
直通電話 72-3190 事業コード 206010702 6 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 H9 終了年度 永続

施策コード

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

1,968 2,671 1,738 2,454 1,303

58 85 31 435

829 1,400 1,357

2,855 4,156 3,126 金額（千円）

2,855 4,156 3,126

51 74 56

0.10人 0.17人 0.16人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 1,150 2,800 4,400 4,400

実績値 1,150 2,800 4,400

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

期限切れの非常食を更新し、15年度、乾パン、アルファ
米、パンの缶詰を更新した。

非常食の更新
（食）

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

各指標の説明・算定方法

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか 配置状況

非常食（市民の５％に相当する約２，８００人分１２，０００食）と応急生活物資を市内２８カ所の屋内避難場所に分散
備蓄している。　また、賞味期限の近づいた非常食は、自主防災訓練時に市民や小中学校に配布し防災意識の啓
発に役立てている。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

平成７年に発生した阪神淡路大震災は、大きな被害を出し、災害に対する日頃の備えについて大きな教訓を残し
た。災害発生時には、迅速に被災者に対し食料等物資を供給すべく、物資を備蓄する体制を整える必要がある。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

毛布、発電機等（備品購入費）

乾パン、簡易トイレ等（消耗品費）

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

防災備蓄事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

市民の非常食の備蓄と応急生活物資の整備を図ることにより、災害時の避難所運営の即応体制を整え、市民の生
活の安定を図る。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
消防、防災の充実／消防・防災体制の整備／その他の防災事業

課内№総務部ＩＳＯ・防災担
当

担当部課
浅野　貴雄 吉田　宏和

３）個別計画での位
置付け

２）目指す成果
→何をどんな状態
にする（何がどんな
状態になる）ように

災害発生時、避難場所としている各学校に非常食や防災資機材等の防災備蓄品を配置する。

１　事業のアウトライン

白井　俊
平成16年8月31日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 12,000 12,000 12,000 12,000

実績値 12,000 12,000 12,000 目標レベル

達成率 100.0% 100.0% 100.0% ★★★

最終目標 H13 年度に

目標値 2,800 2,800 2,800 2,800

実績値 450 490 790 目標レベル

達成率 16.1% 17.5% 28.2% ★★★

最終目標 Ｈ２４ 年度に

目標値 31 31 31 31

実績値 9 12 15 目標レベル

達成率 29.0% 38.7% 48.4% ★★★

最終目標 Ｈ２０ 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） Ｂ

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向
現状維持 ＊●
縮小方向
統　　　合
休・廃止

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 防災備蓄事業

事業の成果を示す指標

目標値は、市民の5％に相当する約2,800人
分と市職員、ボランティア1200人分のそれぞ
れ３食分として12,000食分を備蓄

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるた
めには今の事業内容が
適当か、受益と負担の関
係に不公平はないか

８　今後の方向性・課題

災害発生時において被災市民が食料を入手することは困難な際に、流通経路が再開し入手が可能となるまでの
間、市として配布する必要がある。そのため最小限の備蓄を行う。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

大規模災害が発生した場合は、市民の非常食の備蓄と
応急生活物資の整備を図ることにより、災害時の避難所
運営の即応体制を整え、市民の生活の安定を確保する
必要があり、備蓄は必要なことと判断する。

【評価ポイント】
その事業に市が関与す
る必要があるか、市がど
こまで関与するのが適当
か

■極めて妥当

災害の発生時において、市民の生活の安定を図る上で極めて必要な事業である。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

学校等の指定避難場所に非常食については、目標どおり備蓄し、賞味期限を過ぎたものについてはその都度更新
している。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の
達成に効果があるか、ま
た、市民（対象者）に必
要とされているか

３）市関与の妥当性　

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、
事業改善等の効果はど
うだったか

■概ね良好 □一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

非常食の備蓄（食）

応急生活物資（毛布
寝袋）（枚）

発電機を市内３１箇所の避難場所に分散備
蓄。目標値は１避難所１機

防災備蓄
品台帳

整備終了、以後更新

事業
規模

応急生活物資（発電
機）（機）

防災備蓄
品台帳

毛布、寝袋、を市内３１箇所の避難場所に分
散備蓄備。目標値は最終の整備予定数

防災備蓄
品台帳

非常食については目標に達し、更新を行っているが、発電機等の生
活応急物資については整備途中であることから、早期に整備する必
要がある。また、備蓄の方法として今後広域連携を検討する必要が
ある。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。（広域連携において備蓄品区分が必要）

担当課
長評価

最終評
価

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

備蓄品は自治体が備蓄するより市町村間の広域的連携を図るほうが効率的である。今後、道も含めた他市町村との
広域的な取組みを検討していくことが重要。

７　平成１5年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある


