
コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

12,444,115 8.33

○「きれいな水の保全」：下水道未整備地区等の生活排水対
策ができていない地域にあっては、家庭等における合併処理
浄化槽設置のさらなる推進など、公共水域保全に向けた取組
を強化することが望ましい。

○「親しめ魅力ある水辺の創造」：費用対効果を検討する中
で、特に西大分ウオーターフロント開発事業については、関係
機関等との連携を図りながら、市民の新たなにぎわい、憩いの
空間の形成に取り組むことが望ましい。

○「廃棄物の適正処理」：市民や事業者の協力により、廃棄物
を格段に減量させ、さらにきれいなまちづくりをすることは可能
と思われることから、指導・普及啓発を行うとともに、ごみの収
集等においては、市民にもごみ処理経費等を知らせる中で、
有料指定ごみ袋制の導入も視野に入れ、行政サービスが過
剰となることのないよう常にコスト意識を持って取り組むことが
望ましい。

Ａ-２

Ｂ-２

Ａ-１

Ａ-２

01

12.0

地球環境問題へ
の取組

・公園、街路樹等の美
化、管理
・緑保全等のための基
金管理
・生垣設置、屋上緑化
への助成

15 25

22

3.064

2.85

重要度

18 4.01

基本政策（部・大事業）

01

02

豊かな自然
を生かした
快適な居住
環境都市
（環境の保
全）

03

快適な生活
環境の確立
（快適な生
活環境）

11

06
清潔な環境の創
出

１．政策・施策評価による今後の施策の方向性

豊かな緑の
保全と創造

豊かな水環
境の保全
（水環境の
保全）

政策（章・中事業）

02

力を入れても
らいたい政策

9

施策（節）

10.412

計

15.6

環境の汚染防止
と保全

4 4.31

廃棄物の適正処
理

Ａ-２

Ｂ-２

305

2.736

・高崎山海岸線総合整
備事業
・水辺の楽校プロジェク
ト事業
・西大分ウオーターフロ
ント開発事業

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

・水生生物調査

・親と子の水辺教室

・浄化槽設置事業

　地球の温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少など、地球
規模での環境問題に対する関心が一段と高まり、その取り組みが一層求
められている。
　市民満足度調査においても、「地球環境問題への取組」、「廃棄物の適
正処理」をはじめ、７つの施策の重要度が平均を上回っており、市民の関
心の高さが伺える一方で、「きれいな水の保全」、「環境の汚染防止と保
全」、「地球環境問題への取組」は低い満足度であり、これらは早期に改善
が求められているものと考えられるが、環境保全実現のためには、市民・
事業者・行政が一体となって取り組む市民協働型の施策展開を推進する
必要がある。
　こうした中で、基本政策「環境の保全」の平成18年度一般会計予算額は
全体の8.33％で、８つの基本政策中5番目の構成比率となっており、施策
別には今後主に以下のようなことが求められる。

○「自然を守り親しむ」：都市化の進展に伴い、環境を守る自然資源として
の緑が減ってきていることから、保全地区の指定や保全協定の締結など
により、市域全体で緑地の保全に努める必要がある。

○「きれいな水の保全」：重要度が高く、満足度が低い施策であるため、市
民啓発のための現在の事業の再編などを検討する中で成果の向上を図
る必要がある。

○「廃棄物の適正処理」：ごみの減量、再資源化等に努める中で、循環型
社会の構築を目指すものであるが、本市においては、最終処分場の残余
量も限られていることから、積極的に分別収集に取り組むなどして、成果
向上に努めるとともに、まちの美化対策を徹底し、日本一きれいなまちづく
りを推進する必要がある。

◎「環境の汚染防止と保全」：市民、事業者、行政が一体となって、環境負
荷の少ない社会の構築を目指す必要があるが、大気、水質、騒音などの
環境監視のための各種調査業務については、その効率化を図るなど、コ
ストの削減に努める必要がある。

○「地球環境問題への取組」：重要度が高く、満足度が低い施策である
が、現在の市の事業は、全庁的なエコオフィス運動などで、必ずしも多額
の予算を必要とするものではない。節電や公共交通機関の利用などを市
民に積極的に呼び掛ける中で、温室効果ガスの削減などの成果を向上さ
せるべきと思われる。

07

3.90 27

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

12 2.97

・緑保全地区の指定

・名木の保存

・自然観察会の開催

満足度平成18年度一般会計

01
自然を守り親し
む

住環境都市の緑
化の推進

1,249,069 0.84

・有価物集団回収運動

・資源物回収処理事業

・日本一きれいなまち
づくり運動

9,445 0.01

03
きれいな水の保
全

3.3404

4.32

親しめ魅力ある
水辺の創造

48

2.46

4.23 43

27 2.82

46

2.834.02

2.63

Ｂ-２

Ａ-２

Ｂ-２

Ａ-２Ａ-２

Ａ-２

Ａ-２

Ｂ-２

Ａ-１

Ａ-２

・地球温暖化対策事業
・エコオフィス運動の推
進
・クリーンエネルギーの
活用

11,185,601 7.49

08

・食品衛生監視業務

・環境衛生施設の監視
業務

・防疫事業

・公害防止協定の締結
・大気、騒音、水質等
監視測定業務
・環境教育、市民エコラ
イフ運動の推進

2 4.35 52

　身近な自然の減少や廃棄物問題さらには地球温暖化問題
など、様々な環境問題を解決し、持続可能な社会をつくってい
くためには、市民、事業者、行政が連携して環境保全に対する
取組を行っていくことが不可欠と思われる。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合
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重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

09 地域福祉 28 3.83 20 2.87

・社会福祉協議会運営
補助
・民生委員、児童委員
活動の支援
・社会福祉センター等
運営事業

Ａ-２ Ａ-２

10 高齢者福祉 17 4.01 11 2.97

・介護保険事業
・在宅老人コミュニケー
ションシステム事業
・ワンコインバス事業

Ａ-３ Ａ-３

11
障害者（児）福
祉

12 4.08 35 2.79

・在宅障害者（児）への
療育指導、相談等
・在宅知的障害者への
自立支援
・心身障害者医療助成
事業

Ａ-３ Ａ-３

12 児童福祉 23 3.93 26 2.83

・地域子育て支援セン
ター事業
・こどもルーム事業
・ファミリーサポートセ
ンター運営事業

Ａ-３ Ａ-３

13 同和対策 56 3.01 10 2.98

・人権啓発活動事業
・人権擁護委員任命
・旭町文化センター運
営事業

Ａ-２ Ａ-２

14 社会保障 10 4.11 50 2.52

・国保、老人保健事業
・国民年金制度の周知
・生活保護、低所得者
への援護

Ｂ-３ Ｂ-３

15 消費者保護 39 3.56 21 2.87

・消費生活相談業務
・消費者啓発の推進
・商品量目検査、特定
計量器検査

Ｂ-２ Ｂ-２

16 健康づくり 25 3.92 2 3.10

・基本健康診査、がん
検診事業
・予防接種事業
・乳幼児医療費助成事
業

Ａ-３ Ａ-３

17 医療 1 4.52 31 2.81

・休日、夜間当番医制
の実施
・第二次、小児救急医
療体制の充実
・小児慢性特定疾患対
策事業

Ａ-３ Ａ-３

06

男女がとも
に輝くまち
づくり
（男女共
生）

17 3.2 9,833 0.01 18
男女がともに輝
くまちづくり

44 3.43 33 2.81

・男女がともに働きや
すい環境づくり
・男女共生講座、講演
会の開催
・情報誌の発行

Ａ-２ Ａ-２

47,910,049 32.09

●「高齢者福祉」、「健康づくり」：高齢期を迎えた市民が、住み
慣れた地域社会で生きがいを持ち、できる限り生涯に亘り社
会活動に参加できるよう、健康の維持増進や介護サービスの
メニューの充実に留まらず、保健、医療、福祉、産業、教育な
どあらゆる分野との連携を図りながら、産業福祉といった観点
から就労への斡旋や支援などにも取り組むことが望ましい。

