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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

  令和元年度(平成30年度評価分)の行政評価の結果を公表します。
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

ホームページ

　市では、将来像の実現に向けて、さまざまな行
政活動を実施しています。

■�各事業の目的や方法を見直し、継続的に行政サービ
スの向上を図る
■市職員の意識改革を促す
■�施策・事業の評価内容を公表し、市民への説明責任
の徹底と行政の透明性を確保する

　市の施策や事務事業に対して、行政活動の量だけで
なく、成果を重視した評価を行うことで、PDCAサイ
クル（右図を参照）という事業の管理サイクルを円滑に
繰り返し、行政活動をより効果的・効率的に行えるよ
うに改善しています。行政評価ではCheck（評価）と
Action（改善）、Plan（計画）の一部を担っています。

　PDCAサイクルとは、効果的・効率的に業務を推進するための
考え方です。

計画や企画、
目標を設定

計画や企画、
目標を実行

評価をもとに、
改善策を検討

実施した事業の
成果を評価

　第2次みよし市総合計画で市の目指す将来像を「み
んなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち」として
います。そして、この将来像を実現するための6つ
の「基本目標」と、その基本目標を達成するための
15の「取組方針（施策）」を定めています。さらに、
各施策を達成するために、さまざまな「事務事業」を
行っています。市では、総合計画の施策の推進を図
るとともに、今後の行政サービスの向上に役立て
るため、「施策」について評価を行う「施策評価」と、

「事務事業」について評価を行う「事務事業評価」を行
っています。

　市では、今後の行政サービスの改善・向上を図る
ため、施策および事務事業の経費、成果を評価する

「行政評価」を実施しています。評価の概要と令和元
年度に実施した平成30年度分の評価結果をお知ら
せします。

みよし市の行政評価

第2次みよし市総合計画で定めた市の目指す将来像
みんなで育む  笑顔輝く  ずっと住みたいまち

行政が行う事業

Plan（計画）

Action（改善）

Check（評価）

Do（実行）

行政評価の目的

行政評価とは

基本目標

施策施策

事務事業事務事業

■市民にどれだけの効果があったか
■期待したとおりの成果が得られているか
■掛かったコスト（実績額）は妥当か
　目標とした成果を達成しているか判断する
ため、客観的に判断できる値をもとに事業の
評価・検証を行います。

評価・検証

市では2つの行政評価を
行っています。

行政評価

■施策評価
■事務事業評価
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　施策とは、将来像の実現に向けて市が行う行政活動の方針のことで、それを評
価することが施策評価です。施策評価は、「達成度」、「市民満足度」、「優先度」、

「貢献度」の各指標を数値化したものを基に各施策の方向性を検討し、その結果を
踏まえて次年度の重点施策を決定します。令和2年度重点施策として、第2次み
よし市総合計画の新たな体系での6施策を決定しました。

　事務事業評価は、事業の対象と成果を数値化し、掛かったコストや課題などを基
に今後の事業の方向性や効果などを検証します。事業の改善、効率性の追求、職員
の意識改革を目的としています。また、事務事業評価は、市の職員が自ら行う「内
部評価」と外部の有識者などが行う「外部評価」の2つの視点で行っています。 ▲行政評価委員会による外部評価

　令和元年度は、平成30年度に実施した484の評
価対象となる事務事業について評価を行いました。
評価結果は下表のとおりです。ここで決定した「事
業の方向性」は、予算編成を行う際の判断材料とし
て活用しています。

　市では、より客観的に事業の必要性や効率性を評価・検証す
るために、外部の有識者で組織される行政評価委員会を設置し
ています。令和元年度は平成30年度に実施した事務事業につい
て、484の評価対象から5つを選定し、内部評価の見直しが行
われました。外部評価の結果は下表のとおりです。

施策評価

令和2年度重点施策

■みよし市版「ネウボラ」の推進
■子育て支援センター事業の充実
■放課後児童クラブの環境整備

安心して子どもを産み、育てられる環境にしよう

■みよし市版地域包括ケアシステムの構築
■ひとり暮らしの高齢者などの見守りの充実
■福祉に関する相談支援体制の充実

豊かに暮らせるようにみんなで助け合おう

■企業誘致の推進
■中小企業・小規模企業を支援する環境づくり
■資金調達の円滑化

工業のさらなる成長を支えよう

■教育環境の整備
■教育内容・活動の充実
■青少年への見守り活動の推進

心豊かな子どもを育てよう

■救急医療対策の推進
■市民との協働による健康づくり事業の推進
■スポーツ活動の支援

生涯にわたって健康に暮らせるようにしよう

■さんさんバスの充実
■幹線道路の整備
■地区施設整備事業の推進

便利で快適な住環境をつくろう

事務事業評価

①内部評価 ②外部評価

事業の方向性 事務事業数 割合
現状維持 413 85.3％

見直し

拡大 19 3.9％

改善 25 5.2％

統合 4 0.8％

縮小 20 4.2％

廃止・休止 3 0.6％

計 484 100％

内部評価

縮小

現状維持

現状維持

現状維持

改善

外部評価

改善

現状維持

拡大

現状維持

拡大

事務事業名

　記念樹配布事業

　史跡整備管理事業

　防犯推進事業

　地場産業振興事業

　こども相談・虐待防止事業
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  みよし市公共施設温室効果ガス排出量の公表　環境課　☎32-8018　N76-5103

