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１．必要性、有効性、効率性等の観点から見直しを検討する必要がある事業
（１）事業費の削減が見込まれる事業（福祉に関する個人給付等に係るものを除く。）

1 外部監査委託業務 人事課 Ｃ

平成11年度から実施されている包括外部監査委託料
の上限額を18,000千円（例年特定の事件を2件選定）
としているが、より密度の濃い監査を実施するた
め、選定する事件数や上限額の見直しを図る。 Ｃ

包括外部監査の結果報告並びに意見に対し、地方公
共団体が的確に措置を講じれば、その経営の合理化
等につながる側面があるが、必ずしも委託料の額と
効果が比例するものではなく、最少の経費で最大の
効果を挙げるといった観点から、上限額を可能な限
り下げることが望ましい。

2 被服貸与事業 職員厚生課 Ｄ

職員に貸与する被服及び貸与期間について、その必
要性の観点から見直しを図る。

Ｄ

労働安全衛生上必要な被服及び職員の制服等が貸与
されているが、職員の着用率の低い被服等について
は廃止が望ましい。

3
大分市ＩＴアドバイ
ザー事業

情報政策課 Ｅ

ホームページの刷新及びＩＴ施策全般に亘って広く
提言を受けるためＩＴアドバイザーを置いていた
が、ホームページのリニューアルの終了に伴い廃止
する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

4 文化推進事業 文化国際課 Ｃ

市が主催してコンサートや演劇等を開催するもので
あるが、アーティストを招聘して実施する鑑賞型事
業を減らし、主体を市民の文化活動を支援する事業
への移行を図る。 Ｄ

アーティストの公演等は民間でも行われており、地
方自治体が一流のアーティストを招聘することに難
しい側面がある中で、対費用効果の観点からも、今
後は、企業メセナの活用や市民主体の文化推進活動
を支援する事業への転換を図ることが望ましい。

5
テレビ広報「フレッ
シュおおいた」制作
事業

広聴広報課 Ｃ

毎週１回１５分の番組を制作しているが、視聴率も
あまり高くなく、また、担当者も番組制作に追われ
ている状況にあることから、2週に1回の制作に改
め、2週目を再放送とすることにより、より多くの市
民に番組を見てもらう機会を提供するとともに制作
費の削減を図る。

Ｃ

平成15年度の平均視聴率は5.6％と低いようでもあ
り、スペシャリストを養成するなど広報に対する職
員の能力を高め、視聴率の上がるような魅力ある番
組制作に取り組む必要がある。また、その結果、番
組の効果がどの程度あったのかを常に検証し、効果
が少ないときは休止し、他の広報手段に変更するな
どの措置を講ずることが望ましい。

6
テレビ広報「フレッ
シュおおいた」再編
集事業

広聴広報課 Ｅ

市民図書館貸出用等として再編集しているが、貸出
実績もほとんどないのが現状であるため、再編集の
廃止を検討する。 Ｅ

利用実績がほとんどないようでもあり、廃止が望ま
しい。

内部評価会議見直し案 外部
評価 外部評価委員会意見番号 事業名 所管課 内部

評価
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7 eーニュース広報事業 広聴広報課 Ｅ

eニュースビジョンによる広報は、市役所への来庁者
等ごく少数の市民に対してのみ行われており、市民
への広報効果は小さいため廃止する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

8 市民相談事業（移動
市民相談）

広聴広報課 Ｄ

各支所（公民館）に月１回赴き相談業務を行ってい
るが（1ヶ所当たり年２回）、相談実績が少ない（１
回当たり平均６件）ため本庁で行う市民相談に統合
を図る。

Ｄ

1ヶ所当たり年2回程度の相談業務では、急を要する
ものなどに対応できるものではなく、また、相談件
数も少ないようでもあり、本庁で行う市民相談に統
合を図ることが望ましい。

9 建物損害共済事務 管財課 Ｃ

第2庁舎や金池会館等、まだ委託割合条件付実損てん
補特約（共済責任額が減少）をしていない建物につ
いてその導入を検討し、共済基金分担金（保険料）
の削減を図る。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

10 大分市太陽熱温水器
設置資金融資制度

市民生活課 Ｅ

昭和55年度から省資源・省エネルギー思想の普及啓
発を図る目的で行われてきたが、昨今は申込者も減
少し、市民ニーズは低いものと考えられる。平成16
年度より預託金を1000万円から300万円に減額した
が、現時点で申込もないことから事業の廃止を検討
する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

11 交通災害共済事業 市民生活課 Ｅ

年400円（中学生以下200円）の掛金で交通災害の程
度に応じて1万円～120万円の見舞金を給付する制度
であるが、加入率は昭和62年度の50.4％をピークに
年々低下し、平成15年度は29.9％となっている。現
在では民間も同種の保険があることや、交通災害共
済特別会計は黒字となっているものの、人件費や事
務費は一般会計から措置されていることから、共済
事業を廃止することや、大分県交通災害共済組合が
行う共済事業に統合できないか検討する。

Ｅ

交通災害共済事業については、年々その加入率が低
下する中、平成15年度の加入者のうち約3割は中学生
以下の加入者であり、任意加入とはいえ、ほとんど
の児童、生徒が加入していることを考えると、一般
の加入者は極端に少ない状況となっていることか
ら、まず、一般会計からの負担は無くすべきと思わ
れる。また、現在は民間においても比較的掛け金も
安い類似の保険制度があり、市が敢えて行う必要も
ないと考えられることから、将来的には廃止するこ
とが望ましい。

