
１．政策・施策評価による今後の施策の方向性

　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

民生委員、児童委員数 ７７１人
（Ｈ18年度末現在）

820人
（Ｈ23年度見込）

小地域福祉ネットワーク事業にお
ける協力者数

１０，５６７人
（Ｈ18年度末現在）

１１，６００人
（Ｈ23年度見込）

地域ふれあいサロンの箇所数（累
積）

１７１ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

３３０ヶ所
（Ｈ23年度見込）

軽度者（要支援及び要介護１の認
定者）の対前年度増加率

６．９％
（Ｈ17年度実績）

３．３％
（Ｈ23年度見込）

通所施設整備数（累積） ２７ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

３１ヶ所
（Ｈ23年度見込）

就労移行支援事業対象者数 ２６人
（Ｈ18年度実績）

１３８人
（Ｈ23年度見込）

就労継続支援（Ａ型）事業対象者
数

２４人
（Ｈ18年度実績）

２０４人
（Ｈ23年度見込）

就労継続支援（Ｂ型）事業対象者
数

３１人
（Ｈ18年度実績）

５８３人
（Ｈ23年度見込）

一人当たりの移動支援決定時間数 １１．２４時間/月
（Ｈ18年度実績）

１２．３５時間/月
（Ｈ23年度見込）

手話奉仕員養成数(累積） １３０人
（Ｈ18年度末現在）

１５０人
（Ｈ23年度見込）

企画 ・「点字・声の市報おお
いた」制作事業

こどもルーム施設数（累積） ７施設
（Ｈ18年度末現在）

１０施設
（Ｈ23年度見込）

一時保育を実施している保育所
（園）の数（累積）

３施設
（Ｈ18年度末現在）

１２施設
（Ｈ23年度見込）

福祉保健 ・生活保護事業 生活保護受給者就労支援事業（就
労した人の数）（累積）

１５３人
（Ｈ18年度末現在）

６００人
（Ｈ23年度見込）

国民健康保険保健指導訪問事業 ９３１人
（Ｈ18年度実績）

１，２５０人
（Ｈ23年度見込）

国民健康保険加入者一人当たり医
療費の対前年度増加率（老人保健
対象者を除く）の過去４年間の平
均

２．４５％
（Ｈ17年度実績）

２．１０％
（Ｈ23年度見込）

外部評価の結果

Ｂ－２

少子高齢化が急速に進展し、市民
の福祉、医療等へのニーズはます
ます多様化し、高齢者福祉等の施
策に係る経費の増大が懸念される
ことから、効率化等によるコスト
の縮減に努める一方で、高齢者の
生きがい対策や健康づくりの推進
などにより、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、以下の点に特に配慮
しながらその展開を図ることが望
ましい。

「高齢者福祉の充実」
高齢者人口の増大が確実視され、
経費の増大が懸念されることか
ら、個別事務事業の対象年齢の引
き上げを検討するなど、経費削減
に努める一方で、高齢者がいきい
きと暮らせるまちづくりが必要で
あると思われる。高齢者が社会の
一員として生きがいをもって参加
できる新たなビジネスの発掘や、
ワンコインバスの活用など外出を
促すような事業の展開に取り組む
ことが望ましい。

「社会保障制度の充実」
高齢化の進展による経費の増加が
見込まれるが、行政としては、健
康づくりの推進に係る施策の充実
に努める中で、医療費等のコスト
縮減に極力努めながら、施策の展
開を図っていく必要があると思わ
れる。

「健康づくりの推進」
高齢者人口の増加という避けては
通れない状況の中で、市民が生涯
を通じて健康で快適な生活を送る
ためには、予防重視型システムの
構築が最も重要であると思われる
ことから、行政、民間組織、地域
が連携を深め、健康づくりの推進
を図っていくことが望ましい。

一人ひとり
が健やかで
いきいきと
暮らせるま
ちづくり
（市民福祉
の向上）

02 8.7%

「市民福祉の向上」は、１１施
策から構成されており、全体事
業費は平成１９年度６月補正後
で、全会計予算額の52.9％と
なっており、中でも、国民健康
保険や生活保護費関係など「社
会保障制度の充実」の施策に係
る経費が34.7％を占めている。
セーフティネットとしての制度
の維持向上は図られるべきと思
われるが、市民ニーズに応えた
適正な執行に努める中で、効率
化等による供給コストの低減に
も努める必要があると思われ
る。
また、「高齢者福祉の充実」の
施策に係る経費は、高齢者人口
の増加に伴い、今後増大するこ
とが確実視されていることか
ら、高齢者が住み慣れた地域
で、元気で生き生きとした生活
が送れるよう「地域福祉の推
進」や「地域コミュニティの再
生」などにより、地域活動をよ
り一層活発化するとともに、
「健康づくりの推進」に積極的
に取り組む必要があると思われ
る。

01

基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節）

高齢者福祉の充実

01 社会福祉の充
実

児童・母子福祉の
充実

内部評価の結果

Ａ－３

Ａ－３

04 5.0% 福祉保健

地域福祉の推進01 750,685 0.3%

2.5%

34.7%05

障がい者（児）福
祉の充実03

社会保障制度の充
実

福祉保健

・社会福祉協議会運営補
助
・民生委員事業
・社会福祉センター等管
理運営事業

主な事業

福祉保健

Ａ－３

Ａ－２

Ａ－３

Ａー２

Ａ－３

Ａ－３

14,091,458

98,555,230 Ｂ－３

成果指標

・保育所運営事業
・児童手当、児童扶養手
当給付事業
・乳幼児医療費助成事業
・ひとり親家庭等医療費
助成事業
・私立認可保育所運営
費、事業費補助

福祉保健

部局名

19年度予算額（千円）

24,769,913

市民

・介護保険事業
・高齢者ワンコインバス
事業
・生きがい対応デイサー
ビス事業
・敬老者等記念品費

・障がい者医療助成事業
・介護・訓練等給付事業
・心身障がい者福祉手当
給付事業
・心身障がい者小規模作
業所運営補助事業
・障がい者福祉施設整備
事業
・地域生活支援事業

・国民健康保険事業
・国民年金事業
・老人保健事業

7,036,097
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
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外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