●「児童福祉」：本市の子育て環境は、全国主要71自治体中で
総合1位にランキングされた民間調査結果も出されるなど、こ
れまでも積極的に子育て支援体制の強化に取り組んできてい
るようであるが、今後とも福祉、保健､教育等あらゆる分野でそ
れぞれの機関と連携を図りながら、施策を充実させることが望
ましい。

○「同和対策」：同和問題をはじめとする様々な人権問題の解
決を図るには、今後とも、広く家庭や地域、職場など、あらゆる
場で人権意識の啓発、普及に積極的に取り組む必要があるこ
とから、より効果的な研修のあり方を模索し、他の行政機関や
地域、民間との連携を図りながら、市民協働による施策の推
進に努めることが望ましい。

　少子高齢化の進展、世帯の小規模化、地域社会の変化など
により、市民の福祉、社会保障、医療等に対するニーズは多
様化、個別化しており、それらに適切に対応し、市民の満足度
を高めるためには、市民の実情に応じたきめ細かなサービス
の提供が求められると思料されるが、費用はいたずらに増大
させないという認識のもと、市・事業者・市民の幅広い連携と
協働により、市民福祉の向上に取り組む必要があると思われ
る。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。

　急速な少子高齢社会への移行、核家族化の進行、近隣関係の希薄化、
さらには、生活習慣病の増加、健康に対する関心の高まりなどから、市民
一人ひとりが安心して健やかに暮らせる社会の構築が求められている。
　市民満足度調査においても、「福祉・社会保障」、「健康・医療」は、特に
力を入れてもらいたい政策の上位に挙げられており、市民が行政に最も期
待する分野の一つと考えられる。
　施策別で見ると、「医療」、「社会保障」、「障害者(児)福祉」が高い重要度
となっているが、このうち「社会保障」、「障害者(児)福祉」の満足度は低い
結果となっていることから、早期に改善が求められているものと考えられ
る。また、「健康づくり」や「同和対策」、「高齢者福祉」に対する満足度は高
い結果となっている。
　こうした中で、基本政策「市民福祉の向上」の平成18年度一般会計予算
額は全体の32.09％であり、８つの基本政策中最も高い予算配分となって
おり、施策別には今後主に以下のようなことが求められる。

○「地域福祉」：社会構造の変化や多様化する市民ニーズに対応した地域
における福祉サービスが求められる一方で、地域における相互扶助機能
は低下していることから、市民のコミュニティ活動やボランティア活動など
の活性化を図り、安心して生活することができる地域社会づくりを進めてい
く必要がある。

●「高齢者福祉」：全国的にも高齢化が進む中、大分市も既に高齢化率が
約18％となっており、今後、介護保険の推進、介護サービス基盤の整備促
進などのほか、高齢者の増加に伴う大幅な事業費の増大が避けられない
中で、事業対象者の見直しなどにより極力事業費の抑制に努める必要が
ある。

●「障害者（児）福祉」：障害者自立支援法の施行に伴い、障害福祉サービ
ス利用者の自己負担額が増えるなど、障がい者の環境が大きく変化して
いることから、その動向を注視しながら、利用者本位に立ったサービスの
提供や支援を積極的に行うなど、障がい者がさらに地域社会で生きがい
のある日々を過ごせるようなサービスを展開していく必要がある。

●「児童福祉」：少子化の流れの中で、育児休業制度の普及やファミリー
サポートセンター事業の推進など、行政・地域・事業者などが一体となっ
て、地域社会全体で安心して子どもを産み育てることができる環境整備に
取り組む必要がある。

○「同和対策」：本市においてはこれまでも「大分市あらゆる差別の撤廃及
び人権の擁護に関する条例」に基づき、同和問題をはじめとする様々な人
権問題の解決を目指し、各種施策に取り組んできているところであるが、
未だに差別事象も発生していることから、今後とも人権意識の高揚に向
け、教育・啓発等を積極的に展開していく必要がある。

■「社会保障」：年金など国の社会保障制度に対する不安などから、市民
満足度が特に低くなっていると考えられ、本市においても、制度の改善充
実を国に要望するとともに、その趣旨を市民に周知していく必要がある。ま
た、少子高齢化の進展により事業費の増大は避けられない中で、適正な
給付等に努め、極力事業費の抑制に努める必要がある。

●「健康づくり」：すべての市民がその生涯を通じて健康で快適な生活を送
れるよう、市民ニーズを的確に把握し、事務事業の見直しを行いながら成
果の向上に取り組む必要がある。今後、保健所の建設や乳幼児医療費助
成制度の拡充など、事業費の増大は避けられない中で、公平性の観点か
ら受益者負担の拡大も検討するなど経費増加の抑制に努める必要があ
る。

●「医療」：市民満足度調査の結果では重要度が1位となっており、高齢化
の進展に伴い、今後さらに救急医療対策等に対する市民ニーズは高まっ
ていくものと思われることから、関係医療機関等との協力のもと、体制の整
備を図る必要がある。

○「男女がともに輝くまちづくり」：今後とも、男女共同参画社会の実現に向
け、家庭、地域、職場等あらゆる場において、男女がともにその個性と能
力を発揮しながら自立し、お互いに支え合い、責任を担い合っていける豊
かな社会づくりを進めていく必要がある。

21.105

健康で安心
して暮らせ
るまちづく
り
（健康・医
療）

健やかに心
のふれあう
やさしい人
間福祉都市
（市民福祉
の向上）

04

生きがいを
はぐくみふ
れあいを高
めるまちづ
くり
（福祉・社
会保障）

02

計

35.91 37,936,549 25.41

9,963,667 6.675



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

19 学校教育 9 4.14 51 2.49

・大分っ子基礎学力
アップ推進事業

・生徒指導事業

・補助教員の配置によ
る教育活動支援

Ａ-３ Ａ-３

　少子化や核家族化、地域における連帯意識の希薄化など、
学校､家庭、地域社会を取り巻く環境はめまぐるしく変貌する
中で、既存の教育制度だけでは解決できない様々な課題に対
応するため、地域社会、関係機関等との連携を図りながら、
様々な要請に応えられる柔軟な体制づくりを推進していく必要
があると思われる。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。

20 社会教育 43 3.44 6 3.01

・公民館等での教室、
講座の充実

・図書貸出サービスの
拡充

・地域づくり事業の推
進

Ｂ-２ Ａ-２

21
青少年の健全育
成

21 3.95 44 2.68

・青少年問題協議会の
設置

・補導員の配置

・こども教育相談セン
ターでの相談援助

Ａ-２ Ａ-２

08
個性豊かな文
化の創造と発
信

20 2.4 2,716,180 1.82 22
個性豊かな文化
の創造と発信

54 3.16 7 3.00

・市民の文化活動への
支援

・美術館、アートプラザ
の運営

・大友氏遺跡の保存、
活用

Ｂ-２ Ｂ-２

09
スポーツ・レ
クリエーショ
ンの振興

19 2.8 770,736 0.52 23
スポーツ・レク
リエーションの
振興

47 3.34 15 2.94

・国民体育大会準備

・生涯スポーツの推進

・社会体育施設の管理
運営

Ａ-３ Ａ-３

16,867,514 11.30

○「学校教育」：学力の向上と豊かな心、健やかな体の育成に
努めるとともに、児童・生徒が地域の歴史と文化にふれあう機
会を積極的に提供し、地域を大切にする心を育てる仕組みを
取り入れることが望ましい。

