
年 月 日

年 月 日

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等

A

B

C

意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

19年度（実績）

30,451

19年度（実績）

41.50

1.00

43.60

0.88

29.50

施策№

4

28

第4章

施　策　名

Ａ．H18年4月：市民意向調査結果　40％
　　目標のH26年度で、｢市民の半数が､地域の行事や活動へ参加している状況｣50％を目標値とした｡
Ｂ．H18年5月の佐賀警察署発表　　1.1％
　　目標のH26年度で、１％を切ることを目標、現状の改善を目指し、Ｈ２２基準値を参考に0.85％と設定し
た。（Ｈ２１年度で目標値を切ったため中間見直しで新たに数値を設定した。）
Ｃ．まずは市民の半数に認知されることを目標に50％と設定。運動を「理解している」「ある程度理解して
いる」の合計で50％を目指す。

成果指標設定の考
え方（成果指標設

定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定企
画（実際にどのよう
に実績値を把握す

るか）

Ａ．行政管理課が実施する「市民意向調査」により把握する。
　　（祭りや子ども会などの地域の行事や活動に参加しているか）
Ｂ．佐賀警察署.諸富警察署発表のデータ数値を把握する。
Ｃ．市民意向調査

Ａ．家庭が地域行事や活動に参加することにより、他の子どもたちや大人たちとの触れ合う機会が増加す
るとともに、地域の教育力の向上にもつながると考え、指標とした。
Ｂ．事業推進により、家庭・地域・企業の教育力が向上すれば、犯罪触法少年が減少するものと考え、成
果指標とした。
Ｃ．２００８年度から本市の主要な取り組みとして実施しているため追加する。認知拡大に努め、市民意向
調査にて浸透度を測る。

古田　達朗

関　係　課　名 学校教育課、社会教育課、青少年課

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

教育総務課豊かな心を育み楽しく学習できる社会の実現

家庭・地域・企業の教育力の向上

31724平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424

子どもたちは、地域社会の行事などに参加し、他の子どもや大人たちと触れ合い、社会の一員として自らを認
識している。

　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（実績） 23年度（実績） 24年度（目標） 26年度（目標）

子どもたち（小学生7歳から高校生18歳まで）

27,87828,80629,837 29,216 28,745
子どもたち（小学生7歳から
高校生18歳まで）

30,176

単位

人

対象指標

成果指標 単位 20年度（実績）

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

21年度（実績）

50.00

22年度（実績） 26年度（目標）

45.00

２３年度（目標）
　　　　　（実績）

50.00

％ 0.56

％ 32.50

0.90 0.85B
犯罪・触法少年数が市内の小学
生から２０歳未満数に占める割合

C
「子どもへのまなざし運動（市民総参
加子ども育成運動）」の市民の認知度

子どもたちが、地域社会の行事などに参加し、他の子どもたちや大人と触れ合い､社会の一員としての自覚を高める。

E

D

24年度（目標）

46.50

44.80

0.85

A
地域の行事や活動に参加
している家庭の割合

43.60％ 46.00

0.85

42.00

0.89

38.00

28.00



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名： ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

全国から、毎年５～６件の視察があり、佐賀県内外を
問わず、市民総参加子ども育成の「まなざし運動」の
ような取り組みは、他ではあまりないと思われる。

子どもを地域社会全体で育む意識の醸成や教育機能
を高めるための支援は行政の役割である。また、「ま
なざし運動」は、市民との協働が重要であるが、市民
の意識を高めるためには、行政のリーダーシップが必
要。

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

「子どもへのまなざし運動」の周知啓発は、説明会や
市報、ホームページ等で継続的に行っており、経済部
とタイアップして、企業への参加促進も積極的に行っ
た。地域や企業での取り組みも多方面で見られるよう
になってきており、確実に気運は高まっている。しか
し、子育てに関わりがない、関心がない市民までには
広がっていない。

核家族化、共働き家庭の増加など社会情勢の変化に伴い、家庭の教育機能の低下が指摘されている傾向がある。

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか？

・子どもたちの通学（登下校）の安全対策→子どもお守り隊の組織化や登下校の時間に合わせて外出（散歩や買い物等）するなど、子どもの安全を地
域ぐるみで見守る活動の支援。
・子どもに有害な社会環境の浄化→家庭・地域・企業等・学校等の立場から、子どもを取り巻く環境に気を配る。
・地域行事への子ども達の参加→子どもたちに、地域行事での出番・役割を与え、活躍の場を設け、その頑張りをほめる（承認）「市民性をはぐくむ教
育」の展開。

・地域の子どもは地域で育てるという意識を高める
・青少年を取り巻く環境の浄化に努める
・子どもたちに、ごみを拾う等、地域社会でのマナーを学ばせる
・子どもたちに異年齢での遊びや体験の機会を与える
・子どもたちの職場体験の機会を提供する

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

・地域の大人が子どもたちに関心を持ち、子どもたちを健やかに育むため、社会全体で支援する仕組みづくりを行う
・家庭や地域、企業等、学校等がそれぞれの役割を果たせるよう連携を図る