ヘルスボランティア育成講座修了
者数（累積）

２１１人
（Ｈ18年度末現在）

４００人
（Ｈ23年度見込）

食生活改善推進員養成講座修了者
数（累積）

２２３人
（Ｈ18年度末現在）

３００人
（Ｈ23年度見込）

中高年者に対する健康教室 ５４１回
（Ｈ18年度実績）

６００回
（Ｈ23年度見込）

定期健康診断を毎年受けている人
の割合

５３．１％
（Ｈ18年度実績）

６５％
（Ｈ23年度見込）

救急救命センター受入可能数
（入院患者延数）

１，６７２人
（Ｈ17年度実績）

１，７５０人
（Ｈ23年度見込）

救急救命センター受入可能数
（外来患者延数）

６，９７４人
（Ｈ17年度実績）

７，３００人
（Ｈ23年度見込）

08 人権・同和対策の
推進 70,992 0.0% 福祉保健

・人権啓発事業
・旭町文化センター管理
運営事業

人権啓発研修会等への講師派遣回
数（参加者数）

１２１回
（６，０５３人）
（Ｈ18年度実績）

１４０回
（６，５００人）
（Ｈ23年度見込）

Ａ－２ Ａ－２

09 男女共同参画社会
の実現 8,566 0.0% 企画 ・男女共同参画推進事業 審議会等の総員数に占める女性委

員の割合
２９．９％

（Ｈ18年度実績）
３５．０％

（Ｈ23年度見込） Ａー２ Ａ－２

大分おはよう清掃月１回以上実施
自治会の割合

４４．１％
（Ｈ17年度実績）

９０％
（Ｈ23年度見込）

校区公民館の設置数（累積） ３３か所
（Ｈ18年度末現在）

３５か所
（Ｈ23年度見込）

企画 ・地域情報化推進事業 地域コミュニティポータルサイト
による情報発信校区数（累積）

２４校区
（Ｈ18年度末現在）

６１校区
（Ｈ23年度見込）

消費生活教室の開催数 ２２回
（Ｈ18年度実績）

４０回
（Ｈ23年度見込）

ライフパル利用者数（来館者・電
話利用者）

３８，８９７人
（Ｈ18年度実績）

４０，０００人
（Ｈ23年度見込）

商工 ・計量関係費   

150,071,971 52.9%

｢地域コミュニティの再生」
「全市いっせいごも拾い大作戦」で
ギネス記録を樹立したことに代表さ
れるように、本市においては着実
に各地域において市民協働の機
運が醸成されているものと思われ
る。この機を逃すことなく、地域に
おける様々な市民協働の取組を積
極的に展開し、地域コミュニティの
再生に取り組んでいくことが望まし
い。

Ａ－３

一人ひとり
が健やかで
いきいきと
暮らせるま
ちづくり
（市民福祉
の向上）

市民

3,536,670

01

健全な消費生活の
実現

小　　計

05 健全な消費生
活の実現 11

06

02
健康の増進と
医療体制の充
実

地域コミュニティ
の再生 399,499

34,449

03 人権尊重社会
の形成

04 地域コミュニ
ティの再生

07

10

Ａ－３

Ａ－２

・自治委員、自治区業務
の推進
・地域まちづくり活性化
事業
・ご近所の底力再生事業 Ａ－３

Ａ－２

Ａ－３

Ａ－２

福祉保健

・各種健康診査事業
・予防接種事業
・感染症対策事業
・健康づくり推進事業
・保健所建設事業

福祉保健

・救急医療対策事業
・小児慢性特定疾患対策
事業
・未熟児教育医療給付事
業

健康づくりの推進

地域医療体制の充
実

0.0%

市民

・市民活動・消費生活セ
ンター管理運営事業
・消費者モニター事業
・消費生活教室

Ａー２

1.2%

0.1%

818,412 0.3%
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

標準学力における各教科の到達指
標（全国平均を１００として）

小学校　１０１．１
中学校　１０１．６
（Ｈ18年度実績）

小学校　１０４以上
中学校　１０４以上
（Ｈ23年度見込）

新体力テストで全国平均以上の種
目の割合

４．９％
（Ｈ18年度実績）

３０％
（Ｈ23年度見込）

学校給食における地元産（県内）
食材の使用比率

１８％
（Ｈ17年度実績）

３２％
（Ｈ23年度見込）

小中一貫教育校の設置
１校

（Ｈ19年5月1日現
在）

４校
（Ｈ23年度見込）

全校読書タイム実施校数 ７２校
（Ｈ18年度実績）

８８校（全校）
（Ｈ23年度見込）

地区公民館年間利用者数 1,025,144人
（Ｈ18年度実績）

1,150,000人
（Ｈ23年度見込）

生涯学習情報ポータルサイトへの
アクセス数（累積）

１９，１１８件
（Ｈ18年度末現在）

５５，０００件
（Ｈ23年度見込）

公民館・施設の主催事業の参加者
数

１４２，６９３人
（Ｈ18年度実績）

２００，０００人
（Ｈ23年度見込）

生涯学習指導者の登録者数 ２４４人
（Ｈ18年度末現在）

３２０人
（Ｈ23年度見込）

地区（校区）人権教育推進協議会
の学習会の参加者数

１，５９０人
（Ｈ18年度実績）

２，０００人
（Ｈ23年度見込）

児童生徒のボランティア活動参加
率

７０％
（Ｈ18年度実績）

９０％
（Ｈ23年度見込）

父親部が設立されている大分市立
小中学校の数

６５校
（Ｈ18年度末現在）

８８校（全校）
（Ｈ23年度見込）

少年自然の家主催事業の定員に対
する参加率

９０％
（Ｈ18年度実績）

１００％
（Ｈ23年度見込）

06 豊かな人間性
の創造

4.2%

社会教育の推進と
生涯学習の振興

青少年の健全育成14

12

13

Ａ－３

「教育・文化の振興」は、６施
策から構成されており、全体事
業費は平成１９年度６月補正後
で、全会計予算額の6.2％となっ
ている。
特に、「学校教育の充実」の施
策に係る経費は4.2％で、現状で
もかなりのウエイトを占めてい
るが、子どもの数が減少してい
く中、未来を担う子どもたちが
豊かな心や人間性を育みなが
ら、学力、体力をバランスよく
付けていくことが重要と思われ
ることから、家庭や地域社会と
の連携を図りながら、教育環境
の充実に努めていく必要がある
と思われる。
また、市民が生涯を通して、何
らかの学習をしていくことは、
高齢者の生きがいづくりになる
とともに、その成果が地域社会
の貢献にも繋がるものと考えら
れることから、「社会教育の推
進と生涯学習の振興」の施策の
うち、特に地域づくりの推進に
係る事業展開に取り組むべきと
思われる。

Ａ－３

Ａ－２Ａー２

0.5%

教育委員
会

教育委員
会

教育委員
会

国際化、高度情報化、少子高齢化
の進展など、学校、家庭、地域社
会を取り巻く環境がめまぐるしく
変化する中で、特に子どもたちが
変化に対し、柔軟で的確に対応で
きるための基礎的な学力や、体
力、さらには豊かな心を育むとと
もに、全ての市民が生涯にわたっ
てスポーツや文化に親しむなど、
いきいきとした人生を送ることが
必要であると思われる。
施策別には、以下の点に特に配慮
しながら、その展開を図ることが
望ましい。

「学校教育の充実」
未来を担う子どもたちの学力や心
身をバランスよく育成していくた
めの施策の展開が重要である。し
かしながら、昨今の児童・生徒の
体力の低下は顕著であることか
ら、特に子どもの体力増進に向け
た取組を強化していく必要がある
と思われる。

「社会教育の推進と生涯学習の振
興」
地域社会の連帯意識が希薄となり
つつある中で、公民館が果たす役
割は極めて重要と思われる。今
後、地域における社会教育の拠点
施設として、市民の様々な要請に
応えていくためには、行政のみな
らず、地域や民間の個人、団体な
どと連携を図り、柔軟な組織体制
を構築する中で、事業の展開を
図っていくことが望ましい。