12
チャイルドシート貸
出事業

市民生活課 Ｅ

チャイルドシートの着用義務化に伴う普及促進と幼
児を養育する市民の経済的負担の軽減を目的とし
て、平成11年度、12年度に少子化対策臨時交付金
（22,491千円）等を利用し、約2,000個のチャイルド
シート・ベビーシートの貸出事業を行ってきたが、
当時に比べチャイルドシートそのものが安価にな
り、シートの保有率・使用率も8割を超えたことに加
え、貸出用のシートも買い替え時期を迎えることか
ら貸出事業の廃止を検討する。

Ｅ

チャイルドシートの普及促進という事業の目的もほ
ぼ達成されていることから、買い替え時期に合わせ
て廃止することが望ましい。

外部
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13 交通安全少年団業務 市民生活課 Ｅ

平成２年度から全小学校に交通安全少年団を結成
し、１校10名分程度の帽子やワッペン等を支給して
きたが、あいさつ運動程度の取組みしかなされてお
らず、学校においては別に交通安全教室等の取組み
を行っていることから廃止を検討する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

14 誕生記念アルバム交
付事業

市民課 Ｅ

昭和56年度からの事業であるが、産科医院でも同様
のサービスを行なっており、最近ではデジカメやビ
デオの普及によりアルバム自体の需要も少なくなっ
てきている。健康課すこやか赤ちゃん対策事業（肌
着支給）と併せ廃止し、子育て支援事業の充実を図
る。

Ｅ

こうした誕生記念品を一律に交付するような事業
は、少子化対策としての効果も少ないと思われるこ
とから廃止し、他の子育て支援事業の充実を図るこ
とが望ましい。

15 出産奨励祝金支給事
業

市民課 Ｅ

少子化対策の一環として、平成２年度から第３子以
降を出産したものに10万円の祝い金を交付する事業
であるが、出生率の向上にはつながっておらず、他
の効果的な子育て支援事業等の少子化対策事業の充
実に財源を振り向けるため、合併後適当な時期に廃
止を検討する。

Ｅ

この事業についても、誕生記念アルバム交付事業と
同様に、少子化対策としての効果は少ないと思われ
ることから、本当に子どもを持ちたくても持てない
人にとって、何が障害になっているのかを的確に判
断し、その対策を講じる事業に振り替えることが望
ましい。

16
利用者負担軽減特別
対策事業

介護保険課 Ｅ

所得税非課税世帯のうちホームヘルプサービスを現
に利用していた者等について､利用料を6％とし残り
4％を助成する事業については、介護保険制度移行に
伴う激変緩和措置として行われているものである
が、国庫補助が17年度からなくなることに伴い廃止
する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

17 福祉を語る女性の集
い事業

児童家庭課 Ｄ
男女共同参画室で事業の見直しを検討する。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

18
私立認可保育所施設
整備資金利子補給補
助金

児童家庭課 Ｅ

現在は金利も低く、運営費の中で十分賄えると考え
られることから、新規申請分より廃止を検討する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

19
老人福祉施設整備資
金利子補給補助金

高齢者福祉課 Ｅ

現在は金利も低く、運営費の中で十分賄えると考え
られることから、新規申請分より廃止を検討する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部
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20 入浴サービス事業 高齢者福祉課 Ｄ

60～64歳までの介護保険対象外のねたきり老人に対
するものであるが、４年間実績がないためデイサー
ビス事業への統合を図る。 Ｄ

現に利用する対象者もいないと考えられることから
廃止し、他の事業に統合することが望ましい。

21 身体障害者・知的障
害者相談員設置事業

障害福祉課 Ｃ

身体・知的障害者の更正・援護について問題の解決
を図るため地域に相談員を設置しているものである
が、介護保険導入後、介護保険対象の方の相談はケ
アマネジャーに併せて行なわれる場合が増加したた
め､相談件数が減少している。相談員の配置等を見直
す必要がある｡

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

22 保健所検診事業 健康課 Ｅ

毎週水曜日に就職、受験等のため一般健康診断を
行っているが、民間の検査機関も充実しているのに
加え、県保健所も事業廃止の予定であることから廃
止を検討する。

Ｅ

就職、受験等のため、公的機関の健康診断が必要な
場合があるが、保健所が一般健康診断を廃止して
も、大分県地域成人病検診センター等で対応できる
と考えられるため、保健所本来の保健予防事業に力
点を置くことが望ましい。

23 老・成人健康教育事
業

健康課 Ｄ

本事業のうち個別健康教育事業は対象者が32名と少
ない上に、終了1年後の基本健診結果の確認をする
と、数値が上昇しているものが多く、生活習慣改善
の行動変容への意欲を持続させる事が難しい状況に
あり、生活習慣病の予防、将来的な一人当たりの医
療経費の削減につながりにくいため廃止を検討す
る。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

24 機能訓練事業(Ａ型） 健康課 Ｄ

心身の機能が低下している40歳以上の市民に対して
特別養護老人ホームで機能維持回復訓練を行うもの
であるが、実施施設、訓練を受ける者が少ない（20
名程度）ためＡ型事業は廃止し、市内各会場で要介
護状態とならないよう音楽、運動、健康講話等を行
うＢ型事業への統合を図る。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

25 すこやか赤ちゃん対
策事業

健康課 Ｄ

本事業のうち、出生時の肌着支給については、平成
17年度から県補助金が廃止されること、及び現行、
肌着支給が少子化対策としてはそぐわなくなってい
ること、少子化対策として、平成15年から不妊治療
費助成事業を開始したことから平成17年度からの廃
止を検討する。

Ｄ

本事業のうち、一定所得以下の妊産婦、乳児に栄養
食品を支給する事業は継続する必要があると思われ
るが、肌着を一律に支給する事業は、少子化対策に
効果が少ないと思われることから廃止することが望
ましい。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部
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26 調理師研修会事業 健康課 Ｄ

