 市民意識の結果のとおり、重要度は非常に高い。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　一次評価の総合評価はＡランクで、本市としてはこれまで分別収集の拡充や古紙等の集団資源回収団体への支援、大型ごみの戸別有
料収集開始や事業系搬入手数料の引き上げなど各施策を展開するとともに、市民の日常活動によるところが大きいことから、広報やホー
ムページ、小学校４年生でのごみの学習、出前講座やイベントの開催などあらゆる機会を通じてその啓発や情報提供に努めてきたところ
である。
　資源化率はペットボトル等の軽量化といった技術革新、インターネットの普及による新聞を読まない世帯の増加などの要因もあり、やや
伸び悩んでいる点もあるが、全体として見れば、本市は人口が増加しているにもかかわらずごみ排出量が年々減少しており、全国平均も
毎年下回っている状況である。
　また、ごみの減量と資源化については、国における諸法や諸計画により自治体の責務であることが位置付けられ、一層３Ｒを推進するこ
とが求められており、本市においても平成２２年度に平成２３年度を初年度とする「大津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定したと
ころである。
　今後の方向性としては、資源循環型社会のさらなる推進を図るため、市民や事業者と協働してより一層のごみ減量と資源化を推進し、持
続可能なまちづくりを目指していくため、施策（集団資源回収の品目増やびんのコンテナ収集など）の拡充を図っていく。

いつまでに 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の計画期間内に

さらに多様なごみ減量や資源化の施策を

どのような状態にするか
実施していくことにより、ごみ減量化目標や資源化率の目標を達成し、持続
可能な循環型社会の構築を目指す。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 53535353

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 03

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 100 100 100 100 0

実績 100 100 100 -              -              

目標 100 100 100 100 0

実績 98.8 97.2 96 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.09 3.01 12 満足度 3.05 3 22

重要度 4.1 3.78 16 重要度 4.17 3.86 13

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

11 1 0 0 12 1,575,581 7

＜6．一次評価＞

有効性

合計 20202020 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

環境部 施設整備課

ごみを適切に処理するまちづくりごみを適切に処理するまちづくりごみを適切に処理するまちづくりごみを適切に処理するまちづくり

　廃棄物の多様化・大量化等の状況に対応するため、一般廃棄物や産業廃棄物の処理の責任を明確にしつつ、有効利用を図ってもなお排出され
るごみについては、ごみ処理体制の一層の強化を図ることにより、適切にごみを処理するまちづくりを推進する。

　処理施設の整備（南部クリーンセンター整備・北部クリーンセンター整備、環境美化センターの整備・大田廃棄物最終処分場（第２期）の整備・北
部廃棄物最終処分場次期処分場の整備）
　適正処理の推進（産業廃棄物の適正処理の推進、焼却施設・最終処分場の監視調査、不法投棄防止の推進）

　日常生活における利便性などを追求した結果、廃棄物の多様化・大量化などの社会問題が起きており、これらの廃棄物を適切に処理していく必
要がある。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

資源を大切にするまちにします

1 ごみ処理施設の排出基準適合率 ％

％2 一般廃棄物の計画処理量（実績が目標を下回った率）

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

法的な排出基準を超えたことはなく、一般廃棄物の処理量の実績値も目標
値を下回っている。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

2,221,767

指標はごみ処理施設の運営において法的な排出基準をクリアしたか、一般
廃棄物の計画処理量を下回っているかであり、適切である。

595,907 2,171,488

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）4点（適切である）

ごみの適正な処理とごみ減量化施策を併せて実施することで、ごみ処理体
制を強化し、資源の有効活用、環境の保全が図れる。

ＡＡＡＡ
ごみ処理体制の一層の強化を図り、適切にごみを処理するまちづくりを推進
することにより、地球、環境に優しいまちづくりにつながっている。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
ごみ処理施設の整備を進め、また適正処理の推進を図ることで、市民の衛
生的、健康的な生活環境を守るとともに、政策目標でもある資源の有効利
用を図ることができる。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
ごみの適正処理のためには、再利用化に向けた分別収集等、市民の意識
高揚、協力が不可欠である。