「青少年の健全育成」
「スポーツ・レクリェーションの
振興」
少子化、核家族化など青少年を取
り巻く環境が著しく変化する中
で、いじめや不登校をはじめとす
る青少年の問題行動は大きな社会
問題となっていると思われる。こ
うした中、スポーツは、単なる身
体運動に留まらず、コミュニケー
ションや自己表現の機会を与えて
くれるツールとして重要であると
思われることから、モデル地区を
設けるなどして、スポーツ経験を
通じ、子どもや若者の心や生活を
豊かにする取組を推進することが
望ましい。
また、来年度、開催の大分国体へ
向け、市民のスポーツへの関心は
一層高まっていると思われること
から、生涯にわたりスポーツに親
しめる体制の整備に努めることが
必要と思われる。

Ａ－３

Ａ－３

・学校施設環境の整備
・小中学校運営事業
・就学・就園援助事業
・学校給食用食器改善事
業
・大分っ子学習力向上推
進事業
・大分っ子基礎学力アッ
プ推進事業
・特別支援等教育活動サ
ポート事業

1,468,390

334,651

・青少年教育育成事業
・少年自然の家管理運営
事業
・中学生海外体験研修事
業
・おやじの会育成サポー
ト事業

・公民館等の管理運営事
業
・公民館類似施設整備補
助事業
・図書館ネットワーク事
業
・地域力向上推進事業

0.1%

02

学校教育の充実

思いやる豊
かな心と生
きがいをは
ぐくむまち
づくり
（教育・文
化の振興）

12,035,642
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

企画
・コンパルホール等管理
運営事業
・フィルムコミッション
事業

コンパルホール施設利用者数 1,216,785人
（Ｈ18年度実績）

1,300,000人
（Ｈ23年度見込）

美術館施設利用者数 ２０６，４０２人
（Ｈ18年度実績）

２３２，０００人
（Ｈ23年度見込）

アートプラザ利用者数 １３８，１６２人
（Ｈ18年度実績）

１５２，０００人
（Ｈ23年度見込）

歴史資料館入館者数 ４０，４３９人
（Ｈ18年度実績）

４１，０００人
（Ｈ23年度見込）

伝統文化財調査報告書刊行 - １４冊（全地区）
（Ｈ23年度見込）

都市計画 ・（仮称）たくみの里づ
くり事業

総合型地域スポーツクラブの総会
員数

６５８人
（Ｈ18年度末現在）

４，２００人
（Ｈ23年度見込）

県民体育大会の優勝種目数 １４種目
（Ｈ18年度実績）

２４種目
（Ｈ23年度見込）

指導者研修会の参加者数 ３２５人
（Ｈ18年度実績）

５５０人
（Ｈ23年度見込）

利用可能な民間所有の施設数 ー ３施設
（Ｈ23年度見込）

国体推進 ・国民体育大会準備事業

在留資格が留学、就学、投資･経
営、技術、研修などの目的で滞在
している外国人登録者数

９７０人
（Ｈ18年度末現在）

１，１００人
（Ｈ23年度見込）

多文化共生、国際交流、国際協力
に関する市民活動団体ネットワー
ク事業数

１件
（Ｈ18年度末現在）

４件
（Ｈ23年度見込）

姉妹･友好都市からの観光旅行客･
修学旅行生誘致人数

２６２人
（Ｈ18年度実績）

１，５００人
（Ｈ18年～Ｈ23年度

の累積）

17,577,369 6.2%

「個性豊かな文化の創造と発信」
フィルムコミッションの取組などを
通して、これまで以上に本市文化
の発信がなされていると思われる
が、引き続き、観光事業との連携
を深める中で、本市独自の文化や
芸術を情報発信することにより、市
民の誇れるまちづくりに取り組んで
いくことが望ましい。

Ａ－２

Ａ－２

・総合型地域スポーツク
ラブ実施事業
・社会体育施設管理運営
事業
・社会体育振興事業
・体育指導員事業

企画

教育委員
会

・地球市民・夢アクティ
ブ２１関連事業
・国際化推進事業
・国際交流員招へい事業

1.0%

0.3%

0.0%09 国際化の推進

08

07

スポーツ・レ
クリエーショ
ンの振興

個性豊かな文
化の創造と発
信

15 個性豊かな文化の
創造と発信

904,23116

17

Ａ－２

Ａ－２

Ａ－２

Ａー２教育委員
会

・美術館・アートプラザ
等管理運営事業
・展覧会事業
・大友氏遺跡事業

2,794,893

02

小　　計

国際化の推進

思いやる豊
かな心と生
きがいをは
ぐくむまち
づくり
（教育・文
化の振興）

39,562

スポーツ・レクリ
エーションの振興
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

公共施設耐震化進ちょく率 ４８．２８％
（Ｈ18年度実績）

５５．７０％
（Ｈ23年度見込）

自主防災組織結成率 ７４．９３％
（Ｈ18年度実績）

９５．００％
（Ｈ23年度見込）

福祉保健 ・福祉避難所開設事業

土木建築 ・水防事業

雨水排水ポンプ場設置箇所数（国
施工累積）

３ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

６ヶ所
（Ｈ23年度見込）

雨水排水ポンプ場設置箇所数（市
施工累積）

５ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

６ヶ所
（Ｈ23年度見込）

各種団体への防火指導等回数 ５５０回
（Ｈ18年度実績）

３，０００回
（Ｈ19～Ｈ23年度の

累積）

一般・普通・上級救命講習受講者
数

９，５６４人
（Ｈ18年度実績）

５０，０００人
（Ｈ19～23年度の累

積）

応急手当普及員数（累積） ２６０人
（Ｈ18年度末現在）

５１０人
（Ｈ23年度見込）

土木建築 ・交通安全対策事業 市道における交通安全施設（歩
道）の整備

４．０５ｋｍ
（Ｈ18年度実績）

２７．３３ｋｍ
（Ｈ18～Ｈ23年度の

累積）

市民 ・交通安全活動事業
・交通災害共済事業

22 防犯体制の強化 85,336 0.0% 市民 ・防犯灯・街路灯の整備
・暴力絶滅運動の推進 自主防犯パトロール活動団体数 １１６団体

（Ｈ18年度実績）
２００団体

（Ｈ23年度見込） Ａー２ Ａ－２

6,565,477 2.3%

Ａ－３

Ａ－３

Ａ－２

Ａ－２

・自主防災組織結成促進
事業
・防災士養成事業

・雨水排水ポンプ場整備
事業
・河川改修事業
・砂防事業

消防局

0.0%76,469

564,617

5,036,997

802,058

0.2%

1.8%

0.3%

小　　計

03

安心・安全
に暮らせる
まちづくり
（防災安全
の確保）

10

18

総務

・救急救命士養成事業
・火災予防広報事業
・消防施設、車両整備

土木建築 Ａ－２

Ａー３

Ａー１

安心、安全に暮らせるまちづくり
を進めていくためには、地域の防
災力を高めるなど、市民と行政、
防災関係機関が一体となった総合
的な危機管理体制の確立が必要で
あると思われる。
施策別には、以下の点に配慮しな
がら、その展開を図ることが望ま
しい。

「防災・危機管理体制の確立」
「消防・救急体制の強化」
万一の災害に備え、市民に食糧や
飲料水の備蓄を促すなど、個人の
自衛意識の啓発に努める中で、自
主防災組織の結成や各地域におけ
るリーダーの養成を積極的に行
い、地域防災力を高めていく必要
があると思われる。
また、組織の整備だけではなく、
災害の種類やレベルに応じた訓練
を具体的に繰り返し行なう中で、
消防・救急体制はもちろんのこ
と、子どもから高齢者に至るま
で、全ての市民の役割分担のあり
方などを検証していくことが望ま
しい。

「交通安全対策の推進」
今後とも、歩道の整備など交通災
害の未然防止に向けた取組は重要
であると思われることから、費用
対効果や緊急度、市民要望度等を
十分検討する中で、交通安全対策
に取組むことが望ましい。

｢防災安全の確保」は、５施策か
ら構成されており、全体事業費
は平成１９年度６月補正後で、
全会計予算額の2.3％となってい
る。
地震・台風などの自然災害をは
じめ、火災や交通事故など、あ
らゆる災害等に強いまちづくり
を進めるためには、行政だけで
はなく、家庭や地域が一体と
なって危機管理体制の構築を
図っていくことが重要であると
思われることから、特に「防
災・危機管理体制の確立」の施
策に積極的に取り組み、地域防
災力の強化を図っていく必要が
あると思われる。

Ａ－３

21 交通安全対策の推
進

19 治山・治水対策の
充実

消防・救急体制の
強化

11

防災力の向上

安心できる暮
らしの確保

防災・危機管理体
制の確立

20
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

環境 ・身近な自然観察会

保存木の指定数（累積） ７１本
（Ｈ18年度末現在）

８６本
（Ｈ23年度見込）

保存林の指定数（累積） １５か所
（Ｈ18年度末現在）

１７か所
（Ｈ23年度見込）

「郷土の緑保全地区」区域指定面
積（累積）

４０．７ｈａ
（Ｈ18年度末現在）

９０．０ｈａ
（Ｈ23年度見込）

市民 ・日本一きれいなまちづ
くり推進事業

ごみ排出量（一般廃棄物） １７９，９００ｔ
（Ｈ17年度実績）

１５６，２００ｔ以
下

（Ｈ23年度見込）

リサイクル率（一般廃棄物） ２８．０％
（Ｈ17年度実績）

３４．０％以上
（Ｈ23年度見込）

最終処分率 ２３．６％
（Ｈ17年度実績）

４．０％以下
（Ｈ23年度見込）

ボランティア清掃団体登録件数
（累積）

６９団体
（Ｈ17年度末現在）

１３０団体
（Ｈ23年度見込）

狂犬病予防注射率 ６１％
（Ｈ18年度実績）

７５％
（Ｈ23年度見込）

事業者等への衛生教育実施回数 ６４回
（Ｈ18年度実績）

８８回
（Ｈ23年度見込）

環境
・防疫事業
・薬剤無償配布事業

有害大気汚染物質における環境基
準達成率

８７．５％
（Ｈ17年度実績）

１００％
（Ｈ23年度見込）

一般地域における騒音環境基準達
成率

９６．２％
（Ｈ17年度実績）

１００％
（Ｈ23年度見込）

27 地球環境問題への
取組 14,972 0.0% 環境

・ＣＯ2削減推進事業
・地球環境に対する市民
意識の高揚

市有施設の温室効果ガス排出量 102,971ｔ－ＣＯ２

（Ｈ17年度実績）
６％減

（Ｈ23年度見込） Ａ－３ Ａ－２

9,013,163 3.2%

Ａ－２

Ａ－２

「環境の保全」は、５施策から
構成されており、全体事業費は
平成１９年度６月補正後で、全
会計予算額の3.2％となってい
る。
国際社会共通の問題として、地
球温暖化やオゾン層破壊など、
地球規模での環境問題に対する
取組が求められていることか
ら、「地球環境問題への取組」
の施策については、今後、行
政・市民・企業が一体となった
積極的な展開を行っていく必要
があると思われる。
また、「廃棄物の適正処理」の
施策については、ごみ減量・リ
サイクルの取組を一層進め、資
源循環型社会の構築を目指すと
ともに、引き続き、日本一きれ
いなまちづくりの取組を推進し
ていく必要があると思われる。

Ａ－２

Ａ－２8,322,264

Ａ－２・緑化啓発事業
・名木保存事業
・緑化推進花いっぱい事
業
・おおいた人とみどりの
ふれあいいち

都市計画

66,231 0.0%12
豊かな自然の
保全と緑の創
造

13

23 豊かな自然の保全
と緑の創造

24

快適な生活環
境の確立

26

廃棄物の適正処理

25

・大気・騒音・水質等監
視測定業務
・環境保健サーベイラン
ス調査

Ａ－２

福祉保健

環境

清潔で安全な住環
境の創出

04

119,240 0.0%

0.2%490,456

・福宗環境センター等管
理運営事業
・ごみ収集一般事業
・資源物等収集運搬事業
・し尿収集一般事業
・産業廃棄物対策事業

・食品衛生監視事業
・狂犬病予防事業
・動物愛護マナーアップ
推進事業

Ａ－２

Ａ－２

地球規模で環境を捉え、行政、市
民、企業が地球環境に配慮した具
体的な行動を展開していくことに
より、人と自然が共に暮らせるま
ちづくりに取り組んでいく必要が
あると思われる。
施策別には、以下の点に配慮しな
がら、その展開を図ることが望ま
しい。

「廃棄物の適正処理」
本年度からごみの１２分別が実施
されるなど、ごみ減量・リサイク
ルの取組を積極的に展開している
ようであるが、分別の成果を市民
に分かりやすく知らせるなど、市
民が負担と感じず、興味を持ちな
がら資源循環型社会の形成に寄与
できるような取組をしていくこと
が望ましい。

「地球環境問題への取組」
市庁舎においては、節電やクール
ビズをはじめとするエコオフィス
運動、屋上緑化等の温室効果ガス
削減対策に取り組んでいるようで
あるが、費用対効果を勘案する中
で、行政だけでなく広く市民や事
業者等が一体となって取り組める
よう、積極的な啓発を行なってい
くことが望ましい。

2.9%

環境

公害の未然防止と
環境保全

小　　計

人と自然が
共生するま
ちづくり
（環境の保
全）
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

大分市主催の産・学・官交流活動
数（累積）

６事業
（Ｈ18年度末現在）

２６事業
（Ｈ23年度見込）

企業体質強化支援企業数（累積） ３９社
（Ｈ18年度末現在）

１４０社
（Ｈ23年度見込）

武漢市での経済交流支援企業数
（累積）

３０社
（Ｈ18年度末現在）

８０社
（Ｈ23年度見込）

認定農業者数（累積） １４４人
（Ｈ18年度末現在）

１６０人
（Ｈ23年度見込）

農産物認証制度取得農業者数（累
積）

１１９人
（Ｈ18年度末現在）

１５０人
（Ｈ23年度見込）

農地流動化面積（累積） ４２７ｈａ
（Ｈ18年度末現在）

５００ｈａ
（Ｈ23年度見込）

年間　間伐面積 ２８０ｈａ
（Ｈ18年度実績）

３００ｈａ
（Ｈ23年度見込）

林道の舗装延長 ９７，９７８ｍ
（Ｈ18年度末現在）

９９，８００ｍ
（Ｈ23年度見込）

魚礁設置量（累積） ４５，７５２空ｍ３

（Ｈ18年度末現在）
５４，７６８空ｍ３

（Ｈ23年度見込）

貝類の養殖漁業生産量 １，３００㎏
（Ｈ18年度実績）

４，０００㎏
（Ｈ23年度見込）

水産物流通加工支援による商品化
品目数（累積）

１品目
（Ｈ18年度末現在）

５品目
（Ｈ23年度見込）

32 小売商業の振興 104,218 0.0% 商工 ・中心市街地活性化事業
・商業振興事業 年間商品販売額 ５，２４８億円

（Ｈ16年度実績）
５，５６３億円

（Ｈ23年度見込） Ａ－２ Ａ－２

33 卸売商業の振興 0.0% 商工 ・経営診断、経営相談
・融資制度の充実 卸売商業の年間商品販売額 ９，４２２億円

（Ｈ16年度実績）
９，４２２億円

（Ｈ23年度見込） Ｂ－２ Ｂ－２

公設地方卸売市場における取扱金
額

270億7500万円
（Ｈ18年度実績）

290億円
（Ｈ23年度見込）

大分港大在コンテナターミナルの
取扱実入りコンテナ数

24,932ＴＥＵ
（Ｈ18年実績）

29,500ＴＥＵ
（Ｈ23年見込）

35 サービス業の振興 0.0% 商工 ・経営診断、経営相談
・融資制度の充実 サービス業の事業所数 7,413事業所

（Ｈ16年度実績）
7,860事業所

（Ｈ23年度見込） Ｂ－２ Ｂ－２

高崎山～西大分エリアイベント開
催数

６回
（Ｈ18年度実績）

１０回
（Ｈ23年度見込）

観光宿泊客数 663,765人
（Ｈ18年度実績）

800,000人
（Ｈ23年度見込）

（社）大分市シルバー人材セン
ターの事業実績金額

４７９百万円
（Ｈ18年度実績）

５０９百万円
（Ｈ23年度見込）

中小企業勤労者向けの福利厚生機
関（（財）おおいた勤労者サービ
スセンター）の会員数

10,682人
（Ｈ18年度末現在）

20,000人
（Ｈ23年度見込）

7,010,840 2.5%

Ｂ－２

Ａ－１

Ｂ－２

Ａ－２

Ａ－２

「産業の振興」は、１０施策か
ら構成されており、全体事業費
は平成１９年度６月補正後で、
全会計予算額の2.5％となってい
る。
豊かなまちづくりを進めていく
ためには、経済を活性化し雇用
機会を創出するとともに、誰も
が魅力ある地域づくりを推進し
ていく必要があると思われる
が、特に、若年者から団塊世代
まで、あらゆる業種において雇
用の確保が図られ、ゆとりある
豊かな生活が実現するような取
組を推進していくことが必要と
思われる。

0.2%

・稚魚等放流事業
・広域漁港整備事業
・地域水産物供給基盤整
備事業

Ａ－２

Ａ－２

・おおいた勤労者サービ
スセンターの拡充
・若年者就労意識向上事
業
・勤労青少年ホーム事業

魅力ある観光の振
興

小　　計

17

安定した雇用
の確保と勤労
者福祉の充実

魅力ある観光
の振興

0.1%

1,733,117

3,535,486

424,000

0.1%

0.6%

0.1%

Ｂ－２
・公有林整備事業
・環境農家育成対策事業
・林道開設事業

・多様な担い手の確保・
育成
・農道・圃場整備事業
・農産物の販路拡大と地
産地消
・まるごと田舎暮らし協
働体験事業

Ａ－２

・企業立地推進事業
・新規創業・中小企業支
援
・工業振興事業
・友好都市間交流ビジネ
スチャンス創出事業

商工28

にぎわいと
活力あふれ
る豊かなま
ちづくり
（産業の振
興）

30

流通拠点の充実

活気ある流
通・サービス
業の展開

15

Ａ－２

農政

商工
・卸売市場管理運営事業
・ＦＡＺ（地域輸入促
進）計画の推進

農政

農政

Ａ－１

Ｂ－２

05

14

農業の振興

商工

商工

29

1.2%

Ａ－２

企業立地の促進による地域経済の
活性化を図り、雇用の機会を創出
するとともに、各種産業と観光の
振興を推進し、豊かなまちづくり
を進めていく必要があると思われ
る。
施策別には、以下の点に配慮しな
がら、その展開を図ることが望ま
しい。

「農業の振興」「林業の振興」
「水産業の振興」
農林水産業については、担い手不
足が大きな問題となっていること
から、中核的な生産者の育成に努
める一方で、女性や高齢者等に対
しては生きがいや健康づくりと結
びつけ、産業全体として遊休地の
解消や新たな担い手の確保に取り
組む必要があると思われる。
また、本市には農林水産業それぞ
れに、他都市に誇れる「人、も
の」があると思われることから、
都市と農山漁村との双方向の交流
が促進されるような情報発信を積
極的に展開することが望ましい。

「魅力ある観光の振興」
本市の一つの観光資源だけでは、
観光客の増加が見込めないと思わ
れることから、既存のものに加
え、世界有数の企業群の活用や豊
かな食材の活用など、関係者が連
携、協力する中で、観光資源の魅
力を向上させることが望ましい。
また、最近はプライバシーを重視
する若年層を中心に、シングル
ルームの宿泊希望が多いと思われ
ることから、シングルルームを数
多く有する本市のホテルでの宿泊
を促進するなど、観光の新展開に
ついて積極的に取り組むことが望
ましい。

Ａ－２0.1%

516,769

276,643

37

水産業の振興

林業の振興

工業の振興と地域
産業の活性化

特性を生かし
た生産業の展
開

16

34

31

36

安定した雇用の確
保と勤労者福祉の
充実

178,093

242,514

・観光交流事業
・豊の都市おおいた情報
発信事業
・高崎山自然動物園管理
運営事業
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

