
基本理念 基本目標(４) 施策NO 施策評価シート(30)

1-1-1 1.土地利用の促進

1-2-1 2.道路の整備

1-2-2 3.公共交通システムの整備

1-3-1 4.良好な住環境の整備

1-3-2 5.上水道・簡易水道の整備

1-3-3 6.下水道・浄化槽・農業集落排水の整備

1-4-1 7.情報通信基盤の整備・CATV網の整備

2-1-1 8.地域医療体制の充実

2-1-2 9.健康増進対策の推進

2-2-1 10.地域福祉の推進

2-2-2 11.高齢者福祉の充実

2-2-3 12.障害者(児)福祉の充実

2-2-4 13.児童福祉の充実

2-3-1 14.防災対策の充実

2-3-2 15.防犯対策の充実

2-3-3 16.交通安全対策の充実

2-4-1 17.循環型社会の推進

2-4-2 18.自然エネルギーの活用

3-1-1 19.学校教育の充実

3-1-2 20.生涯学習の充実

3-1-3 21.人権教育・啓発の推進

3-2-1 22.農林業の振興

3-2-2 23.商工業の振興

3-2-3 24.観光の振興

3-3-1 25.文化の振興

3-3-2 26.スポーツ・レクリェーションの振興

4-1-1 27.住民参画の推進

4-1-2 28.国際化社会の形成

4-2-1 29.効率的な行政運営

4-2-2 30.財政の健全な運営
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施策評価シート(平成２０年度の振り返り)



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 191.00 （成行値） 238.93
（目標値） 192.71 （目標値） 238.93
（実績値） 211.43 （実績値）
（成行値） 2.82 （成行値） 2.82
（目標値） 3.32 （目標値） 3.32
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） - （目標値） 1
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

1-1-1 土地利用の促進

まちづくり推進課 工藤昌美

721.48

まちづくり推進課　管理課　工務課　地籍調査課　商工政策課　農林振興課

施策の目的
①対象

市内全域　　市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 面積 ㎢ 721.48 721.48 721.48

31,400

施策の目的
②意図

地域の特性に合った土地の利用
がなされている。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B 人口 人 33,052 32,393 31,800

地籍調査を行った面積の
累計

㎢ 175.25 183.98

B
「森林整備計画区域面積に占め
る森林整備面積」の割合

％ 3.32 2.82

D

C 景観保存地区指定個所数 個所 - -

A　土地の開発、保全、利用の高度化のため地籍調査の促進を指標とした。B　三好市の８７パーセントを占める森林の活用につい
て、「森林整備計画区域面積に占める森林整備面積の割合」を指標とした。C　三好市の景観を活かしたまちづくり推進のため市民
の合意形成がなされた景観保存地区数を指標とした。

A　地籍調査課実績数値　　B　農林振興課調査数値　　　C　まちづくり推進課数値

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

地籍調査については平成２1年度実績見込み値27.5㎢を２2年度目標数値として加算し事業量累計238.93㎢とした。森林整備につ
いては平成２1年度の整備面積割合2.28％を２2年度成行値とし、施業要望面積割合3.32%を目標値とした。平成２１、２２年度で景観
計画を策定し、景観保存の合意形成を図る計画であることから当面の目標指定個所数を１とした。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

行政　地籍調査を進め、地域の特性に合った土地利用計画を策定、実行する。　市民　土地利用についての計画に対して理解、協
力をしてもらう。

２２年度
目標達成の

課題

地籍調査については、過疎化や世代交代によって境界がわかりにくくなっており緊急性が高まっており、事業推進が必要である。農
林地の利用についても過疎化、高齢化等による耕作放棄地、放置森林が増加しているが、CO２削減の観点からも施業の推進が求
められている。平成２１年度には庁内土地利用会議を立ち上げ、現状を全体的に把握する計画である。また景観計画の策定を進
め、市民との合意形成を図る必要がある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

農業振興計画区域、森林整備計画区域、都市計画区域の指定についてはほとんど変化なし。景観法、歴史まちづくり法の施行によ
り、三好市の景観特性を活かした、景観行政団体としてのまちづくりが求められている。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

合併により721.48平方キロメートルの四国一広大な行政区域を持つ三好市が誕生したが、平坦地が少なく、その可住地面積は
94.16平方キロメートルで割合は13.0パーセントと少なく、土地の有効活用を図ることは重要な課題となっている。このため、土地の保
全及び利用を図るため土地の所有者や境界などを明確にするための調査を早急に実施することが求められている。また三好市の山
間部においては過疎化による集落機能の低下、農林地の荒廃が進行しているとともに、人口の集中する中心市街地においても過疎
化、消費人口の減少、商業の低迷等により空き店舗が増えてきていることから、生じた遊休地の活用など計画的な土地利用を行うこ
とが求められている。三好市の面積の87％を占める森林については、森林の持つ多面的機能を発揮するために計画的な整備活用
を図るこが必要であり、平成20年度１5．06平方キロメートルの森林施業を実施している。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

旧町村時代からの土地利用計画（農業振興地域整備計画、森林整備計画、都市計画、地域再生計画等）に基づき、継続して取り組
んできた。地籍調査においては三野地区が100％完了しているが、平成２０年度８．６８平方キロメートルの実施に止まっていたが、平
成２１年度には予算増額により２７．５平方キロメートルの実施予定である。森林整備についてもCO２削減の観点から、森林活用の重
要性が云われており平成２０年度当初目標２．０８パーセントから実績では２．８２パーセントまで拡大した。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 10 月 19 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

市民
市内の道路

（成行値） 76.22 （成行値） 76.22
（目標値） 75.00 （目標値） 74.00
（実績値） （実績値）
（成行値） 61.81 （成行値） 61.81
（目標値） 60.00 （目標値） 59.00
（実績値） （実績値）
（成行値） 239.88 （成行値） 239.88
（目標値） 244.52 （目標値） 249.00
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

作成日

A 人口 人 33,052

1-2-1 道路の整備

工務課 吉田　米一

農林振興課・まちづくり推進課

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B 市道延長 ㎞ 1,429.73

A
生活に必要な道路が整ってい
ると感じている市民の割合

% 62.62

施策の目的
①対象

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

76.22

61.81B
道路を通行するときに危ない
と思っている市民の割合

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

1,460.00

C 市道改良延長 ｍ 223.34

% 83.44

D

平成

31,800

1,454.47

32,393

1,444.29

239.88

生活関連道路の整備状況や、安全性について、市民がどう思っているかを把握する為アンケートの数値を指標とした。
道路の改良状況を把握するため、市道改良延長を指標とした。

A　市民アンケートで、「生活に必要な道路が整っていると思う」で、そう思、どちらかといえばそう思うの割合で把握。
B　「道路を通行するときに危ないと思う」で、そう思う、どちらかといえばそう思うの割合で把握。
C　市道改良延長は各年度の改良実績による。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

広範囲に及ぶ道路網、道路延長に加えて急峻な地形のため道路線形も悪いうえにガードレール、落石防止策などの安全施設の整
備も不十分な現状である。引き続き道路改良事業、交通安全施設を実施する。22年度道路改良予定延長により改良延長の目標値
を２２９．５３ｍとした。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

○住民の役割分担・・・道路整備の目的や必要性を理解し、事業推進に協力するとともに、利用者としてのルールを守り、マナーの
向上に努める。
○行政の役割分担・・・国道、県道については、整備拡充の要望を行い、市内道路網については、計画的な整備と補修等を行い、
効率的な維持管理に努める。また、利用者へのマナーやルールの啓発に努める。

必要な道路が整備される。
安全な通行ができる様になる。

２２年度
目標達成の

課題

地形が急峻であるため、改良工事単価が大変高くなっている、厳しい財政事情のなか、さらに現地に適合した道路線形、工法検討
などが必要である。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

市内の道路網は、徳島自動車道、一般国道、県道と接続する市道、農林道により形成されている。市道、農林道については、以前と
比較すれば少しずつ改善され、市民の生活圏の拡大、生産活動あるいは、地域間交流に大きな役割を果たしている。しかしながら
市道、農林道については行政区域が広範である上に、急峻な地形のため整備も不十分である、今後においても地域の実態を考慮
しながら計画的な整備をおこなう必要がある。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

市道の改良延長は239.88ｍで前年度対比わずかな上昇となっている、計画的に改良事業を進めているところであるが市道の総延長
が1,444.29㎞と非常に長いために道路改良延長は鈍い伸びになっている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

・国道、県道の整備拡充を関係機関に要望活動を実施した。
・計画路線の整備および維持管理を推進した。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 47.74 （成行値） 47.74
（目標値） 45.00 （目標値） 43.00
（実績値） （実績値）
（成行値） 31,990 （成行値） 31,990
（目標値） 33,000 （目標値） 33,000
（実績値） （実績値）
（成行値） 332 （成行値） 332
（目標値） 500 （目標値） 500
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題

市内全域での公共交通体系の確立。JRとの接続、旧町村運行バスの連携。協議会を今後も継続して行き、市民要望と市の負担の
調整を行う。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

高齢化の進行により交通手段を持たない市民の割合が増加する。県の財政状況の悪化により運行補助金の減額となる。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

市は公共交通の路線維持に支援を行っているが、自家用車の普及とともに公共交通の利用者数が減少、事業者の採算性が悪化し
たことにより減便、路線の廃止などサービスの低下を招いてきた。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

民間事業者の撤退した路線で市営バスを運行し、高齢者や障害者、学生等の交通手段を確保してきた。また合併に伴い飛地となっ
た三野地区と本庁のある池田地区を結ぶ新規市営バス路線を開設した。辺地タクシー制度の市内全域への拡充を行い公共交通を
補完している。平成２０年度から市内バス路線再編協議会を設置し、利用者代表委員からの意見聴取等を行っている。

「公共交通を使って便利に移動出来ているかどうか」、「公共交通機関利用人数」、「公共交通を補完する辺地タクシー制度利用人
数」の推移をみることで市内外への移動がどれだけしやすくなったかを推計することができるので、これを成果指標とした。

Ａ　アンケート調査による。市営バス、辺地タクシー利用人数については三好市資料で実数測定。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

アンケート調査では、市内の移動に不便を感じている市民の割合はそう思うが２０年度24.12％（１９年度　28.52％）、どちらかというとそう思うが同
23.62％（同25.41％）となっているが、市営バスの運行再編成実施、辺地タクシー制度の周知により不便と感じる割合を半数以下の４3％を目標数値
とする。市営バス乗車人員については毎年3％程度減少しているが、佐野池田線の路線変更により高校生・一般の利用が増加見込みであるため現
状を目標値とした。辺地タクシー利用者数は平成20年8月から全市で実施しており、21、２２年度見込み値を前年実績の５割増しの５００人とする。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

住民：公共交通のできる限りの利用　　　行政：交通弱者の外出支援、住民ニーズの把握、公共交通の連携推進

C 辺地タクシー利用者数 人 178 332

D

市内の移動に不便を感じていると答
えた市民の割合 ％ 53.93 47.74

B 市営バス利用人数 人 34,117 31,990施策の目的
②意図

市民（特に高齢者や障害者、学生
等）が市内外への移動をしやすく
なる。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B

人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400

まちづくり推進課　管理課　工務課　長寿障害福祉課

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A

作成日 平成

1-2-2 公共交通システムの整備

まちづくり推進課 工藤昌美



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 28 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 76.00 （成行値） 77.00
（目標値） 76.50 （目標値） 78.00
（実績値） （実績値）
（成行値） 56 （成行値） 59
（目標値） 60 （目標値） 60
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

1-3-1 良好な住環境の整備

管理課 阪本和仁

工務課　農林振興課　まちづくり推進課　環境課　水道課

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B

作成日

A 人口 人 33,052施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

快適な住環境で暮らすことができ
る。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B
木造住宅耐震診断事業実施件
数

A
快適な住環境であると答え
た市民の割合

％ 73.44 75.70

27.00

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

C

件 28.00

D

平成

31,80032,393

Ａ：現状の住環境をどのように感じているかを把握するため、快適な住環境であると感じている市民の割合を指標とした。
Ｂ：住宅の安全性を確保するためには、災害時における耐震性を強化する必要がある。その前段として、木造住宅耐震診断実施件
数を向上させることが、安全・安心な生活環境に結びつくものと考え指標とした。
・良好な住環境の整備には、「道路の整備」、「上水道・簡易水道の整備」、「下水道・浄化槽・農業集落排水の整備｣等、他の施策と
関連があるため、その指標等も参考とする。

Ａ：アンケート調査による。　Ｂ：建設課数値による。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

市民アンケート調査では、現在の住環境が快適であると答えた人の割合が37.19％、どちらかといえばそう思う人が38.53％となって
いる。近年多発する地震災害に対し、木造住宅所有者の防災意識の高揚や、耐震性の確保が急がれていることから耐震診断事業
の実施により安全点検を行うとともに、引き続き道路、水道等の事業実施により生活環境の向上を図る。耐震診断事業数を平成21年
度50件を目標値とし、快適と答える市民の割合76.5％を目標とする。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

行政の役割分担：恵まれた自然環境を重視し、地域の特性を活かした生活環境整備に努める
市民の役割分担：行政の計画策定、実現に向けて協力する。

２２年度
目標達成の

課題

市民アンケート調査で、住環境が整っていないと思っていることについて、具体的に把握し住民ニーズに対応した施策を立てる。
老朽化した市営住宅、高齢化社会に対応した市営住宅の整備の財源確保。
木造住宅の耐震改修には、多額の個人負担が必要であり更なる補助金の支援を要する。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

木造住宅耐震診断実施件数は95件で、判定結果はほとんどが、耐震改修が必要であるという診断結果になっている。今後30年以
内に50％程度の確立で発生すると予測されている、南海地震に備えて耐震診断、耐震改修の啓発、防災意識の向上を図る必要が
ある。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

良好な住環境づくりを進めるため、合併前の旧町村時代から公営住宅の整備を進めてきた。しかし、これらの中には昭和20年代に
建設されたものなど老朽化の進んでいる建物もある。少子高齢化、人口の減少による入居率の低下が予想される。特に昭和20年か
ら昭和30年代に建てられた住宅の適正、かつ経済的な管理が必要になる。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

「移住交流支援センター」を設置し、移住に関する問い合わせ窓口を一本化し、ワンストップで移住相談を実施した。市営住宅はＨ
21.3.31現在1,142戸を保有しており、入居率は89.49％となっている。年間5回の入居募集と、一部住宅については随時募集を実施
することにより、入居率の向上を図った。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 3 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 80.6 （成行値） 80.0
（目標値） 81.7 （目標値） 82.5
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

　水道課 　耕地　孝裕

　環境水道課（三野・山城）　市民課（西・東祖谷）

２１年度見込 ２２年度目標

1-3-2

２０年度実績

B 現在給水人口 人 25,946

作成日

A 行政区域内推計人口（県） 人 32,285

　上水道・簡易水道の整備

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

水道未普及地域の解消。
安全で衛生的な生活用水の利用
が可能になる。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B