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） 達成している

妥当性（構成事業見直し） ○ 現行の体系でよい

経済性（費用対効果） ○ 妥当な水準である

○ 概ね達成 達成していない

妥当ではない

一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

一部妥当ではない

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識

・「まなざし運動」については、多くの大人が子どもの育ちを目的とした事業に関わるようあらゆる広報活動に努め、「まなざし運動」を"知っている・理解
している”から”取り組んでいる・実践している”大人を増やすとともに、家庭、地域、企業等、学校等の連携を強めるよう、運動の推進を３つの事業にわ
け、市民に分かりやすく取り組んだ。
  しかしながら、自治会や地域の各種団体役員では、「まなざし運動」に対する意識は高まってきているが、核家族化や少子化により、地域とのつきあ
いやつながりが希薄になってきている影響もあり、まだ地域住民全体を動かすまでには至っていない。今後、さらに子どもたちとのふれあう機会を増や
し、親子と地域のつながりをつくる取り組みを進めることが重要になってくる。

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

・達成度：まなざし運動の具体的な取り組みは、確実に実施しており、参加企業は６３７社となっている。職場体験受入先企業（市立中学２年生実
施）の内、未加入企業３０５社へ運動参加を依頼し、また、現在参加企業の内、職場体験受入未実施の企業６７社を一覧表にして、中学校へ情報
提供を行う等、様々な取り組みを行い、周知啓発を行っているが、成果は横ばいの状態となっている。
・妥当性：地域社会の一員としての自覚を促すために、家庭、地域、学校等、企業等も連携して子どもに関わっていくことが必要なので、現行の
体系を維持・継続し、さらに強化した取り組みにしていく。
・経済性：まなざし運動は２３年度で運動４年目となり、これまでどおり活動を推進することはもちろん、安定した活動を維持して行くことも求められ
ている。
・必要性：社会全体の問題として積極的に家庭の教育力の充実及び地域の教育力の向上を図っていくことが求められているので、必要性は増加
している。

必要性（市民・社会ニーズ） ○ 増加している



●次年度方向性の考え方

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

・市民総参加子ども育成運動推進事業
・市民性をはぐくむ教育推進事業

･小･中学生、親子向け短期講座
･佐賀市成人式
・少年補導巡回事業
･少年非行防止啓発事業
･社会教育助成補助事業（社会教育課）
・社会教育助成補助事業（青少年課）
・山村留学助成事業
･青少年センター管理運営

･地域子ども教室推進事業
・子どもふれあい体験キャンプ
･生活体験通学合宿の実施
･発明クラブ運営事業
・海と山の体験交流事業
・家庭教育講座開催事業
・博愛精神育成事業

減少 維持 増加

･小･中学生、親子向け短期講座

事務事業の成果向上余地

９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

事
務
事
業
の
成
果

向上

小

維持

減少

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

・市民総参加子ども育成運動経費
・市民性をはぐくむ教育推進事業

 

･地域子ども教室推進事業
・子どもふれあい体験キャンプ
･発明クラブ運営事業
・少年補導巡回事業
・海と山の体験交流事業
・家庭教育講座開催事業
・博愛精神育成事業

･社会教育助成補助事業（社会教育課）
・社会教育助成補助事業（青少年課）
･少年非行防止啓発事業

･生活体験型通学合宿の実施
･佐賀市成人式

・平成２４年度は、まなざし運動が５年目となる。
広める事業、紹介する事業、ほめる事業の３つの事業をさらに広く展開していき、多くの大人が子どもの育ちを目的とした活動に関わるように働きか
け、市民が「まなざし運動」を自覚し、取り組んでいくような支援、推進を行う。

・地域の中で子どもたちを育む体制（地域での行事や子どもの育みに関する情報共有体制）づくりに力を入れる。

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３
７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

・「まなざし運動」を理解し、行動する大人を増やすために、あらゆる機会をとらえて、説明会を実施し、市報さがやホームページの掲載も
随時行い、継続的に周知啓発を実施していく。
　運動の先進事例や優良活動を広く紹介し、できることから取り組んでもらうように、支援する。
　学校と地域の連携については、平成２４年度は、地域教育コーディネーターを小・中学校の新規の校区へ配置し、地域の教育力を高め
たり、ふるさと意識（地域や佐賀への愛着）を高めるような取り組みを市内全域に広げていく。
・「市民性をはぐくむ教育」については、各地域で実践がされていることから、各地域での実践の後押しとなるよう地域内の各団体が連携・
協力しながら子どもを育む体制づくりに取り組むモデル地域への委託支援を行う（地域元気アップ事業）。地域と学校の連携のもと、子ど
もたちが様々な地域活動の中で地域の一員として、社会参画をし始めている中、住民が主体となったまちづくりを進めていくことを目指し
て、市長部局と共催で、各種団体、公民館職員、学校職員、及び地域コミュニティモデル地区を対象とした「地域づくり研修会」を開催す
る。

大 中 小

･青少年センター管理運営
・山村留学助成事業

大

中



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

　■実績水準総合評価（28点満点） 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）

・18年度評価 18.31 ・実績水準総合評価（28点満点） 17.32

・重要度総合評価（14点満点） 10.66

・19年度評価 18.38 ・今後のコスト水準（10点満点） 6.24

・市の裁量余地の大小（10点満点） 8.12

・20年度評価 18.01

※経営戦略会議調整

・21年度評価 18.39    なし（採点結果どおり）

・22年度評価 17.93 参考：H24方針

成果維持・コスト維持

・23年度評価 18.07

施策トータル
コスト

項　　目

661

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

④トータルコスト（②＋③）

464

622

効率性指標

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策の
⑤事業費（定義式：　　　　　②　　　/  住基人口　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　住基人口　）

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/　住基人口　）

平成21年度実績

18

45,036

110,798

155,834

191

470

平成23年度実績

18

37,259

18

54,841

487

720

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

109,417

146,676

158

114,719

169,560

233

平成22年度実績

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


