
１．事業の概要
事業番号 1

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

6,604,423 6,604,423

予算現額 6,604,423 6,604,423

決算額 6,230,923 6,230,923

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 2 2 2 3

実績値 3

目標値 10 10 10 10 10

実績値 10

目標値

実績値

成果指標 目標値 60 70 80 90 100

実績値 68

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
環境基本計画において対象とする環境の範囲は「自然環境」「生活環境」「都市環境」「地球環
境」と様々な分野における事業の継続が必要であり、今後も継続して事業に取り組む。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

環境基本計画における
環境指標の達成率

％

指標内容

活動指標

環境審議会開催回数 回数

環境推進会議開催回数 回数

平成２８年度

・環境白書の作成（計画の進行管理）
・環境審議会、環境推進会議の運営

・環境白書の作成（計画の進行管理）
・環境審議会、環境推進会議の運営

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２５年度～平成３３年度

事業の実施目的
及び概要

環境基本計画に基づき、市民・事業者・行政が連携・協働し、計画の個別目標の達成に向けた取組みを実践
することにより、環境負荷の低減を図る。また、その内容を環境白書にまとめ広く市民等に公表する。環境白
書を作成するに当たっては、環境審議会、環境推進会議からの意見を踏まえ作成する。

対　象 印西市全域

根拠法令・関連計画　等 印西市環境基本条例、印西市環境基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
１－①－１　かけがえのない自然環境の保全と活用
１－②－１　環境負荷の低減

施策の方向性

１－①－１　かけがえのない自然環境の保全と活用
恵まれた自然環境を保全し、生物多様性の確保や地域の生態系を維持していくため、市民、事業者、行政が
連携し農地や樹林地、谷津田などの里山を適切に維持・管理する仕組みづくりを進めていきます。また、市民
自らが地域の自然を守っていく意識を高めるため、自然に親しみ、環境について学ぶ機会を提供していきま
す。
１－②－１　環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、再生可能エネルギーの活用や省エネ
ルギーの推進による低炭素社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。また、生活雑排水による公共
用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 環境基本計画の推進事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名 環境基本計画の推進事業、環境保全事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 2

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

6,677,000 6,677,000

予算現額 6,677,000 6,677,000

決算額 6,576,195 6,576,195

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6 6 6 6 6

実績値 4

目標値 20 20 20 20 20

実績値 34

目標値

実績値

成果指標 目標値 120 120 120 120 120

実績値 109

目標値 11 現状以上 現状以上 現状以上 現状以上

実績値 11

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

平成28年度は、「夏休み自然教室シリーズ」として、小学生向けの自然観察会を４回開催したが、
天候が悪かったため、参加者は去年と比べると減少した。
平成29年度も引き続き、小学生向けの企画を実施し、将来を担う子どもたちに自然の大切さを啓
発していくとともに、市民団体の協力のもと里山調査を実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

いんざい自然探訪参加
者数

人

里山保全活動団体数 団体

指標内容

活動指標

いんざい自然探訪実施
回数

回

特定外来種（カミツキガ
メ）の捕獲実績

数

平成２８年度

・いんざい自然探訪の実施（年６回）
・里山調査（市民団体協力）
・（仮称）いんざい里山マップの作成

・いんざい自然探訪の実施（年4回、参加者１０９名）
・里山調査（市民団体協力）
・歩いて調べた　いんざい里山マップの作成

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１５年度から実施

事業の実施目的
及び概要

自然環境調査の実施により、動植物の生息・生育種数を継続的に把握・公表することで自然環境の保全意
識の高揚を図るとともに、里山の保全を中心とした生物多様性地域戦略の策定を検討する。
また、自然観察会（いんざい自然探訪）などを通して、市民に自然への関心を持ってもらうことにより、自然環
境保全の意識高揚を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市環境基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－①－１　かけがえのない自然環境の保全と活用

施策の方向性

恵まれた自然環境を保全し、生物多様性の確保や地域の生態系を維持していくため、市民、事業者、行政が
連携し農地や樹林地、谷津田などの里山を適切に維持・管理する仕組みづくりを進めていきます。また、市民
自らが地域の自然を守っていく意識を高めるため、自然に親しみ、環境について学ぶ機会を提供していきま
す。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 自然環境保全意識の啓発

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名 環境基本計画の推進事業



１．事業の概要
事業番号 3

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

100,000 100,000

予算現額 100,000 100,000

決算額 100,000 100,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6 6 6 6 6

実績値 6

目標値 220 220 220 220 220

実績値 195

目標値

実績値

成果指標 目標値 90 90 90 90 90

実績値 99

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 現行のとおり継続して実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

満足度（講座終了後のア
ンケート調査による）

％

指標内容

活動指標

講座開催回数 回

参加者数 人

平成２８年度

計6回の講座を開催する。
①里山観察会（年2回）
②産学官連携科学講座「ジュニアアカデミー
２０１６夏」
③星空観察会
④伝承技能体験教室
⑤科学実験講座

計６回の講座を実施した。受付開始日に定員に達する講座がほとんど
で，総参加者は１９５名であった。講座実施後のアンケートでも参加者
の満足度及び再参加希望度が高かった。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

自然観察や科学実験等の体験学習を通して、科学的な見方や自然を愛する心情を育てる事業を実施する。

対　象 市内在住の小中学生とその保護者

根拠法令・関連計画　等 印西市教育センター設置及び管理に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－①－１　かけがえのない自然環境の保全と活用

施策の方向性

恵まれた自然環境を保全し、生物多様性の確保や地域の生態系を維持していくため、市民、事業者、行政が
連携し農地や樹林地、谷津田などの里山を適切に維持・管理する仕組みづくりを進めていきます。また、市民
自らが地域の自然を守っていく意識を高めるため、自然に親しみ、環境について学ぶ機会を提供していきま
す。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 自然科学体験学習事業

担当部署名 教育部指導課　教育センター

款項目及び予算名 ９款　１項　４目　教育センター費

予算事業名 自然科学体験学習事業



１．事業の概要
事業番号 4

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,099,000 4,099,000

予算現額 4,099,000 4,099,000

決算額 3,082,836 3,082,836

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 10 10 10 10 10

実績値 5

目標値 5 5 5 5 5

実績値 6

目標値

実績値

成果指標 目標値 300 300 300 300 300

実績値 399

目標値 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

実績値 1,689

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

市民活動団体等の協力により、草深の森を活用したイベントの実施、下草刈り等の整備が進み、
キンラン等の林床植物も増えてきている。
今後も引き続き、市民団体等の協力を得ながら、市民の憩いとなるような森の整備活用を進めて
いく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

イベント参加人数 人

来場者数（朝夕１時間シ
ルバー人材調べ）

人

指標内容

活動指標

イベント開催回数 回

ボランティア清掃実施回
数

回

平成２８年度

・清掃及び維持管理（市民ボランティア等の
参加による維持管理含む）
・市民団体等によるイベントの開催

・清掃及び維持管理（市民ボランティア等の参加による維持管
理含む）
・市民団体等によるイベントの開催

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民ボランティア等による維持管理やイベントの開催を通じて、草深の森を市民の憩いの場や自然学習の場
として広く市民に利用してもらい、環境保全意識等の高揚を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市市民の森の設置及び管理に関する条例、印西市市民の森の設置及び管理に関する条例施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－①－１　かけがえのない自然環境の保全と活用

施策の方向性

恵まれた自然環境を保全し、生物多様性の確保や地域の生態系を維持していくため、市民、事業者、行政が
連携し農地や樹林地、谷津田などの里山を適切に維持・管理する仕組みづくりを進めていきます。また、市民
自らが地域の自然を守っていく意識を高めるため、自然に親しみ、環境について学ぶ機会を提供していきま
す。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 草深の森等維持管理事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名 草深の森等維持管理事業



１．事業の概要
事業番号 5

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

250,012,000 250,012,000

予算現額 164,412,000 164,412,000

決算額 163,372,800 163,372,800

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6 6

実績値 10

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 70 100

実績値 70

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 平成29年度の公園整備完了に向けて引き続き事業を推進する

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

(仮称）木下交流の杜公
園等整備工事進捗率

％

指標内容

活動指標

関係機関（部署）との調
整回数

回

平成２８年度

平成28年度（仮称）木下交流の杜公園基盤
整備工事

平成28年度分の公園基盤整備工事を完了した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２５年度から実施

事業の実施目的
及び概要

印旛高校跡地に眺望を活かした広場やスポーツも行える多目的な広場等を整備する。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印旛高校跡地活用基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－①－２　緑と調和した生活空間の形成と活用

施策の方向性
市民の心がやすらぐ快適な生活空間の形成に向け、既に整備されている公園・緑地をより市民生活に寄与
できるよう活用するとともに、市民等との協働による美化活動の推進や、まちなかに花や緑を増やすなど、う
るおいのある生活環境をめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 (仮称）木下交流の杜公園等整備事業

担当部署名 都市建設部都市整備課　整備班

款項目及び予算名 ７款　３項　３目　都市公園整備事業

予算事業名 都市公園整備事業



１．事業の概要
事業番号 6

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

59,387,000 59,387,000

予算現額 59,387,000 59,387,000

決算額 58,016,284 58,016,284

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 24 24 24 24 24

実績値 24

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値 0 0 0 0 0

実績値 0

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 平成29年度も公園施設の管理を引き続き推進する

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

日常点検施設修繕・対
策率

％

公園施設を原因とした怪
我の件数

件

指標内容

活動指標

公園施設日常点検回数 回／年

平成２８年度

・遊具等の点検
・老朽化した遊具、公園施設の修繕

・103公園の遊具等点検
・117件の公園施設、遊具の修繕及び13件の補修工事

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

既設公園の遊具や公園施設の補修を行うことにより、市民のニーズに対応した、安全で魅力ある公園等の整
備に努める。
また、松山下公園をはじめとするスポーツ施設の維持管理に努め、多様なスポーツが楽しめる環境を提供す
る。

対　象
都市公園
3人以上の参加者から構成される、原則として美化活動を年に2回以上、かつ2年以上継続して実施すること
ができる団体、公園等愛護活動に意欲的な団体、その他市長が特に認めた団体のいずれかを満たす団体。

根拠法令・関連計画　等 印西市緑の基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－①－２　緑と調和した生活空間の形成と活用

施策の方向性
市民の心がやすらぐ快適な生活空間の形成に向け、既に整備されている公園・緑地をより市民生活に寄与
できるよう活用するとともに、市民等との協働による美化活動の推進や、まちなかに花や緑を増やすなど、う
るおいのある生活環境をめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 公園施設の管理

担当部署名 都市建設部都市整備課　管理班

款項目及び予算名 ７款　３項　３目　公園緑地維持管理事業

予算事業名 既存公園の整備事業・市民参加による公園美化活動に要する経費



１．事業の概要
事業番号 7

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0

予算現額 0 0

決算額 0 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 100

実績値

目標値 100

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 50 100

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 平成２９年度も引き続き情報収集を行っていく。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 F　未評価（当年度事業未実施）

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 F　計画なし（当年度活動予定なし）

緑の基本計画の改定 ％

指標内容

活動指標

緑の基本計画の基礎調
査

％

緑の基本計画改定業務 ％

平成２８年度

緑の基本計画の基礎調査における情報収
集

新計画に向けて情報収集を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

ゆとりとうるおいのある生活環境を形成するために、一定の目標のもとに都市公園の整備、緑地保全地区の
指定など総合的な施策を体系的に位置づけ、緑地の保全・創出を図ることを目的とする。
またこの計画に基づき、市民・企業・行政が一体となり体系的、総合的に施策を展開する。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 都市緑地法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－①－２　緑と調和した生活空間の形成と活用

施策の方向性
市民の心がやすらぐ快適な生活空間の形成に向け、既に整備されている公園・緑地をより市民生活に寄与
できるよう活用するとともに、市民等との協働による美化活動の推進や、まちなかに花や緑を増やすなど、う
るおいのある生活環境をめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 緑の基本計画の策定・推進

担当部署名 都市建設部都市整備課　管理班

款項目及び予算名 ７款　３項　３目　公園緑地維持管理事業

予算事業名 緑の基本計画策定・推進業務委託



１．事業の概要
事業番号 8

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

534,000 170,000 33,761,000 34,465,000

予算現額 629,000 170,000 28,104,500 28,903,500

決算額 605,000 160,000 22,125,394 22,890,394

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 50 65 67 69 71

実績値 64

目標値 120 123 126 129 131

実績値 121

目標値

実績値

成果指標 目標値 749 727 711 701 696

実績値 875

目標値 26.8 27.7 28.4 29.2 30.0

実績値 19.3

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

現在実施している事業を引き続き継続するとともに、さらに充実できる点がないか検討する。ま
た、粗大ごみの有料化の実施について、実施主体となる環境整備事業組合と協議を進める。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 目標値には届かなかったが前年度より16gの減少は図れた。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

一人一日あたりのゴミの
排出量

ｇ

総資源化率 ％

指標内容

活動指標

生ごみ処理容器等購入
費補助金交付件数

件

有価物集団回収奨励金
交付団体数

団体

平成２８年度

・リサイクル情報広場事業
・ごみ減量化等説明会
・マイバッグ普及促進協力店推奨事業
・廃食油拠点回収事業
・生ごみ処理容器等購入費補助事業
・生ごみ処理機・剪定枝粉砕機貸出事業
・有価物集団回収奨励金事業
・廃棄物減量等推進員制度
・いんざい環境フェスタ
・ごみ減量等に関する情報発信（ごみ分別アプリ）
・災害廃棄物処理計画策定業務委託

・市民の不用品情報を広報紙等に掲載し、16件の譲渡成立が図れた。
・町内会等のほか各種団体に延べ31回、874人に出前講座を行った。
・イベント等において、マイバッグ使用の啓発を行った。
・廃食油を約6トン回収し、資源化を図った。
・使用済み小型家電を約４トンを回収し、資源化を図った。
・生ごみ処理機等購入の64世帯に補助金交付を行った。
・生ごみ処理機及び剪定枝粉砕機貸出を合計で延べ30人に行った。
・有価物集団回収奨励金事業により、約1,864トンの資源化が図れた。
・廃棄物減量等推進員113人がごみ減量等に関する活動を行った。
・小学4年生を対象にごみ出しルール等を記載した自由帳を作成した。
・印西環境フェスタのスタンプラリーに590人が参加した。
・ごみ分別アプリを28年度末現在で1,708人がダウンロード。
・災害廃棄物処理計画を策定した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成元年度から実施

事業の実施目的
及び概要

環境負荷の低減に資する循環型社会の実現を目指し、市民へのごみ減量化意識の啓発活動の実施や小売
店との協力体制の確立を図り、ごみの減量化・資源化を推進する。

対　象 市民、高齢者クラブ、子ども会、PTA、事業所、その他団体

根拠法令・関連計画　等 第２次印西市ごみ減量計画（平成２４年度～平成３２年度）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－１　環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり

施策の方向性
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。また、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、
地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 ごみの減量化・資源化の推進事業

担当部署名 環境経済部クリーン推進課　クリーン推進班

款項目及び予算名 ４款　２項　１目　清掃総務費

予算事業名 ごみ減量化・再資源化推進事業



１．事業の概要
事業番号 9

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,004,816,000 1,004,816,000

予算現額 791,887,000 791,887,000

決算額 791,887,000 791,887,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 新クリーンセンターの平成４０年度までの稼働に向け、環境整備事業組合と協議を継続する。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

廃棄物中間処理施設の更
新を促進し、廃棄物の安
全・安定的な処理を継続す
る。

指標内容

活動指標

会議開催数 回

平成２８年度

負担金の拠出 吉田区と印西地区環境整備事業組合において、「次期中間処
理施設整備事業の施行に関する整備協定書」を締結した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２１年度～平成３２年度

事業の実施目的
及び概要

廃棄物の安全・安定的な処理を継続するため、印西地区環境整備事業組合が実施するクリーンセンター（廃
棄物中間処理施設）の施設更新を関係機関と連携し促進していく。
また、次期中間処理施設稼働までのゴミ処理については、組合で行う老朽化した現施設の延命化に協力し、
安全・安定的なごみ処理を継続する。

対　象

根拠法令・関連計画　等 印西地区環境整備事業組合規約

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－１ 環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり

施策の方向性
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。また、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、
地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 印西クリーンセンター施設整備事業の促進

担当部署名 環境経済部クリーン推進課　次期中間処理施設対策室

款項目及び予算名 ４款　２項　２目　塵芥処理費

予算事業名 印西地区環境整備事業組合負担金



１．事業の概要
事業番号 10

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

37,699,000 10,608,000 48,307,000

予算現額 38,199,000 10,608,000 48,807,000

決算額 37,156,200 9,341,800 46,498,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400

実績値 1,651

目標値 510 690 870 1050 1230

実績値 482

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も引き続き、省エネ設備の設置補助を進めていく。
なお、県及び近隣市の動向や対象設備の価格等を踏まえ、補助単価等については見直しを検討
していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

太陽光発電システム設
置基数(累計）

基

エネファーム設置基数
（累計）

基

指標内容

活動指標

住宅用省エネシステム
等設置促進のPR（広報・
HP・チラシ作製等）

回

平成２８年度

・住宅用省エネルギー設備の設置補助
※社会情勢・国・県の動向により補助制度
の見直し検討

・太陽光発電システム　206基（累計1651基）
・太陽熱利用温水器　　6基（累計55基）
・エネファーム　　182基(累計482基）
・蓄電池　　　43基（累計88基）
・HEMS　　　51基（累計161基）
・V2H　　　0基（累計3基）
・地中熱　0基（累計0基）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から

事業の実施目的
及び概要

地球温暖化の防止等環境への負荷低減のため、住宅用省エネルギー設備を設置する者に対して補助金を
交付する。

対　象 市内において、住宅用省エネルギー設備を設置した市民

根拠法令・関連計画　等 印西市環境基本計画（平成２５年度～平成３３年度）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－１　環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり

施策の方向性
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。また、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、
地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名 住宅用省エネルギー設備設置費補助事業



１．事業の概要
事業番号 11

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

12,554,000 13,496,000 16,287,000 42,337,000

予算現額 11,176,000 12,843,000 16,600,000 40,619,000

決算額 11,176,000 12,843,000 14,568,169 38,587,169

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 5

目標値 40 40 40 40 40

実績値 43

目標値

実績値

成果指標 目標値 3,300 3,400 3,450 3,500 3,500

実績値 3,382

目標値 90 90 90 90 90

実績値 86.04

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
循環型社会形成推進地域計画、市の実施計画とも、ほぼ計画通りの設置数であり、現行のまま
継続で問題はない。しかし、内訳については、新設への補助の実施有無、転換を促進するための
方針等を検討する必要がある。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

設置基数（補助対象累
計）

基

水質検査結果「適正」判
定の率

％

指標内容

活動指標

合併処理浄化槽設置促
進のＰＲ（広報・HP・チラ
シ作製など）

回

合併処理浄化槽の簡易
水質検査

軒

平成２８年度

高度処理型合併処理浄化槽への補助
・浄化槽設置補助
・単独槽転換補助
・汲み取り転換補助
・蒸発散装置補助(市単）
・合併処理浄化槽の簡易水質検査（市単）

・浄化槽設置補助　          　　80 基
　・うち　単独転換補助           10基
　・うち　汲み取り転換補助　　  2基
　・うち　蒸発散装置補助         4基

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和６２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

生活雑排水による公共用水域の水質汚濁防止及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽設置者に
対し補助金を交付し、普及促進を図る。また、設置後５年を経過した浄化槽の簡易水質検査を実施し、浄化
槽の維持管理の促進を図る。

対　象
市内において下水道法（昭和33年法律第79号）第4条第1項の許可又は同法第25条の3第1項に基づき策定
された区域（下水道の整備が7年以上見込まれない地域を除く）以外の地域において、専用住宅等に浄化槽
を設置しようとする者。

根拠法令・関連計画　等 浄化槽法・印西市環境基本計画・印西市地域循環型社会形成推進地域計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－１　環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり

施策の方向性
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。また、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、
地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 合併処理浄化槽設置事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班

款項目及び予算名 ４款　１項　６目　環境衛生費

予算事業名 合併処理浄化槽設置事業



１．事業の概要
事業番号 12

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,287,000 12,760,000 14,047,000

予算現額 708,000 9,842,000 10,550,000

決算額 708,000 9,649,710 10,357,710

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 130 130 130 130 130

実績値 145

目標値 30 30 30 30 30

実績値 30

目標値

実績値

成果指標 目標値 0.01以下 0.01以下 0.01以下 0.01以下 0.01以下

実績値 0.0073

目標値 0.01以下 0.01以下 0.01以下 0.01以下 0.01以下

実績値 0.002

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も引き続きモニタリング調査を実施し、周辺環境への影響を注視していく。また、汚染の除去
が進んだ際には、事業の完了を検討していく必要がある。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

テトラクロロエチレン（浦
部）

mg/l

トリクロロエチレン（浦
部）

mg/l

指標内容

活動指標

浦部地区地下水汚染除
去対策

試料

小林地区地下水汚染機
構解明モニタリング

試料

平成２８年度

＜浦部地区＞
・汚染源の観測井及び民家井の地下水モニ
タリング調査及び汚染対策に伴う地盤沈下
調査（測量）
＜小林地区＞
・汚染源及び周辺の民家井のモニタリング
調査

＜浦部地区＞
・汚染源の観測井及び民家井の地下水モニタリング調査及び
汚染対策に伴う地盤沈下調査（測量）を実施
＜小林地区＞
・汚染源及び周辺の民家井のモニタリング調査を実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

地下水汚染が確認されている浦部地区の汚染除去対策・効果判定業務の実施及び小林地区の汚染の確認
のための水質調査並びに浄化対策の検討を実施する。

対　象 市民（対象地区）

根拠法令・関連計画　等 印西市環境保全条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－１　環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり

施策の方向性
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。また、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、
地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地下水汚染対策事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境指導班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名
（大）地下水汚染対策事業
（中）浦部地区地下水汚染対策事業（中）小林地区地下水汚染対策
事業



１．事業の概要
事業番号 13

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,394,000 1,394,000

予算現額 648,000 648,000

決算額 648,000 648,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 14 14 14 14 14

実績値 14

目標値 28 28 28 28 28

実績値 28

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 92.86

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も引き続きモニタリング調査を実施し、周辺環境への影響を注視していく。また、焼却場とし
て廃止するには、対策工を実施する必要があり、その検討を進めていく必要がある。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

環境基準達成率（達成
個所/調査個所）

％

指標内容

活動指標

モニタリング調査サンプ
ル数

箇所

モニタリング調査項目数 項目

平成２８年度

・モニタリング調査の実施 ・モニタリング調査の実施
※１箇所において「ほう素」が環境基準値を超えて検出された。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

竹袋焼却場跡地の廃棄物が、周辺環境へ影響を及ぼすことが無いよう、適切な対策を講じていく。

対　象 印西市竹袋地先

根拠法令・関連計画　等 共同命令適用以前に設置された一般廃棄物最終処分場の埋立終了に係る指導指針

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－１　環境負荷の低減による低炭素社会・資源循環型社会づくり

施策の方向性
ごみの減量化・資源化と適正処理を推進し、資源循環型社会の構築、低炭素社会の実現に向けた取り組み
を推進していきます。また、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁や土壌・地下水汚染への対策を進め、
地球環境への負荷低減を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 竹袋焼却場跡地環境対策事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名 焼却場等跡地環境対策事業



１．事業の概要
事業番号 14

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

371,000 4,141,000 4,512,000

予算現額 371,000 4,141,000 4,512,000

決算額 270,000 3,690,961 3,960,961

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 4 4 4 4

実績値 3

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 170 174 178 182 186

実績値 167

目標値 12,500 12,600 12,700 12,800 12,900

実績値 12,720

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
28年度は20周年記念事業として、「いんざいクリーン大作戦」を実施したが、今後はゴミゼロ運動
の実施回数は年１回となるため、クリーン印西推進運動を強化していく。参加団体数の増加に向
け町内会等への参加呼びかけを行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

クリーン印西推進デー参
加団体数

団体数

ゴミゼロ運動参加者数 人

指標内容

活動指標

クリーン印西推進運動の
広報・参加呼びかけ

回

平成２８年度

・クリーン印西推進デーの実施（毎月第１月
曜日）
・ゴミゼロ運動（1都10県で一斉実施）
・いんざいクリーン大作戦（市制２０周年記念
事業）

　町内会・自治会等416団体に参加の呼び掛けを行い、下記の
とおり参加があった。
・ｸﾘｰﾝ印西推進運動　　　  167団体、延べ50,300名
・春のゴミゼロ運動　　　　　193団体、12,720名
・いんざいクリーン大作戦　 154団体、8,700名

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

｢みんなでつくろう　美しいふるさと　いんざい｣をテーマに、市・市民・事業所等が一体となり、ごみの散乱防止
及び空き缶等の清掃を実施し、地域美化を推進する。

対　象 町内会・自治体・高齢者クラブ・子ども会・学校・事業者・その他団体

根拠法令・関連計画　等 印西市環境基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－２　多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

施策の方向性
環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた対策を強化していきま
す。また、クリーン印西推進運動やゴミゼロ運動、花を活用した魅力あるまちづくりの活動を市民等との協働
により推進し、ごみのない美しいまちをめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 クリーン印西推進運動事業

担当部署名 環境経済部クリーン推進課　不法投棄対策班

款項目及び予算名 ４款　２項　１目　清掃総務費

予算事業名 クリーン印西推進運動事業



１．事業の概要
事業番号 15

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

7,996,000 7,996,000

予算現額 7,973,500 7,973,500

決算額 7,822,813 7,822,813

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 312 312 312 312 312

実績値 291

目標値 14 14 14 14 14

実績値 14

目標値

実績値

成果指標 目標値 9.7 ↘ ↘ ↘ ↘

実績値 10.9

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 違反者の減少に向け、引き続き、指導員による指導や啓発を行っていく。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 違反者に対する指導が増加しているため、引き続き指導・啓発を行う必要がある。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった 違反者に対する指導が増加しているため、引き続き指導・啓発を行う必要がある。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

一日あたりの市内全域
における指導件数

件

指標内容

活動指標

指導日数 日

歩行喫煙及びポイ捨て
等防止に関する広報・周
知

回

平成２８年度

・指導員によるパトロールの実施
・違反者に対しての指導・勧告等
・啓発活動の実施

　指導員によるパトロールを291日行い、市内全域において
3,195件の指導を行った。
　職員にて催事及び市内５駅を中心に啓発活動を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

清潔で快適な生活環境を確保することを目的に、歩行喫煙、ポイ捨て等防止条例に基づき、きれいなまちづ
くりを推進することが特に必要と認められる公共の場所を重点区域として指定し、指導員を配置してパトロー
ルを実施する｡

対　象 市、市民、事業者、土地所有者等

根拠法令・関連計画　等 印西市歩行喫煙ポイ捨て等防止条例、印西市歩行喫煙ポイ捨て等防止条例施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－２　多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

施策の方向性
環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた対策を強化していきま
す。また、クリーン印西推進運動やゴミゼロ運動、花を活用した魅力あるまちづくりの活動を市民等との協働
により推進し、ごみのない美しいまちをめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 歩行喫煙及びポイ捨て等防止対策事業

担当部署名 環境経済部クリーン推進課　不法投棄対策班

款項目及び予算名 ４款　２項　１目　清掃総務費

予算事業名 歩行喫煙、ポイ捨て等防止事業



１．事業の概要
事業番号 16

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

967,000 7,515,000 8,482,000

予算現額 340,000 5,013,000 5,353,000

決算額 340,000 4,220,471 4,560,471

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6 6 6 6 6

実績値 6

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

成果指標 目標値 132 ↘ ↘ ↘ ↘

実績値 91

目標値 46 ↘ ↘ ↘ ↘

実績値 37

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
電池式監視カメラの導入による監視カメラ設置台数の増加、パトロールの実施、啓発看板の貸与
等により、不法投棄件数が減少したが、新たな投棄場所も見られるため、監視カメラの増設及び
移設、パトロール場所の見直しを行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

不法投棄確認件数 件

市民等からの不法投棄
通報件数

件

指標内容

活動指標

職員による不法投棄監
視パトロール

回

委託による不法投棄監
視パトロール

回

平成２８年度

・不法投棄監視カメラの運用
・地元町内会等との協働による投棄物撤去
・委託業者、市職員による監視

・監視カメラ（54台）
　うち機動性の高い電池式監視カメラを28年度に19台設置
・不法投棄物協働撤去（2件）
・職員による不法投棄夜間パトロールの実施（6回）
・不法投棄等監視パトロール業務委託（100回）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

産業廃棄物・一般廃棄物等の不法投棄に対し、早期発見・早期対応するための各種施策に取り組み、快適
な生活環境を保全する。

対　象 谷津地及び山林を中心とした市内全域

根拠法令・関連計画　等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－２　多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

施策の方向性
環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた対策を強化していきま
す。また、クリーン印西推進運動やゴミゼロ運動、花を活用した魅力あるまちづくりの活動を市民等との協働
により推進し、ごみのない美しいまちをめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 不法投棄対策事業

担当部署名 環境経済部クリーン推進課　不法投棄対策班

款項目及び予算名 ４款　２項　１目　清掃総務費

予算事業名 不法投棄対策に要する経費



１．事業の概要
事業番号 17

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

49,000 471,000 520,000

予算現額 49,000 420,085 469,085

決算額 49,000 420,085 469,085

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 12 12 12 12 12

実績値 14

目標値 24 24 24 24 24

実績値 13

成果指標 目標値 6 6 6 6 6

実績値 5

目標値 2 2 2 2 2

実績値 △1

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 現状のまま事業を実施し、更に花壇づくり参加団体を増やすことを目標とする。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

花壇づくり団体支援事業
実施箇所数

箇所

花イベントの来場者増加
率

％

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

事業の周知、広報及び
ホームページ掲載回数

回

関係団体との連携回数 回

平成２８年度

四季の花による景観づくりの推進
・花による景観まちづくり庁内推進会議の実
施
・ホームページ（いんざい花だより）の運営
・庁舎玄関前等への植栽活動
・花壇づくり団体支援事業（市民、団体への
プランタ・種苗等の無料配布）
・北総花の丘公園などの関係団体との連携
（種苗のやりとり・相互情報提供など）

四季の花による景観づくりの推進
・ホームページ（いんざい花だより）の運営
・庁舎玄関前等への植栽活動
・花壇づくり団体支援事業（市民、団体へのプランタ・種苗等の無料配
布）
・北総花の丘公園などの関係団体との連携（相互情報提供など）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成24年度から実施

事業の実施目的
及び概要

うるおいのある生活空間の創出に向けて、公園や沿道などにおける花壇づくりや植栽を奨励し、花等による
彩りあるまちづくりを市民や事業者等とともに進めます。

対　象 市内

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－２　多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

施策の方向性
環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた対策を強化していきま
す。また、クリーン印西推進運動やゴミゼロ運動、花を活用した魅力あるまちづくりの活動を市民等との協働
により推進し、ごみのない美しいまちをめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 四季の花の景観づくりの推進

担当部署名 企画財政部ふるさとづくり推進課　ふるさとづくり推進班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 四季の花の景観づくり推進事業



１．事業の概要
事業番号 18

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

96,000 1,887,000 1,983,000

予算現額 70,000 1,913,000 1,983,000

決算額 70,000 970,050 1,040,050

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 70 65 65 65 65

実績値 68

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 平成29年度も花いっぱい運動の推進を引き続き推進する

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

配布団体数 団体

指標内容

活動指標

事業内容の広報及び
ホームページ掲載数

回

平成２８年度

・コスモスの種の配布
・公園美化活動団体への花苗の提供

・6/1　種子配布　113リットル
　個人配布：2,500袋（本庁・支所・出張所）
　団体配布：市民団体16
　　　　　　　　中学校9、小学校18、公立幼稚園3、公立保育園7
　　　　　　　　私立幼稚園6、私立保育園9
・パンジー等花苗の提供

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年から実施

事業の実施目的
及び概要

コスモスの種等を市民の団体に配布し、印西市のシンボルとなっているコスモスを市内に咲かせることで、う
るおいのある美しい街の創成を目指す。

対　象 市内の小中学校、幼稚園・保育園、自治会・町内会等の団体

根拠法令・関連計画　等 印西市緑の基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－２　多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

施策の方向性
環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた対策を強化していきま
す。また、クリーン印西推進運動やゴミゼロ運動、花を活用した魅力あるまちづくりの活動を市民等との協働
により推進し、ごみのない美しいまちをめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 花いっぱい運動の推進

担当部署名 都市建設部都市整備課　管理班

款項目及び予算名 ７款　３項　３目　花いっぱい運動推進に要する経費

予算事業名 花いっぱい運動推進に要する経費



１．事業の概要
事業番号 19

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 70 70 70 70 70

実績値 50

目標値 70 70 70 70 70

実績値 52

目標値

実績値

成果指標 目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も引き続き、事業を実施し、生活環境の保持及び向上を進めていく必要がある。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 通報に基づき、現場確認および土地所有者へ適正管理を依頼した。

現場確認及び指導によ
り生活環境の保持及び
向上を図ることを目標と

指標内容

活動指標

現場の確認 件

土地所有者への適正管
理要請数

件

平成２８年度

現場の確認等 現場の確認を行うとともに、土地の所有者に適正管理するよう
依頼文を送付する。平成２８年度相談４９件（延べ６０件）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

空き地の良好な衛生環境を確保し、もって生活環境の保持及び向上に寄与することを目的に、空き地に繁茂
し、放置されている雑草等の除去に関し指導を行う。

対　象 市民（対象地区）

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－②－２　多様な主体がつくりだすクリーンなまちづくり

施策の方向性
環境美化に対する意識の高揚を図るとともに、ポイ捨てや不法投棄の防止に向けた対策を強化していきま
す。また、クリーン印西推進運動やゴミゼロ運動、花を活用した魅力あるまちづくりの活動を市民等との協働
により推進し、ごみのない美しいまちをめざします。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 空き地等管理指導事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境指導班

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名



１．事業の概要
事業番号 20

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,885,000 4,885,000

予算現額 3,385,000 3,385,000

決算額 2,127,396 2,127,396

３．指標及び実績値

単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 3

目標値 15 15 15 15 15

実績値 15

目標値

実績値

成果指標 目標値 57 59 61 63 65

実績値 52

目標値 5,900 6,100 6,300 6,500 6,700

実績値 6,631

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 自主防災組織の新規結成を促進する取組みに力を入れていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

自治会に対する自主防
災組織の結成率

％

自主防災組織訓練等参
加者数
（のべ人数）

人

指標内容

活動指標

自主防災組織結成の周
知

回

防災関連記事の広報
紙・ＨＰ掲載

回

平成２８年度

・自主防災組織に対する助成及び育成支援
・総合防災訓練の実施
・防災ホームページの運用

・自主防災組織への助成の実施
・印西中学校区での総合防災訓練の実施
・防災ホームページの公開

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和３７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

災害発生時の被害を最小限に抑えることを目的に、地域防災計画に基づき、自主防災組織の結成促進や活
動を側面から支援するとともに、地域における防災体制の確立及び防災意識の高揚を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 災害対策基本法、印西市地域防災計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
１－③－１　多様化する災害に対応する、自助共助も含めた防災対策の強
化

施策の方向性

災害等の被害が最小限に抑えられるよう、地域における自主防災組織の育成や防災情報等の伝達機能、避
難対策の強化など、防災体制の充実を図るとともに、啓発事業を通して市民一人ひとりの防災意識の高揚に
努めます。また、発災時に対応するため防災井戸や備蓄拠点の整備を行い、防災対策の強化を図ります。さ
らに消防・救急体制としては、平時はもとより災害時でも迅速かつ的確な消防・救急活動が行えるよう、消防
職員の育成・確保や計画的な緊急車両等の整備を進めるとともに、消防団の組織をはじめ消防施設・設備等
の充実により、地域の消防・救急力を強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域防災意識の高揚

担当部署名 総務部防災課　防災班

款項目及び予算名 ８款　１項　５目　災害対策費

予算事業名 防災意識啓発事業　自主防災組織助成事業



１．事業の概要
事業番号 21

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳

区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

10,344,000 44,846,000 55,190,000

予算現額 10,344,000 50,209,400 60,553,400

決算額 10,344,000 43,046,560 53,390,560

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 14,700 16,560 17,000 18,000 20,000

実績値 24,220

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

成果指標 目標値 10,000 10,250 10,500 10,750 11,000

実績値 9,484

目標値 86,300 86,500 86,500 86,500 86,500

実績値 84,962

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き計画的な整備に努めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 防災非常食の新規購入数については、災害支援等により購入数が増加した。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

防災非常食の備蓄数 食

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

活動指標

防災非常食の新規購入
数

食

緊急情報発信システム
登録人数

人

災害用井戸新設数 箇所

平成２８年度

・災害用井戸の整備
・備蓄拠点整備計画の検討
・緊急情報発信システムの運用
・災害情報連携システムの運用
・非常用備蓄食糧の確保及び災害用資機材
の整備

・災害用井戸の新設　１か所
・備蓄拠点整備計画の検討
・緊急情報発信システムの運用
・災害情報連携システムの運用
・非常用備蓄食糧及び災害用資機材の購入及び備蓄量の確
保

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

指標内容

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 災害対策基本法、印西市地域防災計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業内容等

事業年度 昭和３７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

災害発生時の被害を最小限に抑えることを目的として、防災施設の整備など、防災体制の強化を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名
１－③－１　多様化する災害に対応する、自助共助も含めた防災対策の強
化

施策の方向性

災害等の被害が最小限に抑えられるよう、地域における自主防災組織の育成や防災情報等の伝達機能、避
難対策の強化など、防災体制の充実を図るとともに、啓発事業を通して市民一人ひとりの防災意識の高揚に
努めます。また、発災時に対応するため防災井戸や備蓄拠点の整備を行い、防災対策の強化を図ります。さ
らに消防・救急体制としては、平時はもとより災害時でも迅速かつ的確な消防・救急活動が行えるよう、消防
職員の育成・確保や計画的な緊急車両等の整備を進めるとともに、消防団の組織をはじめ消防施設・設備等
の充実により、地域の消防・救急力を強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 防災体制の強化事業

担当部署名 総務部防災課　防災班

款項目及び予算名 ８款　１項　５目　災害対策費　

予算事業名
災害対策事務に要する経費・災害応急対策資機材整備事業・災害
用井戸整備事業・防災施設管理に要する経費



１．事業の概要
事業番号 22

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳

区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

95,461,000 95,461,000

予算現額 1,838,000 89,095,000 90,933,000

決算額 2,344,000 85,813,102 88,157,102

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

目標値 5 5 5 5 5

実績値 7

目標値

実績値

成果指標 目標値 680 700 720 740 760

実績値 653

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 消防団員の減少が懸念されることから、団員確保に向けた取組みに力を入れていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

消防団員数 人

活動指標

消防団車両更新台数 台

訓練実施回数 回

平成２８年度

・各種災害等に対応するための訓練の実施
・災害等を軽減するための啓発活動
・女性消防団・機能別消防団の拡充
・施設等の整備及び消防団車両の更新（小
型ポンプ積載車３台）

・消防団による訓練の実施
・火災予防運動等での啓発活動の実施
・消防団車両（小型ポンプ積載車３台）の更新

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

指標内容

対　象 消防団員

根拠法令・関連計画　等 消防組織法・消防車両更新配備整備計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業内容等

事業年度 昭和23年度より実施

事業の実施目的
及び概要

 消防団は、地域防災体制の中核的存在として地域の安心･安全のため､大きな役割を果たしていることから､
消防団の活動しやすい環境づくりを目指し、時代に即した活動内容､組織等の見直しを行うとともに、消防体
制の充実を図る。
 また、老朽化している消防団配備車両及び施設等を計画的に整備する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名
１－③－１　多様化する災害に対応する、自助共助も含めた防災対策の強
化

施策の方向性

災害等の被害が最小限に抑えられるよう、地域における自主防災組織の育成や防災情報等の伝達機能、避
難対策の強化など、防災体制の充実を図るとともに、啓発事業を通して市民一人ひとりの防災意識の高揚に
努めます。また、発災時に対応するため防災井戸や備蓄拠点の整備を行い、防災対策の強化を図ります。さ
らに消防・救急体制としては、平時はもとより災害時でも迅速かつ的確な消防・救急活動が行えるよう、消防
職員の育成・確保や計画的な緊急車両等の整備を進めるとともに、消防団の組織をはじめ消防施設・設備等
の充実により、地域の消防・救急力を強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 消防団運営事業

担当部署名 総務部防災課　防災班　

款項目及び予算名 ８款　１項　２目　非常備消防費／８款　１項　３目　消防施設費 

予算事業名 消防団運営活動に要する経費・消防団配備車両整備事業



１．事業の概要
事業番号 23

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

13,547,000 13,547,000

予算現額 11,765,000 11,765,000

決算額 8,302,440 8,302,440

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 3 3 3 3

実績値 3

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 98 98 99 99 100

実績値 98

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も必要に応じて、新設・補修・改修に取り組んでいく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

消防水利充足率 ％

指標内容

活動指標

防火水槽改修数 基

平成２８年度

・耐震性貯水槽の設置 　６０ｔ…１基
・既設防火水槽の改修 　６０ｔ…２基
・既設防火水槽の補修及び撤去…随時

・既設防火水槽の改修（有蓋工事）　３基
・既設防火水槽の補修（漏水工事）　２基
・既設防火水槽の撤去　　　　　　　　　２基

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和39年度から実施

事業の実施目的
及び概要

 火災発生時において、迅速かつ円滑な消火活動を行うため、消防水利未充足地に防火水槽を整備するとと
もに、既存防火水槽の補修・撤去を実施する。

対　象

根拠法令・関連計画　等 消防法・消防水利の基準

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
１－③－１　多様化する災害に対応する、自助共助も含めた防災対策の強
化

施策の方向性

災害等の被害が最小限に抑えられるよう、地域における自主防災組織の育成や防災情報等の伝達機能、避
難対策の強化など、防災体制の充実を図るとともに、啓発事業を通して市民一人ひとりの防災意識の高揚に
努めます。また、発災時に対応するため防災井戸や備蓄拠点の整備を行い、防災対策の強化を図ります。さ
らに消防・救急体制としては、平時はもとより災害時でも迅速かつ的確な消防・救急活動が行えるよう、消防
職員の育成・確保や計画的な緊急車両等の整備を進めるとともに、消防団の組織をはじめ消防施設・設備等
の充実により、地域の消防・救急力を強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 防火水槽整備事業

担当部署名 総務部防災課　防災班　

款項目及び予算名 ８款　１項　３目　消防施設費

予算事業名 防火水槽整備事業



１．事業の概要
事業番号 24

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

104,053,000 104,053,000

予算現額 96,706,000 96,706,000

決算額 88,214,426 88,214,426

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 240 240 240 240 240

実績値 245

目標値 100 100 100 100 100

実績値 108

目標値

実績値

目標値 630

実績値 592

目標値

実績値

４.事業に対する評価
評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

５．今後の方向性

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

防犯活動を継続し、防犯意識の高揚と安全で安心なまちづくりを推進する。

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 町内会・自治会等からの要望に対し、予算の範囲内で防犯灯の新設を行った。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

指標内容

活動指標

地域安全パトロールの実
施（青色灯登載車によ
る）

日

新設防犯灯数 灯

成果指標

刑法犯認知件数（窃盗
犯）

件

平成２８年度

・自主防犯活動の推進
・市ＨＰへの市内犯罪発生状況の掲載
・各種防犯啓発活動の実施
・防犯灯の整備・維持管理
・街頭防犯カメラの整備及び運用
・警備会社委託による地域安全パトロール
の実施
・暴力団排除規定整備の推進

・市内犯罪発生状況を市ホームページへ掲載
・警察と連携しての防犯啓発活動、防犯講話の実施
・青色回転灯装着車両によるパトロール業務委託の実施
・防犯灯のLED化
・各種防犯啓発活動を実施
・街頭防犯カメラの運用（駅ロータリー：44台）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成元年度から実施

事業の実施目的
及び概要

防犯講習会の実施及び広報紙等による啓発活動を通じて、市民一人ひとりの防犯意識の高揚を図るととも
に、市民、事業者、行政、警察等関係団体と協働した防犯活動や青色回転灯装着車両による防犯パトロー
ルの実施、防犯カメラや防犯灯等の整備を行い、犯罪を抑止し、また、犯罪被害に遭われた方への支援を行
い、安全で安心なまちづくりを推進する。
また、暴力団等を排除するための取り組みとして、市の公共事務事業の暴排規定整備を推進することや、事
業者が自主的な暴力団の排除に取り組むために必要な情報の提供に努める。

対　象 市民・事業者

根拠法令・関連計画　等
印西市安全で安心なまちづくり推進条例、同施行規則
印西市暴力団排除条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－③－２　犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

施策の方向性

市民が事故や犯罪にあわずに日常生活を送れることをめざし、一人ひとりの防犯意識の高揚を図っていきま
す。また、交通事故撲滅のため、交通安全意識を高める取り組みと合わせて交通安全施設等の整備を進め
ていきます。印西市消費生活センターを拠点として、消費生活に関する情報提供や相談、講座の充実を図る
ことでトラブルを未然に防げる賢い消費者づくりを進め、消費者被害の防止を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 防犯対策事業