　市では、地球温暖化の防止に向けてさまざまな取り組みを実施しています。

　平成31年4月から資源ごみと
してペットボトルの収集を開始
しました。資源ごみとして回収
することで、ごみの減量化と資
源のリサイクルにつながります。

　エネルギーの地産地消への意識の高揚
と地球温暖化防止のさらなる促進を図る
ために、住宅用地球温暖化対策設備の設
置や低公害車の購入者
に対して市から補助金
を助成しています。

　気候変動の脅威に対応するために発効されたパリ協定において、温室
効果ガスの排出量を実質ゼロにするという目標が掲げられています。市
では、パリ協定の目標達成に向け、ゼロカーボンシティを宣言。2050
年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して、さまざまな取り組みを
実施していきます。

　地球温暖化は、家庭や事業所などから排出される二酸化
炭素などの温室効果ガス排出量の増加が原因といわれてお
り、人類の生活基盤を脅かす深刻な問題です。
　市では、みよし市地球温暖化対策実行計画に基づき、地

　市内の公共施設などから出た平成30年度温室効果ガス
排出量の合計は4,731t-CO2で、平成29年度の4,813t-
CO2に比べておよそ1.7％減少しました（図1・図2）。

（t-CO2）

※かっこ内は前年度比

（年度）

　環境管理への取り組みについての助言や指摘を
いただき、今後に生かすために外部委員による監
査が行われています。その監査報告書が令和元年
12月26日、環境管理外部監査員の柴

しばもと
本信

のぶゆき
之さん

から小
お の だ

野田賢
け ん じ

治市長へ提出されました。

図1�市施設の温室効果ガス排出量（実績）

市の取り組み

市施設の温室効果ガス排出量

カーボンゼロ宣言

　温室効果ガスの発生要因としては、電気・ガスによる排
出が総排出量の97％以上を占める結果となっています。

球温暖化対策を実施しています。今回は、平成30年度の
市内公共施設などから出た温室効果ガス排出量の調査結果
と市の取り組みをお知らせします。
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図2�平成30年度温室効果ガスの施設別排出量
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  ひな人形展　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

納税課　☎32-8051��N76-5103
　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

区分 納付期限
固定資産税・都市計画税 4期 3月2日
国民健康保険税（普）

8期 3月2日後期高齢者医療保険料（普）
介護保険料（普）

市税などの納期
人口     61,145人（＋4人）

男性     31,410人（ー5人）

女性     29,735人（＋9人）

世帯数  24,275世帯（＋7世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年1月1日現在）

  防災行政無線などを用いた伝達訓練　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　全国瞬時警報システム（J
ジェイ

アラート）の伝達訓練が全国一斉に行われます。Jアラート
とは、地震に関する情報や弾道ミサイルの情報などの有事情報など、皆さんの安全
に関わる情報をいち早くお届けするために整備されたシステムです。それに伴い市
内54カ所の防災行政無線や防災ラジオ、登録型の情報配信サービス「みよし安心ネッ
ト」を用いて情報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する場合があります。

　子ども医療費支給（15歳年度末まで）を平成31年4月
診療分から、「健康保険適用の入院」に限り18歳年度末
までに拡充しています。
対象  市内在住の平成13年4月2日～平成16年4月1日生

まれの人
申込  随時。健康保険証、印鑑（認め印）、銀行口座の分か

るもの（通帳など）、医療機関が発行する領収書（保
険点数の記載のあるもの）、健康保険組合などが発
行する支給決定通知書を持参し、保険年金課へ直接

　市制施行10周年を記念し、「み
よし市暮らしの便利帳」を1月末か
ら2月にかけて全戸配布します。
市役所での手続きや公共施設・医療
機関の案内など、市民の皆さんに
役立つ情報をお伝えするとともに、
本市の魅力であるイベントや歴史、
特産品などを掲載しています。ぜ
ひ、日常生活でご活用ください。

2月19日（水）
11：00ごろ

　毎年恒例のひな人形展を開催します。期間内には、市内のひなめぐ
りスタンプラリーや県内の博物館、資料館のひな人形をめぐるスタン
プラリーも実施します。ぜひご参加ください。
日時 �2月1日（土）～3月3日（火）9：00～16：30
場所 �歴史民俗資料館、石川家住宅
※資料館休館日は毎週月曜日（2月24日（振休）は開館）、2月25日（火）、
石川家住宅休館日は月・火・金曜日です。
費用 �無料

　全てのスタンプを集めた先着200人に記念品を差し上げます。
場所 �サンライブ、石川家住宅、サンアート、歴史民俗資料館
費用 �無料
※スタンプラリーシートは各会場で配布します。

  みよし市暮らしの便利帳の発行
　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

  高校生世代の入院医療費助成制度
　保険年金課　☎32-8016　N34-3388

市内ひなめぐりスタンプラリー