○「社会教育」：社会教育の重要な拠点施設である公民館に
ついて、優れた識見と情熱のある者を公募により館長に登用
するなど、生涯学習支援体制の充実を図ることが望ましい。
　また、市民図書館や学校、公民館の蔵書について、必要な
本を市民からの寄付により受け付けるなど、効率的なシステ
ムを検討することが望ましい。

○「青少年の健全育成」：学校教育の場で提供できるプログラ
ムは、人的、時間的要因も含め限界があると思われることか
ら、地域社会や民間の組織などと連携を図りながら、野外活
動など様々な体験活動を通して青少年の豊かな人間性や社
会性を育成していくことが望ましい。

　近年の都市化、少子化、地縁的なつながりの希薄化など、社会を取り巻
く環境が変化する中、未来を担う子どもたちの豊かな人間性を育むととも
に、すべての市民が生涯にわたって、自らを高め活き活きと充実した人生
を送ることが求められている。
　市民満足度調査においては、「豊かな人間性の向上」は力を入れてもら
いたい政策の第2位となっている反面、「個性豊かな文化の創造と発信」は
第20位で低い結果となっている。
　施策別では、「学校教育」と「青少年の健全育成」の重要度が高く、満足
度が低いのに対し、「社会教育」、「個性豊かな文化の創造と発信」、「ス
ポーツ・レクリエーションの振興」は逆に重要度が低く、満足度が高い結果
となっている。
　こうした中で、基本政策「教育文化の向上」の平成18年度一般会計予算
額は全体の11.30％で、８つの基本政策中4番目の構成比率となっており、
施策別には今後主に以下のようなことが求められる。

●「学校教育」：社会構造の変化や価値観の多様化に伴い、教育のあり方
が改めて問われている中、ハード面では安全性の確保に配慮する中で、
施設整備費などのコストの縮減に努める一方で、ソフト面では、学校、家
庭、地域社会が連携し、特色ある学校づくりの推進や補助教員の配置な
ど教育環境の充実を図りながら、児童生徒を学力・心身ともバランス良く育
成するとともに、幼児教育の充実にも取り組んでいく必要がある。

○「青少年の健全育成」：青少年を取り巻く社会環境がめまぐるしく変貌す
る中で、青少年の問題行動については、多様化、低年齢化の傾向にあり、
いじめ・不登校などが大きな社会問題となっている。青少年の豊かな人間
性や社会性の育成を目指し、学校、家庭、地域などの支援体制を充実強
化する必要がある。

●「スポーツ・レクリエーションの振興」：市民満足度調査の結果では、重要
度は全体の47位と低く、逆に満足度は15位で、現状維持項目に該当する
ものの、平成20年度開催の第63回国体に向け、コストの増加は避けられ
ないことから、極力コスト縮減の取り組みを行う中で、着実に準備をしてい
く必要がある。

13,380,598 8.962 27.607

生きがいと
活力を育む
教育文化都
市
（教育文化
の向上）

豊かな人間
性の創造と
変化への対
応
（豊かな人
間性の向
上）

03

計



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

24 工業 37 3.59 17 2.93

・企業立地推進事業

・友好都市間ビジネス
チャンス創出事業

・工業振興事業

Ａ-２ Ａ-２

25 農業 31 3.77 40 2.75

・集落営農体制確立の
推進
・都市と農業、農村の
交流推進事業
・圃場、農道整備事業

Ａ-２ Ａ-１

26 林業 41 3.47 29 2.82

・公有林整備事業

・林道開設事業

・有害鳥獣捕獲事業

Ａ-２ Ａ-１

27 水産業 35 3.61 14 2.94

・人工魚礁等設置事業

・稚魚等放流事業

・水産物の流通体制整
備事業

Ａ-２ Ａ-１

28 小売商業 38 3.58 45 2.65
・商店街活性化事業
・中心街通行量調査
・消費者購買実態調査

Ａ-２ Ａ-２

29 卸売商業 40 3.49 39 2.75

・卸売業者の人材の育
成
・中小企業者事業資金
等融資
・中小企業経営診断

Ａ-２ Ａ-１

30 流通拠点 45 3.41 24 2.84

・卸売市場の管理運営
・ＦＡＺ（地域輸入促進）
計画の推進
・物流情報ネットワーク
の拡大

Ａ-２ Ａ-２

12

魅力ある
サービス業
の展開
（サービス
業振興）

23 1.9 31
魅力あるサービ
ス業の展開

52 3.24 34 2.81

・ニュービジネスの起業
化支援
・中小企業者事業資金
等融資
・中小企業経営診断

Ａ-２ Ａ-２

13

安定した雇
用の確保と
勤労者福祉
の充実（雇
用対策・勤
労者福祉）

6 19.8 236,159 0.16 32
安定した雇用の
確保と勤労者福
祉の充実

8 4.14 54 2.43

・若年者職業意識向上
事業
・おおいた勤労者サー
ビスセンターの拡充
・勤労青少年ホーム事
業

Ａ-２ Ａ-２

6,298,286 4.22

　市民ニーズの多様化や、産業構造、流通形態が変化する中、市民生活
を支える多彩な産業を育成し、振興していくことが求められている。
　市民満足度調査においては、「安定した雇用の確保と勤労者福祉の充
実」の重要度が高く、満足度が低い結果となっているが、他の施策の重要
度は全て平均以下となっている。
　こうした中で、基本政策「産業基盤の確立」の平成18年度一般会計予算
額は全体の4.22％で、８つの基本政策中6番目の構成比率となっている。
これは、事業者の育成や融資などが主な事業であるためであるが、施策
別には、今後主に以下のようなことが求められる。

○「工業」：地域経済の活性化や就労の場の創出のため、今後とも、既存
産業の振興に加え、企業誘致の推進や新たな産業の起業化支援、産・
学・官の連携による新事業、新技術研究の円滑化、中小企業の経営基盤
の強化などに取り組む必要がある。

○「農業」：市民の食への安全性に対する関心が高まりつつある中で、魅
力あふれる農畜産物の生産を推進するとともに、食の安全と消費者の信
頼の確保を図る必要がある。また、品目横断的経営安定対策の創設、米
の生産調整支援対策の見直しなど、国の政策転換が図られている中、制
度の円滑な実施に向け、担い手の経営に着目した経営安定対策への転
換や農地の利用集積の促進に努めるとともに、地域にあっては、農業者、
非農業者が一体となって水路や農地の荒廃を防ぐ取り組みを行う必要が
ある。

○「林業」：森林は木材などの森林資源の供給のほかに、水源のかん養な
ど様々な公益的機能を有していることから、計画的な造林・育林による森
林保全を推進するとともに、林業経営の安定化を図るため、生産基盤や供
給体制の整備に努める必要がある。

○「水産業」：つくり育てる漁業の促進、漁港・漁場の基盤整備など良好な
漁業環境の確保や、担い手の育成に努めるとともに、「関あじ」・「関さば」
など付加価値品の積極的なＰＲ・販売、市民が安心して消費できる水産物
の流通体制の整備など、市民ニーズに即した水産物の供給体制の確立を
図っていく必要がある。