担当部署名 市民部市民安全課

款項目及び予算名 ２款　１項　１３目　諸費

予算事業名 防犯対策に要する経費



１．事業の概要
事業番号 25

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

185,000 185,000

予算現額 185,000 185,000

決算額 150,687 150,687

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 36 36 36 36 36

実績値 36

目標値 900 910 920 930 940

実績値 963

目標値

実績値

目標値 800

実績値 719

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 自主防犯活動への支援及び情報提供を行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

印西市内犯罪発生件数 件

指標内容

活動指標

市民安全情報の配信 回

防犯パトロール回数 回

平成２８年度

・地域安全安心パトロールの実施
・防犯活動のための「活動拠点」「市民安全
情報」の提供
・防犯活動に対する支援

・「市民安全情報(犯罪発生状況）」の配信
・印西市防犯パトロール隊等による地域安全安心パトロールの実施
・防犯研修会の実施
・防犯関連物資の展示、配布による啓発

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

行政と地域住民及び関係機関等が連携して、自主防犯活動を推進する為、安全安心パトロールの活動拠
点、市民安全情報の発信等、地域防犯活動の拠点としての機能を持たせた市民安全センターを維持管理
し、自主防犯活動に対する支援を図ることにより、犯罪の発生を抑止する。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市市民安全センターの設置及び管理に関する条例、同施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－③－２　犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

施策の方向性

市民が事故や犯罪にあわずに日常生活を送れることをめざし、一人ひとりの防犯意識の高揚を図っていき
ます。また、交通事故撲滅のため、交通安全意識を高める取り組みと合わせて交通安全施設等の整備を進
めていきます。印西市消費生活センターを拠点として、消費生活に関する情報提供や相談、講座の充実を
図ることでトラブルを未然に防げる賢い消費者づくりを進め、消費者被害の防止を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 防犯活動拠点施設運営事業

担当部署名 市民部市民安全課　安全パトロール班

款項目及び予算名 ２款　１項　１３目　 諸費

予算事業名 防犯活動拠点施設運営費



１．事業の概要
事業番号 26

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

8,118,000 8,118,000

予算現額 8,118,000 8,118,000
決算額 6,558,734 6,558,734

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 65 65 65 65 65
実績値 72
目標値 220 220 220 220 220
実績値 207
目標値 200
実績値 229
目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 交通事故の減少に向け、交通安全教室および街頭啓発活動を継続して行っていく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

印西市内での交通人身
事故発生件数

件

指標内容

活動指標

交通安全教室の実施回
数

回

街頭啓発及び交通指導員
による交通パトロールの回
数

回

平成２８年度

【交通安全教室】
・保育園、幼稚園、小中学校、高齢者クラ
ブ、スケアードストレイト
【交通安全啓発活動】
・交通パトロール
・交通安全運動期間中の啓発活動
・アクション10に伴う啓発活動
・各推進運動に伴う啓発活動
【自転車安全利用啓発活動】
・自転車安全の日に伴う街頭啓発活動
・自転車安全安心利用啓発活動

【交通安全教室】
・保育園・幼稚園28回、小・中学校３０回、高齢者クラブ１３回、
スケアードストレイト1回
【交通安全啓発活動】
・交通パトロール　181回
・交通安全運動期間中の啓発活動　12回
・アクション10に伴う啓発活動　5回
・各推進運動に伴う啓発活動　3回
【自転車安全利用啓発活動】
・自転車安全の日に伴う街頭啓発活動　2回
・自転車安全安心利用啓発活動　4回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

市民一人ひとりの交通安全意識の普及および啓発活動を実施することにより、特に交通弱者と呼ばれる高
齢者や児童等が被害者となる交通事故の減少に努める。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等
印西市交通安全計画
印西市自転車の安全・安心利用に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－③－２　犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

施策の方向性

市民が事故や犯罪にあわずに日常生活を送れることをめざし、一人ひとりの防犯意識の高揚を図っていきま
す。また、交通事故撲滅のため、交通安全意識を高める取り組みと合わせて交通安全施設等の整備を進め
ていきます。印西市消費生活センターを拠点として、消費生活に関する情報提供や相談、講座の充実を図る
ことでトラブルを未然に防げる賢い消費者づくりを進め、消費者被害の防止を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 交通安全啓発事業

担当部署名 市民部市民安全課　市民安全班

款項目及び予算名 ２款　１項　８目　交通安全対策費

予算事業名 交通安全対策事業



１．事業の概要
事業番号 27

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

105,000 7,368,000 7,473,000

予算現額 105,000 7,368,000 7,473,000
決算額 52,500 6,844,454 6,896,954

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 270 270 270 270 270
実績値 265
目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 150 145 140 135 130
実績値 123
目標値 70 68 66 64 62
実績値 56
目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 放置自転車を減らすため、放置禁止区域での指導および巡視活動を継続して行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

放置禁止区域内の撤去
台数

台

放置禁止区域外の撤去
台数

台

指標内容

活動指標

放置自転車の巡視及び
警告・撤去

日

平成２８年度

・看板等による放置禁止の啓発活動
・放置禁止区域での指導巡視活動
・放置自転車の撤去活動

・看板等による放置禁止の啓発活動　12回
・放置禁止区域での指導巡視活動　２６５回
・放置自転車の撤去活動　　１７９回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

自転車等の交通にかかる事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境確保を図り、放置禁
止区域における放置自転車等の撲滅を目指す。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の附置義務に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－③－２　犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

施策の方向性

市民が事故や犯罪にあわずに日常生活を送れることをめざし、一人ひとりの防犯意識の高揚を図っていきま
す。また、交通事故撲滅のため、交通安全意識を高める取り組みと合わせて交通安全施設等の整備を進め
ていきます。印西市消費生活センターを拠点として、消費生活に関する情報提供や相談、講座の充実を図る
ことでトラブルを未然に防げる賢い消費者づくりを進め、消費者被害の防止を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 放置自転車等対策事業

担当部署名 市民部市民安全課　市民安全班

款項目及び予算名 ２款　１項　８目　交通安全対策費

予算事業名 放置自転車等対策事業



１．事業の概要
事業番号 28

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

23,000,000 23,000,000

予算現額 26,888,000 26,888,000

決算額 26,535,600 26,535,600

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
千葉ニュータウンやその他地区での開発や合併による管理区域の大幅な拡大に伴い、要望件数
や対応が必要な箇所数が増加している。現場の状況を確認し、危険が予測される優先度の高い
箇所から対応していく。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）
交通安全施設の整備を行い、交通の円滑化と安全性を確保する観点
から、数値的な目標なし

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

交通安全施設の整備を
行い、交通の円滑化と
安全性を確保する。

指標内容

活動指標

交通安全施設対応率
（実施箇所／必要箇所）

％

平成２８年度

・市職員による巡回や町内会要望などで把
握した箇所について現地確認の実施
・反射鏡、区画線、標識及びガードレール等
の設置

区画線工　　　,５，４４１．２ｍ
道路反射鏡（修繕）　１１基/道路反射鏡（新設）　５基
ポストコーン　３４本
ガードレール　５３ｍ等

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

警戒標識や反射鏡等の交通安全施設の整備を行い､交通の円滑化と安全性の確保及び事故防止に努め
る。

対　象 道路利用者

根拠法令・関連計画　等 第９次印西市交通安全計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－③－２　犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

施策の方向性

市民が事故や犯罪にあわずに日常生活を送れることをめざし、一人ひとりの防犯意識の高揚を図っていき
ます。また、交通事故撲滅のため、交通安全意識を高める取り組みと合わせて交通安全施設等の整備を
進めていきます。印西市消費生活センターを拠点として、消費生活に関する情報提供や相談、講座の充実
を図ることでトラブルを未然に防げる賢い消費者づくりを進め、消費者被害の防止を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 交通安全対策施設整備事業

担当部署名 都市建設部土木管理課　維持班

款項目及び予算名 ２款　１項　８目　交通安全対策施設整備事業

予算事業名 交通安全対策施設整備事業

28　　　



１．事業の概要
事業番号 29

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

3,319,000 3,319,000

予算現額 3,319,000 3,319,000

決算額 3,148,502 3,148,502

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 240 240 240 240 240

実績値 243

目標値 6 6 6 6 6

実績値 3

目標値

実績値

目標値 400 400 400 400 400

実績値 517

目標値 120 120 120 120 120

実績値 199

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、消費生活に関する情報提供や相談、消費生活講座等の充実を図り消費者被害の防
止に努める。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

相談件数（新規分） 件

講座受講人数 人

指標内容

活動指標

相談開設日数 日

講座実施回数 回

平成２８年度

・広報紙等を通じた市民への意識の啓発
・消費生活センターによる相談の実施
・消費生活講座の実施
・持ち込み食品、飲料等の放射性物質検査
の実施

・広報紙への啓発記事５回掲載
・新規相談件数５１７件
・消費生活講座等３回開催
・放射性物質検査２４件

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成元年度から実施

事業の実施目的
及び概要

消費生活に関する各種相談に際し 、適切かつ迅速な処理を行い、消費者が安心して生活できる環境をつく
るとともに、消費者の保護と育成を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市消費生活センター実施規則、印西市消費生活相談員設置規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 １－③－２　犯罪や事故から市民を守る、安全・安心社会の構築

施策の方向性

市民が事故や犯罪にあわずに日常生活を送れることをめざし、一人ひとりの防犯意識の高揚を図っていきま
す。また、交通事故撲滅のため、交通安全意識を高める取り組みと合わせて交通安全施設等の整備を進め
ていきます。
印西市消費生活センターを拠点として、消費生活に関する情報提供や相談、講座の充実を図ることでトラブ
ルを未然に防げる賢い消費者づくりを進め、消費者被害の防止を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 消費生活相談事業

担当部署名 環境経済部経済政策課　経済政策班

款項目及び予算名 ６款　１項　３目　消費者行政推進費

予算事業名 消費者行政推進事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 30

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

34,054,000 34,054,000

予算現額 34,054,000 34,054,000

決算額 34,054,000 34,054,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500

実績値 1,298

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

　社会福祉協議会は、行政、地域住民及び関係団体と協働して地域福祉活動の推進を図ること
を目的とする、地域を代表する公共性の高い団体であることから、地域福祉の中核的役割を果た
していただくため、職員の資質の向上、地域住民のくらしの課題解決を目指し、福祉サービスの
向上に努めてもらえるよう、市として支援を継続していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

福祉ボランティア登録者
数

人

指標内容

活動指標

社会福祉協議会との連
携事業

件

平成２８年度

・社会福祉協議会への支援
・地域福祉計画と地域福祉活動計画との連
携

　社会福祉協議会策定の地域福祉活動計画との連携・協働により、町
内会・自治会、民生委員・児童委員、ボランティア、学校等が主体的に
関わり又は参加し、地域福祉を推進することができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

地域福祉を推進するため、社会福祉協議会との連携、支援を行う。

対　象 社会福祉協議会

根拠法令・関連計画　等 印西市地域福祉計画、地域福祉活動計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－①－１　社会の変化に対応した地域支え合い支援

施策の方向性
市民一人ひとりが地域で支え合い、いきいきと暮らせるよう、社会福祉協議会、町内会等、民生委員・児童委
員、学校等と連携し、声かけ・見守りやボランティア活動などの地域福祉活動が有機的に機能する支え合い
のネットワークを強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 社会福祉協議会との連携及び活動支援

担当部署名 健康福祉部社会福祉課　厚生班

款項目及び予算名 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

予算事業名 社会福祉推進事業



１．事業の概要
事業番号 31

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

5,986,000 5,986,000

予算現額 5,986,000 5,986,000

決算額 5,291,742 5,291,742

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 100 70 80 90 100

実績値 85

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
　平成29年度から平成３２年度までを計画期間とする、第3次地域福祉計画が策定され、今後も
地域福祉の理解を広げるため、計画の周知・啓発につ努め、具体的な取り組みについては、ＰＤ
ＣＡサイクルに基づき評価・点検を行い、効果的な計画となるよう推進します。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る
計画に位置づけられる具体的な取り組みの点検・評価について、ほぼ目標どおりに実施
されていたため、1回の会議で対応できた。

成果指標

地域福祉計画に関する
事業実施率

％

指標内容

活動指標

地域福祉推進委員会の
開催回数

回

平成２８年度

・地域福祉計画の進行管理
・第３次地域福祉計画の策定

推進委員会を開催して、現地域福祉計画の評価を行った。
第３次地域福祉計画を策定した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成24年度～平成28年度

事業の実施目的
及び概要

　
印西の地域福祉づくりを積極的に推進するため、地域福祉計画の進行管理をすすめる。

対　象 市民、各種団体、事業者等

根拠法令・関連計画　等 社会福祉法・印西市地域福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－①－１　社会の変化に対応した地域支え合い支援

施策の方向性
市民一人ひとりが地域で支え合い、いきいきと暮らせるよう、社会福祉協議会、町内会等、民生委員・児童委
員、学校等と連携し、声かけ・見守りやボランティア活動などの地域福祉活動が有機的に機能する支え合い
のネットワークを強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域福祉づくりの推進

担当部署名 健康福祉部社会福祉課　厚生班

款項目及び予算名 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

予算事業名 社会福祉総務事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 32

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

417,000 7,976,000 8,393,000

予算現額 417,000 7,976,000 8,393,000

決算額 397,000 7,228,503 7,625,503

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 143 143 143 150 150

実績値 129

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 8,400 9,000 9,000 9,000 9,000

実績値 8,912

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
　民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域組織やボランティア等と連携を図り、市民一人ひ
とりが、福祉の受けてであり、担い手であるという「地域での支え合い意識」を育み、地域コミュニ
ティの醸成や地域住民による支え合い体制の構築に努める。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

民生・児童委員の活動
数
（活動日誌）

件

指標内容

活動指標

民生・児童委員数 人

平成２８年度

・民生委員・児童委員活動の支援 地域住民の実態把握、見守りカード作成等を行うための情報提供など
の支援を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

民生委員・児童委員の活動が円滑に行われるよう、各種福祉情報の提供や実費弁償としての活動費の支給
などの支援を行う。

対　象 民生委員・児童委員

根拠法令・関連計画　等 民生委員法、児童福祉法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－①－１　社会の変化に対応した地域支え合い支援

施策の方向性
市民一人ひとりが地域で支え合い、いきいきと暮らせるよう、社会福祉協議会、町内会等、民生委員・児童委
員、学校等と連携し、声かけ・見守りやボランティア活動などの地域福祉活動が有機的に機能する支え合い
のネットワークを強化していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 民生委員児童委員活動の支援等

担当部署名 健康福祉部社会福祉課　厚生班

款項目及び予算名 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

予算事業名 民生委員児童委員活動に要する経費



１．事業の概要
事業番号 33

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

498,615,000 28,130,000 126,954,000 653,699,000

予算現額 508,316,000 28,130,000 151,229,000 687,675,000

決算額 484,198,261 27,756,380 151,294,866 663,249,507

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 20 20 20 20 20

実績値 26

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 10 10 10 10 10

実績値 14

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 生活保護法に基づき、被保護者就労支援事業を実施する。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

生活保護からの自立世
帯数

件

指標内容

活動指標

新規就労支援対象件数 件

平成２８年度

・各種扶助の給付
・経済的社会的自立の支援
（自立支援プログラム等活用）

・生活保護法に基づき、各種扶助費の給付及び社会的自立支援を
行った。
・被保護者就労支援事業により就労につなげ経済的自立支援を行っ
た。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

生活保護法に基づき、困窮状況に応じた金銭又は現物給付により、最低生活の保障と経済的社会的自立を
支援する。

対　象 生活保護受給世帯

根拠法令・関連計画　等 生活保護法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－①－２　社会保険制度を含めたセーフティネットの強化

施策の方向性
誰もが健康的かつ文化的な生活を営めるよう、生活保護制度により、最低限度の生活を保障するとともに、
生活困窮者自立支援制度に基づき、生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図ります。また、生涯に
わたり市民が安定した生活を送れるよう、国民年金制度の普及啓発に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 生活保護者自立への支援

担当部署名 健康福祉部社会福祉課　保護班

款項目及び予算名 ３款　４項　１目　生活保護総務費／３款　４項　２目　扶助費

予算事業名 生活保護事業に要する経費・生活保護扶助事業



１．事業の概要
事業番号 34

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

16,947,000 9,945,000 26,892,000

予算現額 16,947,000 11,163,000 28,110,000

決算額 16,984,200 9,460,192 26,444,392

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 150 150 150 150 150

実績値 106

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 25 30 35 40 50

実績値 32

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
生活困窮者自立支援法に基づき、包括的な相談支援等を継続する。
また、生活困窮者の支援につながるよう事業周知に努める。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る 引き続き、事業の周知に努め生活保護に至る前の段階での自立を支援する。

成果指標

生活困窮からの自立世
帯数

件

指標内容

活動指標

新規相談受付件数 件

平成２８年度

・生活困窮者自立支援 ・生活困窮者自立支援事業として、自立相談支援事業、就労準備支援
事業、家計相談支援事業を実施した。
・住居確保給付金を支給し、住居及び就労機会に向けた支援を行っ
た。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

生活困窮者自立支援法に基づき、現に、経済的に困窮し、最低限の生活を維持することができなくなるおそ
れのある者に対して、自立に向けた支援をする。

対　象

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－①－２　社会保険制度を含めたセーフティネットの強化

施策の方向性
誰もが健康的かつ文化的な生活を営めるよう、生活保護制度により、最低限度の生活を保障するとともに、
生活困窮者自立支援制度に基づき、生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図ります。また、生涯に
わたり市民が安定した生活を送れるよう、国民年金制度の普及啓発に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 生活困窮者自立への支援

担当部署名 健康福祉部社会福祉課　保護班

款項目及び予算名 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

予算事業名 生活困窮者自立支援事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 35

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

70,000 70,000

予算現額 70,000 70,000

決算額 70,000 70,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 7 7 7 6 6

実績値 7

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値

実績値

目標値 56 56 56 48 48

実績値 20

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市民の利便性を図るため相談事業を継続していく。今後も広報、ホームページへの掲載やポス
ター掲示などで周知を図る。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 相談件数が伸びず、目標値に及ばなかった。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった 年金事務所等での相談体制が整っているためと思われる。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

相談者数 人

指標内容

活動指標

相談回数 回

広報等の周知活動 回

平成２８年度

年金相談の実施  相談件数２０件、年金事務所等へ出向けない人への利便性が図られ
た。
　また、事前に相談内容を確認し、その詳細内容を調査しておくことに
よりスムーズな相談を行った。広報紙、ホームページに掲載した広報
活動の充実を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

相談業務として、厚生年金等の請求手続き、必要書類の指導、年金見込み額の試算、被保険者期間の調査
を実施する。

対　象 ２０歳以上の市民（被保険者・受給者）

根拠法令・関連計画　等 国民年金法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－①－２　社会保険制度を含めたセーフティネットの強化

施策の方向性
誰もが健康的かつ文化的な生活を営めるよう、生活保護制度により、最低限度の生活を保障するとともに、
生活困窮者自立支援制度に基づき、生活保護に至る前の段階の自立支援の強化を図ります。また、生涯に
わたり市民が安定した生活を送れるよう、国民年金制度の普及啓発に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 年金相談事業

担当部署名 市民部国保年金課　高齢者医療年金班

款項目及び予算名 ３款　５項　１目　国民年金総務費

予算事業名 国民年金事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 36

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

796,306,000 241,363,000 0 333,968,000 718,333,000 2,089,970,000

予算現額 436,820,000 654,288,000 0 333,968,000 718,727,000 2,143,803,000

決算額 432,546,905 440,766,786 0 337,285,040 646,513,083 1,857,111,814

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1,753 1,777 1,770 1,731 1,701

実績値 1,614

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 30 0 0 0 0

実績値 96

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 保育園運営事業

担当部署名 健康福祉部保育課　保育班

款項目及び予算名 ３款　３項　４目　保育所費、３款　３項　１目　児童福祉総務費

予算事業名
子ども・子育て会議に要する経費、保育園運営に要する経費、民間
保育園の助成に関する経費、民間保育園の保育委託に関する経費

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度

・子ども・子育て支援事業計画の推進
　（待機児童解消のための取り組みの実施
等）
・子ども・子育て会議の運営
・各種保育サービスの実施
　（延長保育・一時預かり・病児・病後児保育
事業等）

・エンヂェルハート保育園の開園（定員80名・平成28年4月開園）
・星虹保育園の開園（定員80名・平成28年4月開園）
・各種保育サービス（延長保育・一時保育・病児病後児保育など）の実
施
・印旛高校跡地及び草深地区への認定こども園新設（平成29年度開
園予定）の協議
・木下駅圏の幼稚園・保育園の統合
・子ども・子育て会議の開催（3回）
・子ども･子育て支援事業計画の推進

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

・公立保育園の適切な運営により、保育を必要とする保護者への支援を図るとともに、安全かつ質の高い保
育サービスの提供を行う。
・民間保育園の運営に対する補助を行い、保育サービスの充実を図る。また、民間保育園新設に対する施設
整備補助を行い、保育の受け皿拡大を図り、保育園待機児童解消を進めていく。
・保育を必要とする児童の受入れを行う民間保育園に対して、国が定める公定価格に基づき委託料を支出
する。

対　象 保育を必要とする保護者と就学前児童

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援事業計画

年度

指標内容

活動指標

年度末保育園入園者数 人

成果指標

10月1日現在待機児童
数

人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

千葉ニュータウン地区を中心とした今後の住宅新規分譲の動向も踏まえ、特に保育需要の急増
が見込まれる千葉ニュータウン中央駅圏及び牧の原駅圏に民間事業者による認可保育園新設
を進め、保育の受け皿拡大を図る。

②成果に対する評価 D　目標値を下回る
平成２８年度に認可保育園2園が新設されたが前年度からの入園保留児童数が多かっ
たこともあり目標値まで及ばなかった。

③総合的な評価 D　計画を下回る事業実績・成果であった 入園保留児童が多く発生したため。



１．事業の概要
事業番号 37

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

32,694,000 5,680,000 8,348,000 46,722,000

予算現額 32,694,000 5,680,000 9,817,000 48,191,000

決算額 22,072,000 6,120,000 7,553,000 35,745,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 100

実績値 80

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 40

実績値 45

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 認可外保育施設認可化移行支援事業

担当部署名 健康福祉部保育課　保育班

款項目及び予算名 ３款　３項　４目　保育所費

予算事業名 認可外保育施設認可化移行支援事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度

運営費支援・改修費補助の実施
認可保育園設置認可手続き

・認可保育園への移行を希望する認可外保育施設Ｒainbow Wings
International Nursery &Preschoolに対し、印西市認可外保育施設認可
化移行支援事業補助金を交付した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成26年度より実施

事業の実施目的
及び概要

認可保育園への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたって必要となる経費等の補助を行
う。

対　象 認可化移行を希望する認可外保育施設

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援事業計画（平成２７年度以降）

年度

指標内容

活動指標

認可保育園設置認可手
続き進捗率

％

成果指標

補助対象施設の年度末
在園児数
（保育を必要とする児童

人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

認可保育園への移行を希望する認可外保育施設に対して、移行にあたって必要となる経費等の
補助を行う。
このことにより、市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、多様な保育サービスの展開や
良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適
切な支援を進めていきます。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 38

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

9,017,000 9,017,000

予算現額 1,793,000 1,793,000

決算額 1,792,800 1,792,800

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 4 1 1

実績値 4

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 保育園施設整備改修事業

担当部署名 健康福祉部保育課　管理班

款項目及び予算名 ３款　３項　４目　保育所費

予算事業名 保育園施設改修事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度

保育園空調設備更新工事実施設計 良好な保育環境を整備するため、木刈・内野・高花保育園の空調設備
更新工事実施設計を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

良好な保育環境を確保するため、老朽化した保育園施設の計画的な改修整備を推進する。

対　象 公立保育園

根拠法令・関連計画　等 印西市子ども・子育て支援事業計画

年度

指標内容

活動指標

改修工事の実施数 園

成果指標

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も計画的に改修等を行う。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 39

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

22,087,000 22,087,000 45,120,000 89,294,000

予算現額 24,138,000 22,087,000 45,804,000 92,029,000

決算額 13,891,000 13,891,000 37,616,699 65,398,699

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 26 26 27 27 27

実績値 26

目標値 1,101 1,131 1,171 1,171 1,171

実績値 1,101

目標値

実績値

目標値 938 981 1,025 1,068 1,077

実績値 905

目標値 0 0 0 0 0

実績値 32

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 放課後児童健全育成事業

担当部署名 健康福祉部保育課　管理班

款項目及び予算名 ３款　３項　５目　児童福祉施設費

予算事業名 学童クラブに要する経費

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度

・学童クラブの実施及びサービス充実の検
討
・民間学童クラブへの補助の実施（4学童ク
ラブ）
・小林、小林第２学童クラブの指定管理者選
定（継続）

平成28年度から開所した2つの民間学童クラブに補助金を交付するこ
とにより、児童受け入れ拡大を図ることができた。
また、平成２９年３月で指定管理の期間を終了する小林学童クラブ及
び小林第２学童クラブの指定管理者の選定を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施　　　※平成17年11月1日から公設公営。

事業の実施目的
及び概要

就労等により昼間保護者等監護する者がいない家庭の児童の健全育成を図るため、授業の終了した放課後
及び長期休業その他学校休業日、土曜日において、家庭にかわる適切な遊び及び生活の場を提供する。

対　象 市内の小学校に就学中の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法、印西市子ども・子育て支援事業計画

年度

指標内容

活動指標

学童保育実施個所数 箇所

入所定員数 人

成果指標

入所児童数 人

入所待機児童数 人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

民間学童クラブの開所を推進し、学童クラブの充実を図っていくとともに、児童の適切な遊び及び
生活の場を提供する。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 民間学童クラブが新たに2箇所開所したが、待機児童が発生してしまった。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった 待機児童が発生してしまったため。



１．事業の概要
事業番号 40

新市基本計画

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学童クラブ施設整備事業

担当部署名 健康福祉部保育課　管理班

款項目及び予算名 ３款　３項　５目　児童福祉施設費

予算事業名 学童クラブ施設整備事業、（仮称）２１住区学童保育施設整備事業、印旛高校跡地学童保育施設整備事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度

・原第３学童クラブの新設の検討 各学童クラブから施設の状況等確認し、施設の改修や設備の修繕等
の確認を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度より実施（事業分割）

事業の実施目的
及び概要

学童クラブへのニーズの高まりに対応するため、計画的な学童クラブの整備を図るとともに、安全で快適な保
育環境を確保するため、老朽化した学童クラブの計画的な改修を実施する。

対　象 学童クラブ未設置校、待機児童発生学童クラブ、印西市立学童クラブ

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法、印西市子ども・子育て支援事業計画

年度

指標内容

活動指標

新設・改修工事の実施
数

箇所

成果指標

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 F　計画なし（当年度活動予定なし） 学童クラブの新設及び大規模な改修を予定していなかったため。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 学童クラブのニーズや施設の状況等を把握し、良好な保育環境づくりを進めていく

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし） 学童クラブの新設及び大規模な改修を予定していなかったため。

③総合的な評価 F　未評価（当年度事業未実施） 学童クラブの新設及び大規模な改修を予定していなかったため。



１．事業の概要
事業番号 41

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,118,196,000 242,022,000 243,578,000 1,603,796,000

予算現額 1,154,613,000 248,887,000 250,947,000 1,654,447,000

決算額 1,153,752,666 248,879,000 248,395,666 1,651,027,332

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 5

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 13,000 13,182 13,235 13,155 13,063

実績値 13,657

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後とも国の制度のもと、支給を継続していく。引き続き、児童手当制度についての周知と現況届
未提出者への催告を図っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

児童手当支給対象児童
数

人

指標内容

活動指標

児童手当給付事業の周
知

回

平成２８年度

児童手当の支給 児童手当の支給により、子育て家庭の経済的負担の軽減が図れた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和４６年度から実施（平成22年度から平成23年度は子ども手当）

事業の実施目的
及び概要

児童を養育している人に手当を支給する事により、家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健全
な育成及び資質の向上を図る。

対　象 中学校3年生までの子ども

根拠法令・関連計画　等 児童手当法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消へ
の取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経済
的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 児童手当の給付

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　児童家庭班

款項目及び予算名 ３款　３項　２目　児童措置費

予算事業名 児童手当給付事業・子ども手当給付事業



１．事業の概要
事業番号 42

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

117,753,000 1,200,000 268,913,000 387,866,000

予算現額 128,689,000 1,200,000 299,295,000 429,184,000

決算額 122,540,000 2,118,305 292,745,994 417,404,299

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 3 3 3 3

実績値 7

目標値 15,000 15,100 15,200 15,100 15,000

実績値 15,704

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、医療機関の適正受診の啓発やジェネリック医薬品の活用推進を図りつつ助成を実施
していく。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

指標内容

活動指標

子ども医療費助成事業
の周知（広報への掲載）

回

対象者数 人

平成２８年度

医療費等の助成 医療費等を助成したことにより、子どもの保健対策の充実及び子育て
世帯の経済的負担の軽減が図れた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和６１年度から実施

事業の実施目的
及び概要

子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの
保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図る。

対　象 印西市に住民登録があり、健康保険に加入している中学校３年生までの子どもの保護者

根拠法令・関連計画　等
千葉県子ども医療助成事業補助金交付要綱、
印西市子ども医療費助成規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 子ども医療費助成事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　児童家庭班

款項目及び予算名 ４款　１項　４目　母子衛生費

予算事業名 子ども医療費助成事業



１．事業の概要
事業番号 43

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,034,000 2,034,000

予算現額 2,034,000 2,034,000

決算額 1,486,911 1,486,911

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 40 45 50 50 50

実績値 23

目標値 750 1,230 1,250 1,250 1,250

実績値 1,193

目標値

実績値

目標値 40 45 50 50 50

実績値 23

目標値 60 65 70 70 100

実績値 51

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
母子手帳配布時等に周知を図り、産前産後の家事・育児の支援、また小学生以下の児童がいる
子育て家庭への支援を行っていく。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 利用登録者が目標値より少なかったため、アンケートの実施件数も減った。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった 利用件数については、ほぼ計画どおりの実績であった。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 事業の周知は図れているが、利用登録者が目標値より下回った。

成果指標

利用者アンケート実施件
数

件

利用件数 件

指標内容

活動指標

利用登録数 人

周知件数 件

平成２８年度

・ホームヘルパーの派遣 ・ホームヘルパーを派遣し、家事　育児の支援を行い、生活の安定を
図ることができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

小学生以下の児童がいる世帯（産前、産後、傷病、冠婚葬祭等）に一時的に家事、育児等の支援が必要な
世帯にホームヘルパーを派遣することにより、保護者と児童の生活の安定を図り、ゆとりある子育てを支援
する。

対　象 市内に居住し、かつ、在宅している小学生以下の児童がいる世帯

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 子育てヘルプサービス事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　子育て支援班

款項目及び予算名 ３款　３項　１目　児童費福祉総務費

予算事業名 子育てヘルプサービス事業



１．事業の概要
事業番号 44

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,381,000 4,233,000 8,743,000 17,357,000

予算現額 4,381,000 4,233,000 9,538,000 18,152,000

決算額 4,381,000 3,197,518 2,343,540 9,922,058

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 8 8 8 8 8

実績値 12

目標値 240 240 240 240 240

実績値 243

目標値 35 35 35 35 35

実績値 49

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 ひとり親家庭等支援事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　児童家庭班

款項目及び予算名 ３款　３項　３目　母子福祉費

予算事業名 ひとり親家庭等支援事業・ひとり親家庭等医療費助成事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度

・相談体制として母子自立支援員を設置
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の
支給
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
の支給
・ひとり親家庭等医療費等の助成
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援
・ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター
利用料金助成

ひとり親家庭等に対し、母子・父子自立支援員による相談業務や各種
給付金の支給、医療費の助成を実施したことにより、ひとり親家庭の
福祉の増進が図られた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

母子家庭の母や父子家庭の父が将来にわたり自立し、安定的な生活を送ることができるよう、自立に必要な
助言や指導を行うための母子・父子自立支援員の設置や各種給付金の支給などを行う。
また、ひとり親家庭等の医療費を助成することにより、ひとり親家庭の福祉の増進を図る。

対　象 母子家庭の母、父子家庭の父、父母のいない児童の扶養義務者

根拠法令・関連計画　等
印西市母子・父子自立支援員設置規則、印西市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例施行規則、印
西市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給に関する要綱、印西市ひとり親家庭高等職業訓練促進
給付金等の支給に関する要綱・印西市ひとり親家庭等ファミリーサポートセンター利用料助成要綱

年度

指標内容

活動指標

事業の周知（広報への
掲載）

回

母子・父子自立支援員
による相談事業実施日
数

日

成果指標

母子・父子自立支援員
への相談延人数

人

１　事業継続（現行のまま継続）
広報、ホームページ等による制度の周知方法を見直し、情報提供の充実を図りひとり親家庭の
自立支援に努める。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容



１．事業の概要
事業番号 45

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,545,000 4,545,000

予算現額 7,711,600 7,711,600

決算額 6,209,600 6,209,600

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 70 75 80 85 90

実績値 101

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 70 75 80 85 90

実績値 100

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
目標値を上回る申請数があり、事業継続により引き続き、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減
を図る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

助成利用者数 組

指標内容

活動指標

助成申請者数 組

平成２８年度

・特定不妊治療費の一部助成
※補助率…千葉県特定不妊治療費助成決
定額を差し引いた自己負担金額の１／２補
助
　（限度額　７万５千円）
・パンフレット等による事業の周知

・特定不妊治療費の一部助成（特定不妊治療の過程で行った男性不
妊治療費についても一部助成）
※補助率…千葉県特定不妊治療費助成決定額を差し引いた自己負
担金額の１／２補助
　（限度額　７万５千円）
・ホームページ、パンフレット等による事業の周知

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費のかかる、配偶者間の体外受精・顕微授精に要す
る経費である特定不妊治療費の一部を助成する。

対　象

５つの要件を満たしている方
１．本人及び配偶者が、申請日において住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に１年以上記載され
ていること
２．戸籍上夫婦であること
３．申請日において、本人及び配偶者に印西市税の滞納がないこと
４．千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること
５．千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」において、「今回の治療期間」の開始日が平成２７年４
月１日以降になっていること

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－１　ライフスタイルにあわせた多様な子育て支援策

施策の方向性
市民が安心して子どもを出産し育てていけるよう、子ども・子育て支援事業計画等に基づき、待機児童解消
への取り組みをはじめとして、多様な保育サービスの展開や良好な保育環境づくりを進めていくとともに、経
済的、精神的負担の軽減など子育て家庭への適切な支援を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 特定不妊治療費助成事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課 母子保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　４目　母子衛生費

予算事業名 特定不妊治療費助成事業



１．事業の概要
事業番号 46

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,549,000 2,549,000

予算現額 2,549,000 2,549,000

決算額 1,877,854 1,877,854

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 970 900 900 900 900

実績値 855

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
子どもや家庭に関する問題や不安について解決ができるよう家庭児童相談の体制強化を図って
いく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

相談件数 件

指標内容

活動指標

家庭相談室の周知
（広報への掲載）

回

平成２８年度

・家庭相談員による相談業務の実施（電話、
面接、訪問）
・状況に応じた緊急受理会議、ケース会議
の実施

・相談業務を通して子育てへの不安や悩みの軽減を図ることが
できた。
・関係機関とのケース会議を行うことにより、情報共有し支援に
努めた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

子育てへの不安や悩みを軽減及び児童の心の痛みを的確に捉え、いじめや不登校及び児童虐待の減少に
つながるよう、家庭における適正な養育等家庭児童の福祉に関する相談及び指導の充実強化を図る。

対　象 １８歳までの児童について養育上の諸問題を持つ家庭

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－２　子どもと親とを支える子育て環境づくり

施策の方向性
不安や悩みを抱えずに楽しく子育てができるよう、また子どもたちが心身ともに健やかに成長するよう、子育
てに関する相談・助言等ができる体制を強化していくとともに、身近な地域で子育て中の親子が交流し、仲間
づくりができる場の提供を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 家庭児童相談事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　子育て支援班

款項目及び予算名 ３款　３項　１目　児童福祉総務費

予算事業名 家庭児童相談等に要する経費



１．事業の概要
事業番号 47

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

195,000 195,000

予算現額 195,000 195,000

決算額 92,412 92,412

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 13 13 13 13 13

実績値 12

目標値 11 11 11 11 11

実績値 13

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
会議等により関係機関の連携を強化し、児童虐待の予防及び早期発見、保護、支援に努めてい
く。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

関係機関との連携等
により児童虐待件数
等の減少に努める

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

・会議開催数（代表者
会議・実務者会議等）

回

・街頭啓発の実施 回

平成２８年度

・会議等の実施
・虐待防止の啓発

代表者会議、実務者会議等を行い、関係機関との連携を図り
情報を共有し支援方策の検討、適切な対応に努めることができ
た。
虐待防止啓発用のティッシュを地域のイベントで配布し啓発活
動を行い、児童虐待についての認識を高めることができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成17年度から実施

事業の実施目的
及び概要

身体的虐待、面前ＤＶなどの児童虐待が年々増加していることから、虐待の防止及び対策に関し、多様な機
関と連携を図りきめ細やかな対応が求められている。
児童虐待の早期発見や適切な保護を図り児童虐待の減少に努める。

対　象 啓発については、市民。相談等については、１８歳までの児童及びその保護者

根拠法令・関連計画　等 児童虐待の防止等に関する法律、児童福祉法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－２　子どもと親とを支える子育て環境づくり

施策の方向性
不安や悩みを抱えずに楽しく子育てができるよう、また子どもたちが心身ともに健やかに成長するよう、子育
てに関する相談・助言等ができる体制を強化していくとともに、身近な地域で子育て中の親子が交流し、仲間
づくりができる場の提供を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 児童虐待防止対策事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　子育て支援班

款項目及び予算名 ３款　３項　１目　児童福祉総務費

予算事業名 子ども虐待防止対策事業



１．事業の概要
事業番号 48

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

309,000 309,000

予算現額 309,000 309,000

決算額 261,120 261,120

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 911

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 30 30 30 30 30

実績値 41

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）

引き続き父親手帳の配布を行う。
今回セミナーについては、母子保健部局と連携し、「子どもの身体機能アップ」と題し、講話だけで
なく親子で行う運動を取り入れて実施した。参加者からは「楽しかった」、「育児に活かしたい」等
意見を貰い、今後も継続していきたい。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

評価項目 評価値

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

セミナー参加人数 人

指標内容

活動指標

パパ手帳発行部数 部

平成２８年度

・パパ手帳の作成
・啓発セミナーの開催

妊娠から子育てに至るまでの流れを解説した父親手帳を作成し、母子
手帳と併せて配布した。
また、これから父親になる方、子育て中の方を対象に、「子どもの身体
機能アップ講座」として、セミナーを実施した。楽しく身体を動かしなが
ら感覚を養った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

若い夫婦や子育て世代が比較的多いことから、ワーク・ライフ・バランスの実現による父親の育児参加を促進
することで、出産・子育てのしやすい環境づくりを目指す。

対　象 乳幼児等を養育する保護者（父親）

根拠法令・関連計画　等 まち、ひと、しごと創生法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－２　子どもと親とを支える子育て環境づくり

施策の方向性
不安や悩みを抱えずに楽しく子育てができるよう、また子どもたちが心身ともに健やかに成長するよう、子育
てに関する相談・助言等ができる体制を強化していくとともに、身近な地域で子育て中の親子が交流し、仲間
づくりができる場の提供を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 父親育児支援事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課

款項目及び予算名 ３款　３項　１目　児童福祉総務費

予算事業名 　（地方創生）父親育児支援事業



１．事業の概要
事業番号 49

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,217,000 3,774,000 1,436,000 6,427,000

予算現額 1,217,000 3,417,000 1,436,000 6,070,000

決算額 1,970,620 2,844,449 1,023,667 5,838,736

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 40 60 60 60 60

実績値 37

目標値 237 237 237 237 237

実績値 235

目標値

実績値

人 目標値 200 250 250 250 250

実績値 138

人 目標値 5,700 5,000 5,000 5,000 5,000

実績値 4,614

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、巡回相談等の実施及び利用者のニーズや状況に合わせた療育体制を整え、質の高
いサービスの提供に努める。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

定期巡回相談人数

療育延人数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

定期巡回相談事業 回

療育日数 日

平成２８年度

・巡回相談等の実施
・知識啓発のための定期的な学習会の開催
・発達の遅れなどのある子どもへの支援

・市内の公立及び市立保育園・幼稚園３１園に対し、定期巡回を相談
を３７回、延べ１３８人実施した。
・利用者のニーズと状況に合わせたグループを組み、それぞれに課題
を設定し療育した。契約者１４１人に対し、延べ４，６１４回の療育を実
施した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

発達障害者支援法の趣旨に基づき、発達障害を早期に発見し発達障害児の自立及び社会参加に資するよ
う生活全般にわたる支援を行う。また、児童福祉法に基づき、障害児に日常生活における基本的な動作の指
導、集団生活への支援を図る。

対　象 0歳～就学前児

根拠法令・関連計画　等 発達障害者支援法、児童福祉法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－２　子どもと親とを支える子育て環境づくり

施策の方向性
不安や悩みを抱えずに楽しく子育てができるよう、また子どもたちが心身ともに健やかに成長するよう、子育
てに関する相談・助言等ができる体制を強化していくとともに、身近な地域で子育て中の親子が交流し、仲間
づくりができる場の提供を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 子ども発達センター事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　子ども発達センター

款項目及び予算名 ３款　３項　５目　児童福祉施設費

予算事業名 子ども発達センター相談事業　子ども発達センター療育事業



１．事業の概要
事業番号 50

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

14,872,000 14,872,000 14,873,000 44,617,000

予算現額 14,641,000 14,641,000 18,881,555 48,163,555

決算額 14,641,000 14,641,000 18,881,555 48,163,555

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 17 17 17 17 17

実績値 17

目標値 820 1,300 1,300 1,300 1,300

実績値 1,292

目標値

実績値

人 目標値 47,000 47,000 47,000 47,000 53,500

実績値 75,110

人 目標値 2,800 3,300 3,300 3,300 3,300

実績値 3,248

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
子育て親子の交流の場の提供、子育てに関する相談・助言、情報の提供を行い、地域の中で不
安や悩みなく楽しく子育てができるよう事業の充実を図る。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

地域子育て拠点事業
利用者数

育児相談利用者数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

地域子育て拠点事業 事業

育児相談実施回数 回

平成２８年度

・中央駅前地域交流館、小林子育て支援セ
ンター、滝野子育て支援センターで事業を実
施（週６日開設）
※基本事業に加え地域に出向いた地域支
援活動を実施
・草深ふれあい市民センターで「つどいの広
場」を実施（週５日）
・子どもふれあいセンター「わくわくぽかぽか
広場」、そうふけ児童館で「こぎつねコンタの
広場」、いんば児童館で「マメタのぽんぽこ
広場」を実施（週３日）

・各施設において計画どおり拠点事業を開催しており子育てに関する
情報提供や親子が楽しめる事業を行い、子育て親子の交流を図ること
ができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てに関する情報提供や交流事業などを行い、
より身近な地域で子育て不安の解消等に向けた「子育て支援」の充実に取り組む。

対　象 乳幼児及びその保護者又は妊産婦・乳幼児（０歳児から３歳児まで）及びその保護者

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法　子ども・子育て支援法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－２　子どもと親とを支える子育て環境づくり

施策の方向性
不安や悩みを抱えずに楽しく子育てができるよう、また子どもたちが心身ともに健やかに成長するよう、子育
てに関する相談・助言等ができる体制を強化していくとともに、身近な地域で子育て中の親子が交流し、仲間
づくりができる場の提供を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域子育て支援拠点事業

担当部署名 健康福祉部 子育て支援課　子育て支援班　

款項目及び予算名 ３款　３項　５目　児童福祉施設費

予算事業名 小林子育て支援センターに要する経費・中央駅前地域交流館子育て支援事業活動に要する経費・滝野子育て支援センターに要する経費、つどいの広場事業、こぎつねコンタの広場、わくわくぽかぽか広場、いんば児童館に要する経費



１．事業の概要
事業番号 51

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,107,000 1,107,000 1,080,000 3,572,000

予算現額 1,107,000 1,107,000 1,080,000 3,572,000

決算額 1,087,000 1,087,000 1,088,826 3,262,826

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 32 32 32 32 32

実績値 32

目標値 600 650 650 650 650

実績値 636

目標値

実績値

件 目標値 1,300 1,350 1,400 1,450 1,450

実績値 1,073

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
事業の周知と会員を確保し、提供体制の充実を図り利用者の多様なニーズに対応できる体制を
整えていく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

利用件数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

周知回数 回

会員数 人

平成２８年度

・事業の実施
・会員の募集
・会員対象の研修の実施

・育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者が会員
となり、会員同士相互援助活動としての取り組みが図れた。
・事業の周知を図り会員の確保に努めた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織として「ファミリーサポートセンター」を
設立し、会員同士が育児に関する相互援助活動を行うことを支援する事業を実施することにより、仕事と育
児を両立できる環境を整備する。

対　象
ファミリーサポートセンター会員（市内に住所を有し（市内勤務も含む）、利用会員は、生後６か月から小学校
６年生までの子どもを有し同居している者提供会員は、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができ
る者）

根拠法令・関連計画　等 児童福祉法・児童福祉法施行規則・子ども・子育て支援法・子ども・子育て支援事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－②－２　子どもと親とを支える子育て環境づくり

施策の方向性
不安や悩みを抱えずに楽しく子育てができるよう、また子どもたちが心身ともに健やかに成長するよう、子育
てに関する相談・助言等ができる体制を強化していくとともに、身近な地域で子育て中の親子が交流し、仲間
づくりができる場の提供を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 ファミリーサポートセンター事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　子育て支援班

款項目及び予算名 ３款  ３項  １目　児童福祉総務費

予算事業名 ファミリーサポートセンター事業



１．事業の概要
事業番号 52

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,000,000 153,200,000 154,200,000

予算現額 1,000,000 154,959,000 155,959,000

決算額 763,700 141,792,123 142,555,823

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値 178 200 200 200 200

実績値 199

目標値

実績値

目標値 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

実績値 50,916

目標値 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

実績値 1,793

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も、主催事業参加者の増加に努める。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

施設延べ利用者数

主催事業参加人数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

活動施設（老人福祉セン
ター・老人憩いの家）

主催事業開催日

平成２８年度

老人福祉センター３館（中央・高花・そうふ
け）、老人憩いの家１館（滝野）における各
種事業の実施及び活動場所の提供

高齢者の生きがいづくりや健康な体の維持、教養の向上等を
目的に施設の運営や事業を行った。また、自由来館の場を設
け、高齢者同士の交流を図るとともに、サークルなどを通じ生
きがいづくりの推進を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和６２年度から

事業の実施目的
及び概要

高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与するため施設の提供及び事業
の展開を行う。

対　象 市内に居住する６０歳以上の市民

根拠法令・関連計画　等 老人福祉法、地方自治法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－１　高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進

施策の方向性
高齢者が健康で生きがいを持った生活を営めるよう、交流の促進や就労の支援を行うことで、多様な分野に
おける自発的な社会参加を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 老人福祉センター・老人憩いの家施設運営

担当部署名 健康福祉部高齢者福祉課　生きがい支援班

款項目及び予算名 ３款　２項　２目　高齢者福祉施設費

予算事業名

総合福祉センター運営事務に要する経費、総合福祉センター施設管理に要
する経費,中央老人福祉センター事業に要する経費、保健福祉センター運営
事務に要する経費,保健福祉センター施設管理に要する経費、高花老人福
祉センター事業に要する経費、そうふけ老人福祉センター事業に要する経
費



１．事業の概要
事業番号 53

新市基本計画

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 1,951,000 0 0 3,845,000 5,796,000

予算現額 0 1,951,000 0 0 3,845,000 5,796,000

決算額 0 2,188,000 0 0 3,175,260 5,363,260

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

実績値 2,383

目標値 50 50 50 50 50

実績値 43

目標値

実績値

人 目標値 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

実績値 952

人 目標値 150 150 150 150 150

実績値 158

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
高齢者の積極的な社会参加の場として、高齢者が健康で活動的な生活を送り、生きがいを持っ
て地域社会の活性化を図ることができるよう今後も支援を継続していく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

総合運動会参加者数

市作品展出品者数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

高齢者クラブ会員数 人

高齢者クラブ活動事
業数

事業

平成２８年度

高齢者クラブ事業活動への支援及び活動費
の助成

高齢者の生きがいづくりや健康の維持、社会参加促進を目的
とし高齢者クラブの支援を行った結果、43事業を実施し、総合
運動会では952人の参加、市作品展では目標値を上回る158人
の出品があった。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和39年度から実施

事業の実施目的
及び概要

高齢者の生きがい対策や健康な体の維持につなげることを目的に、高齢者クラブが高齢者の自主的活動団
体として活発な活動ができるよう、指導者の育成や組織づくりの支援を行う。

対　象 印西市高齢者クラブ会員

根拠法令・関連計画　等 老人福祉法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－１　高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進

施策の方向性
高齢者が健康で生きがいを持った生活を営めるよう、交流の促進や就労の支援を行うことで、多様な分野に
おける自発的な社会参加を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 高齢者クラブ活動推進事業

担当部署名 健康福祉部高齢者福祉課　生きがい支援班

款項目及び予算名 ３款　２項　１目　高齢者福祉総務費

予算事業名 高齢者クラブ活動推進事業



１．事業の概要
事業番号 54

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

11,572,000 11,572,000

予算現額 11,572,000 11,572,000

決算額 11,500,000 11,500,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 5 5 5 5

実績値 5

目標値 2,350 2,500 2,500 2,500 2,500

実績値 2,445

目標値

実績値

人 目標値 120 140 160 180 200

実績値 115

千円 目標値 205,000 220,000 225,000 230,000 235,000

実績値 214,508

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、高齢者の生活の安定と生きがいの確保を目
的とし、引続き高齢者就労支援センターにおいて高齢者の就労を支援する。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

講座・講習会参加者
数（延べ）

受注契約金額

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

講座・講習会開催数 回

事業受託件数 件

平成２８年度

・高齢者就労支援センターの運営（指定管理
者による管理運営）
・技術講習会の実施
・研修会の実施
・就業情報の提供
・シルバー人材センター運営費の補助及び
指導、助言

・障子・網戸張替え講習会１回、襖張替え講習会３回、植木管
理基礎講座１回を開催し、延人数１１５人の参加者があった。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施、平成９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

高齢者の豊かな経験と知識、技能を発揮し、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、高齢者の生
活の安定と生きがいの確保を目的とし、高齢者就労支援センターにおいて高齢者の就労を支援する。
また、高齢者に臨時的・短期的な就業を提供するシルバー人材センターの運営を支援する。

対　象 ６０歳以上の市民

根拠法令・関連計画　等 地方自治法、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－１　高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進

施策の方向性
高齢者が健康で生きがいを持った生活を営めるよう、交流の促進や就労の支援を行うことで、多様な分野に
おける自発的な社会参加を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 高齢者就労支援事業

担当部署名 健康福祉部高齢者福祉課　生きがい支援班

款項目及び予算名 ３款　２項　１目　高齢者福祉総務費

予算事業名
高齢者就労支援センター運営に要する経費、シルバー人材センター運営費
補助事業



１．事業の概要
事業番号 55

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

909,705 680,202 1,905,043 1,158,848 4,653,798

予算現額 911,460 681,070 1,906,158 1,269,919 4,768,607

決算額 802,561 645,174 1,717,818 1,328,336 4,493,889

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4,429,898 4,604,619 5,340,643 5,759,608 6,178,574

実績値 3,967,659 .

