
　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

達成度 ☆☆☆

　

　
基本目的の成果指標項目の達成率

　

指標の説明

〇新たな総合計画で掲げた都市像を実現するため、
５つの基本目標を掲げ推進していく。このことから、平
成23年度～25年度の３年間の具体的事業を定めた推
進計画に基づき、具体的な事業の進捗、管理を行う。

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成22年度

任務目的の成果・活動指標の推移

社会ニーズに対応した行政運営を行う

任務目的

（所管課名　　政策推進部政策推進課）行動目標　９－１

行政機能が高くなる

第2次行政経営戦略プランに掲げている９つの基本
目的毎の指標（41項目）が、平成22年度末時点で、
全て達成されていることを目標としている。

○　任務目的に対する評価

H19実績

○総合計画の基本目標を達成するための各種施策を
推進するにあたっては、「共に生きる社会の実現」、
「地域主権の確立」、「高度情報化社会への対応」、
「都市経営の視点」、「行財政改革と健全な行財政運
営」の５つの視点を踏まえ、取り組む。
○また、限りある財源を最大限有効に活用し、計画を
確実に実行していけるよう、選択と集中の観点からメリ
ハリのある事業選択を行う。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性

H22目標
90.2%
100%

92.7%
90.0%
85.4%

平成22年度実績

市民ニーズや社会経済状況に対応した市全体の施策の組み立
てを行う

H21実績

基本目的　９

平成23年度見通し

○平成19年から21年度を計画期間とする第２次行政
経営戦略プランについて、各季節毎のレビュー、政策
推進監を中心とした庁内論議を進め、プランの着実な
推進を図った。また、第2次行政経営戦略プランにつ
いては、新総合計画の策定に合わせて、期間を1年延
伸し、平成22年度までとした。
○成果指標として、行政経営戦略プランの9つの基本
目的毎の指標について、平成22年度目標に対する達
成率を100％としていたが、実績は90.2％となった。お
おむね目標を達成することができ、前年度の実績に
比べやや上回る結果となった。
〇現行の行政経営戦略プランの最終年度であること
から、この進捗状況を踏まえ、新たな総合計画の策定
を行った。

H20実績

H22実績

　
　 　

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H19実績 H20実績 H21実績 H22実績 H22目標

基本目的の成果指標項目の達成



Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１９実績 92.7%
Ｈ20実績 90.0%
Ｈ2１実績 85.4%
Ｈ22実績 90.2%

Ｈ22目標 100.0%

100

H19実績 92.7%

Ｈ20決算 Ｈ21予算 Ｈ２1決算

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１９実績 11件
Ｈ20実績 10件
Ｈ2１実績 11件
Ｈ22実績 11件

Ｈ2２目標 11件

Ｈ２１決算 Ｈ２２予算 Ｈ２２決算
総合計画推進事業費 7,525 10,664 7,158 〇推進計画を進めていくとともに、推進計画以外の事

業、取り組みについても、関係部局を交えたプロジェ
クトチームでの検討を行うなど、市民・事業者の知恵を
頂き、議会の意見を踏まえ推進していく。

平成23年度見通し
〇平成23年度～25年度を計画期間とする推進計画
事業の推進を図るとともに、毎年度ローリング作業を
行い、都市像実現に向けた取り組みを行う。さらに、あ
らゆる機会を捉え、新総合計画の周知に取り組む。

○新総合計画を実現するため、平成23年度～25年度
の３年間の具体的事業を定めた推進計画について、
各季節毎のレビュー、政策推進監を中心とする庁内
議論を進め、具体的な事業の進捗、管理を行う。
〇政策評価検証委員会の役割について、総合計画
及び推進計画の評価・検証へと発展的な改組を検討
する。

目的達成に必要な手段

○中・長期的な視点から、平成23年度～32年度を対
象とする新たな総合計画の策定に向けて、庁内議論
を深めると共に、市民意見の聴取に努めた。

平成22年度実績
基本的な手段に対する評価

これからの課題、事業展開の方向性
○限りある財源を最大限有効に活用し、推進計画事
業を確実に実行していけるよう、選択と集中の観点か
らメリハリのある事業選択を行う。

