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3 【生活衛生環境】分野の事業の評価

【健康づくり】分野の事業の評価

4 【災害対策】分野の事業の評価

令和元年度事業評価

課別評価シート

【保健衛生部　生活衛生課】
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このシートでは、基本構想の実現に向けて、目指すべき中間アウトカムと、

それを達成するための手段を整理しています。

各課ではこのシートを活用し、計画事業の進行管理を行うとともに、中間

アウトカムの達成の観点から自己評価を行い、計画事業の今後の方向性を検

討します。



≪検討の視点≫

○中間アウトカム等の達成に向けた、より効果的・効率的な手段
○中間アウトカム等の達成に向けた、より適切なサービスの提供主体（民間活力の活用）
○中間アウトカムや事業目的が類似する事業との連携（整理・統合）
○新規事業の必要性
○投入する資源（予算・人員）の最適化・再配分

○左記の他、事業実施に当たり、必要となる考え方
　（例）　・「補助金ガイドライン」に沿った、適正な補助金の交付
　　　　　・障害を理由とした差別の解消・合理的配慮
　　　　　・男女平等参画や性的指向・性自認などへの配慮　　など

事業名

衛03-01

衛02-02

衛02-01 環境衛生監視の充実

医療安全対策の推進

　課題の発見及び今後の方向性を記載にあたっては、以下の点を参考としてください。

○中間アウトカム等に影響を与える、社会状況の変化
○中間アウトカム等に関連する、区民ニーズの変化
○中間アウトカムの達成に向けた、各事業の貢献度
　(事業実績の推移)

特定建築物衛生検査の充実

健04-01

※事業番号は、「基本構想実施計画」に掲載している番号を使用しています

公衆浴場承継総合バックアップ事業

評価の対象となる計画事業

事業番号

衛04-01 医薬品等の安全対策の推進

衛05-01 食品の安全対策の推進

衛06-01 動物との共生社会支援事業

災対04-04 災害時医療の確保

【方向性の類型】

拡充 → 計画していた事業内容から、量・対象を拡充するもの 現状維持 → 事業の対象・質、コストとも変わらないもの

改善・見直し → 計画していた取組手法を改善・見直しするもの 縮小 → 計画していた事業内容を縮小するもの

終了予定 → 今年度中に終了を予定しているもの 終了済 → 昨年度までに終了した事業

見直す必要のある計画事業を抽出

課題の洗い出し

方向性の検討



進捗の課題と
改善策

事業費（千円） 682 696
進捗の課題 無行政コスト（千円） 8,332

所要人員 1.237 1.411

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

特定建築物一般立入検査 件 30 28 58 96

進捗の課題と
改善策

事業番号 事業名 中間アウトカム

衛03-01 特定建築物衛生検査の充実 生活衛生環境（B)

事業費（千円） 238 346
進捗の課題 無行政コスト（千円） - -

所要人員 0.392 0.123

累計 3カ年計画

主
な
取
組

専門家等の派遣等 回 11 10 21

所要人員

3カ年計画

主
な
取
組

1,296

事業番号 事業名 中間アウトカム

進捗の課題と
改善策

H29

事業費（千円）

H31 累計

中間アウトカム

累計

事業名

医療安全対策の推進

11,372

件 422 401 823

進捗の課題 無

環境衛生関係施設等への監視・指導

所要人員 1.842 1.874

1 各事業の実施状況（進行管理）

　基本構想実施計画に掲げた事業量を達成するために、各計画事業の実施状況をチェックし、課題があるものについて
は、その内容と改善策を記載します。

健康づくり（C)

行政コスト（千円） 15,301

337 573

医療相談件数 件 338 321 659

事業番号

健04-01

1,143

主
な
取
組

医療施設立入件数 件 212

H29 H30

2.090

125

事業費（千円） 6,546 11,250

中間アウトカム

H31 3カ年計画

2.089

生活衛生環境（B)

進捗の課題と
改善策

事業番号

衛02-01

事業名

環境衛生監視の充実

進捗の課題 無

行政コスト（千円）

1,034 1,136

H30

衛02-02 公衆浴場承継総合バックアップ事業 生活衛生環境（C)

