
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）

32.5

39.6

80.0

34.5

80.0

68.0

D

24年度（目標）

32.5

23.8

42.0

A
市や県が主催するまちづくりに
参加したことがある市民の割
合

26.5％

まちづくりのパートナーとして行政と積極的に対話・交流しながら、自らも地域活動や市民活動を展開している。

E

B
市民活動（まちづくりや地域の
活動等）を行っている市民の割
合

C
NPOとの協働環境が適切に整
備されているか（民間団体調
査）

90.0

％ 38.2

点 53.0 68.0

39.3 50.0

50.0

22年度（実績） 26年度（目標）

26.6

23年度（目標）
（実績）

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）

単位

人

対象指標

235,692 236,357 235,350人口 236,057 232,229234,310

市民は、まちづくりのパートナーとして行政と積極的に対話・交流しながら、自らも地域活動や市民活動を展
開している。

　　　　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）

市民、市民活動団体、企業、行政

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

19724

喜多　浩人

関　係　課　名 総務法制課、総合政策課、社会教育課、秘書課

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

市民活動推進課地域経営の推進

協働と市民活動の推進

■２０年度市民意向調査の数値の低さから判断して、目標年度（Ｈ２６）に約５０%の市民が何らかの市民活動に参加し
ている状況を目標値として設定にしているが、成果指標Aについては、23年度目標値を大きく下回る実績値となってお
り、24年度目標値を下方修正し、26年度目標の６５％の達成度とした。成果指標Bについては、23年度目標値を大きく
下回る実績値となっており、24年度は、26年度目標値の約７９％の達成度をめざす。

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及びＢについては、市民意向調査で把握する。
■Ｃについては、民間団体調査（ＩＩＨＯＥ：都道府県、主要市におけるＮＰＯとの協働環境に関する調査報告書）で把握
する。

■行政との関わり方や市民活動の考え方は様々であるが、市民がまちづくりに対する意欲をもって参加している、また
はその意欲を実際に活かしているかを把握するため、市民意向調査の結果を成果指標とする。
■行政側としても、どれだけ市民にまちづくりへの参加の機会を提供することができたかを把握するため。
■本市における協働推進のための制度や仕組み等の整備状況を第三者が評価し、かつ、他都市との比較が可能な
指標であることから設定した。

施策№

5

33

第５章

施　策　名

23.9

37.7

68.0

19年度（実績）

25.7

34.2

53.0

19年度（実績）

236,711



（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：福岡市、久留米市 ）

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。

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

現状
■環境美化、防災や生活安全への対応など自治会が中心になり、地域生活に密着した課題解決の役割は、ますます重要になってきて
いるが、本市では、都市部を中心に自治会未加入世帯や地域の若年層を始め行事等に参加しない住民の増加や自治会役員の後継者
不足など、住民の自治意識の高揚が課題となっている。
■市民活動団体の多くが、財政基盤の脆弱さや、組織運営を継続するための人材やノウハウの不足等の問題を抱えている中で、新しい
公共を担うセクターとしてどれだけ能力を向上させることができるかが、今後のまちづくりの重要な鍵となっているため、その課題解決が
急務とされている。
■行政を含めた全ての主体が共有できるような｢協働」の考え方がまだ浸透しておらず、間違った理解や勝手な解釈が根強く残っている
状況がさほど改善されていない。
■留学生やビジネスなどによる外国人の市内居住は増加しているが、市民と在住外国人との交流の場が少なく相互理解が乏しい。日常
生活の中で外国人との円滑なコミュニケーションを図るための国際理解が必要。

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：Ａ、Bともに目標値を大きく下回るとともに前年度より数値が低下した。
・妥当性：成果向上余地の低下を改善するため、H23年度に新規事業を取り入れており現状では妥当である。
・経済性：施策全体経費は、多少増加しているが、今後の成果向上余地を勘案すると妥当な水準である。
・必要性：市民意向調査結果では、現状評価及び今後の重要度の評価はそれほど高くなく、短期的な緊急性はないが、施策の目的性や総合
計画の基本姿勢としての役割、これからの社会変化を長期的視野で考えれば、潜在的な市民ニーズや社会ニーズは相当あると考える。

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している

一部妥当ではない 妥当ではない

一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

概ね達成 ● 達成していない
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

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

■ＮＰＯ、自治会、ボランティアなどの活動に積極的に参加する。
■地域のニーズに応じた協働の進め方を積極的に提案する。
■まちづくりの対等なパートナーとしての役割と自覚を持って行動する。
■在住外国人との交流を行い、相互理解を深める。

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）

■市民や地域の公益的な活動や企業の社会貢献活動を支援する。（情報提供、参画の機会提供、活動しやすい環境の整備）
■「協働」の考え方を市民や企業と共有し、具体的な仕組みを確立する。
■地域における「共助」の核となる人材の育成と、市民活動を実践する市民組織を支援する。
■国籍を問わず誰もが安心して暮らせる社会実現のための支援を行う。

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？

■法人格の有無とは無関係に市民活動団体の増加が見込まれ、一方で資金不足、人材不足等の理由で活動を停止したり、解散する団体が増加し
ている。その活動基盤を確立するためのさまざまな支援の仕組みが必要となる。
■市民活動団体、企業、行政などの主体による協働は、新しい公共の創造を目指す取り組みとして、更に全国的な展開となる。
■少子高齢化の進展等社会情勢の変化により、市民ニーズはますます多様化、複雑化することで、協働とともに、住民自治の必要性が今まで以上
に求められるようになり、そのための制度や仕組みの検討が活発化していく。