検討課
題テーマ
数

平成23年度見通し

業務棚卸表（事後評価表）
平成22年度

決算差引
0

0

　事業名

達成度

　事業名 決算差引

市政全般にわたる
政策課題の解決に
向けた活動を行う ☆☆☆

（千円）

△ 367

基本的な手段に対する評価
平成22年度実績政策の目標管理を

行う
基本目的
の成果指
標項目の
達成率 ☆☆☆

○最終年度である第2次行政経営戦略プランについ
て、各季節毎のレビュー、政策推進監を中心とする庁
内議論を進め、プランの着実な進捗を図るとともに、新
たな総合計画の策定を行った。
〇業務棚卸表について、わかりやすく活用しやすいも
のとなるよう見直しを行い、新総合計画に基づく体系
の再構築を行った。

達成度目的達成に必要な手段

これからの課題、事業展開の方向性
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指標 年度 実績／目標

3 Ｈ19実績 16.3億円
Ｈ20実績 36.4億円
Ｈ2１実績 36.6億円
Ｈ22実績 36.6億円

Ｈ22目標 36.6億円

Ｈ２1決算 Ｈ２２予算 Ｈ２２決算

127,407 125,726 125,725

9,724 13,115 13,103

4,283 4,200 4,200

72,210 70,997 70,996

3,379

（千円）

鈴鹿山麓研究学園都市
建設（1次）事業費負担金

△ 1,682

桜運動広場管理運営費 △ 83

第一勧業銀行跡地整備
事業費

地域活性化事業用地取
得事業

目的達成に必要な手段

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

土地開発公社の運
営健全化と買い戻
し土地の有効活用
を図る

土地開
発公社
経営健
全化基
金の残
高

☆☆☆

平成22年度実績
○土地開発公社の健全化については、健全化計画に
基づき昨年度に引き続き、保有土地の処分を行った。
○鈴鹿山麓研究学園都市について、適切に維持管
理を行った。
○桜運動広場についても地元の運営協議会に管理
業務を委託し、適切に管理した。

平成23年度見通し
○平成20年度に策定した健全化計画に基づき、保有
土地の処分を実施していく。また、新保々工業用地に
ついては、引き続き環境調査を行うとともに、処理方法
等の検討を行う。

達成度 基本的な手段に対する評価

△ 1,214

30.0億円

40.0億円

Ｈ20実績 Ｈ2１実績 Ｈ22実績 Ｈ22目標



　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

達成度 ☆☆

　

　
市政アンケートにおける「親しまれるみなとづくり」の満足度

　

指標の説明

H21実績
H22実績

H22目標

市民が快適に暮らせるまちになる

12.8%

15.0%

-
14.1%
11.1%

○四日市港管理組合と連携して、ワークショップを継
続し、まち歩きイベントの開催につなげるとともに、四
日市港まつりをはじめ市民が四日市港とふれあう機会
の拡大を図る。
○伊勢湾連携協議会において、「国際産業ハブ港」の
実現に向け、港湾コスト低減やサービス向上等の諸課
題に対する協議を進める。
○四日市港管理組合と連携し、官民協働でのセミ
ナー開催や重点的な荷主企業訪問など、戦略的な
ポートセールス活動を展開する。
○港湾施設においては引き続き、臨港道路霞４号幹
線の整備を進める。

平成２３年度見通し

○四日市港の歴史的景観や文化遺産等を活かした
親しまれる港づくりを進めるため、四日市港管理組合
が主催するワークショップに参加し、市民、市民団体
や企業など多様な主体の参画のもとに、旧港周辺の
散策マップを作成するとともに、まち歩きイベントを開
催した。
○海上アクセス事業については、中部国際空港の旅
客数の落ち込みに伴う利用者数の減少などにより採
算性が極めて厳しくなっていることや、高速バスなど代
替アクセスが利用者に定着していることなどから総合
的に判断した結果、市として海上アクセス事業から撤
退することとし、管理組合との協定に基づき土地及び
水域を原状復旧のうえ返却するため、施設の撤去を
開始した。
○国の国際コンテナ戦略港湾選定に向けた取り組み
に対し、名古屋港とともに伊勢湾として応募し官民一
体となって説明したが、次点で選定されない結果と
なった。引き続き、伊勢湾（四日市港及び名古屋港）
で、コンテナのみならずバルクや自動車も含めた総合
港湾として「国際産業ハブ港」を実現することを目的に
「伊勢湾連携協議会」を設立し協議を始めた。

　 　
　

市内にお住まいの２０歳以上の方から無作為に抽出
した５千人の市政アンケートにおける「親しまれるみな
とづくり」の満足度を指標とした。

○　任務目的に対する評価

H19実績
H20実績

○緑地を活用した親水空間のネットワーク化やポート
ビル展望施設の利用促進を図るとともに、四日市地区
にあるさまざまな港湾景観を観光資源として活用し、ま
ちづくりと一体となった港づくりを進める。
○引き続き、四日市港管理組合と連携し、四日市港の
利用促進を図るとともに、港湾施設の充実・強化を図
る。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成２２年度実績