目標値 2,826 3,006 3,186 3,366 3,494

実績値 2,828

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 国の動向等を注視しながら介護保険事業を継続していく。

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

指標内容

活動指標

介護給付費 千円

要介護認定者 人

成果指標

介護が必要になって
も高齢者が地域で安
心して暮らしていける
事を目指すとともにい
つまでも自立した生活
を送れるよう支援しま
す。

評価項目 評価値

平成２８年度

各サービス給付事業（施設・居宅・密着型・
特定入所者・居宅介護支援・審査支払い・介
護予防・密着型介護予防・介護予防支援・特
定入所者介護予防サービス）

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介
護状態となり、入浴・排泄・食事等の介護を要する方に対して、
これらの方がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む
ことが出来るよう、必要なサービの給付を行います。
各サービス給付事業（施設・居宅・密着型・特定入所者・居宅介
護支援・審査支払い・介護予防・密着型介護予防・介護予防支
援・特定入居者介護予防サービス）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴・排泄・食事等の介護を要
する方に対して、自立した日常生活を営むことができるよう、必要なサービスの給付を行う。

対　象 要介護等認定者

根拠法令・関連計画　等 老人福祉法・介護保険法・第６期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－２　地域ぐるみで高齢者を支える見守り・予防・介護の仕組みづくり

施策の方向性
高齢者が要介護状態になることを予防し、また、要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を継続でき
るよう、地域包括ケアシステムの構築を図るとともに、ケアプランに基づく必要な介護サービスや介護予防、
在宅福祉サービスの充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 介護保険事業

担当部署名 健康福祉部介護保険課　介護給付班

款項目及び予算名

２款１項１目施設・２目居宅・３目密着型・４目特定入所者・５目介護支援・６目審査支
払
２款２項１目介護予防・２目密着型介護予防・３目介護予防支援・４目特定入所者介
護予防サービス費

予算事業名
施設・居宅・密着型・特定入所者・居宅介護支援・審査支払い・介護予防・密着型介護
予防・介護予防支援・特定入所者介護予防サービス給付事業



１．事業の概要
事業番号 56

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

18,958,000 9,479,000 9,479,000 10,696,000 48,612,000

予算現額 18,958,000 9,479,000 9,479,000 15,735,000 53,651,000

決算額 17,555,352 8,777,676 8,777,676 12,284,710 45,013,723

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000

実績値 2,372

目標値 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000

実績値 1,773

目標値

実績値

目標値 650 800 800 800 800

実績値 679

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

平成29年度より、第６期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、身近な地域で対応を
図ることができるように５圏域にそれぞれ地域包括支援センターを設置。市には基幹型地域包括
支援班を置き、圏域包括の統括及び認知症施策や医療と介護の連携などの事業を実施してい
く。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

予防給付ケアプラン・予
防ケアマネジメント作成
件数

件

指標内容

活動指標

総合相談支援利用者
数

件

地域包括支援センター・
在宅介護支援センター
運営事業(高齢者実態把
握)

件

平成２８年度

・総合相談支援事業      ・権利擁護事業
・包括的、継続的ケアマネジメント支援事業
・介護予防ケアマネジメント事業
・高齢者虐待防止ネットワーク事業
・認知症施策
・医療と介護の連携

地域包括支援センターの必須事業である包括的支援事業（総
合相談事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント
事業、介護ケアマネジメント事業）について専門職の知識と技
能を生かし実施をしている。
権利擁護については高齢者虐待防止ネットワーク連絡協議会
事業等について協議し、研修会を継続的に実施している。
また、市民後見人養成等あり方検討会を開催し市の方向性に
ついて検討した。
認知症施策については、認知症カフェ、認知症サポーター養
成講座が定着し着実に実績をあげることができた。
医療と介護の連携については勉強会や講演会を実施し、連携
のあり方を検討している。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、地域包括支援セン
ターが中心となり、高齢者に対し、ニーズや心身の状態の変化に応じた適切なサービスを包括的・継続的に
提供できるよう支援を行う。

対　象 ６５歳以上の高齢者及び４０歳以上６４歳未満の特定疾病該当者

根拠法令・関連計画　等 介護保険法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－２　地域ぐるみで高齢者を支える見守り・予防・介護の仕組みづくり

施策の方向性
高齢者が要介護状態になることを予防し、また、要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を継続で
きるよう、地域包括ケアシステムの構築を図るとともに、ケアプランに基づく必要な介護サービスや介護予
防、在宅福祉サービスの充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域包括支援センター運営事業

担当部署名 健康福祉部高齢者福祉課　印西地域包括支援センター

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　包括的支援事業・任意事業費（介護保険特別会計）

予算事業名 包括的支援事業・任意事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 57

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,589,000 795,000 3,135,000 1,399,000 6,918,000

予算現額 1,589,000 795,000 3,135,000 1,399,000 6,918,000

決算額 1,237,896 618,948 2,197,391 1,089,348 5,143,583

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 85 90 95 100 110

実績値 68

目標値 17 19 21 23 25

実績値 45

目標値

実績値

か所 目標値 16 18 18 18 18

実績値 17

人 目標値 318 1,100 1,150 1,200 1,250

実績値 1,074

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も、一般介護予防事業の充実に努める。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

介護支援ボランティア
の受入施設

いんざい健康ちょきん
運動実施人数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

介護支援ボランティア
の登録人数

人

いんざい健康ちょきん
運動実施地区

地区

平成２８年度

・動いて認知症予防
・脳の健康教室の開催
・介護支援ボランティア事業
・いんざい健康ちょきん運動

各種介護予防事業を実施し、地域で住民が主体的に行う「いんざい健
康ちょきん運動」の展開を継続して推進した。
・動いて認知症予防（３０回実施　延べ４３８人）
・脳の健康教室（１９回実施　延べ１６４人）
・介護支援ボランティア（登録者６８人　受け入れ施設等指定施設数１
７）　・いんざい健康ちょきん運動（１,７０４回　延べ２３,５６２人）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

各種介護予防事業を行い、要介護状態等になることを予防することにより、高齢者が住み慣れた地域で生活
を継続することができるように支援する。

対　象 ６５歳以上の一次予防事業対象者及び二次予防事業対象者

根拠法令・関連計画　等 地域支援事業実施要綱（国）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－２　地域ぐるみで高齢者を支える見守り・予防・介護の仕組みづくり

施策の方向性
高齢者が要介護状態になることを予防し、また、要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を継続でき
るよう、地域包括ケアシステムの構築を図るとともに、ケアプランに基づく必要な介護サービスや介護予防、
在宅福祉サービスの充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 介護予防事業

担当部署名 健康福祉部高齢者福祉課　生きがい支援班

款項目及び予算名 ３款　１項　３目　介護予防・日常生活支援総合事業費（介護保険特別会計）

予算事業名 一般介護予防事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 58

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 0 10,414,000 10,414,000

予算現額 0 0 0 0 10,459,730 10,459,730

決算額 0 0 0 0 9,745,600 9,745,600

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

実績値 2,064,800

目標値 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

実績値 6,775,810

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

緊急通報装置設置等サービスの緊急時の駆け付け員について、現在は利用者が選んだ協力員
が対応しているが、受託者で対応できないか検討する。
外出支援サービスについて、現在、社会福祉協議会に委託しているが、他のタクシー会社等の事
業者でより安価に実施できないか検討する。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

要支援、要介護状態に陥らず、在宅
において安心して生活し健康を保持
できるよう、高齢者の家庭生活での
自立を支援する。

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

外出支援サービス 円

日常生活用具給付等
サービス

円

平成２８年度

・外出支援サービス事業
・緊急通報装置設置等サービス
・救急医療情報キット配布事業など

介護予防、生活支援の観点から高齢者の自宅での自立を支援した。
・日常生活用具給付等サービス事業（緊急通報装置貸与199人/月、
自動消火器給付1人）
・外出支援サービス延利用件数456件
・福祉タクシー延利用回数721回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

高齢者に対して、要支援、要介護状態に陥らず、在宅において安心して生活し健康を保持できるよう、介護
予防・生活支援の観点から高齢者の家庭生活での自立を支援する。

対　象 高齢者及び在宅高齢者を介護する家族

根拠法令・関連計画　等 印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－２　地域ぐるみで高齢者を支える見守り・予防・介護の仕組みづくり

施策の方向性
高齢者が要介護状態になることを予防し、また、要介護状態になっても住み慣れた地域での生活を継続でき
るよう、地域包括ケアシステムの構築を図るとともに、ケアプランに基づく必要な介護サービスや介護予防、
在宅福祉サービスの充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 高齢者在宅福祉事業

担当部署名 健康福祉部高齢者福祉課　生きがい支援班

款項目及び予算名 ３款　２項　１目　高齢者福祉総務費

予算事業名 高齢者在宅福祉事業



１．事業の概要
事業番号 59

新市基本計画

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

475,003,000 238,221,000 236,784,000 950,008,000

予算現額 542,281,000 271,859,000 271,889,000 1,086,029,000

決算額 544,712,229 270,474,184 258,745,455 1,073,931,868

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 680 720 760 800 840

実績値 679

目標値 80 90 95 100 105

実績値 89

目標値

実績値

目標値 680 720 760 800 840

実績値 667

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も引き続き自立支援の充実を図るため事業を継続していく

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

障害福祉サービス利
用実人数

人

指標内容

活動指標

障害福祉サービス受
給者証交付人数

人

障害支援区分認定調
査人数

人

平成２８年度

・障害者総合支援法に基づく障がい福祉
サービスの提供
児童福祉法に基づく障がい児通所支援（児
童発達支援・医療型児童発達支援・放課後
等デイサービス・保育所等訪問支援）

障がいのある人が、自ら障害福祉サービスを選択し、給付申請
に基づき必要なサービスを受けることにより、自立した生活を
営むことができるよう支援した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

障がいのある人の福祉の増進を図ることを目的とし、障がいのある人が基本的人権を享有する個人としての
尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスに係る給付そ
の他の支援を行う。

対　象

根拠法令・関連計画　等 障害者総合支援法・障害者基本計画・障害福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 障がい福祉サービス事業

担当部署名 健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉給付班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害者自立支援給付事業



１．事業の概要
事業番号 60

新市基本計画

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

57,785,000 29,012,000 86,510,000 173,307,000

予算現額 61,733,000 30,986,000 88,486,000 181,205,000

決算額 34,292,000 17,146,000 119,465,670 170,903,670

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 8 13 13 13 13

実績値 13

目標値 37 37 37 37 37

実績値 35

目標値

実績値

人 目標値 106 110 110 110 110

実績値 104

人 目標値 125 170 170 170 170

実績値 165

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も引き続き自立支援の充実を図るため事業を継続していく

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

移動支援事業利用実
人数

日中一時支援事業利
用実人数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

移動支援事業委託契
約事業所数

所

日中一時支援事業委
託契約事業所数

所

平成２８年度

・相談支援事業　・意思疎通支援事業
・日常生活用具の給付　 ・移動支援事業
・地域活動支援センター事業　（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
型）
・成年後見制度利用支援事業

障がいのある人がその有する能力及び適性に応じ、自立した
日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

障がいのある人が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う、地域の特性や障がいのある人の状況に応じて、効率的・効果的な福祉サービス事業の推進を図るととも
に、コミュニケーション等におけるバリアの解消を図る。

対　象

根拠法令・関連計画　等 障害者総合支援法・障害者基本計画・障害福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域生活支援事業

担当部署名 健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉給付班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害者自立支援給付事業



１．事業の概要
事業番号 61

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

92,200,000 10,757,000 95,354,000 198,311,000

予算現額 75,333,000 10,757,000 75,212,058 161,302,058

決算額 58,194,000 14,623,680 85,532,329 158,350,009

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 平成２７年８月１日の制度改正により対象者を拡充しており、引き続き事業を継続する。

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

指標内容

活動指標

重度心身障がい者医
療費助成事業広報掲
載回数

回

成果指標

重度心身障がい者医療
費助成制度の周知と重
度障がい者の負担軽減

制度の周知を図り、重度障害者を対象に、請求のあった医療費の自己
負担の一部を助成することで、重度障害者の負担軽減につなげる。

平成２８年度 保険内治療費等の自己負担の一部を助成
重度心身障害者の医療費を助成したことにより、障がいのある人及び
その家族の経済的負担の軽減を図った。（支払件数　29,258件）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和４９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

障がいのある人及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、重度の心身障がいのある人に対する医療
費等の一部を助成する。

対　象

根拠法令・関連計画　等 印西市重度心身障害者の医療費助成に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 重度心身障がい者医療費助成事業

担当部署名 健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉給付班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害者援護費



１．事業の概要
事業番号 62

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

8,431,000 8,431,000 16,862,000

予算現額 8,431,000 8,577,500 17,008,500

決算額 7,789,701 7,789,702 15,579,403

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 46 72 78 84 90

実績値 66

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 82 83 84 85 86

実績値 65

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
運営費の補助及び入居する障がいのある人への家賃の一部を助成することにより、経済負担の
軽減と日常生活の確保を図る。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

障害者グループホー
ム等入居者家賃助成
率

％

指標内容

活動指標

グループホーム等入
居者数

人

平成２８年度
・グループホーム等への運営費補助
・入居障がい者への家賃の一部助成

運営費の補助及び入居する障がいのある人への家賃の一部を助成す
ることにより、経済負担の軽減と日常生活の確保を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

障がい者グループホーム等に運営費の補助を行い、入居者の安定したサービスの提供することにより、地域
生活移行の促進を図る。また、グループホーム等に入居している障がいのある人へ家賃の一部を助成するこ
とにより、経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図る。

対　象

根拠法令・関連計画　等
印西市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施規則、
印西市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 障がい者グループホーム運営費等補助事業

担当部署名 健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉給付班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害者援護費



１．事業の概要
事業番号 63

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0

予算現額 16,800,000 16,800,000

決算額 0 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

件 目標値 1

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 施設整備を予定している事業者に補助金を交付し、施設の充実を図る。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 施設整備が年度内で完了できず、翌年度に繰越しをおこなった。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった 施設整備が年度内で完了できず、翌年度に繰越しをおこなった。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

障がい者（児）福祉施
設整備補助交付件数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

障がい者（児）福祉施
設整備補助交付決定
件数

件

平成２８年度

・障がい者施設整備の検討 H28年度において福祉団体において１施設を整備予定であったが、工
事内容に変更が生じ、当初の工程より遅れが生じたことからH29年度
へ繰越した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

障がいのある人の福祉の増進を図るため、障がい者援護施設の整備を行う社会福祉法人等に対し、補助金
を交付することにより施設整備を推進する。また、障がいのある人の社会参加の促進等を図るため、障がい
者支援施設等整備を推進する。

対　象

根拠法令・関連計画　等 印西市障害者基本計画、印西市障害福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 障がい者福祉施設整備事業

担当部署名 健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉給付班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害福祉施設整備事業



１．事業の概要
事業番号 64

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,440,000 1,440,000

予算現額 1,440,000 1,440,000

決算額 1,440,000 1,440,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 650 700 710 720 730

実績値 696

目標値

実績値

目標値

実績値

人 目標値 15

実績値 17

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、障がいのある方の就労相談に対応し、社会参加に向けた支援を行っていく。また、就
労希望あるが未相談者という方のために周知に努める。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

障がい者就労相談後
就労したものの数
（実）

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

障がい者就労相談件
数（延）

人

平成２８年度 ・障害者就労相談の実施
就労支援相談員を置き、障害者雇用の相談、就労先の開拓など、就
労を目指す障がいのある人にきめ細かい相談対応を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

障がいのある人の職業的自立を支援するため、障害者就労支援相談員を設置し、就労に関する相談や必要
な情報の提供、就労活動の支援を行う。

対　象

根拠法令・関連計画　等 障害者総合支援法・障害者基本計画・障害福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 障がい者就労支援事業

担当部署名 健康福祉部障がい福祉課　障がい福祉支援班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害福祉事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 65

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

66,384,000 66,384,000

予算現額 66,384,000 66,384,000

決算額 26,275,471 26,275,471

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 100

実績値 100

目標値 50 90 100

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
新築工事費の予算に不足が生じたことにより進捗状況としては遅れが生じているが、平成２９年
度において補正対応し工事に着手、平成３０年度早期供用開始に向けて事業を推進していく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 D　目標値を下回る
平成２８年度計画では解体工事実施後、新築工事に着手する予定であったが、新築工
事費の予算に不足が生じ、新築工事を翌平成２９年度へ繰越しをおこなったことから目
標値を下回ることとなった。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）
平成２８年度計画では解体工事実施後、新築工事に着手する予定であったが、新築工
事費の予算に不足が生じ、新築工事を翌平成２９年度へ繰越しをおこなったことから目
標値を下回ることとなった。

③総合的な評価 D　計画を下回る事業実績・成果であった
上記理由により進捗状況としては遅れが生じているが、開所に向けて事業を推進してい
く。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

解体工事完了率 ％

建築工事完了率 ％

平成２８年度

・解体・建築工事 ・解体工事を実施。
・建築工事は進捗の遅れにより、予算を全額逓次繰越した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２４年度から平成２９年度

事業の実施目的
及び概要

印旛高校の跡地を活用し、主に３障がいを対象とする相談支援業務、就労相談業務のほか精神障がいのあ
る人を対象とした自立訓練等のサポートセンターを開設する。

対　象

根拠法令・関連計画　等 障害者総合支援法・障害者基本計画・印旛高校跡地活用基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－③－３　障がいのある人へのきめ細かな生活支援と社会参加の促進

施策の方向性
障がいのある人一人ひとりの心身の状況や個別のニーズに応じた福祉サービス及び福祉施設の充実を図っ
ていくとともに、社会活動への参加や就労機会の拡大を図り、社会的、経済的な自立を推進します。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 (仮称）障がい者サポートセンター整備事業

担当部署名 健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉給付班

款項目及び予算名 ３款　１項　２目　障害福祉費

予算事業名 障害福祉事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 66

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,251,000 8,470,000 10,721,000

予算現額 2,251,000 9,807,281 12,058,281

決算額 2,524,000 9,496,263 12,020,263

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 6 6 7

実績値 5

目標値 34 34 34 34 34

実績値 34

目標値

実績値

人 目標値 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 1,066

人 目標値 700 700 700 700 700

実績値 837

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
ほぼ目標通りに事業を実施できているため。今後は口腔疾患健診の対象者を更に拡
大し、受診機会を増やすとともに、各健(検)診の周知に力を入れ、受診率の向上を図
る。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

３９歳以下健康診査
受診者数

骨粗鬆症検診受診者
数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

各種健(検)診周知・Ｐ
Ｒ

回

３９歳以下健康診査
実施日数

日

平成２８年度

・３９歳以下健康診査
・４０歳以上健康診査
・肝炎ウイルス検診
・口腔疾患健診
・骨粗しょう症検診
・在宅訪問歯科健診

・３９歳以下健康診査　受診者数　1,066人
・４０歳以上健康診査　受診者数　7人
・肝炎ウイルス検診　受診者数　612人
・口腔疾患健診（個別）　受診者数151人
・骨粗しょう症検診　受診者数　837人
・在宅訪問歯科健診　受診者数　1人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

生活習慣病対策として疾病を早期に発見し、生活習慣の改善指導および適切な治療へと結び付ける。

対　象
①３９歳以下健康診査:１９歳以上～３９歳以下の人②４０歳以上健康診査：４０歳以上の生活保護受給者
③肝炎ウイルス検診：４０歳または４１歳以上で過去に実施していない人④口腔疾患健診：３０～７０歳の10
歳刻みの人⑤骨粗しょう症検診：２０～７０歳の５歳刻みの女性⑥在宅訪問歯科健診：在宅療養者

根拠法令・関連計画　等
根拠法令等：健康増進法、印西市健康診査実施規則
関連計画：第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）、印西市高齢者福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 健康診査事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　成人保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 健康診査事業



１．事業の概要
事業番号 67

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

346,000 114,069,000 114,415,000

予算現額 346,000 112,731,719 113,077,719

決算額 453,000 102,569,209 103,022,209

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 5

目標値

実績値

％ 目標値 15 15 15 16 16

実績値 13

％ 目標値 90 90 90 90 100

実績値 91.0

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
ほぼ目標通りに事業を実施できているため。今後もがん検診の受けやすい体制づくり
や周知を行い、受診率の向上を図る。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

胃・大腸・肺・乳・子宮
頸がん検診平均受診
率
胃・大腸・肺・乳・子宮
頸がん検診平均精検
受診率

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

各種がん検診広報・
PR

回

平成２８年度

・がん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳が
ん・子宮頸がん ・前立腺がん）の実施

胃がん検診（集団・個別）　　　受診者数   4,155　人
大腸がん検診（集団）　　　　　受診者数　7,002  人
肺がん検診（集団）　　　　　　　受診者数　 5,654  人
子宮頸がん検診（集団・個別）　受診者数 　5,917人
乳がん検診（集団・個別）　　　　受診者数　7,307  人
前立腺がん検診（個別）　　　受診者数　1,071　人
子育て世代が受診しやすい環境づくりとして、乳・子宮頸がん検診の
集団検診会場の一部で託児を行った。また、若い世代の子宮頸がん
検診受診率向上を目指し、看護学生を対象に受診勧奨も含めた講話
を実施した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

がん疾患などの予防を図るために検診の必要性を啓発し、受診を促すとともに、早期に発見し、適切な治療
に結びつける。また、無料クーポン券、がん検診手帳の配布及び検診実施の個別通知を行い、受診率の向
上を図る。

対　象

がん検診事業
①子宮頸がん検診：20歳以上の女性　②乳がん検診：30歳以上の女性　③胃がん検診：40歳以上
④大腸がん検診：40歳以上　⑤肺がん検診：40歳以上　⑥前立腺がん検診：50歳以上の男性
がん検診推進事業
①子宮頸がん検診：20、30歳の女性　②乳がん検診：40歳の女性

根拠法令・関連計画　等
健康増進法、印西市健康診査実施規則、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画） 、 印西
市高齢者福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 がん検診事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　成人保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 がん検診事業・がん検診推進事業



１．事業の概要
事業番号 68

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

9,503,000 9,503,000 5,000 28,142,000 47,153,000

予算現額 7,979,000 7,979,000 26,726,000 42,684,000

決算額 7,979,000 7,979,000 21,177,000 37,135,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

実績値 5,008

目標値 150 150 150 150 150

実績値 80

目標値

実績値

％ 目標値 40 40 40 40 40

実績値 31

％ 目標値 30 30 30 30 30

実績値 31

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
　特定健診の必要性の周知及び特定保健指導に参加しやすい魅力的な内容にしていく必要があ
る。多くの機会を捉えて情報提供を行い、健康づくりの意識が高まっていくように取組んでいく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る 受診者数及び指導終了者数を増加させる取組みについて検討が必要である。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 今後も受診率、支援率が減少しないような取組みが必要である。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった
目標値の設定について、県平均や同規模自治体との比較を行い、適正な目標値を
設定する必要がある。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

特定健康診査受診率

特定保健指導の支援
率

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

特定健康診査受診者
数

人

特定保健指導支援者
数

人

平成２８年度

・特定健康診査の実施
市内各会場において実施する「集団健診」
及び指定医療機関で受診する「個別健診」
を実施する。
・特定保健指導の実施
健診結果により、継続支援プログラムに基
づいた動機付け支援及び積極的支援を行う

 広報やホームページ等により事業を周知し、集団健診及び個別健診
の受診を勧奨するとともに、対象者に特定保健指導の利用を勧奨する
ことにより、国民健康保険被保険者の健康増進を図った。
　集団健診受診者数…３，３６２人
　個別健診受診者数…１，６４６人
　特定保健指導実施者数…８０人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

４０歳以上７５歳未満の国民健康保険加入者を対象として、特定健康診査を実施することにより、生活習慣病
の原因となるメタボリックシンドロームとその予備群を早期に発見し、その健診結果に従い、生活習慣病予防
に重点を置いた効果的な保健指導を実施し、被保険者の健康増進を推進する。

対　象 ４０歳以上７５歳未満

根拠法令・関連計画　等 高齢者の医療の確保に関する法律　（印西市国民健康保険特定健康診査等実施計画）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 特定健診・特定保健指導

担当部署名 市民部国保年金課　保険給付班

款項目及び予算名 ８款　１項　１目　特定健康診査等事業費

予算事業名 特定健康診査等事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 69

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

21,593,000 21,593,000

予算現額 23,093,000 23,093,000

決算額 19,249,000 19,249,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2

実績値 3

目標値

実績値

人 目標値 650 650

実績値 637

人 目標値 300 300

実績値 180

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
　広報やホームページ等により事業を周知し、人間ドック及び脳ドックの受検者に費用の一部助
成を受ける人が増加したことにより、国民健康保険被保険者の健康増進及び医療費の削減が
図れるので今後も継続していく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

　平成３０年度より国保財政運営が、県に移行されるため未定②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

成果指標

人間ドック助成金支給
者数

脳ドック助成金支給者
数

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

広報等による周知 回

平成２８年度

・人間ドック及び脳ドック受検費用の一部助
成
※補助率…受検費用の1/2
　　限度額：人間ドック3万円、脳ドック2万円
・広報・ホームページでの周知

　広報やホームページにより事業を周知し、人間ドック及び脳ドック
の受検者に費用の一部助成を受ける人の増加を目指したことにより、
国民健康保険被保険者の健康の増進及び医療費の削減を図った。
　人間ドック受検者数…６３７人
　脳ドック受検者数……１８０人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度から実施（平成２２年度から人間ドック検査助成を開始）

事業の実施目的
及び概要

人間ドック及び脳ドックの受検費用の一部を助成し、疾病の早期発見及び早期治療による健康の増進、医
療費の削減を図る。

対　象
国民健康保険加入している40歳以上の者で国民健康保険税を完納している世帯に属する者（特定健康診
査受診者は除く）

根拠法令・関連計画　等 印西市国民健康保険人間ドック及び脳ドック検査助成金交付要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線
問題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 人間ドック等受検費用補助事業

担当部署名 市民部国保年金課　保険給付班

款項目及び予算名 ８款　２項　１目　保健衛生普及費

予算事業名 保健衛生普及事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 70

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

6,642,000 6,642,000

予算現額 6,641,750 6,641,750

決算額 6,482,325 6,482,325

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 31 31 31 31 31

実績値 30

目標値 32 32 32 32 32

実績値 32

目標値

実績値

％ 目標値 95 95 95 95 95

実績値 99

％ 目標値 95 95 95 95 95

実績値 97

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
「健やか親子２１（第２次）（H27～）」に虐待予防の観点から面接時の視点が追加され、
児の疾病の予防、早期発見等に合わせて養育者の「子どもの育てにくさ」に寄り添った
面接の場が今後も必要である。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
微増傾向にある健診対象者に対して1会場当たり35人程度を想定して開催しており、今
後も対象人数から算定した開催数にしていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
受診率については各健診共に微増傾向。保育園通園児については、保護者の都合が合
わず、未来所になることも多く、未来所児の把握に力を入れている。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
各健診における年間の実施回数・受診率共にほぼ計画通りであるが、健診未受診者に
対する対応も併せて行っており、実施体制としては安定している。内容としては、来所し
た子どもの保護者が満足感につながるような取り組みが望まれていると考える。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

1歳６か月児健康診査
受診率

３歳児健康診査受診
率

評価項目 評価値

指標内容

活動指標

1歳６か月児健康診査
実施回数

回

３歳児健康診査実施
回数

回

平成２８年度

・１歳６か月健診
・２歳児歯科健診
・３歳児健診

・１歳６か月健診: 30回実施　対象者914人受診者906人受診率
99.1%
・２歳児歯科健診:31回実施　対象者1008人受診者914人受診
率90.7%
・３歳児健診:32回実施　対象者987人受診者957人受診率97.0%

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成9年度から実施

事業の実施目的
及び概要

幼児期に各健診を実施し、成長発達に問題のある児を早期発見し、適切な指導及び措置を行い、健康の保
持増進を図る。また、保護者の支援として健診票に設けた保護者用の質問項目を活用し、育児について相談
しやすい環境を整備する。

対　象
１歳６か月児健康診査：１歳６～７か月児とその親      ２歳児歯科健診：２歳５～７か月児とその親
３歳児健康診査：３歳５～７か月児とその親

根拠法令・関連計画　等
母子保健法、次世代育成支援対策推進法、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）、次
世代育成支援行動計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 乳幼児健診事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　母子保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　４目　母子衛生費

予算事業名 乳幼児健診事業



１．事業の概要
事業番号 71

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,129,000 1,129,000 30,000 75,415,000 77,703,000

予算現額 1,129,000 1,129,000 30,000 76,963,650 79,251,650

決算額 1,219,000 1,219,000 39,500 71,866,476 74,343,976

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 31 31 31 31 31

実績値 31

目標値 720 820 820 820 820

実績値 784

目標値

実績値

目標値 95 95 95 95 95

実績値 96

目標値 100 100 100 100 100

実績値 97

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き、妊娠、出産育児に向け健康な生活が送れるよう現行の事業を充実させていく。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

４か月児相談参加率 ％

こんにちは赤ちゃん訪問
実施率

％

指標内容

活動指標

４か月児相談実施回数 回

こんにちは赤ちゃん訪問
実施件数

件

平成２８年度

・妊婦、乳児健康診査の実施
・プレママクラス、パパママクラスの開催
・母子健康手帳の交付
・訪問指導の実施（妊産婦、新生児、乳幼児
等　特に新生児期から４か月児まで全戸訪
問）
・４か月児相談・もぐもぐ、かみかみ教室の
開催
・子どもガイドブックの発行
・思春期保健対策

・妊婦、乳児健康診査の実施(妊婦14回/人、乳児2回/人）
・プレママクラスの実施（年6回実100人・延287人）
・パパママクラスの実施（年6回実延とも242人）
・母子健康手帳の交付（806人）
・訪問指導の実施〈妊産婦、新生児、乳幼児等　特に新生児期から４
か月児まで全戸訪問〉（産婦訪問対象者799人訪問実施数776人、4か
月未満児訪問対象者807人、訪問実施数784人）
・４か月児相談実施（年31回）・もぐもぐ、かみかみ教室の実施（年18
回）
・子どもガイドブックの発行（出生者782部　転入者411部）
・思春期保健対策（中学校3校への講話）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

妊娠、出産育児に向け母子共に健康な生活が送れるよう援助し、また不安を解決できるための相談や仲間
づくりを支援する。さらに、次世代育成支援として、思春期保健対策を併せて行っていく。

対　象 妊産婦・新生児・乳幼児

根拠法令・関連計画　等
母子保健法第１３条規定、子ども・子育て支援法
第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）・ 子ども・子育て支援事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 出産育児支援事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　母子保健斑

款項目及び予算名 ４款　１項　４目　母子衛生費

予算事業名 出産育児支援事業



１．事業の概要
事業番号 72

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

249,073,000 249,073,000

予算現額 249,073,000 249,073,000

決算額 237,987,730 237,987,730

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 95 95 95 95 95

実績値 92

目標値 100 100 100 100 100

実績値 94

目標値 0 0 0 0 0

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
予防接種事業については、予防接種法等に定められているものであり、今後も継続実施してい
く。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

集団麻しん発生件数 件

指標内容

活動指標

麻しん・風しんワクチン
予防接種率
（ＭＲ１期）

％

麻しん・風しんワクチン
予防接種率
（ＭＲ２期）

％

平成２８年度

・予防接種の実施〈個別接種〉
４種混合、単独不活化ポリオ、BCG、DPT、
MR（１期・２期）、日本脳炎、DT、高齢者イン
フルエンザ、Hib,小児肺炎球菌、高齢者肺炎
球菌、子宮頸がん、水痘
・啓発活動の強化

市内医療機関及び県内相互乗り入れ医療機関にて実施。
接種率は、４種混合100.1%、単独不活化ポリオ2.8%、BCG 102.1%、MR
（１期92.1%・２期94.4%）、日本脳炎(１期 124.4%、２期 117.4%,)、DT
102.2% 、高齢者インフルエンザ 59.4%、Hib100.8%,小児肺炎球菌
100.9%、 高齢者肺炎球菌 62.3%、子宮頸がん 0.9%、水痘 89.4%。
10月から開始したB型肝炎は延べ1,297人が接種。
高齢者肺炎球菌未接種者への個別通知２月に実施。その他、広報及
び市ホームページにて随時啓発。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

予防接種法に基づき、予防接種の知識の普及や意識の向上に努め、予防接種を主体的、計画的に接種す
ることにより、感染症予防を図る。

対　象

BCG（生後３か月～１歳未満）、Hib（生後２カ月～５歳未満）・小児肺炎球菌（生後２カ月～５歳未満）、DPT
（生後３か月～７歳６か月未満）単独不活化ポリオ（生後３か月～７歳６か月未満）、４種混合（生後３か月～７
歳６か月未満）、MR１期（１歳～2歳未満）・２期（就学前且つ５歳～７歳未満）、日本脳炎１期（３歳～７歳６か
月未満、特例対象者）・２期（９歳～１３歳未満・特例対象者）、DT（１１歳～１３歳未満）、子宮頸がんワクチン
（中学生・高校１年生）、高齢者インフルエンザ（６５歳以上、６０歳～６４歳は内臓疾患障害者手帳一級に値
する者）、高齢者肺炎球菌（６５歳以上、６０歳～６４歳は内臓疾患障害者手帳一級に値する者１回限り）

根拠法令・関連計画　等 予防接種法, 第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 予防接種事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　母子保健斑

款項目及び予算名 ４款　１項　２目　予防費

予算事業名 予防接種事業



１．事業の概要
事業番号 73

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

8,152,000 8,152,000

予算現額 8,152,000 8,152,000

決算額 7,677,328 7,677,328

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 5

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 100 100 100 100 100

実績値 94.9

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
ほぼ目標通りに事業を実施できているため。今後も検診の周知に力を入れ、受診率の
向上を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

結核検診精検受診率 ％

指標内容

活動指標

検診広報・PR 回

平成２８年度
・結核検診の実施 結核検診(集団)　受診者数　 5,654 人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

結核予防及び結核患者に対する適切な医療の普及を図る。また、胸部疾患の早期発見・早期治療につなげ
る。

対　象 ４０歳以上

根拠法令・関連計画　等
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 印西市健康診査実施規則　、第２次健康い
んざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）、　印西市高齢者福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 結核検診事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　成人保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　２目　予防費

予算事業名 結核検診事業



１．事業の概要
事業番号 74

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 0 521,000 521,000

予算現額 0 0 0 0 521,000 521,000

決算額 0 0 0 0 284,904 284,904

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 75 75 100 100 100

実績値 68

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値 120 120 120 120 120

実績値 113

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
感染症等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めるとともに、市内各施設
のAED設置を推進する。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

AED(自動体外式除細動
器）の市内設置個所数
【民間含む】

台

指標内容

活動指標

AED（自動体外式除細動
器の購入等）　　【機器更
新含む】

台

アルコール手指消毒液
の購入（循環備蓄）

本

平成２８年度

・感染症予防
・食中毒、医薬品被害等の対策
・災害時保健医療体制の整備
・健康危機管理予防対策（啓発等）
・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置の促進
（貸出用ＡＥＤの整備）

市ホームページで、デング熱等の感染症について、注意喚起を行っ
た。
また、新型インフルエンザや震災等に備えるため、アルコール手指消
毒液等を備蓄した。
また、市民等への貸出用ＡＥＤ（２台）を中央保健センターへ配備した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

食中毒、医薬品被害等、その他なんらかの原因により、市民の生命、健康を脅かす事態やその可能性のあ
る事態に対する情報収集を行い、健康被害の発生の予防、拡大防止を図る。
また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき策定した、新型インフルエンザ等対策行動計画を基
に、新型インフルエンザ等の発生に備え、感染対策等を推進する。
その他、地震等による大規模な災害発生に備え、情報収集及び情報提供機能の強化、要援護者等への支
援、被災者の健康管理対策等の構築を図る。

対　象 全市民

根拠法令・関連計画　等
千葉県健康危機管理基本指針、印西市地域防災計画、印西市新型インフルエンザ等対策行動計画、千葉
県ＡＥＤの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 健康危機管理対策事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　総務班

款項目及び予算名 ４款　１項　２目　予防費

予算事業名 健康危機管理対策事業



１．事業の概要
事業番号 75

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

942,000 942,000

予算現額 1,033,380 1,033,380

決算額 934,320 934,320

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

本市は環境省より汚染状況重点調査地域に指定されているが、同地域の解除の要件は、除染が完了してい
ること、除去土壌の処分が完了していること及び空間放射線量が基準値未満であることとされている。
　この解除要件のうち、除染の完了及び空間放射線量が基準値未満であることは満たしているが、除去土壌
の処分は放射性物質汚染対処特措法において処分方法等が定められていないため、本市では除染実施施
設内に保管している状況である。
　そのため、同地域の解除までは、除去土壌の保管状況の確認及び各施設の放射線量の測定等を定期的
に測定すると伴に、基準値を超える放射線量を確認した場合においては、必要に応じた対応を実施すること
となる。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）
放射線量の測定を各施設管理者が実施した。平成２８年度末時点で、基準値を超える空
間放射線量は確認されていない。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

指標内容

活動指標

大気中放射線量の測定
（延べ）

回

平成２８年度

・大気中放射線量の測定及び結果の公表
・農産物の放射性物質測定及び結果の公表
・給食食材の放射性物質測定検査及び結果
の公表
・その他、放射性物質汚染対策に関する業
務
※大気中放射線量の測定及び結果の公表
は汚染状況重点調査地域の指定が解除さ
れ次第終了する場合があります。

・大気中の放射線量測定、農産物・給食食材の放射性物質測
定についても、定期的に測定し、公表することができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

東日本大震災に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質による
汚染について、市民への適切な情報提供や除染作業等を実施し、市民の健康管理体制の充実を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 放射性物質汚染対処特別措置法、子ども・被災者支援法、印西市放射性物質除染実施計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 放射線問題対策事業

担当部署名 環境経済部環境保全課　環境保全班　他

款項目及び予算名 ４款　１項　７目　環境保全費

予算事業名 放射線対策事務に要する経費　他



１．事業の概要
事業番号 76

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 0 1,429,000 1,429,000

予算現額 0 0 0 0 1,429,000 1,429,000

決算額 0 0 0 0 1,075,469 1,075,469

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 8 8 8 8 8

実績値 8

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 50 50 50 50 50

実績値 66

目標値 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

実績値 7,200

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、健康づくりの実施体制の充実・健康づくり意識の高揚を図り、これらの啓発・普及に努
める。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

評価項目 評価値

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

健康講演会の参加人数 人

機関紙の発行部数 部

指標内容

活動指標

健康情報コーナーの設
置

箇所

健康講演会の開催 回

広報紙での情報提供 回

機関紙の発行 回

平成２８年度

・健康づくり推進協議会の運営
・健康講演会の実施
・健康情報コーナーの充実

・健康づくり推進協議会を開催（2回）し、「第２次健康いんざい２１～印
西市健康増進・食育推進計画～」の進行管理を行った。
・健康講演会の開催及び健康情報コーナー等の活用により、健康づく
りの普及啓発を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