A 水道普及率 ％ 80.4 81.2

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

25,310

C

D

平成

31,700

25,560

31,540

25,613

「水道普及率」の推移を確認することにより、給水サービスを受けている市民の割合が類推できる。

水道普及率（％）＝（B）÷（A）×100（年度ごとに集計する三好市水道施設一覧の数値とする。）

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

水道未普及地域解消事業実施予定地区の人口。（山城町国政地区　50人・池田町西山地区　55人）

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

住民の役割分担・・・・・公平・公正且つ適正な受益者負担（水道使用料）
行政の役割分担・・・・・経営状況や水質検査結果などの積極的な情報公開

２２年度
目標達成の

課題
第12期拡張事業計画にそった事業実施。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

該当地区の過疎化と住民の高齢化などにより事業計画と事業実施が年度ごとに困難になる可能性あり。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

水道未普及地域解消事業について、近隣市町と比較した場合、該当地区すべてが山間地域に点在していることから、地理的条件
により一人当たりの事業費が高額であり水道普及率の改善が困難である。水道普及率は事業実施により、向上すべきであるが、人
口の減少が給水区域に集中した場合、率が低下する恐れがある。基本的には微増である。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

水道未普及地域解消事業（山城町　国政・重実地区）　受益者数　53人・事業費　111,052千円



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 36.1 （成行値） 38.1
（目標値） 37.1 （目標値） 39.1
（実績値） （実績値）
（成行値） 100 （成行値） 100
（目標値） 100 （目標値） 100
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

１-３-３ 下水道・浄化槽・農業集落排水の整備

環境課 正木　乾一郎

農林振興課・工務課・管理課

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400

B

施策の目的
②意図

家庭排水の水質の向上を図り、公
共水域の水質保全を図る。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A
整備率(汚水処理人口普
及率）

％ 32.90 35.10

B
市内河川のＢＯＤ基準達
成率

％ 100.00 100.00

C

D  

公共水域の健全な水質保全を目的として、①汚水処理人口普及率（下水道・農業集落排水・合併浄化槽整備率）及び②市内河川
のＢＯＤ基準達成率、を成果の指標と考える。

整備率（汚水処理人口普及率）：　汚水処理人口（下水道+農業集落排水+合併浄化槽の整備済人口）÷住民基本台帳人口
市内河川のＢＯＤ基準達成度：　徳島県が実施している、公共水域の水質測定計画書による環境基準点調査結果を採用する。（水
域名・吉野川（上流）、地点名・山城町大川橋）　（21年度は市内の河川を市独自で調査し測定地点を５か所追加）

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

施策の目標：①汚水処理人口普及率を39.1％、対前年比2％増を目指す。②BOD基準達成率は100%を目標とする。
根拠： 都市と地方の格差が所得格差となって表れ、国内経済の後退が地域経済の後退となって表れている。また、地域の高齢化の
進行が著しく、雇用の場を求め、若年労働者は市外へ流出している。こういった情勢の中で、合併処理浄化槽の設置基数は平成17
年度より減少傾向にある。汚水処理人口普及率も平成17年度では対前年比３％を超える増加を示したが、１８年度からは２％台に減
少、平成２０年度では２．２％増となった。浄化槽設置には、市町村設置型と個人設置型があるが、設置に係る個人負担と後々の使
用料負担などがあり、市報等を通じて制度周知と水質保全への啓発を行っているが、最終は設置者が設置判断をすることとなる。ま
た、農業集落排水施設への加入は、設置地域での加入率が高く、今後の大きな加入拡大は望めない状況にある。地域経済の回復
が期待される所であるが、少子・高齢化と人口減が予想される中で、汚水処理人口普及比率は対前年比２％増を目標とした。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

住民の役割分担：排水処理に対する意識の向上。
行政の役割分担：排水処理の必要性について啓発を行い、整備計画に基づいて処理施設（下水道及び農業集落排水施設、合併
処理浄化槽の設置及び個人設置に対する補助）の整備を進める。併せて供用中の処理施設及び市設置合併浄化槽の適正な維持
管理に努める。

２２年度
目標達成の

課題

生活排水対策について現状は、旧町村の事業を引き継ぎ、各事業ごとに推進を図っているが、浄化槽整備方法の統一も含めた三
好市生活排水処理基本計画（平成22年度～26年度）を平成21年度中に策定し事業推進を図っていく。また、公共水域の水質向上
に向けた市民への意識啓発や供用中の施設の適正な維持管理の啓発も行っていく必要がある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

少子・高齢化が進行し、市内の雇用状況から若年労働者の市外流出は続くことが予想される。また、経済の落ち込みが所得減少を
生み、消費控えを招くことも予想される。さらには、個人設置型の県補助金については、平成２１年度も削減され２２年度も削減される
予定になっており、それに併せて国補助金も減額されることになる。一方、市財政は地方交付税削減や税収減から財政難の状態に
あり、市補助金の増額も困難な状況にある。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

整備率（汚水処理人口普及率）は35.1％で、前年度対比2.2％の上昇となった。20年度末の県平均が45.8％から比較すると低い状
況にあり、清流吉野川の上流に位置する三好市としては、今後さらに整備率（汚水処理人口普及率）の向上が必要である。
市内河川のBOD基準達成率は徳島県における調査個所（山城町大川橋）について達成しているものの、それ以外の河川について
は調査できていない状況にある。
公共用水域の水質保全に向けて、トイレの水洗化及び生活排水処理に対する住民の期待が高い中、整備率は目標数値を若干上
回ったものの、県平均とは10ポイント以上の差がある。市内においては人口流出とともに、高齢者世帯が増加する中、浄化槽設置を
手控える状況や、三好市の財政状況も含めた今日的な経済情勢等の悪化も要因の一つと考えられる。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）総括

各整備事業単位で、浄化槽設置促進に向けて、市報への補助制度の掲載、パンフレット作成を行い事業推進を図った。また、法定
検査の未受検者については、受検される旨の督促を行った。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 平成 21 年 8 月 21日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値）   35.41 （成行値）   46.90

（目標値）   38.00 （目標値）   50.00

（実績値）   46.90 （実績値）

（成行値） 　20.33    （成行値）    28.14

（目標値）     （目標値）    25.00

（実績値）　 28.14 （実績値）

（成行値） （成行値）

（目標値） （目標値）

（実績値） （実績値）

（成行値） （成行値）

（目標値） （目標値）

（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の
課題

・住民、行政、医療機関が「地域医療を守る」共通認識を持ち、協力しあいながら市民が安心して暮らせる地域医療の確保
・無医地区解消に向けた医療体制の確保を図っていく。
・20年度に設立された「三好病院を応援する会」のサポートの継続。
・「三好病院を応援する会」の活動等により、市民・医療機関・行政とが共通認識を持ち協力しあえる体制づくりを進める。
・三好市医師会と関係機関の協力を得ながら在宅診療・訪問診療等の確保を図る。
・県や医師会、大学等関係機関に対して、医師の確保要望を行う。
・ＩＴを活用した周産期医療体制の充実を図る。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

市民…人口減少、高齢化率が上がり、訪問診療など在宅医療の需要が高まる
医師数…医学部の定員増や地域枠の創設、医師バンク事業等により医師数の増加が図られているが、即座の状況の改善は見込めないう
え、絶対数の増加に対して、へき地での勤務を希望する勤務医の数の増加は期待できない。
徳島県…平成２１年度の緊急経済対策に盛り込まれた地域医療再生計画に基づき、三好市の属する二次医療圏において、適正な医療体
制の整備に関する事業が活発化する

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

市では、開業医の引退に伴う廃院や後継者不足による医師不足となっている。高齢化が進むなかで、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の占
める割合が高くなっており、特に山間部においては、早期の受診が困難な状況がある。医療機関が近くにないために受診が遅れ病状が悪
化・重症化していることも少なくなく、医療費高騰の一因にもなっている。また、救急医療については、市内の開業医を軸とした第1次救急
医療、県立三好病院、市立三野病院による第2次・第3次救急医療体制が運用されているが、緊急搬送に際し、搬送時間が１時間を越える
地域も存在する。そうしたなかで、無医地区に対する医療の確保と、緊急時に対応した搬送体制の整備や救急救命センター・小児救急医
療体制の充実・強化などが求められている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

国・県および医師会等関係機関に対して、医師の確保要望を行った。三好病院経営戦略会議への参加。「三好病院を応援する会」の設立
支援及び「応援する会」活動（病院スタッフへの激励のメッセージボードの設立、医師官舎等の清掃作業）への参加・支援。疾病の予防と
早期発見、早期治療のため三野病院の医師の協力により、市報みよしにコラム「健康一口メモ」を連載。無医地区に関する三好市医師会と
の協議。無医地区対策に関する内部での施策検討。医療分野へのＩＴ活用協議。

質の高い医療が受けられる地域医療体制の充実のためには、一次医療として疾病の早期発見・早期治療を受けられる体制を整え、重症
者にはより高度な医療が受けられる救命救急センターの維持が必要である。また、無医地区の解消をはかることが必要であると考える。そ
の結果として、市民が「適切な医療が受けられる環境が整っている」と感じる割合の上がることが成果と考え設定をした。

行政評価制度に伴う市民意識調査の結果。
さらに、成果指標中、ＡおよびＢのみの変化を観察するのみでなく、Ａに対するＢの割合（Ｂ÷Ａ）から経年変化を観察することで、より実態
を把握できると考えている。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

現在の三好市の状況の改善を目標とする。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

○住民の役割・・・かかりつけ医を持ち、正しい医療のかかり方をする。
○行政の役割・・・国、県および医師会等関係機関との連帯強化を図り、また、市民に対して現状の啓発を行い市民が安心して医療を受け
られる体制を整える。

D

- 20.33

C

２１年度目標・見込 ２２年度目標

A
「適切な医療が受けられる環境が
整っている（「どちらかといえば」を
含む）と感じている」市民の割合

％ - 35.41

施策の目的
②意図

市民だれもが質の高い医療が
受けられる地域医療体制の充実

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B
「適切な医療が受けられる環境が
整っていないと感じている」市民の
割合

％

２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B

作成日

2-1-1 地域医療体制の充実

保健医務課 平西　幹也

三野病院・西祖谷総合支所西祖谷山村診療所・東祖谷総合支所東祖谷歯科診療所



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 10 月 21 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） （成行値）
（目標値） 設定なし （目標値） 設定しない
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

1-4-1 情報通信基盤の整備・ＣＡＴＶ網の整備

情報政策課 松丸忠仁

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B

作成日

A ＣＡＴＶ加入世帯数 世帯 3,707施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

市内の地域情報を共有できる環境
を整備する。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B

A ＣＡＴＶ加入世帯数 世帯 3,538 3,280

２１年度目標・見込 ２２年度目標

設定しない

C

D

平成

設定なし3,644

加入世帯数

CATVの加入実績により把握

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

池田地区の加入率は約９０％であり、市内全域を９０％を目標として設定した。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

市は加入世帯の増加に向けて、視察の実施、説明会の開催、広報での周知、工事のスムーズな施工を行う。
市民は地域の情報に対する関心を高め、情報発信及び受信をしてもらう。

２２年度
目標達成の

課題

情報通信基盤整備は終了するが、今後の課題としては、基盤の利活用を他の施策等との整合性を図りながら別途設定する必要が
ある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

情報通信基盤整備は終了するので、基盤の利活用を他の施策等との整合性を図りながら設定する。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

１９年度に引き続き当初の目標であった加入率は９０％を超えた。
徳島県では、全県ＣＡＴＶ網構想を掲げて情報通信基盤の整備を進めており、国の施策とも重なり補助金の獲得や施策実施に全面
的な協力をいただけた。　　また、自治会別の加入説明会の開催により、ほぼ５０％の方が説明会に参加いただき、本施策に理解を
頂いた。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

自治会別の加入説明会の開催に広報での周知
共聴組合への説明会
移動市長室等での事業説明
　
基盤整備という目標は達成した。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 平成 21 年 8 月 21日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値）   35.41 （成行値）   46.90

（目標値）   38.00 （目標値）   50.00

（実績値）   46.90 （実績値）

（成行値） 　20.33    （成行値）    28.14

（目標値）     （目標値）    25.00

（実績値）　 28.14 （実績値）

（成行値） （成行値）

（目標値） （目標値）

（実績値） （実績値）

（成行値） （成行値）

（目標値） （目標値）

（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の
課題

・住民、行政、医療機関が「地域医療を守る」共通認識を持ち、協力しあいながら市民が安心して暮らせる地域医療の確保
・無医地区解消に向けた医療体制の確保を図っていく。
・20年度に設立された「三好病院を応援する会」のサポートの継続。
・「三好病院を応援する会」の活動等により、市民・医療機関・行政とが共通認識を持ち協力しあえる体制づくりを進める。
・三好市医師会と関係機関の協力を得ながら在宅診療・訪問診療等の確保を図る。
・県や医師会、大学等関係機関に対して、医師の確保要望を行う。
・ＩＴを活用した周産期医療体制の充実を図る。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

市民…人口減少、高齢化率が上がり、訪問診療など在宅医療の需要が高まる
医師数…医学部の定員増や地域枠の創設、医師バンク事業等により医師数の増加が図られているが、即座の状況の改善は見込めないう
え、絶対数の増加に対して、へき地での勤務を希望する勤務医の数の増加は期待できない。
徳島県…平成２１年度の緊急経済対策に盛り込まれた地域医療再生計画に基づき、三好市の属する二次医療圏において、適正な医療体
制の整備に関する事業が活発化する

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

市では、開業医の引退に伴う廃院や後継者不足による医師不足となっている。高齢化が進むなかで、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の占
める割合が高くなっており、特に山間部においては、早期の受診が困難な状況がある。医療機関が近くにないために受診が遅れ病状が悪
化・重症化していることも少なくなく、医療費高騰の一因にもなっている。また、救急医療については、市内の開業医を軸とした第1次救急
医療、県立三好病院、市立三野病院による第2次・第3次救急医療体制が運用されているが、緊急搬送に際し、搬送時間が１時間を越える
地域も存在する。そうしたなかで、無医地区に対する医療の確保と、緊急時に対応した搬送体制の整備や救急救命センター・小児救急医
療体制の充実・強化などが求められている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

国・県および医師会等関係機関に対して、医師の確保要望を行った。三好病院経営戦略会議への参加。「三好病院を応援する会」の設立
支援及び「応援する会」活動（病院スタッフへの激励のメッセージボードの設立、医師官舎等の清掃作業）への参加・支援。疾病の予防と
早期発見、早期治療のため三野病院の医師の協力により、市報みよしにコラム「健康一口メモ」を連載。無医地区に関する三好市医師会と
の協議。無医地区対策に関する内部での施策検討。医療分野へのＩＴ活用協議。

質の高い医療が受けられる地域医療体制の充実のためには、一次医療として疾病の早期発見・早期治療を受けられる体制を整え、重症
者にはより高度な医療が受けられる救命救急センターの維持が必要である。また、無医地区の解消をはかることが必要であると考える。そ
の結果として、市民が「適切な医療が受けられる環境が整っている」と感じる割合の上がることが成果と考え設定をした。

行政評価制度に伴う市民意識調査の結果。
さらに、成果指標中、ＡおよびＢのみの変化を観察するのみでなく、Ａに対するＢの割合（Ｂ÷Ａ）から経年変化を観察することで、より実態
を把握できると考えている。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

現在の三好市の状況の改善を目標とする。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

○住民の役割・・・かかりつけ医を持ち、正しい医療のかかり方をする。
○行政の役割・・・国、県および医師会等関係機関との連帯強化を図り、また、市民に対して現状の啓発を行い市民が安心して医療を受け
られる体制を整える。