○「小売商業」：人口減少時代を迎え、小売商業を取り巻く環境は今後とも
厳しい状況が継続するものと考えられることから、多様化する消費者ニー
ズに的確に対応した個性的で魅力ある商店づくりを促進するとともに、経
営指導や融資制度の充実に努める必要がある。

○「卸売商業」：高速交通体系の整備や顧客ニーズの多様化、高度化など
流通構造や経営環境が大きく変化する中で、配送体制の効率化や商品調
達能力の強化など、卸売機能の高度化を促進するとともに、小売業との連
携強化や協業化を推進していく必要がある。

○「流通拠点」：本年４月より、取引の活性化を図るため、中央卸売市場を
より規制の緩やかな公設地方卸売市場へ移行したところであるが、引き続
き市場の信用の確保に努めつつ機能の向上を図るとともに、ＦＡＺ計画の
促進や流通業務団地への企業誘致の推進など、流通拠点の充実を図っ
ていく必要がある。

○「魅力あるサービス業の展開」：余暇時間の増大や価値観の多様化など
に伴いサービス業は様々な分野で成長しているが、それらの多くは個人経
営又は零細企業であることから、経営診断や融資制度の充実、人材育成
の促進などにより、経営基盤の強化に努める必要がある。

○「安定した雇用の確保と勤労者福祉の充実」：フリーターやニートと呼ば
れる若年層の顕在化や、団塊世代の退職期が到来しようとする中で、今
後とも産業の育成を図りながら、県や関係機関との連携のもと、勤労観・
職業意識の醸成や就労機会の拡大、確保に繋がる就労支援策に取り組
む必要がある。

2,946,945

2.0918 2.9

16 5.010

11

特性を生か
した生産業
の展開
（生産業振
興）

計

活気ある流
通業の展開
（流通業振
興）

明日をめざ
して躍動す
る産業集積
都市
（産業基盤
の確立）

04

1.97

3,115,182

　雇用の機会を創出するとともに地域の発展を支える各種産
業については、行政としてもその振興を図り、豊かなまちづくり
をすすめていくことが求められているが、総花的ではなく、より
効果的な施策展開を図る必要があると思われる。
　また、各種産業の振興について、それぞれの部門でエキス
パートの職員を育成し、起業や新事業の展開をサポートする
システムの構築に取り組む必要もあると思われる。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。

◎「農業」：耕作放棄地の増加や農業従事者の高齢化、後継
者不足が進行する中で、農用地の利用集積等により優良農用
地の確保や集落営農の推進を図るとともに、認定農業者の育
成に努め、地域農業の核となる担い手の支援を図るなど、魅
力あふれる農畜産物の生産を進め、都市型農業の創造に取
り組む必要があるが、事業の実施にあたっては、費用対効果
を検討する中で極力コストを抑えることが望ましい。

◎「林業」：適正な育林による森林の保全を図るとともに、消費
者ニーズに即した供給体制の整備や担い手の確保に取り組
む必要があると思われるが、林道の整備については費用対効
果を勘案する中で、極力コストを抑えながら事業を実施してい
くことが望ましい。

◎「水産業」：担い手不足、漁業者の減少などにより、漁獲量
の減少が続く中で、極力コストを抑えながら効率的な基盤整備
を図るとともに付加価値のある消費者ニーズに即した供給体
制の充実に取り組むことが望ましい。

◎「卸売商業」：融資制度の充実などを図る一方で、産直化の
進展や物流体制の変化等に的確に対応するため、協業化、共
同化などによる他業種も含めた組織の連携強化やシステムの
効率化等により、コストの縮減に努めることが望ましい。

○「流通拠点」：公設地方卸売市場について、常に公正な取引
により市場の信頼性を確保しつつ、新たな品目の取扱いなど
により取引の活性化をさらに推進していくことが望ましい。



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
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評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

14
計画的な市
街地の整備

14 7.2 8,467,751 5.67 33
計画的な市街地
の整備

30 3.78 28 2.82

・土地区画整理事業

・市街地再開発事業

・住環境整備事業

Ａ-２ Ａ-２

34 道路 29 3.82 49 2.59

・道路新設改良、維持
事業
・高速道路関連事業
・橋梁新設改良、維持
事業

Ａ-２ Ａ-２

35 交通 20 3.96 53 2,44

・交通渋滞対策事業
・ふれあいタクシー運
行事業
・放置自転車対策事業

Ａ-２ Ａ-２

36 上水道 19 4.00 16 2.93

・配水管整備事業

・未整備地区解消

・大分川ダム対策事業

Ａ-３ Ａ-３

37 下水道 11 4.10 41 2.75

・公共下水道整備事業
・終末処理場整備、維
持管理事業
・都市下水路維持改良
事業

Ａ-２ Ａ-１

38 河川 33 3.65 19 2.91

・河川整備、維持改良
事業
・港湾整備事業
・河川敷環境整備事業

Ａ-２ Ａ-２

39 住宅 46 3.40 30 2.82

・市営住宅維持管理事
業
・市営住宅建替事業
・建築確認、検査、指
導業務

Ｂ-２ Ｂ-１

40 公園・緑地 36 3.60 9 2.99

・街区公園、近隣公園
整備
・田ノ浦、堂園公園等
整備
・公園トイレ美化事業

Ａ-２ Ａ-２

41 情報化 26 3.92 42 2.74

・地域情報化（ＩＴ）推進
事業
・市ホームページ管理
運営
・個人情報保護、セ
キュリティ対策

Ａ-２ Ａ-２

42 エネルギー 16 4.01 48 2.61

・省エネルギー意識の
啓発
・太陽光発電等の活用
・新ｴﾈﾙｷﾞｰ導入への
取組

Ｂ-２ Ｂ-２

23,767,230 15.92

○「道路」：自動車専用道路から歩行者中心の生活道路にい
たるまで、それぞれの道路の持つ機能分担を明確にするとと
もに、限られた予算の中で優先度を勘案しながら、計画的な整
備を行うことが望ましい。

○「交通」：大分駅周辺連続立体交差事業の進捗に伴い予想
される交通渋滞に備え、行政が率先して時差通勤や公共交通
機関の利用を行い、民間事業者の先駆けとなることが望まし
い。

◎「下水道」：公共下水道の汚水管渠整備については、多大な
経費を要することから、下水道普及率の向上だけではなく浄化
槽等も含めた市域全体の汚水処理状況を勘案しながら、合併
処理浄化槽設置の促進にも努めるなど、効率的かつ計画的に
整備することが望ましい。

□「住宅」：人口減少時代を迎え、老朽化した公営住宅の更新
にあたっては、民間の住宅供給状況を見極めながら、適正な
公営住宅の提供戸数の把握に努めた上で、県など他の公営
住宅との整合を図りながら適切に整備することが望ましい。

○「情報化」：ホームページなどＩＴを活用した情報提供につい
ては、市民が興味を持って行政運営に積極的に参加できるよ
う、常に利用しやすく充実したものとすることが望ましい。

　地域の特性を生かした快適な居住環境と個性にあふれる都市景観を創
出するため、総合的かつ計画的な市街地の整備を推進することが求めら
れている。
　市民満足度調査においては、「道路・交通体系の確立」が7番目に力を入
れてもらいたい政策となっており、施策別に見ると、重要度では「下水道」、
「エネルギー」が高い結果となっている一方、満足度では「公園・緑地」、
「上水道」が高く、「交通」、「道路」が低い結果となっている。
　こうした中で、基本政策「都市基盤の整備」の平成18年度一般会計予算
額は全体の15.92％で、８つの基本政策中3番目の構成比率となっており、
施策別には今後主に以下のようなことが求められる。