参加可能な調理師が少ないことから、集団給食施設
指導事業に統合し、調理業務に従事する者への指導
を行う。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

27
集団給食施設指導事
業

健康課 Ｄ 調理師研修会事業への統合を図る。 Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

28 結核予防接種事業 健康課 Ｄ

結核予防法の一部改正（H17.4.1施行）により、ツベ
ルクリン反応検査が中止され直接ＢＣＧ接種とな
る。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

29 交通環境調査 環境対策課 Ｄ

年４回自動車排出ガスの濃度測定を行なうものであ
るが、季節ごとの測定結果に大きな変化が見られな
いことから1測定地点における年間測定回数を２回に
変更する。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

30 スターウォッチング 環境対策課 Ｄ

（財）日本環境協会が夏期及び冬期に行う全国星空
継続観察（定点観測地としてコンパルホールで実
施）に併せ、大気環境保全を啓発する目的で星空観
測会を年３回（夏2回、冬1回）行なっているが、夏
は募集人員に満たない状況のため、年2回（夏1回、
冬1回）に変更する。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

31 底質調査 環境対策課 Ｄ

主要河川８地点において、環境ホルモンである有機
スズ化合物の底質分析調査を行なうものであるが、
トリブチルスズ化合物は使用禁止となっていること
から、隔年実施をしている他の関連調査と併せて行
なうこととする。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

32
「大分の自然」写真
コンテスト

環境対策課 Ｄ

市の四季折々の写真を通して環境保全意識の高揚を
図る目的で行われているが、33名の応募しかなく効
果に疑問があるため数年に一度の実施とする。 Ｅ

写真コンテストは、ほとんど同じ人が応募し、環境
保全意識の高揚に効果が少ないと考えられるので、
基本的には廃止とし、特別な記念行事等がある場合
などにのみ実施することが望ましい。

33 環境家計簿 環境対策課 Ｅ

エコライフ運動の一環として、毎月の電気､水道使用
量等を記入する環境家計簿を希望者に配布・回収し
ているが、2,000部作成して回収はわずか21部であ
り、効果は薄いと考えられるため廃止を検討する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部
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34
合併処理浄化槽設置
整備事業

清掃管理課 Ｃ

現在下水道認可区域外の設置（新築・改造）に対し
て補助している制度を単独浄化槽や汲み取り式から
の改造のみと縮小する一方で、水質保全の観点から
補助区域を下水道整備地域外に拡充する。 Ｃ

浄化槽法の改正により、汚濁負荷が大きく公共用水
域の保全に大きな弊害となっている単独処理浄化槽
の新設が禁止されたことに伴い、新築の場合に合併
処理浄化槽の設置に対して補助を行いその普及を促
進するという必要性がなくなったと思われることか
ら、対象を改造のみとし、区域を拡大することが望
ましい。

35

事業系廃棄物減量化
促進事業（商店街古
紙リサイクル支援事
業）

清掃管理課 Ｅ

モデル事業として市が２円/㎏の報償金を支出し、１
商店街３年間の期限付きで古紙回収に取り組んでい
る事業であるが、新たに参加する商店街もなく、ま
た、事業系ごみの自己処理責任の原則からも期間終
了後は廃止を検討する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

36 し尿収集一般事業 清掃業務課 Ｄ

下水道接続促進の観点から、下水道整備区域内のし
尿処理手数料を値上げし、し尿処理手数料補助金の
減額を図る。 Ｄ

し尿処理手数料については、まず、原価計算に基づ
き、適正な額を算定した上で、補助のあり方を検討
することが望ましい。

37
大分市農業生産体制
強化対策事業費補助
金

農政課 Ｄ

市内農業者の生産体制の強化並びに生産拡大を推進
するためソフト事業を対象に大分市農協及び農業者
で組織する団体に補助するものであるが、補助対象
事業の精査を行う。

Ｄ

行政主導ではなく、農協等が主体的に事業効果の高
い独自の事業の構築と展開を図り、行政が客観的に
必要な範囲で補助を行うことが望ましい。

38
農業後継者育成事業
費補助金（営農青年
協議会補助金）

農政課 Ｅ

営農青年協議会の会員数も減少し（15名）、補助金
も会議に充当されているだけであるため廃止を検討
する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

39
農業後継者育成事業
費補助金（農業後継
者育成奨励金）

農政課 Ｅ

農業後継者育成を目的として県立農業大学校に在籍
する学生に毎月3千円の奨励金を交付するものである
が（大学を卒業後3年以上農業に従事しなければ返
還）、過去10年申請者がないため廃止を検討する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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40
故郷おおいた友の会
推進協議会交付金

農政課 Ｅ

本交付金は、特産品のＰＲを通じて、市農業の振興
及び市のＰＲを目的として、昭和58年に作られたも
のであり、すでに当初の目的は達成されたと思われ
る。また、近年のＩＴ化により情報が全国どこでで
も容易に入手する事ができ、ＩＴを利用して産物を
発送する業者や生産者が増加しており、農協や民間
業者が充分に対応し得ると考えられる。平成16年度
は今までどおりの受付を行うため、平成17年度は発
送事務のみとし、新規受付の廃止を検討する。

Ｅ

昭和58年からの事業で会員には好評のようである
が、情報化の進展等により、民間においても同様の
事業が行われており、本来、自治体がやるべきこと
ではないと思われることから、事業を廃止し、農産
物については今後農協主体で取組まれることが望ま
しい。

41
農業用廃プラスチッ
ク適正処理推進事業

園芸畜産課 Ｅ

ＪＡ大分市が行う農業用廃プラスチックの回収に伴
うリサイクル処理費用の一部を補助するものである
が、5年経過し所期の目的を達したことから平成17年
度をもって廃止することを検討する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