D

- 20.33

C

２１年度目標・見込 ２２年度目標

A
「適切な医療が受けられる環境が
整っている（「どちらかといえば」を
含む）と感じている」市民の割合

％ - 35.41

施策の目的
②意図

市民だれもが質の高い医療が
受けられる地域医療体制の充実

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B
「適切な医療が受けられる環境が
整っていないと感じている」市民の
割合

％

２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B

作成日

2-1-1 地域医療体制の充実

保健医務課 平西　幹也

三野病院・西祖谷総合支所西祖谷山村診療所・東祖谷総合支所東祖谷歯科診療所



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 30 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 28 （成行値） 27
（目標値） 25 （目標値） 24
（実績値） 27 （実績値） 26
（成行値） 1110 （成行値） 1200
（目標値） 1032 （目標値） 1072
（実績値） 1070 （実績値） 1110
（成行値） 42.35 （成行値） 42.34
（目標値） 42.33 （目標値） 42.28
（実績値） 42.34 （実績値） 42.29
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

2-1-2 健康増進対策の推進

保健医務課 平西幹也

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B

作成日

A 人口 人 33,052施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

健康で寝たきりにならない状態で
生活できる期間を伸ばす

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B 要介護認定者（3・4・5）

A
健診受診者に占めるメタボリックシン
ドローム該当者及び予備群（国保40

～74）の割合
％ 33.2 28.7

1004

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

C 1人当たり診療費 千円 42.49

人 959

D

平成

31,80032,393

42.41

健康寿命は、「メタボリックシンドローム該当者及び予備群」「要介護認定者の減少数」並びに「一人当たり診療費」により計れると考
えられる

①特定健康診査受診者の結果の分析をすることによって示される数値を使用する　②介護保険事業年報による要介護認定者数を
使用する　③国民健康保険事業年報により一人当たり診療費を算出する

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

平成２０年度実績に対し平成２４年度の国の「健診受診者に占めるメタボリックシンドローム該当者及び予備群（国保40～74歳）の割
合の目標値が１０％削減となっている。平成２４年度目標に向けて保健指導体制を充実させ、順次(Ｈ２２　24％以下，Ｈ２３　２２％以
下，Ｈ２４年２０％以下）削減をめざす。このことにより、「要介護認定者」の現状の維持、「１人当たりの診療費」の上昇を押さえられる
ように見込む。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

【住民の役割分担】
・１年に１回は健診を受け、自らの健康状態を自覚し生活習慣を見直すことにより疾病の予防をしたり、必要な医療を受け重症化の
予防をかる。
【行政の役割分担】
・市民が健康づくりに取り組みやすい環境づくりと生活習慣病予防、重症化予防のための情報提供をする。

２２年度
目標達成の

課題

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

　平成２０年度から老人保健法に代わり「高齢者の医療の確保に関する法律」により保険者に特定健診・特定保健指導が義務付けさ
れた。40歳から74歳が対象となり受診率を65％（平成２４年国の参酌基準）を目標として、保健指導の対象者を明確にし、内臓脂肪
に着目した保健指導を充実させメタボリックシンドローム及び予備群の減少をめざす。取り組みの成果は平成２５年度から実施される
後期高齢者医療制度支援金の加算・減算措置に影響する。

２０年度
の

評価結果

ペナルティの加算.減算となるのは平成24年度の参酌基準[特定健診受診率65％、保健指導実施率45％、メタボリックシンドロームお
よび予備群の減少率１０％）となっており、平成22年度の目標値は受診率５０％、保健指導実施率５０％としている。受診券や勧奨通
知を送っただけでは受診率を倍増させるのは難しく、受診の必要性や受診率の意義について住民に直接訴えていく必要がある。と
くに受診率の低い働き盛りの世代に呼び掛けてたり、受診しやすい体制を作っていかないといけない。また受診率の向上すると保健
指導対象者も増えるため、指導に当たる保健師栄養士のマンパワーとスキルアップも重要であると考える。

  未受診者対策としては40歳到達者に健康手帳を発送し健診受診や健康づくりへの動機づけを行った。9月時点での特定健診未
受診者には受診勧奨通知を発送した。年2回医師会との協議会を開催し受診率向上や糖尿病発症や重症化予防について情報の
共有化をはかっている。効果的な保健指導ができるよう健診の分析や評価を行い、保健師や栄養士の研修会参加や学習会に取り
組み資質の向上を図った。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

平成20年度特定健康診査受診率は３３．４％、昨年度の受診率29.7％、徳島県平均30.5％より高くなっている。しかし目標値である
40％には届かず受診率向上のための啓発強化が必要である。　メタボリックシンドロームおよび予備群を減少させる特定保健指導は
７９．２％と目標は達成できた。しかし特定保健指導実施がせいいっぱいで、介入して取り組まなければならない受診勧奨対象者や
糖尿病治療中であるのにHbA1c値が高い人の指導はほとんど手が付けられてない状況であり、このままでは医療費の削減にはつな
がらない。

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 25 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 58 （成行値） 59
（目標値） 60 （目標値） 60
（実績値） （実績値）
（成行値） 70.00 （成行値） 75.00
（目標値） 75.00 （目標値） 80.00
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

2-2-1 地域福祉の推進

地域福祉課 平岡　孝

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B 世帯数(当該年度末数） 世帯 13,837

作成日

A
地区住民福祉協議会対象
地区

地区 61施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

住民同士が互いに助け合い支え
あう。
市民が安心・安全に暮らせる。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B 自主防災組織加入割合

A
地区住民福祉協議会加入
地区数

地区 54 58

65.20

２１年度目標・見込 ２２年度目標

60

13,700

C

％ 42.93

D

平成

60

13,750

61

13,780

　地域の様々な問題や生活上の困りごとに対して、個人でできることは個人で（自助）、地域でできることは地域で（共助）、それぞれ
が役割を担い地域ぐるみによる住民同士が互いに助け合い支えあって暮らせているかどうかを、地区住民福祉協議会加入地区数お
よび自主防災組織の加入状況でみることで、助け合い支えあっている状況を類推できるので、これを成果指標とした。

　地区住民協議会組織状況は、三好市社会福祉協議会の資料による。
　自主防災組織の状況は、総務課危機管理室の資料による。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

　地区住民協議会加入地区数は、三好市社会福祉協議会との緊密な連携を図る必要がある。
　自主防災組織加入割合は、市長のマニフェストに掲げた数値である。今後、危機管理室と連携強化を進め、住民意識の高揚を図
り、加入率の向上に努める必要がある。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

　市民の役割は、地域福祉の向上は市民一人ひとりの自覚と行動によるものであり個人でできることは個人で（自助）地域でできるこ
とは地域で（共助）の意識をもって自発的に行動してもらう。
　行政の役割は、地区住民福祉協議会および自主防災組織への加入者数が増加するよう啓発や組織づくりを支援する。

２２年度
目標達成の

課題

　・関係機関（市福祉事務所・危機管理室・まちづくり推進課、社会福祉協議会、民生児童委員、自治会）との連携・体制整備が重要
となる。
　・地域住民の自助・共助等に対する理解が必要である。＝広報・集会での周知説明が必要である。

これら課題を克服するための行政内部の体制整備・認識の共有が重要となってくる。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

　少子高齢化に伴う限界集落における、自助・共助の成り立ち自体が懸念される。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

　市民の意識は、徐々にではあるが向上がみられる。　　全国的な異常気象等。
　これからも過疎の進行高齢化に伴い、住民の生活における不安は大きくなるものと予想される。

　これらにより、益々地域ぐるみでの助け合い支えあいが重要となってくる。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

　・三好市地域福祉計画を平成１９年度に策定し、20年度においては
　　重点プロジェクトの内、地区住民福祉協議会の設立、自主防災組織の整備、要援護者台帳の整備や住民座談会では社協と協
力してふれあいネットワーク説明会に参加し地域福祉計画の啓発を行った。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 平成 ２１ 年 8 月    31 　日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値）　　　3905 （成行値）　　　3800
（目標値）　　　4010 （目標値）　　　3910
（実績値） （実績値）
（成行値）　　　20.75 （成行値）　　　21.38
（目標値）　　　20.51 （目標値）　　　20.94
（実績値） （実績値）
（成行値）　　　80.24 （成行値）　　　80.72
（目標値）　　　82.64 （目標値）　　　84.61
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

社会活動等参加高齢者数

11,802 11,635

成果指標名

4,385

１９年度実績 ２０年度実績

人

単位

B

20年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

・老人クラブ加入者は山間地における単位クラブの消滅により全体として減少したが、若年高齢者の加入を推進した。
・シルバー人材センター登録者数は，やや減少（昨年314人，本年308人）。年間就業延人員については減少（25,613人→25,198人）、しかし年間契約
件数については増加（4,037件→4,160件）傾向にある。
・要介護者の実数は，制度が認知されるに従って拡大し，それにつれて高齢者に占める割合も高くなっている。その割合は県平均（1９年度末：20.5％）
三好市（同：20.4％），県内市町村の中ではほぼ中間に位置する。
・介護保険認定者数に占める介護保険サービス利用者の割合は増加している。介護保険サービス利用者のうち，居宅介護サービス受給者（1,349人
→1,378人），施設介護受給者（556人→576人）ともに増加している。

・老人クラブの事業に対して補助金を交付し，その活動を支援した。
・シルバー人材センターへ補助金を交付し組織の運営を支援すると同時に，行事を実施する際にはシルバー人材センターを活用した。
・健康の保持・増進については，講演会・スポーツ大会等を開催した。
・在宅者に対しては，住宅改造助成，辺地地区タクシー利用助成，緊急通報装置貸与等各事業を実施した。

D

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

・社会活動等への参加は積極的な啓発により推進が図れる可能性が高い。
・高齢者数，介護保険認定者数ともに減少傾向が続くものと思われる。
・サービス利用者の実数は減少傾向にある。積極的にサービス利用を推進することで利用者が増加する可能性がある。

A

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

・社会活動等参加のうち，シルバー人材センター登録者数・老人クラブ加入者数ともにやや減少傾向にある。シルバー人材センターについては登録を
推進すること，老人クラブについては加入者増を図ることで目標の達成が可能となる。
・高齢者に占める介護保険認定者の割合は，年々増加しているが，高齢者，認定者の実数はともに減少している。認定者数のより一層の減少を目指
すことで目標の達成は可能となる。
・介護保険認定者数に占める介護保険サービスの利用者の割合は減少している。サービスの積極的な利用を推進することにより，目標の達成が可能と
なる。

％

・生きがいづくりや社会活動等への参加を図ることについては、老人クラブへの加入者数及びシルバー人材センターへの登録者数の合計を指標と考
える。
・健康の保持，増進を図ることについては，高齢者に占める介護保険認定者の割合を指標と考える。
・介護サービス等の充実を図ることについては，介護保険認定者数に占める介護保険サービス利用者の割合を指標と考える。

20.38

77.76C
介護保険認定者数に占める介護
保険サービス利用者の割合

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

・住民の役割は，①老人クラブに加入したり，シルバー人材センターに登録したりするなど，積極的に社会活動に参加をする。②健康の維持・増進に努
め要介護状態にならないよう予防にするとともに，各種サービスを利用し現在の症状が重度化しないよう努める。
・サービス提供事業者の役割は，①利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。②事業者間の相互連携を図る。③地域福祉活動への支援を行
う。
・行政の役割は，①福祉制度の情報及びサービスの提供を行う。②就労やボランティアの推奨・啓発を行う。③介護予防の推進と地域ケア体制を整備
する。④施設入所希望者の支援及び在宅福祉サービスの充実を図る。

・老人クラブ加入者数は長寿・障害福祉課所有データを活用した。　シルバー人材センター登録者数はシルバー人材センター所有データを活用した。
・高齢者に占める介護保険認定者の割合は，介護保険センター所有データを活用した。（介護保険認定者数（第１号被保険者：要支援+要介護）／６５
歳以上人口）
・介護保険認定者数に占める介護保険サービス利用者の割合は、介護保険センター所有データを活用した。（介護保険サービス利用者数（第１号被
保険者）／介護保険認定者数（第１号被保険者：要支援+要介護））

20.90

％

B
高齢者に占める介護保険認定
者（要支援含む）の割合

78.88

２－２－２ 高齢者福祉の充実

長寿・障害福祉課 林　清和

２２年度目標

単位

２１年度目標・見込

保健医務課，地域福祉課

６５歳以上の市民

作成日

２０年度実績１９年度実績対象指標名

12,022 11,851人A ６５歳以上の人口

２２年度
目標達成の
課題

・老人クラブへの加入促進を支援すること。
・シルバー人材センターへの登録を推進すること，シルバー人材センターの利用促進を図ること。
・健康づくりに関する講演会，生涯学習講座，スポーツ講習会等，現在の事業の内容の検討及び新たな魅力あるプログラムの創出を図ること。

施策の目的
①対象

4,163

２１年度見込 ２２年度目標

施策の目的
②意図

高齢者が生きがいを持ち，安心して
健康な生活を営むことができるようにな
る。
・生きがいづくりや社会活動等への参加
を図る。
・健康の保持，増進を図る。
・介護サービス等の充実を図る。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 平成 ２1 年 8 月              31 　　　　日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児

（成行値）　　　69 （成行値）　　　70
（目標値）　　　70 （目標値）　　　71
（実績値） （実績値）
（成行値）　　　63 （成行値）　　　64
（目標値）　　　64 （目標値）　　　65
（実績値） （実績値）
（成行値）　　　300 （成行値）　　　300
（目標値）　　　350 （目標値）　　　370
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

・住民の役割は，①能力・適性に応じて就労する。②地域の活動に積極的に参加する。
・サービス提供事業者の役割は，①利用者のニーズに合ったサービスを提供する。②事業者間の相互連携を図る。③地域福祉活動
に参加する。
・行政の役割は，①障害に関する広報，啓発を行う。②生活支援のための体制整備，サービスの充実に努める。③バリアフリー，ユニ
バーサルデザイン等を展開する。④関係各機関の連絡調整を図る。

・就労に関しては、景気が好転すれば事業所における障害者の雇用人数及び障害者を雇用する事業所数が増加し、比率も向上す
るが、景気が悪化すればその逆となる可能性がある。
・グループホーム等が充実することにより、施設入所から地域生活への移行が進む可能性が高い。
・社会参加促進事業各種スポーツ大会への参加者が、高齢化・障害の重度化等の理由により減少する可能性がある。

D

２１年度目標・見込 ２２年度目標

A 就労している障害者の比率 ％

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

・就労している障害者の比率は、現在の景気から見て以前のような伸びは望めないため低水準の伸びとする。景気が回復しないと目
標の達成は困難となる。
・在宅サービス利用者がサービス利用者全体に占める割合は年々増加しており、今後も地域生活への移行施策を進めることで、目
標の達成は可能となる。
・社会参加促進事業各種スポーツ大会参加者数は年によりその差が大きい。現状の参加者数を維持しながら、なお一層の参加呼び
かけ、会場・交通条件などの整備に努めることで目標の達成が可能となる。

B
在宅サービス利用者がサービ
ス利用者全体に占める割合

％ 58.64 62.22

２２年度
目標達成の
課題

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

20年度
の

評価結果

・就労している障害者の比率及び障害福祉在宅サービス利用者が障害福祉サービス利用者全体に占める割合によって地域で自立
した生活が送れていることがわかる。
・社会参加促進事業各種スポーツ大会参加者人数で，社会参加ができていることがわかる。