方向性 現状維持現状維持現状維持現状維持

何を

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）

　一次評価の総合評価はＡランクで、ごみ処理体制の一層の強化を図り、適切にごみを処理するまちづくりを推進することにより、地球環
境に優しいまちづくりにつながっていく。施策配下の事務事業については、いずれも市民生活を守る上で、またごみを適切に処理する上で
も極めて重要な事業であり、地区環境整備事業、すなわち地元対策等も含めて、やめられる事業は何ひとつないという事業である。
　今後の方向性としては、今後ともごみ処理施設の適正整備、産業廃棄物の適正処理等を進め、ごみ処理体制を強化し、環境にやさしく、
市民が安心して暮らせるまちとするもので、今後とも現状維持とする。

いつまでに 平成２８年度

今後ともごみ処理施設の適正整備、産業廃棄物の適正処理等を進める。

どのような状態にするか
ごみ処理体制を強化し、環境にやさしく、市民が安心して暮らせるまちとす
る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 54545454

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 750 780 810 850

実績 762 802 872 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.12 3.01 8 満足度 3.09 3 12

重要度 3.66 3.78 36 重要度 3.85 3.86 29

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 1 0 0 1 35,378 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

環境部 環境政策課

環境教育の充実したまちづくり環境教育の充実したまちづくり環境教育の充実したまちづくり環境教育の充実したまちづくり

　恵まれた自然を積極的に活用し、また、大学や企業、ＮＰＯなどと連携することにより、環境学習が盛んなまちづくりを推進してゆく。

　大津環境人育成方針の策定　／　総合的・体系的な環境学習の推進　／　人材育成・実行組織の設立・運営　／　自然体験学習の活動拠点の
整備　／　自然体験学習の充実　／　「大津こども環境探偵団」活動の充実

　琵琶湖や比良・比叡の山々など多様で豊かな環境に恵まれている本市は、環境について学ぶ資源に恵まれたまちであり、これらの環境について
学ぶため、幼い頃から自然に触れ合うことが求められている。

指標名

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

自然に学び、自然を楽しむまちにします

1 環境教育年間プログラム数 プログラム

　2 　

3 　 　

達成度

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）

目標値設定

総合評価 評価対象
事業数

　学校教育における取り組みを含めて関係所属において教育プログラムが
順調に推進されたことから、設定した目標を達成できた。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

35,216

　「大津環境人を育む基本方針」を実現するための基本的取り組みの一つと
して「教育プログラムの充実」を掲げており、これの進捗状況を示す適切な
指標である。

0 35,378

平成22年度
総事業費（千円）

評価対象外
事業数

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である） 　施策目標を達成するための基本となる事業である。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　環境問題市民意識調査の結果、「環境教育による人材育成」を求める人
が２８％、「学校での環境教育の充実」を求める人が５５％であり、市民ニー
ズが高い施策である。

いつまでに 平成２８年度

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
　親子・家族で参加する自然体験型環境教育の推進と併せて、学校教育に
おける環境教育の充実が必要であり、そのための指導者育成等の取り組み
の推進が求められている。

ＡＡＡＡ
　本市の豊かな自然環境を保全していくためには、幼少の頃からの自然体
験と、総合的、系統的な環境教育の推進による「環境人」の育成が不可欠で
あることから、引き続き取り組みの推進が求められる。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を 「大津環境人を育くむ基本方針」に掲げた取り組み

どのような状態にするか
「環境人」の育成を目指して、市、市民、市民団体、教育機関、企業など各主
体の取り組みと併せて、これら主体の連携による実行組織が運営され、地
域の活動拠点において大津らしい取り組みが行われている状態とする。

　一次評価の総合評価は、Ａランクで、本市の豊かな自然環境を保全していくためには、幼少時からの自然体験を総合的、系統的な環境
教育の推進による環境人の育成が不可欠であり、引き続き、取り組みの推進が求められる。
　今後の方向性としては、大津の豊かな自然を活かして環境人を育むために、基本方針に基づき市民、市民団体、教育機関、企業などと
の協働事業として、自然家族事業、こども環境探偵団事業、環境学習プログラム開発など基本方針各分野の充実を図りつつ、各事業を推
進していくことを目標に施策の拡充を図る。
　また、全庁的な取り組みの推進のために、引き続き基本方針庁内推進委員会を開催し、全体的な情報交換や交流を図っていく。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 55555555