42 果樹産地整備事業 園芸畜産課 Ｄ

「大分県みかん園検査条例」に基づきミカンバエの
発生源である荒廃園、放任園の調査、啓発、伐採等
を行なっているが、荒廃園が減少していることから2
～3年を目途に漸次縮小する。 Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

43
イチジク産地形成促
進事業費補助金

園芸畜産課 Ｅ

株枯病被害をなくすために、無病苗の供給体制の確
立をする事業であるが、5年経過し所期の目的は達成
したことから廃止し、今後は大分市農協いちじく部
会が主体となって推進する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

44
特産果樹産地育成事
業費補助金（ビワ低
樹高化推進事業）

園芸畜産課 Ｅ

ビワ園の管理作業の軽減や規模拡大を図るための低
樹高化に対する補助であるが、5年経過し所期の目的
は達成したことから廃止し、今後は大分市農協枇杷
部会が主体となって推進する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

45 畜産環境保全対策事
業費補助金

園芸畜産課 Ｅ

畜舎周辺の悪臭対策のため農家の薬剤購入に対する
補助であるが、本来は事業主負担とすべきものであ
るため廃止を検討する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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46 勤労青少年ホーム事
業

商工労政課 Ｃ

異業種で働く勤労青少年間の交流を促進し､勤労青少
年の視野を広げ、勤労青少年福祉を向上させる目的
で、各種交流事業を行っているが、就職支援や就職
先への定着化対策など事業内容の見直しを行う。 Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

47 塵芥処理業務委託料 市場課 Ｄ

これまで市場内で発生する塵芥処理費用は大部分を
開設者である市が負担してきたが、事業系廃棄物の
排出者責任の観点から今後は共用部分や監視のみの
費用負担に改める。 Ｄ

中央卸売市場内においても、事業系廃棄物の排出者
責任の徹底が図られることが望ましい。

48 業者育成資金預託金 市場課 Ｄ

卸売会社、青果仲卸・売買参加者の経営の安定、育
成を図る目的で預託金制度を行なってきたが、卸売
業者については16年度から廃止し、青果仲卸・売買
参加者については現在の貸付返済が17年5月で完了す
ることから17年度で廃止して、今後は大分市中小企
業融資制度を利用することとする。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

49 発泡スチロール減容
処理事業補助金

市場課 Ｄ

事業系廃棄物の排出者責任の観点から、開設者負担
を縮小していく。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

50 水産物残渣処理運営
費補助金

市場課 Ｄ

事業系廃棄物の排出者責任の観点から、開設者負担
を縮小していく。 Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

51 大分市定住促進住宅
資金融資事業

住宅課 Ｅ

平成5年度より過疎対策事業として施行されたが、現
在まで利用実績がないため廃止し、新たな定住促進
策を構築する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

52 緑化啓発事業 公園緑地課 Ｃ

観光姉妹都市帯広市が主催する「植樹祭」の廃止に
伴い、「緑の親善訪問団」を廃止する。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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53 水洗便所改造助成金 下水道計画課 Ｄ

下水道供用開始から1年以内に接続工事を行なえば2
万円の助成（くみ取り便所の改造の場合は段階的に3
年以内まで）を行なう制度であるが、所得制限の設
定を行う一方、助成額を引き上げる等接続の促進に
有効な見直しを行う必要がある。 Ｄ

水洗化率向上のための事業であるが、単独処理浄化
槽からの接続工事の場合、平均で30～40万円程度掛
る中で、2万円の助成がどれほどの効果を挙げている
のか不明確であり、また、一律に交付していること
にも問題があり、所得制限を設けるなど、真に助成
が必要な市民を対象とすることが望ましい。

54
水洗便所改造資金融
資利子補給金

下水道計画課 Ｅ

現在は金利も低くなっていることから、新規分廃止
または補助率の見直しを検討する必要がある。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

55 受益者負担金前納報
奨金制度

下水道計画課 Ｅ

受益者負担金を一括納付した場合、納期数に応じて4
～12％の報奨金が支出される制度であるが、金持ち
優遇制度といった側面もあり、既に税も廃止されて
いることから廃止を検討する。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

56 芸術文化振興事業 生涯学習課 Ｄ

「市民音楽祭」及び「華と茶の道」を毎年市主催で
開催し、発表と観賞の機会を市民に提供しているも
のであるが、参加団体の主体的な取組みを促せるよ
う補助金方式への変更を検討する必要がある。 Ｄ 市民団体等の主導による事業展開が望ましい。

57
移動図書館車運行業
務

生涯学習課 Ｅ

平成15年度から利用者の申し込みにより地区公民館
に配本する図書館ネットワーク事業が導入されてい
ることから、移動図書館車は廃止し、特にサービス
の低下になる地域の利用者に対しては申し込みに応
じて書籍を最寄の自治公民館等に配送する等、図書
館ネットワーク事業の拡充も検討する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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58 展覧会事業(現代美術
展事業)

美術館 Ｃ

当初は市内若手芸術家の活動の場の提供やアートプ
ラザをアピールする目的で市が主催者となり行って
きたが、貸し館のみの形態として、主催は団体に任
せる。 Ｃ 市民団体等の主導による事業展開が望ましい。

59 ハイビジョンソフト
事業

美術館 Ｅ

維持管理費の高額なハイビジョン機器の今後の在り
方について検討中であることから、ソフト制作は当
面休止をする。 Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

60
幼稚園教育振興計画
推進事業

学校整備課 Ｄ

横瀬幼稚園廃園に伴う通園補完措置は平成1７年度を
もって廃止することを検討する。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