・就労している障害者の比率は三好職業安定所データを活用した。（三好公共職業安定所管内における就業中の障害者数／障害
者の求職登録者数）
・障害福祉在宅サービス利用者が障害福祉サービス利用者全体に占める割合は長寿・障害福祉課データを活用した。（障害福祉在
宅サービス利用者数／障害福祉サービス利用者数）
・社会参加促進事業各種スポーツ大会参加者人数は，三好市社会福祉協議会データを活用した。（３障害合同スポーツ大会，ペタ
ンク大会，グランドゴルフ大会，アーチェリー大会参加者数）

２０年度実績

B

69.86 68.10

単位

3,100

対象指標名 単位

施策の目的
①対象

施策の目的
②意図

人 236 329

２１年度見込１９年度実績

A 障害者（児）数 人 3,089 3,018 3,050

作成日

２－２－３ 障害者（児）福祉の充実

長寿・障害福祉課 林　清和

地域福祉課、保健医務課、子育て支援課、学校教育課

２２年度目標

住み慣れた地域や社会で豊かな自
立生活が送れるよう，また社会参加
ができるようになる。

・就労について関係機関と連携を図り，障害のある方の状況に応じた就労の情報提供に努めること。
・移動支援事業等の制度周知，活用及びスポーツ大会等の開催，参加等，社会参加の機会増を図る。
・地域及び関係各機関の連携を図る。
・ボランティア活動の充実を図る。

・就業に関して各関係機関と連携し，情報交換を行うとともに，障害者への情報提供に努めた。
・社会参加促進事業各種スポーツ大会開催に際し，周知を図るとともに，積極的な参加を依頼した。
・視覚障害者用拡大読書器を各総合支所の窓口に設置,また市施設1箇所にオストメイト対応トイレを整備した。

・障害者の求職登録者数・就業者数ともに年々増加傾向にある。求職登録者数は（平成18年度203名→20年度232名）,また就業者
数も（平成18年度131名→20年度158名）増加している。一方，有効求人倍率は，県平均と比較して低く（県平均0.74，三好管内
0.55），景気を考慮すると今後も現在の状態が続くと思われる。
・障害福祉在宅サービス利用者が，障害福祉サービス利用者全体に占める割合は増加している。これは，サービス利用者全体数が
増加（298名→305名）しているが，施設入所者数が横ばい状態（120名→120名）であるためと思われる。
・社会参加促進事業各種スポーツ大会参加者は昨年より増加した。これは開催に際し,積極的な参加を依頼し,会場・交通条件など
の整備に努めたことが原因と考えられる。

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

C
社会参加促進事業各種スポー
ツ大会参加者人数

成果指標名 １９年度実績 ２０年度実績



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 50.5 （成行値） 50.0
（目標値） 49.5 （目標値） 49.0
（実績値） （実績値）

（成行値） 28.5 （成行値） 28.0
（目標値） 28.0 （目標値） 27.5
（実績値） （実績値）

（成行値） 20 （成行値） 20
（目標値） 20 （目標値） 20
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値
の

把握方法
（算定式など）

2-2-4 児童福祉の充実（子育て支援の充実）

子育て支援課 田岡啓子

学校教育課・生涯学習課・保健医務課

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B その保護者 世帯 775

作成日

A 就学前児童数 人 1,068施策の目的
①対象

就学前の児童とその保護者

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

安心して子育てができるようにな
る。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B
アンケート（子育ｻｰﾋﾞｽを利
用したことがない保護者の
割合）

A
アンケート（子育てに不安を
持っている保護者の割合）

％ 38.23 50.79

28.57

２１年度目標・見込 ２２年度目標

960

743

C 児童虐待発生件数 件 11

％

D

平成

991

751

1,050

768

18

アンケート調査（市民意識調査報告書）により子育てに不安を感じている保護者の割合が把握できる。

アンケート調査内容：①地域における子育て支援の実態②子育てを支援する生活環境の整備などを調査ポイントとし、子育てに
関する悩みや不安をもつ保護者を調査する。
　１）子育てに関する不安度
　２）子育てサービスの利用状況～支援センター、子育て短期利用事業、乳幼児健康診査等「利用したことがある」「利用したこと
がな　い」「利用したいと思わない」
児童虐待件数を把握することにより、安心して子育てができているかどうかの社会環境

施策の目標設
定とその根拠
（水準の理由と
前提条件）

三好市では、少子化対策が重要な課題となっており、その一環として安心して子どもを産み育てられる環境づくりが求められてい
る。平成２０年度から次世代育成支援後期行動計画の策定業務がスタート、ニーズ調査等の結果を分析している。今後は「安心
して子育てができるようになる」環境づくりに取り組まなければならない。

施策の成果向
上に向けての
住民と行政との

役割分担

住民の役割は、地域の子育て支援センターを利用するなど、自ら交流の場をもち育児についての悩みや相談を解決するよう努め
る。また、地域の住民は、地域の児童を見守るなどのかかわりをもちながら、児童の虐待に関することや子育てについて不安を抱
いている人などの情報提供を行う。
行政の役割は、子育て支援のための情報及びサービスの提供、各種相談、保育所、放課後児童クラブ等の施設等の環境整備
に努める。

２２年度
目標達成の

課題

２１年度で次世代育成支援行動計画が策定された事業の実践、学校の統廃合による地域の保育所や児童クラブの再編などに取
り組みながら子育て支援事業を充実、推進する。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

子育ての環境づくりの一端には、国の施策による行政の対応や、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境も大きな影響
を持つ。急速な少子化の中、学校の統廃合問題は、保育所や児童クラブの存続等子育てをする保護者にも大きな影響を及ぼす
ものと思われる。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

平成20年2月の次世代育成支援対策前期計画策定時のﾆｰｽﾞ調査結果が出ていない状況での今回の市民アンケートの結果から
予想される「子育て」の不安は、市内全域に及ぶ地域医療体制、特に産婦人科診療がない現状、また不況、リストラ、雇用不安な
ど社会・経済情勢が背景にあると思われる。さらには、学校の統廃合問題、幼保一元化問題なども今後、子育て環境に大きな影
響を及ぼすと推測される。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

平成１８年３月の合併以降、地域の実情を勘案しながら、市内全域での公正・公平・同水準への方向で取り組み、よりよい子育て
環境づくりに取り組んできた。保育所事業については、公立保育所の保育時間の拡大（延長保育）や一時保育、土曜保育の拡
充などを行ってきた。児童の健全育成事業については、小学校の空き教室等を利用した放課後児童クラブも２１年4月に１クラブ
開設のため積極的に取り組み20年度末１1クラブとなった。また、委託形態も各児童クラブ保護者会へ業務委託として移行、ほぼ
統一が図られた。新規事業として開設した在宅の子育て親子のための支援ｾﾝﾀｰは、利用者も多く育児相談や各種行事も取り入
れるなど交流広場としての役目を果たせ、地域での育児にゆとりをもって楽しめる環境づくりを推進できた。児童虐待や相談等に
関しては、増加傾向の中、地域との協力を得ながら業務に取り組んだ。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 38 （成行値） 38
（目標値） 38 （目標値） 38
（実績値） （実績値）
（成行値） 422 （成行値） 422
（目標値） 422 （目標値） 422
（実績値） （実績値）
（成行値） 46.9 （成行値） 46.9
（目標値） 74.0 （目標値） 74.0
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

2-3-1 防災対策の充実

危機管理室 大　西　順　一

31,400施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800

施策の目的
②意図

災害から市民の生命、財産を守
る。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B

地震による想定死者数 人 38 38.00

B
地震による想定倒壊家屋
数(全壊）

棟 422 422.00

D

C
災害に対して備えをしている市民
の割合

％ 54.10 46.90

南海地震（海溝型）による想定死者数３８人と倒壊家屋数４２２を０とする目標とすることで、市民の生命財産を守る。
住民の災害に対して備えをすることで、想定死者数、倒壊家屋数を減らす。

Ａ、Ｂについては「徳島県地震防災アセスメント」地震被害予測調査の結果による。Ｃについては、市民アンケートを実施し（市に住民
登録されている２０歳以上の方から、無作為に１，２００人を選ぶ）「あなたは災害に対して、何かの備えをしていますか。」１．している
２．少しはしている３．していない、１＋２を指標とする。算定式：（１＋２÷回答者人数）今後大きな推移はないと考え目標値の増減は
していない。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

　災害に対する総合的かつ計画的な対策の推進を図り、もって住民の生命、身体及び財産を災害から保護し又は被害を最小限に
止めることを目標とする。(災害対策基本法第１条の規定に基づく）阪神・淡路大震災が契機となり、公助の限界が実感され、ボラン
ティアの重要性が認識された。そこで自主防災組織の結成促進が図られたが、三好市では現在の組織率が74．00％です。組織率
向上が住民の災害に対する備えの目安と考えた。アンケート結果は組織率を下回っているが、この目標を設定した。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

住民は昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅の個人住宅の耐震診断を受け、結果により耐震改修を行う。家の中では、家
具の転倒防止のため固定する。３日間生活できる非常用備蓄品・非常持出品の準備をする。自主防災組織への参加をする。避難
所、経路を確認する。
行政は、耐震診断・耐震改修の補助事業を実施する。避難場所等の周知をする。自主防災組織の結成を応援する。防災講演会や
自主防災組織による訓練の支援をする。

２２年度
目標達成の

課題

　自主防災組織の組織率を上げることと共に、地域ぐるみの防災力向上をいかに図るか、防災知識の普及・啓発をどのようにすすめ
るかが課題となっている。市は地域防災計画に基づいた各種計画を策定し災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興が出来るよう
体制を整える。それらが機能すれば、災害に対する備えができることから、目標は達成できると考える。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

３０年以内に５０～６０％の確立で発生すると言われている南海、東南海地震に対して、地震から命を守る取り組みが進められてい
る。地域ぐるみの防災力向上が求められております。災害の規模が大きければ大きいほど、救援活動やを実施する行政機関の施設
や要因も被災する可能性が高くなります。被災直後は「自分たちの命は自分で守る(自助）」「自分たちのまちは自分たちで守る(共
助）」の２つが中心となります。しかし過疎、少子高齢化の中で、災害対策基本法の目的の達成は難しくなると考えられる。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

中国四川省・岩手、宮城内陸地震により、市民の地震に対する関心が深まったが、自助・共助意識の高揚には至っていない。要因と
して、徳島県南部みたいな大災害（大津波）等を経験していないため安堵感があり、行動として市民意識調査では、あなたは、災害
に対して、何かの備えをしていますかの問いに対して、１．している　８．７１％、２、少しはしている　38．19％、３、していない　52．
09％と低い数値となっております。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

地震から命を守る。南海地震に備えようということで、「南海地震は必ずやってくる」「今から備える１・２・３・　出来ることから始めよう」
「地震から命を守る」寄り合い防災講座を開催している。また、個人住宅の耐震診断に対する補助事業、耐震診断の結果による耐震
補強の補助制度も１８年度から実施している。合わせて徳島県の、命だけは守るための簡易な「耐震リフォーム支援」の周知を行って
いる。（１８年度：耐震診断１７棟／耐震改修１棟）（１９年度：耐震診断２８棟／耐震改修３棟）（20年度：耐震診断２７棟／耐震改修5
棟）



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 300 （成行値） 300
（目標値） 270 （目標値） 240
（実績値） （実績値）
（成行値） 68.51 （成行値） 68.51
（目標値） 70.00 （目標値） 70.00
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題

地域危険箇所の確認、対応（地域内防犯灯の設置・維持管理等）・地域住民による防犯パトロール、近隣への声かけ運動、挨拶
運動・子供１１０番の家（プレート）等の設置、振込み詐欺にあわない防犯教室の開催等地域ぐるみで犯罪にあわないまちづくり
が必要不可欠となっている。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

三好市内の刑法犯認知件数は減少傾向にあり、市内全域で過疎・少子・核家族化が進み犯罪は減る可能性があるが振込み詐
欺等の知能犯罪は増加の傾向にある。高齢者を中心とした防犯教室が重要である。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

刑法犯認知件数は対前年比０．３３％減少となっており、市内全域で過疎・少子・核家族化が進み、犯罪は減る可能性がある。市
民アンケートを実施し（市に住民登録されている２０歳以上の方から、無作為に１，２００人を選ぶ）「三好市内は、防犯上安全であ
ると感じていますか。」１．そう思う 10.22% ２．どちらかといえばそう思う 58.29% ３．どちらかといえばそう思わない 19.93% ４．そう思
わない 10.55%から、１＋２では68.50％で市民の約７割は安全と感じている反面約3割の市民が安全と感じていない調査結果と
なっている。今後の防犯対策活動を実施していく上で、安全と感じていない理由が、防犯灯が少ない、駐在所等がない、一人暮
らしの高齢者が多いと対応が難しくなっている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

暴力追放三好連合会、三好地区防犯連合会、地域の安全を守る会等の活動補助を行って来た。また、防犯灯設置補助事業に
より防犯灯の設置を推進した。また、音声告知放送による振込み詐欺にあわない広報等を実施した。

実際に犯罪が起こった件数、防犯上安全であると感じている市民の割合を指標とすることで、犯罪被害にあわない、起こさないよ
うにすることが判断できると考え、この指標を設定した。

Ａについては、三好警察署の刑法犯の認知件数で把握する。Ｂについては、市民アンケートを実施し（市に住民登録されている
２０歳以上の方から、無作為に１，２００人を選ぶ）「三好市内は、防犯上安全であると感じていますか。」１．そう思う２．どちらかとい
えばそう思う３．どちらかといえばそう思わない４．そう思わないから、１＋２を指標とする。

施策の目標設
定とその根拠
（水準の理由と
前提条件）

三好市内での刑法犯認知件数は、平成20年度で300件と前年度から1件減となっているが、２１年度見込みと２２年度目標は１割
減の数値とした。また、防犯上安全であると感じている市民の割合については、１割り増とした。

施策の成果向
上に向けての
住民と行政との

役割分担

ア）・住民は地域危険箇所の確認、対応（地域内防犯灯の設置・維持管理等）・地域住民による防犯パトロール、近隣への声かけ
運動、挨拶運動・子供１１０番の家（プレート）等の設置　　行政は、地域の防犯対応に対する支援（地域の安全を守る会、防犯灯
設置補助）・警察との連携・住民、子供への防犯情報の提供と相談をする。

C

D

刑法犯認知件数 件 301 300

B
防犯上安全であると感じ
ている市民の割合 ％ 50.49 68.51施策の目的

②意図
犯罪にあわない、おこさないよう
にする。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B

31,400

農林振興課、管理課、工務課

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800

作成日 平成

2-3-２ 防犯対策の充実

危機管理室 大　　西　　順　　一



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 15２（４７．８０） （成行値） 135（４２．９９）

（目標値） 15２（４７．８０） （目標値） 135（４２．９９）

（実績値） （実績値）
（成行値） 2（０．６３） （成行値） 0（0）
（目標値） 2（０．６３） （目標値） 0（0）
（実績値） （実績値）
（成行値） 0 （成行値） 0（0）
（目標値） 0 （目標値） 0（0）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題