土地区画整理事業施行済箇所（累
積）

１７ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

２０ヶ所
（Ｈ23年度見込）

土地区画整理事業施行済面積（累
積）

１，９１２ｈａ
（Ｈ18年度末現在）

２，１６９ｈａ
（Ｈ23年度見込）

景観地区の指定地区数（累積） - ２ヶ所
（Ｈ23年度見込）

幅員４ｍ以上となった市道の延長
（累積）

１，６７３㎞
（Ｈ18年度末現在）

１，８００㎞
（Ｈ23年度見込）

市内における電線類の地中化延長
（累積）

２９．６９㎞
（Ｈ18年度末現在）

３８．０８㎞
（Ｈ23年度見込）

市が設置する駐輪場の整備箇所数
（累積）

１１箇所
（Ｈ18年度末現在）

１５箇所
（Ｈ23年度見込）

交通渋滞解消・緩和箇所（累積） ５ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

１１ヶ所以上
（Ｈ23年度見込）

企画 ・大分川ダム対策事業

普及率 ９７．２％
（Ｈ18年度末現在）

９９．３％
（Ｈ23年度見込）

有効率 ９１．０％
（Ｈ18年度末現在）

９５．０％
（Ｈ23年度見込）

管路の耐震化率 ３．６％
（Ｈ18年度末現在）

８．３％
（Ｈ23年度見込）

41 下水道の整備 16,762,251 5.9% 下水道

・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
・浄化槽の普及促進

生活排水の処理状況
　汚水処理人口普及率

６９．０％
うち下水道52.3％
うち浄化槽16.3％
（Ｈ18年度末現在）

７７．５％
うち下水道57.3％
うち浄化槽19.8％
（Ｈ23年度見込）

Ａ－１ Ａ－１

市管理河川改修延長（累積） 32,452ｍ
（Ｈ18年度末現在）

35,480ｍ
（Ｈ23年度見込）

河川敷の有効活用箇所数（累積） １７箇所
（Ｈ18年度末現在）

１９箇所
（Ｈ23年度見込）

Ａ－２

Ａ－２

Ａ－２

18 快適な都市構
造の形成

39 交通体系の確立 109,338

13,868,527

都市計画

水道局

7.1%

・水道事業会計

Ａ－２

Ａー２

0.1%

・河川整備・維持改良事
業
・植生護岸、親水護岸の
整備
・水辺の楽校プロジェク
ト事業

土木建築

38 計画的な市街地の
整備

快適な生活
を支えるま
ちづくり
（都市基盤
の整備）

Ａー２

Ａ－２Ａ－２

0.0%

4.9%

・放置自転車対策事業
・交通渋滞対策事業
・バイシクルフレンド
リータウン創造事業

・公共道路事業
・道路新設改良事業
・橋梁新設改良事業

都市計画

・土地区画整理事業
・住環境整備事業
・駅周辺総合整備事業
・景観形成促進事業

土木建築

40 水道の整備 20,118,750

河川の整備 421,500

道路や上下水道、公園などの都市
基盤は、限られた財源の中で、市
民の利便性、要望等を十分考慮
し、満足度の高いものを効率的か
つ計画的に整備していくことが必
要であると思われる。
施策別には、以下の点に特に配慮
しながら、その展開を図ることが
望ましい。

「計画的な市街地の整備」
「公園・緑地の保全と活用」
市民等により親しみをもってもら
うという観点から、市民や企業等
の名称を付けた道路や公園の整備
を行い、清掃などの維持管理の一
部を担ってもらうといった制度の
検討をしていくことが望ましい。
また、例えばトイレの男女別設置
数の見直しなど、今後は、より市
民ニーズを反映した施設の整備に
取り組む必要があると思われる。

「安全で快適な住宅の整備」
若年者や高齢者、障害者など、市
民の住宅に対するニーズは多様化
しており、今後、全てに対応した
公営住宅を整備していくことは極
めて難しいと思われることから、
ライフサイクルコストを勘案する
中で、民間住宅の活用などを検討
していく必要があると思われる。

06

「都市基盤の整備」は、９施策
から構成されており、全体事業
費は平成１９年度６月補正後
で、全会計予算額の16.9％と
なっている。
市民が快適に生活する上では、
都市基盤整備は欠かせないもの
であるが、整備をした後には必
ず維持管理経費が発生すること
から、今後の都市基盤の整備に
当っては、全ての施策につい
て、ライフサイクルコストを把
握するとともに、各地域の特性
に配慮しながら、限られた財源
の中で計画的な整備を行なって
いく必要があると思われる。

安定した生活
基盤の整備19

42
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　　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)　　

コード 名称（略称） コード 名称（略称） コード 名称（略称） ６月補正後の額 構成比 指標名 現状値 目標値 内部評価会議意見 総合
評価 外部行政評価委員会意見

外部評価の結果基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節） 内部評価の結果

主な事業

成果指標

部局名

19年度予算額（千円）

市民 ・住居表示整備事業

住宅の耐震化率 ７８％
（Ｈ18年度末現在）

８４％
（Ｈ23年度見込）

特定建築物の耐震化率 ８４％
（Ｈ18年度末現在）

８７％
（Ｈ23年度見込）

大分市営住宅駐車場整備率 ５６％
（Ｈ18年度末現在）

１００％
（Ｈ23年度見込）

高齢者に対応する市営住宅の改善
率（浴室・トイレ・階段の手摺設
置・電気スイッチの大判化）

１１．９％
（Ｈ18年度末現在）

２４．５％
（Ｈ23年度見込）

市民１人当たりの公園・緑地面積 １４．０２㎡
（Ｈ18年度末現在）

１６．００㎡
（Ｈ23年度見込）

市内の公園・緑地数（累積） ６８３ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

７４３ヶ所
（Ｈ23年度見込）

多目的トイレの設置数（累積） ６４ヶ所
（Ｈ18年度末現在）

８１ヶ所
（Ｈ23年度見込）

公園愛護会の結成数（累積） ３４５団体
（Ｈ18年度末現在）

３７０団体
（Ｈ23年度見込）

ＩＴ講習会受講者数（累積） 20,877人
（Ｈ18年度末現在）

23,000人
（Ｈ23年度見込）

市民ポータルサイトの登録件数
（累積）

２６１件
（Ｈ18年度末現在）

３１０件
（Ｈ23年度見込）

ブロードバンド環境の整備率（自
治区単位）

９２％
（Ｈ18年度末現在）

１００％
（Ｈ23年度見込）

46 エネルギーの確保 0.0% 企画

・公共施設への新エネル
ギー設備の導入
・省エネルギー意識の啓
発

公共施設に導入した新エネルギー
設備の件数（累積）

１２３件
（Ｈ18年度末現在）

１３５件
（Ｈ23年度見込） Ａー２ Ａ－２

55,578,658 19.6%

260,694 0.1%

1,192,258 0.4%

0.0%

26,851,735 9.5%

9,732,104 3.4%

245,817,478 100.0%

19

45 Ａ－２

２．主体性のあるまちづくり

４．行政改革の推進・計画的な財政運営

５．計画行政の推進

総　　合　　計

基
 
本
 
姿
 
勢

３．行政ニーズの広域化への対応

Ａー２

土木建築

都市計画

0.5%

・地域情報化（ＩＴ）推
進事業
・ブロードバンド環境整
備事業
・個人情報保護・情報セ
キュリティ対策

・街区・近隣公園整備
・公園愛護会の結成促進
・さわやかトイレ事業

・市営住宅維持管理業務
・市営住宅駐車場整備事
業
・耐震改修の推進

1,064,701 企画

小　　計

20 都市を支える機
能の充実

0.4%地域情報化の推進

１．協働のまちづくり

Ａー１

Ａ－２

Ｂ－１

Ａ－２44 公園・緑地の保全
と活用

1,492,544

0.6%1,741,047

43 安全で快適な住宅
の整備

06

快適な生活
を支えるま
ちづくり
（都市基盤
の整備）

安定した生活
基盤の整備
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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