○「計画的な市街地の整備」：計画された土地区画整理事業や住環境整
備事業は、その進捗状況を常に把握しながら、限られた財源の中で効率
的かつ着実に推進していく必要がある。

○「道路」：市民生活や産業、経済活動の根幹を支える最も重要な都市施
設であり、道路延長が年々増加することに伴い、新設改良費や維持管理
費の増大が見込まれるが、費用対効果、緊急度等を検討する中で極力コ
ストを抑えながら事業を実施していく必要がある。

○「交通」：事務の効率化を図りながら、放置自転車対策に取り組むととも
に、都市化に伴う恒常的な交通渋滞対策はもとより、大分駅周辺総合整
備事業の進捗に伴い予定されている王子、田室跨線橋の落橋に備え、公
共交通機関の利用の促進や、中心部の民間事業者も含めた時差通勤の
推進など、抜本的対策を検討する必要がある。

●「上水道」：今後とも安全で良質な水の安定供給を図る中で、計画的に
給水不良地区や未整備地区の解消に努めるとともに、大分川ダムの早期
完成を促進する必要がある。

○「下水道」：市民の健康的で快適な生活環境の確保と公共水域の水質
保全、さらには降雨時における市街地の雨水排水対策のため、計画的な
整備を推進していかなければならないが、効率的な施設整備や適正な受
益者負担の設定に努める必要がある。

○「河川」：森林の伐採や都市化に伴い、河川への雨水流出量が増大する
一方で、狭隘で未改修の河川も多く残されていることから、河川の整備は
計画的に推進しなければならないが、費用対効果、緊急度等を検討する
中で極力コストの増加を抑えていく必要がある。

○「公園・緑地」：公園・緑地は、市民の憩いの場、レクリエーション活動の
場、さらには、災害時の避難の場などとして、整備していくものであるが、コ
ストの増加を極力抑える中で、計画的に整備していく必要がある。

●「情報化」：急速に発展する情報通信技術（ＩＴ）は、地域の活性化や市民
サービスの向上に欠かせないものとなってきており、電子自治体の実現に
向け、個人情報など情報セキュリティの充実を図りながら、地域情報化計
画を推進する必要がある。

市民の活動
を支える道
路、交通体
系の確立
（道路・交
通体系の確
立）

5,814,409 3.89

9,458,533 6.33

26,537 0.02

高次な都市
機能の充実
（都市機能
の充実）

安定した生
活基盤の整
備
（生活基盤
の整備）

1.9

15 7 19.1

17

13 10.116

22

調和のとれ
た都市生活
を支える基
盤形成都市
（都市基盤
の整備）

05

計

　道路や上下水道などの基盤整備は、市民生活や産業を支え
る重要なものであり、今後とも効率よく総合的かつ計画的に整
備していく必要があると思われる。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

43 防災 13 4.07 36 2.79

・防災訓練、防災パト
ロール

・自主防災組織結成促
進事業

・急傾斜地崩壊対策事
業

Ａ-３ Ａ-３

　災害等に強いまちづくりを進めるためには、常日頃から行政
だけでなく家庭や地域、企業等が一体となって、不測の事態に
備える危機管理体制の構築が必要と思われる。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。

44 治山・治水 24 3.93 32 2.81

・水防事業

・河川改修事業

・砂防事業

Ａ-２ Ａ-２

45 消防・救急 14 4.04 5 3.05

・消防団の充実

・消防施設、車両整備

・救急救命士養成事業

Ａ-２ Ａ-２

46 交通安全 32 3.73 13 2.96

・交通災害共済事業

・交通指導員業務

・交通安全運動事業

Ａ-１ Ａ-１

47 防犯 7 4.19 47 2.62

・生活安全協議会の設
置

・暴力絶滅協議会運営
補助

・防犯灯、街路灯の整
備

Ａ-２ Ａ-２

6,018,498 4.03

●「防災」：自主防災組織結成の促進も重要であるが、災害発
生時には、まず自分のことは自分で守るという自己責任意識
の徹底が最も大切であると思われることから、市民に数日分
の食糧や飲料水の備蓄を促すなど、自衛意識の啓発に努め
ることが望ましい。

○「消防・救急」：消防施設や車両などの整備は効率的かつ計
画的に行うとともに、消防団の充実や救急救命士の養成など
消防力、救急救助体制のさらなる向上に努めることが望まし
い。

67,806 0.05

5,950,692 3.9919

18

安全を保障
する安心生
活都市
（防災安全
の確保）

計

安心して暮
らせるまち
づくり

災害に強い
まちづくり

8 18.1

4 26.1

　地震・台風などの自然災害をはじめ、火災や交通事故などから市民の生
命や財産を守るため、被害の未然防止や被害を最小限に抑えるための取
り組みが求められている。
　市民満足度調査においても、「安心して暮らせるまちづくり」は力を入れ
てもらいたい政策の第4位となっており、施策別では、「防災」、「防犯」や
「消防・救急」の重要度が高くなっている。また、満足度では「消防・救急」
が高い評価であるのに対し、「防災」、「防犯」は低くなっている。
　こうした中で、基本政策「防災安全の確保」の平成18年度一般会計予算
額は全体の4.03％で、８つの基本政策中7番目の構成比率となっており、
施策別には今後主に以下のようなことが求められる。

●「防災」：市民の生命、財産を守るため、防災工事の施工や自主防災組
織結成の促進、防災訓練の実施など、万一の災害に備え、市民、行政、
防災関係機関が一体となった防災体制を確立し、防災力のさらなる向上
に取り組む必要がある。

○「治山・治水」：台風などの自然災害に対応するため、計画的な植林や
河川改修事業、砂防事業を推進していく必要がある。

○「消防・救急」：引き続き、市民の防災・防火思想の高揚に努めるととも
に、複雑多様化する災害事象に対応できる消防力の整備や救急救助体
制の確立などに取り組む必要がある。

◎「交通安全」：安全で円滑かつ快適な交通社会の実現を目指し、交通安
全思想の普及徹底をはじめ交通安全環境の整備などを推進していくもの
であるが、交通災害共済事業の見直しなど、費用対効果を見極めコスト縮
減に努める中で、広範な交通安全対策に取り組んでいく必要がある。

○「防犯」：安全で住みよい地域社会の実現のため、これまで以上に市民
防犯意識の啓発と高揚に努めるとともに、市民防犯団体の育成や防犯環
境の整備を進め、家庭、地域、関係機関が一体となった防犯体制を構築
する必要がある。

06



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

48
魅力と活力を創
出する都心機能
の集積

55 3.15 1 3.16

・大分駅周辺の拠点形
成

・大分七夕まつり

・おおいた元気印まち
づくり応援事業

Ａ-２ Ａ-２

　自然や歴史など地域の特性に応じ、その特徴を最大限生か
しながら、魅力あるまちづくりを進めていく必要があると思われ
る。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。