＜1．基本情報＞

基本方針 03

基本政策 04

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 385,000 390,000 395,000 400,000

実績 323,289 406,680 395,306 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3.01 3.01 33 満足度 3.04 3 27

重要度 3.41 3.78 49 重要度 3.55 3.86 42

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

0 2 0 0 2 9,729 1

＜6．一次評価＞

有効性

合計 18181818 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

自然に学び、自然を楽しむまちにします

2 　 　

環境部 環境政策課

　国土幹線の要衝に位置する地理的特性と、環境先進県である滋賀県の県都としての本市の役割を踏まえ、豊かな自然や歴史にはぐくまれた固
有の環境特性を情報として蓄積・発信することで、環境情報が行き交うまちの実現を目指してゆく。

環境情報が行き交うまちづくり環境情報が行き交うまちづくり環境情報が行き交うまちづくり環境情報が行き交うまちづくり

実行計画体系
次代へ引き継ぐ「自然のうるおい」を創る

自然のうるおいデータベースの整備
環境情報システムの活用

　市民の環境問題への関心が高まる中、環境情報が行き交う都市となるためには、個性的な情報を蓄積し、発信していく必要があり、市民・ＮＰＯ
からはそれらに積極的に取り組むまちづくりが求められている。

指標名

1 環境情報システムなどへの年間アクセス件数 件

3 　 　

3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）

評価対象
事業数

評価対象外
事業数

総合評価

重要度

12,359

　環境情報を市民に広く提供するために「かんきょう宝箱」システム及び「環
境人ホームページ」を運用しており、目的と合った適切な指標である。

目標値達成率 4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）4点（達成できた）
　年々、環境情報システムへのアクセス件数は増加しており、目標値を達成
している。

達成度

政策目標への役割

19,959

4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
　市民、事業者に本市の豊かな環境情報を提供するための基本的な事業で
ある。

市民意向 4点（高い）4点（高い）4点（高い）4点（高い）
　環境問題市民意識調査の結果、行政に「環境保全に関する情報を提供す
る」ことを求める声が３４％と高かった。

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

平成22年度
総事業費（千円）

目標値設定

22,088

ＡＡＡＡ

実施成果の度合

　環境情報の提供を求める市民の声に引き続き応えていくために、システム
や情報素材のリニューアルを推進するとともに、併せて、市民自身が情報の
作り手となるような取り組みも推進することが求められる。

いつまでに 平成２４年度

3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
　環境情報は、常に新鮮な情報を提供することや、市民参加型環境調査に
よる情報の発信などの取り組みが求められる。

　一次評価の総合評価は、Ａランクで、環境情報の提供を求める市民の声に応えていくために、環境情報システムのなかの「かんきょう宝
箱｣システムを大幅更新している最中である。また、身近な小学校区単位の地域環境情報の投稿も容易にできるような、分かりやすく、使
いやすいシステムが求められているところである。
　今後の方向性として、各種環境計測データの提供、こども環境人ホームページで市内や県内の自然体験型環境学習情報等の提供も行
うとともに市民参加型の環境調査の結果を平成２４年度から掲載するなど、施策の拡充を図っていく。

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を 「かんきょう宝箱」システム

どのような状態にするか
　平成２２～２３年度に「かんきょう宝箱」システムの全面更新作業を実施し、
並行して実施する市民参加型環境調査の結果を平成２４年度から掲載す
る。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 56565656

＜1．基本情報＞

基本方針 04

基本政策 01

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 0 0 210 300 310

実績 0 0 295 -              -              

目標 0 0 33 36 40

実績 0 0 31.6 -              -              

目標                                                                            

実績                                                                            

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 3 3.01 35 満足度 - - -

重要度 3.44 3.78 46 重要度 - - -

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

2 0 0 0 2 12,948 0

＜6．一次評価＞

有効性

合計 17171717 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

　施策評価としては、市民・市民団体、事業者及び市の三者協働によるまちづくりの基本的事項を定めた「協働のルール」である『大津市
「結の湖都」協働のまちづくり推進条例』を制定し、平成２３年４月にスタートしたことにより、一定の成果があったものと評価できる。
　今後、本条例で定める「三者協働によるまちづくり」の理念や方向性を、いかに市民・市民団体、事業者及び市各部局へ浸透させ、実践
へと結び付けていくかという点が重要となっている。
　平成２３年設置の市民委員会である「大津市協働を進める三者委員会」や市役所横断的組織である「大津市職員協働推進本部」におい
て、協働意識を高める施策や仕組みを検討し、本条例の実効性を担保し、「人と人のつながりを強め、誰もが愛着と誇りを持って、住み続
けたくなる大津を築いていく」ということを目指していく。