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成22年度

任務目的の成果・活動指標の推移

快適に暮らせる生活基盤が整う

任務目的

（所管課名　　政策推進部政策推進課）行動目標　１－１

四日市港が市民に親しまれる港になる

基本目的　1

.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

H20実績 H21実績 H22実績 H22目標



Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１９実績 -
Ｈ２０実績 14.1%
Ｈ２１実績 11.1%
Ｈ２２実績 12.8%
Ｈ２２目標 15.0%

Ｈ21決算 Ｈ22予算 Ｈ22決算
39,848 39,385 36,881

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１９実績 165,855ＴＥＵ
Ｈ２０実績 166,492ＴＥＵ
Ｈ２１実績 156,524ＴＥＵ
Ｈ２２実績 170,561ＴＥＵ
Ｈ２２目標 184,000ＴＥＵ

Ｈ21決算 Ｈ22予算 Ｈ22決算

1,592,444 1,635,697 1,635,697

350 350 325

107 115 110

外貿コン
テナ貨物
取扱量

四日市港の整備を図
る

四日市港管理組合負担金

平成２２年度実績

☆☆

△ 25

3

決算差引

43,253

港湾都市協議会等負担金

○伊勢湾連携協議会において、「国際産業ハブ
港」の実現に向け、港湾コスト低減やサービス向上
等の諸課題に対する協議を進める。
○四日市港管理組合と連携し、官民協働でのセミ
ナー開催や重点的な荷主企業訪問など、戦略的
なポートセールス活動を展開する。
○港湾施設においては引き続き、臨港道路霞４号
幹線の整備を進める。

○緑地を活用した親水空間のネットワーク化や
ポートビル展望施設の利用促進を図るとともに、四
日市地区にあるさまざまな港湾景観を観光資源とし
て活用し、まちづくりと一体となった港づくりを進め
る。

○引き続き、四日市港管理組合と連携し、四日市
港の利用促進を図るとともに、港湾施設の充実・強
化を図る。

○国の国際コンテナ戦略港湾選定に向けた取り組
みに対し、名古屋港とともに伊勢湾として応募し官
民一体となって説明したが、次点で選定されない結
果となった。引き続き、伊勢湾（四日市港及び名古
屋港）で、コンテナのみならずバルクや自動車も含
めた総合港湾として「国際産業ハブ港」を実現する
ことを目的に「伊勢湾連携協議会」を設立し協議を
始めた。

これからの課題、事業展開の方向性

(千円)

平成２３年度見通し

　事業名

○四日市港管理組合と連携して、ワークショップを
継続し、まち歩きイベントの開催につなげるととも
に、四日市港まつりをはじめ市民が四日市港とふ
れあう機会の拡大を図る。

平成２３年度見通し

○四日市港の歴史的景観や文化遺産等を活かし
た親しまれる港づくりを進めるため、四日市港管理
組合が主催するワークショップに参加し、市民、市
民団体や企業など多様な主体の参画のもとに、旧
港周辺の散策マップを作成するとともに、まち歩き
イベントを開催した。
○海上アクセス事業については、中部国際空港の
旅客数の落ち込みに伴う利用者数の減少などによ
り採算性が極めて厳しくなっていることや、高速バス
など代替アクセスが利用者に定着していることなど
から総合的に判断した結果、市として海上アクセス
事業から撤退することとし、管理組合との協定に基
づき土地及び水域を原状復旧のうえ返却するた
め、施設の撤去を開始した。

業務棚卸表（事後評価表）
平成22年度

基本的な手段に対する評価達成度目的達成に必要な手段
平成２２年度実績市民に親しまれる港

づくりを推進する
市政アン
ケートに
おける「親
しまれる
みなとづく
り」の満足
度

☆☆

三重県港湾海岸協会負担金

△ 2,967

目的達成に必要な手段 基本的な手段に対する評価

決算差引　事業名 これからの課題、事業展開の方向性

達成度

海上アクセス関連経費
(千円)

100,000ＴＥＵ

120,000ＴＥＵ

140,000ＴＥＵ

160,000ＴＥＵ

180,000ＴＥＵ

200,000ＴＥＵ

Ｈ１９実績 Ｈ２０実績 Ｈ２１実績 Ｈ２２実績 Ｈ２２目標

.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

Ｈ２０実績 Ｈ２１実績 Ｈ２２実績 Ｈ２２目標