49

バランスの取れ
た発展を誘導す
る地域拠点機能
の集積

49 3.32 3 3.09

・鶴崎、稙田市民行政
センターの運営

・戸次本町まちづくり事
業

・過疎対策事業

Ｂ-２ Ｂ-２

50
個性と誇りを創
造する観光の高
質化

51 3.25 8 2.99

・観光交流事業

・文化芸能、グルメなど
観光情報の発信

・高崎山自然動物園事
業

Ａ-１ Ａ-２

51
グローバル化を
促進する広域交
流機能の集積

53 3.22 18 2.92

・広域市町村圏事業

・中核市としての取組

・市町村合併

Ｂ-２ Ｂ-２

52
広く世界に通用
する国際化機能
の集積

42 3.46 38 2.78

・武漢市交流事業

・オースチン市交流事
業

・国際交流員招聘事業

Ａ-２ Ａ-２

53
時代を切り拓く
高度情報機能の
集積

50 3.28 23 2.85

・電子申請受付システ
ムの構築

・豊の国ハイパーネット
ワーク運営協議会

・ブロードバンド環境整
備

Ｂ-２ Ｂ-２

290,343 0.19

○「魅力と活力を創出する都心機能の集積」：大分駅周辺のま
ちづくりについては、上物整備も含め、市民の意見も踏まえる
など十分な議論を尽くした上で、県都に相応しい魅力ある整備
を図ることが望ましい。

○「個性と誇りを創造する観光の高質化」：本市の観光資源の
一つとして、世界有数の企業群の見学など産業観光という視
点を加え、職業観の醸成などのため修学旅行客の誘致を積極
的に行うことが望ましい。

256,082 0.17

34,261 0.02

新たな創
造・創出に
向けた都市
機能の高質
化
（都市機能
の高質化）

21 2.4

07

計

　県都、中核市として、地域の発展を主導する広域拠点の形成に向け、魅
力と活力を創出する高次都心機能の集積のほか、観光の高質化や国際
化機能の集積などが求められている。
　市民満足度調査においては、「都市機能の高質化」、「高次都市機能の
集積」の二つとも、力を入れてもらいたい政策の下位にランクされており、
市民にとってはあまり関心がない政策であることが伺える。
　施策別では、全ての施策の重要度が下位にランクされており、満足度で
は、「魅力と活力を創出する都心機能の集積」、「バランスのとれた発展を
誘導する地域拠点機能の集積」、「個性と誇りを創造する観光の高質化」
が上位となっている。
　こうした中で、基本政策「魅力風格の創造」の平成18年度一般会計予算
額は全体の0.19％で、８つの基本政策中一番低い構成比率となっており、
施策別には今後主に以下のようなことが求められる。

○「魅力と活力を創出する都心機能の集積」：大分駅付近連続立体交差事
業と大分駅南区画整理事業の進捗に伴い、県都・中核市として、今後、大
分駅北と併せ魅力と活力を創出する都心機能の集積を推進する必要があ
る。

◎「個性と誇りを創造する観光の高質化」：既存観光地の整備や新しい観
光資源の開発や情報サービスの提供など、引き続き観光施策の推進を
図っていくことが求められているが、外国人観光客や団塊世代の大量退
職者層にターゲットを絞るなどして観光客数の増加に努めるとともに、高崎
山自然動物園事業における一層のコスト縮減などを図っていく必要があ
る。

○「広く世界に通用する国際化機能の集積」：交通や情報技術の発達によ
り、世界的規模で交流が進展する中、アジアに近いという地理的な利点や
これまでの友好都市、姉妹都市などとの交流の経験の上に立ち、そのメ
リットを広く市民が享受できるよう本市の特徴と個性を生かした国際化を推
進する必要がある。

21

近未来を先
取りする高
次都市機能
の集積
（高次都市
機能の集
積）

20

県都の風格
と多様な機
能を備えた
魅力発信都
市
（魅力風格
の創造）

24 1.9



コード 名称（略称） コード 名称（略称） 順位 回答率 当初予算額 構成比 コード 名称（略称） 順位 重要度数 順位 満足度数
総合
評価 内　部　評　価　会　議　意　見 総合

評価 外　部　行　政　評　価　委　員　会　意　見

重要度基本政策（部・大事業） 政策（章・中事業） 力を入れても
らいたい政策 施策（節）

◎Ａ－１(成果向上・経費削減)　○Ａ－２(成果向上・経費維持)　●Ａ－３(成果向上・経費増大)　□Ｂ－１(成果維持・経費削減)　・Ｂ－２(成果維持・経費維持)  ■Ｂ－３(成果維持・経費増大)　

内  部  評  価  の  結  果 外  部  評  価  の  結  果

取り組んでいる主な事業

満足度平成18年度一般会計

22
地方自治の
充実

15 5.1 10,385,714 6.96 54 地方自治の充実 34 3.62 37 2.78

・自治委員、自治区業
務の推進

・市民協働、ＮＰＯ支援
事業

・地域まちづくり活性化
事業

Ａ-１ Ａ-１

　国や地方を通じた厳しい財政状況の中で、様々な課題に対
応するためには、行財政改革の推進はもちろんのこと、可能な
限り自分のことは自分で解決するという市民の姿勢も必要と
思われる。
　施策別には、以下の点に特に配意しながら、その展開を図る
ことが望ましい。

23
効率的な行
政運営

10 13.6 2,006,381 1.34 55
効率的な行政運
営

22 3.95 55 2.35

・業務執行方式の見直
し

・行政評価

・組織機構の改革

Ａ-１ Ａ-１

24
計画的な財
政運営

3 26.9 23,321,870 15.62 56
計画的な財政運
営

5 4.26 56 2.21

・効率的な予算配分

・自主財源の確保

・地方債の繰上償還

Ａ-１ Ａ-１

35,713,965 23.92

149,310,000 100.00

◎「地方自治の充実」：市民と行政が平等な立場で共に考え、
個性的かつ魅力的なまちづくりを行う協働の取組を積極的に
展開していくことが望ましい。

◎「効率的な行政運営」、「計画的な財政運営」：市民満足度調
査によると、満足度が低い施策であることから、今後とも目標
数値を明確にしながら、行財政改革等に積極的に取り組むこ
とが望ましい。

合　　　　計

08

計

平均 3.78 2.80

総合的な都
市経営
（計画の推
進）

　本格的な地方分権時代を迎え、市民と行政の協働のもと、地域の特性を
活かしたまちづくりを行う必要があるとともに、限られた財源、人的資源の
中で、複雑・多様化する行政課題に対応するため、効率的かつ計画的な
行財政運営が求められている。
　市民満足度調査においては、「計画的な財政運営」が力を入れてもらい
たい政策の第3位となっており、施策別で見ても、重要度が高く、満足度が
低い結果となっている。また、「効率的な行政運営」の満足度も低い結果と
なっており、市民が行財政改革を強く求めている表れであろうと思われる。
　こうした中で、基本政策「計画の推進」の平成18年度一般会計予算額
は、全体の23.92％で、８つの基本政策中2番目の構成比率となっている
が、多くは公債費であり、施策別には今後主に以下のようなことが求めら
れる。

◎「地方自治の充実」：事務事業の効率化を図りながら、真にゆとりと豊か
さを実感できる個性的な都市づくりに向けて、実効ある地方分権を目指
し、世代間や地域社会の交流を深め、コミュニティの形成を進める中で、情
報公開、市民総参加による開かれた協働のまちづくりを推進する必要があ
る。

◎「効率的な行政運営」：満足度調査結果の後、平成25年度までの中長期
的な業務執行方式の見直し計画を策定したところであり、今後とも、行政
改革アクションプランや中長期的な業務執行方式の見直し計画に基づき、
事務事業や組織機構の見直しなどを着実に実施しながら、効率的な行政
運営を行う必要がある。