 交通事故を防止するためには、市民の皆様が交通安全を自らの問題としてとらえ、「事故をおこさない。」「事故にあわない。」
「自分の命は自分で守る。」との心掛けを持って交通安全意識を高めていただくことが何よりも大切である。また、ガードレール・
カーブミラー等の安全施設整備も進めていく必要がある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

三好市の交通事故については、少子・核家族化の急速な進展の中で、人口が減少しているが、19年度は発生件数、傷者で対前
年度比減、死者は増となっている。20年度は発生件数,傷者,死者で減となっており、今後の変化について予測が難しい状況であ
る。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

20年中の全国の交通事故による死者数は５，155人で、8年連続して減少し、昭和２８年以来５４年ぶりに５千人台となるとともに、
前年を更に下回ったほか、交通事故の発生件数と負傷者数も４年連続減少した。
徳島県の交通事故は、発生件数、死者数、傷者数とも減少した。三好市の交通事故は、１９年度と比較すると発生件数で２２件の
減で11.40％、傷者は7人で2.98％減少し、死者は5人減の８３.33％の大きな減となった。近隣の美馬市では件数で9.72％の減、
傷者は前年と同数、死者は、33.33％の減となっている。死者については、１人となっており、人口１万人当たり（平成２０年１０月１
日現在人口比較）では美馬市の２人で０．60人と比較して0.32人で低い数値となっている。高齢者でも、美馬市2人で０．60人に
対して、三好市は、０人の０人といずれも低い数値となっている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

全国春秋の交通安全運動に合わせて、懸垂幕等の掲示、広報誌、有線放送、町内会組織、各種会合を活用した広報と子供や
高齢者に対する保護誘導活動（街頭指導）の強化、自転車の反射材の着用指導、各種の交通安全講習会、交通安全法の改
正、交通事故死ゼロを目指す日の広報活動に取り組んできた。交通安全協会の支部、母の会、交通安全教育指導員会の活動
の補助を行った。

交通事故に実際にあったかどうかという交通事故発生件数で判断できると考えた。また、人口あたりの発生件数で見ることで、他
市と比較できると考えた。　事故の中でも特に死亡者を減らす事が重要であると考え、交通事故死亡者数を指標として設定した。

三好市内で発生した交通事故発生件数（人口1万人当たり）、交通事故死亡者数（人口１万人当たり）、高齢者死者数（人口１万
人当たり）、車両保有台数は徳島県警察本部交通部の交通統計データ（暦年）により把握設定する。

施策の目標設
定とその根拠
（水準の理由と
前提条件）

交通事故発生件数については、19～20年度並の件数減を見込み、目標についても同様の件数減を見込んだ。交通事故死亡者
の見込みについては現在の実数であり、目標については希望的数値０を設定した。高齢者死者数も交通事故死亡者と同様に設
定した。

施策の成果向
上に向けての
住民と行政との

役割分担

住民は交通安全思想を持ち、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を行い交通事故を防止する。行政は、関係機関・団体と
相互に連携を密にして安全活動や広報活動を積極的に推進する。

C
高齢者死者数（人口１万
人当たり） 人

3
（0．91）

0
（０）

D

交通事故発生件数(人口
１万人当たり） 件

193
（５８．３９）

171
（５2．79）

B
交通事故死亡者数（人口
１万人当たり） 人

6
（１．８２）

1
（０．３１）

1,741

施策の目的
②意図

交通事故にあわない、起こさない
ようにする。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B 道路実延長（国道・県道・市道） ㎞ 1,735 1,737 1,739

人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400

子育て支援課、長寿・障害福祉課、農林振興課、管理課、工務課、学校教育課

施策の目的
①対象

市内道路とその利用者

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A

作成日 平成

2-3-3 交通安全対策の充実

危機管理室 大　　西　　順　　一



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 64 （成行値） 64
（目標値） 64 （目標値） 64
（実績値） （実績値）
（成行値） 17.2 （成行値） 17.6
（目標値） 17.9 （目標値） 18.0
（実績値） （実績値）
（成行値） 252 （成行値） 245
（目標値） 245 （目標値） 235
（実績値） （実績値）
（成行値） 39,600 （成行値） 34,500
（目標値） 39,500 （目標値） 34,000
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方
把握方法

（算定式など）

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

排出抑制・再資源化の取り組み

１　広報(市報、ｹｰﾌﾞﾙTV)による啓発活動の実施

２　生ごみ処理容器の普及促進(購入助成金制度)

３　資源物集積施設の運営

４　使用済み食用油の回収(回収箇所一ヵ所増設)

５　ごみ集積箱の設置補助

６　減量指導の実施

７　本市関連施設におけるリサイクル（紙類）

近年、経済活動の拡大、生活水準の向上により、ごみ量の増大、ごみ質の複雑化が進み、年々処理が困難になってきている。

また、処理施設の老朽化に伴う処理能力の低下、最終処分施設の許容残量の減少等ごみ減量化の必要性が年々高まっている。

以上の課題解決のため、住民・事業者の協力のもと、ごみの分別、ﾘｻｲｸﾙ徹底することによりごみの減量化を図り、限りある資源を有効活用

る資源循環型社会の構築を進める。

２２年度
目標達成の

課題

ゼロ・エミッションの実現に向けてごみ減量・リサイクルを、さらに推進し、資源循環型のまちづくりを構築するために、発生・排出
主体である市民・事業者が、積極的にリサイクルに取り組み、ごみを発生させない意識への変革が必要である。今後市民が生活
様式を見直し、ごみの減量化に取り組むためには、市民のごみ問題への関心を高めるには、どのような啓発活動が有効であるか
も探っていくのが当面の課題である。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条の3～第4条に国民・事業者及び市町村の三者が協力して、廃棄物の排出抑制・
再利用・適正な処理を行うことが規定されている。（根拠法令）
今後は、上記法令のもと、市民・事業者及び市が協働し、ごみの発生抑制に努めるとともに、排出された廃棄物については、再
使用・再利用することにより適正かつ効率的に処理し、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の構築をめざす。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

ごみの分別、ﾘｻｲｸﾙ、生ゴミ処理器の普及等により、平成18年度から大幅な排出削減を達成
　►平成18年度実績　総排出量：10,861t  資源化量：1,804t  資源化率：16.6%
　►平成19年度実績　総排出量：10,275t  資源化量：1,662t  資源化率：16.2%
　►平成20年度実績　総排出量：9,591t  資源化量：1,607t  資源化率：16.8%

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

環境保全意識の向上は、環境美化運動ボランティアの団体数をもって指標と考える。
ごみの排出量の抑制とリサイクルの推進を図るため、市民1人・１事業所当たりのごみの排出量を指標と考える、及び、リサイクル
率を指標と考える。

環境ボランティア団体数：アドプト+ボランティアサポート+その他ボランティア団体
 リサイクル率：年間資源物搬出量・中間処理後の再生利用量の和（資源化量）÷年間排出ごみ量
市民1人当たり家庭ごみ排出量： 市内の一般家庭から排出された年間ごみ量÷人口
事業所当たりごみ排出量：　市内の事業所から排出された事業系の年間ごみ量÷事業所数

施策の目標設
定とその根拠
（水準の理由と
前提条件）

施策の目標：一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（みよし広域連合）により、15年後（目標年次を平成34年度）のごみ総排出量は、
平成19年度に対し３２％削減を目標。市民1人1日あたりでは約180g減量し15年後は685g以下を目標とする。再生利用量（資源
化量）は、平成19年度に対し50％以上を目標とする。
根拠：目標を達成するためにはさらなる発生・抑制策を講じる。：リサイクル率については、過去の推移からは、約17％が想定され
るが、徹底した啓発活動の実施により目標数値を18％に設定。：事業所ごみ排出量も12～13％の減が想定されるが、事業者に
対する啓発・減量化指導を積極的に行い、目標数値を14％に設定することによって、１事業所当たりは前年対比で約5.5トンの減
量を目指す。：家庭ごみ排出量は市民1人当たり235kgに目標数値を設定。過去のごみ排出量の推移から想定すれば、前年対
比で約3.5％程度の削減であるが4.0％の削減目標を設定し、一層の啓発を推進する。

施策の成果向
上に向けての
住民と行政との

役割分担

住民の役割：ごみをﾙｰﾙに従って分別し、適正な排出、及びﾘｻｲｸﾙを徹底し、また、自家処理器の使用することなどによって、廃
棄物の排出抑制に努める。
行政の役割：ごみ問題の現状と課題(中間処理場の老朽化、最終処分場の許容残量、自然環境との調和等)に対する住民意識
の啓発を行い、廃棄物の排出抑制を図る。

C
家庭ごみ排出量（市民1人当た
り） kg 263 254

D
事業所ごみ排出量（事業所当た
り） kg 52,000 45,400

環境美化運動ボランティア団体
数 団体 64 64

B リサイクル率（再生利用率） ％ 16.20 16.80

30

施策の目的
②意図

ゴミの発生抑制・再使用・再利用
を推進し、「ごみの減量」や「リサイ
クル用品の利用」により環境保全
に取り組む

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B
みよし広域連合登録事業者
数

数 30 30 30

人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400

まちづくり推進課・農林振興課・管理課

施策の目的
①対象

市民・事業者

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A

作成日 平成

２-４-１ 循環型社会の推進

環境課 正木　乾一郎



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 68.35 （成行値） 68.35
（目標値） 70.00 （目標値） 73.00
（実績値） （実績値）
（成行値） 85.43 （成行値） 85.43
（目標値） 90.00 （目標値） 90.00
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

2-4-2 自然エネルギーの活用

まちづくり推進課 工藤昌美

31,400

まちづくり推進課　農林振興課　環境課

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800

施策の目的
②意図

自然エネルギーを活用し、温室効
果ガスの排出量を抑制できるよう
にする。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B

自然エネルギーの取り組みに
関心のある市民の割合

％ 65.25 68.35

B
省エネルギーを実施している
市民の割合

％ 84.92 85.43

D

C

自然エネルギーの調査・研究を進め、普及啓発を図るための取り組み、市民の省資源意識向上の度合いを測ることで、温室効果ガ
スの排出量抑制への意欲を類推できるので、これを成果指標とした。

Ａ．Ｂ　アンケート調査による。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

地球温暖化、生態系の破壊などの地球環境問題への関心が高まる中、三好市では循環型社会の推進、自然エネルギーの活用を
施策として掲げているが、市民へ普及、啓発を進める観点から現状をアンケートにより調査した。２１年度実績を基に今後の啓発によ
りそれぞれ5％増加させることを目標として数値を設定した。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

行政は地域の実情に合った自然エネルギー導入について調査研究、普及啓発を行うとともに、省エネルギー、温室効果ガスの排出
抑制を図る。住民は、行政とともに省エネルギーを推進し、石油化石燃料エネルギーの消費抑制に努める。

２２年度
目標達成の

課題

バイオマスタウン構想に基づく実施計画、太陽光など自然エネルギーの利用促進を推進するため、市民への情報提供、啓発が重要
である。平成２１年度には家庭用太陽光発電導入補助事業を実施しているが、今後、自然エネルギー活用連絡会議を立ち上げ、市
民と行政のの協力体制をつくる必要がある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

我が国の温室効果ガス削減目標達成のため太陽光、バイオマス燃料など新エネルギーの利用促進が求められる。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

　温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化、異常気象の増加、生態系や農作物への悪影響が指摘され、地球温暖化防止京
都会議での温室効果ガス削減目標設定など地球規模での取り組みが行われている。三好市においても省エネルギーの推進ととも
に、地域の実情に合った自然エネルギーの活用が求めれれている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

　三好市における自然エネルギーの賦存量を調査し、導入可能なエネルギーの具体的な導入方向の指針を策定するために平成１９
年度三好市地域新エネルギービジョンを策定した。平成２０年度には地域新エネルギービジョンに基づきバイオマスタウン構想を策
定し、国の認定を受け、２１年度の事業化を検討中である。また、平成２１年度には地域活性化・経済危機対策事業交付金を財源と
し、住宅用太陽光発電導入補助制度を設け市民を対象に補助事業を開始した。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） （成行値）
（目標値） 小５６、中６１ （目標値） 小５6、中６１

（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） 小５、中２４ （目標値） 小５、中２３
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） 小４、中２ （目標値） 小４、中２
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） 小男３、女４ （目標値） 中男４、女６

（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題

 児童生徒の学力を向上させるためには、基礎学力を養う必要があり、「学力・学習状況」改善プランの活用、エドバイザー派遣制度
による教員への支援、教員研修の実施などにより教員の資質向上を図る必要がある。体力の向上を図るためには、運動する機会の
確保や食育の推進が必要であり、部活動等の推進や家庭における食事の大切さについて、地域や家庭の理解と協力を広げる必要
がある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

　平成19年度から文科省により,学力実態把握及び現行の学習指導要領の見直しのため全国学力・学習状況調査が導入された。教
育3法の改正が行われた。①学校教育法・・学校種の目的及び目標の見直し、学校の組織運営体制の確立（副校長職等の新設）。
②教育職員免許法・・教員免許更新制の導入。③地方教育行政の組織及び運営に関する法律・・教育委員会の責任体制の明確化
（教育委員会の活動状況の点検・評価等）、教育における地方分権の推進（教育委員数の弾力化、教育委員への保護者の選任の
義務化等）.