61
中学校活動補助事業
（卒業就職生激励
会）

教育指導課 Ｃ

中学を卒業後、就職・専門学校に入学する生徒に対
して激励会を開催し、記念品を贈呈しているが、所
期の目的は達成しており、廃止するか、対象者に個
別に記念品の贈呈を行うこととし、対象者も就職す
る生徒のみとすることなど検討する必要がある。 Ｅ

対象者である生徒が、積極的に激励会に参加してい
る現状にはないようでもあり、廃止することが望ま
しい。

62

のつはる少年自然の
家管理運営事業 [3市
町交流事業YOU、友、
遊、キッズスプリン
グパーク]

青少年課 Ｅ

合併により、市町の枠組みが変わるため廃止する。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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（２）事業費の削減が見込まれる事業（福祉に関する個人給付等に係るもの）

1 応急援護事業 福祉保健課 Ｄ

被保護・要保護世帯の児童生徒を対象に、入学祝金
や修学旅行小遣い等6種類の法外援護を行なっている
が、この制度は生活保護基準がかなり低かった時代
にそれを補う目的で設けられたものであり、援護の
種類によっては見直す必要がある。また、支給に至
る認定基準がなく、民生委員の判断によって支給さ
れているのが現状であることから、審査事務につい
ても見直す必要がある。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

2
母子家庭等医療助成
事業

児童家庭課 Ｄ

母子・父子家庭の健保自己負担額を助成（①19歳未
満の児童②20歳未満の児童を養育している父母）す
るものであるが、①児童については18歳学年末まで
とし、②父母については所得制限を設けることを検
討する。 Ｄ

医療費助成については、一律に行うのではなく、必
要性の観点から、所得制限等を導入することが望ま
しい。

3 電子ジャー炊飯器購
入費補助

高齢者福祉課 Ｅ

65歳のひとり暮らし高齢者（市民税非課税）に電子
ジャー炊飯器を購入する費用の一部（購入費の1/2、
限度額1万円）を補助するものであるが、現在は、保
温機能のない炊飯器を持ってない人も少なくなり、
所期の目的を達成したと思われることから廃止を検
討する。

Ｅ

電子ジャーは、従前に比し、価格も格段に安くなっ
ており、補助の必要性も少ないと思われることか
ら、廃止が望ましい。

4
老人福祉電話使用料
補助

高齢者福祉課 Ｄ

65歳以上のひとり暮らし老人（所得税非課税、生活
保護受給者）に基本料及び300円以内の通話料を補助
するものであるが、高齢社会を迎え、70歳以上への
見直しや市民税非課税の者とするなど所得制限の見
直しを検討する。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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5 やすらぎ見舞金 高齢者福祉課 Ｄ

70歳以上で10日以上入院加療をしたものに5千円～1
万円の見舞金を支給するものであるが、有効性の観
点から見舞金を支給する入院期間を3ヶ月以上に改め
ることにより縮小し、他の元気老人対策等に財源を
回すべきと思われる。 Ｅ

いきいきとした健康な老人が増加することを奨励
し、併せて医療費の削減を図るため、入院した高齢
者に見舞金を支給する本制度は廃止し、むしろ、病
院にもかからず、健康な生活を送っている老人を祝
福するような制度を創設することが望ましい。

6
心身障害者福祉手当
給付事業

障害福祉課 Ｄ

障害の程度に応じて年額6,000円～19,200円の手当を
支給するものであるが、所得制限の設定による見直
しを検討する必要がある。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

7
心身障害者医療助成
事業

障害福祉課 Ｄ

心身障害者医療費の健保自己負担分及び入院時食事
療養費を助成（身障1～3級、知的Ａ1～Ｂ1）するも
のであるが、対象者について所得制限を設けること
や、自己負担額の導入などにより見直しを図る必要
がある。 Ｄ

医療費助成については、必要性の観点から、所得制
限を導入することが望ましい。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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（３）業務執行方式等の見直しを検討する必要がある事業

1 マイクロバス運行業務 管財課 Ｃ Ｃ

2 支所車運行業務 市民生活課 Ｅ Ｅ

3 霊柩車の運行業務 市民課 Ｃ Ｃ

4 保健所長車運行業務 保健総務課 Ｅ Ｅ

5 視聴覚ｾﾝﾀｰﾋﾞﾃﾞｵ機器等運
搬業務 生涯学習課 Ｃ Ｃ

6 スクールバス運行業務 学校整備課 Ｃ Ｃ

7 文書逓送業務
総務課
清掃施設課
清掃業務課

Ｃ Ｃ

8 わかば園運営事業 児童家庭課 Ｄ Ｄ

9 防疫業務 環境対策課 Ｃ Ｃ

10 清掃工場運転業務 清掃施設課 Ｃ Ｃ

11 ごみ収集運搬業務 清掃業務課 Ｃ Ｃ

12 分析センター水質等分析
業務

水質分析センター Ｃ Ｃ

13 市営住宅管理業務 住宅課 Ｃ Ｃ

14 校務員・事務補佐員業務 教育総務課 Ｄ Ｄ

15 学校給食調理業務 教育指導課 Ｃ Ｃ

16 学校給食配送業務 教育指導課 Ｃ Ｃ

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見

平成16年1月に策定した大分市行

政改革アクションプランの推進

項目の一つである「業務執行方

式の見直し」の推進プログラム

に基づき、再任用・嘱託職員等

の活用を図るとともに、市民

サービスの向上と行政責任の確

保を勘案しながら、可能な限り

民間活力を利用し、効率的な業

務の執行を行う。

これらの業務については、市民サービス

の維持向上と行政責任の確保を前提とし

て、大分市行政改革アクションプランの

推進プログラムに基づき、着実に見直し

が行われる必要がある。

納税者や民間企業の常識に即し、税金を

大切に使い、民間にできることは民間に

任せるという原則の下、市民の声を常に

的確に把握しながら、個々の業務そのも

のについて、必要性の観点から統廃合縮

小等を検討し、また、その執行方式につ

いても、効率性の観点から不断の見直し

が行われることを期待する。
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２．公平性の観点から費用負担の適正化を図ることにより、収入の増加が見込まれる事業