◎「計画的な財政運営」：コピーや消耗品の再利用促進によるコスト縮減、
基金の有効活用、起債の繰上償還などを行いながら、短期的には弾力の
ある、長期的には計画的な財政運営を行うとともに、市税をはじめとする
自主財源の安定的確保や新しい経営手法の導入などにより、効率的で柔
軟な都市運営を図る必要がある。
　また、平成18年度から導入した分権型予算制度により部局長の裁量で
部局内の効率的な財源の配分が可能となったところであるが、今後、政
策・施策評価の結果をより予算編成等に反映できる制度のあり方を具体
的に検討していく必要がある。



２．事務事業評価による事務事業見直し案
（１）事業費の削減が見込まれる事業

1 がん検診事業 健康課 Ａ－１

大分県地域保健支援センター及び大分県成人病
検診センターに委託して、胃がん・大腸がん・
前立腺がん等の集団検診を実施しているが、受
診者の負担金、負担率が検診ごとに異なるた
め、適正な負担金、負担率にすることを検討す
る。

Ａ－１

委託機関との集団検診委託料の設定金額の妥当
性等について十分検証した上で、適正な受益者
負担金、負担率の設定に努めることが望まし
い。

2
骨密度検診事
業

健康課 Ａ－１

自分の骨密度の状態を知り、骨粗鬆症の予防・
対策を図ることを目的として、大分県地域保健
支援センターに委託して巡回検診を実施してい
るが、がん検診事業と同様に適正な受診者の負
担金、負担率への見直しを検討する。

Ａ－１ 同上。

3
難病特定疾患
見舞金支給事
業

健康課 Ｃ－１

難病患者及びその家族に対する経済的支援を行
うことを目的に、大分県が認定する特定疾患治
療研究事業該当疾患の患者に対し、昭和50年度
より市単独事業として年額12,000円の見舞金を
支給しているものであるが、県が医療費を助成
していることもあり、他の自治体ではあまり支
給されておらず、対象者について必要性の観点
から所得制限の導入などの見直しを検討する。

Ｃ－１

月1,000円の支給による効果や他都市の状況、支
給対象者の実態等を勘案する中で、所得制限の
導入のほか、廃止も含め事業の見直しを検討す
ることが望ましい。

4
騒音振動調査
測定事業

環境対
策課

Ｂ－１

道路、事業場等の騒音、振動調査を係員4名（2
人×2班）体制で行っているが、苦情処理や指
導、啓発業務を充実することにより、市民の生
活環境の保全に努める必要があると思われるこ
とから、測定調査業務は可能な範囲で民間に委
託することを検討する。

Ａ－１

この測定調査業務は必ずしも職員自らが行う必
要もないと思われることから、可能な限り民間
に委託し、苦情処理や事業者等への指導業務を
充実することが望ましい。

内部評価会議意見 外部
評価 外部行政評価委員会意見番号 事業名 所管課 内部

評価



5
親と子の水辺
教室

環境対
策課

Ｂ－１

親子の参加を募り、七瀬川において水生生物調
査や簡易水質調査を実施し、参加者に自然の大
切さや環境保全に対する認識を深めてもらうも
のであるが、効率性の観点から費用対効果を勘
案し、ＮＰＯ法人等の活用も含め業務を委託す
ることを検討する。

Ｂ－１

内部評価会議意見に同じであるが、一部の応募
者のみを対象に行うこの種の催しを、行政が行
う必要性や効果等について、再度十分検証され
ることが望ましい。

6
農業情報化推
進支援事業

農政課 Ｃ－１

農業者団体が実施する加工・直販等の活動を広
くＰＲするために、ホームページを作成する場
合に経費の一部を助成するものであるが、農業
者団体のパソコン活用率が低い上、事業実施を
希望する団体も少ないため、廃止も含め事業の
見直しを検討する。

Ｃ－１ 内部評価会議意見に同じ。

7
農業法人等経
営展開支援事
業

農政課 Ｃ－１

農業法人や認定農業者等が行うＰＲ活動、新商
品開発活動、研修生受入による人材育成事業に
対する助成を行うものであるが、事業実施主体
が少なく、ニーズも低い上に、大分県も今年度
で補助を終了することから、廃止を含め事業の
見直しを検討する。

Ｃ－１ 内部評価会議意見に同じ。

8
農業経営対策
事業

農政課 Ｂ－１

経営感覚に優れた農業経営体育成のため、農業
簿記、パソコン教室、経営改善相談会等の開催
を市単独事業で行っているものであるが、地域
担い手育成総合支援協議会が各種事業を実施し
た場合は「大分県農業経営総合対策事業費補助
金」の補助対象となるため、協議会の設立を含
め事業の見直しを検討する。

Ｂ－１ 内部評価会議意見に同じ。

内部評価会議意見 外部
評価 外部行政評価委員会意見番号 事業名 所管課 内部

評価



9
林道開設・改
良分筆登記事
務

耕地林
業課

Ｂ－１

林道の開設・改良後に林道敷の分筆をし、所有
権の移転登記を行っているが、開設・改良前の
設計測量時に用地測量も併せて行うことにより
コストの縮減を検討する。 Ｂ－１ 内部評価会議意見に同じ。

10
文化財発掘調
査

文化財
課

Ａ－１

文化財の発掘調査は現在、嘱託職員及び臨時職
員を活用しながら全て直営で行っているが、嘱
託・臨時職員の採用、管理など、事務的な負担
はかなり大きいことから、発掘作業員の確保か
ら発掘作業に至るまで、民間の派遣会社等を活
用し、発掘期間の短縮や事務の軽減が図れない
か検討する。

Ａ－１

民間の宅地開発等に係る発掘調査について、調
査期間の短縮が図られることにより、経済波及
効果等、他に及ぼす影響も大きいと思われるこ
とから、民間の派遣会社等の活用を検討するこ
とが望ましい。

11
統計年鑑等刊
行物印刷製本

各課 Ｂ－１

統計年鑑や環境白書、年間事業概要等の市刊行
物は、毎年数百部印刷され、関係機関、議員等
に配布しているが、現在はホームページへの掲
載やＣＤ-ＲＯＭの活用、各機関へのメールによ
る送付も可能なことから、可能な限り、刊行物
の印刷を廃止することを検討する。

Ａ－１

各種統計等の情報について、必要な人が必要な
時に、ホームページへのアクセスや、図書館で
の閲覧等により、市の全ての情報を入手できる
ような仕組みとすることが望ましい。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議意見 外部

評価 外部行政評価委員会意見



（２）収入の増加が見込まれる事業

1
一般廃棄物収
集運搬業等許
可手数料

清掃管理課 Ａ－１

一般廃棄物収集運搬業等の許可は、２年更新と
なっており、その際の許可（更新）手数料は、
4,000円で他都市と比べても低く設定されてい
る。許可を取得しているにもかかわらず業を営
んでいない者の存在や過剰な許可業者の存在に
より業者間の過当競争による不法投棄増加の可
能性など、安価な許可手数料が招く問題も指摘
されているところでもあることから、許可手数
料の改定を検討する。

Ａ－１

許可を取得したのみで、業を営んでいない者が
存在することは、許可業者を利用しようとする
市民にとっては不便となることも考えられるこ
とから、他都市の状況等も勘案し、許可手数料
の改定を検討することが望ましい。

2
歴史資料館歴
史講座・体験
学習受講料

文化財課 Ａ－１

一般市民を対象とした歴史講座や小中学生の体
験学習、親子歴史講座の開催などを行うもので
あるが、公民館等で開催する講座・教室等の例
にならい、受益者負担金を徴収することについ
て検討する。