健康の維持、増進を推進するため、「第２次健康いんざい２１(印西市健康増進・食育推進計画）」に基づき、
健康づくりの実施体制の充実・健康づくり意識の高揚を図り、これらの啓発・普及に努める。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 健康増進法、、食育基本法、第２次健康いんざい２１(印西市健康増進・食育推進計画）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 保健対策推進事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　総務班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 健康づくり推進に要する経費



１．事業の概要
事業番号 77

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

7,849,000 13,331,000 21,180,000

予算現額 7,849,000 13,331,000 21,180,000

決算額 7,277,000 13,037,000 20,314,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 293 293 293 293 293

実績値 290

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

実績値 6,960

目標値 16,100 16,200 16,300 16,400 16,500

実績値 18,189

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市民が自ら健康増進を図るための手段として運動は必要であり、今後も運動習慣が身につくよう
に支援していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

健康づくり教室（延べ人
数）

人

利用者数（延べ人数） 人

指標内容

活動指標

健康づくり教室開館日数 日

平成２８年度

・健康づくりセンターの運営
・健康づくり教室　（ストレッチ、簡単エクサ
サイズ　など）の実施
・体力測定の実施
・ヘルスアップ教室の実施

健康づくりセンターの運営により、利用者のニーズに対応した健康づく
り教室を実施した。
・ストレッチ（1,430人）、簡単エクササイズ（1,576人）、フォームローラー
（1,914人）、その他教室（2,040人）、利用者講習会（114人）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成15年度（健康づくりセンター）

事業の実施目的
及び概要

個人の目的に適した運動プログラムを作成後、実践することによって運動習慣を身につけると共に生活習
慣病の予防を図るため、ふれあいセンターいんば内の健康づくりセンター及びそうふけふれあいの里のヘ
ルスアップ教室にて実施する。

対　象
15歳以上の市民（健康づくりセンター）
35歳以上の市民（ヘルスアップ教室）

根拠法令・関連計画　等
印西市健康づくりセンターの設置及び管理に関する条例、印西市健康づくりセンターの設置及び管理に関
する条例施行規則、健康増進法、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）、印西市健康
生活コーディネート事業実施要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾
病の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子ども
の健やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放
射線問題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 健康づくり事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　印旛班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 健康づくりセンター等運営事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 78

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

72,000 5,000 121,000 198,000

予算現額 72,000 5,000 121,000 198,000

決算額 64,800 0 116,405 181,205

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 75 75 75 80 80

実績値 67

目標値 410 410 410 420 420

実績値 338

目標値

実績値

目標値 90 90 90 100 100

実績値 38

目標値 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000

実績値 12,645

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
ほぼ目標通りに実施できたため。教育については今後も各種健康教室を企画し、実施
する。また健康について気軽に相談できる機会を継続的に設けていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

健康相談数(保健・栄養・
歯科）　※電話相談以外

件

健康教育参加延人数 人

指標内容

活動指標

健康相談実施回数（保
健・栄養・歯科）※電話
相談以外

回

健康教育実施回数 回

平成２８年度

・健康教育の実施
・健康相談の実施（健康づくり、栄養、歯科）
・訪問指導の実施
・健康手帳の交付

・出前健康講座　　　　    15   回　　464　人
・依頼健康教育　　　      1　回　15　人
・その他健康教育　      322  　回　12,166　人
・健康相談（定期・随時等）　  67  回　38　人
・電話相談　　　　　　  　410人
・訪問指導　　実  6  人　　延  8  人
・健康手帳　　新規発行　　  112 冊

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

「自分の健康は自分でつくる」という健康増進の理念に基づき、市民が健康づくりに取り組めるよう支援し、健
康づくりの知識の普及や意識の高揚を図り、健康の保持・増進を図る。

対　象 全市民

根拠法令・関連計画　等 健康増進法、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）、印西市高齢者福祉計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 健康支援事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　成人保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 健康支援事業



１．事業の概要
事業番号 79

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

7,000 679,000 686,000

予算現額 7,000 679,000 686,000

決算額 16,400 522,244 538,644

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 8 8

実績値 8

目標値 14 14

実績値 13

目標値

実績値

目標値 340 340

実績値 349

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も地区健康推進員の得意分野を活かして、『自分や家族の健康に役立てられるこ
と』を軸に、現在の推進員数で活動可能な内容を検討していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

地区健康推進員啓発活
動の市民参加人数

人

指標内容

活動指標

地区健康推進員協力啓
発事業実施回数

回

地区健康推進員主催啓
発事業実施回数

回

平成２８年度

・ヘルスセミナー開催（地区健康推進員養成
講座）
・自主地区、対話活動の推進
・研修会（運動・栄養・休養）の実施
・元気な食卓記事の広報掲載
・親子食育教室
・食育の推進
・介護予防

・ヘルスセミナー開催　2回
・自主グループ活動　7回　　参加市民数延87人
・いんざい広報　「元気な食卓」掲載（12ヶ月）
・活動ＰＲ　産業まつりへの参加
・依頼事業　8事業への協力　市民参加数延223人
・全体研修会6回　参加推進員数延142人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

ヘルスセミナーを開催し健康情報の提供や市民の健康意識を高め、保健センターと協働で市民の健康をサ
ポートする為に様々な事業を企画・運営する活動を支援する。（なお、地区健康推進員という名称での活動は
30年度から変更する予定。）

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 健康増進法、印西市地区健康推進員設置要綱、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地区健康推進員活動事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　成人保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 地区健康推進員活動事業



１．事業の概要
事業番号 80

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

23,000 45,000 273,000 341,000

予算現額 23,000 45,000 273,000 341,000

決算額 22,800 55,500 252,587 330,887

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 30 35 35 35 35

実績値 26

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 1,118

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
ほぼ目標値どおりに実施できた。次年度以降も引き続き、食育推進の実施体制の充実
をはかり、食育推進計画の重点課題の啓発・普及に努め、実践に結び付けていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

食育に関する講話の参
加延人数

人

指標内容

活動指標

食育に関する講話の実
施回数

回

平成２８年度

・食育推進計画の進行管理及び課題の抽出
・食育講座・教室の実施
・就学児健診栄養健康教室
・栄養士調整会の開催
・野菜いっぱい食育レシピの作成・配布
・乳幼児健診・相談事業の実施
・食育に関する講話の実施

・食育推進計画の進行管理及び課題の抽出
・食育推進計画ダイジェスト版の教育等での周知
・食育講演会の実施
・栄養士調整会の継続実施
・野菜いっぱい食育レシピの作成・配布
・乳幼児健診・相談事業の実施
・食育に関する講話の実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

生涯にわたって健全な食生活を実践することができるよう、関係者間の食育活動の連絡調整を実施し、印西
市食育推進計画を推進する。

対　象 全市民

根拠法令・関連計画　等 食育基本法、食育推進基本計画、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 食育推進事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　　成人保健班

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 食育推進事業



１．事業の概要
事業番号 81

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 153,000 0 0 610,000 763,000

予算現額 0 153,000 0 0 610,000 763,000

決算額 0 136,800 0 0 561,500 698,300

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 100 100 100 100 100

実績値 79

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値 85 85 85 85 85

実績値 84.7

目標値 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 794

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、市民が生涯を通して、自分の歯で食事ができることにより健康な身体が保てるよう「８０
２０運動」を推進し、歯科衛生士が出向いての健康教育を通じて口腔衛生の正しい週間を普及さ
せ、歯科疾患予防の充実を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

３歳児健診で虫歯がない
児の割合

％

啓発イベントの来場者数 人

指標内容

活動指標

健康教育実施の回数 回

啓発イベントの実施 回

平成２８年度

・高齢者のよい歯のコンクールの開催
・親と子のよい歯のコンクールの開催
・歯科保健啓発作文、標語の募集
・歯科保健啓発事業（イベント）の実施
・歯科保健専門部会の開催

・高齢者のよい歯のコンクール　１回
・親と子のよい歯のコンクール　１回（上記と同時開催）
・歯科保健啓発作文、標語の募集１回　広報で募集
・歯科保健啓発事業（イベント「歯ミング・カミング・8020」）の実施　１
回・794人来所
・歯科保健専門部会の開催　2回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

市民が生涯を通して、自分の歯で食事ができることにより健康な身体が保てるよう「８０２０運動」を推進し、口
腔衛生の正しい習慣を普及させ、歯科疾患予防の充実を図る。

対　象

①歯みんぐ・カミング・８０２０：市民
②高齢者のよい歯のコンクール：８０歳以上で２０本以上自分の歯がある者
③親と子のよい歯のコンクール：前年度の三歳児健診を受診しむし歯のなかった児とその親
④その他依頼のあった市内の保育園、幼稚園、小・中学校、支援センター、児童館など

根拠法令・関連計画　等 第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）、歯と口腔の健康づくり推進条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－１　生涯いきいきと健やかに暮らすための健康づくりの推進

施策の方向性

生涯いきいきと健やかに暮らすため、市民一人ひとりが自らの健康づくりについて学び、実践できるよう、食
育や歯と口腔を含めた健康教育等により健康づくりの意識啓発に努めます。また、健康の保持・増進や疾病
の予防・早期発見に向けて各種健康診査等を実施するとともに、母子保健対策事業などにより、子どもの健
やかな成長を支援する体制の充実を図っていきます。さらに、市民の生命や健康を脅かす感染症、放射線問
題等の危機管理対策として、拡大防止や適切な情報の提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 歯科保健事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　母子保健斑

款項目及び予算名 ４款　１項　５目　健康づくり推進費

予算事業名 歯科保健事業



１．事業の概要
事業番号 82

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

予算現額 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

決算額 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値

実績値

目標値 3 ↗ ↗ ↗ ↗

実績値 3

目標値 38 ↗ ↗ ↗ ↗

実績値 36

目標値 37 ↗ ↗ ↗ ↗

実績値 37

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、救急医療体制の確保を図っていくとともに、医療機関の連携強化の促進など本市の医
療体制の充実に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市内の病院数 機関

市内の診療所数（医科） 機関

市内の診療所数（歯科） 機関

指標内容

活動指標

小児初期急病診療所の
周知

回

かかりつけ医等の啓発 回

平成２８年度

・かかりつけ医等の推奨
・医療体制の整備
・救急医療機関への財政支援

三次救急医療機関である日本医科大学千葉北総病院等に対し補助
金を交付し三次救急医療体制の強化を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

誰もが必要に応じ、安心して受診できる医療体制を確立するため、医療機関の整備・充実を図る。また、休
日・夜間における救急医療をはじめ、多様な市民ニーズに対応出来るよう、医療機関など、関係機関との連
携体制を構築する。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 医療法、第２次健康いんざい２１（印西市健康増進・食育推進計画）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ２－④－２　市民の健康を支える医療体制の整備・充実

施策の方向性
病気や事故の際に適切に対応や処置が行えるよう、救急医療体制の確保を図っていくとともに、市民一人ひ
とりがかかりつけ医等を持つよう啓発していきます。また、医療施設の誘致や医療機関相互の連携の促進な
どにより医療体制の強化に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域医療推進事業

担当部署名 健康福祉部健康増進課　総務班

款項目及び予算名 ４款　１項　１目　保健衛生総務費

予算事業名 地域医療推進事業



１．事業の概要
事業番号 83

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

7,576,000 7,576,000

予算現額 6,624,000 6,624,000

決算額 6,257,748 6,257,748

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 2 2 2 2 2

実績値 3.2

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
国営かんがい排水事業（印旛沼二期地区）による大規模な揚排水機場、幹線用排水路の整備、
小規模土地改良事業による農業生産基盤の拡充を図ることで市内の優良な農業環境の確保を
図る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

小規模土地改良実施面
積

ha

指標内容

活動指標

会議等での調整 回

平成２８年度

・農業経営基盤整備促進事業（葉崎地区）
・小規模土地改良事業への補助
・国営かんがい排水事業（印旛沼二期地区）
の促進
・干拓第二工区県営担い手育成基盤整備事
業

・小規模土地改良事業補助金　１３件　２，６３５，１９３円
・農業経営基盤整備促進事業（葉崎地区）、国営かんがい排水事業
（印旛沼二期地区）、干拓第二工区県営担い手育成基盤整備事業の
費用について一部を負担している。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和54年度から実施

事業の実施目的
及び概要

担い手（経営体）が効率的かつ意欲的に高生産性農業に取り組めるように、水田の大区画化、排水整備等
の基盤整備を行い、遊休化する農地の防止及び優良農地の確保を図る。

対　象 市内農業者等

根拠法令・関連計画　等
印西市農林振興対策事業補助金交付要綱
国営印旛沼二期土地改良事業に係る負担金に関する協定書

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－１　生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

施策の方向性

持続的な農業を実現するためには、効率的・安定的な農業経営を維持するとともに、高齢化・離農者の増加
による遊休農地の発生等に対処していくことが必要になります。
そのため、生産力の維持向上を目的とした生産基盤や営農技術の充実を図り、効率的な経営を実現するた
めの多様な農業経営体を育成します。また農地の集積・集約化を図るための優良農地の利用集積や遊休農
地の解消等の取り組みなどを進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 土地基盤整備事業の促進

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　５目　農地費

予算事業名 土地基盤整備事業



１．事業の概要
事業番号 84

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

41,000 519,000 560,000

予算現額 41,000 519,000 560,000

決算額 41,070 307,210 348,280

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 55 57 59 61 63

実績値 53

目標値 440 460 480 500 520

実績値 460

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に基づき、農業の担い手の育
成・確保及び農地の有効利用・保全活動を継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

認定農業者数 人

農地流動化面積 ha

指標内容

活動指標

認定農業者の啓発回数 回

平成２８年度

・担い手農家の育成、確保
・農用地の利用集積
・制度資金の実施

・認定農業者に係る農業経営改善計画認定申請書作成会を開催し
た。
・農用地の利用集積を行った。
・制度資金の利子補給を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和55年度から実施

事業の実施目的
及び概要

農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくために、農業経営基盤の強化の促進に関する基本
的な構想に基づき、農業の担い手の育成・確保及び農地の有効利用・保全活動等を一体的に行う。

対　象
担い手となり得る農業者（専業、兼業問わず・営農組織等）
農地の貸し手となり得る農業者（専業、兼業問わず・小規模農家等）

根拠法令・関連計画　等
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（平成26年9月改定）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－１　生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

施策の方向性

　持続的な農業を実現するためには、効率的・安定的な農業経営を維持するとともに、高齢化・離農者の増
加による遊休農地の発生等に対処していくことが必要になります。
　そのため、生産力の維持向上を目的とした生産基盤や営農技術の充実を図り、効率的な経営を実現する
ための多様な農業経営体を育成します。また農地の集積・集約化を図るための優良農地の利用集積や遊休
農地の解消等の取り組みなどを進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 農業経営基盤強化促進事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 農業経営基盤強化促進事業



１．事業の概要
事業番号 85

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 13 14 15 16 17

実績値 12

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も、印西市遊休農地再生対策協議会及び関係機関等との連携のもと農業者の意向や農地
の利用状況等を把握し、意欲ある担い手への優良農地の利用集積を促進するとともに、耕作放
棄地解消事業の周知徹底を図り遊休化した農地の解消や再生のための取組み推進して行く。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 米価の低迷等の影響もあり事業実績が伸びなかった。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった
遊休農地の解消・再生は、喫緊の課題であるため、今後も制度の周知徹底を図り事業
推進する。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 D　目標値を下回る 米価の低迷等の影響もあり事業実績が伸びなかった。

成果指標

耕作放棄地解消面積
（累計）

ha

指標内容

活動指標

耕作放棄地解消事業の
実施

回

平成２８年度

・耕作放棄地再生作業
・耕作放棄地解消に向けた啓発活動
・耕作放棄地再生への支援

・耕作放棄地再生作業の実施に向け、相談業務を行ったが事業実施
には至らなかった。
・耕作放棄地再生に向けた啓発活動を広報により実施した。
・耕作放棄地再生への支援として、相談業務を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

耕作放棄地の活用・解消に向け策定した「耕作放棄地解消計画」に基づき、農業生産にとって重要な基盤で
ある農地を復元する。

対　象 市内の農地

根拠法令・関連計画　等 印西市耕作放棄地解消計画（平成24年3月策定）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－１　生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

施策の方向性

持続的な農業を実現するためには、効率的・安定的な農業経営を維持するとともに、高齢化・離農者の増加
による遊休農地の発生等に対処していくことが必要になります。
そのため、生産力の維持向上を目的とした生産基盤や営農技術の充実を図り、効率的な経営を実現するた
めの多様な農業経営体を育成します。また農地の集積・集約化を図るための優良農地の利用集積や遊休農
地の解消等の取り組みなどを進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 耕作放棄地解消事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 遊休農地解消事業



１．事業の概要
事業番号 86

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

3,200,000 1,382,000 4,582,000

予算現額 3,200,000 1,382,000 4,582,000

決算額 1,750,000 1,232,688 2,982,688

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 11

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 2 2 2 2 2

実績値 8

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の発生を未然に防止するため、引き続き、農地中間
管理事業の促進を図る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

農用地利用配分計画の
面積
（担い手への集積）

ha

指標内容

活動指標

事業制度ＰＲ活動（広
報、ＨＰ、説明会等）

回

平成２８年度

農地中間管理事業の促進
農地集積・集約化対策事業の実施

農地中間管理事業の促進
農地集積・集約化対策事業の実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成26年度から実施

事業の実施目的
及び概要

担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の発生を未然に防止するため、農地中間管理事業による農地
の賃借等を促進し、農地の集団化・経営規模の拡大・新規参入を進めるもの。

対　象 農地の所有者及び農地の担い手

根拠法令・関連計画　等 農地中間管理事業の推進に関する法律

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－１　生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

施策の方向性

持続的な農業を実現するためには、効率的・安定的な農業経営を維持するとともに、高齢化・離農者の増加
による遊休農地の発生等に対処していくことが必要になります。
そのため、生産力の維持向上を目的とした生産基盤や営農技術の充実を図り、効率的な経営を実現するた
めの多様な農業経営体を育成します。また農地の集積・集約化を図るための優良農地の利用集積や遊休農
地の解消等の取り組みなどを進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 農地中間管理事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 農地中間管理事業に要する経費



１．事業の概要
事業番号 87

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

188,000 188,000

予算現額 188,000 188,000

決算額 169,100 169,100

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 50 50 50 50 50

実績値 57

目標値 7 7 7 7 7

実績値 7

目標値

実績値

目標値 0 0 0 0 0

実績値 0

目標値 0 0 0 0 0

実績値 0

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

　伝染病の発生の予防等、市家畜防疫協会を中心に情報提供や予防接種を促
すことで、大きな病気の発生もなく営農を行っている。
　これは、安全・安心な畜産物の提供の他、周辺住民の生活環境の保持にも役
に立っているため、今後も継続して行う。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 臭気に関する苦情もなく、疾病の発生もなかったので安定した営農が行われている。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
伝染性疾病が発生してしまうと、疾病が沈静化するまでに相当な時間と費用がかかる
他、周辺住民の生活不安や市内畜産物への風評被害等、様々な問題が発生するため、
今後も継続した疾病予防対策が必要である。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 畜産農家に対し環境衛生資材の配布を行っていて、ほぼ目標値のとおり。

成果指標

家畜疾病の発生件数 件

臭気の苦情件数 件

指標内容

活動指標

予防接種及び抗体検査
頭数

頭

環境衛生資材配布数 戸

平成２８年度

家畜防疫協会への支援・指導
・牛のアカバネ病予防接種
・鶏のニューカッスル病抗体検査
・鶏舎環境等サルモネラ検査
・臭気対策に関する環境指導
・サイレージ品評会
・いんざい産業まつりへの出店

各種予防接種や検査を行うことにより、安全な畜産経営の推進を図っ
た。また、印西産業まつりを通じて、市民に地元畜産物を提供すること
により、市の畜産振興に寄与した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和４０年代から実施

事業の実施目的
及び概要

家畜防疫協会実施事業への補助を通じて、臭気問題や疾病問題など営農環境面の改善に努めていくと共
に、畜産物の品質向上に努め、地産地消を推進する。

対　象 酪農２戸、養豚３戸、養鶏２戸

根拠法令・関連計画　等 家畜伝染予防法等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－１　生産基盤の整備や担い手の確保による持続的な農業の実現

施策の方向性

持続的な農業を実現するためには、効率的・安定的な農業経営を維持するとともに、高齢化・離農者の増加
による遊休農地の発生等に対処していくことが必要になります。
そのため、生産力の維持向上を目的とした生産基盤や営農技術の充実を図り、効率的な経営を実現するた
めの多様な農業経営体を育成します。また農地の集積・集約化を図るための優良農地の利用集積や遊休農
地の解消等の取り組みなどを進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 家畜防疫事業

担当部署名 環境経済部農政課　農政班

款項目及び予算名 ５款　１項　４目　畜産業費

予算事業名 家畜防疫事業



１．事業の概要
事業番号 88

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

8,250,000 400,000 533,000 9,183,000

予算現額 8,250,000 400,000 535,540 9,185,540

決算額 6,750,000 110,000 471,627 7,331,627

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6 6 6 6 6

実績値 5

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値 8 8 8 8 8

実績値 15

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
　農業後継者や新規就農者の育成や支援に努めるとともに、農業版ハローワー
ク事業等の実施により安定した農業労働力の確保に努める。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

農業研修の受講者数 人

指標内容

活動指標

青年就農者確保・育成
給付金給付対象者数

戸

農業研修の実施 回

平成２８年度

・農業版ハローワーク事業の実施
・市民農業講座の実施
・次世代を担う農業者となることを目指す者
の経営確立を支援

・農業版ハローワーク事業（求人登録者0名）
・市民農業講座（水稲１名＊１４回・露地野菜１０名*８回）
・青年就農給付金（５名・６,７５０,０００円）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２５年度から実施

事業の実施目的
及び概要

安定した農業労働力を確保し、農業経営力の向上を図るため、農業版ハローワーク（求人、求職登録）や農
業講座の実施、農業次世代人材投資資金の交付などにより新規就農を促進する。

対　象 市内の農地

根拠法令・関連計画　等 人・農地プラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－２　地産地消や農業体験など農業を通した地域の振興

施策の方向性
地元農産物の消費を拡大し地産地消につなげていくため、安全・安心で高品質な農産物づくりを推進してい
きます。また、市民の農業に親しむ機会の拡大や地域ぐるみの農村環境の整備などにより農業に関する理
解と関心を高めるとともに、食に関する知識と体験を深め、農業を通しての地域振興を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 新規就農促進事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 新規就農促進事業



１．事業の概要
事業番号 89

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

11,290,000 30,000 15,330,000 26,650,000

予算現額 6,655,000 30,000 16,674,460 23,329,460

決算額 6,847,000 30,600 15,501,171 22,695,271

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000

実績値 32,000

目標値 37 48 53 58 63

実績値 46

目標値

実績値

目標値 500 800 900 1,000 1,100

実績値 587

目標値 400 400 400 400 400

実績値 347

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

数字上イノシシの捕獲頭数は増えているが、成獣の捕獲が難しいため結果として生息数が減少
せず、また生息域も拡大してる。被害農家の理解及び地域の協力体制の構築をはかりながら事
業を拡大し、適切な防除体制を確立するとともに、計画的な個体数減少を見据えた捕獲を行って
いく。また、Ｈ29年度から狩猟免許取得促進事業の補助率を１０分の９に拡大したことにより捕獲
従事者の確保に努めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

委託先である印西猟友会の捕獲意識の高揚に努めるとともに、捕獲員【従事者】を増加
することで、イノシシの捕獲数については前年を上回る結果となった。小型獣については
目標値は割っているものの高い数値と思われる。このまま減少に転じるようさらに努力を
していく。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
今後はさらに住民（地域）を巻き込んだ防除と捕獲を進め、市全体の問題としてさらなる
対策を進めていく必要がある。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る イノシシ被害への関心を高め狩猟免許取得促進事業を活用した従事者の確保に努めた

成果指標

イノシシ捕獲頭数 頭

小型獣（アライグマ・ハク
ビシン・タヌキ）捕獲数

匹

指標内容

活動指標

イノシシ用電気柵設置距
離数

m

駆除従事者数（有資格
者）

人

平成２８年度

イノシシ、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、カ
ラスなど有害鳥獣の計画的な捕獲及び防護
柵の設置等

印西市有害鳥獣被害防止計画【H27-H30】におけるイノシシの捕獲目
標値は達成されている。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、印西市有害鳥獣被害防止対策協議会を中心に、関係機関と
連携を図りながら、計画的な捕獲及び防護柵の設置等を実施する。

対　象 有害鳥獣（イノシシ、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、カラス等鳥類）

根拠法令・関連計画　等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律　　　印西市鳥獣被害防止計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－１　農業生産基盤の充実

施策の方向性
市内農家の効率的かつ安定的な農業経営に資するため、農地の基盤整備や優れた営農技術の導入を促進
していくとともに、意欲的な担い手への優良農地の集積と遊休農地の解消のための取り組みを推進していき
ます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 鳥獣被害対策事業

担当部署名 環境経済部農政課　農政班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 鳥獣被害対策事業



１．事業の概要
事業番号 90

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,016,000 4,016,000

予算現額 3,721,279 3,721,279

決算額 2,548,217 2,548,217

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 55 60 60 60 60

実績値 56

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 300 300 300 300 300

実績値 279

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
　いんざい産業まつり等の実施により、消費者と生産者の交流を図り、地元農産
物の消費を拡大し、地産地消の推進に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

産業まつりアンケート回
収数

枚

指標内容

活動指標

産業まつり参加者団体
等

数

平成２８年度

・産業まつりの開催
・地産地消推進検討委員会による消費拡大
の検討
・農産物の地産地消推進

・平成２８年１１月５日（土）にビックホップ駐車場にて「いんざい産業ま
つり」を開催した。
・印西市地産地消推進検討委員会を開催し、地産地消推進の検討を
行った。
・印西農産物地産地消推進事業補助金を活用し、直売所に補助するこ
とで、地産地消の推進を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

基幹産業である農業の振興及び生産技術の向上を図るため、消費者と生産者の交流を推進し、地元農産物
等の地産地消を推進する。

対　象 生産者及び消費者

根拠法令・関連計画　等 印西市地産地消推進計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－２　地産地消や農業体験など農業と通した地域の振興

施策の方向性
地元農産物の消費を拡大し地産地消につなげていくため、安全・安心で高品質な農産物づくりを推進してい
きます。また、市民の農業に親しむ機会の拡大や地域ぐるみの農村環境の整備などにより農業に関する理
解と関心を高めるとともに、食に関する知識と体験を深め、農業を通しての地域振興を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地産地消推進事業

担当部署名 環境経済部　農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 地産地消推進事業・産業まつりに要する経費



１．事業の概要
事業番号 91

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,409,000 629,000 2,038,000

予算現額 1,409,000 620,000 2,029,000

決算額 1,550,700 138,871 1,689,571

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 18 18 18 18 18

実績値 19

目標値

実績値

目標値 100 100 100 100 100

実績値 99

目標値 60 60 60 60 60

実績値 65

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き市民農園利用の啓発としてホームページや広報で周知を行うとともに、
栽培指導員による栽培指導を行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市民農園利用率
（全290区画）

％

栽培指導相談件数 件

指標内容

活動指標

市民農園利用の啓発回
数

回

現地栽培指導の回数 回

平成２８年度

市民農園の管理・運営 ・広報誌やホームページで市民農園の利用者募集を行った。
・利用者が、作物の栽培に関する疑問等を解決するための現地栽培
指導を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

農業者以外の方に野菜等の栽培を通して農業への理解を深めてもらうことを目的に、市民農園の管理運営
を行う。

対　象 印西市内に住所を有する者

根拠法令・関連計画　等 市民農園整備促進法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－２　地産地消や農業体験など農業を通した地域の振興

施策の方向性
地元農産物の消費を拡大し地産地消につなげていくため、安全・安心で高品質な農産物づくりを推進してい
きます。また、市民の農業に親しむ機会の拡大や地域ぐるみの農村環境の整備などにより農業に関する理
解と関心を高めるとともに、食に関する知識と体験を深め、農業を通しての地域振興を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市民農園振興事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 ふるさと農園振興事業



１．事業の概要
事業番号 92

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

19,332,000 19,332,000

予算現額 19,341,000 19,341,000

決算額 18,624,369 18,624,369

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 30 100

実績値 30

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き（仮称）市民農場の整備を推進していき、市民が農業への理解を深めることができるよ
う、農業に親しむ機会の拡大に努める。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 計画どうり既存建築物の解体・撤去工事を実施した。今後も整備を推進して行く。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

指標内容

活動指標

整備進捗率 ％

平成２８年度

・（仮称）市民農場整備 （仮称）市民農場整備にあたり既存建築物の解体・撤去工事を実施し
た。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

印旛高校跡地を活用する市民農場の整備に要する事業

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等
印旛高校跡地活用基本計画（平成２３年９月）
平成２３年度印旛高校跡地活用基本設計業務委託報告書（平成２４年１１月）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－２　地産地消や農業体験など農業を通した地域の振興

施策の方向性
地元農産物の消費を拡大し地産地消につなげていくため、安全・安心で高品質な農産物づくりを推進してい
きます。また、市民の農業に親しむ機会の拡大や地域ぐるみの農村環境の整備などにより農業に関する理
解と関心を高めるとともに、食に関する知識と体験を深め、農業を通しての地域振興を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 （仮称）市民農場整備事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 （仮称）市民農場整備事業



１．事業の概要
事業番号 93

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

14,303,000 18,887,000 33,190,000

予算現額 13,264,000 18,196,721 31,460,721

決算額 13,265,198 18,195,332 31,460,530

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 7 10 10 10 10

実績値 7

目標値 7 10 10 10 10

実績値 7

目標値

実績値

目標値 7 10 10 10 10

実績値 7

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
多面的機能支払交付金及び環境保全型農業の規模の拡大を図り、農地、農村の環境整備を図
るとともに、地元農産物の地産地消を推進するなど、地域農業の振興を図っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

多面的機能支払い交付
金の活動組織数（累計）

数

多面的機能支払い交付
金の実践活動実施割合

％

指標内容

活動指標

多面的機能支払い交付
金の推進事業

回

多面的機能支払い交付
金の活動確認事務

回

平成２８年度

・農地、農業用施設、景観形成等の保全活
動の支援
・環境保全型農業の支援

・市内の多面的機能支払交付金の活動組織である発作カワセミ会、中
ノ口ホタル会、将監環境保全会、笠神地区環境保全会、酒直ト杭環境
保全会、埜原開拓組合地域資源保全会、印旛沼北部地域資源保全会
の７組織に対して交付金を交付し、活動に対して指導や成果の確認を
行った。
・環境保全型農業に取り組む１団体に補助金の交付を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

農村環境の高齢化、混住化等に伴う集落機能の低下により、農地及び施設の適切な保全・管理が困難と
なってきている。そこで、農業者だけでなく地域住民や都市住民も含めた多様な参画を得て資源の適切な保
全管理を行う。

対　象 市と協定を結んだ活動区域

根拠法令・関連計画　等

多面的機能支払交付金実施要綱
（平成２６年４月１日２５農振第２２５４号農林水産事務次官依命通知）
環境保全型農業直接支援対策実施要綱
（平成２６年４月１日２５生産第３４１７号農林水産事務次官依命通知）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－①－２　地産地消や農業体験など農業を通した地域の振興

施策の方向性
地元農産物の消費を拡大し地産地消につなげていくため、安全・安心で高品質な農産物づくりを推進してい
きます。また、市民の農業に親しむ機会の拡大や地域ぐるみの農村環境の整備などにより農業に関する理
解と関心を高めるとともに、食に関する知識と体験を深め、農業を通しての地域振興を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 多面的機能・環境保全向上対策事業

担当部署名 環境経済部農政課　振興班

款項目及び予算名 ５款　１項　３目　農業振興費

予算事業名 農地・水・農村環境保全向上対策事業



１．事業の概要
事業番号 94

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

175,919,000 175,919,000

予算現額 175,919,000 175,919,000

決算額 175,884,100 175,884,100

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 10 10 10 10 10

実績値 13

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 80 95 100 100 100

実績値 90

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
未処分地があることから、東京、成田空港を結ぶ交通軸上に位置するといった立地優位性や強
固な地盤、企業需要に対応できる区画面積の確保などの強みを活かし、企業立地の促進を図
る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

NT業務用施設用地の活
用率

％

指標内容

活動指標

企業誘致PR活動 回

平成２８年度

・企業誘致に関する情報収集及びＰＲ活動
の実施
・立地企業へ奨励金の交付

・千葉ＮＴ業務施設用地現地説明会への参加等
・千葉ＮＴ区域で１２件（６５．８ｈａ）が契約を締結
・立地奨励金の交付３社

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１５年度から実施

事業の実施目的
及び概要

ニュータウン事業者や千葉県等関係機関と協力しながら優良な企業を誘致するため、企業の立地条件の整
備や企業立地奨励金の交付などを行い、PR活動を展開する。
また、関係機関と連携し、成田地域との連絡性を踏まえた空港関連施設など、ニュータウン区域の業務施設
用地等への立地を促進する。

対　象 企業

根拠法令・関連計画　等 印西市企業誘致基本方針（平成２０年１１月）、印西市企業立地促進条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－②－１　立地の優位性を活かした企業誘致・雇用確保の促進

施策の方向性

近年は長期に渡り低迷した経済状況が回復つつあり、さらに2020年のオリンピック・パラリンピックの開催も
見据え、各産業分野における新たな投資等の動きが現れてきているとともに、今後の外国人観光客の増加も
見込まれます。また「まち・ひと・しごと」の地方創生の観点から、地域の特性を活かした雇用の創出が求めら
れているところです。
この動向を受けて、東京・成田国際空港を結ぶ交通軸上に位置するといった立地優位性や強固な地盤、企
業の需要に対応できる十分な区画面積の確保などの強みを活かしながら、千葉ニュータウン区域等を中心
に積極的な企業誘致活動を展開していきます。さらに、市民が安定的に就業できるよう、県や就労支援に携
わる関係機関と十分に連携し、就労促進を図っていきます。
これらの取り組みにより、雇用の場を確保するとともに税収の確保や若者の定住による活力あるまちづくりに
つなげていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 企業誘致推進事業

担当部署名 環境経済部経済政策課　経済政策班

款項目及び予算名 ６款　１項　２目　商工振興費

予算事業名 企業誘致推進事業



１．事業の概要
事業番号 95

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

998,000 998,000

予算現額 998,000 998,000

決算額 786,769 786,769

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 52 52 52 52 52

実績値 52

目標値 5 5 5 5 5

実績値 8

目標値

実績値

目標値 400 480 500 520 540

実績値 469

目標値 100 100 100 100 100

実績値 155

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
求人情報の提供をするとともに、県・近隣自治体及び関係機関と連携しセミナー等を開催して就
労の促進を図る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

就労支援サイト登録事
業者数

事業所

セミナー等参加者数 人

指標内容

活動指標

求人情報更新回数 回

セミナー等開催回数 回

平成２８年度

・近隣ハローワークと連携した雇用情報提供
等
・各機関と連携したセミナー等の就労支援
・市独自の就労支援サイトの運営

・ハローワーク成田、松戸、船橋の求人情報を提供
・市就労支援サイト「いんざいお仕事探しナビ」の運営、事業者登録数
４６９社
・就労支援セミナー８回開催

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

経済社会環境、雇用環境の変化に伴った雇用に関する情報の提供を行うため、近隣ハローワークとともに、
求職者に対し事業所の求人情報の提供を行うとともに、ジョブカフェちばなど、就職活動を支援する各機関と
連携を図り、雇用機会の促進や就労支援を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－②－１　立地の優位性を活かした企業誘致・雇用確保の促進

施策の方向性

近年は長期に渡り低迷した経済状況が回復しつつあり、さらに2020年のオリンピック・パラリンピックの開催も
見据え、各産業分野における新たな投資等の動きが現れてきているとともに、今後の外国人観光客の増加も
見込まれます。また「まち・ひと・しごと」の地方創生の観点から、地域の特性を活かした雇用の創出が求めら
れているところです。
この動向を受けて、東京・成田国際空港を結ぶ交通軸上に位置するといった立地優位性や強固な地盤、企
業の需要に対応できる十分な区画面積の確保などの強みを活かしながら、千葉ニュータウン区域等を中心
に積極的な企業誘致活動を展開していきます。さらに、市民が安定的に就業できるよう、県や就労支援に携
わる関係機関と十分に連携し、就労促進を図っていきます。
これらの取り組みにより、雇用の場を確保するとともに税収の確保や若者の定住による活力あるまちづくりに
つなげていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 就労支援事業の充実

担当部署名 環境経済部経済政策課　経済政策班

款項目及び予算名 ６款　１項　２目　商工振興費

予算事業名 商工振興対策事業



１．事業の概要
事業番号 96

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

25,000,000 16,857,000 41,857,000

予算現額 25,000,000 16,668,000 41,668,000

決算額 25,000,000 15,492,663 40,492,663

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

実績値 1,555

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値

実績値

目標値 53 54 55 56 57

実績値 52.3

目標値 100 100 100 100 100

実績値 40

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

商工会経営指導員による巡回指導や中小企業への融資制度の継続を図るとともに、商工会と連
携を密にし商工業の振興を図る。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る
創業塾の受講者が定員の半分以下となってしまったため目標値を下回る結果となった。
今後、商工会と連携しながら創業塾のＰＲに努めていく。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

商工会組織率 ％

創業セミナー参加者数 人

指標内容

活動指標

経営指導回数 回

創業セミナー開催数 回

平成２８年度

・中小企業への融資及び利子補給
・巡回指導や経営診断、研修会など、商工
会事業への補助

・新規融資件数７件（融資額５０，０００千円）、利子補給件数５２件（利
子補給額３，３４２，６６３円）
・商工会事業へ補助金の交付
・商工会経営指導員による相談及び指導１，５５５回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成18年度から実施

事業の実施目的
及び概要

商工会が行う商工業者支援や地域振興事業を支援するとともに、地域特性を活用するための事業を推進
し、地域商業等の活性化を促進する。また、中小企業経営基盤の安定強化や、魅力ある商店街を形成する
ため、商店街の組織化や商業環境改善に向けた取り組みに対し、関係機関と連携しながら支援をする。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市中小企業資金融資条例、印西市商工業振興事業補助金交付要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－②－２　地域の生活を支える商工業の活性化

施策の方向性

時代に即した経営手法の研究や人材育成、魅力ある商工業環境の整備、オリンピック・パラリンピックの開催
に伴い増加が見込まれる成田国際空港を利用する外国人観光客の誘致などを進め、市内商工業や地域の
活性化を図っていきます。また、既存個人事業主の経営安定化や様々な市民が創意・工夫のもと新たにビジ
ネスを興せるよう、起業・新分野への進出を支援していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 商工業の活性化事業

担当部署名 環境経済部経済政策課　経済政策班

款項目及び予算名 ６款　１項　２目　商工振興費

予算事業名 中小企業資金融資事業・商工振興対策事業



１．事業の概要
事業番号 97

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

6,588,000 6,588,000

予算現額 4,915,989 4,915,989

決算額 4,915,989 4,915,989

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 100

実績値 100

目標値 100

実績値 100

目標値 2 2 2 2 2

実績値 0

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
担い手育成事業、懇話会の運営方法等については今後見直しを図る必要がある。
都市再生整備計画については平成２７年度をもって事業完了。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった
担い手育成事業については計画を下回ってはいるものの都市再生整備計画は予定通り
事業完了となった。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 D　目標値を下回る 懇話会・研修会の運営方法を見直していたため、開催には至らなかった。

成果指標

都市再生整備計画（木
下駅周辺地区）の進捗
率

％

都市再生整備計画（小
林・牧の原地区）の進捗
率

％

市民等主催イベントの開
催回数

回数

指標内容

活動指標

担い手育成事業（懇話
会・研修会の実施）

回数

平成２８年度

・担い手育成事業（懇話会、研修会の実施）
・事業効果分析調査の実施
・都市再生整備計画の事後評価の公表
・印旛高校跡地活用事業の総合調整

・事業効果分析調査の実施
・都市再生整備計画の事後評価の公表

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

 木下駅周辺地区においては中心市街地活性化基本計画及び印旛高校跡地活用基本計画に基づき、また、
小林駅周辺地区においては小林地区活性化計画に基づき、それぞれの駅圏ごとの地域特性を活かした市
街地形成や地域の活性化を推進するため、市民主体のまちづくり活動の支援を目的とした研修会、講演会を
実施する。

対　象 市民全般

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン、印西市中心市街地活性化基本計画、小林地区活性化計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
３－②－２　地域の生活を支える商工業の活性化
５－①－２　生活の利便性を高める拠点的な機能の強化

施策の方向性

３－②－２
時代に即した経営手法の研究や人材育成、魅力ある商工業環境の整備、オリンピック・パラリンピックの開催
に伴い増加が見込まれる成田国際空港を利用する外国人観光客の誘致などを進め、市内商工業や地域の
活性化を図っていきます。また、既存個人事業主の経営安定化や様々な市民が創意・工夫のもと新たにビジ
ネスを興せるよう、起業・新分野への進出を支援していきます。
５－①－２
JR成田線の市内２駅（木下駅、小林駅）周辺の既成市街地においては、日常生活の利便性を高める拠点の
形成を目指し、都市機能の強化や拠点間を結ぶ連携軸の強化等を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域活性化の推進

担当部署名 企画財政部ふるさとづくり推進課　ふるさとづくり推進班

款項目及び予算名 ２款　１項　７目　まちづくり推進事業費　

予算事業名 地域活性化の推進に要する経費　



１．事業の概要
事業番号 98

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

9,000,000 9,000,000

予算現額 9,000,000 9,000,000

決算額 8,280,000 8,280,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 3

実績値 2

目標値 6 6

実績値 6

目標値

実績値

目標値 4 4

実績値 3

目標値 400 450

実績値 421

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

５　終了
産学官連携等促進事業の代替え事業として、今後、商工会による創業セミナー関連事業の拡充
を図っていくことにより、起業や創業に関するニーズに支障をきたすことがないよう対応を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

イノベーションセンター入
居者数（全４室）

者

産学官交流会参加者及
びセミナー等参加者数

人

指標内容

活動指標

産学官交流会開催数 回

セミナー等開催回数 回

平成２８年度

・ＴＤＵいんざいイノベーション推進センター
の運営支援
・産学官連携による「交流会」の開催及び
「研究会」への支援
・産学官連携促進事業の検討（東京電機大
学キャンパス移転に伴う）

・ＴＤＵいんざいイノベーション推進センター事業へ補助金の交付
・産学連携オフィス３社入居
・産学官交流事業、市民対象講座開催事業等の実施
・印西市、商工会との連携事業の実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

ＴＤＵいんざいイノベーション推進センター（東京電機大学内）の運営や「交流会」「研究会」への支援、講座や
セミナーの開催など、企業・大学等との連携のもと、起業や事業化を支援し、地元に根付く企業の育成や新ビ
ジネスの創出を図る。

対　象 企業・起業者・市民

根拠法令・関連計画　等 印西市産学官連携等促進事業補助金交付要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ３－②－２　地域の生活を支える商工業の活性化

施策の方向性

時代に即した経営手法の研究や人材育成、魅力ある商工業環境の整備、オリンピック・パラリンピックの開催
に伴い増加が見込まれる成田国際空港を利用する外国人観光客の誘致などを進め、市内商工業や地域の
活性化を図っていきます。また、既存個人事業主の経営安定化や様々な市民が創意・工夫のもと新たにビジ
ネスを興せるよう、起業・新分野への進出を支援していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 経済活性化推進事業

担当部署名 環境経済部　経済政策課　経済政策班

款項目及び予算名 ６款　１項　２目　商工振興費

予算事業名 経済活性化推進事業



１．事業の概要
事業番号 99

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

44,407,000 44,407,000

予算現額 53,086,000 53,086,000

決算額 35,548,435 35,548,435

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 11 11 12 12 12

実績値 15

成果指標 目標値 1,100,000 1,100,000 1,200,000 1,500,000 1,630,000

実績値 1,002,451

目標値 96 100 105 110 115

実績値 101

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後とも印西市の積極的なPR、情報発信に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

いんザイ君着ぐるみ貸し
出し実績/年

回

平成２８年度

・観光資源の環境整備・維持
・観光パンフレットの配布及びＨＰによる情
報発信
・地場産品振興に対する支援
・マスコットキャラクター「いんザイ君」の活用
・きおろし水辺の広場の維持管理
・市制施行２０周年記念事業（花火大会・い
んザイ君ぬいぐるみ販売）

・観光資源の環境整備・維持
・観光パンフレットの配布及びＨＰによる情報発信
・地場産品振興に対する支援
・マスコットキャラクター「いんザイ君」の活用
・きおろし水辺の広場の維持管理
・市制施行２０周年記念事業（花火大会・いんザイ君ぬいぐるみ
販売）

指標内容

各種イベントにおける
「いんザイ君」等でのＰＲ
回数

回

観光入込客数 人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市観光振興事業補助金交付要綱、印西市きおろし水辺の広場の設置及び管理に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