実行計画体系
まちづくりの姿勢

三者協働

めまぐるしい社会状況の変化などから、市民ニーズが複雑・多様化する中、市民・市民団体、事業者及び市の三者が、自立し、互いに尊重し合い
ながら、それぞれの役割をしっかりと果たし、より良いまちづくりのために協力し合える「協働」は、まちを豊かさや活力を創造する上で大きなの効果
を発揮する仕組みの一つである。

市民部 自治協働課

協働の仕組みづくり協働の仕組みづくり協働の仕組みづくり協働の仕組みづくり

「協働」の仕組みづくりを進めていくために必要なルールを策定し、市民・市民団体、事業者及び市の三者がこれまで以上に連携を深め、地域課題
に的確に対応したまちづくりを推進していく。

「協働のルール」の策定、推進体制の強化、協働事業の計画的な推進、協働意識の醸成

指標名

1 ＮＰＯ法人・市民活動団体との協働事業数 事業

0 12,948 18,991

2 公募委員が構成員となっている審議会などの割合 ％

3 　 　

総合評価 評価対象
事業数

評価対象外
事業数

平成22年度
総事業費（千円）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

達成度

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）
三者が話し合いに基づく役割分担のもと、得意な所を持ち寄り、足りない所
は補い合いながら地域課題の解決を図る三者協働によるまちづくりの推進
には適切な目標値である。

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）
指標２は年度目標を下回ったが、指標１では年度目標を大きく上回ってお
り、全体としては一定、目標は達成しているものと考える。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
三者協働によるまちづくりを推進していく上で、その基本的な考え方を定め
たルールを策定するとともに、推進体制を強化し、仕組みづくりを図ることは
重要である。

市民意向 3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）3点（やや高い）
今後は「協働のルール」として制定した『大津市「結の湖都」協働のまちづく
り推進条例』の周知とともに、さらなる協働意識の醸成を図っていく必要があ
る。

いつまでに 平成２３年度以降
方向性 拡充拡充拡充拡充

何を 協働事業の計画的な推進、推進体制の強化、協働意識の醸成

どのような状態にするか
協働推進計画の策定、協働を進める三者委員会及び市職員協働推進本部
の設置による推進体制、市民等向けのフォーラムの開催、市職員向けの研
修の実施等により、三者協働によるまちづくりを推進していく。

実施成果の度合 4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）4点（有効である）
「協働のルール」を条例として制定した。このことは、今後の三者協働による
まちづくりの推進に有効である。

ＡＡＡＡ
三者で構成する市民委員会の提言をもとに『大津市「結の湖都」協働のまち
づくり推進条例』を制定し、施策目標達成に向けての基礎ができたと言え
る。今後は、条例の具現化に向け、三者の協働意識の醸成が必要である。
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施策評価結果シート

所管部 主管課

施策名 57575757

＜1．基本情報＞

基本方針 04

基本政策 02

＜2．施策概要＞

現状と課題

施策目標

施策内容

＜3．成果指標＞

単位 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

目標 80 95 70 85 100

実績 71.7 86.5 64.7 -              -              

目標 75 95 80 85 90

実績 70 77.6 82.3 -              -              

目標 0 111.3 110.7 106.9 0

実績 119.9 98.1 0 -              -              

＜4．市民意識＞ ＜参考＞

平成23年度 施策値 平均値 総合順位 平成21年度 施策値 平均値 総合順位

満足度 2.84 3.01 53 満足度 3.12 3 11

重要度 3.97 3.78 19 重要度 3.98 3.86 24

＜5．施策配下の事務事業評価結果＞

継続 改善 見直し 廃止 事業数 事業費（千円） 事業数

20 1 0 1 22 1,862,178 73

＜6．一次評価＞

有効性

合計 15151515 点点点点

＜7．主管部局コメント＞

社会の成熟化に伴い、行政への市民ニーズは複雑・多様化する一方で、地方自治体の行財政環境は厳しさを増し、地方分権の進展などにより、
効果的・効率的な行政運営と地域の個性や特色を生かしたまちづくりの両立が求められることから、限られた行財政資源の選択と集中による持続
可能なまちづくりが課題である。