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

　全国学力テスト調査結果における児童生徒の基礎学力の水準は、小学校、中学校ともに全国平均を下回っている。また、全県平
均から小・中学校とも下回っており、学校間格差、教科間格差などの課題がある。全国平均比において、前年度の結果と比べると、
本年度中学校は１ポイント（１，９→０，９）改善されているが、小学校は２,３ポイント（２，２→４，５）広がっており、その原因の分析が必
要である。不登校児童・生徒数は減少傾向にある。全国体力テスト調査の実技に関する結果では、小学校女子は全国平均を上回
り、中学校女子はほぼ同じ値となっている。一方、小学校男子、中学校男子はいずれも下回っているが、県平均に比べると両方とも
上回っている。なお、朝食を「毎日食べる｣割合は小・中学校とも全国平均を下回っている。

２，　施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

　小・中学校では、特色ある学校づくり「オンリーワンスクール」や子どもたちの学力・能力等のレベルアップを目指す｢ステップアップ
スクール」の実現に向けて、各学校の独自性を生かした取り組みを積極的に行った。4名のスクールカウンセラーを配置して、不登校
対策の取り組みを行った。三好警察署と教育委員会の間における「児童生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度」」
を活用し、警察と学校とが連携を蜜にし、児童生徒の安全確保や問題行動等の未然防止を図った。

知・全国学力・学習状況調査結果をもとに基礎学力の定着度を把握することで、学力の向上を目指す。（小学６年、中学３年対象）
徳・児童・生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果をもとに、いじめ・不登校等の問題行動の減少を目指す。
体・全国体力・運動能力・運動習慣等調査における国・県平均との差を把握することで、体力の向上を目指す。（小学５年、中学２年）

Aは教育総務課で把握。B,C,Dは学校教育課で把握。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

　学力の向上対策の一環として、平成２０年度から退職した５名の校長経験者を、学校教育指導員（エドバイザー）として各学校に派
遣している。（小学校４名、中学校１名）　本市独自の先進的な取り組みである、このエドバイザー派遣制度の充実を図り、さらに各学
校における「学力・学習状況」改善プランの策定等により、学力の向上を目指す目標値を設定した。不登校児童・生徒数について
は、今後、学校と家庭の連携の強化及びスクールカウンセラー等の支援により、徐々に減少させる目標値を設定した。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

 市民の役割・①小・中学生を持つ保護者が、家庭教育の充実を図る。②地域社会の中で子どもたちに様々な体験活動をさせる。③
行政の行う各種事業に積極的に参加して学習する。
行政の役割・①教職員に対して学校教育に関する研修の充実を図る。②保護者や市民に対して、教育への深い理解や啓発を図
り、家庭教育、社会教育との連携・充実を図る。③老朽化した校舎や施設などの補修や耐震化を図るとともに、備品及び教育環境の
整備・充実に努める。

D
全国体力テスト結果８種目の平
均を上回る種目数

種目 ２０年度より実施

平成     21

1,347.00

824.00

1,442.00

848.00

小5、中3

２１年度目標・見込 ２２年度目標

1,289.00

826.00

C いじめの発生件数 件 小4、中2

人 小3、中29

１９年度実績 ２０年度実績

B 不登校児童・生徒数

A
基礎学力が身についてい
る小・中学生の割合

％ 小55、中60 小56、中61

小6、中25

小男2,女4、中4,6

施策の目的
①対象

児童・生徒

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

[生きる力]を備えた知・徳・体の調
和のとれた児童・生徒を育てる。

成果指標名 単位

B 生徒数 人 860.00

作成日

A 児童数 人 1,554.00

3ー1ー1 学校教育の充実

教育総務課 丸岡　博直

学校教育課・スポーツ健康課

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 10 月 23 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 65 （成行値） 65
（目標値） 65 （目標値） 65
（実績値） （実績値）
（成行値） 8,500 （成行値） 8,500
（目標値） 8,500 （目標値） 8,500
（実績値） （実績値）
（成行値） 45,000 （成行値） 45,000
（目標値） 45,000 （目標値） 45,000
（実績値） （実績値）
（成行値） 25,000 （成行値） 30,000
（目標値） 25,000 （目標値） 30,000
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

３－１－２ 生涯学習の充実

生涯学習課 細田義秋

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B 就学児童 人 2,592

作成日

A 人口 人 33,052

24,947

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

　市民が生涯を通じて、「いつで
も、どこでも、だれもが、いつまで
も」学び、社会参加できる生涯学
習社会の実現をめざすことが必要
である。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B 公民館講座参加人数

A 公民館講座開設数 数 63 64

8,410

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

2,060

C 公民館利用人数 人 16,000

人 8,160

D 図書館利用人数 人 26,646

平成

31,800

2,171

32,393

2,288

44,819

　　公民館講座の参加数によって、生涯学習社会の充実度を測ることができる。
　　公民館、図書館の利用数によって、生涯学習の充実の度合いを測ることができる。

　　講座の開催度合と人数で生涯学習の振興が判断できる。
　　図書館利用人数で、読書の振興が判られる。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

　　現在実施されている公民館講座開設数と受講人数により、21年度実績見込みとした。
　　21年度新たに開設される講座数を新たに加え、目標設定を行った。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

　　行政：生涯学習の講師斡旋や講座を設定のできる環境支援づくりと講座の情報提供が必要。
　　市民：生涯学習に積極的に参加することにより豊かな生き甲斐のある生活を実現する。

２２年度
目標達成の

課題
三好市中央図書館（仮称）新設、充実

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

　価値観の多様化と余暇時間の増大によって、文化への志向が高まっている。
　高齢化社会の到来により、高齢者講座を開催した。また、市民文化祭が始めて開催された。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

前年に引き続き、パソコン講座を開設したことにより市民に喜ばれている。
移動図書館車を購入し蔵書冊数を拡大し読書振興を図った。
全市内の図書館（室）の蔵書を統一管理する図書検索システムを導入し、さらに貸出ｻ-ﾋﾞｽの一本化を図った。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

図書館管理システムを導入し図書購入の無駄を省くとともに、図書貸出サービスのスピ―ド化を図ったことにより読書人数増大



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 1,650 （成行値） 1,770
（目標値） 1,700 （目標値） 1,900
（実績値） 1,780 （実績値） 2,050
（成行値） 61.8 （成行値） 63.7
（目標値） 63 （目標値） 66.2
（実績値） 66 （実績値） 72.6
（成行値） 70 （成行値） 72
（目標値） 72 （目標値） 76
（実績値） 74 （実績値） 80
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題

市全域のCATV網が完成したことで、各種研集会の録画や啓発ビデオの放映など、人権番組の編成と定着をはかる。
市民向け啓発イベント等を人権関係の担当課が連携をはかりながら効率的に実施する。指導者や指導団体の育成を行い、あらゆる
場、あらゆる方法で教育、啓発を推進する。市人権施策推進本部を再編し、機能を高めることで人権施策の統括と調整、評価を行
う。            将来的には現在の教育と啓発の縦割り分担を一元化することも課題。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

平成１４年の法期限後は人権教育及、啓発の推進に関する法律により、施策を推進している。将来的には人権擁護法等の法律制定
が考えられるが、国内外の状況から、あらゆる問題に対応した人権施策は今後も継続することが必要である。
世界的な問題としては地球の温暖化と環境問題、民族自決で民族紛争が激化すると考えられる。　国内では、これまでのさまざまな
人権問題に加え、凶悪犯罪の増加や子どもの虐待、いじめ、女性、高齢者問題やバリアフリー化、少子高齢化による労働人口減少
などから外国人の受け入れに伴なう人権問題等が今後、特に重要な課題となる。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

これまでの各種研修会や講演会等のほか、市独自の人権教育講師団による企業や町内会単位での小研修会が定着してきた。
広報誌による研修会の紹介や案内によって市民の参加意識が高まり、結果として参加者の増加につながっている。　広報誌の啓発
記事は、アンケートの結果から市民の６割が読んでいることで 、市民に対する人権情報の提供などが効果的に実施できている。人権
相談事業は合併後に統合案もあったが、市民サービスを考慮して旧町村の継続で行っている。市内の６箇所で計画どおりに実施が
できた。結果から判断して相談者の満足は得られているものと思われる。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

同和問題は過去の教訓をもとに発展してきた。これまでの成果を核としてさらに発展させることが必要。人権教育のための施策を盛り
込んだ教育振興計画の策定が完了した。企業、町内会などの各種団体の人権研修会が増加しており、参加人数の拡大がはかられ
た。　　　著名人の講演会を職員の人権研修の一環として取り入れることで研修効果を高めた。人権相談事業は、合併前に引き続い
て実施している。相談件数は少ないが内容が複雑な事例が多い。 今後も人権教育や啓発は重要であり、市独自の施策や方法で実
施することが必要である。

各種研修会の参加人数は市民や職員の人権に対する理解度や意識をはかる指標となる。
市の広報誌に人権記事を掲載することで情報提供を行う。市民アンケートを行うことで人権に対する理解度や意識をはかる指標とな
る。  人権相談の相談者数と内容は市民の人権侵害の状況や人権意識をはかる指標となる。

各種研修会の参加人数は市民向けのほか、市職員、各種団体、指導者養成等の研修会がある。
各種研修会で参加者アンケートを実施し、分析することで詳細な研修ニーズや理解度、意識状況を把握することができる。
広報誌の人権記事掲載は市民アンケートとの組合わせが必要。その内容分析によって市民の人権に対する理解度や意識状況をは
かる。　人権相談の相談者数や相談内容を分析することで市民の人権侵害の状況や市民意識の状況をはかる。
今後の三好市の人権行政に対して市民意識を反映するための指標として有効なものである。
男女共同参画等とも関連する市民の平等意識についての指標は、次回のアンケートを参考として取り入れる。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

研修会は市講師団を利用した企業や自治会研修が増えている。市民向け講演会は増員をはかる。実績を考慮して10％増しの目標
を設定した。個々の目標設定も行う。　啓発記事はアンケート結果から広報誌を読んでいる市民の割合は全体で84.2％で、そのうち
人権記事を読んでいる人の割合が約60％と差がある。この解消策として誌面の掲載方法や内容を改善し、多くの市民に読んでもら
う。この増加を見込んで5％増で設定した。　人権相談は行政相談との関係で増加が見込まれるため5％増で設定した。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

市の役割は推進法に定める自治体の責務として、関係法をはじめ人権に関する、あらゆる最新の情報や資料を市民に提供する。
市民を対象とした研修会の企画や実施を行う。また、市内で開催される各種集会に市が設置している人権教育講師団を派遣するな
ど、あらゆる場、機会で教育や啓発を行い市民の理解と共感を得る。　関係する市職員は、あらゆる人権問題に対して常に最新の情
報を持ち、公務員による人権侵害のない公平な事務を遂行する。市民は推進法の定めを理解し、市や各種の団体等が実施する人
権研修会に積極的に参加する。　市民がお互いの人権を尊重するとともに自らの人権意識を高める。市と市民が一体となって人権
尊重のまちづくり推進する。

D

平成

31,80032,393

68

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

C 人権相談の相談者数 人 65

％ 59.18

１９年度実績 ２０年度実績

B
広報の人権記事を読んでいる市
民の割合

A
各種研修会に参加した人
数

人 1,440 1,550

60.00

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

同和問題をはじめ、あらゆる人権
問題の解消をはかる。

成果指標名 単位

B

作成日

A 三好市の人口 人 33,052

3-1-3 人権教育・啓発の推進　　(人権尊重のまちづくり)

生涯学習課 細田義秋

人権室

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 47.54 （成行値） 58.98
（目標値） 48.75 （目標値） 60.00
（実績値） （実績値）
（成行値） 12 （成行値） 12
（目標値） 15 （目標値） 15
（実績値） （実績値）
（成行値） 76 （成行値） 77
（目標値） 81 （目標値） 81
（実績値） （実績値）
（成行値） 107 （成行値） 107
（目標値） 107 （目標値） 107
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

（市民） （行政）

市・森林組合と共同で施業計画し取り組む。 施業計画及び事業実施

地元木材の積極的利用 認定、広報活動

農業生産者は経営の効率化に向けた主体的努力が求められる。 情報提供、技術支援

自らの取り組み、活動目標を設定し、計画に沿って活動実施。 推進及び支援

２２年度
目標達成の

課題

森林整備においては、財政的課題と今後の対象地域をどう確保していくかが課題となる。木造住宅においてはPR方法。農業関連と
しては農業担い手の高齢化に対する対応が課題となる。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

森林整備を取り巻く環境としては、木材価格の低迷及び個人負担金増による整備意欲の低下。
認定木造住宅は、森林組合が国内認証を取得することで森林認証材による地域木造住宅の建築需要が見込まれる。
認定農業者及び中山間直接支払事業で取り組んでいる集落協定参加者の高齢化。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

・三好市の森林面積は62，850haで市域の87.1％の広さですが、森林面積の64.3％は手入れの必要なスギ、ヒノキの人工林で占　め
られています。市の森林管理は、森林組合の育成と森林を守り価値のあるものにすることであり、災害に強く、地下水をかん養する森
林を育てる除・間伐、下刈り、造林を進めている。
・三好市の木材と木材関連産業とのネットワーク化による木造住宅建築に対する補助制度が特徴。
・担い手から認定農業者への誘導により新規の認定は2経営体、再認定者は4経営体の成果があった。要因として経営改善計画作
成支援・指導を実施した。
・集落機能の強化、地域の活性化、多面的機能の確保(水源かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成)

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

・高性能林業機械による搬出間伐の効率化を行い、収益向上を図るとともに景観、安全の向上も図られた。
・木造住宅推進協議会との連携による推進。
・三好市担い手育成総合支援協議会を中心に、認定農業者の育成・確保、集落組織の育成活動を推進した。
・耕作放棄の発生防止　　　集落と協定を結ぶことにより、耕作放棄の恐れのある農地を個人・集落において保全が定着してきた。

森林施業面積 （施業計画面積 3，692ha　　　国有林以外の森林で市と森林組合での整備計画面積)
地元産材の利用された木造住宅建築の増減で利用状況がわかる。
農地の担い手確保については認定農業者数とする。
耕作放棄発生防止と農業環境の保全に取り組んでいる集落の地区数を指標とする。

施業面積／５ヵ年の事業計画面積（ｈａ）
認定木造住宅実戸数
農林振興課における把握数値

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

森林整備率については、２0年度の実績及びこの事業計画に参入されない新規事業の事業量を考慮して同計画整備面積とした。認
定木造住宅戸数は予算内での限度戸数を設定。認定農業者は関係機関で情報収集した認定候補者のリストアップ。集落協定数は
１７年度から５ヵ年計画での協定済み数値。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

D 集落協定数 地区 107 107

1,969

2,483

1,495

2,483

75

２１年度目標・見込２０年度実績

36.10

15

２２年度目標

2,485

2,483

C 認定農業者数 経営体 71

戸 14

１９年度実績

B 認定木造住宅戸数

A
５ヵ年計画で整備する森林面
積の整備率（19年～２３年）

％ 21.64

施策の目的
①対象

森林
市内の農業従事者

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

･森林が健全な状態に保たれる。
･地域材の利用促進及び関連産
業の振興。
･農業の担い手の確保。
･地域農業環境の保全及び耕作
放棄の発生防止。

成果指標名 単位

B 農業従事者 人 2,483

作成日

A 森林面積（整備計画） ｈａ 799

平成

3-2-1 農林業の振興

農林振興課 新居　大典

まちづくり推進課　商工政策課　農業委員会

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 10 月 21 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 720 （成行値） 700
（目標値） 730 （目標値） 720
（実績値） （実績値）
（成行値） 9,560 （成行値） 9,360
（目標値） 9,600 （目標値） 9,450
（実績値） （実績値）
（成行値） 0 （成行値） 0
（目標値） 1 （目標値） 1
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

３－２－２ 商工業の振興

商工政策課 井下　正

管理課、工務課、まちづくり推進課、農林振興課

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B

作成日

A 人口 人 33,052施策の目的
①対象

①市民　　　　　②事業者

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

対象①＝就労機会を確保する。
対象②＝事業所の経営安定。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B
市民税給与所得者の納税義務
者数

A
法人市民税納税義務者
（事業所）数

所 752 741

9,766

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

C 誘致企業数 所 1

人 9,976

D

平成

31,80032,393

1

指標としては、絶対数ではないが、事業所の動向を法人市民税の納税義務者の数で捉え、就労機会を提供する事業所数の尺度と
して設定する。また、市民税の給与所得者数をカウントすることにより、就労機会の増減を把握すると共に、市の条例に基づく「奨励
指定企業の決定」による指定書の発行をもって誘致企業とし、雇用機会増加の尺度とする。

本来であれば、事業所統計調査の数値を指標とするところであるが、毎年実施される統計調査でないため、事業所数については、
法人市民税の申告義務のある事業所数を、就業者数については市民税の内、給与所得者の人数を成果指標とする。また、新規の
企業活動を把握するため、三好市企業立地促進条例の適用を受けた立地企業をカウントする。

施策の目標設
定とその根拠
（水準の理由と
前提条件）

成果指標としては、地域や民間企業の景気動向に左右されるため、また、市の財政的な現状から即効性のある施策も打ちにくいが、
商工団体等との協調により、現状維持を努力目標にする。

施策の成果向
上に向けての住
民と行政との役

割分担

行政）企業誘致、道路網の整備、税の減免措置、各種助成制度の充実、また、地産地消のための啓発活動を推進する。
市民）商店街組合による地産地消を軸にした商業活動の振興および消費者による地産地消運動への積極的参加。
事業所の役割）協議、強調し統一した戦略により、市内での購買力の向上を図る。