1 浄化槽普及啓発事業 清掃管理課 Ｃ

浄化槽保守点検業登録申請手数料は、1件につき32,500円（3年更
新）であるが、県が33,600円に値上げしたことから市も合わせて改
定を検討する。 Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

2 一般廃棄物処理業等の許可
業務費 清掃管理課 Ｃ

一般廃棄物処理業許可申請手数料は、1件につき4,000円（2年更
新）であるが、他都市の状況等から8,000円程度の値上げを検討す
る。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

3 下水道一般管理費（下水道
使用料） 下水道計画課 Ｃ

下水道使用料の算定について、現在は汚水維持管理費を基準にして
いるが、維持管理費に加え汚水資本費の一定割合についても算定に
加え､使用料を順次改定することを検討する。

Ｃ

一般会計から下水道特別会計への繰出金のうち受益者の負担に帰す
べきものについては、受益者に適正な負担を求め、一般会計繰出金
の縮減に努めることが望ましい。

4 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ･ｺﾚｼﾞｵ管理運営事業 生涯学習課 Ｃ Ｃ

5 地区公民館管理運営事業 生涯学習課 Ｃ Ｃ

6 ｸﾞﾘｰﾝｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ管理運営・
施設整備事業 生涯学習課 Ｃ Ｃ

7 視聴覚ｾﾝﾀｰ管理運営事業 生涯学習課 Ｃ Ｃ

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 内部

評価 外部評価委員会意見

各種教室・講座等参加者の受講料等の受益者負担金について、負担
金の有無や金額の設定に明確な基準がなく、過去の慣例等により決
定されていることから、今後の事務処理を明朗にするため、受益者
負担の基準を設定する必要がある。

内部評価会議意見に同じであるが、教室・講座の開催にあたって
は、事業消化主義にならず常に魅力的な教室・講座の開催に努める
ことが望ましい。
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8 社会体育施設管理運営事業 スポーツ振興課 Ｃ Ｃ

9 温水プール管理運営事業 スポーツ振興課 Ｃ Ｃ

10 南大分体育館管理運営事業 スポーツ振興課 Ｃ Ｃ

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 内部

評価 外部評価委員会意見

各種スポーツの施設使用料について、国・県・他の中核市・類似団
体等と比較して適切な施設使用料に改定することを検討する。

社会体育施設の使用料の額が、あまりに低い場合は、その分を当該
施設を利用しない市民が負担していることになり、公平性を欠く。
また、現に、使用料が安いために、予約をし、使用しないケースも
生じているようでもあり、適正な額に見直すことが望ましい。
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３．今後の方向性を明確にする必要がある事業

1 大分市顕彰の日表彰 市長室 Ｄ

広く市民の模範となるべき善意・善行の個人・団体を表彰する
ものであるが、各課でも類似した表彰を行っているケースがあ
ることから、統合できるものは統合する必要がある。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

2 市民いこいの家運営事業 福祉保健課 Ｃ

市民いこいの家は昭和58年に市民の健康と福祉の増進を目的と
して別府市に建設された宿泊のできる福祉施設であり、低廉な
料金設定となっていることから、市民に恒常的に利用されてい
る。しかしながら、採算面では大幅な赤字運営となっており、
また、民間においても多くの類似施設が存在することから、料
金設定の見直しや廃止を含めた施設そのもののあり方を検討す
る必要がある。

Ｅ

民間でも低価格で同種のサービスが多数存在すること、さら
に、合併に伴い、類似施設である宇曽山荘が市の施設となるこ
と等を考えると、年間７千万円以上もの赤字を出してまで管理
運営を行う必要性が少ないと思われることから、廃止が望まし
い。

3 老人クラブ活動費補助 高齢者福祉課 Ｃ

各地域の老人クラブにクラブごと及び会員1人ごと（概ね60歳
以上）に地域活動に対する助成を行なっており、いきいき老人
対策として有効な事業ではあるが、将来の高齢者の増加に鑑
み、会員1人当たり90円の部分を廃止し、老人クラブの規模に
応じた定額制への移行など、総額抑制を図る検討をする必要が
ある。 Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

4 清心園運営事業 高齢者福祉課 Ｃ

清心園は昭和47年建設（２階部分は昭和56年増築）の養護老
人ホームであるが、施設の老朽化のほか、入所者に要介護者が
増加する中、施設のバリアフリー化が図られていない状況にあ
る。養護老人ホームは、全国的には民設民営の方向にあり、国
においても介護保険制度の見直しに併せて養護老人ホームのあ
り方について方向性が示されると考えられることから、施設の
あり方について検討する必要がある。

Ｅ

特別養護老人ホームや軽費老人ホーム等、他の老人福祉施設は
多数の社会福祉法人が運営をしている中で、今後とも清心園を
市自らが運営し続ける意義は薄らいできていると思われる。現
在の入所者に配慮しながら、民間に任せることを前提に検討さ
れることが望ましい。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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5 ホルト園運営事業 障害福祉課 Ｅ

ホルト園は昭和52年に大分市が設立した知的障害者の通所訓練
所であり、法定の施設ではない｡現在は福祉法人による各種施
設が充実しており、通所者の将来的自立を考えると個々のニー
ズに適した施設等に転向することが望ましいと思われる。しか
しながら、25名の入所者の意向並びに受入施設の確保が最優先
であり、一方で、現在のまま存続する場合には、指定管理者制
度を導入しなければならないため、早急に方向性を明確にする
必要がある。