観光に関するパンフレットやホームページを活用し、郷土芸能、祭り、イベント等の情報を提供する。また、新
たな地元産品創出に対する支援や印西市マスコットキャラクター「いんザイ君」の活用を図ることにより、特色
ある地域資源を活かした観光事業の振興を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名
３－②－２　地域の生活を支える商工業の活性化
３－③－１　印西の魅力発信の体制強化
３－③－２　地域に存在する観光資源の活用・向上

施策の方向性

３－②－２　地域の生活を支える商工業の活性化
時代に即した経営手法の研究や人材育成、魅力ある商工業環境の整備、オリンピック・パラリンピックの開催
に伴い増加が見込まれる成田国際空港を利用する外国人観光客の誘致などを進め、市内商工業や地域の
活性化を図っていきます。また、既存個人事業主の経営安定化や様々な市民が創意・工夫のもと新たにビジ
ネスを興せるよう、起業・新分野への進出を支援していきます。
３－③－１　印西の魅力発信の体制強化
２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催や国際観光需要の増加・地方創生の取り組みといった背景から、
市観光協会など市の観光を推進していく体制の強化・充実を図っていくとともに、積極的な市内観光情報の
発信により、より多くの観光客等の誘客につなげていきます。
３－③－２　地域に存在する観光資源の活用・向上
本市が持つ自然、田園風景、歴史、伝統文化など各地域に存在する観光資源を再評価し、その魅力をいっ
そう高めて活用していくとともに、潜在している観光資源の発掘や創出、また、観光資源のネットワーク化を図
り、地域振興につなげていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 観光振興事業

担当部署名 環境経済部経済政策課　地域資源振興班

款項目及び予算名 ６款　１項　２目　商工振興費

予算事業名 観光振興対策事業　



１．事業の概要
事業番号 100

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,646,000 1,646,000

予算現額 1,646,000 1,646,000

決算額 1,565,229 1,565,229

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 10 10 10 10 10

実績値 4

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

成果指標 目標値 10 10 10 10 10

実績値 4

目標値 21 20 20 20 20

実績値 21

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 子ども達の健やかな成長を目指して，事業を継続していく。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る

特色ある教育活動実践
校の指定校数

校

小学校駅伝競走大会の
参加校

校

平成２８年度

・特色ある教育活動推進事業の実施
・小学校駅伝競走大会の開催

・市内４小学校を外国語教育推進校として研究指定し、日本人英語
コーディネーター配置することにより、英語教育の充実を図ることがで
きた。
・小学校駅伝競走大会では、小学校２１校、合計６６チーム、児童３３０
名（男子３５チーム１７５名、女子３１チーム１５５名）の参加をもって、開
催することができた。

指標内容

特色ある教育活動実践
校の指定校数

校

小学校駅伝競走大会の
開催数

回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

対　象 各小中学校

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

印西教育のさらなる特色を打ち出しながら、子供達の健やかな成長を目指し、各事業を展開する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 きらり輝く印西の子供育成事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名
きらり輝く印西の子供育成事業
（子供の学び支援事業・特色ある教育活動推進事業・小学校駅伝競
走大会）



１．事業の概要
事業番号 101

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

27,006,200 27,006,200

予算現額 27,006,200 27,006,200

決算額 23,793,689 23,793,689

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 15 15 15 15 15

実績値 11

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 80 80 80 80 80

実績値 75

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 貸し出し冊数や読書を好む児童・生徒は増加しており、成果が上がっている。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る 配置人数が目標を下回ったため

貸し出し冊数の増加率
（前年度と比較して）

％

読書を好む児童・生徒の
割合

％

平成２８年度

市内全小中学校へ司書を配置（２～３校兼
務）
・図書室の環境整備
・読書指導
・学習支援等
・学校間貸出

市内中学校6校と小学校5校を拠点校として11名の司書を配置し、他の
小中学校へも週１～２回ずつ派遣した。図書館担当教員との連携によ
り、図書室の環境整備・読書指導・学習支援等の業務を行い、図書館
利用率の向上や貸出数の増加、市立図書館からの団体貸出数の増
加など、児童生徒の読書活動の充実が図られた。また、学校図書館シ
ステムによる蔵書の管理や検索，学校間貸出等を行うことにより、読
書活動の充実や学習での図書の活用が図られている。

指標内容

司書の配置人数 　人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１９年度から実施

対　象 市内小中学生

根拠法令・関連計画　等 印西市子ども読書推進計画（平成２０年度より）　印西市子ども読書推進計画（第２次）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

専門的な知識をもった学校図書館司書の配置、学校図書館の蔵書のデータベース化を行うことにより、生徒
が使いやすく読書意欲を喚起する環境整備、円滑な貸出・返却作業、効率的な図書検索、生徒個々への読
書相談等の充実を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 読書活動推進事業

担当部署名 教育部指導課　教育センター

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名
非常勤職員に要する経費（学校図書館司書）、教育情報収集・活用
事業（学校用図書館システム）



１．事業の概要
事業番号 102

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 18,486,000 25,506,000 43,992,000

予算現額 0 0 0 17,553,000 25,735,000 43,288,000

決算額 0 0 0 17,461,328 23,419,847 40,881,175

３．指標及び実績値

単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 9 9 9 9 9

実績値 8

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 16 13 13 13 13

実績値 21

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引続き幼稚園事業の管理運営上必要となる施設・設備・備品等の整備をすると
ともに、研修会への参加により職員の指導力の向上を図っていく。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

幼稚園教員の研修参加
者数

人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

指標内容

幼稚園教員の研修参加
要請

回

平成２８年度
・家庭との連携による幼児教育の充実
・大森、  瀬戸、 もとの幼稚園の管理運営

幼稚園事業の管理運営上必要となる施設・設備・備品等の整
備をするとともに、研修会への参加により職員の指導力の向上
を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

  人間形成の基礎が培われる極めて重要な幼児期に、幼稚園において、幼児一人ひとりの望ましい発達を
促すため、家庭と十分な連携をし、幼児教育の充実を図る。

対　象 市内に住所を有する３歳児、４歳児及び５歳児

根拠法令・関連計画　等
教育基本法　学校教育法　印西市立幼稚園設置条例、印西市立幼稚園管理規則、印西市教育振興基本計
画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 幼児教育の充実

担当部署名 教育部学務課　学務班

款項目及び予算名 ９款　４項　１目　幼稚園費

予算事業名 幼稚園管理運営に要する経費、幼稚園施設管理に要する経費



１．事業の概要
事業番号 103

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

52,324,000 135,969,000 188,293,000

予算現額 39,497,000 148,796,000 188,293,000

決算額 47,052,000 137,606,000 184,658,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156

実績値 1,576

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156

実績値 1,165

目標値 1,156 1,156 1,156 1,156 1,156

実績値 1,545

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 就園奨励事業

担当部署名 健康福祉部保育課　管理班

款項目及び予算名 ９款　４項　１目　就園奨励事業費

予算事業名 就園奨励事業（国庫）・私立幼稚園園児保護者補助事業

事業の実施目的
及び概要

私立幼稚園に在籍している園児の保護者の、経済的負担の軽減を図るとともに、幼児教育の振興に資する
ため補助金を交付する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

対　象 私立幼稚園に就園している満３・３・４・５歳児の園児の保護者

根拠法令・関連計画　等 印西市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱、印西市私立幼稚園園児保護者補助金交付要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

平成２８年度

・就園奨励費(国庫)の援助（所得に応じ保育
料を減免した、施設型給付を受けない幼稚
園の設置者に交付）
・就園奨励費(市単)の援助(6か月以上在住・
在園した園児の保護者に一律に交付)

印西市に在住している児童が在園している私立幼稚園の設置者に対
し、補助金を交付することにより保護者の経済的負担を軽減し、幼稚
園への就園を奨励し、幼稚園教育の推進を図ることができた。

指標内容

保育料減免調書の配付
（国庫・市単）

人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５９年度から実施

各幼稚園へ補助金交
付、幼稚園より保護者へ
補助金を配分（国庫）

人

各幼稚園へ補助金交
付、幼稚園より保護者へ
補助金を配分（市単）

人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も計画的に補助を行っていく。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 104

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

12,994,000 12,994,000

予算現額 12,994,000 12,994,000

決算額 11,510,491 11,510,491

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 600 600 600 600 600

実績値 581

目標値 30 29 29 29 29

実績値 30

目標値

実績値

成果指標 目標値 100

実績値 97

目標値 30 29 29 29 29

実績値 30

目標値 30 29 29 29 29

実績値 30

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 各種の新たな教育課題に対する具体的な方針及び対策にも着手し，改善させていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

指導主事等要請訪問数 ％

外部人材の活用校数 校

校内研修会実施校数 校

平成２８年度

・学力向上　・健康体育向上
・特色ある学校づくりの推進

指導主事を積極的に派遣し，教員に対しての授業改善及び指導力向
上のために指導にあたった。また，特色ある学校づくりを推進するた
め，推進校の研究指定を行った。その結果，児童生徒の学力・社会性
の向上を図ることができた。

指標内容

指導主事等要請訪問数 回

外部人材の活用校数 校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象 各小・中学校

根拠法令・関連計画　等 平成24年度印西の教育施策、印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

児童生徒の学力・体力・社会性の育成及び生き方に関する自覚を高めるため、学校ごとに学習テーマを設定
し、きめ細かな指導やさまざまな体験活動の導入、外部人材の活用を図るなど、独自のカリキュラムを作成
し、実践研究を推進する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学習指導の充実

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　２・３項　２目　教育振興費

予算事業名 学習指導の充実



１．事業の概要
事業番号 105

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

8,127,000 52,626,000 60,753,000

予算現額 7,293,000 52,626,000 59,919,000

決算額 7,293,748 51,813,866 59,107,614

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125

実績値 1,077

目標値 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190

実績値 1,122

目標値 33 22 22 22 22

実績値 30

成果指標 目標値 10,510 10,510 10,510 10,510 10,510

実績値 10,003

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

ほぼ目標値どおりで事業が行われている。今後，規模が大きくなる学校が増えてくることを考える
と，外国語指導助手（ALT）の数を増やす必要がある。また，小学校外国語活動の中学年への導
入及び高学年の英語教科化に向け、外国語指導助手及び日本人の英語教育コーディネーター
の増員等により，国際理解教育の一層の充実やコミュニケーション能力の向上が図られる必要
がある。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

授業総時数 時間

（市立）幼稚園への派遣
日数

日

平成２８年度

・外国語指導助手の配置
・「イングリッシュ・トレセン」（英語キャンプ）
・英語教育コーディネーター派遣
・市制施行２０周年中学生海外派遣研修

１１名の外国語指導助手を各中学校区に１名（２名は小学校のみ）ず
つ派遣し、国際理解教育の推進及び児童生徒のコミュニケーション能
力の向上を図ることができた。また幼稚園にも月１回派遣し、交流を
図った。外国語指導助手を活用したイングリッシュ・トレセンを実施し，
コミュニケーション能力の育成に大きくつながった。研究指定校４小学
校に派遣したコーディネーターを活用しての児童及び教員のコミュニ
ケーション力の向上に成果があった。

指標内容

小学校への派遣日数 日

中学校への派遣日数 日

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１５年度から実施

対　象 市内幼稚園児、小学校児童、中学校生徒

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

自国のみならず他国の文化や伝統の理解を深め、国際社会で求められる資質やコミュニケーション能力を養
うため、外国語指導助手や日本人英語コーディネーターの活用、小中学生の英語キャンプの実施等、国際理
解教育、英語教育の充実を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名
４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進、
４－④－２　グローバル化に対応した多文化共生社会づくりの推進

施策の方向性

４－④－１
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。
４－④－２
本市では市内に居住・定住する外国人も増加しており、社会のグローバル化がますます進む中、今後とも一
層、異なる文化を持つ人々との共生を図ることが求められます。そのため、すべての市民が多様な文化や価
値観を受け入れ、互いに理解し合いながら、国籍や文化の違いを越え、安心して暮らしていけるまちづくりを
進めていくとともに、国際理解の推進などにより多文化共生意識を醸成していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 国際理解教育推進事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名 国際理解教育推進事業



１．事業の概要
事業番号 106

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

634,000 634,000

予算現額 634,000 634,000

決算額 569,849 569,849

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 30 30 30 30 30

実績値 28

目標値 40 40 40 40 40

実績値 41

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 93

目標値 100 100 100 100 100

実績値 103

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
共生社会に向けた多様な学びの場の推進により、学級を問わず個別の支援が必要な児童生徒
が在籍している。そのことからも、柔軟に対応できるように平成２９年度より、学習指導員、介助員
と名称を改め、よりきめ細かな指導や支援をめざしている。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

通常学級指導員の配置
比率

％

介助員の配置比率 ％

平成２８年度

・通常学級指導員及び特別支援学級介助員
を必要に応じて配置

・通常学級指導員及び特別支援学級介助員を必要に応じて配置した
ことにより、本務職員と連携して個々のニーズに応じたきめ細かな教
育的支援を行うことができた。

指標内容

通常学級指導員の配置
人数

人

介助員の配置人数 人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象
市内小中学校の通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要としている児童・生徒及び特別支援学級に在
籍する児童・生徒

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

市内小中学校の通常学級に在籍している特別な教育的支援を必要としている児童生徒及び特別支援学級
に在籍している心身に障がいをもった児童生徒について、個々のニーズに応じたきめ細かな教育的支援を行
うために、通常学級指導員と特別支援学級介助員を配置する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 特別支援教育事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名 特別支援教育事業



１．事業の概要
事業番号 107

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

141,000 141,000

予算現額 141,000 141,000

決算額 133,595 133,595

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 9 9 9 9 9

実績値 9

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
地域の教育力を活用した中学生(２年生）の社会体験活動を広く普及するため、市内中学校を対
象とした社会体験活動を実施する。職場体験活動等は地域の産業やそこに働く人々の素晴らし
さや大切さを発見する場合も多く、そのことが地元に対する愛着や誇りを持つことにつながる。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

参加率 ％

平成２８年度

「印西市生き活き体験」の実施（全中学校２
年）

実際に仕事をしている人と接し、また自分自身も体験することで働くこ
との意義や意欲を育むことができた。また体験をする中で自己の個性
や適性を把握し自己理解を深め、自身の進路の考えを深めることがで
きた。

指標内容

実施中学校 校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

対　象 市内小中学校

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

職場体験学習を実施し、地域の教育力を積極的に活用し、人との関わりや交流を通して生きる力を育てる。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 職場体験学習の推進

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　３項　２目　教育振興費

予算事業名 職場体験事業



１．事業の概要
事業番号 108

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,781,000 4,781,000

予算現額 4,781,000 4,781,000

決算額 4,040,410 4,040,410

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 30 29 29 29 29

実績値 30

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

実績値 2,640

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も計画どおり実施する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

芸術文化体験参加数 人

平成２８年度

芸術文化体験事業の実施
・さわやかハートフルコンサート
・小学校芸術鑑賞（６年生）

市内の全小中学校で、情操教育の一環として芸術文化の体験
学習を実施した。

指標内容

芸術文化体験実施校 校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１５年度から実施

対　象 市内小中学校

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

多くの人との関わりを通して、豊かな心を育成するとともに、芸術文化を体験する学習を通して豊かな情操を
養います。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 芸術文化体験事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名 小中学校芸術文化体験事業



１．事業の概要
事業番号 109

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

198,000 198,000

予算現額 198,000 198,000

決算額 179,805 179,805

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 200 200 200 200 200

実績値 194

目標値 11 11 11 11 11

実績値 11

目標値

実績値

成果指標 目標値 50 50 50 50 50

実績値 41

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） ･現行どおり継続して実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

在籍校復帰率（部分復
帰含む）

％

平成２８年度

・不登校児童生徒に対する学習支援
・少人数へでの体験活動支援
・児童生徒及び保護者に対する教育相談

○適応指導教室に平成２８年度通室した児童生徒は１７名（小
学生４名，中学生１３名）いた。年度内に７名の児童生徒が学
校へ復帰(部分復帰も含む）することができた。
○月１回開催している保護者会「緑のまきばであったまる会」で
は，毎回１～３名程の不登校の子を持つ保護者が参加し，思い
を語り合うことができた。

指標内容

適応指導教室の開設日
数

日

保護者会の開催 回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

対　象 各小・中学校

根拠法令・関連計画　等 平成26年度印西の教育施策

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

様々な理由で学校に行きたくとも行けない状態にある市内の不登校児童生徒に対して、適応指導教室（教育
センター）において、学習の支援や体験活動を行い、当該学校や社会への復帰及び進路に向けての支援を
行う。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 適応指導教室事業

担当部署名 教育部指導課　教育センター

款項目及び予算名 ９款　１項　４目　教育センター費

予算事業名 適応指導教室事業



１．事業の概要
事業番号 110

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

333,000 333,000

予算現額 333,000 333,000

決算額 288,717 288,717

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 240 240 240 240 240

実績値 244

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 150 150 150 150 150

実績値 154

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） ・事業の計画がほぼ目標値どおりであるので、継続して取り組んでいきたい。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

相談件数 件

平成２８年度

・電話相談の実施
（常時１名配置）
・適応指導教室への支援
・福祉関係の行政機関との連携

　面談件数は８８件，電話相談件数は６６件あり、そのうち「子
ども相談室」は１１件であった。教育相談員とセンター指導主事
が対応しており、来談する方にとって安心感のある場となって
いる。学校心理士である相談員は、学校からの依頼が多く、学
校訪問や面談を実施してきた。

指標内容

相談開設日数 日

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成５年度から実施

対　象 一般市民　（教育に関する悩みを持った，保護者・家族・児童生徒）

根拠法令・関連計画　等 印西市教育センターの設置及び管理に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

教育に関する保護者・児童・生徒・教職員の様々な悩みに応えるため、教育センターにおいて電話・面談相談
を実施し、問題の解決を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 教育相談事業

担当部署名 教育部指導課  教育センター

款項目及び予算名 ９款　１項　４目　教育センター費

予算事業名 教育相談事業



１．事業の概要
事業番号 111

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

144,000 144,000

予算現額 144,000 144,000

決算額 144,000 144,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 10 10 10 10 10

実績値 18

目標値

実績値

成果指標 目標値 82 84 86 88 90

実績値 83

目標値 50 50 50 50 50

実績値 83

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

学校が問題に対して迅速かつ適切な対応をする上で成果があるため。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

関わった学校アンケート
でのプラス評価

％

事例改善率（事後調査
の結果）

％

平成２８年度

・いじめ防止対策の支援
・不登校対策の支援
・児童虐待防止対策の支援
・保護者等対応の支援
・教育相談・適応指導に関わる支援
・教職員等の教育実践上の相談への対応
・教育センター事業への支援

 ・いじめ防止対策委員会への出席
 ・学校訪問および来所による管理職への相談支援
 　（教育実践上の相談、保護者等対応　等）
 ・教育相談・適応指導に関わる支援
　（不登校対策、適応指導教室の運営　等）
 ・教育センター事業への支援
　（印西漢字マスター・ILMの成績処理　等）

指標内容

勤務日一日当たりの対
応事例数

件

一人当たりの年間の対
応学校数

校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成27年度から実施

対　象 印西市内各小・中学校及び学校職員

根拠法令・関連計画　等 印西市教育委員会行政組織規則(昭和４１年教育委員会規則第１号)第２５条

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

　学校教育法の改正や、学校安全計画作成等を義務付けた学校保健安全法の改正、また児童虐待防止法
や食育基本法の改正が行われ、推進すべき教育課題が山積しており、教育の内容は多岐にわたっている。
さらに、平成２５年度にいじめ防止対策推進法が施行され、学校現場におけるいじめ対策を見直し、一層のき
め細かな対応が義務づけられた。また、保護者の様々な要望に応え、丁寧な対応を図りつつ教育活動に当
たることが肝要である。これらの状況を踏まえ、今まで以上に学校への支援を行い、学校教育上の問題を迅
速かつ適切に解決していくための対策を、学校と共に講じるため、学校問題対策指導員を設置する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校問題対策指導員に要する経費

担当部署名 教育部指導課　教育センター

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名 学校問題対策指導員に要する経費



１．事業の概要
事業番号 112

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

52,282,000 52,282,000

予算現額 52,282,000 52,282,000

決算額 50,379,765 50,379,765

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値 33 31 31 31 31

実績値 33

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後とも計画どおり実施する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

各種専門部会の実施率 ％

定期健康診断の受診率 ％

平成２８年度

内科検診、歯科検診、
耳鼻科検診、眼科検診、
小児生活習慣病予防検診、
結核検診、脊柱側彎症検診、尿検査等
運動器検診

学校保健安全法に基づき，児童生徒及び教職員の定期健康
診断，保健指導等を実施した。健康状態の把握，保健指導の
充実により，健康の保持増進を図ることができた。

指標内容

各種専門部会の実施数 回

定期健康診断の実施校
数

校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象 市内幼小中学校の児童生徒

根拠法令・関連計画　等 学校保健安全法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

児童生徒及び学校職員の健康状態を把握し、健康の保持増進を図るため、定期健康診断等を実施する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校保健事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　６項　１目　保健体育総務費

予算事業名 学校保健事業



１．事業の概要
事業番号 113

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

138,000 138,000

予算現額 138,000 138,000

決算額 136,204 136,204

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 33

実績値 33

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 90

実績値 80

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等） 平成２９年度より学校保健事業に統合

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

環境検査を実施したこと
により、学校環境の改善
になった割合

％

平成２８年度

・プール水質検査，・飲料水水質検査
・照度照明検査
・空気検査（二酸化炭素，二酸化窒素，
 ホルムアルデヒド）
・ダニアレルゲン検査

児童生徒の学校環境を整えるため，学校保健安全法の学校環
境衛生の基準に基づき，各小中学校において各種検査（照度
照明検査，空気検査等）を実施した。

指標内容

環境検査実施校数 校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象 市内幼小中学校施設（学校環境衛生の基準)

根拠法令・関連計画　等 学校保健安全法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

児童生徒等が安全で快適な学校生活を送れるよう、各種検査・点検を行い学校環境の改善に努める。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校環境衛生事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　６項　１目　保健体育総務費

予算事業名 学校環境衛生事業



１．事業の概要
事業番号 114

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

11,959,000 11,959,000

予算現額 13,576,002 13,576,002

決算額 11,564,513 11,564,513

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 3 3 3 3 3

実績値 4

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

成果指標 目標値 3 3 3 3 3

実績値 4

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
学校給食数１９０回を維持するため、経年劣化した施設設備を計画的に整備を
行い安全な給食を安定的に提供するよう努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

学校給食センター運営
について検討会議の実
施

回

平成２８年度

・学校給食の充実
・施設・設備の充実

・学校給食数１９０回の提供
・ダムウェーター、受水槽の老朽化した設備の修繕や工事を行い、安
全安心な給食の提供に努めた。

指標内容

学校給食センター運営
について検討会議の実
施

回

計画に基づく修繕実施 式

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象 市内小中学校の児童・生徒

根拠法令・関連計画　等 学校給食法、同法施行令、同法施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

児童・生徒に対し望ましい食習慣の形成に努めるとともに、食を通じて好ましい人間関係を育成するため、学
校給食の充実を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校給食事業

担当部署名 教育部指導課

款項目及び予算名 ９款　６項　３目　学校給食費

予算事業名 学校給食センター事業・学校給食事務費



１．事業の概要
事業番号 115

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,500,000,000 300,000,000 627,402,000 3,427,402,000

予算現額 1,629,800,000 300,000,000 1,275,075,000 3,204,875,000

決算額 1,629,800,000 300,000,000 1,273,997,809 3,203,797,809

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 100

実績値 100

目標値 100

実績値 100

目標値 100

実績値 100

成果指標 目標値 100

実績値 100

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

５　終了

　各小中学校の給食は、現在、学校給食センター5施設から提供しており、平成26年2月に策定した「印西市学校給食センター整備基本計画」に基づ
き、各給食センターの整備を進めてきた。
　　平成29年3月末に新設した中央学校給食センターは、今後、平成29年9月からの本稼働に向けた準備を行い、既存の牧の原学校給食センター及び
印旛学校給食センターと合わせて三施設から給食の提供をする。
　これにより、高花学校給食センター、滝野学校給食センター、本埜学校給食センターの三施設は、平成29年7月末で廃止する予定である。
滝野学校給食センターについては、平成29年度中に滝野小学校と滝野中学校の配膳室に改修する予定であるが、高花学校給食センター及び本埜学
校給食センターの処分については、未定である。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

計画した給食センターの
整備進捗率

％

検査 ％

平成２８年度

（仮称）新学校給食センター新築工事設計業
務委託
牧の原及び印旛学校給食センターアレル
ギー室設置工事
牧の原及び印旛学校給食センター改修工事

　中央学校給食センター新築工事及び印旛学校給食センター
アレルギー室設置工事を実施した。

指標内容

入札 ％

管理 ％

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２５年度から実施

対　象 市内小中学校の児童・生徒

根拠法令・関連計画　等 学校給食法、同法施行令、同法施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

老朽化した学校給食センター設備を計画的に改修し、安定した学校給食供給体制を整備する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－１　学ぶ力、豊かな心、健やかな体を育む教育の推進

施策の方向性
子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生き抜くことができるよう、知・徳・体の調和のとれた教育を推進
していきます。また、学力の向上、心の教育、健康に関わる教育を充実させるとともに、子どもたちが望ましい
食習慣を身につけることができるよう、発達段階に応じた食育も推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校給食センター整備事業

担当部署名 教育部教育総務課　学校給食センター整備班

款項目及び予算名 ９款　６項　３目　学校給食費

予算事業名 学校給食センター整備事業



１．事業の概要
事業番号 116

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 832,000,000 47,828,000 879,828,000

予算現額 284,805,000 0 562,800,000 736,300,000 113,680,000 1,697,585,000

決算額 0 0 0 593,225,066 83,879,412 677,104,478

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 95

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

　大規模改修については、良好な学習環境を維持するため、継続的に実施する必要があること
から、学校施設改修の考え方及び整備計画（H27.12策定）に基づき、計画的な改修を進めて行
く。
　また、小・中学校トイレ改修（洋式）事業については、平成28～30年度の3カ年で整備を行う。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

計画した学校施設の整
備改修の進捗率

％

平成２８年度

・船穂中学校改修工事（Ｈ27・28継続）
・木刈小学校改修工事（Ｈ28・29継続）
・小学校トイレ改修工事実施設計
・小中学校空調設備設置工事（Ｈ27・28継
続）
・小倉台小学校校舎増築工事設計業務委託
・小学校トイレ改修工事（Ｈ28繰越）

・当初計画については、計画のとおり実施した。
・小学校トイレ改修工事については、当初平成29年度に実施予
定であったが、国の学校施設環境改善交付金が前倒して交付
決定がされたため、繰越して実施する。

指標内容

工事 ％

委託 ％

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度～平成３７年度

対　象 市内小中学校

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画・学校施設改修の考え方及び整備計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

・児童生徒の学校生活の安全性と快適性を確保するとともに、学校施設の機能を維持し、長寿命化等を図る
ための改修等の工事を実施する。
・快適な学校生活、教育環境を確保するため、小・中学校のトイレの洋式化工事を実施する。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 小中学校施設整備改修事業

担当部署名 教育部教育総務課　教育施設班

款項目及び予算名 ９款　２項　１目　　小学校　学校管理費　９款　３項　１目　　中学校　学校管理費

予算事業名 小学校施設整備改修事業（一般事業、基金事業）　中学校施設整備改修事業（一般事業、基金事業）



１．事業の概要
事業番号 117

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,835,000 36,055,000 38,890,000

予算現額 2,835,000 36,055,000 38,890,000

決算額 1,975,000 31,057,781 33,032,781

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 320 320 320 320 320

実績値 379

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 320 320 320 320 320

実績値 337

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
 引続き経済的理由により就学困難と認められる児童生徒及び特別支援教育学級に就学する児童生徒等に
対し就学援助を行い，義務教育の円滑な実施を図る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

要保護・準要保護の認
定件数

件

平成２８年度

就学援助の実施 学校を通じて保護者に就学援助事業の案内等を配布し、経済
的理由により就学困難と認められる児童生徒及び特別支援教
育学級に就学する児童生徒等に対し就学援助を行い，義務教
育の円滑な実施を図った。

指標内容

要保護・準要保護の申
請件数

件

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から実施

対　象 要保護及び準要保護児童生徒・特別支援教育学級に就学している児童生徒

根拠法令・関連計画　等 教育基本法　学校教育法　印西市要保護及び準要保護児童生徒援助費支給規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

  経済的理由により就学困難と認められる児童生徒及び特別支援教育学級に就学する児童生徒等に対し就
学援助を行い，義務教育の円滑な実施を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 就学援助事業

担当部署名 教育部学務課　学務班

款項目及び予算名 ９款　２項　２目　教育振興費、９款　３項　２目　教育振興費

予算事業名 要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業・特別支援教育就学奨励事業



１．事業の概要
事業番号 118

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

26,444,880 26,444,880

予算現額 26,444,880 26,444,880

決算額 24,377,760 24,377,760

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 1,140

目標値

実績値

目標値

実績値

成果指標 目標値 22 45 56 67 78

実績値 34

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引続き小中学校で使用している学習用机・椅子の老朽化に伴い、児童・生徒の
体格の変化や教科書の大型化などに対応した新ＪＩＳ規格の机・椅子へ計画的に
更新していく。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

机・椅子の整備率 ％

平成２８年度

学習用机・椅子の更新 小学校で使用している旧ＪＩＳ規格学習用机・椅子から新ＪＩＳ規
格の机・椅子へ計画的に更新した。

指標内容

机・椅子の更新台数 セット

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から実施

対　象 市内小中学校

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

小中学校で使用する学習用机・椅子の老朽化に伴い、児童・生徒の体格の変化や教科書の大型化などに対
応した新ＪＩＳ規格の机・椅子への計画的な更新を行う。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 児童用机・椅子の計画的な更新

担当部署名 教育部学務課　学務班

款項目及び予算名 ９款　２項　１目　学校管理費、９款　３項　１目　学校管理費

予算事業名 小学校管理運営に要する経費、中学校管理運営に要する経費



１．事業の概要
事業番号 119

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

223,000 223,000

予算現額 2,288,000 2,288,000

決算額 2,196,582 2,196,582

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 3 2 2 2 2

実績値 1

目標値 実施 実施 実施 実施 実施

実績値 12

目標値

実績値

成果指標 目標値 策定

実績値 策定

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
　印西市学校適正規模・適正配置基本方針に基づき、保護者及び地域住民に理解が得られるよ
う説明会等を開催していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 平成28年10月に「印西市学校適正規模・適正配置基本方針」を策定した。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

　印西市学校適正規模・適正配置基本方針を策定した。
　学校の小規模化により生じる、教育指導面及び学校運営面の課題を解消し、より良い
教育環境を整え、教育の質の向上を図るため印西市立永治小学校を印西市立木刈小
学校に統合した。

学校適正配置の推進については、保護者や地域住民の
理解と協力が必要不可欠なため、目標指標は設定しな
い。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
印西市学校適正配置審議会に基本方針の策定についてを報告した。
永治地区の保護者及び地域住民に対し学校統合に関する説明会を開催した。
基本方針の概要について、検討対象校（4校）の保護者に対し説明会を開催した。

指標内容

印西市学校適正配置審
議会の開催回数

説明会等の開催

学校適正配置に関する
方針の策定

学校適正配置の推進

平成２８年度

・学校適正配置審議会の開催
・学校適正配置に関する基本方針の策定
・住民説明会等の実施

・学校適正配置審議会の開催
・印西市学校適正規模・適正配置基本方針の策定
・基本方針策定に伴う住民説明会等の実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

児童生徒のより良い教育環境を整え，教育の質の向上を図るため，学校の適正規模・適正配置を推進する。

対　象 市内小中学校

根拠法令・関連計画　等 学校教育法，公立小学校・中学校の適正規模・適正配置に関する手引（文部科学省）

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校の適正規模・適正配置の推進

担当部署名 教育部学務課　学校計画調整班

款項目及び予算名 ９款　１項　３目　教育研究指導費

予算事業名 学校適正配置審議会に要する経費、学校適正配置に要する経費



１．事業の概要
事業番号 120

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,072,000 2,072,000

予算現額 2,072,000 2,072,000

決算額 1,557,792 1,557,792

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 33 31 31 31 31

実績値 33

目標値 21 20 20 20 20

実績値 21

目標値

実績値

成果指標 目標値 0 0 0 0 0

実績値 11

目標値 95 100 100 100 100

実績値 95

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 事業の計画がほぼ目標値どおりであるので、継続して取り組んでいきたい。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

登下校時における不審
者の発生件数

件

メール配信システムの登
録率

％

平成２８年度

・防犯ブザーの貸与（小１・転入児童）
・安全マップの作成・配付（全小学生）
・防犯パンフレットの配付（小１）
・防犯教室の開催（小１・中２）
・交通安全教室の開催
・スクールメール（学校防犯メール）

・防犯ブザーの貸与（小１）　と安全マップの配付（小１・転入児
童）、防犯パンフレットの配付（小１）を４月上旬に行った。
・防犯教室（市立幼稚園・小１・中２）を３３校で実施した。
・交通安全教室を市内小・中学校３０校で実施した。
・スクールメール（学校防犯メール）登録率が年々上がってきて
いる。

指標内容

防犯教室の実施校数(市
立幼稚園を含む）

校

安全マップ・防犯ブザー
の配付校数（小学校）

校

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度から実施

対　象 小学生（６歳～１２歳）　中学生（１３歳～１５歳）

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

児童生徒が自らの安全を確保できるよう、交通安全教室や防犯教室を開催する。
また、不審者から身を守るために、防犯ブザーの貸与及び安全マップを配付するとともに、メール配信システ
ムを活用し、リアルタイムに保護者に防犯情報を伝えていく。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校安全事業

担当部署名 教育部指導課　指導班

款項目及び予算名 ９款　６項　１目　保健体育総務費

予算事業名 学校安全事業



１．事業の概要
事業番号 121

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

7,815,000 7,815,000

予算現額 7,815,000 7,815,000

決算額 7,791,120 7,791,120

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

活動指標 目標値 30 29 29 29 29

実績値 30

目標値 200 200 200 200 200

実績値 191

目標値

実績値

成果指標 目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値 350,000 450,000 500,000 500,000 500,000

実績値 443,210

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
現行の流れの中で，学校と地域をつなぐ情報としての役割をさらに充実させるよう学校だより及
びHPの内容について指導していく。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

学校だより発行校数 ％

学校ホームページ閲覧
数

件(学校平
均)

平成２８年度

【市内小中学校で実施】
・学校だよりの発行
・学校ホームページの充実
・教育センターにあるサーバの移設

　印西市内では，すべての小・中学校が，地域住民や保護者からの連
携を深めるためホームページを作成して，積極的な情報発信を行って
いる。毎年、ホームページの周知が広まり，アクセス数はさらに伸びて
いる。
　各学校ごとに「学校だより」を発行して，学校教育への理解を得る上
で役立っている。今後も保護者や地域から信頼される学校づくりのた
めの重要な活動として，本事業を継続していきたい。
　教育センターに設置していたサーバーの老朽化に伴い，民間業者に
移設した。

指標内容

学校だより発行校数 校

学校ホームページ更新
数

回(学校平
均)

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

対　象 市民・保護者

根拠法令・関連計画　等 印西市教育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

事業の実施目的
及び概要

学校だよりや学校ホームページなどにより、学校の運営方針や評価、日常の教育活動の状況といった情報
を、保護者や市民に積極的に提供し、学校・家庭・地域の連携強化を図る。

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 開かれた学校教育の推進

担当部署名 教育部指導課　教育センター

款項目及び予算名 ９款　１項　４目　　教育センター費

予算事業名 教育情報収集・活用事業（ホームページサーバー利用料）



１．事業の概要
事業番号 122

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

198,093,000 198,093,000

予算現額 145,417,960 145,417,960

決算額 140,833,342 140,833,342

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 753 780 780 780 780

実績値 753

目標値 607 648 648 648 648

実績値 648

目標値 336 177 0 246 21

実績値 336

目標値 0 0 648 0 0

実績値 13

目標値 0 0 0 0 58

実績値 0

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

学校教育の情報化は、情報活用能力や情報モラルの育成など、子ども達が情報化社会の中で
主体的に対応していく能力を養う上で必要であることから、引き続き事業を継続していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

追加・入替台数　教育
系PC（年度）

台

追加・入替台数　校務
系PC（年度）

台

追加・入替台数　電子
黒板（年度）

組

指標内容

活動指標

整備台数　教育系PC
（年度）

台

整備台数　校務系PC
（年度）

台

平成２８年度

・小中学校における教育現場に応じた情報
処理教材等の購入
・児童・生徒の情報活用能力を高めるため
の情報教育の推進及び教職員の情報教育
研修の実施
・OSサポート終了に伴う小学校教育用PCの
入替（クライアント・サーバ・ソフトウェア等）
小学校16校　計336台
・教育センターサーバの外部サーバ化

・児童生徒の情報活用能力を高めるための情報教育を推進す
るとともに、教職員の情報教育研修を実施した。
・OSサポート終了に伴い小学校教育用PC（クライアント・サー
バ・ソフトウェア等）を小学校16校の計336台の入替えをおこ
なった。
・教育センターサーバを民間データセンターによる外部サーバ
化した。
・公共施設間ネットワークの見直しに伴い、小中学校のネット
ワークの再構築を行った。
・職員の増加に伴い、校務用ＰＣの追加購入した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

  教職員・児童・生徒の「情報活用能力の育成」「確かな学力の育成」を図るために，学校の情報環境の整備
を行う。
併せて，学校における情報セキュリティを高め，校務の情報化を進めていく。

対　象 市内小中学校

根拠法令・関連計画　等
「ＩＴ新改革戦略」（平成１８年１月ＩＴ戦略本部決定）、第３次印西市情報化計画（平成２５年度～）、印西市教
育振興基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－①－２　安全で安心できる教育環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全で安心できる生活を送り健やかに成長できるよう、学校施設や教育環境を整えます。また、
子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、学校・家庭・地域の連携による開かれた学校づくりを推進
するとともに、地域の持つ教育力を活かした教育活動の充実を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 学校教育の情報化推進事業

担当部署名 教育部指導課　指導班　／　教育部学務課　学務班

款項目及び予算名
９款１項４目　教育センター費／９款２項１目　小学校管理運営に要
する経費／９款３項１目　中学校管理運営に要する経費／９款２項２
目　教育振興費／９款３項２目　教育振興費

予算事業名
教育情報収集・活用事業／小学校管理運営に要する経費／中学校
管理運営に要する経費／教材整備に要する経費



１．事業の概要
事業番号 123

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

243,000 243,000

予算現額 243,000 243,000

決算額 223,560 223,560

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 300 300 300 300 300

実績値 300

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 350 350 350 350 350

実績値 341

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 生涯学習情報の充実

担当部署名 教育部生涯学習課　生涯学習推進班

款項目及び予算名 ９款　５項　１目　社会教育総務費

予算事業名 生涯学習推進事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－１　年齢にとらわれずにいきいきと暮らすための生涯学習活動

施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生涯を通しての学習
ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退職して地域に関心のある高齢者等が
地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を
充実させていきます。また、活動する場としての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者
の確保、高等教育機関との連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。

平成２８年度

・生涯学習ガイドの発行
・ホームページによる情報提供
・生涯学習講師・指導者情報の充実

生涯学習ガイドを３００部発行した。
ホームページに掲載し、情報提供に努めた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民が様々な生涯学習の取り組みに参加できるよう、生涯学習情報の収集に努めるとともに、生涯学習ガイ
ドやホームページなど情報提供の充実を図る。

対　象 全市民

根拠法令・関連計画　等 第二次印西市生涯学習まちづくり推進計画

年度

指標内容

活動指標

生涯学習ガイドの発行
部数

冊

成果指標

生涯学習ガイドの掲載
数

事業・講座

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き充実した情報の提供に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 124

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

226,000 226,000

予算現額 226,000 226,000

決算額 225,338 225,338

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 70 70 70 70 70

実績値 60

目標値 60 60 60 60 60

実績値 79

目標値

実績値

目標値 80 80 80 80 80

実績値 83

目標値 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

実績値 1,764

目標値 60 60 60 60 60

実績値 55

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き、市民のニーズに対応した講座内容を検討・実施し、内容の充実に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

出前講座利用回数 回

出前講座利用人数 人

印西市民アカデミー参加
人数

人

指標内容

活動指標

出前講座講座数 講座

印西市民アカデミー開催
数

回

平成２８年度

・出前講座の実施
・印西市民アカデミーの実施

出前講座：回覧により、市民への周知に努めた。結果として、年間８３
件開催され、１，７６４人の利用があった。
市民アカデミー：１年生２６人・年間５０回、２年生２４人・年間１８回、地
域活動課程５人・年間１１回実施した。アカデミーの内容充実のための
担当者会議を開催し、協議を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

多様化・高度化する市民の生涯学習に対するニーズに応じて、市民の学習機会の拡充を図るため、学習場
所の提供や印西市民アカデミー・出前講座を実施していく。

対　象 全市民

根拠法令・関連計画　等 第二次印西市生涯学習まちづくり推進計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－１　年齢にとらわれずにいきいきと暮らすための生涯学習活動

施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生涯を通しての学習
ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退職して地域に関心のある高齢者等が
地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を
充実させていきます。また、活動する場としての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者
の確保、高等教育機関との連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 生涯学習機会の拡充

担当部署名 教育部生涯学習課　生涯学習推進班

款項目及び予算名 ９款　５項　１目　社会教育総務費

予算事業名 生涯学習推進事業



１．事業の概要
事業番号 125

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

実施計画担当課と協議の結果、事業の実施計画を見直して公共施設等総合管理計画への移行
を検討。　　なお、一旦事業を休止し予算及び事業の見直しをして関係部署と協議を図り、第７次
実施計画への事業復活を検討する。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし） 事業の見直しを検討

③総合的な評価 F　未評価（当年度事業未実施） 事業の見直しを検討

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 F　計画なし（当年度活動予定なし） 事業の見直しを検討

指標内容

活動指標

成果指標

平成２８年度
改修準備作業（公共施設総合管理計画との
調整）

実施計画担当課と協議の結果、事業の実施計画を見直して、関係部
署と協議を図る。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

誰もが安全で快適に施設を利用し生涯学習に取り組めるよう、ホールや図書館等の適正な維持・改修等を進
め機能の充実を図ります。

対　象 印西市文化ホール・印西市立大森図書館複合施設

根拠法令・関連計画　等 社会教育法、印西市文化ホールの設置及び管理に関する条例、印西市文化ホール事業基金条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－１　年齢にとらわれずにいきいきと暮らすための生涯学習活動

施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生涯を通しての学習
ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退職して地域に関心のある高齢者等が
地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を
充実させていきます。また、活動する場としての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者
の確保、高等教育機関との連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 文化ホール改修事業

担当部署名 文化ホール　管理事業班

款項目及び予算名 ９款　５項　７目　文化ホール費

予算事業名 文化ホール施設管理に要する経費



１．事業の概要
事業番号 126

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,057,000 2,057,000

予算現額 2,057,000 2,057,000

決算額 1,796,942 1,796,942

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 110 110 110 110 110

実績値 113

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 230,000 232,500 235,000 237,500 240,000

実績値 234,293

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
Ν T地区を除いて子ども対象事業の参加人数は年々減少傾向にあり、いかに若年層を公民館事
業に参集させるかが今後の大きな課題であり、それと同時に、各館のエリアの実情に即した事業
展開を行うこともについても課題である。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

公民館主催事業参加者
数

人

指標内容

活動指標

公民館主催事業 事業（講座）

平成２８年度

公民館主催事業 事業(講座)の実績値を増やすことができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

多様化する市民ニーズに対応した学習機会の提供を行うため、各公民館において、時代の変化や年齢層等
に対応した事業や各地域の特性を活かした事業を展開していく。

対　象 印西市在住在勤の方

根拠法令・関連計画　等
社会教育法・印西市立公民館の設置及び管理に関する条例・印西市立中央駅前地域交流館の設置及び管
理に関する条例・印西市生涯学習まちづくり推進計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－１　年齢にとらわれずにいきいきと暮らすための生涯学習活動

施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生涯を通しての学習
ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退職して地域に関心のある高齢者等が
地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を
充実させていきます。また、活動する場としての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者
の確保、高等教育機関との連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 公民館運営事業

担当部署名 中央公民館

款項目及び予算名 ９款　５項　４目　公民館費

予算事業名 中央公民館事業活動費



１．事業の概要
事業番号 127

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

41,311,764 41,311,764

予算現額 41,311,764 41,311,764

決算額 40,789,059 40,789,059

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

実績値 11,935

目標値 117,000 127,000 127,000 127,000 127,000

実績値 126,680

目標値

実績値

目標値 251,000 270,000 270,000 270,000 270,000

実績値 263,375

目標値 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000

実績値 845,334

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、市民ニーズに対応した利用しやすい図書館づくりに向け、図書館の資料整備や機能の
向上、システムやホームページの機能の向上、レファレンス対応の強化等を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