H29 H30 H31

1



H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

動物との共生社会普及・啓発事業 回 2 2 4 6

飼い主のいない猫対策事業 匹 337 304 641 1,680

事業番号 事業名 中間アウトカム

衛05-01 食品の安全対策の推進 生活衛生環境（B)

事業番号 事業名 中間アウトカム

衛04-01 医薬品等の安全対策の推進

1,124 2,496 3,150

収去等検査件数

生活衛生環境（B)

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

事業費（千円） 12,077 16,563
進捗の課題 無行政コスト（千円） 64,350

所要人員 10.173 12.310

件 42 46 88 120

事業費（千円） 2,876 2,396
進捗の課題 無行政コスト（千円） 27,795

所要人員 4.578 4.575

主
な
取
組

監視指導件数 件 1,372

進捗の課題と
改善策

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

食品取扱施設への食品衛生監視指導 回 10,812 10,333 21,145 18,000

収去品等の検査 項目 7,803 7,166 14,969 21,000

進捗の課題と
改善策

事業番号 事業名 中間アウトカム

衛06-01 動物との共生社会支援事業 生活衛生環境（C)

事業費（千円） 10,827 10,124
進捗の課題 無行政コスト（千円） 29,783

所要人員 3.684 3.378

進捗の課題と
改善策

事業番号 事業名 中間アウトカム

災対04-04 災害時医療の確保 災害対策（C)
生活衛生環境（A)

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

避難所総合訓練への参加回数 回 4 4 8 12

トリアージ研修会の実施回数 回 1 1 2 3

進捗の課題と
改善策

事業費（千円） 9,823 10,033
進捗の課題 無行政コスト（千円） 15,138

所要人員 1.048 1.113
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中項目 ２-４　健康づくり

2 【健康づくり】分野の中間アウトカムに関する事業の評価
【保健衛生部　生活衛生課】

本区の事業評価では、基本構想に掲げる各分野の将来像を達成するための、具体的に目指すべき状態を中間アウトカム
としています。ここでは、中間アウトカムまたは事業目的の達成に向け、課題を有する計画事業がある場合に、その課
題の内容と今後の方向性を記載します。

基本構想実施計画

将来像 だれもがいつまでも笑顔で健康に暮らせるまち

中間アウトカム(Ｃ) 区民が、住み慣れた地域で適切な医療を受けている

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的
方向性

前回（H30） 今回

現状維持健04-01 医療安全対策の推進 生活衛生課 医療機関の医療安全体制が整備されている 現状維持

健03-01 地域医療連携 健康推進課
地域の医療機関が効果的に連携し、在宅療養を支援し
ている

健03-02 在宅療養者等歯科訪問健診事業 健康推進課
在宅歯科診療が推進され、かかりつけ歯科医が定着し
ている
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だれもが快適で健康に暮らせる、安全で清潔なまち将来像

中間アウトカム(Ａ) 健康を脅かす事態に際し、最善の対応ができる体制が整っている

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的
方向性

前回（H30） 今回

3 【生活衛生環境】分野の中間アウトカムに関する事業の評価

本区の事業評価では、基本構想に掲げる各分野の将来像を達成するための、具体的に目指すべき状態を中間アウトカム
としています。ここでは、中間アウトカムまたは事業目的の達成に向け、課題を有する計画事業がある場合に、その課
題の内容と今後の方向性を記載します。