円滑な行政運営は、市民、事業者、行政による相互コミュニケーションや情報の共有などによる信頼関係によって成り立つため、情報化の推進や
行財政運営における透明性・説明責任をより明確にするとともに、効率的な行政運営を実現するための体制を整備し、市民サービスの向上と健全
な財政運営の両立の実現に努める。

行政サービスの拡充、日常生活に密着した情報の発信、新たな総合計画の周知、広聴の充実と対話の推進、行政改革プランの推進、人事制度及
び組織の見直し、電子市役所の推進、公共測量基準点の一元管理、公共建築物の管理強化、省資源・省エネルギー活動の推進、中長期的な視
点に立った財政運営

政策調整部 企画調整課

効率的で開かれた行政運営効率的で開かれた行政運営効率的で開かれた行政運営効率的で開かれた行政運営

実行計画体系
まちづくりの姿勢

自立する都市経営

指標名

1
第２期実行計画の目標達成率
（２１年度までは第１期）

％

2
行政改革プランの目標達成率
（２１年度までは前期）

％

3
将来負担比率
（２２年は２３．８公表）

％

総合評価 評価対象
事業数

評価対象外
事業数

平成22年度
総事業費（千円）

平成23年度予算
事業費（千円）事業費（千円）

29,229,054 31,091,232 27,290,987

達成度

目標値設定 3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）3点（やや適切である）
３つの指標とも実績値や伸び率を踏まえ、適正な目標達成率の設定を行っ
た。

目標値達成率 3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）3点（ほぼ達成できた）
実行計画の達成度は目標値にいたらなかったものの、行政改革プランの達
成率は目標を達成することができた。

重要度

政策目標への役割 4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）4点（重要である）
「自立する都市経営」を実現するため、効率的で開かれた行政運営を進める
ための具体的な取組を実施し、着実に成果を上げている。

市民意向 2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）2点（あまり高くない）
全施策から見て満足度が低かった。今後の行政サービスの向上を図るため
に重要な施策であるため、市民ニーズの把握に努めるとともに、市民への
周知を図る必要がある。

庁内関係部局の密接な連携による事業の推進を図るとともに、市民への情
報提供に努めながら、行政改革プランを着実に推進し、持続可能な都市経
営の推進のために引き続き将来負担比率等の目標を達成する。

実施成果の度合 3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）3点（やや有効である）
取組をされている事務事業については、目標を達成するために、必要な事
業が実施されている。

ＢＢＢＢ
施策配下に位置付けた事務事業の有効性は高く、設定した成果目標は概
ね達成されている。しかし、今回の市民意識調査では、市民の満足度は低く
なっていることから、総合評価はＢとする。

　まちづくりの姿勢については、多様化する市民ニーズや社会情勢に的確に対応し、効果的・効率的な行財政運営を図り、選択と集中によ
る持続可能なまちづくりの推進を目指すものである。
　具体的には、行政改革の推進をはじめとする「効率的な行政運営の推進」と、健全な財政運営による「持続可能な行財政基盤の確立」を
行うものであるが、「大津市行政改革プラン」及び「中期財政計画」に基づき、全庁的な取り組みとして重点的に取り組み、今後、市民サー
ビスの更なる向上はもちろん、引き続き活力と魅力あるまちづくりに取り組む必要があると認識している。
　よって、全職員が一丸となり、効率的、効果的な業務を実施するため、行政評価として実施する事務事業評価や施策評価を効率的な事
業の実施を行うためのツールの一つとして十分に活用を図り、中核市としてふさわしい行政サービスの提供を目指すものである。

いつまでに
平成２４年度末までに

方向性 拡充拡充拡充拡充

何を
総合計画に掲げる事業の目標達成と行政改革プランに掲げる財政健全化
の取組

どのような状態にするか

- 80 ----