Ｅ 内部評価会議意見に同じ。

6 農業集落排水事業（施設
管理費） 耕地林業課 Ｃ

農業集落排水事業は生活雑排水やし尿等を処理する施設を整備
し、農業用用排水路、河川等の公共水域の水質保全や農村生活
環境の改善を図るものであるが、新たな整備については、施設
整備・維持管理に係る経費や住民負担、合併処理浄化槽の設置
に係る経費や住民負担等を総合的に比較して決定する必要があ
る。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

7 一日道路河川愛護デー事
業 土木管理課 Ｄ

年1回各自治会一斉に道路・側溝・水路の清掃を行い、市は排
出された土砂等の運搬・処理費用を負担している。この事業の
今後の在り方については「日本一きれいなまちづくり検討委員
会」で検討する必要がある。 Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

8 フラワーロード愛護会事
業 道路維持課 Ｄ

フラワーロード及び街路樹の除草、清掃を行なっている市内２
５の愛護会に１ｍ当たり年25円の報償金を支出しているが、他
課の事業との整合性を図るため「日本一きれいなまちづくり検
討委員会」で検討する必要がある。

Ｄ 内部評価会議意見に同じ。

9 大分市河川愛護協会補助
金 河川課 Ｃ

河川愛護協会は、河川の清掃美化や河川愛護運動の推進等を目
的に全額市の補助金で運営されており、事務局も河川課で行
なっている。協会に河川のごみ、空き缶等の不法投棄、不法占
用等の把握のために25名の河川監視員が置かれ年額14,200円
（全体で335千円）の報酬が支払われている。この制度の在り
方も「日本一きれいなまちづくり検討委員会」で検討する必要
がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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10 公園管理事業（大分市街
区公園等愛護会報償金） 公園緑地課 Ｃ

街区公園等の清掃、除草を行っている公園愛護会等に対して１
㎡当たり年28円の報償金を支出しているが、他課の事業との整
合性を図るため「日本一きれいなまちづくり検討委員会」で検
討する必要がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

11 ふるさとづくり運動推進
事業 生涯学習課 Ｃ

「全市一斉美化デー」や「月１回清掃活動」を「日本一きれい
なまちづくり検討委員会」で検討する必要がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

12 青年の家管理運営事業 生涯学習課 Ｅ

霊山青年の家は、共同生活を通じて心身ともに健全な青少年の
育成を図るため設置された宿泊研修施設であるが、施設の老朽
化（築31年）や耐震構造でない、バリアフリーに対応できない
等施設の今後の方向性の具体的な検討をする必要がある。

Ｅ

施設の利用を促進するため、広く市民や各種団体に活動や研修
の場を提供するとともに各種主催事業も企画されているようで
あるが、施設の老朽化やバリアフリー構造での現地建替が困難
な中で、今後、施設そのものの廃止を含めた検討をされること
が望ましい。

13 社会体育施設管理運営事
業（市民プール） スポーツ振興課 Ｃ

桃園・三佐仲よし・家島児童公園・向原の４ヶ所の市民プール
は昭和48年から57年に掛け、新産都建設に伴い廃止された海
水浴場の代替施設として寄贈または建設されたものであるが、
いずれの施設も築20年以上が経過し、漏水等施設の老朽化が顕
著になっている。仮に今後も施設を存続させるとするとやがて
建替えの時期を迎えることとなるが、これら市民プールが地域
的に偏っていることや利用者数も余り多い状況とは言えず、所
期の目的を達したこと等を考慮すると、順次廃止することや1
箇所にまとめた施設の建設を検討する必要がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

14 高等専修学校（人件費・
総務費・管理事業） 教育指導課 Ｃ

高等専修学校は被服に関する知識と技能の取得のため昭和51年
に開校された学校教育法に規定する専修学校であるが、少子化
による生徒数の減少や社会環境の変化により開校当時の存在意
義が薄れつつある。定員割れの状況が続いている上、市外から
の入学者が増加しており、廃校の検討を行なう必要がある。 Ｅ

高等専修学校は高校卒業資格も取得できず、現在では縫製関係
業種への就職も激減し、恒常的に定員割れの状況が続いてお
り、その存在意義は薄らいできていると考えられることから、
早期のうちに廃止時期を決定し、募集を停止することが望まし
い。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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15 七夕まつり・鶴崎踊り・
火群まつり

商工労政課
観光課
鶴崎支所
稙田支所

Ｃ

本市三大祭りについては、商工部や各支所においてかなりの人
的負担を伴いながら行われている実態があることから、実行委
員会等の組織強化を図りながら、事務局事務の移管をすること
などを検討する必要がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

16 各種イベント（実行委員
会形式のもの） Ｃ

各種イベントで実行委員会が組織されているものについて、実
質的に市が事務局事務を行っている事業については、実行委員
会組織の見直しを行い、主体的に事業実施できる体制を整える
必要がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

17 各種イベント（市が直接
行っているもの） Ｃ

イベントの目的と手段の関係の中で、その必要性・有効性を十
分に検討し、存続すべきものについては、他のイベントとの統
合の検討やＮＰＯ等との協働・連携を強化するとともに、実行
委員会形式へ移行し、事務の軽減を図る必要がある。

Ｃ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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４．拡充の方向で検討する必要がある事業

1 自主防災組織結成促進事業 総務課 Ａ

万一の災害に備えた防災訓練や住民に対する防災意識の向上の取組
みは積極的に拡充すべきであるが、自主防災組織の組織率は平成15
年度末で63.6％となっており、今後とも地域コミュニティの活性化
を図りながら組織率の向上に取り組む。