個人貸し出し者数 人

個人貸し出し点数 点

指標内容

活動指標

図書購入 冊

資料予約件数 件

平成２８年度

・利用者が必要とする資料やレファレンスに
対応する資料の収集・整理及び管理
・ホームページによる蔵書の公開・予約シス
テムの機能の向上

・利用者が必要とする資料やレファレンスに対応する資料を計
画的に購入し、利用者の読書活動や調査に応じることができ
た。
・ホームページ上で、読書案内や有名文学賞、人気のある図書
一覧のページを継続的に更新した。また事業結果をまとめた
ページを作るなど、ホームページの内容充実に努めた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民の読書活動や学習活動を推進するため、市民ニーズに対応した利用しやすい図書館づくりに向け、市
内６館（大森・小倉台・小林・そうふけ・印旛・本埜）の図書館の資料整備や機能の向上、レファレンス対応の
強化等を図る。

対　象 市民（利用者）

根拠法令・関連計画　等 図書館法、印西市立図書館設置条例、同条例施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－１　年齢にとらわれずにいきいきと暮らすための生涯学習活動

施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生涯を通しての学習
ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退職して地域に関心のある高齢者等が
地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を
充実させていきます。また、活動する場としての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者
の確保、高等教育機関との連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 図書館運営事業

担当部署名 図書館　奉仕班

款項目及び予算名
９款５項６目　図書館運営事務に要する経費・図書館資料の整備に
要する経費

予算事業名 図書館運営事務に要する経費・図書館資料の整備に要する経費



１．事業の概要
事業番号 128

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

150,000 150,000

予算現額 150,000 150,000

決算額 150,000 150,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 30 30 30 30 30

実績値 42

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 高等教育機関等との連携

担当部署名 教育部生涯学習課　生涯学習推進班

款項目及び予算名 ９款　５項　１目　社会教育総務費

予算事業名 生涯学習推進事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－１　年齢にとらわれずにいきいきと暮らすための生涯学習活動

施策の方向性

子どもから高齢者まで市民一人ひとりが自ら学び、生きがいや自己実現などにつながる生涯を通しての学習
ができる環境づくりを進めていきます。そのような環境づくりの中で、退職して地域に関心のある高齢者等が
地域での役割を見つけていけるような支援や、多様な学習機会の提供、市民主体の生涯学習活動の支援を
充実させていきます。また、活動する場としての公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・充実や指導者
の確保、高等教育機関との連携などを進め、生涯学習推進体制の充実を図っていきます。

平成２８年度

順天堂大学生涯学習公開講座の実施 「親子でスポーツを体験しよう」をテーマに、レクリエーション教室、ダン
ス教室、バスケットボール教室、サッカー教室の４回の講座を、１０月２
３日、１１月１３日、２０日、１２月４日の日曜日に実施した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

大学や企業等との連携協力した事業の展開をはじめ、社会教育団体、ボランティアなど人材の育成やネット
ワーク化に努め、学習機会の拡充を図る。

対　象 全市民

根拠法令・関連計画　等 第二次印西市生涯学習まちづくり推進計画

年度

指標内容

活動指標

順天堂大学生涯学習公
開講座

メニュー数

成果指標

順天堂大学生涯学習公
開講座

人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 実施内容について、定期的に大学・酒々井町と協議し、引き続き実施していく。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 129

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,027,000 4,877,000 5,904,000

予算現額 1,027,000 4,877,000 5,904,000

決算額 903,000 4,457,164 5,360,164

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 26 26 26 26 26

実績値 26

目標値

実績値

目標値 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

実績値 1,650

目標値 70 90 90 90 90

実績値 76

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き青少年の健全な育成に向けた活動を地域ぐるみで実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

こども110番協力家庭数
の推移

件

放課後子ども教室参加
者数

人

指標内容

活動指標

こども110番周知・協力
依頼回数

件

放課後子ども教室開催
数

回

平成２８年度

・こども１１０番運営委員会への支援
・青少年健全育成大会の実施
・青少年相談員への事業支援
・放課後子ども教室事業の実施
・地域ぐるみさわやかコミュニティ推進委員
会運営事業への支援

こども１１０番：年２回、こども１１０番運営委員会を開催。協力家庭（事
業者数）は１，６５０件。
青少年健全育成大会：関係機関と連携を図り実施した。大会参加者は
５００名であった。
地域ぐるみさわやかコミュニティ推進事業の運営支援及び見直しを
行った。
放課後子ども教室：２６回開催。参加者数は７６名であった。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

地域の子どもたちを地域の力を結集して守り育てるために、家庭・学校・地域社会が連携を図り、子ども達が
健やかで安全な生活が送れるよう支援する。また、家庭・学校・地域がそれぞれの役割を再確認し、相互支
援、連携、融合を促進するため、各中学校区において地域推進委員会を開催し、地域の特性を踏まえた具
体的な活動を計画、実践していく。

対　象 市内の子どもたちと地域関係者

根拠法令・関連計画　等 第二次印西市生涯学習まちづくり推進計画、放課後子ども総合プラン、次世代育成支援対策推進法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－２　地域で子どもたちを守り育てる環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全・安心、健やかに成長できるよう、青少年の健全な育成に向けた活動を地域ぐるみで推進
していきます

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 青少年健全育成事業

担当部署名 教育部生涯学習課　生涯学習推進班

款項目及び予算名 ９款　５項　２目　青少年対策費

予算事業名
青少年対策事業活動費、青少年相談員運営事業に要する経費、放
課後子ども教室に要する経費



１．事業の概要
事業番号 130

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,640,000 2,640,000

予算現額 2,640,000 2,640,000

決算額 2,493,853 2,493,853

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

実績値 2,283

目標値 240 240 240 240 240

実績値 239

目標値

実績値

目標値 500 500 500 500 500

実績値 424

目標値 3,700 3,700 3,700 3,700 3,800

実績値 3,205

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 家庭教育学級事業

担当部署名 教育部生涯学習課　生涯学習推進班

款項目及び予算名 ９款　５項　２目　青少年対策費

予算事業名 家庭教育学級事業

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－２　地域で子どもたちを守り育てる環境づくり

施策の方向性
子どもたちが安全・安心、健やかに成長できるよう、青少年の健全な育成に向けた活動を地域ぐるみで推進
していきます

平成２８年度

講座の開催
・必修　３３学級
・学年　２５学級

幼・小・中学校の初年度の保護者を対象とした必修学級を３２学級、２
年生以上の自主運営の学年学級を１８学級開設した。各学級年間７～
８回の学習会を開催し、３，２０５人参加した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和４８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

現代社会における子育て支援の充実を図るとともに、家庭の教育力の向上を目指し、市内公立幼稚園・小中
学校の初年度の保護者を対象に家庭教育学級を開設し、講座を展開する。

対　象 市内公立幼稚園・小中学校保護者、市内家庭教育有志者

根拠法令・関連計画　等 社会教育法

年度

指標内容

活動指標

家庭教育学級学級生 人

家庭教育学級講座開催
総数

回

成果指標

家庭教育学級修了生 人

講座参加者総数 人

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 家庭の教育力向上における重要な事業であり、引き続き実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 131

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,400,000 7,381,000 8,781,000

予算現額 1,400,000 7,345,028 8,745,028

決算額 1,495,200 6,779,643 8,274,843

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 50 50 50 50 50

実績値 46

目標値 120 120 120 120 120

実績値 116

目標値

実績値

目標値 9,800 9,900 9,900 9,900 10,000

実績値 8,586

目標値 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

実績値 3,212

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、市民が気軽にスポーツに親しめるよう、スポーツ教室などを開催していくとともに、各種
団体と連携を図り、市民大会や教室参加者数の増加に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市民大会参加者数 人

スポーツ教室参加者延
べ数

人

指標内容

活動指標

市民大会（１９種目） 回

スポーツ教室 回

平成２８年度

・スポーツ教室の開催
・市民ぐるみスポーツイベントの開催
・市民スポーツ大会の支援
・健康・体力づくり教室の開催
・クライミング教室・認定会等の開催
・印西アスリート教室の開催

市民大会46回、ニュースポーツ大会2回、ニュースポーツ教室9回、ス
キー教室1回、クライミング教室・体験会１２回、クライミング認定会３
回、リズム体操教室30回、ソフトエアロビクス教室30回、ヨガ教室30
回、アスリート教室1回

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

　市民スポーツ大会及び教室を、スポーツ関係団体と連携し継続的に開催することにより、競技力向上の促
進及びスポーツ人口の拡大を図る。
　市民がスポーツに親しみ、スポーツに対する関心や取り組む機会の充実が図られるイベントの開催、また、
トップアスリートによるイベントの開催誘致に努める。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 スポーツ基本法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－３　市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実

施策の方向性

２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を契機ととらえ、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、生涯に
わたってスポーツやレクリエーション活動により親しみ、体力の向上や健康の保持・増進を図っていけるよう、
参加しやすい環境の整備や充実を進め、スポーツ人口の増大を図ります。また、スポーツ活動を支える多様
な人材や団体を育成・支援するとともに、組織づくりや拠点づくりなど市民、団体、行政等が連携・協働できる
体制の整備を進め、スポーツにおける競技力や指導力の向上を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 生涯スポーツ振興事業

担当部署名 教育部スポーツ振興課　振興班

款項目及び予算名 ９款　６項　２目　体育振興費

予算事業名
スポーツ指導者育成に要する経費（一部）、印旛郡市民体育大会に
要する経費、各種スポーツ・レクリエーション大会に要する経費（一
部）



１．事業の概要
事業番号 132

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

5,146,000 55,200,000 60,346,000

予算現額 4,264,000 52,809,196 57,073,196

決算額 4,227,080 48,715,135 52,942,215

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 192 192 192 192 192

実績値 192

目標値 3,250 3,300 3,350 3,400 3,450

実績値 3,278

目標値

実績値

目標値 420,000 470,000 475,000 480,000 485,000

実績値 477,655

目標値 68 68 69 69 69

実績値 68

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
引き続き、市民がより快適にスポーツに親しむことができるよう施設の整備、修繕を行い、施設環
境の充実に努める。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

施設利用者の数（施設
全体）

人

施設利用率（土・日・祝） ％

指標内容

活動指標

スポーツ施設管理（16施
設を月1回整備）

回

予約システム運用（加入
者延べ人数）

人

平成２８年度

・スポーツ施設の維持管理
・スポーツ施設の改善検討
・松山下公園の情報、交流拠点の整備
・クライミング施設の利用促進
・パークゴルフ場の運営
・（仮称）スポーツ広場の測量及び設計

市民がより快適にスポーツに親しむことができるよう日々の整備、修繕
に努め、施設環境を整えた。
施設管理作業員を任用し、施設の維持管理を充実させた。
また、（仮称）スポーツ広場の測量及び設計を実施した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

　市民が快適にスポーツ活動ができるよう、継続的にスポーツ施設環境の維持管理に努める。
　また、印旛高跡地を活用して、スポーツ広場を整備し、市民スポーツ活動の充実に努める。

対　象 スポーツ施設を利用する市民及びスポーツ団体

根拠法令・関連計画　等 スポーツ基本法、スポーツ振興基本計画、印旛高校跡地活用基本設計

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－３　市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実

施策の方向性

２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を契機ととらえ、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、生涯に
わたってスポーツやレクリエーション活動により親しみ、体力の向上や健康の保持・増進を図っていけるよう、
参加しやすい環境の整備や充実を進め、スポーツ人口の増大を図ります。また、スポーツ活動を支える多様
な人材や団体を育成・支援するとともに、組織づくりや拠点づくりなど市民、団体、行政等が連携・協働できる
体制の整備を進め、スポーツにおける競技力や指導力の向上を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 スポーツ・レクリエーション施設整備事業

担当部署名 教育部スポーツ振興課　施設管理班

款項目及び予算名 ９款　６項　２目　体育振興費

予算事業名 非常勤職員に要する経費（一部）、社会体育施設維持管理に要する
経費



１．事業の概要
事業番号 133

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

12,423,000 12,423,000

予算現額 12,190,496 12,190,496

決算額 11,007,232 11,007,232

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 30 29 29 29 29

実績値 30

目標値 12 12 12 12 12

実績値 10

目標値

実績値

目標値 200 200 200 200 200

実績値 174

目標値 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

実績値 9,065

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き、地域スポーツ団体の活動拠点である学校体育施設の円滑な開放に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

学校体育施設開放団体
登録数

夏季休業中の学校プー
ル開放利用者数

指標内容

活動指標

学校体育施設開放校数

夏季休業中の学校プー
ル開放校数

平成２８年度

・学校体育施設の利用促進
　（小学校21校及び中学校9校）
・夏季休業中の学校プール開放の実施

市内小中学校30校において、円滑な学校体育施設の開放に努めた。
利用団体には消防署の協力を得て、AEDの使用講習を行い、安全管
理に努めた。
また、委託業者の運営により、市内８校の小学校で、地域団体の主体
的な運営により、本埜第二小及び滝野小で夏季休業中の学校プール
開放を実施した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

 市民が身近にスポーツ活動に親しめる場として学校体育施設の利用促進に努める。また、夏季休業中に学
校プールを市民（小学生以上）に開放し、健康と体力増進を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 スポーツ基本法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－３　市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実

施策の方向性

２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を契機ととらえ、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、生涯に
わたってスポーツやレクリエーション活動により親しみ、体力の向上や健康の保持・増進を図っていけるよう、
参加しやすい環境の整備や充実を進め、スポーツ人口の増大を図ります。また、スポーツ活動を支える多様
な人材や団体を育成・支援するとともに、組織づくりや拠点づくりなど市民、団体、行政等が連携・協働できる
体制の整備を進め、スポーツにおける競技力や指導力の向上を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 体育施設利用促進事業

担当部署名 教育部スポーツ振興課　振興班

款項目及び予算名 ９款　６項　２目　体育振興費

予算事業名
非常勤職員に要する経費（一部）、学校体育施設開放事業、学校
プール開放事業



１．事業の概要
事業番号 134

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

10,227,000 10,227,000

予算現額 10,389,280 10,389,280

決算額 10,093,627 10,093,627

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 20 20 20 20 20

実績値 14

目標値 3,860 3,920 4,000 4,050 4,100

実績値 3,764

目標値

実績値

目標値 1 1 1 1 1

実績値 0

目標値 20 20 20 20 20

実績値 21

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き、スポーツ団体等の活動を支援し、競技力や指導力の向上を図ります。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

スポーツ新規団体数 団体

県民体育大会出場種目
数

種目

指標内容

活動指標

スポーツ推進委員講師
派遣数・出前講座派遣
数

回

既存団体会員数 人

平成２８年度

・団体活動への支援
・選手等への支援
・専門的指導者等の活用支援
・スポーツ医学セミナーの開催
・生涯スポーツ等指導者の育成

市体育協会、市スポーツ少年団などへの活動を支援するとともに、ス
ポーツ推進委員がニュースポーツの普及活動を行った。
また、一般市民を対象にスポーツ医学セミナーを開催した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和３２年５月１日（体育協会発足）から

事業の実施目的
及び概要

　市体育協会、市スポーツ少年団、その他スポーツ団体の活動を支援し、競技力の向上及び指導体制の強
化を図り、スポーツ団体の自立を目指す。

対　象 スポーツ諸団体で活動する市民

根拠法令・関連計画　等 スポーツ基本法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－３　市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実

施策の方向性

２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を契機ととらえ、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、生涯に
わたってスポーツやレクリエーション活動により親しみ、体力の向上や健康の保持・増進を図っていけるよう、
参加しやすい環境の整備や充実を進め、スポーツ人口の増大を図ります。また、スポーツ活動を支える多様
な人材や団体を育成・支援するとともに、組織づくりや拠点づくりなど市民、団体、行政等が連携・協働できる
体制の整備を進め、スポーツにおける競技力や指導力の向上を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 スポーツ団体と指導者の育成

担当部署名 教育部スポーツ振興課　振興班

款項目及び予算名 ９款　６項　２目　体育振興費

予算事業名
スポーツ指導者育成に要する経費（一部）、各種スポーツ・レクリ
エーション大会に要する経費（一部）



１．事業の概要
事業番号 135

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 2 2 2 2 2

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
他市町の取り組みを参考にしながら、当市として総合型地域スポーツクラブ設立について取り組
みの検討を行う。
また、引き続き既存クラブを支援し、育成を図る。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る 取り組めなかった事由等を検証し、実情等に即した取り組みを行う必要がある。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった
クラブ数の増に向け、取り組みの内容や関係団体等との連携・協力の方法を検討する必
要がある。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 E　活動なし 取り組めなかった事由等を検証し、実情等に即した取り組みを行う必要がある。

成果指標

総合地域型スポーツクラ
ブ数（累計）

団体

指標内容

活動指標

説明会等の開催 回

平成２８年度

・総合型地域スポーツクラブの設立に向けた
支援と育成
・市民への啓発活動の推進

総合型地域スポーツクラブへの支援を行った

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

　各地域の子どもから高齢者まで、地域においてスポーツの日常化や世代間の交流が図れるよう、総合型地
域スポーツクラブの設立に向け支援するとともに、既存クラブの育成を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 スポーツ基本法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－②－３　市民が参加しやすいスポーツ環境の整備と推進体制の充実

施策の方向性

２０２０年のオリンピック・パラリンピック開催を契機ととらえ、子どもから高齢者まで市民一人ひとりが、生涯に
わたってスポーツやレクリエーション活動により親しみ、体力の向上や健康の保持・増進を図っていけるよう、
参加しやすい環境の整備や充実を進め、スポーツ人口の増大を図ります。また、スポーツ活動を支える多様
な人材や団体を育成・支援するとともに、組織づくりや拠点づくりなど市民、団体、行政等が連携・協働できる
体制の整備を進め、スポーツにおける競技力や指導力の向上を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 総合型地域スポーツクラブの支援・育成

担当部署名 教育部スポーツ振興課　振興班

款項目及び予算名 ９款　６項　２目　体育振興費

予算事業名 スポーツ指導者育成に要する経費（一部）



１．事業の概要 事業番号 136

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

6,296,000 1,598,000 7,894,000

予算現額 6,290,766 1,598,000 7,888,766

決算額 6,217,433 1,471,188 7,688,621

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 30 30 30 30 30

実績値 37

目標値

実績値

目標値 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

実績値 5,951

目標値 500 500 500 500 500

実績値 519

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

今後も、文化活動支援のため、継続実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

文化祭参加者数・入場
人数

人

文化祭作品出品数 点

指標内容

活動指標

市民文化祭の実施 回

共催・後援事業 事業

平成２８年度

・市民文化祭の開催
・芸術文化活動への共催･後援行事等支援
・芸術文化振興に関する各種団体との連
携・自立した運営の支援
・助成金等に関する情報の収集及び提供
・教育振興基本計画文化芸術編の検討
・市制施行２０周年記念特別事業の実施

・市民文化祭を開催した。展示部門、催し部門はイオンモール
千葉ニュータウンで実施し多くの方に印西市民の文化芸術の
振興をすることができた。
・芸術文化団体及び共催・後援行事を支援した。
・企業等との芸術文化振興に関する連携を図った。
・助成金等に関する情報の収集及び提供をした。
・文化芸術振興計画の検討をし２９年度策定の予定。
・市制施行20周年記念特別事業として、5事業を実施し好評を
いただいた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

一人ひとりが生きがいを感じ、生活を豊かで快適なものにしていくため、市民による自発的な芸術文化の活
動を支援する。
また、市民による自主的な文化芸術活動の活性化を図り、文化団体の自立した運営の支援、次世代の育
成や他分野との交流等、より創造的な活動の促進を目指していく。

対　象 市民、文化ホール等施設利用団体、地域活動団体

根拠法令・関連計画　等 文化芸術振興基本法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－１　創造性を育む文化・芸術活動の推進・継承

施策の方向性

市民が様々な文化や芸術に触れることのできる環境づくりを推進していくとともに、市民の自主的な文化・芸
術活動を積極的に支援し、豊かな心や地域に対する愛着心を醸成していきます。特に近年、団塊の世代を
はじめとして文化活動への関心が高まりつつあり、子育て世代なども含め、市民のニーズに合った文化・芸
術活動の推進に取り組みます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 文化芸術活動の支援

担当部署名 教育部生涯学習課　文化班

款項目及び予算名 ９款　５項　３目　文化振興費

予算事業名
文化振興活動に要する経費,市制施行20周年記念（ダンスパフォー
マンスコンテスト、印西音楽祭、ダンスフェスティバル、合唱の集い、
日本の伝統芸能鑑賞会）



１．事業の概要
事業番号 137

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 20,000,000 0 20,000,000

予算現額 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000

決算額 0 0 0 18,179,347 0 18,179,347

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 12 12 12 12 12

実績値 10

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値 13 13 13 13 13

実績値 11

目標値 80 80 80 80 80

実績値 62

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 文化・芸術の発信拠点である文化ホールの役割を果たすべく、事業の継続を行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

プロによる芸術提供・地
域進行型
（文化ホール主催事業）

本

チケット売上率
（有料公演有効席数に
対する売上）

％

指標内容

活動指標

プロによる様々なジャン
ルの芸術提供
鑑賞型及び参加型（ワー

本

地域振興型主催事業 本

平成２８年度

・音楽系、演劇系、その他幅広いジャンルを
プロのアーティストにより提供し、鑑賞や参
加（ワークショップ）を通して優れた芸術に触
れてもらう。
・芸術活動の発表の場を提供し、市民の自
主的な文化・芸術の活動支援を行う。

自主事業を１1事業実施したうち、有料事業の（９事業）の入場
者数は2,513人で入場者率は62％でした。
地域文化振興型事業は１事業で参加者は640人です。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民に芸術文化との出会いの場や鑑賞の機会を提供するとともに、地域の文化レベルの向上を図ることを
目的として、市民の自主的な活動を支援し、地域文化の振興や生涯学習の推進を図る。

対　象 印西市民を主とする。但し、鑑賞型事業の場合については市外の方も対象とする。

根拠法令・関連計画　等 社会教育法、印西市文化ホールの設置及び管理に関する条例、印西市文化ホール事業基金条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－１　創造性を育む文化・芸術活動の推進・継承

施策の方向性

市民が様々な文化や芸術に触れることのできる環境づくりを推進していくとともに、市民の自主的な文化・芸
術活動を積極的に支援し、豊かな心や地域に対する愛着心を醸成していきます。特に近年、団塊の世代を
はじめとして文化活動への関心が高まりつつあり、子育て世代なども含め、市民のニーズに合った文化・芸
術活動の推進に取り組みます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 文化芸術事業の充実

担当部署名 文化ホール　管理事業班

款項目及び予算名 ９款　５項　７目　　文化ホール費

予算事業名 文化ホール事業基金繰出金



１．事業の概要
事業番号 138

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

372,000 372,000

予算現額 372,000 372,000

決算額 364,234 364,234

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 10 10 10 10 10

実績値 7

目標値 50 50 50 50 50

実績値 50

目標値

実績値

目標値 50 50 50 50 50

実績値 50

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も文化財の保護を図るため、事業を継続していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市内指定文化財数 件

指標内容

活動指標

調査箇所 ヶ所

調査対象物 体

平成２８年度

・仏像調査の実施（印旛地区）
・仏像調査報告書のとりまとめ（本埜地区）
・石造物調査の実施
・社寺建造物概要調査の検討
・石像物調査報告書の取りまとめ
・無形民俗文化財映像記録作成（八幡神社
の獅子舞）

・印旛地域において仏像調査を実施した。
・本埜地域の仏像調査報告書のとりまとめを実施した。
・本埜地域において石造物調査を実施した。
・社寺建造物概要調査の検討を実施した。
・無形民俗文化財「八幡神社の獅子舞」の映像記録を作成した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成1９年度～平成３０年度

事業の実施目的
及び概要

文化財保護及び市史編さんの推進を目的として、文化財基礎調査（仏像調査、社寺建造物調査等）や防災
訓練等を実施し、文化財指定など適切な保護に努める。

対　象 市内の文化財

根拠法令・関連計画　等 文化財保護法、印西市文化財保護条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－２　文化財の保護・活用

施策の方向性
文化財は、先人の残した文化遺産であり、その価値や意義を踏まえ、次世代に適切に継承していくため、市
民の郷土意識の涵養を図り、本市に残る各種の有形・無形文化財、埋蔵文化財の保護及び活用を進めてい
きます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 文化財の保護事業

担当部署名 教育部生涯学習課　文化班

款項目及び予算名 ９款　５項　３目　文化振興費

予算事業名 文化財基礎調査事業



１．事業の概要 事業番号 139

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,080,000 310,000 1,437,000 13,713,000 16,540,000

予算現額 1,080,000 310,000 1,442,234 13,713,000 16,545,234

決算額 1,000,000 283,000 1,442,234 12,809,268 15,534,502

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値 20 20 20 20 20

実績値 11

目標値 200 200 200 200 200

実績値 180

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も市内文化財の活用を図るため、事業を継続していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

木下貝層見学者数 人

市内史跡の見学者数 人

指標内容

活動指標

木下貝層の見学会 回

市内史跡の現地説明
会、PR

回

平成２８年度

・市内遺跡発掘調査（報告書作成を含む）
・道作古墳群活用事業
・市内史跡整備事業
・有形・無形文化財の保護に対する補助
・貝化石分類展示事業
・大森資料保管庫の解体設計
・資料保管施設の検討
・資料保管施設の維持管理
・伝統芸能フェスティバル開催

・市内遺跡発掘調査を行い、報告書を刊行した。
・道作古墳群活用事業について、市民団体との協働事業による維持管
理を行い、古墳見学会を実施した。
・市内史跡整備事業について検討を行った。
・有形・無形文化財保護のため、補助を行った。
・貝化石分類展示事業について検討を行った。
・大森資料庫の解体設計を実施した。
・資料保管施設について検討を行うとともに、既存資料保管施設の維
持管理を実施した。
・市制20周年記念事業として、印西伝統芸能フェスティバルを実施し
た。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市内の重要な遺跡や史跡、有形無形の文化財を後世に適切に継承していくため、地域の歴史や文化を広く
公開するなど活用を図っていく。
また、分散している歴史的資料についても保管の集約化に努めるとともに、その活用方法についても検討し
ていく。

対　象 小学生から一般まで

根拠法令・関連計画　等 文化財保護法、印西市文化財保護条例、道作古墳群整備基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－２　文化財の保護・活用

施策の方向性
文化財は、先人の残した文化遺産であり、その価値や意義を踏まえ、次世代に適切に継承していくため、市
民の郷土意識の涵養を図り、本市に残る各種の有形・無形文化財、埋蔵文化財の保護及び活用を進めて
いきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 文化財の活用事業

担当部署名 教育部生涯学習課　文化班

款項目及び予算名 ９款　５項　３目　文化振興費

予算事業名
文化財保護調査事業、資料整理保管に要する経費、市制施行20周
年記念（伝統芸能フェスティバル）



１．事業の概要
事業番号 140

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

7,481,000 7,481,000

予算現額 6,753,000 6,753,000

決算額 5,772,471 5,772,471

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 300 300 300 300 300

実績値 354

目標値 8 8 12 12 12

実績値 6

目標値

実績値

目標値 62,060 62,060 62,080 62,100 62,120

実績値 65,692

目標値 1,300 1,150 1,200 1,250 1,300

実績値 893

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
資料の収集・整理・保存を行うとともに、展示・体験教室・講座の開催等により、資料の活用を図
りたい。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

収集資料数 点

入館者数 人

指標内容

活動指標

利用資料数（展示・貸出
等）、整理資料数、新規
受入資料数

点

企画展・講座、調査等開
催数

回

平成２８年度

・展示・資料の収集・整理保管・調査研究・普
及・交流・情報提供事業の実施

・常設展示・資料館講座・体験講座・資料の提供等の実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２１年度から（昭和６０年度から）

事業の実施目的
及び概要

郷土の歴史・文化への関心・理解・知識を深め、次世代に引き継いでいくため、市民の残した歴史資料の収
集、整理、調査研究、展示、保存、学習機会の提供等を行う。

対　象 市民、印西市の歴史に関心のある者

根拠法令・関連計画　等 博物館法・文化財保護法・印西市立印旛歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－２　文化財の保護・活用

施策の方向性
文化財は、先人の残した文化遺産であり、その価値や意義を踏まえ、次世代に適切に継承していくため、市
民の郷土意識の涵養を図り、本市に残る各種の有形・無形文化財、埋蔵文化財の保護及び活用を進めてい
きます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 歴史民俗資料館運営事業

担当部署名 歴史民俗資料館

款項目及び予算名 ９款　５項　８目　資料館費

予算事業名
資料館事業活動費・資料館運営事務に要する経費・資料館施設管
理に要する経費・資料館運営委員会に要する経費



１．事業の概要
事業番号 141

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

2,326,000 2,326,000

予算現額 2,326,000 2,326,000

決算額 1,711,992 1,711,992

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 40 48 48 48 48

実績値 50

目標値

実績値

目標値 55 56 58 60 63

実績値 55

目標値 60 60 60 60 80

実績値 49

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 市史編さん事業基本方針に基づき事業を実施しており、刊行計画に沿って進めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市史刊行物の発行数 冊

市史編さん講演会等の
参加者数

人

指標内容

活動指標

市史編さん委員会の開
催回数

回

市史編さん専門委員専
門部会の開催回数

回

平成２８年度

・市史刊行事業の実施
　市史研究誌刊行、市史刊行物頒布
・市史普及事業の実施
　市史編さん講演会等の開催、歴史資料セ
ンターだよりの発刊

・市史編さん委員会、市史編さん専門委員専門部会の開催
・市史研究誌「印西の歴史」第10号刊行
・市史刊行物頒布（印西の歴史第10号ほか計53冊　無償頒布675部、
有償頒布416部）
・市史編さん講演会の開催

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市の歴史的変遷を学術的かつ系統的に記述した市史を刊行し、市民の郷土に対する理解と愛郷心の高揚を
図る。

対　象 市民全般

根拠法令・関連計画　等
木下交流の杜歴史資料センター設置及び管理に関する条例、木下交流の杜歴史資料センター設置及び管
理に関する条例施行規則、印西市生涯学習まちづくり推進計画、印西市史編さん基本方針

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－３　市史編さん事業の推進

施策の方向性
本市の歴史を後世に伝えていくとともに市史への理解や愛郷心を育むため、古文書や公文書等の調査を行
い、地域史料の保存、活用や市史の編さんに取り組んでいきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市史刊行事業

担当部署名 教育部　木下交流の杜歴史資料センター　市史編さん班

款項目及び予算名 ９款　５項　7目　資料館費

予算事業名 市史刊行事業、市史編さん委員会運営に要する経費



１．事業の概要
事業番号 142

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

300,000 8,681,000 8,981,000

予算現額 250,000 5,090,000 5,340,000

決算額 245,840 4,434,938 4,680,778

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 269 291 291 291 292

実績値 269

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

実績値 5,902

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も継続して実施していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

展示室の来場者数 人

指標内容

活動指標

定期開館日数 日

平成２８年度

・木下交流の杜歴史資料センターへの移
転、同センターの管理・運営
・歴史公文書の収集・整理保管
・古文書等の収集・整理保管

・木下交流の杜歴史資料センターへの移転、同センターの管理・運営
・歴史公文書の収集・整理保管
・古文書等の収集・整理保管

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度～

事業の実施目的
及び概要

市民の活動を記録した地域史料を次世代に引き継いでいくため、歴史公文書の移管並びに古文書等の調査
収集を実施し、適正な保存に努めるとともにその活用を図る。

対　象 市民全般

根拠法令・関連計画　等
木下交流の杜歴史資料センター設置及び管理に関する条例・木下交流の杜歴史資料センター設置及び管
理に関する条例施行規則・文書管理法・公文書館法・国立公文書館法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ４－③－３　市史編さん事業の推進

施策の方向性
本市の歴史を後世に伝えていくとともに市史への理解や愛郷心を育むため、古文書や公文書等の調査を行
い、地域史料の保存、活用や市史の編さんに取り組んでいきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地域史料保存事業

担当部署名 教育部　木下交流の杜歴史資料センター　市史編さん班

款項目及び予算名 ９款　５項　7目　資料館費

予算事業名
歴史資料センター施設管理に要する経費、歴史資料センター事業
活動費、歴史資料センター運営事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 143

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

977,000 977,000

予算現額 886,412 886,412

決算額 761,362 761,362

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 40 25 25 25 25

実績値 40

目標値 12 12 12 12 12

実績値 9

目標値 480 480 480 480 480

実績値 465

目標値 400 400 400 400 400

実績値 361

目標値 400 400 400 400 400

実績値 311

目標値 177 179 181 183 185

実績値 146

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

引き続き多文化共生社会の推進を図るため、定期的に異文化理解講座を開催するとともに、国
際交流協会による日本語教室や交流事業等を支援する。また、講師については、引き続きちば
国際コンベンションビューロー、市内大学留学生に依頼し、多国の講座を実施することで参加者
数の増加に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

国際交流行事の参加者
数

人

異文化理解講座の参加
者数

人

印西市国際交流協会の
会員数

人

指標内容

活動指標

外国人市民への情報提
供の回数

回

異文化理解講座の開催
数

回

語学講座の開催数 回

平成２８年度

・外国人市民への生活情報の提供
・異文化理解講座の実施
・幼小中における異文化理解推進事業
・国際交流協会への活動支援

・外国人市民への行政情報の提供として、広報いんざい１日号（抜粋）英語版の発行や
多言語翻訳機能搭載の市ホームページ運用等により、言語面に配慮した情報発信がで
きた。
・市内の幼稚園や小中学校に通う児童生徒や一般市民を対象に異文化理解講座を実
施することにより、対象者の国際理解を深められた。
・市国際交流協会事業に補助金を交付することにより協会活動が円滑に実施され、市
の施策を推進することができた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

外国人を含めたすべての市民が互いに理解し合い、高め合いながら、ともに暮らすことができる多文化共生
社会を目指すため、外国人への生活情報の提供や日本人の国際理解等を推進する。

対　象 市民（外国籍市民含む）

根拠法令・関連計画　等 印西市国際化推進方針

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
４－④－１　開かれたまちをめざした国際交流・協力の充実
４－④－２　グローバル化に対応した多文化共生社会づくりの推進

施策の方向性

４－④－１
2020年の東京オリンピック・パラリンピックには、海外からの訪問客が多く訪れるとともに、これを契機として海
外から注目を集め、海外とのつながりが一層強まることが予想されます。本市では、国際化を積極的に推進
するため、関係団体や周辺自治体等と協力し合えるネットワークづくりなど推進体制を強化していきます。
４－④－２
本市では市内に居住・定住する外国人も増加しており、社会のグローバル化がますます進む中、今後とも一
層、異なる文化を持つ人々との共生を図ることが求められます。そのため、すべての市民が多様な文化や価
値観を受け入れ、互いに理解し合いながら、国籍や文化の違いを越え、安心して暮らしていけるまちづくりを
進めていくとともに、国際理解の推進などにより多文化共生意識を醸成していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 国際化推進事業

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 国際化推進事業



１．事業の概要
事業番号 144

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 700 700 700 700 700

実績値 728

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 50 100

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
「印西市都市マスタープラン」は、平成24年度に策定が終了しており、目標年度は平成３２年度と
設定されている。次期の計画は平成３１年度から策定を予定している。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
地区計画に沿った住宅が建設され、良好な都市環境と魅力的な街並みの形成が図られ
た。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 地区計画の区域内に、住宅建設が進んだ。

成果指標

新都市マスタープラン策
定

％

指標内容

活動指標

地区計画区域における
行為の届出数

件

平成２８年度

・都市マスタープランに位置付けた各整備項
目の実現化手法等により、目指す都市づくり
の実現を推進する。

各整備項目の実現化手法等により、都市づくりを推進した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成３２年度まで

事業の実施目的
及び概要

　都市マスタープランの全体構想に掲げている将来都市像、基本方針及び地区別構想などを実現させるた
め、各整備項目等の実現化手法や目標年次を実施計画で定め、各事業の推進を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 都市計画法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
５－①－１　地域の特性を活かした計画的な土地利用の誘導、
５－③－３　計画的なまちづくりの推進

施策の方向性

５－①－１
自然環境と都市環境が調和した適正で機能的な土地利用の誘導をしていくため、木下駅圏や小林駅圏にお
ける商業機能の誘導や良好な住環境の形成を推進するとともに、引き続き千葉ニュータウン区域における土
地利用の誘導や印旛中央地区の都市的土地利用の促進等により各地域の特性を活かした持続的なまちづ
くりを推進していきます。また、土地境界をめぐるトラブルの未然防止や公共事業の円滑化、災害復旧の迅速
化等を図るため、地籍調査の実施について検討していきます。
５－③－３
住宅は、住まわれる方にとって生活の基盤であるとともに、都市や街並みを構成する社会的な資産でもある
ことから、災害に強く人や環境にやさしい住まいづくりを推進することで市民の住生活の安定と向上を図って
いきます。また居住者不明の家屋が増加しているため、関係機関と連携した対策を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 都市マスタープランの推進

担当部署名 都市建設部都市計画課　計画班

款項目及び予算名 ７款　３項　１目　都市計画総務費

予算事業名 都市計画決定・変更に要する経費



１．事業の概要
事業番号 145

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

212,000 6,906,000 7,118,000

予算現額 212,000 5,448,000 5,660,000

決算額 176,420 5,428,900 5,605,320

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1

実績値 1

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値

実績値

目標値 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

実績値 8,145

目標値 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

実績値 1,524

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
都市計画基本図や都市計画情報等のデータを電子化しＧＩＳで運用することにより地図情報の高
度化・効率化が図られている。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
システムについて、利用者に浸透してきており、都市計画情報の検索や印刷が増加して
いる。これに伴い職員の窓口対応が減り業務の効率化が図られた。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 都市計画ＧＩＳの導入により、地図情報の高度化・効率化が図られた。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである システム保守・点検等については計画どおり行われた。

成果指標

都市計画情報案内シス
テムの検索回数

回

都市計画情報案内シス
テムの印刷枚数

枚

指標内容

活動指標

機器入れ替え 回

データ更新又はシステム
の定期点検

回

平成２８年度

・データ修正
・運用支援
・システム保守
・ＧＩＳ用機器入れ替え

・データ修正
・運用支援
・システム保守
・ＧＩＳ用機器入れ替え

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から

事業の実施目的
及び概要

　都市計画基本図や都市計画情報等のデータを電子化し運用することにより、地図情報の高度化・効率化を
図るとともに、市民サービスの向上を目指す。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 都市計画法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－①－１　地域の特性を活かした計画的な土地利用の誘導

施策の方向性

自然環境と都市環境が調和した適正で機能的な土地利用の誘導をしていくため、木下駅圏や小林駅圏にお
ける商業機能の誘導や良好な住環境の形成を推進するとともに、引き続き千葉ニュータウン区域における土
地利用の誘導や印旛中央地区の都市的土地利用の促進等により各地域の特性を活かした持続的なまちづ
くりを推進していきます。また、土地境界をめぐるトラブルの未然防止や公共事業の円滑化、災害復旧の迅速
化等を図るため、地籍調査の実施について検討していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 都市計画ＧＩＳ整備事業

担当部署名 都市建設部都市計画課　計画班

款項目及び予算名 ７款　３項　１目　都市計画総務費

予算事業名 都市計画ＧＩＳ整備事業



１．事業の概要
事業番号 146

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 21 4 5 0 0

実績値 42

目標値 34 18 17 0 0

実績値 66

目標値

実績値

目標値 59,890 59,890 62,470 64,100 64,890

実績値 59,586

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

　活動目標は目標値を上回っており、成果目標についてもほぼ目標値どおりであ
り、千葉ニュータウン区域の市街化は進捗している。
　今後も、これまでと同様に関係機関と連携しながら千葉ニュータウン区域の持
続的発展を促進する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった
活動目標は目標値を上回っており、成果目標についてもほぼ目標値どおりであり、千葉
ニュータウン区域の市街化は進捗している。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

CNT区域内人口 人

指標内容

活動指標

土地処分面積（住宅系） ｈａ

土地処分面積（施設系） ｈａ

平成２８年度

新住宅市街地開発事業完了後のまちづくり
として、望ましい将来都市像を実現するた
め、引き続き千葉ニュータウンの熟成に努
める。

・公共施設引継ぎ協議の実施
・公共施設管理に関する協議の実施
・土地処分に関する協議の実施

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度～

事業の実施目的
及び概要

新住宅市街地開発事業完了後の千葉ニュータウンについて、関係機関と連携しながら市街化を促進し、持続
的発展につなげる。

対　象 CNT区域全域、及び区域に関る公共施設

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－①－１　地域の特性を活かした計画的な土地利用の誘導

施策の方向性

自然環境と都市環境が調和した適正で機能的な土地利用の誘導をしていくため、木下駅圏や小林駅圏にお
ける商業機能の誘導や良好な住環境の形成を推進するとともに、引き続き千葉ニュータウン区域における土
地利用の誘導や印旛中央地区の都市的土地利用の促進等により各地域の特性を活かした持続的なまちづ
くりを推進していきます。また、土地境界をめぐるトラブルの未然防止や公共事業の円滑化、災害復旧の迅速
化等を図るため、地籍調査の実施について検討していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 千葉ニュータウンの市街化促進

担当部署名 都市建設部都市計画課　計画班

款項目及び予算名

予算事業名



１．事業の概要
事業番号 147

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

45,000 45,000

予算現額 45,000 45,000

決算額 9,900 9,900

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き土地利用の適切な配置と誘導を図る。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

指標内容

活動指標

連絡会の開催 回

平成２８年度

印旛中央地区連絡会の運営、情報収集に
要する経費

2回の連絡会の開催

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

新市街地として一体的に整備することが困難な状況ではありますが、本地区にかかる土地利用構想を踏ま
え、広域的視点から土地利用の適正な配置と誘導を図ります。

対　象 地区内地権者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－①－１　地域の特性を活かした計画的な土地利用の誘導

施策の方向性

自然環境と都市環境が調和した適正で機能的な土地利用の誘導をしていくため、木下駅圏や小林駅圏にお
ける商業機能の誘導や良好な住環境の形成を推進するとともに、引き続き千葉ニュータウン区域における土
地利用の誘導や印旛中央地区の都市的土地利用の促進等により各地域の特性を活かした持続的なまちづ
くりを推進していきます。また、土地境界をめぐるトラブルの未然防止や公共事業の円滑化、災害復旧の迅速
化等を図るため、地籍調査の実施について検討していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 印旛中央地区の都市的土地利用の促進

担当部署名 都市建設部都市整備課　印旛中央地区担当班

款項目及び予算名 ７款　３項　５目　印旛中央地区土地区画整理事業

予算事業名 印旛中央地区土地区画整理事業



１．事業の概要
事業番号 148

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

195,313,000 4,714,000 219,300,000 89,276,000 508,603,000

予算現額 154,121,000 0 165,728,000 54,128,570 373,977,570

決算額 154,121,000 0 165,727,000 29,376,073 349,224,073

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 10 5

実績値 10

目標値 7 7

実績値 7

目標値

実績値

目標値 100 100

実績値 92

目標値 65 66 91 100

実績値 65

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 自由通路が供用開始された。事業の早期完了を目指したい。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 自由通路整備が完了し、用地取得が進捗した。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 自由通路整備が完了し、用地取得が進捗した。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

用地取得率 ％

工事進捗率 ％

指標内容

活動指標

用地交渉 回

関係機関との協議 回

平成２８年度

小林駅南口駅自由通路整備工事
小林駅南口駅前広場用地取得等

小林駅南口自由通路整備工事
小林駅南口駅前広場用地取得等

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２１年度から平成３１年度まで

事業の実施目的
及び概要

小林駅の南口駅前広場等を整備することにより、周辺地域の活性化及び駅利用者の利便性の向上を図る。

対　象 市民、駅利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン・都市再生整備計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
５－①－２　生活の利便性を高める拠点的な機能の強化、
５－②－２　地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向
上

施策の方向性

５－①－２
ＪＲ成田線の市内２駅（木下駅、小林駅）周辺の既成市街地においては、日常生活の利便性を高める拠点の
形成をめざし、都市機能の強化や拠点間を結ぶ連携軸の強化等を推進していきます。
５－②－２
今後、高齢化の進展が予想される中で、交通弱者である高齢者などの気軽な外出機会の提供など市民ニー
ズに応じた持続可能な市内バス公共交通の実現をめざします。また、北総線・成田スカイアクセスやＪＲ成田
線の利用促進及び利便性向上に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 小林駅南口駅前広場等整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 市道１８－０４５号線（小林駅南口駅前広場等）整備事業



１．事業の概要
事業番号 149

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

90,000 90,000

予算現額 90,000 90,000

決算額 90,000 90,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 4

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
昨年度、市川市から鎌ヶ谷市間を有料道路として整備する方針が、国も含めた千葉県道路協議
会において示され整備促進の機運が高まっている、引き続き要望活動を行っていきたい。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

北千葉道路の早期完成
を目標とする。

指標内容

活動指標

関係市村と連携を図り要
望活動を実施

回

平成２８年度

国等に対して要望を実施 千葉ニュータウンと成田市における、業務核都市の骨格となる
交通軸であるため、早期完成に向けて関係市と連携を取りな
がら、要望活動を実施した。
印西市若萩から成田市北須賀までが、暫定２車線で開通され、
市川市から鎌ヶ谷市間を有料道路とする整備方針が示され
た。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

北千葉道路は、千葉ニュータウンと成田市における業務核都市の骨格となる交通軸であるため、早期完成に
向けて、関係自治体と連携を取りながら、要望を実施する。
なお、東京方面への計画の事業化についても積極的に要望を行う。