２２年度
目標達成の

課題

中心市街地における商業機能の再生案の確定。また、それを補完する街路整備について、まちづくり交付金事業との調整作業を進
め、基本計画の具体案を取りまとめる必要がある。また、認定の必要条件となる、まちづくり会社に関する条件整備、都市計画法にお
ける大型店規制のコンセンサスを経て、内閣府への申請作業に取組み認定を目指す。

企業における投資計画が非常に少ない現状だが、引き続き企業動向について、情報収集に努め企業訪問を積極的に実施する。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

・商業面では、瀬戸内地域の大規模商業施設の進出が近年、特に著しく、消費者の流出は依然として続いている。
・地元企業の経済的衰退により、事業所数の減少傾向は続いている。また、四国中央市等の県外地域への就労者が増加または定
着し、市内の労働力の流出が続いている。
・企業誘致については、全国的な不況感から新規投資が減少している中で、他地域との競争も激しいため、数的な増加を多くは期
待できない。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

①商業面については、中心市街地の商業機能の低迷が依然として引き続いている。現状を打開するために、全国各地で新まちづく
り3法を活用した中心市街地活性化基本計画の策定に取り組んでいるが、現在、認定を受けているのは54都市。四国では３都市であ
る。三好市でも、阿波池田商工会議所と連携し、地域の商店街組合や民間事業者と協調し、基本計画を策定し、国の認定を受ける
ことによって有利な助成事業を展開することで地域経済の活性化をはかることになる。

②企業誘致については、景気の低迷により、新規投資を誘導することについてかなりハードルが高くなっているのが現状である。ま
た、土地利用の観点から、まとまりに欠ける土地所有の現状からみると、工業団地をすでに整備している自治体と比べれば、競争力
も低く不利な現状が続いている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

①中心市街地活性化計画については、平成19年度において骨子案を模索してきた。後は、民間事業者による実施計画を盛り込むこ
とで具体的な方針が決定されるので、民間プランが確定次第、国との協議に進むことになる。この件については、現在調整中。

②企業誘致については、平成19年度6月議会において「三好市企業誘致条例」を制定。また、これに基づく「三好市企業立地ガイド
ブック」を作成。三野町に第1号となる印刷製造会社の立地が決定された。
２０年度においては、三好市企業立地促進条例の指定第2号として、情報関連企業の立地が決定し、19年度指定の製造業者ともど
も操業を開始した。また、四国内の製造業500社に対して企業動向調査を実施し、工場等の新設について意向のある企業を中心に
企業訪問を行った。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 370,000 （成行値） 360,000
（目標値） 360,000 （目標値） 360,000
（実績値） （実績値）
（成行値） 26,000 （成行値） 27,000
（目標値） 26,000 （目標値） 27,000
（実績値） （実績値）
（成行値） 170,000 （成行値） 200,000
（目標値） 170,000 （目標値） 200,000
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題
観光まちづくり後継者の育成と施設整備に伴う関係者の協力体制の充実

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

2泊3日以上の滞在型観光を目指すための体験型プログラムの開発や新しい観光資源の開発により観光交流人口が増大する。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

　『歴史や伝説に彩られた日本の原風景のなかで過ごす心豊かな時間の創造』をテーマとして、徳島県西部２市２町の２８団体で構
成する「にし阿波観光圏協議会」を発足、にし阿波圏整備実施計画が観光庁の認定を受け、圏域内の観光地と連携した周遊コース
や滞在型メニューの創出、郷土料理の提供や特産品の開発・販路拡大など（行ってみたい、体験してみたい、買ってみたいと思わせ
る理由づくり）を図り、２泊３日の滞在可能な観光圏を目指すためにそれぞれの団体が有効な事業を展開。
また、観光圏整備実施計画のなかで滞在促進地域に指定している大歩危･祖谷地域におおける重点施策として「地方の元気再生事
業」を実施。重要伝統的建造物群保存地区の「落合集落」や文化財に指定されている古民家の残る祖谷地方を中心に空古民家や
地域資源を活用した「観光まちづくり」を推進。宿泊可能な古民家の整備、地産地消のレシピの研究やレストラン整備、地域の生活
が体験できるプログラムの企画開発を実施。また、米国の金融不況に端を発し１００年に１度といわれる世界的な経済不況に陥り、わ
が国への影響も甚大で、政府において緊急雇用対策や緊急経済対策がおこなわれた。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

・観光県整備事業（伝統芸能活用イベント、観光地魅力度アップ・ＰＲ強化、体験型観光プログラム開発・ツアー造成、観光ガイド養
成・人材育成、周遊利便性改善、交通アクセス向上）　　・地方の元気再生事業（暮らし体験プログラムの企画、地産地消食材調査・
メニュー研究、郷土料理の掘起こし、空古民家調査）

・市内の観光地は自然資源が多く、正確な数値の把握が出来ないことから、市内で最大の入込客数がある
 「祖谷のかずら橋」の渡橋者数を利用した。
・また、宿泊者数は市内観光動態調査の数値を利用した。

 ・「祖谷のかずら橋」の渡橋チケット者数。・宿泊者数は市内観光動態調査の数値。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

にし阿波観光圏整備事業において滞在促進地域に指定されている大歩危・祖谷地域内での観光入込み客
を目標として設定した。大歩危・祖谷地区で利用客の統計的データのある施設を対象とた。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

【住民の役割分担】
・観光地の魅力のひとつは人と人との交流にあることから、市民一人ひとりがおもてなしの気持ちをもって接する。
 
【行政の役割分担】
・観光地の旬の情報をホームページ等で発信し、観光施設整備を図り、交通機関との連携により観光客の利便性を高める。

D

平成

710,000719,244

93,499

２１年度目標・見込 ２２年度目標

720,000

C 観光ＨＰアクセス数 件 -

人 28,189

１９年度実績 ２０年度実績

B 宿泊者数（公共）

A かずら橋渡橋者数 人 368,826 357,766

27,941

施策の目的
①対象

　　観　　光　　客

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

　　三好市を知ってもらう
　
　　観光客が増える

　　観光客に満足してもらう

成果指標名 単位

B

作成日

A 観光入込客数（公共） 人 736,613

３－２－３ 観光の振興

観光課 檜　尾　良　和

各総合支所産業観光課

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 平成 21 年 11 月 11日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値）          103 （成行値）          104
（目標値）          103 （目標値）          105
（実績値） （実績値）
（成行値）　　　　　37 （成行値）　　　　　40
（目標値）　　　　　39 （目標値）　　　　　42
（実績値） （実績値）
（成行値）　　　　　25 （成行値）　　　　　25
（目標値）　　　　　27 （目標値）　　　　　27
（実績値） （実績値）
（成行値）　　25,000 （成行値）　　25,000
（目標値）     26,000 （目標値）     26,000
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

Ｃ 文化活動への参加人口 人 0 21,617

１9年度実績

２２年度
目標達成の
課題

　文化団体等への活動支援、組織の拡充を行い伝統文化、民俗芸能の保存継承を図る必要がある。落合重伝建保存地
区の景観の要因である地区内の石垣、道、農地の保全を行い屋根葺き職人の養成などさらに地域一体となった活動に
取り組む必要がある。
文化：市民文化祭への新たな参加団体の勧誘と質の高い音楽文化を中心とした交流を図る。

1 1

対象指標名 単位

　市内には数多くの有形無形文化財があり、これらの国・県・市指定文化財の数の推移を見ることで、どれだけ保存され、活用され
ているかが類比できるのでこれを基準とした。

　文化：11月を文化月間と位置づけ、その月間での成果を見ることで、文化振興の指標とした。

健全に保護保存されている
文化財の数

件
施策の目的

①対象

生涯学習課    細　田　義　秋

     文化財課

２1年度見込 22年度目標

作成日

20年度実績

　文化財の件数
　全市民の文化活動への参加人口

116 116

C

３－３－１   文化の振興（文化財・芸術文化の充実）

件

１9年度実績

件

B 重伝建保存地区選定

A

B

22

20年度実績

件 101 102

単位

0 21,617

施策の目的
②意図

  文化財の健全な保護、保存、活用
を行うこと。文化月間中のイベント数
と参加者数の増加。

人

30 36

件 0

成果指標名

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

   文化財の管理は、民間管理と行政管理に大別せられる。　住民の役割－地域文化の保存、伝承、管理、各イベント等開催にお
ける参加 、協力、行政の役割－文化財の保護、保全と文化保存団体への助成　各地区保存団体等ときめ細かな連携を密にし、
市内の文化振興の向上を図る。さらに観光分野ルートにも取り入れ文化財の活用を図らなければならない。
　文化：市民参加と協働交流が大切、行政での環境整備とサポート等の主催行事を開催。

20年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

　市内には文化財の宝庫といわれるほど多くの文化財がある。年次的に急を要するもから順次修繕保存している。古民家、歴史
的、近代的文化遺産が数多くあり、これらを文化財登録する必要がある。また指定文化財の中で天然記念物、古墳等で民間所有
の中で十分な管理ができていないものがある。２1年度の見込み（保護、保存）が1増加は国指定重要建造物　小采家住宅の屋根
の葺き替え修理によるものである。活用数の3の増加は、八ツ石城跡、羽州の仏がん、須賀古墳の案内板の設置によるものであ
る。
　文化：国民文化祭の成果を継承する「市独自」の市民参加型の文化祭を開催することで市民の一体感の醸成と文化意識の高揚
が図られた。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

　文化財施設、説明板等の修理、かずら橋の架け替え、また落合重伝建保存協議会による伝統的建造物群保存地区の景観整備
（石積みの修理、周辺環境整備等）を行う取り組みなど地域住民の文化財保存に対する意識と地域一体となった活動意識が向上
してきた。

　文化：１１月を三好市民文化月間と位置付け多彩な文化行事を開催した。国民文化祭１周年記念「しあわせはふたたびｺﾝｻ-ﾄ」
池田町出身の吉田勘緑による「人形浄瑠璃公演」「文化講演会」市内全校生徒による「児童生徒作品展」など２２団体による企画、
催しがなされ地域密着型郷土ｲﾍﾞﾝﾄとして実施した。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

　史跡、天然記念物などへの案内サインの設置や周辺の整備は行うことができるが、少子高齢化、後継者不足が進む中、地域の
民俗芸能、伝統文化の活動、保存の衰退が懸念される。
　文化：質の高い芸術性に富んだものが求められている。

120

22年度目標21年度目標・見込

1 1

26,00026,000

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

　市内に文化財が数多くあり市民の文化財に対する関心が高まりつつある。埋もれた文化材、遺産など年間１～２件の指定申請が
あると推測し、２2年度の目標値に設定した。

　文化：イベント毎の参加者人数の増加と新規のイベント開催は、市民の交流人口の増大を図る指標となる。

A 国・県・市指定文化財

D

活用されている文化財の数

文化月間中のイベント数

文化月間中の参加者数

　国・県・市指定文化財個々の修繕状況により日頃の文化財に対する所有者、管理者等の細かい点検、注意力が推測され文化財
の保護保存ができるとともに、絵画、彫刻、工芸品など資料館への展示数、伝統文化、民俗文化など地域イベント行事などへの参
加状況を基礎として把握した。
　文化：11月中の文化月間中のイベント人数と参加人数を見ることで、文化振興の一つとして把握する。

118



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 10 月 26 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 240,000 （成行値） 241,000
（目標値） 240,500 （目標値） 241,500
（実績値） 240,000 （実績値） 241,000
（成行値） 291,000 （成行値） 292,000
（目標値） 291,500 （目標値） 292,500
（実績値） 291,000 （実績値） 292,000
（成行値） 375 （成行値） 380
（目標値） 380 （目標値） 385
（実績値） 375 （実績値） 380
（成行値） 3,500 （成行値） 3,500
（目標値） 3,550 （目標値） 3,600
（実績値） 3,500 （実績値） 3,550

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

２２年度
目標達成の

課題

　各学校施設及び社会体育施設の老朽化が著しく、緊急性を優先し計画的に改修の予算化をするとともに、市内全域を網羅した施
設や要望に応えた施設の建築計画をしなければならない。また、市民のニーズに合ったスポーツの提供やイベント・教室等を検討
し、市民に、するスポーツ・観るスポーツ・支えるスポーツの提供をするため、年間を通じたスポーツ事業の計画をする必要がある。そ
こで、市民が、いつでも、どこでも、だれでもが利用可能な総合型地域スポーツクラブの充実、また、市内全域にも展開できるよう創
設をしていかなければならない。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

・三好市人口は、減少しているところですが、年々スポーツをされる方が増加している。クラブ加入はしていないが、個人が集まって
サークルをつくり、比較的若年層の施設利用者が増えている。また、高齢者の人口も増えているところであり、高齢者の健康志向が
高まってきており、健康教室やウォーキング党への参加者の増加傾向にある。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

　本市のスポーツ人口は、年々増加傾向にありる。しかし、子どもたちの減少と外出機会が少なくなってきており、唯一の野球やサッ
カー等のスポーツ少年団への加入も伸び悩んでいるところである。また、高齢者の増で健康志向も変化しつつあり、スポーツそのも
のより文化的サークル活動に趣を変わってきているのが現状である。そうしたなかで、市民のスポーツに対する関心が非常に高く、各
学校施設、社会体育施設の利用は年々増加傾向にあり、生涯スポーツとしての利活用をしてきている。それに答えていくためのに
は、数多くある学校施設、社会体育施設の老朽化が著しく早急に修繕をしなければいけない施設もある。それらの維持管理におい
て、たいへん厳しいものがあるが、市民の皆さんに安心で安全な施設として利用していただくために、改修計画をしていかなければ
ならない。同時に市内の旧町村単位を網羅した総合型地域スポーツクラブの創設も検討していかなければならない。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

　合併時からホームページにおけるインターネット予約システムを導入しており、また、平成１９年度よりスポーツ振興課として課の独
立を行い、スポーツ振興の充実を行ってきた。そして、旧の町村単位におきましても、それぞれに公民館や総合支所に窓口を設置
し、対応できるよう配慮をしてきた。

・三好市内のスポーツ拠点は、学校施設と社会体育施設であり、市民の年間利用者数が一番把握しやすいので使用した。
・三好市にただ一つである総合型地域スポーツクラブのいけだスポーツクラブがあり、スポーツを支える組織としてスポーツ教室の開
催数、またスポーツクラブ会員数を利用した。

・各施設ごとの実績を参照し算出した。また、いけだスポーツクラブにおいて実施している各教室並びに会員数で算出した。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

・三好市人口の動態を考慮しながら、反面スポーツ人口の動向と各施設の利用状況の増加傾向から目標の設定を行うことで目標数
値として算出できる。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

≪住民の役割分担≫
・市民一人ひとりが、自分の健康は自分で守るという気持ちをもっていただき、自分の健康（スポーツ）はお金をかけてもやっていくと
いう自覚をしてもらう。
≪行政の役割≫
・市民が、いつでも、どこでも、だれでもスポーツができる環境をつくる。