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？

■市民活動団体からは、活動基盤（財政、人材、マネジメント、信頼性)を強化するための支援が求められているため、地域課題の解決に取り組む団
体が活動しやすくなる様々な環境を整える形での支援を展開していく。
■市民活動団体からは、行政の下請けや補完としてではなく、対等な関係での協働のあり方が求めれらているため、協働の正確な理解を広く浸透さ
せるとともに、取り組み意欲を向上させるための事業を展開する。また、地域の課題解決につながるような提案を事業にする制度や仕組みの検討を
更に本格化させる。

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。）。）。）。）

現在展開している各事務事業においては、福岡
市・久留米市と比較すると、事業規模の違いはあ
るものの、取組みに対する外部（県・主要市にお
けるＮＰＯとの協働環境に関する調査報告書に
よる）の協働環境評価は（指針・積極性・事例の
公開他）比較的高い。

市民活動団体の活動環境整備、各セクターにお
ける協働の正確な理解の浸透、成果を生み出す
協働事業の展開などについては、いずれもまだ
道半ばであり、その中で行政が果たすべき役割
はまだ大きいため、必然的に裁量は大きくならざ
るを得ない。

＊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。

総計基準値と比較すると、平成23年度の実績値
は,各指標とも上昇していない(A,Cは横ばい、Bは
低下)。このことは、自治会制度の円滑な運営の
支援、市民活動の活性化及び協働推進のため
の先進的で具体的な取り組みを行ってきている
にもかかわらず、市民への浸透という面で不十
分であるためと考えられる。



●次年度方向性の考え方

減少 維持 増加

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

維持

減少

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

市民活動推進事業
市民とのパートナーシップ推進事業
協働ステップアップ事業
自治会等振興助成
市民活動拠点運営事業

地域コミュニティ推進事業
市民活動応援事業

事
務
事
業
の
成
果

向上

過疎地域活性化対策事業
表彰事務
地域ワークショップ等開催事業
まちづくりファンド活用事業
佐賀市国際交流協会支援事業
国際交流員招致事業
グレンズフォールズ市との交流事業
釜山広域市蓮堤区との交流事業
連雲港市との交流事業
クサック村との交流事業
留学生奨学金給付事業
留学生支援事業
アジア太平洋都市サミット事業

市民活動保険経費
自治公民館建設補助事業
コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセン
ター）
コミュニティ助成事業（地域国際推進助成事業）

小

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

・市民活動応援事業

・地域コミュニティ推進事業

・市民活動推進事業
・市民とのパートナーシップ推進事業
・協働ステップアップ事業
・自治会等振興助成
・市民活動拠点運営事業

・市民活動保険経費

・過疎地域活性化対策事業
・表彰事務

・コミュニティ助成事業（一般・コミュニティセン
ター）
・コミュニティ助成事業（地域国際推進助成事
業）

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

■積極的な啓発活動を行うことで協働の正確な理解を浸透させ、協働の取り組みへの積極性を高める。
■協働の取り組みのきっかけとなる提案公募型協働委託事業の質を向上させる。
■市民活動団体と係わる既存事業の事務整理を行いながら、市民活動団体の自主活動を活性化、基盤強化を図り、さらに市民がまちづくりへの関心を深める制度
として市民活動応援制度実施し、定着させていく。
■地域コミュニテイの推進については、モデル校区での取組みを検証しながら、住民自らが地域課題に向き合い、行政と一体となって解決を図る仕組みを構築する
とともに、研修会等を開催し、地域づくりに対する市民意識の醸成を図る。

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

取り組むべき課題。
■自治会運営の円滑化のための支援として、HPやチラシの配布などにより、自治会未加入世帯への加入促進の取り組みを行うとともに自
治会長ハンドブックなどの活用により、後継者への円滑な引継ぎを進める。
■新たな公共サービスの担い手としての地域コミュニティづくりを推進をするため、モデル校区での実践やシンポジウムなど意識啓発のため
の事業を行う。
■協働についての正確な理解の浸透を図るため、佐賀市協働指針を使った啓発事業を精力的に実施するとともに、協働事例の広報等を積
極的に行う。
■市民と在住外国人との交流不足の解消のため、国際協力NGOなどとの協働により、交流会の開催や各種関連講座の開催を展開する。
■市民活動団体の活動基盤の強化や市民のまちづくりへの関心、参画、実践を目指すため、市民活動応援制度を実施する。

大 中 小

地域ワークショップ等開催事業
自治公民館建設補助事業
まちづくりファンド活用事業
佐賀市国際交流協会支援事業
国際交流員招致事業
グレンズフォールズ市との交流事業
釜山広域市蓮堤区との交流事業
連雲港市との交流事業
クサック村との交流事業
徐福関連交流事業
留学生奨学金給付事業
留学生支援事業
アジア太平洋都市サミット事業

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 18.57 ・実績水準総合評価（28点満点） 14.92

・重要度総合評価（14点満点） 10.63

・19年度評価 18.09 ・今後のコスト水準（10点満点） 6.11

・市の裁量余地の大小（10点満点） 7.28

・20年度評価 17.52

※経営戦略会議調整

・21年度評価 17.93 　成果維持・コスト維持を成果向上・コスト維持に変更

・22年度評価 16.15 参考：H24方針

成果維持・コスト維持

・23年度評価 15.14

441

1,354

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

86,955

277,313

805

103,787

318,578

913

平成22年度実績 平成23年度実績

19

190,358

25

214,791

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/   235,350  　）

平成21年度実績

19

184,292

85,419

269,711

782

362 368

1,173

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　　　/   235,350  　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　/   235,350  　）

施策トータル
コスト

項　　目

1,142

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）

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