基本構想実施計画

２-５　生活衛生環境中項目

【保健衛生部　生活衛生課】

現状維持災対04-04 災害時医療の確保 生活衛生課
大規模災害の発生に備え、災害医療救護体制が整備
されている

現状維持

衛01-01
新型インフルエンザ等感染症対策の連携体
制の構築

予防対策課 新型インフルエンザ等に備えた連携体制が整っている

現状維持

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的
方向性

前回（H30） 今回

衛03-01 特定建築物衛生検査の充実 生活衛生課
法に規定する特定建築物の管理者が、適正な衛生管
理を行っている

現状維持 現状維持

衛02-01

医薬品等の安全対策の推進

衛06-01 動物との共生社会支援事業 生活衛生課 動物の適正な飼育が普及している 現状維持

衛04-01

前回の評価を踏まえた
これまでの取組状況

各公衆浴場の経営状況及び課題を整理し、顧客ニーズや他の公衆浴場の取組みの情報提供などの支援に努めました。

課題及び今後の
方向性の内容

各公衆浴場の支援体制拡充のため、多角的な視点から経営状況及び経営者のニーズに合わせた支援を行います。

生活衛生課
医薬品等を取り扱う施設が、適正な管理等を行ってい
る

現状維持 現状維持

衛05-01 食品の安全対策の推進 生活衛生課
食品衛生関係施設が、適正な衛生管理等を実施して
いる

現状維持 現状維持

前回の評価結果
の内容

中間アウトカム(Ｂ) 事業者が適正な衛生管理等を行っている

環境衛生監視の充実 生活衛生課
環境衛生関係営業施設が適正な衛生管理を行ってい
る

現状維持 現状維持

各公衆浴場の承継に係る課題を把握し、経営を継続させるための必要な支援を検討します。

中間アウトカム(Ｃ) 区民の衛生的な生活環境が保たれている

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的
方向性

前回（H30） 今回

衛02-02 公衆浴場承継総合バックアップ事業 生活衛生課 公衆浴場の経営が継続されている 改善・見直し 改善・見直し
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中項目 ４-３　災害対策

4 【災害対策】分野の中間アウトカムに関する事業の評価
【保健衛生部　生活衛生課】

本区の事業評価では、基本構想に掲げる各分野の将来像を達成するための、具体的に目指すべき状態を中間アウトカム
としています。ここでは、中間アウトカムまたは事業目的の達成に向け、課題を有する計画事業がある場合に、その課
題の内容と今後の方向性を記載します。

基本構想実施計画

将来像 備えと助け合いのある災害に強いまち

中間アウトカム(Ｃ) 各主体の協力体制が構築されている

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的
方向性

前回（H30） 今回

災対01-01 地域防災訓練等 防災課
消防・警察・ライフライン等、関係機関との協力体制が
強化されている

現状維持災対04-04 災害時医療の確保 生活衛生課
発災時に適切に機能する災害医療救護体制が整備さ
れている

現状維持

災対04-03 災害ボランティア体制の整備 福祉政策課
発災時に、適切に機能する災害ボランティア体制が構
築されている

災対02-04
福祉避難所の整備・拡充及び妊産婦・乳児
救護所の充実

防災課
（福祉政策課）

福祉避難所等について、要配慮者が円滑に利用できる
よう、民間施設の特性を生かした運営体制の整備がさ
れている

災対02-02 避難所運営協議会運営支援 防災課 各主体の協力体制により避難所が運営されている

災対02-01 区民防災組織の育成 防災課
区民防災組織等と中高層マンション管理組合の連携が
図られている

災対02-06 避難行動要支援者の支援 防災課
関係団体との連携により、避難行動要支援者に対する
適切な支援体制が整備されている

災対03-01 熊本地震を踏まえた災害対策の充実・強化 防災課
熊本地震を踏まえ、区の災害対策の充実・強化が図ら
れている

災対04-02 災害協定の拡充 防災課
自治体や公的団体、事業者等との実効性のある協力体
制が整っている

5



評価実施のチェックリスト

「補助金ガイドライン」に沿った、適正な補助金の交付

障害を理由とした差別の解消・合理的配慮

中間アウトカム等に関連する、区民ニーズの変化

中間アウトカム等に影響を与える、社会状況の変化

中間アウトカムの達成に向けた、各事業の貢献度（事業実績の推移）

男女平等参画や性的指向・性自認などへの配慮

中間アウトカム等の達成に向けた、より効果的・効率的な手段

中間アウトカム等の達成に向けた、より適切なサービスの提供主体（民間活力の活用）

以下の各項は、事業評価にあたって留意すべき視点です。課別評価シートの記入にあたって、

これらの視点を踏まえて評価を行ったか確認し、それぞれの項にチェックを入れてください。

【課題の洗い出しの視点】

【方向性の検討の視点】

新規事業の必要性

投入する資源（予算・人員）の最適化・再配分

中間アウトカムや事業目的が類似する事業との連携（整理・統合）
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