番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議意見 外部

評価 外部評価会議意見

1 大分空港国際化等利
用促進期成会負担金 総務課 Ｂ－１

大分空港の利用促進と、特別事業としてソウル
線利用率向上対策及び、上海とのチャーター便
の運行支援に対する負担金である。国際交流
の促進や、東アジア各国からの旅行者増による
地域経済への波及効果を考えると有効な事業
であると思われるが、補助対象者及び受益者
は全県にまたがるにもかかわらず、事業負担が
大分県下で本市のみであるため、公平性の観
点から負担割合や負担金の減額などの見直し
の要望が必要であると思われる。

Ｂ－１

特別事業負担金の必要性等について検証した
上で、負担割合の見直しを要望していくことが
望ましい。

2 おむつ等介護用品購
入費助成事業

介護保険課 Ｃ－１

居宅において介護が必要な要介護被保険者で
常時おむつ等介護用品を必要とする者に対し
て、購入費の９０％を支給する事業であるが、
高齢社会による将来の対象者増を見据え、一
般会計部分の支給限度額や所得制限の導入
などの検討が必要と思われる。また、他課の類
似事業（下記③）と一部対象者が重複するため
事業目的を検証し、支給条件などの見直しの検
討が必要と思われる。

Ｃ－１

他事業と重複支給とならないよう調整の上、真
に必要な者への助成となるよう所得制限の導
入を検討することが望ましい。

3 家族介護用品給付費 高齢者福祉課 Ｃ－１

在宅で要介護４・５の高齢者を介護している市
民税非課税世帯を対象に、紙おむつ等の介護
消耗品を購入できる金券を支給する事業である
が、他課の類似事業（上記②）と一部対象者が
重複するため事業目的を検証し、支給条件など
の見直しの検討が必要と思われる。

Ｂ－１

他事業と重複支給とならないよう調整の上、在
宅介護者への慰労制度は継続することが望ま
しい。
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番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議意見 外部

評価 外部評価会議意見

4 訪問理美容サービス
事業

高齢者福祉課 Ｃ－１

６５歳以上で要介護３～５またはこれに準ずる
在宅の高齢者で、理髪店や美容室に出向くこと
が困難な者に対し、理美容業者が自宅に出張
する料金を助成するものであるが、利用者が限
られている上に、デイサービスやボランティアで
理美容サービスを行っている施設や事業者等
もあるため、事業の廃止の検討が必要と思わ
れる。

Ｃ－１

内部評価会議意見に同じ。

5 ひとり暮らし高齢者
愛の訪問事業

高齢者福祉課 Ｂ－１

７０歳以上のひとり暮らし高齢者に、乳酸菌飲
料を原則として２日に１本（日曜・祝日を除く）配
達し、安否確認を行う事業であるが、他の事業
の実施や地域の協力等により、日常の安否を
確認できる場合もあると思われることから、真に
日常の安否確認が必要な者だけの利用とする
ことや対象年齢を引き上げることなどの検討が
必要であると思われる。

Ｂ－１

事業の目的が安否確認であることから、他の手
法も含めた事業実施方法について十分検討し
た上で、対象年齢を引き上げることが望まし
い。

6 長寿祝金等支給事業 高齢者福祉課 Ｂ－１

７５歳、８０歳、９０歳、１００歳以上の高齢者に
祝金や記念品を贈呈し、長寿を祝福するもので
あるが、平均寿命が男性７８歳、女性８５歳を超
える中で、祝福事業対象者年齢の引き上げや
金額の見直しの検討が必要と思われる。 Ｂ－１

長寿を祝う制度は高齢者の励みとなり、大切で
あると思われるが、今後、事業費の増大が懸念
されることから、支給金額の引き下げや、健康
で長生きしている方を対象とするなどの見直し
が必要と思われる。また、中心市街地等の活性
化のため現金ではなく商品券の支給を検討す
ることが望ましい。

7 やすらぎ見舞金 高齢者福祉課 Ｃ－１

７０歳以上で３０日以上入院加療をしたものに
5,000円～10,000円の見舞金を支給するもので
あるが、事業の必要性・有効性の観点などから
事業廃止の検討が必要と思われる。 Ｃ－１

見舞金支給の有効性という観点から本事業は
廃止することが望ましい。
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番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議意見 外部

評価 外部評価会議意見

8

母子保健普及啓発
事業
（健全母性等育成
事業）

健康課 Ｃ－１

思春期の性の悩みや不安等の相談に電話で応
じ、適切な保健指導を行なうもので、大分県看
護協会に委託して行なっているが、毎週土曜日
の午後３時間のみの相談であり、類似の相談
は子ども教育相談センター等でも行なっている
ことなどから、廃止を含めた事業の見直しの検
討が必要であると思われる。

Ｃ－１

常時相談できないことに加え、他の専門機関を
紹介することで対応できると思われることから、
事業の廃止が望ましい。

9 身近な自然観察会 環境対策課 Ｃ－１

大分市内のすぐれた自然環境が残っている地
域を紹介した「ＯＩＴＡ自然観察ガイド」に掲載し
たコースに講師を招き、年１回の自然観察会を
実施するものであるが、地区公民館における類
似事業と参加者が重複し、その他の参加者が
少ないことなどから廃止も含めた事業の見直し
の検討が必要と思われる。

Ｃ－１

参加者数が少ないことに加え、地区公民館にお
いて類似事業があることから、事業の統合や廃
止をすることが望ましい。

10 スターウォッチング
（星空継続観察）

環境対策課 Ｂ－１

星空の観察を通して大気環境保全を啓発する、
環境省の全国星空継続観察事業への参加に
併せて夏期、冬期１回ずつ市民参加による観察
会をコンパルホールで実施しているものである
が、参加者の減少が続いていることに加え観測
地点の変更も可能なことから、佐賀関海星館に
おいて実施している星空観察会との事業統合
の検討が必要と思われる。

Ｂ－１

内部評価会議意見に同じ。

11 空き缶クリーン作戦 清掃管理課 Ｃ－１

小中学校において空き缶を回収し、売却益によ
り物品等を購入することにより、物を大切にする
心を育てるとともに、環境教育を行なうものであ
るが、家庭ごみの分別回収も開始されたことに
加え、最近では家庭から出た空き缶を持ち込む
ケースも多く見られるなど、所期の目的は達成
されたと思われることから、当該事業は廃止し、
地域での「有価物集団回収の促進事業」を活用
すべきと思われる。

Ｃ－１

家庭・地域・学校において、引き続き子どもたち
への環境教育を行なう中で、当該事業は廃止
することが望ましい。
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番号 事業名 所管課 内部
評価 内部評価会議意見 外部

評価 外部評価会議意見

12 計量器検査等業務 商工労政課 Ａ－１

取引・証明に使用されている特定計量器の定
期検査や、計量器使用事業所の立入検査を行
い指導する業務であり、現在、担当職員３名1組
で年間を通して行っているが、全ての職員が正
規職員である必要性も薄いと思われることか
ら、再任用職員や嘱託職員の活用等の検討が
必要と思われる。