対　象 北千葉道路の整備促進

根拠法令・関連計画　等 北千葉道路の整備促進

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 北千葉道路の建設促進

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 道路新設改良事業（その他市道整備事業）



１．事業の概要
事業番号 150

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

3,084,000 3,084,000

予算現額 564,000 564,000

決算額 563,100 563,100

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 0

実績値 5

目標値 3

実績値 3

目標値

実績値

目標値 65 65 99 100

実績値 65

目標値 65 65 65 68 71

実績値 65

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 用地取得が難航しているが、地権者との交渉は継続されている。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 用地取得に向け、用地交渉を行っている。

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった 用地取得に向け、用地交渉を行っている。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

用地取得率 ％

工事進捗率 ％

指標内容

活動指標

用地交渉 回

関係機関との協議 回

平成２８年度

事業用地取得 用地交渉

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３ 年度から実施

事業の実施目的
及び概要

千葉ニュータウン印西牧の原駅圏とＪＲ成田線小林駅圏を結ぶ幹線道路網であり、平岡自然公園への連絡
道路でもある市道００－０３１号線を、他の路線と一体的に整備し、市内南北を連結する幹線道路網の拡充を
図る。
＜全体計画＞総延長　３，１５０ｍ　　幅員１４．５ｍ

対　象 市民並びに道路利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名
５－①－２　生活の利便性を高める拠点的な機能の強化、
５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性

５－①－２
ＪＲ成田線の市内２駅（木下駅、小林駅）周辺の既成市街地においては、日常生活の利便性を高める拠点の
形成をめざし、都市機能の強化や拠点間を結ぶ連携軸の強化等を推進していきます。
５－②－１
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市道００－０３１号線整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 住宅市街地基盤整備事業



１．事業の概要
事業番号 151

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

11,550,000 11,550,000

予算現額 10,372,000 10,372,000

決算額 10,371,100 10,371,100

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5

実績値 5

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 18 27 51 75 100

実績値 18

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 事業費の確保に努め、早期完成を目指したい。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

工事進捗率 ％

指標内容

活動指標

関係機関との協議 回

平成２８年度

道路改良工事　Ｌ＝50m 道路改良工事　Ｌ＝60ｍ

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

狭隘で屈曲箇所が多い２級幹線市道００－１１６号線の道路改良を実施し、交通安全の向上を図る。
＜全体計画＞総延長　１，２００ｍ　幅員　９．５ｍ

対　象 市民ならびに道路利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市道００－１１６号線整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 道路新設改良事業（市道００－１１６号線整備事業）



１．事業の概要
事業番号 152

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

110,000,000 100,565,000 210,565,000

予算現額 37,874,000 106,650,040 144,524,040

決算額 37,874,000 36,923,760 74,797,760

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 70 78 86 94 100

実績値 70

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

社会資本整備交付金事業として完成を目指す。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

工事進捗率 ％

指標内容

活動指標

関係機関との協議 回

平成２８年度

交差点改良工事 交差点改良工事
ボックスカルバート工事

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１４年度から平成３２年度まで

事業の実施目的
及び概要

主要地方道千葉竜ヶ崎線と主要地方道船橋印西線を接続する市道００－０２６号線延伸区間道路の道路整
備事業を行い、他の路線と一体的な整備により市内南北を連結する幹線道路網の拡充を図る。
＜全体計画＞総延長　１，２５２ｍ　幅員　１４．５ｍ

対　象 市民ならびに道路利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市道００－０２６号線延伸区間道路整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 道路新設改良事業（市道００－０２６号線延伸区間道路整備事業）



１．事業の概要
事業番号 153

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

11,000,000 23,439,000 34,439,000

予算現額 0 36,365,800 36,365,800

決算額 0 35,110,800 35,110,800

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 20 20 20 20

実績値 0

目標値 5 5

実績値 6

目標値

実績値

目標値 10 40 70 100

実績値 0

目標値 35

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 用地取得に取り組んで行きたい。

②成果に対する評価 E　成果なし 境界確認作業に不測の時間を要し、用地交渉に至らなかった。

③総合的な評価 D　計画を下回る事業実績・成果であった 地元説明や境界確認など、用地取得に向けた準備が整いつつある。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 D　目標値を下回る 境界確認作業に不測の時間を要し、用地交渉に至らなかった。

成果指標

用地買収率 ％

工事進捗率 ％

指標内容

活動指標

用地交渉 回

関係機関との協議 回

平成２８年度

事業用地取得
詳細設計

用地測量
詳細設計

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

松崎地区と吉田地区を結ぶ道路は、狭隘で屈曲しているため市道００－１２２号線を新設し、交通安全の向
上を図る。
＜全体計画＞総延長　１，７００ｍ　幅員　９．０ｍ

対　象 市民ならびに道路利用者

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市道松崎・吉田線整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 道路新設改良事業（市道松崎吉田線整備事業）



１．事業の概要
事業番号 154

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

8,944,000 8,944,000

予算現額 14,077,910 14,077,910

決算額 11,815,920 11,815,920

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 10 5 5

実績値 6

目標値 2 2 2 2 2

実績値 3

目標値

実績値

目標値 50 50 65 80 100

実績値 0

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
新市基本計画に位置づけされている事業であり、本埜地区の利便性向上に不可欠の道路と考え
ている。
事業費が多額のため、財源確保等の課題があるが推進したい。

②成果に対する評価 E　成果なし 水路用地取得に至らなかったが、境界確認は完了した。

③総合的な評価 D　計画を下回る事業実績・成果であった 水路用地取得の準備を進めたい。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る

成果指標

用地取得率 ％

指標内容

活動指標

関係機関協議 回

用地交渉 回

平成２８年度

事業用地維持管理
事業用地取得

事業用地維持管理
用地測量

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

笠神・中根周辺と産業・業務拠点であるみどり台を結ぶ路線区間の一部を構成する地区幹線道路として整備
し、幹線道路網の拡充を図る。
＜全体計画＞総延長　３７０ｍ（うち橋梁１４４ｍ）　幅員　１４．０ｍ

対　象 　市民ならびに道路利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン、新市基本計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市道竜腹寺線整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 道路新設改良事業（市道竜腹寺線整備事業）



１．事業の概要
事業番号 155

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

46,249,000 46,249,000

予算現額 37,027,400 37,027,400

決算額 12,137,320 12,137,320

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5

実績値 5

目標値 10 10 10

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 30 60 100

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 設計業務や関係機関との協議を進め、用地取得に向けた準備をする。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 地元説明や境界確認など、用地取得に向けた準備が整いつつある。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

工事進捗率 ％

用地取得率 ％

指標内容

活動指標

関係機関との協議 回

用地交渉 回

平成２８年度

予備設計
用地測量

交差点予備設計
用地測量
路線測量

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

主要地方道千葉竜ヶ崎線バイパスと主要地方道千葉臼井印西線を補完する２級幹線市道００－１０７号線の
道路改良を実施し、利便性及び交通安全の向上を図る。
＜全体計画＞総延長　１，４５０ｍ
幅　員　　１０．０ｍ

対　象 市民ならびに道路利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市都市マスタープラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市道００－１０７号線整備事業

担当部署名 都市建設部建設課　計画班

款項目及び予算名 ７款　１項　３目　道路新設改良費

予算事業名 道路新設改良事業（その他市道整備事業）



１．事業の概要
事業番号 156

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

32,835,000 382,888,000 415,723,000

予算現額 14,196,000 359,472,460 373,668,460

決算額 5,665,000 300,838,224 306,503,224

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 208 208 208 208 208
実績値 243
目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 1,900 1,250 1,870 1,380 1,780
実績値 1,031
目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
道路パトロールや市民からの情報提供などにより、道路補修を実施し、事故に直結する破損箇
所の対応に努める。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

舗装修繕延長 m

指標内容

活動指標

道路パトロール 回

平成２８年度

・市道及び市管理道路等の維持・管理
・道路パトロールの実施等
・ふれあいロード美化活動への支援
・舗装修繕計画に基づく舗装修繕

道路パトロール（週５日、２４３日／年）
ふれあいロード美化活動　８団体に花苗支給
市道204号線舗装修繕工事     工事延長 693m
市道2089号線舗装修繕工事　工事延長 338m

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度～平成３２年度

事業の実施目的
及び概要

既存の道路状況を把握するとともに、それに対する道路修繕・補修等を実施するための管理体制を確立し、
安全で快適な道路環境の拡充を図る。

対　象 道路利用者

根拠法令・関連計画　等 道路法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 道路維持管理事業

担当部署名 都市建設部土木管理課　維持班

款項目及び予算名 ７款　１項　２目　道路維持修繕に要する経費

予算事業名 道路維持修繕に要する経費



１．事業の概要
事業番号 157

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

5,154,000 92,646,000 97,800,000

予算現額 3,254,000 78,739,000 81,993,000

決算額 3,403,000 62,564,480 65,967,480

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2,800
実績値

目標値 362 200 150 300 300
実績値 362
目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 師戸川上流部水路の改修に係る基本設計に着手し、整備を進めていく。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

指標内容

活動指標

現地調査・排水施設設
計

m

排水路整備工事 m

平成２８年度

金山落とし掘
排水路水路整備工事　Ｌ＝0.362km

金山落とし掘
排水路水路整備工事　Ｌ＝0.362km

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度～平成３２年度

事業の実施目的
及び概要

排水路を整備することにより、降雨時に定常的に発生する冠水の解消を図る。

対　象 道路利用者

根拠法令・関連計画　等 印西市雨水排水計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 雨水排水対策事業

担当部署名 都市建設部土木管理課　排水対策班

款項目及び予算名 ７款　１項　２目　道路維持費

予算事業名 道路維持修繕に要する経費



１．事業の概要
事業番号 158

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

13,662,000 17,248,000 30,910,000

予算現額 13,662,000 17,248,000 30,910,000

決算額 13,662,000 17,057,563 30,719,563

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 38 43 62 5 7
実績値 62
目標値 3 3
実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市内の橋梁１７４橋について、修繕を効率的に行うため点検計画に基づき、定期点検を実施して
おり、平成２８年度においては６２橋梁の点検を実施した。次年度以降も点検を継続し、修繕につ
いても点検結果により平行し進める。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

指標内容

活動指標

点検実施橋梁数 橋

橋梁修繕 橋

平成２８年度

38橋の点検 62橋の点検

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度～平成３２年度

事業の実施目的
及び概要

道路法及び橋梁長寿命化修繕計画に基づき、適切な点検修繕を計画的に実施することにより、橋の延命を
図り橋梁事業コストの縮減を目的とする。

対　象 道路利用者

根拠法令・関連計画　等 道路法・橋梁長寿命化修繕計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－１　市民生活を支える道路網の整備・維持管理

施策の方向性
関係自治体等と連携を図りながら計画的な道路整備を促進し、周辺諸都市との広域的な交通軸の強化を
図っていきます。また、市内における駅圏や地区拠点間の地域交流のための道路網の整備を進めるととも
に、整備済みの道路等について常に安全で快適に利用できるよう、適切な維持管理に努めます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 橋りょう点検・修繕事業

担当部署名 都市建設部土木管理課　維持班

款項目及び予算名 ７款　１項　２目

予算事業名 橋りょう維持修繕に要する経費



１．事業の概要
事業番号 159

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,075,000 84,788,000 88,863,000

予算現額 4,075,000 84,788,000 88,863,000

決算額 3,719,346 78,825,933 82,545,279

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 57 57 57 57 57

実績値 57

目標値 136 136 136 136 136

実績値 136

目標値

実績値

目標値 620 700 700 700 700

実績値 679

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市民の交通手段を確保し、利便性と福祉の向上を図るため、今後もダイヤ改正やルート変更等
の検討を適時行いながら、引き続き事業を継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

１日当たりの利用者数

指標内容

活動指標

１日当たりの運行便数
（年度末時点）

便

ふれあいバス停留所数 箇所

平成２８年度

・ふれあいバスの運行
・市民からの要望、意見及びバス利用状況
等の把握
・必要に応じて随時ルート等を改正

・ふれあいバス6ルート（実証実験を含む）を運行した。
・さらなる利便性向上のため、バス停留所増設やルート見直し
等について、事業者と協議を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市内公共施設等への市民の移動手段として、コミュニティバス（ふれあいバス）を運行し、市内公共交通の充
実を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－２　地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上

施策の方向性
今後、高齢化の進展が予想される中で、交通弱者である高齢者などの気軽な外出機会の提供など市民ニー
ズに応じた持続可能な市内バス公共交通の実現をめざします。また、北総線・成田スカイアクセスやJR成田
線の利用促進及び利便性向上に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 コミュニティバス運行事業

担当部署名 企画財政部交通政策課　交通政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 ふれあいバス運行事業



１．事業の概要
事業番号 160

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

23,235,000 23,235,000

予算現額 23,235,000 23,235,000

決算額 17,080,325 17,080,325

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 175 160 160 160 160

実績値 160

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

実績値 193,899

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市内の公共施設、周辺鉄道駅等への交通手段を確保し、市民の利便性の向上を図るため、引き
続き事業を継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

利用者数 人

指標内容

活動指標

１日あたりの運行便数
（年度末時点）

便

平成２８年度

・路線バス事業者への助成
・利便性向上に向けた検討

・市民の交通利便性を確保するため、市内4路線に対して運行
補助を行うとともに、さらなる利便性向上のため、ダイヤ改正の
見直し等について事業者と協議を行った。
・六合路線において、ダイヤ改正を行った。
・小林駅～印西牧の原駅線、滝野循環線の事業者変更に伴
い、できる限り市民生活に影響がないように事業者と協議を
行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年度から実施

事業の実施目的
及び概要

地域住民の生活に必要なバス路線の充実を図るため、路線バス事業者に必要な支援を行う。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－２　地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上

施策の方向性
今後、高齢化の進展が予想される中で、交通弱者である高齢者などの気軽な外出機会の提供など市民ニー
ズに応じた持続可能な市内バス公共交通の実現をめざします。また、北総線・成田スカイアクセスやJR成田
線の利用促進及び利便性向上に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 路線バス運行対策事業

担当部署名 企画財政部交通政策課　交通政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 路線バス運行対策事業



１．事業の概要
事業番号 161

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

564,000 564,000

予算現額 564,000 564,000

決算額 421,000 421,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 30 30 30 30 30

実績値 34

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値 41,618 前年比増 前年比増 前年比増 前年比増

実績値 ＋761

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
鉄道事業者、千葉県、沿線自治体等と連携し、北総線利用者のさらなる利便性向上と、北総線沿
線地域の活性化を図るとともに、高運賃による沿線住民の家計への負担を軽減することを目的
に、引き続き事業を継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

北総線（市内3駅の合計）の
１日あたりの乗降者数の対
前年度比増減

人

指標内容

活動指標

北総線沿線地域活性化
協議会の後援等による
イベント等の開催回数

回

鉄道事業者に対しての
要望活動の実施

回

平成２８年度

・関係機関と連携し、北総線利用者のさらな
る利便性の向上、沿線地域の活性化及び鉄
道の利用促進を図る。
・関係機関と連携し、北総線高運賃対策に
取り組む。

・平成27年5月に立ち上げた「北総線沿線地域活性化協議会」におい
て、沿線地域の活性化に向けたイベントの支援・協力を行った。
・北総線の利用促進を図るため、吉高の大桜無料送迎バスの運行、北
総ウォークへの支援を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

千葉県、沿線自治体、鉄道事業者等と連携し、北総線利用者のさらなる利便性の向上、沿線地域の活性化
を図るとともに、高運賃対策に取り組む。

対　象 利用者

根拠法令・関連計画　等 北総線の運賃値下げに係る合意書

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－２　地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上

施策の方向性
今後、高齢化の進展が予想される中で、交通弱者である高齢者などの気軽な外出機会の提供など市民ニー
ズに応じた持続可能な市内バス公共交通の実現をめざします。また、北総線・成田スカイアクセスやJR成田
線の利用促進及び利便性向上に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 北総線高運賃対策事業

担当部署名 企画財政部交通政策課　交通政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 鉄道整備等促進活動に要する経費



１．事業の概要
事業番号 162

新市基本計画

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

33,768,000 33,768,000

予算現額 33,768,000 33,768,000

決算額 33,629,000 33,629,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 518 611

実績値 518

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 60 100

実績値 60

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
北総線を利用する市民等の安全輸送を確保するため、国、千葉県及び沿線自治体と協調して、
鉄道事業者が実施する耐震化事業に対し、引き続き支援を行う。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

事業進捗率 ％

指標内容

活動指標

耐震補強工事の実施 箇所

平成２８年度

・鉄道事業者が実施する北総線耐震化事業
に要する経費への補助

・柱補強504本、落橋防止13.5連、合計518箇所の耐震化事業
に対して補助金を交付した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

首都直下地震等の大規模地震に備え、国土強靭化の観点から地震等における空港アクセス線の確保を図
るとともに、北総線を利用する市民等の安全輸送を確保するため、国、千葉県及び沿線自治体と協調して、
鉄道事業者が実施する耐震化事業に対し支援を行う。

対　象 利用者

根拠法令・関連計画　等 北道線耐震化事業に関する協定書

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－２　地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上

施策の方向性
今後、高齢化の進展が予想される中で、交通弱者である高齢者などの気軽な外出機会の提供など市民ニー
ズに応じた持続可能な市内バス公共交通の実現をめざします。また、北総線・成田スカイアクセスやJR成田
線の利用促進及び利便性向上に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 北総線耐震化対策事業

担当部署名 企画財政部交通政策課　交通政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 鉄道整備等促進活動に要する経費



１．事業の概要
事業番号 163

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

107,000 107,000

予算現額 107,000 107,000

決算額 107,000 107,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 2

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値

実績値

目標値 800 800 800 800 800

実績値 1,128

目標値 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300

実績値 8,248

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
成田線の輸送力増強及び利便性向上を促進するとともに、沿線内外の利用促進を図るため、引
き続き事業を継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

駅からハイキング参加者
総数

人

成田線（木下駅と小林駅
を合計）の１日あたりの
乗降者数

人

指標内容

活動指標

駅からハイキングの実施 回

関係市町村と連携を図り
ながらＪＲへ要望活動等
を実施

回

平成２８年度

・ＪＲに対しての要望活動等の実施
・成田線活性化推進協議会における利用促
進等の活動

・成田線利用者の利便性、快適性の向上を図るため、増便等
について、関係市町と連携を図りながら、ＪＲに要望等を実施し
た。
・ＪＲが主催する印西市内を会場とした駅からハイキングに協
力し、成田線の活性化を図った。
・成田線活性化推進協議会主催のハイキングに協力し、成田
線の活性化を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

利便性、快適性の向上を図るため、成田線の増発や他線との接続改善及び駅施設の整備等について、ＪＲ
に要望等を実施するとともに、利用促進に向けた事業を展開する。

対　象 利用者

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－②－２　地域の活性化と交通弱者の増加を見据えた地域公共交通の向上

施策の方向性
今後、高齢化の進展が予想される中で、交通弱者である高齢者などの気軽な外出機会の提供など市民ニー
ズに応じた持続可能な市内バス公共交通の実現をめざします。また、北総線・成田スカイアクセスやJR成田
線の利用促進及び利便性向上に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 成田線活性化事業

担当部署名 企画財政部交通政策課　交通政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 鉄道整備等促進活動に要する経費



１．事業の概要
事業番号 164

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 100 100 100 100

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

平成29年度から、マンホール蓋長寿命化計画に基づき、該当区域の更新工事を実施予定。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし） Ｈ２８については計画なし

③総合的な評価 F　未評価（当年度事業未実施） Ｈ２８については計画なし

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 F　計画なし（当年度活動予定なし） Ｈ２８については計画なし

成果指標

工事発注率
（実績数値/目標数値）

％

指標内容

活動指標

工事発注数 本

平成２８年度

Ｈ２８については実績なし

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成29年度から実施

事業の実施目的
及び概要

マンホール蓋長寿命化計画に基づき、適切な更新工事を計画的に実施する。

対　象 市民及び自然環境

根拠法令・関連計画　等 下水道法・手賀沼流域関連公共下水道事業計画・印旛沼流域関連公共下水道事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－１　生活を支える水のインフラづくりと維持更新

施策の方向性
河川、湖沼などの水質の保全と快適な生活環境の形成に向け、公共下水道の整備を推進していくとともに、
市街地の浸水防除に努めていきます。また、水道については、将来にわたって安全で良質な水を安定的に
供給できるよう、水源の確保や水道施設の維持管理を適切に進めていくとともに経営の効率化を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 マンホール蓋長寿命化更新事業

担当部署名 都市建設部下水道課　工務管理班

款項目及び予算名 １款　１項　１目　一般管理費費

予算事業名 汚水処理施設維持管理に要する経費



１．事業の概要
事業番号 165

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

27,600,000 14,413,800 42,013,800

予算現額 27,600,000 14,413,800 42,013,800

決算額 18,300,000 10,762,800 29,062,800

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 2 0 2 2 2

実績値 2

目標値

実績値

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値 100 0 100 100 100

実績値 100

目標値 0.57 0.57 1.64 0.92 1.91

実績値 0

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今年度実施した測量・設計により、岩戸地区の整備を実施し、特定環境保全公共下水道施設の
拡充を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
公共水域の水質保全に資する汚水整備について測量設計を実施し事業の進捗を図っ
た。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 今年度目標としていた事業について、計画通り実施した。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 岩戸地区の整備に向け測量設計を計画通り実施した。

成果指標

工事発注率
（実績数値/目標数値）

％

測量・詳細設計等業務
委託発注率
（実績数値/目標数値）

％

整備面積 ha

指標内容

活動指標

工事発注数 本

測量・詳細設計等業務
委託発注数

本

平成２８年度

○公共
木下地区公共下水道整備工事　L=107m
○特環
岩戸地区路線測量業務委託　L=800m
岩戸地区詳細設計業務委託　L=800m
岩戸地区舗装復旧工事　A=1,000m2

○公共
木下地区公共下水道整備工事　L=107m
○特環
岩戸地区路線測量業務委託　L=800m
岩戸地区詳細設計業務委託　L=800m
岩戸地区舗装復旧工事　A=890m2

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和49年度から実施

事業の実施目的
及び概要

都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共水域の水質保全に資するため、汚水枝線の
整備をする。

対　象 市民及び自然環境

根拠法令・関連計画　等 下水道法・手賀沼流域関連公共下水道事業計画・印旛沼流域関連公共下水道事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－１　生活を支える水のインフラづくりと維持更新

施策の方向性
河川、湖沼などの水質の保全と快適な生活環境の形成に向け、公共下水道の整備を推進していくとともに、
市街地の浸水防除に努めていきます。また、水道については、将来にわたって安全で良質な水を安定的に
供給できるよう、水源の確保や水道施設の維持管理を適切に進めていくとともに経営の効率化を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 公共下水道施設整備事業

担当部署名 都市建設部下水道課　工務管理班

款項目及び予算名 １款　２項　１目　汚水対策処理費

予算事業名 公共下水道施設整備事業・特定環境保全公共下水道施設整備事業



１．事業の概要
事業番号 166

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

31,000,000 116,047,400 147,047,400

予算現額 31,000,000 116,047,400 147,047,400

決算額 11,700,000 91,175,160 102,875,160

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 1 1 2

実績値 2

目標値 2 2 1 2 0

実績値 2

目標値

実績値

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今年度実施した、手賀4号幹線の測量設計により、継続して雨水排水整備を実施し周辺区域の
浸水防除に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
市街地の雨水排水対策として、手賀2号幹線の流末整備を完了し周辺区域の浸水防除
に資することができた。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 今年度目標としていた事業について、計画どおり実施した。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
手賀4号幹線の整備に向け及測量設計及び、手賀2号線（樽場池）の工事について計画
通り実施した。

成果指標

工事発注率
（実績数値/目標数値）

％

測量・詳細設計等業務
委託発注率
（実績数値/目標数値）

％

指標内容

活動指標

工事発注数 本

測量・詳細設計等業務
委託発注数

本

平成２８年度

手賀4号幹線路線測量業務委託L=555m
手賀4号幹線詳細設計業務委託L=555m
小林駅南口駅前交通広場関連雨水排水整
備工事L=100m
手賀2号幹線整備工事（樽場池護岸）

手賀4号幹線路線測量業務委託L=520m
手賀4号幹線詳細設計業務委託L=520m
小林駅南口駅前交通広場関連雨水排水整備工事L=14m
手賀2号幹線整備工事（樽場池護岸）完成

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和４９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市街地の雨水排水対策として、公共下水道（雨水）の整備・充実を図り、浸水防除に努める。

対　象 市民及び自然環境

根拠法令・関連計画　等 下水道法・手賀沼流域関連公共下水道事業計画・印旛沼流域関連公共下水道事業計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－１　生活を支える水のインフラづくりと維持更新

施策の方向性
河川、湖沼などの水質の保全と快適な生活環境の形成に向け、公共下水道の整備を推進していくとともに、
市街地の浸水防除に努めていきます。また、水道については、将来にわたって安全で良質な水を安定的に
供給できるよう、水源の確保や水道施設の維持管理を適切に進めていくとともに経営の効率化を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 雨水排水対策施設整備事業

担当部署名 都市建設部下水道課　工務管理班

款項目及び予算名 １款　２項　２目　雨水排水対策費

予算事業名 雨水排水対策施設整備事業



１．事業の概要
事業番号 167

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

64,779,000 64,779,000

予算現額 64,779,000 64,779,000

決算額 57,784,320 57,784,320

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 72.7 73.2 73.6 74.0 74.3

実績値 69.5

目標値 1 1 1 1 1

実績値 3

目標値

実績値

目標値 72.7 73.2 73.6 74.0 74.3

実績値 69.5

目標値 735 600 400 550 450

実績値 561

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も計画のとおり配水管の新設を行い、未普及地域の解消及び水道管の
ループ化を進めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市営水道の普及率 ％

配水管整備延長 ｍ

指標内容

活動指標

市営水道の普及率 ％

工事発注 本

平成２８年度

＜吉高地先＞
・口径７５～１００㎜ポリエチレン管
・延長Ｌ＝３８６ｍ

＜吉高地先＞
・口径７５～１００㎜ポリエチレン管
・延長Ｌ＝３８５ｍ
＜小林地先＞
・口径２００㎜ダクタイル鋳鉄管
・延長Ｌ＝６８ｍ
＜大森地先＞
・口径７５～５０㎜ポリエチレン管
・延長Ｌ＝１０８ｍ

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

清浄、豊富、低廉な水の供給による市民の公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与していくことを目的とし
て、未給水区域の配水管新設等を行い配水管網を作り上げ、給水人口の増加と災害時における断水の予防
を図る。

対　象 給水区域内の市民

根拠法令・関連計画　等 水道法

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－１　生活を支える水のインフラづくりと維持更新

施策の方向性
河川、湖沼などの水質の保全と快適な生活環境の形成に向け、公共下水道の整備を推進していくとともに、
市街地の浸水防除に努めていきます。また、水道については、将来にわたって安全で良質な水を安定的に
供給できるよう、水源の確保や水道施設の維持管理を適切に進めていくとともに経営の効率化を図ります。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 水道施設整備事業

担当部署名 水道部水道課　水道事業班

款項目及び予算名 １款　１項　１目　建設工事費

予算事業名 配水管の整備



１．事業の概要
事業番号 168

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,800,000 3,875,000 5,675,000

予算現額 1,800,000 3,875,000 5,675,000

決算額 1,706,866 3,785,440 5,492,306

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 3

実績値 4

目標値 1

実績値

目標値

実績値

目標値 100

実績値 100

目標値 100

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

平成28年度は本市の景観まちづくりの基本となる「印西市景観まちづくり基本計画」を策定した。
それに沿って平成29年度は景観法の法定計画である「印西市景観計画」を策定していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 「印西市景観まちづくり基本計画」を策定することができた。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
策定委員会、懇談会等を開催し、「印西市景観まちづくり基本計画」を策定することがで
きた。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 印西市景観まちづくり市民懇談会を4回開催して意見を頂くことができた。

成果指標

「景観まちづくり基本計
画」策定

％

印西市景観計画策定 ％

指標内容

活動指標

景観まちづくり市民会議
開催

回

パブリックコメントの実施 回

平成２８年度

景観基本計画策定 印西市景観まちづくり市民懇談会を4回、事業者懇談会を1回開催し意
見をいただいた。また、印西市景観計画等策定委員会を設置し5回会
議を開催して、「印西市景観まちづくり基本計画」を策定した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から平成２９年度

事業の実施目的
及び概要

　本市の良好な景観の保全・形成・創出のため、 清潔で緑豊かなまちの環境美化、新住宅市街地開発事業
で整備された千葉ニュータウンなどの良好な市街地の保全、沼や河川、緑地や農地等の自然環境の保全等
について、 市民・地域・事業者等が協働により景観創出と環境美化に関する施策を一体的に推進するため
に、印西市の景観についての資源や色彩等の基本的な景観に寄与または影響するものを調査する「印西市
景観基礎調査」、印西市の美しいまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する「景観基本計画」、
景観法の規定に基づき 都市景観形成施策の総合的かつ計画的指針となる「景観計画」を策定し、また、景
観条例の制定、及び景観形成推進に資する各種ガイドライン等の作成を行うことを目的とする。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－２　景観に配慮した美しいまちづくり

施策の方向性
印旛沼や手賀沼、里山などの豊かな自然環境と千葉ニュータウンなどの計画的に整備された良好な都市環
境を併せ持つ本市ならではの特徴を活かした美しいまちづくりを市民とともに推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 景観計画の策定

担当部署名 都市建設部都市計画課　計画班

款項目及び予算名 ７款　３項　１目　都市計画総務費

予算事業名 景観形成促進事業



１．事業の概要
事業番号 169

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

150,000 41,000 109,000 300,000

予算現額 150,000 41,000 109,000 300,000

決算額 99,000 32,000 67,000 198,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 7

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

目標値

実績値

目標値 95 95 95 95 95

実績値 91

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
平成27年度に印西市耐震改修促進計画を新たに改定し、国の基本方針や首都直下地震緊急推
進基本計画、千葉県耐震改修促進計画を踏まえ耐震化率を平成32年度に95％とし、目標達成に
向け耐震性に関する啓発活動を増やし、耐震相談業務の充実・推進をしていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 耐震化率は短期的に上げることは難しいため、徐々に実績値を増加させる。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
今年度は、熊本地震の影響もあり、市民から耐震に関するお問い合わせが多く、耐震相
談会も第3回以外はほぼ満員であった。平成32年までに耐震化率95％を目標に、事業を
推進していく。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

住宅・建築物耐震化率 ％

指標内容

活動指標

啓発活動（広報・周知） 回

耐震相談会実施 回

平成２８年度

耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工
事に対する補助・助成

・戸建住宅の耐震診断：２件実施（内１件耐震性あり・内１件は耐震性
なし）
・戸建住宅の耐震設計：１件実施（耐震診断で耐震性なしと判断された
戸建住宅で実施。また、改修工事は予算が足りなかったため、29年度
に改修工事を実施予定。)

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

「印西市耐震改修促進計画」に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に実施し、耐震化を図っ
ていく。

対　象 市民等

根拠法令・関連計画　等 建築物の耐震改修の促進に関する法律、千葉県耐震改修促進計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－３　人にやさしく豊かな住まいづくり

施策の方向性
住宅は、住まわれる方にとって生活の基盤であるとともに、都市や街並みを構成する社会的な資産でもある
ことから、災害に強く人や環境にやさしい住まいづくりを推進することで市民の住生活の安定と向上を図って
いきます。また居住者不明の家屋が増加しているため、関係機関と連携した対策を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 建築物耐震改修促進事業

担当部署名 都市建設部建築指導課　住宅班

款項目及び予算名 ７款　３項　１目　都市計画総務費

予算事業名 建築物耐震改修促進事業



１．事業の概要
事業番号 170

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4,340,000 4,118,000 8,458,000

予算現額 2,898,000 2,760,000 5,658,000

決算額 2,561,000 2,617,000 5,178,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 7

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

目標値

実績値

目標値 8 8 8 8 8

実績値 8

目標値 80 80 80 80 80

実績値 56

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

国内における人口局面は減少傾向へ向かっており、近隣市にあったても1,000人/年の単位で減
少している市もある状況である。本市における人口は増加傾向にはあるものの、住宅地の拡大
程には人口の増加がなされてはおらず、逆に人口の減少が5年間で20％に達した地区もある。こ
れらのことを受け、本市における市民の住み続け並びに住宅の適正管理の推進等を鑑み現行の
まま継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

マンション管理士派遣事
業等派遣回数

回

住宅リフォーム補助事業
交付決定件数

件

指標内容

活動指標

マンション管理士派遣事
業等啓発活動（広報・周
知）

回

住宅リフォーム補助事業
啓発活動（広報・周知）

回

平成２８年度

マンション管理士派遣事業等：７回／年
住宅リフォーム補助事業：８０件／年
建築物吹付けアスベスト対策事業：１件／年
耐震相談会：３件／年

マンション管理士派遣事業等：８回
住宅リフォーム補助事業：５６件
建築物吹付けアスベスト対策事業：０件
耐震相談会：３件

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２２年度から

事業の実施目的
及び概要

住宅・建築物の所有者が適切な維持管理を行えるよう住宅相談窓口の充実を図る。

対　象 市民等

根拠法令・関連計画　等 印西市住生活基本計画、

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ５－③－３　人にやさしく豊かな住まいづくり

施策の方向性
住宅は、住まわれる方にとって生活の基盤であるとともに、都市や街並みを構成する社会的な資産でもある
ことから、災害に強く人や環境にやさしい住まいづくりを推進することで市民の住生活の安定と向上を図って
いきます。また居住者不明の家屋が増加しているため、関係機関と連携した対策を進めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 住宅相談窓口の充実

担当部署名 都市建設部建築指導課　住宅班

款項目及び予算名 ７款　３項　１目　都市計画総務費

予算事業名 住生活基本計画推進事業、建築物吹付けアスベスト対策事業、住宅リフォーム補助事業



１．事業の概要
事業番号 171

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

216,000 216,000

予算現額 216,000 216,000

決算額 102,448 102,448

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 35 35 35 35 35

実績値 34

目標値 5 5 5 5 5

実績値 10.2

目標値 25 25 25 25 25

実績値 16.4

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市民意見公募の提出意見数は増加傾向であるものの、審議会等の公募委員は応募がないケー
スもあるので、今後も引き続き市民参加の促進・工夫に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

公募市民が委嘱されて
いる審議会等の数

件

市民意見公募手続の平
均応募件数

件

公募可の審議会等にお
ける公募委員の割合

％

指標内容

活動指標

市民参加推進委員会の
開催

回

各課へ市民参加状況調
査の実施

回

市民参加実施状況の公
表

回

平成２８年度

・市民参加推進委員会の開催
・市民参加実施状況の公表
・研修会等の開催

・市民参加推進委員会の開催２回
・市民参加実施状況及び実施予定の公表

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民が主体的に行政に関わるための基本的な事項を定めた市民参加条例により市民参加を推進し、魅力と
活力のある地域社会の発展に寄与する。

対　象 市民（市内在住、在勤、在学者及び市内に事業所を置く法人等）

根拠法令・関連計画　等 印西市市民参加推進条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－１　市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

施策の方向性

市民、事業者と行政が相互の信頼関係に基づき、自らの役割を十分に発揮できる協働のまちづくりを進める
ため、市民参加条例の制度・意義の周知を図っていくとともに、多様な媒体を活用した広報活動や情報提
供、きめ細やかな広聴、情報公開制度の適正な運用に取り組み、市民、事業者と行政との円滑なコミュニ
ケーションを構築していきます。また、シティセールスの推進では、首都圏内の子育て世代を中心に、広く市
内外にまちの魅力を発信し、認知度を高めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市民参加推進事業

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項 　６目　市民参加推進事業

予算事業名 市民参加推進事業



１．事業の概要
事業番号 172

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

5,000 25,542,000 25,547,000

予算現額 5,000 25,542,000 25,547,000

決算額 5,000 22,785,080 22,790,080

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 24 24 24 24 24

実績値 24

目標値 240 240 240 240 240

実績値 224

目標値

実績値

目標値 29,800 29,900 30,000 30,100 30,200

実績値 29,800

目標値 28,500 28,550 28,600 28,650 28,700

実績値 28,160

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
広報紙は市政の取り組みはもとより、市民や団体の情報や地域の催しなどの情報を発信してお
り、容易な情報入手手段であるため、事業継続する。今後は、さらに分かりやすく読みやすい紙
面づくりに努めるとともに、SNSを情報発信に活用し、効果的な広報に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

発行部数 部／月

配布部数 部／月

指標内容

活動指標

発行回数 回

記事掲載量
ページ／タ

ブロイド

平成２８年度

・広報紙の発行（月２回）
・新聞折込、郵送及び戸別投函による配布
・市内主要公共施設や駅などへの配置
・電子媒体による広報紙閲覧の充実
・広報レポーターによる市民視点での記事
作成

・外部委託により、レイアウト、デザイン、図表等の作成に専門技術を
取り入れ、さらに分かりやすく読みやすい紙面編集に努めた。
・広報レポーターによる取材記事を掲載し、市の住み良さや魅力を広
報レポーターの視点で紹介した。
・重要施策や新規事業を特集記事として取り上げた。
・新聞未購買世帯への補完措置として広報紙を戸別投函や郵送により
配布した。
・スマートフォンアプリによる広報紙の自動配信サービス実施及び周知
に努めた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和３６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民に行政情報や地域の出来事等を幅広く知らせることにより、市政の透明化及び活性化を推進し、併せて
市政に対する関心度の向上を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市市政情報の公表及び提供の積極的な推進に関する要綱、広報レポーター設置要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－１　市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

施策の方向性

市民、事業者と行政が相互の信頼関係に基づき、自らの役割を十分に発揮できる協働のまちづくりを進める
ため、市民参加条例の制度・意義の周知を図っていくとともに、多様な媒体を活用した広報活動や情報提
供、きめ細やかな広聴、情報公開制度の適正な運用に取り組み、市民、事業者と行政との円滑なコミュニ
ケーションを構築していきます。また、シティセールスの推進では、首都圏内の子育て世代を中心に、広く市
内外に市の魅力を発信し、認知度を高めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 広報紙発行事業

担当部署名 総務部広報広聴課　広報広聴班

款項目及び予算名 ２款　１項　２目　文書広報費

予算事業名 広報紙発行事業、広報レポーター実施事業、行政記録保存事業



１．事業の概要
事業番号 173

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

468,000 2,741,000 3,209,000

予算現額 468,000 2,741,000 3,209,000

決算額 150,000 3,012,048 3,162,048

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

実績値 2,489

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 746,000 750,000 754,000 758,000 762,000

実績値 839,899

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

市ホームページはインターネットの特性である速報性と利便性を活かした情報提供手段であるた
め、事業を継続する。今後もインターネットの特性を活かし、市の取り組みや暮らし、歴史など
様々な市政情報を発信するため、ホームページを運用する職員を対象に研修を実施する。また、
見やすく分かりやすいホームページを目指し、システムの更新または変更について検討する。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

アクセス件数 件／年

指標内容

活動指標

コンテンツ登録件数 件

平成２８年度

・各部署からの情報発信を促進
・ホームページの運用管理

・インターネットが持つ即時性を活かしながら、積極的な情報発信に努
めた。
・ホームページの操作研修を実施し、コンテンツの充実が図れた。
・ヤフー株式会社との災害情報協定に基づくYahoo！ブログを活用し、
防災関連情報の発信に努めた。
・アクセシビリティが継続的に確保できるよう周知を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

高度な市政情報を、より早く的確に情報提供するため、ホームページの充実化を推進する。

対　象 市民一般

根拠法令・関連計画　等 印西市情報化計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－１　市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

施策の方向性

市民、事業者と行政が相互の信頼関係に基づき、自らの役割を十分に発揮できる協働のまちづくりを進める
ため、市民参加条例の制度・意義の周知を図っていくとともに、多様な媒体を活用した広報活動や情報提
供、きめ細やかな広聴、情報公開制度の適正な運用に取り組み、市民、事業者と行政との円滑なコミュニ
ケーションを構築していきます。また、シティセールスの推進では、首都圏内の子育て世代を中心に、広く市
内外に市の魅力を発信し、認知度を高めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 ホームページの更新管理

担当部署名 総務部広報広聴課　広報広聴班

款項目及び予算名 ２款　１項　２目　文書広報費

予算事業名 ホームページ更新管理費



１．事業の概要
事業番号 174

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

27,000 27,000

予算現額 27,000 27,000

決算額 16,740 16,740

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 26 26 26 26 26

実績値 26

目標値 13 13 13 13 13

実績値 11

目標値

実績値

目標値 180 180 170 170 160

実績値 198

目標値 115 115 125 125 135

実績値 51

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
広聴活動は市民の意識や意向を的確に把握し、行政施策へ適切に反映させる手段であるため
事業継続する。今後も広聴制度において市民参加の拡大が図れるよう周知に努める。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市長への手紙件数 件／年

市長談話室、市長懇談
会延べ参加者数

人／年

指標内容

活動指標

ポストの設置箇所数 箇所

市長談話室・市長懇談
会開催回数

回

平成２８年度

・市政ポストの管理（市内公共施設２６カ所）
・市長談話室（月１回）
・市民グループ等からの申し出による市長
懇談会の実施

・多岐にわたる市民の意見や要望の窓口を「市政ポスト」で一本化する
ことで対応の円滑化が図れた。
・市政に対する意見や要望の内容を一元管理し、情報を共有すること
ができた。
・公共施設の新設に伴い、市政ポストを増設した（２５ヵ所→２６ヵ所）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民個々の意見などを把握するため、市の公共施設に市長宛てのポストを設置するとともに、市長が直接市
民と対話し意見などを伺う市長談話室、市長懇談会を実施する。

対　象 市民一般

根拠法令・関連計画　等 印西市市政ポストに関する要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－１　市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

施策の方向性

市民、事業者と行政が相互の信頼関係に基づき、自らの役割を十分に発揮できる協働のまちづくりを進める
ため、市民参加条例の制度・意義の周知を図っていくとともに、多様な媒体を活用した広報活動や情報提
供、きめ細やかな広聴、情報公開制度の適正な運用に取り組み、市民、事業者と行政との円滑なコミュニ
ケーションを構築していきます。また、シティセールスの推進では、首都圏内の子育て世代を中心に、広く市
内外に市の魅力を発信し、認知度を高めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 広聴事業

担当部署名 総務部広報広聴課　広報広聴班

款項目及び予算名 ２款　１項　２目　文書広報費

予算事業名 広聴事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 175

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 0 1,405,000 1,405,000

予算現額 0 0 0 0 1,529,200 1,529,200

決算額 0 0 0 0 1,260,521 1,260,521

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値 1,026 1,084 1,142 1,200 1,258

実績値 1,122

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市政情報の公表・提供数が年々増加し、目標値を上回っていることから、市民と市政情報を共有
することの必要性について、職員の意識が高まっている。今後も市政情報の提供の重要性につ
いて、職員に対し更なる理解を求め、積極的な市政情報の提供に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

市政情報の公表・提供
数

件

指標内容

活動指標

各課情報公表・提供の
情報一覧の公表

回

ファイリングの点検 回

平成２８年度

・文書管理システム及び文書ファイリングシ
ステムの維持管理
・情報公開、情報提供の推進
・長期書庫の拡大の検討

情報公開制度の適正な運用を行い、市民への情報の公表・提
供の推進を図るため、ホームページの活用、行政資料目録の
作成・公表、行政資料コーナーの充実に努めた。また、文書
ファイリングの適正な運用により、文書の保管場所の確保を
図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成12年度から実施

事業の実施目的
及び概要

情報公開制度の適正な運用に努めるとともに､公文書の適正な管理を行い、市民への情報公開・情報提供を
積極的に推進する。また、市民への積極的な情報提供を行うための手段である行政資料コーナー（行政資料
室）の整備やホームページへの掲載に努める。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市情報公開条例 等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－１　市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

施策の方向性

市民、事業者と行政が相互の信頼関係に基づき、自らの役割を十分に発揮できる協働のまちづくりを進める
ため、市民参加条例の制度・意義の周知を図っていくとともに、多様な媒体を活用した広報活動や情報提
供、きめ細やかな広聴、情報公開制度の適正な運用に取り組み、市民、事業者と行政との円滑なコミュニ
ケーションを構築していきます。また、シティセールスの推進では、首都圏内の子育て世代を中心に、広く市
内外に市の魅力を発信し、認知度を高めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 情報の公開

担当部署名 総務部情報管理課　文書統計班

款項目及び予算名 ２款　１項　１目　情報公開に要する経費・文書管理の推進事業

予算事業名 情報公開に要する経費，文書管理の推進事業



１．事業の概要
事業番号 176

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

400 1,863,000 2,263,000

予算現額 400 1,601,885 2,001,885

決算額 400 1,601,885 2,001,885

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 45 48 51 54 57

実績値 68

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 746,600 750,400 754,200 758,000 762,000

実績値 839,899

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
シティセールスプランの策定が終了し、今後は関係各課との調整を図りながら、実施計画の策定
に着手する。また、引き続き各種イベントにおいて積極的に市のＰＲを行う。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

