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平成 21 年度行政評価結果について
１

趣旨
平成 18 年４月、「定住人口 10 万」を達成したのに続き、昨年９月には、
「11 万」を突破しま
した。まちには子どもたちの声があふれ、にぎわいと活気が一段とみなぎってきております。
少子高齢化が進む中でこうしたにぎわいを地域にしっかりと定着させ、活力ある社会をつくる
には、喫緊の課題である子育て支援をはじめ、高齢者がいきいきと活躍する「70 歳就労社会」
の実現はもとより、雇用などの景気対策、環境対策、安全安心なまちづくりなど取り組むべき課
題も山積しています。
そこで、これらの諸課題を踏まえ、
「中央区基本計画 2008」に基づき、区民の皆さまがかけが
えのない人生をいきいきと安心して住み続けられる「生涯躍動へ 都心再生 ── 個性がいき
る ひととまち」の実現へ向け、区政をより一層力強く前進させていく必要があります。
このため、本区では行政評価を実施し、区が実施している行政サービスについて、それらが区
民ニーズに的確に対応しているかどうか不断に検証および見直しを行い、その結果を予算などに
反映させています。
２

これまでの取組
本区の行政評価は、「施策評価」と「事務事業評価」の２つから成ります。これまで、事務事
業評価については、平成 13 年度から試行実施し、平成 15 年度から本格実施しています。また、
施策評価については、平成 16 年度から試行実施し、平成 17 年度から本格実施いたしました。さ
らに、昨年度から、事務事業評価に関しては、一定のものを除く区民サービス事業について、原
則として平成 20 年度から平成 24 年度までの 5 年間ですべてを評価することといたしました。
３ 今年度の取組 ＜平成 21 年度＞
施策評価は、
「中央区基本計画 2008」に基づく 26 施策すべてについて実施し、環境の変化を
踏まえ、各施策における課題および今後の施策の方向性を整理しました。その上で、平成 22 年
度において実施すべき新たな事業や事業の充実についての検討を行いました。一方、事務事業評
価は、121 事業について実施し、事業の必要性、達成度、有効性などといった観点から評価を行
ない、各事務事業についての課題を明らかにした上で、今後の方向性を示しました。その結果概
要は次のとおりです。
【図表１】 平成 21 年度事務事業評価結果概要
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評価結果の公表
評価結果は、区役所 1 階のまごころステーションや情報公開コーナー、企画部企画財政課およ
び日本橋・月島特別出張所で閲覧できます。また、区のホームページでもご覧になれます。
５

区民の皆さまの意見募集について
中央区では、行政評価を施策・事務事業の進捗状況を管理する仕組みとして活用すると
ともに、着実に予算編成に反映するなど、計画・予算・評価・行政改革が一体となった区
政のマネジメントシステムの確立を目指しています。そこで本年度は、区民の皆さまから
の意見を次のとおり募集し、これを参考に次年度の予算編成や評価システムの改善などを
図ってまいります。
（１）提出期間
平成２１年１１月９日（月）～平成２１年１１月３０日（月）
（２）提出方法
住所、氏名（団体の場合は団体名と代表者名）、年齢、電話番号等を明記し、企画部企画
財政課の窓口への提出、郵便、区のホームページからの入力、Ｅメール又はファクスでお寄
せください。
【図表２】
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