Ａ 内部評価会議意見に同じ。

2

私立認可保育所特別保育事
業費補助金・私立認可保育
所保育サービス推進事業費
補助金

児童家庭課 Ａ

子育て支援の観点から延長保育や障害児保育、一時的保育、休日保
育等の事業を行う体制が整う事業者に対しては積極的に支援を行
う。

Ａ

今後とも、子育てしやすい環境を整えるため、市民ニーズに的確に
対応し、制度の充実を図っていくことが望ましい。

3 地域子育て支援センター事
業 児童家庭課 Ａ

公立保育所（下郡、新春日町）が中心となって、子育てに不安や悩
みのある市民に対する相談・指導や子育て支援サークル・ボラン
ティアの育成指導を行う事業であるが、年々利用者が増加している
状況にあり、他の保育所とも連携をとりながら拡充を図る。 Ａ

児童虐待をはじめとする児童問題が増加する中で、こうした子育て
相談や支援団体等の育成を行う施策は、拡充することが望ましい。

4 ファミリーサポートセン
ター運営事業 児童家庭課 Ａ

育児の援助を受けたい者と援助を行いたい者を会員として登録し、
会員相互の援助の調整を行うものであるが、市民ニーズは高く、今
後は育児に加え高齢者への援助も対象にすることも含め、安心して
働くことができる環境整備の拡充を図る。

Ａ

今後とも、子育てしやすい環境を整えるため、市民ニーズに的確に
対応し、制度の充実を図っていくことが望ましい。

　景気低迷の長期化、少子高齢化の進行、情報化の進展など激変する厳しい社会経済情勢の中で、地方自治体は、自己決定、自己責任の原則のもと、地方分権時代に相応しい自立
した行政主体として、複雑多様化する行政需要に的確に対応し、質の高い市民サービスを提供することが求められている。
　このような中、行政評価においても、必要性・有効性・効率性の観点から見直しを行い、事業費や人件費の削減を図るべき事業を整理することはもちろんのこと、福祉・保健・
環境・教育などの事務事業をはじめとして、複雑多様化する行政ニーズに的確に対応するため、拡充を図るべき事業についても整理し、来年度の予算編成に活用する必要がある。
　新規の事務事業の採択・調整等については、実施計画及び予算編成に委ねるものとし、行政評価において、15年度実施の継続事業について拡充をすべきと考えられるものを例示
すると次表のとおりである。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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5 こどもルーム事業 児童家庭課 Ａ

市内4ヶ所のこどもルームで、子ども・保護者に健全な遊びや情報
交換の場を提供することにより、子育て家庭相互の交流と、親子の
ふれあいの促進を図っているものであるが、市民ニーズは非常に高
いことから、新たな施設の設置や地域の団体等が実施する同種の事
業についても補助制度の拡充などにより、児童の健全育成と子育て
家庭の支援を図っていく必要がある。

Ａ

今後とも、子育てしやすい環境を整えるため、市民ニーズに的確に
対応し、制度の充実を図っていくことが望ましい。

6 地域ふれあいサロン事業 高齢者福祉課 Ａ

60歳以上の自立高齢者を対象に、地域のシニアリーダーやボラン
ティア等の協力を得ながら、公民館等を利用してレクリエーション
や教養講座等を行い、社会的孤独感の解消、外出効果による健康維
持を図るなど、高齢者が地域において自立し快適でいきいきとした
生活を送ってもらうための事業であるが、今後ますます高齢者の増
加が見込まれることから、高齢者に係る医療給付等の経費を抑える
上でも積極的な拡充を図る。

Ａ

高齢社会を迎え、今後ますますこうした高齢者の生きがい対策、元
気老人対策の拡充を図ることが望ましい。

7 知的障害者自立生活促進事
業 障害福祉課 Ａ

在宅の知的障害者に対し、宿泊訓練施設で日常生活に必要な生活訓
練を実施することにより、社会的自立の促進を図るものであるが、
利用の要望も大きいことから、障害者計画に沿い拡充を図る。

Ａ 内部評価会議意見に同じ。

8 基本健康診査事業 健康課 Ａ

16年度から休日検診を実施。今後とも検診率向上の取り組みを図
る。

Ａ

医療費削減の観点から、今後とも検診率向上の取り組みを図ること
が望ましい。

9 機能訓練事業（Ｂ型） 健康課 Ａ

老化等により心身機能が低下している概ね65歳以上の者に対して、
公民館等市内22会場で要介護状態となることを予防するため、工
芸、音楽、レクリエーション等の活動を行う地域参加型の事業であ
るが、健康寿命の延伸、医療費・介護費の削減のため、対象者や実
施会場の拡大を図る。

Ａ

高齢社会を迎え、健康寿命の延伸による医療費等削減の観点から、
今後とも事業の拡大を図ることが望ましい。

10 企業立地推進事業 商工労政課 Ａ

16年6月に本市における企業の立地を推進するため、設備投資を
し、新たな雇用を創出する企業（中小企業を含む）に助成制度を創
設した。今後とも16年度に策定される地域経済活性化プログラムに
より企業立地を推進する。 Ａ

景気の先行きが不透明な中で、企業誘致は難しい側面もあるが、市
民の雇用拡大等の観点からも、事業の拡充を図ることが望ましい。

11 奨学助成事業 教育指導課 Ａ

現在贈与である高校生奨学金を応募者数も多い（⑮96名）ことから
貸与にして枠の拡大を図る。

Ａ

就職後は奨学金を返還するという意識の下、学習意欲のある生徒が
積極的にこの制度を利用できるように事業の拡充を図ることが望ま
しい。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議見直し案 外部

評価 外部評価委員会意見
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