事業推進による知名度の向
上、定住人口等の増につな
げていくことを目標とする。

市ホームページへのアク
セス件数
（トップページ）

件

指標内容

活動指標

マスコミへの情報提供数 件

平成２８年度

・シティセールスの各種取り組み検討
・シティセールスの推進
・ふるさと納税を活用した市のＰＲ

・平和ＰＧＭゴルフツアー、日本シニアオープンゴルフ、柏レイソルホー
ムタウンデー、いんばふれ愛フェスタ等、各種イベントにおいて市の特
産品のＰＲおよび市のＰＲを行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成24年度から実施

事業の実施目的
及び概要

地域の貴重な財産である人や自然、文化、産業、都市基盤など合併によって高められた「まちの魅力」を積
極的に市内外にセールスしていくことで、活力あるまちづくりと多様な交流につなげていく。

対　象 市内外

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－１　市政情報の共有化と市民参加によるまちづくり

施策の方向性

市民、事業者と行政が相互の信頼関係に基づき、自らの役割を十分に発揮できる協働のまちづくりを進める
ため、市民参加条例の制度・意義の周知を図っていくとともに、多様な媒体を活用した広報活動や情報提
供、きめ細やかな広聴、情報公開制度の適正な運用に取り組み、市民、事業者と行政との円滑なコミュニ
ケーションを構築していきます。また、シティセールスの推進では、首都圏内の子育て世代を中心に、広く市
内外に市の魅力を発信し、認知度を高めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 シティセールスの推進

担当部署名 企画財政部ふるさとづくり推進課　ふるさとづくり推進班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 企画事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 177

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,000 32,597,000 32,598,000

予算現額 1,000 32,597,000 32,598,000

決算額 0 29,268,739 29,268,739

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 172 172 173 174 175

実績値 174

目標値

実績値

目標値 172 172 173 174 175

実績値 169

目標値 65 65 67 67 70

実績値 61

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
町内会等は任意団体で任意加入が原則であるため、施策の範囲が限られるが、引き続き町内会
等への支援や協力関係の維持に努めるとともに、未組織地域等への設立に向けた説明や情報
提供等を行う。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

町内会等組織数（累計） 団体

町内会等加入率 ％

指標内容

活動指標

加入促進の広報活動 回

行政協力交付金等　申
請

団体

平成２８年度

・町内会等の活動助成
・町内会等の設立に向けた団体への資料提
供及び助言
・転入者への加入促進文書の配布

行政協力交付金、町内会等活動費補助金、町内会等地区連絡会補助
金を交付し円滑な行政運営及び町内会活動等の活性化を図った。
また、町内会等の設立に向けた相談を受け、資料の提供や補助金等
の説明を行い、町内会等の設立を支援するとともに、印西市町内会自
治会連合会作成の加入促進パンフレットを活用し、町内会等への加入
促進を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１１年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市と町内会等の相互協力関係を推進し、行政運営の円滑化及び地域社会における住民自治の振興を図る。

対　象 町内会等

根拠法令・関連計画　等 印西市行政協力交付金交付要綱　印西市町内会等活動費補助金交付要綱　印西市町内会等地区連絡会
活動費補助金交付要綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－２　市民が主体の地域コミュニティ活動の推進

施策の方向性
少子高齢化が進行するなか、ますます重要となる町内会等におけるコミュニティ活動を支援していくとともに、
活動拠点となるコミュニティ施設の整備・充実を進め、「地域コミュニティ」を醸成していくことで、地域の中で助
け合い支え合える環境をつくっていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 コミュニティ活動の推進事業

担当部署名 市民部市民活動推進課　市民活動支援班

款項目及び予算名 ２款　１項　１２目　自治振興費

予算事業名 町内会等に要する経費



１．事業の概要
事業番号 178

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,140,000 94,523,000 95,663,000

予算現額 1,140,000 94,573,000 95,663,000

決算額 1,527,505 82,271,189 83,798,694

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 200 200 200 200 200

実績値 204

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 105,600 105,700 105,800 105,900 106,000

実績値 106,219

目標値 300 300 300 300 300

実績値 297

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
利用者・登録団体ともにほぼ目標値どおりであり、地域コミュニティの拠点の一つとして機能して
いると考えられる。指定管理者は利用者ニーズに合わせ事業数を増やすなど施設の活用を図る
努力をしており、今後も地域コミュニティの活性化を図るため引き続き事業を継続する。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

コミュニティセンター利用
者数

人

登録団体数 団体

指標内容

活動指標

コミュニティセンター講座
等事業数

回

平成２８年度

指定管理者によるコミュニティセンターの管
理運営

市内に４館あるコミュニティセンター（指定管理）において市民向けの講
座等を実施するとともに、地域の団体の活動等の場を提供し、地域コ
ミュニティの活性化を推進した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成９年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民相互の理解を深め、より強い絆を持った地域づくりを推進するため、市内４館のコミュニティセンターにお
いて、コミュニティの醸成事業を行い、地域コミュニティの充実を図る。

対　象
中央駅南コミュニティセンター（サザンプラザ）、中央駅北コミュニティセンター（フレンドリープラザ）、
永治コミュニティセンター（永治プラザ）、船穂コミュニティセンター　計４館

根拠法令・関連計画　等 印西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－２　市民が主体の地域コミュニティ活動の推進

施策の方向性
少子高齢化が進行するなか、ますます重要となる町内会等におけるコミュニティ活動を支援していくとともに、
活動拠点となるコミュニティ施設の整備・充実を進め、「地域コミュニティ」を醸成していくことで、地域の中で助
け合い支え合える環境をつくっていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 コミュニティセンター運営事業

担当部署名 市民部市民活動推進課　市民活動支援班

款項目及び予算名 ２款　１項　１２目　自治振興費

予算事業名 コミュニティセンターの管理運営に要する経費



１．事業の概要
事業番号 179

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

31,681,000 31,681,000

予算現額 31,681,000 31,681,000

決算額 24,981,745 24,981,745

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 7 7 7 7 7

実績値 10

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 145 146 146 147 147

実績値 145

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
活動拠点となる集会施設の整備は町内会等の負担を伴うことから、状況を見ながら町内会等と
相談の上、事業を継続していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 A　目標値を上回る

成果指標

集会施設数 箇所

指標内容

活動指標

集会施設等の新設、改
築、修繕に対する補助

箇所

平成２８年度

地区集会所の建設費又は修繕費の助成 町内会等へ集会施設整備事業補助金等を交付し、町内会等が管理す
る集会施設の整備・充実を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和５８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

多様なコミュニティ活動を支援するとともに、町内会活動等への参加の場を確保するため、活動拠点となる集
会施設の整備・充実を図る。

対　象 町内会等

根拠法令・関連計画　等
印西市青年館の設置及び管理に関する条例　　同施行規則　印西市集会所の設置及び管理に関する条例
同施行規則　印西市構造改善センターの設置及び管理に関する条例　同施行規則　印西市集会施設整備
事業補助金交付要綱　ほか

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－①－２　市民が主体の地域コミュニティ活動の推進

施策の方向性
少子高齢化が進行するなか、ますます重要となる町内会等におけるコミュニティ活動を支援していくとともに、
活動拠点となるコミュニティ施設の整備・充実を進め、「地域コミュニティ」を醸成していくことで、地域の中で助
け合い支え合える環境をつくっていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 地区集会施設整備事業

担当部署名 市民部市民活動推進課　市民活動支援班

款項目及び予算名 ２款　１項　１２目　自治振興費

予算事業名 町内会地区集会所等に要する経費



１．事業の概要
事業番号 180

新市基本計画 ○

主要事業 ○

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

11,330,000 11,330,000

予算現額 11,330,000 11,330,000

決算額 10,457,535 10,457,535

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 6 6 6 6 6

実績値 6

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 72 74 76 78 80

実績値 75

目標値 110 110 110 110 110

実績値 117

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
魅力と活力のあるまちづくりのために、市民活動の推進・活性化や協働社会の実現は重要であ
ることから、引き続き事業を継続していく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

協働事業の実施件数 件

市民活動支援センター
登録団体数

団体

指標内容

活動指標

市民活動推進委員会の
開催数

回

平成２８年度

・指定管理者による市民活動支援センター
の管理運営
・市民活動推進委員会の運営
・市民活動に関する情報の収集及び提供
・協働事業の推進
・公益信託印西市まちづくりファンドによる側
面支援

市民活動に関する情報の収集・提供や、市民活動支援センター（指定
管理）による市民活動団体等への支援、市民活動推進委員会の開
催、まちづくりファンドによる側面支援などにより、市民活動団体等の
活動支援や協働事業の推進を行い、市民活動の推進及び活性化を
図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

市民活動の推進及び活性化を図るため、活動を行うために必要な「場」「資金」「情報」「交流」等に関する
様々な支援策を実施する。

対　象 市民活動を行おうとする全ての市民及びＮＰＯなどの市民活動団体、事業者。

根拠法令・関連計画　等
印西市市民活動推進条例　市民活動団体（ＮＰＯ等）との協働を進めるためのガイドライン　印西市市民活動
支援センターの設置及び管理に関する条例　同施行規則

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－②－１　市民や大学・企業など多様な主体とともに進めるまちづくり

施策の方向性

市民活動の拠点となる市民活動支援センターの機能強化を図っていくとともに、市民活動推進条例に定める
理念に基づいて市民の公益的な活動への支援を推進します。また、産業や教育・文化の振興、健康・医療及
び福祉の推進、人材育成など幅広い分野における連携を図ることにより、多様な主体とともに進めるまちづく
りに取り組んでいきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市民活動推進事業

担当部署名 市民部市民活動推進課　市民活動支援班

款項目及び予算名 ２款　１項　１２目　自治振興費

予算事業名 市民活動支援事業



１．事業の概要
事業番号 181

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

225,000 225,000

予算現額 225,000 225,000

決算額 135,000 135,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 3 3 3 3

実績値 2

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 70 80 90 100

実績値 72.9

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 引き続き総合戦略関連事業を推進することで、戦略に掲げた各種数値目標の達成を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
総合戦略で掲げた各種取り組みを推進することで、目標値を上回る割合で、各分野の数
値目標が現状値より向上した。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る
進行管理を行う上で必要な審議会を開催することができたが、地方創生関連交付金の
活用事業がなかったため、見込みをやや下回った。

成果指標

現状値より向上した評価
指標の割合

％

指標内容

活動指標

まち・ひと・しごと創生推
進審議会の運営

回

平成２８年度

・まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理 印西市まち・ひと・しごと創生推進審議会を２回開催し、各分野
における重要業績評価指標（KPI）の検証や、平成２８年度以降
の新たな総合戦略関連事業などについて、各委員から意見を
いただいた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

まち・ひと・しごと創生法に基づく、人口の現状と将来の展望を示す地方人口ビジョン及び、これを踏まえた今
後５か年の目標や施策の基本的方向、具体的な取り組みをまとめた地方版総合戦略を推進するとともに、審
議会による評価指標の検証を行う。

対　象 第２次基本計画に基づく全施策及び実施計画事業

根拠法令・関連計画　等 まち・ひと・しごと創生法、印西市総合計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－②－１　市民や大学・企業など多様な主体とともに進めるまちづくり

施策の方向性

市民活動の拠点となる市民活動支援センターの機能強化を図っていくとともに、市民活動推進条例に定める
理念に基づいて市民の公益的な活動への支援を推進します。また、産業や教育・文化の振興、健康・医療及
び福祉の推進、人材育成など幅広い分野における連携を図ることにより、多様な主体とともに進めるまちづく
りに取り組んでいきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 まち・ひと・しごと創生総合戦略に要する経費



１．事業の概要
事業番号 182

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

4 4

予算現額 4 4

決算額 0 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 56 58 60 62 64

実績値 58

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 60 60 60 60 60

実績値 86

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
高齢者の見守りや災害時の協定締結など、民間事業者との連携数は増加しており、今後も引き
続き連携の継続を図る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

事業所・教育機関と連携
して行った取り組み数

件

指標内容

活動指標

大学・企業等との連携協
定数

回

平成２８年度

・東京電機大学との協定に基づく連携
・順天堂大学との協定に基づく連携
・市内郵便局との協定に基づく連携
・市内外の教育機関及び民間企業等との連
携の推進
・いんざい産学官まちづくり懇話会の運営

東京電機大学、順天堂大学や市内郵便局との連携協定に基
づき、各分野で連携事業を実施できた。また、災害対策関連や
高齢者等の見守りに関する事業者等との新たな協定締結を始
め、教育機関や事業所等と連携した取り組み数も増加した。い
んざい産学官まちづくり懇話会については、平成２８年度は新
たな提案事業はなかった。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

活力あるまちづくりを進めていくため、教育機関や民間企業等との協定に基づき、産業振興、教育文化振
興、人材育成、まちづくりなど各分野において、相互に連携を図るとともに、いんざい産学官まちづくり懇話会
の構成機関などによる多様な主体の連携を促進していく。

対　象 市内教育機関、民間企業等

根拠法令・関連計画　等
印西市と東京電機大学の連携協力に関する協定、印西市と順天堂大学との連携協力に関する協定、印西市
と印西市内郵便局との包括連携に関する協定

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－②－１　市民や大学・企業など多様な主体とともに進めるまちづくり

施策の方向性

市民活動の拠点となる市民活動支援センターの機能強化を図っていくとともに、市民活動推進条例に定める
理念に基づいて市民の公益的な活動への支援を推進します。また、産業や教育・文化の振興、健康・医療及
び福祉の推進、人材育成など幅広い分野における連携を図ることにより、多様な主体とともに進めるまちづく
りに取り組んでいきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 産学官連携推進事業

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 企画事務に要する経費



１．事業の概要
事業番号 183

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

20,000 363,000 383,000

予算現額 20,000 363,000 383,000

決算額 7,700 217,262 224,962

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 5 5 5 5 5

実績値 5

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値 50 75 100 20 30

実績値 50

目標値 30 30 30 30 30

実績値 27

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
第２次男女共同参画プラン（H26-30）に基づき、男女が性別に関わりなく個性と能力を発揮できる
社会に向けて事業を推進していくとともに、次期プラン策定に向けた調査等を進めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

プランの進捗率 ％

審議会等における女性
委員の登用率

％

指標内容

活動指標

講座数 回

プランの進捗状況の取り
まとめ

回

平成２８年度

・主催事業の実施
・啓発資料の配布
・男女共同参画プランの進行管理

男女共同参画プランの進行管理を行うとともに、男女共同参画推進の
ための各種講座を開催し、市民への啓発を図った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１３年度から実施

事業の実施目的
及び概要

男女が共に性別に関わりなく、個人として尊重され、個性と能力が発揮できる男女共同参画社会の実現を目
指す。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市男女共同参画プラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－②－２　男女共同参画の推進

施策の方向性
男女が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組の推
進や、相談体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 男女共同参画推進事業

担当部署名 市民部市民活動推進課　市民活動支援班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　男女共同参画推進事業

予算事業名 男女共同参画推進事業



１．事業の概要
事業番号 184

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

519,000 519,000

予算現額 519,000 519,000

決算額 518,400 518,400

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 24 24 24 24 24

実績値 24

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値

実績値

目標値 120 120 120 120 120

実績値 96

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
広報、ホームページで相談窓口の周知を図り、毎月２回（第１、３木曜日）女性の悩み相談を実施
し、女性が抱える様々な悩みに対し解決へとつながるよう支援を行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった 周知を図り、相談しやすい環境を作っていく。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである 相談日数、周知回数は目標値どおりであった。

成果指標

相談者数 人

指標内容

活動指標

相談日数 日

周知回数 回

平成２８年度

・女性の悩み相談の実施
・関係各課、県女性サポートセンター、警察
署、民間施設との連携強化

・毎月２回（第１・第３木曜日）女性の悩み相談を実施し、女性が抱える
様々な悩みに対し解決へとつなげるよう支援した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１４年度から実施

事業の実施目的
及び概要

夫婦や家族・対人関係など様々な悩みを抱える女性を支援し、女性の社会参加の促進を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市男女共同参画プラン

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－②－２　男女共同参画の推進

施策の方向性
男女が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組の推
進や、相談体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 女性の悩み相談事業

担当部署名 健康福祉部子育て支援課　子育て支援班

款項目及び予算名 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

予算事業名 女性の悩み相談事業



１．事業の概要
事業番号 185

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

122,000 122,000

予算現額 122,000 122,000

決算額 0 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
DV被害者の支援として、緊急避難時に支援金を給付し、DV被害者とその子どもの支援を実施し
ていく。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

被害者に対する緊急的な支援が必要
となるため、支援制度として確立する
ことを目標とする。

指標内容

活動指標

広報回数（制度） 回

平成２８年度

・DV被害者の緊急避難の際の金銭的支援
・関係各課、県女性サポートセンターや警察
署、民間施設との連携強化

・DV被害者の相談に対し、関係機関と連携を図り支援に努めている。
緊急避難のための支援金の支給実績はなし。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１５年度から実施

事業の実施目的
及び概要

ＤＶ被害者の支援として、緊急避難時に支援金を給付し、被害者及びその家族の支援を図る。

対　象 市内在住のＤＶ被害者及びその家族

根拠法令・関連計画　等 印西市配偶者等暴力被害者緊急避難支援要綱、印西市男女共同参画プラン、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する法律

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－②－２　男女共同参画の推進

施策の方向性
男女が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた取組の推
進や、相談体制の充実を図っていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 配偶者等暴力被害者支援事業

担当部署名 健康福祉部 子育て支援課　子育て支援班

款項目及び予算名 ３款　１項　１目　社会福祉総務費

予算事業名 DV被害者支援事業



１．事業の概要
事業番号 186

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0 0 0 0 7,463,000 7,463,000

予算現額 0 0 0 0 7,463,000 7,463,000

決算額 0 0 0 0 7,333,654 7,333,654

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 20 22 23 23 25

実績値 19

目標値 2 2 2 2 2

実績値 1

目標値

実績値

目標値 25,400 25,800 26,200 26,600 27,000

実績値 27,363

目標値 1,150 1,250 1,300 1,300 1,400

実績値 1,438

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
電子申請については、職員へのシステム自体の周知や電子申請化できる手続きの聞き取り等を
各課に行い、増加を図る。各種研修、講習については、今後も継続して実施する。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

公共施設予約の電子申
請数

件

その他の電子申請数 件

指標内容

活動指標

電子申請取扱手続数 件

市民向け講習 回

平成２８年度

・職員向け研修（セキュリティ、ＯＦＦＩＣＥ，ＧＩ
Ｓ等）の実施
・市民向け講習会の開催
・情報化計画の進行管理
・第4次情報化計画の策定

・各職員向け研修を行い、合計１４回実施した。
・市民向け講習会については、東京電機大学の教授を講師に迎え、
SNS講座を１回実施。
・情報化計画の進行管理・第４次情報化計画を策定した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成14年度から実施

事業の実施目的
及び概要

各種申請や届出手続きの電子化など、電子行政を推進し、市民の利便性向上を図る。
また、印西市情報化計画の進行管理をはじめ、市民及び職員の情報リテラシ向上やセキュリティ対策に関す
る研修や講座を開催し、安全に情報通信機器を利用できる環境を支援していく。

対　象 職員、市民等

根拠法令・関連計画　等 第4次印西市情報化計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－１　市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

施策の方向性
市民満足度の高い自治体をめざして、市民目線での行政サービスの見直しや窓口等の充実、ICTの活用を
進め、利便性の高い市民サービスの提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 電子行政推進事業

担当部署名 総務部情報管理課　情報管理班

款項目及び予算名 ２款　１項　１０目　電子計算費

予算事業名 電子行政推進に要する経費



１．事業の概要
事業番号 187

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,427,000 7,235,000 7,235,000

予算現額 1,427,000 7,235,000 7,235,000

決算額 1,223,000 5,944,000 5,944,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

５　終了
引き続き平成２９年度中に予定されている情報連携の運用開始に向けた取り組みを行うが、平成
２８年１月のマイナンバーの利用開始及び平成２９年度に運用開始が予定されている情報連携係
るシステム改修をもって事務事業は終了した。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 F　未評価（当年度事業未実施）

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 F　計画なし（当年度活動予定なし）

成果指標

制度の周知状況 制度の周知を図るものであり目標値の設定はなじまない。

指標内容

活動指標

（対象：市民）
広報紙、ホームページに
よる制度周知

回数

（対象：職員・議員等）
制度等説明会の実施

回数

平成２８年度

関連システムとの連携テスト・総合運用テス
ト
社会保障・税番号制度に係る中間サーバー
負担金

情報連携に係る総合運用テストを実施した。（情報照会テスト・情報提
供テスト）
地方公共団体情報システム機構に対して、社会保障・税番号制度に
係る中間サーバー負担金を支出した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２６年度から実施

事業の実施目的
及び概要

社会保障・税番号制度の導入による市民の利便性の向上及び行政運営の効率化等を図るため、既存システ
ムの改修など必要な準備をを行う。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律　他

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－１　市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

施策の方向性
市民満足度の高い自治体をめざして、市民目線での行政サービスの見直しや窓口等の充実、ICTの活用を
進め、利便性の高い市民サービスの提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 社会保障・税番号制度の導入

担当部署名 総務部情報管理課　情報管理班

款項目及び予算名 ２款　１項　１目　一般管理費

予算事業名 社会保障・税番号制度の導入に要する経費



１．事業の概要
事業番号 188

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

162,000 162,000

予算現額 162,000 162,000

決算額 154,880 154,880

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 4 4 4 4 4

実績値 4

目標値 168 168 168 168 168

実績値 171

目標値

実績値

目標値 4,500 4,500 5,000 5,000 5,000

実績値 5,491

目標値 7,000 7,000 8,000 8,000 8,000

実績値 8,941

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

コンビニ交付が実施されることから、コンビニ交付及び休日開庁の利用状況・利用者ニーズの把
握に努め、今後の対応を検討していく。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 A　計画以上の事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

来客者数（合計） 人

証明書などの取扱件数
（合計）

件

指標内容

活動指標

休日開庁の実施窓口数 箇所

休日開庁実施延べ日数 日

平成２８年度

【市役所本庁市民課】毎月第２・４土曜日
（8:30～17:15）
【印旛支所】毎週土曜日（8:30～12:00）
【滝野出張所】毎週土・日曜日（8:30～17:15）
【中央駅前出張所】毎月第１・３土曜日（8:30
～17:15）
・証明書の発行、印鑑登録、戸籍の預かり
業務等
・コンビニ交付導入の検討

・休日開庁・・・本庁２３日、中央駅前出張所２４日、滝野出張所９９日、
印旛支所５０日（半日）／年
・来客者数・・・計５，４９１人／年　本庁８１７人、中央駅前出張所
１，２５８人、滝野出張所２，６４８人、印旛支所７６８人
・証明書等取扱件数・・・８，９４１件／年　本庁１，３６８件、中央駅前出
張所２，０３２件、滝野出張所４，５４５件、印旛支所９９６件

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

平日来庁できない市民の利便性を図るため、休日に各種証明等の窓口を開設する。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 第４次印西市行政改革大綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－１　市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

施策の方向性
市民満足度の高い自治体をめざして、市民目線での行政サービスの見直しや窓口等の充実、ICTの活用を
進め、利便性の高い市民サービスの提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 窓口の休日実施

担当部署名 市民部市民課　窓口班

款項目及び予算名 ２款　３項　１目　戸籍住民基本台帳費

予算事業名 窓口業務の休日実施に要する経費



１．事業の概要
事業番号 189

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

13,986,156 13,986,156

予算現額 13,986,156 13,986,156

決算額 12,430,653 12,430,653

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 サービスの向上を目指すものであり、目標値は設定しない。

実績値 87,491

目標値 サービスの向上を目指すものであり、目標値は設定しない。

実績値 79,825

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 納税機会の充実

担当部署名 市民部納税課ほか

款項目及び予算名 ２款　総務費  

予算事業名 情報基盤整備に要する経費、会計事務に要する経費

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－１　市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

施策の方向性
市民満足度の高い自治体をめざして、市民目線での行政サービスの見直しや窓口等の充実、ICTの活用を
進め、利便性の高い市民サービスの提供に努めていきます。

平成２８年度

コンビニ・マルチペイメントでの収納業務の
継続
【収納対象】
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市
民税・県民税、国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料、下水道使用
料、水道料金

Ｈ28年度も継続
コンビニ・ぺイジー対応
固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市民税・県民税（普通徴収）、
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
コンビニ対応    下水道使用料、水道料金
納付場所、納付可能時間が拡大され、納付者のライフスタイルに合わ
せた納付環境が実現された。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成24年度から実施

事業の実施目的
及び概要

納税等について、24時間、365日利用することができるコンビニエンスストアやマルチペイメントによる収納業
務を継続し、市民の利便性及び市民サービスの向上を図る。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等 印西市会計事務規則

年度

指標内容

活動指標

コンビニ収納及びマルチ
ペイメント収納の運用

システム

成果指標

マルチペイメントによる
収納件数

件

コンビニエンスストアでの
収納件数

件

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
マルチペイメント収納及びコンビニエンスストア収納を運用することにより、納付可能時間・納付場
所の制限が減り、納税機会の充実が図られ市民サービスの向上につながっている。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 190

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

1,783,000 1,783,000

予算現額 1,783,000 1,783,000

決算額 1,779,461 1,779,461

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値 12 12 12 12 12

実績値 12

目標値

実績値

目標値 210 210 210 210 210

実績値 183

目標値 185 190 200 210 220

実績値 163

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 年間の相談枠にはまだ余裕があるため、相談事業の周知を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

合同相談相談者数（年
間）

人

市民生活・法律相談者
数（年間）

人

指標内容

活動指標

合同相談毎月実施 回

市民生活・法律相談毎
月実施

回

平成２８年度

・合同相談（法律相談・市民生活相談・人権
相談・行政相談）の実施…毎月第二金曜日
・市民生活相談・法律相談の実施…毎月第
四火曜日

・利用者
【合同相談】１８３人
　　法律相談１０５人、市民生活相談７３人、行政相談３人、人権相談
　　２人
【市民生活・法律相談】１６３人
　　法律相談１１３人、市民生活相談５０人

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

市民の日常生活における悩みや問題に対し、適切に相談に応じられるよう各種相談を実施していく。

対　象 市民

根拠法令・関連計画　等

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－１　市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

施策の方向性
市民満足度の高い自治体をめざして、市民目線での行政サービスの見直しや窓口等の充実、ICTの活用を
進め、利便性の高い市民サービスの提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 市民相談の実施

担当部署名 市民部市民課    窓口班　ほか

款項目及び予算名 ２款　３項　１目　戸籍住民基本台帳費

予算事業名 市民相談事業



１．事業の概要
事業番号 191

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

800,000 131,091,000 131,091,000

予算現額 800,000 131,576,586 131,576,586

決算額 800,000 103,458,115 103,458,115

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 200 200 200 200 200

実績値 230

目標値 10 50 30 10 40

実績値 10

目標値

実績値

目標値 5 10 6 5 0

実績値 5

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後も、パソコン等は５年を目途に、計画的な入替を行い、コピー、スキャナ、プリンタ、FAX等を
出来るだけ集約し、機器の台数を削減し保守費用等を抑えることで、費用対効果を高めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

庁内情報系プリンタ及び
複合機の効率的な配置
（プリンタ削減台数）

台

指標内容

活動指標

パソコンの入替 台

プリンタ・複合機の入替 台

平成２８年度

・パソコン入替200台
・庁内情報系プリンタ及び複合機の効率的
な配置
・セキュリティ対策
・ネットワーク見直し

・パソコンを２３０台を購入。
・庁内情報系カラープリンタ・モノクロプリンター及びコピー機から複合
機へ更新、配布することにより、５台のプリンタ及びコピー機を削減出
来た。
・暗号化ソフトウエアの導入や新たな通信機器への更新、及びインター
ネット分離により、セキュリティ対策を強化した。また、主任以上の職員
に対して、セキュリティ研修を行う事により、人的セキュリティ対策も実
施した。
・出先機関の一部に対し、帯域の見直しや新たなネットワークサービス
を導入することにより、基本料金の削減に貢献でした。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成14年度から実施

事業の実施目的
及び概要

情報通信技術の進展や情報セキュリティなどに配慮した、庁内及び公共施設間の情報通信基盤を整備し、
安全で効率的な行政運営を図る。

対　象 職員

根拠法令・関連計画　等 第4次印西市情報化計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－１　市民目線で利用しやすい行政サービスの実現

施策の方向性
市民満足度の高い自治体をめざして、市民目線での行政サービスの見直しや窓口等の充実、ICTの活用を
進め、利便性の高い市民サービスの提供に努めていきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 公共施設情報ネットワーク整備事業

担当部署名 総務部情報管理課　情報管理班

款項目及び予算名 ２款　１項　１０目　電子計算費

予算事業名 情報基盤整備に要する経費



１．事業の概要
事業番号 192

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

392,000

予算現額 260,000

決算額 143,416

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値
業務委託　５ヶ所
指定管理者　１0ヶ所

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）

　効率的・効果的な行政サービスの推進を実現するため、今ある事務事業を再点検し、民間がよ
り効率的に実施できるものは民間に委ねることにより、行政サービスの向上を図る必要があるこ
とから、今後も調査研究を進め、導入を推進していくこととする。なお、平成２９年度には、牧の原
学童クラブの指定管理者の更新があり、平成３１年度には、中央駅前交流館の指定管理者制度
の導入が検討されていることから、担当課との協議を進めることとする。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
地域包括支援センターの委託化、指定管理者の再指定及び新規導入を進めることがで
きたが、まだ一部であることから、今後も担当課との協議により、委託化及び指定管理者
制度の導入を促進する必要があると考える。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった
業務委託及び指定管理者制度の導入については、導入事例等の調査研究を進め、関
係各課との協議により、実施していくこととなるため、すぐ導入できるものではないことか
ら今後も調査研究を進め、協力を要請していく必要があると考える。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 F　計画なし（当年度活動予定なし）
事務事業の見直しに係る基本的な考え方に基づき、必要な個所において業務委託及び
指定管理者制度の導入を進めることができた。

成果指標

民間委託数又は指定管
理者制度導入数

委託数
施設数

指標内容

活動指標

全事務事業
※具体的な数値目標は
設定せず

事業

平成２８年度

第５次行政改革実施計画に基づく進捗管理
（民間委託及び指定管理者制度の導入の推
進）

　事務事業の見直しにより、総合福祉センターの４施設（中央老人福祉
センター、印西地域福祉センター、子どもふれあいセンター、福祉作業
所コスモス）について、指定管理者制度を導入することとして、関係各
課と事業の調整を行い、平成２９年度から実施する管理者の指定業務
を行った。
　また、業務委託として、市内の地域包括支援センター（５ヶ所）を平成
２９年度から実施するためプロポーザルにより業者を選定し、それに
伴った市の組織体制整備の調整を実施した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２８年度～平成３２年度

事業の実施目的
及び概要

効率的・効果的な行政サービスの推進を実現するため、今ある事務事業を再点検し、民間がより効率的に実
施できるものは民間に委ねることにより、行政サービスの向上を図ります。

対　象 全課

根拠法令・関連計画　等 第５次印西市行政改革大綱及び第５次印西市行政改革実施計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また、総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 事務事業の再編・整理

担当部署名 総務部行政管理課　行政管理班

款項目及び予算名 ２款　１項　１目　行政改革に要する経費

予算事業名 行政改革に要する経費



１．事業の概要
事業番号 193

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

5,768,000 5,768,000

予算現額 5,768,000 5,768,000

決算額 5,508,000 5,508,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 100

実績値 100

目標値 50 100

実績値

目標値 50 100

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
市民ニーズに適切に対応した市民サービスを継続するため、平成２９年３月に策定した印西市公
共施設等総合管理計画に基づき適正配置実施方針を定め、公共施設の適正配置及び効率的な
施設運営に取り組む。

②成果に対する評価 F　計画なし（目標設定なし）

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

平成２９年３月に印西市公共施設等総合管理計画を策定済み。
平成２８年度の検討内容を踏まえ、平成２９年度に適正配置実施方針（案）を作成し、平
成３０年度にパブリックコメント等を実施したうえで、印西市公共施設適正配置実施方針
を定める。

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

指標内容

活動指標

公共施設等総合管理計
画の策定

％

公共施設適正配置実施
方針の策定

％

アクションプランの策定 ％

平成２８年度

・公共施設等総合管理計画の策定
・公共施設等適正配置実施方針（案）の作成

・計画策定に向けた検討を行うとともに、パブリックコメントを実施して、
平成２９年３月に印西市公共施設等総合管理計画を策定した。
・公共施設適正配置実施方針（案）の作成に向けた検討を行った。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成8年度から実施

事業の実施目的
及び概要

既存の公共施設について、市全体のバランスを考慮した施設配置、施設利用者数などを勘案した施設運営
の検証を行うとともに、市民の利便性を考慮した施策を推進し、効率的な施設配置及び有効利用を進める。

対　象 全課

根拠法令・関連計画　等 第５次印西市行政改革大綱及び第５次印西市行政改革実施計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また、総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 公共施設の整理統合と有効利用

担当部署名 企画財政部　資産経営課　資産経営班

款項目及び予算名 ２款　１項　１目　行政改革に要する経費

予算事業名 行政改革に要する経費



１．事業の概要
事業番号 194

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 200 200 200 200 200

実績値 205

目標値 55 44

実績値 55

目標値 3 3

実績値

目標値

実績値

目標値 10 10 10 10 10

実績値 23

目標値 5 4

実績値 16

目標値 10 10

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

２　事業を見直す（拡大・縮小・統合・休止・
廃止等）

平成２９年度は市民満足度・重要度調査を実施するとともに、引き続き、施策・事業の効果や有
効性等について評価検証を行い、その結果を踏まえ、市民満足度の向上につなげていく。また、
次期基本構想の策定に向け、市の施策・事業について、市民へ分かりやすい情報提供に努め
る。

②成果に対する評価 A　目標値を上回る

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

行政評価で方向性を示
した事業数（現状維持以
外）

事業

行政評価で方向性を示
した施策数（現状維持以
外）

施策

市民満足度の調査結果
が向上した項目（全３２
項目）

数

指標内容

活動指標

評価実施事業数 事業

評価施策数 施策

市民アンケートの周知
（広報、ホームページ、
はがき等）

回（総数）

平成２８年度

・実施計画事業の進捗管理（評価）
・評価結果の公表
・施策評価（総括）の実施

・総合計画の進捗管理及び市民満足度の向上を目的として、第１次基
本計画の５５施策と平成２７年度の実施計画事業（２０５事業）の行政
評価を実施した。
・評価結果について、市広報紙及びホームページで公表し、総合計画
審議会及び地域審議会に報告した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１５年度から実施

事業の実施目的
及び概要

総合計画及び新市基本計画の進行管理として、施策・事業の効果や有効性等について評価検証を行い、そ
の結果を的確に反映させることにより、市民満足度の向上を図っていく。

対　象 第1次基本計画に基づく全施策及び実施計画事業

根拠法令・関連計画　等 第４次印西市行政改革大綱

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また、総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 行政評価推進事業

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 総合計画策定に要する経費



１．事業の概要
事業番号 195

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 3 6 2 3 1

実績値 △ 3

目標値

実績値

目標値 3 9 11 14 15

実績値 △ 3

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

１　事業継続（現行のまま継続）
定員管理計画に基づき、職員数の計画的な増加を図るとともに必要な人材の確保、年齢構成の
平準化に取り組む。

備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 C　目標値をやや下回る
退職補充及び行政需要の増加に対応するため定員管理計画に基づく定員の
確保に努める。

②成果に対する評価 C　目標値をやや下回る
退職補充及び行政需要の増加に対応するため定員管理計画に基づく定員の
確保に努める。

評価項目 評価値

③総合的な評価 C　計画をやや下回る事業実績・成果であった
退職補充及び行政需要の増加に対応するため定員管理計画に基づく定員の
確保に努める。

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

成果指標

職員数（平成２７年度か
ら６年間で１５人増員す
る計画）※数値は平成２
７年度からの総増員数

人

指標内容

活動指標

定員管理計画に基づく
職員採用
※数値は職員数の増減

人

平成２８年度

・定員管理計画に基づく進捗管理 定員管理計画では平成２８年度の採用、退職により平成２８年
４月１日現在の職員数を６６３人とする予定となっていたが、６５
７人となり予定を下回る結果となった。今後は募集人員の確保
に努めていく。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２７年度～平成３２年度

事業の実施目的
及び概要

定員管理計画では、今後の人口増及び地方分権の進展に伴う事務事業の増加に対応するため、職員の増
加を計画しているが、市の財政は、引き続き厳しい状況が見込まれることから、大幅な増員は困難であると
考えられる。これらの行政需要に見合った職員数の確保に努めるにあたり、これまで定員管理計画外として
いる再任用職員、任期付職員等を含めた総人件費の抑制を念頭に置きながら職員の増員を図るものとす
る。

対　象 全課

根拠法令・関連計画　等
・簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
・第４次印西市行政改革大綱及び第４次印西市行政改革実施計画
・印西市定員管理計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また、総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 定員管理の適正化

担当部署名 総務部総務課　人事職員班

款項目及び予算名

予算事業名



１．事業の概要
事業番号 196

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

163,000 3,939,000 4,102,000

予算現額 163,000 3,784,070 3,947,070

決算額 135,138 2,513,107 2,648,245

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 120 170 170 170 170

実績値 171

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 250 250 250 250 250

実績値 217

目標値 650 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 1,312

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続） 今後も継続して研修の実施及び職員の研修参加意欲を高めていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

職場外研修 人

職場研修 人

指標内容

活動指標

研修への派遣職員数 人

平成２８年度

派遣研修・専門研修・特別研修・職場研修等
の実施

派遣研修・専門研修・特別研修・職場研修等を実施。特に職階
に応じた階層別の研修では、昇格者など特定の職員を指定し
研修の参加を推進した。また、各種研修メニューを全職員に紹
介し、積極的に研修の参加を促した。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成１２年度から実施

事業の実施目的
及び概要

専門的、実務的な知識の習得、政策形成、対人折衝、職務遂行等の能力向上を図り、系統立てた人材育成
を推進することにより、社会情勢の変化や様々な行政課題に対応できる職員を育成し、組織としての総合力
を高めることを目的とする。

対　象 職員

根拠法令・関連計画　等 印西市職員人材育成基本方針

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また、総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 職員能力の向上

担当部署名 総務部総務課　人事職員班

款項目及び予算名 ２款　１項　１目　職員研修費

予算事業名 職員研修費



１．事業の概要
事業番号 197

新市基本計画 ○

主要事業

重点事業 ○

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

0

予算現額 0

決算額 0

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

実績値 算出中

目標値 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

実績値 算出中

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 計画的な財政運営

担当部署名 企画財政部財政課　財政班

款項目及び予算名

予算事業名

年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また、総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度

・健全な財政運営及び計画的な財源配分
・予算ヒアリング等を通じた財政構造の弾力
性の確保

健全な財政運営に努めるとともに、計画的な財源配分を行っ
た。
予算ヒアリング等を通じ、経常経費の削減や自主財源の確保
等の歳入歳出両面から健全化を図るとともに、財政構造の弾
力性の確保に努めた。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度

事業の実施目的
及び概要

実施計画の進捗状況との連携を図りながら中長期的な財政見通しを立て、基本計画で定める施策に基づく
事業選択の際の指針とするとともに、経常経費の削減や自主財源の確保等歳入歳出両面からの健全化を
図り、財政構造の弾力性の確保に努め、健全で安定した財政運営を目指す。

対　象

根拠法令・関連計画　等 印西市財政計画

年度

指標内容

活動指標

予算ヒアリングを通じ、
財政構造の弾力性確保
に努める

成果指標

実質公債費比率 ％以下

経常収支比率 ％以下

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
合併に伴う普通交付税の特例措置が平成２７年度から段階的に縮減されたことから、予算編成
時等において人件費や物件費をはじめとした、経常経費のより一層の削減に努める。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである
成果指標は今後算出することとなるが、市税等の一般財源の増や起債の抑制
により目標値は達成する見込みである。

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった



１．事業の概要
事業番号 198

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

512,000 512,000

予算現額 512,000 512,000

決算額 416,868 416,868

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 9 9 9 9 9

実績値 9

目標値 55 44

実績値 55

目標値

実績値

目標値 100 100 100 100 100

実績値 100

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
第１次基本計画の総括として行政評価（施策評価）を実施し、また、第５次実施計画を策定すると
ともに、総合計画審議会及び地域審議会を開催し、総合計画の進行管理を行うことができた。今
後も第２次基本計画について、引き続き進行管理を行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

実施計画の策定 進捗率（％）

指標内容

活動指標

総合計画審議会・地域
審議会の開催

回

行政評価（施策評価）の
実施

施策数

平成２８年度

総合計画審議会及び地域審議会の開催
第５次実施計画の策定

・行政評価の実施（施策評価55施策・事業評価205事業）
・総合計画審議会及び地域審議会の開催（各３回）
・第５次実施計画の策定（200事業）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２８年度から実施

事業の実施目的
及び概要

施策評価や事業評価の結果等に基づき、施策・事業の効果や有効性等について検証を行うとともに、総合計
画審議会や地域審議会に諮り、総合計画の進行管理を行う。

対　象 第２次基本計画に基づく全施策及び実施計画事業

根拠法令・関連計画　等 印西市総合計画

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 第２次基本計画等の推進

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 総合計画に要する経費



１．事業の概要
事業番号 199

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

56,958,000 56,958,000

予算現額 46,842,000 46,842,000

決算額 46,842,000 46,842,000

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 56,958 63,489 69,000 54,000 29,000

実績値 46,842

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 6 6 6 6 6

実績値 6

目標値

実績値

目標値

実績値

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
広域的な行政課題の解決や効率的な行政運営を目的として、今後も広域的な連携体制の推進
を図る。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

共同処理する事業数 事業

指標内容

活動指標

負担金額（広域水道事
業含む）

千円

平成２８年度

広域的な課題等への対応
・　職員採用試験及び職員の共同研修
・　地方公営企業法に基づく水道用水供給
事業
・　軽費老人ホームの運営支援
・　病院群輪番制方式による第二次救急医
療機関運営事業及び小児救急医療支援事
業

規約に基づき、広域的に取り組む事業に対し負担金を拠出し
た。

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 昭和４７年度から実施

事業の実施目的
及び概要

行政区域を越える広域的な課題や事務について、国・県・関係自治体と連携し対応することにより、行政運営
の効率化を図る。
①採用試験及び職員共同研修　　②水道用水供給事業　　　③軽費老人ホームよしきりの運営支援
④二次救急医療機関　　　⑤関係市町の共通課題についての連絡調整

対　象 広域市町村（成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、冨里市、酒々井町、栄町）

根拠法令・関連計画　等 印旛郡市広域市町村圏事務規約

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 広域的連携体制の強化

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 印旛郡市広域市町村圏事務組合負担金



１．事業の概要
事業番号 200

新市基本計画

主要事業

重点事業

２.事業費の財源内訳
区分 国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源 事業費計

積算額
（当初予算額）

519,200 519,200

予算現額 519,200 519,200

決算額 519,200 519,200

３．指標及び実績値
単位 区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

目標値 9 9 9 9 9

実績値 12

目標値

実績値

目標値

実績値

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

目標値 2 2 2 2 2

実績値 2

４.事業に対する評価

５．今後の方向性
今後の方向性 選択理由及び今後の具体的な取り組み内容

１　事業継続（現行のまま継続）
今後もまちづくりについて、近隣自治体との共通課題等に関しては、自治体相互の発展のため、
広域的な視点により調査・研究を行っていく。

②成果に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

③総合的な評価 B　ほぼ計画どおりの事業実績・成果であった

評価項目 評価値 備考（評価結果へのコメント　　又は項目についての課題）

①活動に対する評価 B　ほぼ目標値どおりである

成果指標

研究テーマ数（各々） 課題

連携取組数 事業

国・県への要望回数 回

指標内容

活動指標

総会・幹事会・事務局会
議の開催（各々）

回

平成２８年度

広域的なまちづくりの課題の抽出及び事業
化に向けた検討・実施

近隣自治体と連携し、まちづくりの課題解決に取り組んだ。
・我孫子市・印西市まちづくり連絡協議会（幹事会１回、協議会
１回）
・手賀沼・手賀川活用推進協議会（幹事会２回、協議会１回、
ワーキンググループ２回、事務局会議１回）
・印旛沼流域水循環健全化会議　水と地域のネットワークワー
キンググル―プ（ワーキンググループ２回、意見交換会１回）
・印旛沼関連事業市町連絡会議（総会１回）

財源内訳（円）

年度

平成２８年度

事業内容等

事業年度 平成２０年から実施

事業の実施目的
及び概要

まちづくりについて、広域的視点で調査・研究を行い、自治体相互の行政の発展に寄与する。

対　象 近隣自治体

根拠法令・関連計画　等 各協議会規約

年度 年度計画の内容 年度の事業実績・成果

基本計画における
位置付け

関連する施策名 ６－③－２　持続可能な行財政運営の実現

施策の方向性
行政改革大綱に基づく事務事業の見直し、公共施設の整理統合、将来の財政負担を見通した効率的な財政
運営の推進などにより、自立した基礎自治体としての総合的かつ専門的な行政機能の強化を図っていきま
す。また総合計画に基づき持続可能な行財政運営を推進していきます。

平成２８年度分　実施計画事業評価票

事業名及び
担当部署等

実施計画事業名 近隣自治体とのまちづくり連携

担当部署名 企画財政部企画政策課　企画政策班

款項目及び予算名 ２款　１項　６目　企画費

予算事業名 企画事務に要する経費


