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平成21年度 事務事業点検・評価結果報告書(案)について

教育政策課

１ 趣 旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第27条「教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検及び評価等」の規定に基づく点検・評価を行う。

第27条（教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価等）

教育委員会は、毎年、その権限に属する事務・・・（略）・・・の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。

２ 点検・評価の実施概要

(1)評価対象

平成20年度に実施した事務事業

(2)評価手法

・県政運営の指針「やまぐち未来デザイン21」の実行計画である「加速化プラン」

に掲げる教育関連14重点事業の評価を実施。

・評価に当たっては、「政策評価システム」との整合を図り、評価項目、評価基準

等を統一して実施。

《教育委員会の評価》 （政策評価システム）

［教 育 委 員 会］

事務事業の点検・評価

（教育関連14重点事業） ６ つ の 加 速 化 戦 略

報 告 書 の 作 成 2 1の戦略ﾌﾟ ﾛ ｼ ﾞ ｪ ｸ ﾄ

評価結果を反映

9 6 の 重 点 事 業

（うち教育関連14重点事業）

学 識 経 験 者

意見の反映

評価結果

の 反 映

評価結果の公表



1 医師不足等対策の充実

2 ドクターヘリの導入

3 救急医療体制の充実

4 三大生活習慣病（がん・心疾患・脳血管疾患）対策の充実

5 がん対策の充実

6 県立病院等の機能強化

7 犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進

8 食の安心・安全対策の充実

9 交通安全対策の充実

10 悪質商法被害対策の充実

11 警察署の再編整備

12 学校等の耐震化の推進

13 減災対策の実施

14 「ハザードマップ」の整備促進

15 自主防災組織の育成

16 治水対策の充実

17 危険ため池の整備促進

18 子育て県民運動の強化

19 乳幼児医療費助成等の充実

20 母子・父子福祉対策等の充実

21 子育て支援拠点の設置促進

22 仕事と育児の両立の支援

23 ３５人学級化の推進

24 学力向上対策の推進

25 いじめ・不登校等対策の推進

26 キャリア教育の推進

27 教育支援機能の強化

28 創造性豊かな子どもたちの育成

29 放課後子ども対策の推進

30 やまぐち教育応援団による教育支援活動の推進

31 世界スカウトジャンボリー等の開催準備

32 「新規雇用２万人創出構想」の実現

33 山口県若者就職支援センターの機能強化

34 UJIターン対策の推進

35 次世代技能者の育成

36 生涯現役社会の実現

37 高年齢者の就業促進

38 地域での見守り・支え合い体制の充実

39 介護サービス・地域ケアの充実

40 障害者の自立に向けた就労の支援

41 障害者の自立に向けた地域生活への移行支援

42 就業・生活支援の拠点施設の整備

43 障害者福祉施設の整備

44 障害者スポーツの振興

45 国体県民運動の推進

46 競技力向上対策の強化

47 全国障害者スポーツ大会の開催準備

48 県民全体がスポーツに親しむ体制づくり

49 スポーツ拠点施設等の整備

50 住み良さ日本一の県民運動の推進

51 県民活動の促進

52 文化活動等の促進

53 男女共同参画社会の実現

54 「中山間地域づくりビジョン」に基づく取組の加速化

55 都市と農山漁村の交流促進

56 農地等の多面的機能の保全

57 豊かな森林づくりの推進

58 企業誘致等の推進

59 新規創業、中小企業の成長育成支援

60 中小企業制度融資の充実

61 やまぐち型産業クラスターの形成

62 山口県産業技術センターの機能強化

63 商業・商店街の振興

64 県民のくらしを支える県内食料自給率の向上

65 農業の担い手確保・育成対策の充実

66 需要拡大と産地づくり

67 儲かる漁業の振興

68 新たな担い手確保対策の充実

69 「年間観光客３千万人構想」の実現

70 東アジアからの観光客誘致の促進

71 県外への情報発信の強化

72 情報発信拠点の充実

73 岩国基地民間空港の早期再開の実現

74 高速交通道路網の整備促進

75 港湾物流の活性化

76 山口宇部空港の利用促進

77 情報化の推進

78 産業廃棄物税の活用などを通じた循環型社会の形成

79 生ごみリサイクルシステムの構築

80 産業廃棄物最終処分場の整備促進

81 森林バイオマスエネルギーの活用

82 地球温暖化防止の県民運動の強化

83 家庭におけるCO2削減運動の促進

84 環境学習の推進

85 太陽発電システム等の導入促進

86 水素エネルギーの活用

87 地産・地消の拡大

88 安心・安全な県産農水産物の供給促進

89 学校給食における地産・地消

90 自立できる行財政基盤の構築

91 「行政改革」の推進

92 「財政改革」の推進

93 「公社改革」の推進

94 「第二期地方分権改革」の取組のリード

95 市町への権限移譲の促進

96 道州制を見据えた地域づくりの推進

多様なひとが活躍できる基盤づくり加速化戦
略

地産・地消推進プロジェクト

くらしの安心・安全基盤の強化

次代を担う子どもたちの育成加速化戦略

資源の地域内循環促進プロジェクト

地球温暖化対策推進プロジェクト

生涯現役社会づくりプロジェクト

障害者が活躍できる社会づくりプロジェクト

「おいでませ！山口国体」等開催プロジェクト

県民総参加型地域づくりプロジェクト

循環型社会づくりの推進加速化戦略

子育て支援充実強化プロジェクト

学校教育強化プロジェクト

地域で進める子どもたちの育成プロジェクト

若者が活躍できる環境づくりプロジェクト

多様な交流と新たな活力の創造加速化戦略

中山間地域振興対策強化プロジェクト

やまぐち元気企業育成プロジェクト

ふるさと農林水産業育成プロジェクト

多彩な観光・交流推進プロジェクト

交流ネットワーク整備プロジェクト

重  点  事  業加速化戦略

平成21年度政策評価　施策体系

「新・県政集中改革」推進プロジェクト

山口発の地方分権改革推進プロジェクト

戦略プロジェクト

県政集中改革等のさらなる推進加速化戦略

安心できる医療体制充実プロジェクト

地域や食の安全対策強化プロジェクト

災害に強い基盤づくり推進プロジェクト