Ａ－１

講座、教室等の開催にあたっては、常にその内
容や効果等を検証し、消化主義になることな
く、常に魅力ある講座づくりに心掛けた上で、
適正な負担金の設定を行うことが望ましい。

内部評価会議意見 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



（３）今後の方向性を明確にする必要がある事業

1

自主防災組織
情報伝達設備
整備費補助事
業

総務課 Ａ－２

自主防災組織が非常時に住民に対して防災情報
を伝達する放送設備の設置に対して、事業費の
4/5、限度額400万円の補助を行うものである
が、設置希望組織が増加しており、現行の予算
では全てに対応できない状況にあることから、
早期の設備整備を優先させるとともに、今後
は、設備設置工事費の効率的な決定手続きの導
入や、自主防災組織の管轄エリアや世帯数に応
じた補助率や補助限度額の見直しなどを検討す
る。

Ａ－２ 内部評価会議意見に同じ。

2
おおいた元気
印まちづくり
応援事業

企画課 Ａ－２

地域住民のふれあいの創出若しくは連帯感の醸
成、交流人口の増加、本市の活性化につながる
にぎわいの創出又は魅力の発信を行うため、本
市で実施される古き良きものを承継し、又は新
しいものを創出する事業に助成するものである
が、このうち「地域ふれあい創出事業」につい
ては、「ご近所の底力再生事業」や「地域力向
上推進事業」など目的や補助対象が重複する部
分があることから、補助対象事業の見直しなど
を検討する。

Ａ－１

地域住民のふれあいや連帯感の醸成につながる
この種の補助は、希薄となりつつある昨今の地
域社会において、極めて重要であると思われる
が、重複する補助事業等については調整の上、
対象事業の見直しを適宜検討することが望まし
い。

3
ＮＰＯ支援事
業

市民生活課 Ａ－２

ＮＰＯとの協働を推進するため、ＮＰＯ法人の
活動に要する経費に対し助成するものである
が、現在の助成制度は組織の管理運営費以外の
事業費全体が対象となっていることから、今
後、補助対象経費や採択基準の見直しなどを検
討する。

Ａ－２

現在は様々なＮＰＯ法人がそれぞれの理念のも
と、独自性を持って活動していることから、行
政がＮＰＯ法人を支援する場合においては、そ
の独自性と自立性を損なわない範囲で採択基準
等を見直すことが望ましい。

4
老人保健福祉
週間入浴事業

高齢者
福祉課

Ａ－２

70歳以上の高齢者を対象に、老人週間に利用で
きる「無料・割引入浴券」を1人当たり2枚支給
しているが、利用期間の拡大を図る一方で、公
衆浴場業者との負担割合の見直しを検討する。

Ａ－２ 内部評価会議意見に同じ。

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議意見 外部

評価 外部行政評価委員会意見



5
親子わくわく
健康づくり教
室

健康課 Ａ－２

就学前の子どもと保護者を対象に幼児期からの
生活習慣病予防と健康増進を目的として、運動
と調理実習を組合わせた健康づくり教室を開催
しているが、現在は参加者数も少ないことか
ら、子どもルームなどに出向いて開催するな
ど、効果的に行う方法への見直しを検討する。

Ａ－１

内部評価会議意見に同じであるが、一部の応募
者のみを対象に行うこの種の催しを、行政が行
う必要性や効果等について、再度十分検証され
ることが望ましい。

6
校区公民館管
理運営費等補
助金

生涯学習課 Ａ－２

校区公民館、自治公民館及び校区ふるさとづく
り運動推進協議会に対して、管理費等の補助を
行うものであるが、地区・校区ふるさとづくり
運動推進協議会に対して支援する「大分市地域
力向上推進事業補助金」や児童生徒の体験活動
の充実のため校区公民館運営協議会等に支援す
る「豊の都市すこやかホリデープラン推進事業
補助金」など、目的や対象が類似した部分があ
ることから、補助対象事業の見直しを検討す
る。

Ａ－１

補助対象について、重複した部分は見直しを検
討する必要があると思われるが、当該補助金が
効果的に執行されているかどうかを常に検証
し、効果の挙がらない補助金等については、随
時見直しを行っていくことが望ましい。

7
美術品等購入
事業

美術館 Ａ－２

美術品等購入費は、昨今の財政事情もあり、年
間5千万円に抑えられ、その範囲で可能な限り購
入しているのが現状である。今後、高額な美術
品等の購入も考えられることから、必要に応じ
市有財産整備基金を活用することなども検討す
る。

Ａ－２

予算消化主義になることなく、本市として特色
を持った収集方針に沿って、真に必要な美術品
の購入に努めることが望ましい。

内部評価会議意見 外部
評価 外部行政評価委員会意見番号 事業名 所管課 内部

評価



（４）拡充の方向で検討する必要がある事業

1 全市一斉防災訓練 総務課 Ａ－２

地震等の災害に備え、行政、自主防災組織、自
治会等が一体となって防災訓練を行うものであ
るが、形だけの訓練ではなく、万一の際に機能
するよう、さらに多くの市民の参加を促し、地
域ごとの訓練実施のほか、避難誘導訓練や情報
収集・伝達訓練、消火訓練、炊き出し訓練など
の個別訓練を行うことなどさらなる充実を検討
する。

Ａ－２

大規模な災害発生時には、まず、家庭や地域で
の迅速、的確な対応が重要になると思われるこ
とから、日常的訓練の実施はもとより、普段か
ら食糧や飲料水の備蓄を促すなど、自分のこと
は自分で守るという自衛意識の啓発に努めるこ
とが望ましい。

2
救急医療対策
事業

保健総務課 Ａ－３

在宅当番医制の調整や夜間・休日における重症
救急患者の受入れ等、初期救急医療体制や第２
次救急医療体制、集団災害時救急医療体制の確
保・整備を図っていくものであるが、今後と
も、医師会をはじめ関係機関と協議しながら、
市民がいつでもどこでも安心して医療サービス
を受けることができる環境を確保できるよう制
度、施設、設備等の充実を図っていく必要があ
る。

Ａ－３ 内部評価会議意見に同じ。

3
放置自転車対
策事業

道路維
持課
　　・
都市交
通対策
課

Ａ－３

駐輪場及び路上に放置された自転車の整理及び
撤去を行うものであるが、「自転車の適正利用
に関する条例」の制定を機に、窓口を都市交通
対策課に一本化するとともに、駅周辺や歩道上
等の放置自転車を無くし、快適な環境の確保に
向けた取組みを強化する必要がある。

Ａ－３

公園や駅前広場など公共の場所や大型店舗等に
おける駐輪場の適切な設置を行うとともに、歩
道等に放置された自転車については、撤去を含
む厳しい措置を講じ、歩行者等の安全の確保に
努めることが望ましい。

4 展覧会事業 美術館 Ａ－２

美術館の特別展示室は、特別展開催回数の減少
もあり、公開日数、観覧者数とも少ない状況に
ある。より多くの市民に美術館に来てもらい、
より親しみある美術館とするため、特別展を開
催していない時期に、市民の応募により「小企
画展」などの展示スペースとして開放すること
や、市美展、福田・朝倉展の展示会場として利
用することも検討する。

Ａ－２

市美展等の開催により、展示室の空きを極力な
くし、できるだけ多くの市民に美術館を利用し
てもらうとともに、特に小中学生に対しては、
鑑賞マナーの醸成にも努めながら、教育の一環
としてできるだけ美術品にふれあう機会を提供
することが望ましい。
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