D スポーツクラブ会員数 人 3,500

平成

31,80032,393

372

２１年度目標・見込 ２２年度目標

31,400

C スポーツクラブ教室開催数 回 320

人 265,500

１９年度実績 ２０年度実績

B 社会体育施設利用者数

A 学校施設開放利用者数 人 156,516 239,132

290,623

3,500

施策の目的
①対象

三好市民

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

スポーツを行う
スポーツを観る
スポーツを支える

成果指標名 単位

B

作成日

A 三好市民 人 33,052

３－３－２ スポーツ・レクレーションの振興

スポーツ健康課 谷　口　　晃

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 41.54 （成行値） 41.54
（目標値） 50.00 （目標値） 50.00
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

4-1-1 住民参画の推進

まちづくり推進課 工藤昌美

31,400

まちづくり推進課　生涯学習課

施策の目的
①対象

市民・青年

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800

施策の目的
②意図

まちづくりに参加しやすくなる。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B

市民協働をすすめている市で
あると感じる市民の割合

％ 37.54 41.54

B

D

C

市民協働を進めていると感じた市民の割合を見ることで、どれくらいまちづくりに参加しやすくなっているかを類推できるのでこれを成
果指標とした。

Ａ　アンケート調査による。　

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

アンケート調査では市民協働をすすめていると感じる市民の割合が１９年度３７．５４％、２０年度４１．５４％であったが、今後さらに情
報提供をすすめることにより５０％（市民の半数）を当面の目標とする。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

市民：　情報発信　協働事業、審議会への積極的な参加　　　行政：情報公開、市民の参加しやすい環境づくり

２２年度
目標達成の

課題

行政のさらなる情報提供、できるだけ広く市民の声を聞く仕組みづくりが必要である。また、行政と市民の間をとり協働を推進して行
ける人材の発掘、育成が必要である。青年層（１６才から４０才）の社会参画を推進するため、平成２１年、２２年度において青年の参
加状況の実態調査を行う。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

市と市民が協力・連携して地域の課題に取り組むことが求められている。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

地方分権型社会に対応した行政のあるべき姿に向かって、行政、住民がともに考え住民の主体的参加による協働のまちづくりを推
進することが求められている。また就業エリアの広域化など青年を取り巻く環境が変化し、地域に密着した活動を行うことが難しくなっ
ていることから、地域活動の中心となる青年層の地域活動の機会を充実させる必要性が求められている。このことから総合計画にお
いて「住民参画を基本とした協働のまちを目指して」を基本目標の一つに掲げ住民参画の推進に取り組んでいる。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

市民が三好市総合計画策定審議会、行財政改革推進委員会、地域福祉計画策定委員会委員等へ市民委員として参加し、まちづ
くりへの意見・提言ができるよう市民委員の公募を行うとともに、各種アンケート、移動市長室の開催、パブリックコメント制度などにより
広く市民の声がまちづくりに反映されるようのに取り組んできた。また合併後の市民の一体感醸成のため、まちづくりソフト事業を実
施し、事業計画・実行を市民との協働で行い多くの市民の参加を得てきた。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 7 （成行値） 7
（目標値） 13 （目標値） 15
（実績値） （実績値）
（成行値） 11.73 （成行値） 11.73
（目標値） 15.00 （目標値） 15.00
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）
（成行値） （成行値）
（目標値） （目標値）
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

4-1-2 国際化社会の形成

まちづくり推進課 工藤昌美

31,400

まちづくり推進課

施策の目的
①対象

市民

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

A 人口 人 33,052 32,393 31,800

施策の目的
②意図

国際感覚を養えるようにする。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標・見込 ２２年度目標

A

B

国際姉妹都市交流三好市訪
問団員受け入れ家庭数

戸 11 13

B
この１年間で外国人との交流を
行ったと答えた市民の割合

％ 11.15 11.73

D

C

市と民間団体の協働で取り組んでいる国際姉妹都市交流事業参加人数、受け入れ家庭数、協力団体数が増加することにより国際
感覚の醸成につながることから指標とした。またアンケート調査により市民の外国人との交流の実態を調査する。

Ａ　姉妹都市交流委員会事業実績による。　　Ｂ　アンケート調査による。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

姉妹都市交流三好市訪問団の受入れ家庭数は１８年度１２戸、１９年度11戸、２０年度13戸となっており、２１年度においては現状維
持を目標値としたが、インフルエンザの流行により来日が延期となり目標達成が困難な状況である。アンケート調査では外国人との
交流を行ったと答えた市民の割合は１９年度11.15％、２０年度11.73％となっているが、外国人との交流機会の増加により21、２２年
度は15％を目標値とする。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

住民：国際交流活動への参加、外国人との交流　　　行政：国際交流活動を行う市民団体等の連絡調整、支援　外国人との交流機
会の創出

２２年度
目標達成の

課題

国際姉妹都市交流を継続するとともに、民間で国際交流を行っている団体等との連携により交流人口の拡大を図る必要がある。また
派遣中学生による報告会等により国際交流の意義を広く浸透させる必要がある。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

国際情勢への関心の高まり、インターネットの普及による海外へのアクセス性の向上により海外情報が入ってきやすくなっている。ま
た観光の振興を重要施策とする三好市において、本市を訪れる外国人観光客の数が増加してきており、交流の機会が増加してきて
いる。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

国際化社会の進展に対応し、国際感覚豊かな市民性を養うために、国際姉妹都市交流事業を推進している。合併前旧井川町にお
いてはアメリカ合衆国タクイラ市、旧池田町においてはザ・ダルズ市と姉妹都市提携を結び２０年を超す交流活動を行ってきた。新市
となっても従来の交流事業を継続している。またアレックス・カーの著書「美しき日本の残像」の影響、インターネットの普及により三好
市の情報を得て三好市、特に祖谷地方を訪れる外国人が増えてきて、日本に居ながら外国人との交流の機会が増加している。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

平成１９年８月姉妹都市提携をしている３市の代表が三好市に集まり、姉妹都市協定書に再調印を行った。交流事業においては行
政と民間団体とで構成する姉妹都市交流委員会を中心に事業を企画、実行している。また民間団体によるおもてなし英会話教室、
学校においては英語指導助手による英語指導が行われている。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 8 月 31 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 16.6 （成行値） 16.05
（目標値） 16.45 （目標値） 15.67
（実績値） （実績値）
（成行値） 48 （成行値） 98
（目標値） 50 （目標値） 100
（実績値） （実績値）
（成行値） 51 （成行値） 52
（目標値） 51 （目標値） 52
（実績値） （実績値）
（成行値） 40.00 （成行値） 41.00
（目標値） 40.00 （目標値） 41.00
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

作成日 平成

4-2-1 効率的な行政運営

行革推進室 森　　　　　　仁

全課

施策の目的
①対象

対象指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績 ２１年度見込 ２２年度目標

①市職員
A 職員数 人 647 625 615 600

②事務事業
B 事務事業数 件 658 514 514 514

③市民
C 人口 人 33,052 32,393 31,800 31,400

施策の目的
②意図

①職員の適正な人員配置を行うと
ともに、行政の簡素化・効率化を
積極的に進める。
②行政評価に基づき、事務事業の
成果目標を達成させる。
③民間委託・委任等を積極的に推
進し、行政のスリム化を図る。
④市の行政を効率的に運営する。

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B
②評価により見直された事務
事業数

件 5

２１年度目標・見込 ２２年度目標

A
①市民千人当たりの普通会計
職員数

人 16.94 16.61

24

C
③施設管理・業務の民間委託
数

件 48 50

D
④市の行政が効率的に運営されて
いると感じている市民の割合 ％ 35.04 39.36

A：適正な人員配置の指標の１つとして市民千人当たりの普通会計の職員数を目安とした。B:成果目標が達成された事務事業とは、目的適合的に
事務事業が見直されたことと考えられるため、指標とした。C:民にできることは民間で、官民の役割の見直しの数値として、民間委託した事務事業の
数値を指標とした。D:市民が「効率的な行政運営がなされていると感じる市民の割合が増えることが行政改革の成果と考えられるためこの指標とし
た。

A:住民基本台帳人口で普通会計の職員数を除した数。
B:行革推進室で把握した数値
C:行革推進室で把握した数値
D:市民アンケートで、「市の行政が効率化されている」と回答した市民の割合。

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

集中改革プラン、定員適正化計画、アウトソーシング推進指針等を推進していかなければ、効率的な行政運営を遂行することは困難であるため、次のように目標設
定を行った。A:人口については、逓減率1.61%で見込み、普通会計の職員数については定員適正化計画を参考に設定した。B:事務事業評価については、20年度
からの実施ということで、評価数70事務事業の内、何らかの見直しを行う事務事業数を、約7割と見込んだ。C:指定管理施設を業務内容からの見直しを行い、直営
に戻すものもあるが、業務の民間委託と相殺してほぼ横ばいとした。D:本庁方式への移行の推進により、事務が本庁に集約できることから、より効率化できるが、総
合支所業務の縮小により、不便を感じる市民もあるためほぼ横ばいの微増とした。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

住民の役割は、①タウンミーティングなどの会合に積極的に参画し、施策決定や課題解決に意見を述べる。②民間委託や指定管理
施設についてのモニタリングなどの調査や住民満足度調査等に協力し、協働の施策立案に協力する。
行政の役割は，①施策、行政情報の提供及び説明。②市民の立場に立った官民の役割の見直し。③積極的な民間ノウハウの活
用。④行政の意思決定に住民の声が反映できるシステムの構築。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

定住促進住宅用地供給事業、企業立地促進事業を推進しているが、少子高齢化による自然減が上回り、人口の減少が引き続き進
むと思われる。また、人口の減少より職員の減少数の方が若干上回るため、市民千人当たりの普通会計の職員数は少なくなることが
予想される。そのため、より事務の効率化、施策推進の一体化が図れる本庁方式への移行がより一層進められる。また、職員数減に
より、市民サービスの低下を防ぐ意味からも、民間の活力とノウハウを導入する民間委託の必要性が増大していくと予想される。

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

・民間委託については、ごみ収集業務について、東祖谷地区と山城地区の一部の民間委託を開始し、現在計画通りに推進してい
る。
また、児童クラブの運営については、指定管理で運営業務を行っていたが、業務内容の観点から、施設管理を直営とし、運営面の
み業務委託する方針に変更し、順次業務委託に切り替えている。
・職員の定員管理については、6名退職に対し1名採用の６減１増の基本方針を堅持し、順調に推移しており、計画より5名多い20名
削減（累計29名。5.11％）している。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

・指定管理制度の有効活用を図るため「指定管理者制度運用委員会」、補助金（団体、事業）、負担金、分担金、奨励金及び助成金
の適切な執行を推進するため「三好市補助金負担金審議委員会」、投資的経費の効果的・効率的な執行のために、「投資的経費調
査研究委員会」の３委員会を設立し、限りある財源を効率的・効果的に執行し健全化に取り組んだ。
・また、各事務事業の内容を整理し、見直し、市民への説明責任を果たすために行政評価制度を導入し、初年度として、３５事務事
業の行政評価と２９施策を総合計画に沿って行政評価を行った。

２２年度
目標達成の

課題

・効率的な行財政運営を推進しながら、安定した市民サービスを提供できるシステムの構築を目指すためには、官・民の役割分担の
把握と民間活力の導入、行政評価制度を活用した事務事業の見直しが不可欠である。
・市民に行政の説明責任が生じており、そのための手段として事務事業評価が必要であり、施策評価とともに定着させていく必要が
ある。また、その評価を生かしたものにするためには、予算に反映させていくシステムの構築が必要である。



施策評価シート（平成20年度の振り返り、総括） 21 年 7 月 27 日

施策Ｎｏ． 施策名

主管課名
主管課
長名

関係課名

　

（成行値） 0.0 （成行値） 0.0
（目標値） 0.0 （目標値） 0.0
（実績値） （実績値）
（成行値） 0.0 （成行値） 0.0
（目標値） 0.0 （目標値） 0.0
（実績値） （実績値）
（成行値） 17.1 （成行値） 16.7
（目標値） 17.1 （目標値） 16.7
（実績値） （実績値）
（成行値） 120.0 （成行値） 120.0
（目標値） 120.0 （目標値） 120.0
（実績値） （実績値）

成果指標
設定の考え方

成果指標値の
把握方法

（算定式など）

4-2-2 財政の健全な運営

財政課 近泉　裕久

財政課他

２１年度見込 ２２年度目標２０年度実績

B

作成日

A 普通会計及び特別会計 ％ 下記４指標

120.3

施策の目的
①対象

・市の財政

対象指標名 単位 １９年度実績

施策の目的
②意図

・自律的な財政健全化を図る

成果指標名 単位 １９年度実績 ２０年度実績

B 連結実質赤字比率

A 実質赤字比率 ％ 0.0 0.0

0.0

２１年度目標・見込 ２２年度目標

下記４指標

C 実質公債費比率 ％ 17.1

％ 0.0

D 将来負担比率 ％ 145.8

平成

下記４指標下記４指標

17.4

財政健全化法の健全化判断比率である４指標（実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）の結果を把握
し、自立した財政運営を判断する。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（政令、省令、告示）に基づき算定

施策の目標設定
とその根拠（水
準の理由と前提

条件）

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率とも、基準値を超えると健全で自主的な財政運営を図れない
ため、現在の状況を踏まえ目標数値を設定した。

施策の成果向上
に向けての住民
と行政との役割

分担

【住民】遅延なく税や料金を納める。また、税金等の使われ方に興味を持つ。
【行政】公平な課税、徴収率の向上に努める。行革の推進を図り、財政情報をわかりやすく公表していく。

２２年度
目標達成の

課題
事業の厳選により新規地方債の発行を抑制し、後年度負担の軽減を図る。

施策を取り巻く
状況（対象者や
根拠法令等）は
今後どのように
変化するか？

・比率等の公表は平成19年度決算から、基準値超過による財政健全化計画の策定義務付け等は平成20年度決算から
【早期健全化基準】
　実質赤字比率（12.73％）、連結実質赤字比率（17.73％）、実質公債費比率（25.00％）、将来負担比率（350.0％）
【財政再生基準】
　実質赤字比率（20.00％）、連結実質赤字比率（40.00％）、実質公債費比率（35.00％）

２０年度
の

評価結果

１．施策の成果水準とその背景（近隣他市や以前との比較、住民の期待水準、特徴、その要因と考えられること）

・実質赤字比率、連結実質赤字比率は昨年同様0％である。なお、１9年度で県内24市町村の中で実質赤字比率1団体のみである
・実質公債費比率は19年度に比べ20年度は０.3％増加している。なお、１9年度の17.1％は県内２４市町村の中では８番目の高さと
なっている。
・将来負担比率は19年度に比べ20年度は25.5％減少している。なお、19年度の145.8％は県内２４市町村の中では3番目の高さと
なっている。
・財政再建団体の事がメディアで放送されて以降、ますます市の財政状況に対する市民、議会の関心は高まり、市は積極的にわか
りやすく財政情報を公表することが求められている。

２．施策の成果実績に対してのこれまでの主な取り組み（事務事業）の総括

・収入確保のため、三好市有料広告掲載取扱要綱を策定及び市税滞納者に対する管理職による夜間徴収を実施した。また、歳出
削減のため、管理職の給与カット、管理職手当てのカット及び地方債の繰上償還を行った。今後もさらなる歳入確保、歳出削減に努
める必要がある。
・平成１８年度から平成２2年度までの地方債発行額（普通建設事業分）を15,000百万円（3,000百万円/年）に抑制する。