Ｂ－１

全ての職員が正規職員である必要もないと思
われることから、再任用職員等の活用や、民間
委託等の可能性も検討し、コスト縮減に努める
ことが望ましい。

13 労働相談事業 商工労政課 Ｃ－１

毎月第２、第４金曜日に、市役所本庁舎２階「市
民相談コーナー」において、社会保険労務士に
よる相談業務を行うものであるが、相談日が限
定されていることに加え、相談者は年間４０名
前後と少ないことから、委託相談は廃止し、職
員で対応できない専門的な相談については、他
の機関を紹介するなど事業の見直しの検討が
必要と思われる。

Ｃ－１

常時相談できず利用者が少ないことに加え、他
の専門機関等でも対応できると思われることか
ら、事業の廃止が望ましい。

14 市民ふれあい農園整
備運営事業

園芸畜産課 Ｂ－１

大分市農業協同組合が管理する市民農園の運
営について、年間経費から入園料を差し引いた
額の2分の１以内の額を補助しているものであ
るが、平成11年度からの事業であり、利用者の
多くが固定されているのが現状である。公平性
の観点から、入園料の増額など補助対象経費
の見直しの検討が必要と思われる。

Ｂ－１

内部評価会議意見に同じ。

15 有害鳥獣捕獲事業 耕地林業課 Ｂ－１

山間部に隣接する農地等で有害鳥獣（猪、カラ
ス）による農林産物の被害があった場合、地元
自治委員の要請により、捕獲許可を出し、捕獲
数に応じて捕獲報奨金等を支出するものである
が、他市と比べ報奨金の基準額が高いと思わ
れることから、報償金額の見直しの検討が必要
と思われる。

Ｂ－１

本市に隣接する他市の基準額等を考慮し、報
償金額を見直すことが望ましい。
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（２）収入の増加が見込まれる事業

1 中小企業パワーアップ
事業

商工労政課 Ａ－１

市内の中小企業に対して効率化による競争力の強
化を目的に、ＮＰＯ法人に委託し、作業効率や在庫
改善を図るための５Ｓ運動の導入の働きかけを行
なっているものであるが、当事業を実施した企業で
効果が現れていることから、引き続き事業の継続、
拡大を進める一方、企業からの負担金の徴収につ
いても検討する必要があると思われる。

Ａ－１

効率的な事業を継続して展開する中で、受益者負
担の原則から一定額の負担金の徴収について検
討することが望ましい。

2 農業集落排水事業
（施設管理費）

耕地林業課 Ａ－１

小規模で散在する農業集落に配慮した汚水処理シ
ステムを整備し、トイレの水洗化による快適な生活
環境を提供するとともに、農業用水などの水質改善
を図ろうとする事業である。現在、施設への接続率
が低く、現状の使用料では維持管理経費を賄いき
れていないため、健全な財務状態にしていくために
も、接続率１００％を目標に、より一層の普及活動を
行なうとともに、公共下水道使用料との均衡を図る
中で、適正な使用料の設定を検討していく必要があ
ると思われる。

Ａ－１

維持管理経費や公共下水道使用料との均衡を勘
案する中で、定期的に使用料の見直しを行なうこと
が望ましい。

3 屋外広告物関連事業 都市計画課 Ａ－１

はり紙や立て看板等の公告物を屋外に表示する場
合には、大分市屋外広告物条例に基づき市長の許
可を受けるとともに、手数料を納付しなければなら
ないこととなっている。しかしながら、許可申請を行
なっていない掲出物件も見受けられることから、屋
外広告物除却推進員の協力を得るなどして、違反
広告物をなくす取り組みを強化する一方、未申請物
件については、適正な手続を行うよう指導を強化す
る必要があると思われる。

Ａ－１

内部評価会議意見に同じ。

4 エスペランサ・コレジオ
講座受講料

生涯学習課 Ａ－１

エスペランサ・コレジオで行なわれる教室・講座につ
いては、受講者の材料費の負担はあるものの、受
講料は無料となっている。生涯学習施設である地区
公民館では、受講料を徴収していることから、他都
市の状況等を勘案する中で、公平性の観点から受
益者負担の検討が必要と思われる。

Ａ－１

他の生涯学習施設も受講料を徴収していることか
ら、常に魅力的な教室・講座の開催に努める中で、
公平性の観点から受益者に適正な負担を求めるこ
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
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（３）今後の方向性を明確にする必要がある事業

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

1 総務事務の一元化 人事課 Ａ－１

現在、各課ごとに行っている旅費事務などにつ
いて、事務の効率化を図るため、一元化の検討
など事務処理手法・手順等の見直しが必要で
あると思われる。 Ａ－１

システムの導入にあたっては、費用対効果を十
分検討する中で、事務の一元化に取り組むこと
が望ましい。

2
大分市情報センター
「ネットピアッツァ」運営
事業

企画課 Ｃ－１

ＩＴ講習会や無料インターネット体験などのイン
ターネットの利用促進と、外国人向けの案内機
能を持った総合観光案内を主な事業とする施
設であるが、現在はＩＴ講習会等を実施しておら
ず、無料で使用できるインターネットの利用者が
ほとんどである。また、外国語を話せるスタッフ
を配置しているものの、観光案内での利用は皆
無に等しいのが現状である。インターネットの普
及はめざましく所期の目的は達成できていると
思われることや、観光案内利用が少ないことな
どから、廃止の検討が必要と思われる。

Ａ－１

設置場所も含め事業効果を十分検証するととも
に、有効な情報発信をしていくなど、新たな事業
展開を進めることが望ましい。

3 おおいたっ子まつり
事業

児童家庭課 Ａ－１

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育成す
ることにより、すこやかな子どもの育つ大分市を
つくることを目的とし、家族で楽しめるイベントを
開催する事業であるが、現在、市に事務局があ
り、イベントの企画など事業における全てを行
なっていることから、かなりの事務負担となって
いるのが現状である。事業実施に関する新しい
アイデアなど生み出すためにも、ＮＰＯ法人へ
の委託や作業部会設置など、民間主導の運営
への変換を検討すべきと思われる。

Ａ－１

内部評価会議意見に同じ。
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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

4 生きがい対応
ディサービス事業

高齢者福祉課 Ｂ－１

６０歳以上で日常生活上は自立しているが、身体的
に虚弱で家に閉じこもりがちの高齢者をデイサービ
スセンター等で過ごすことにより、要支援、要介護と
ならないよう予防する事業である。今後、高齢者人
口の増加に伴い事業費増が懸念されることから、地
域ふれあいサロン等の利用を促進するとともに、所
得制限による利用者負担額の見直しや、利用回数
の見直し等を検討する必要があると思われる。

Ｂ－１

高齢者やその家族の立場に立ったサービスの
提供に努める中で、地域ふれあいサロン等の
利用促進をしていくことが望ましい。

5 市営住宅管理業務 住宅課 Ｂ－１

市営住宅は「住宅に困窮する低額所得者に対して
低廉な家賃で賃貸する」ことを目的とするものであ
るが、戸数に制約があるため入居できない低額所
得者がいる一方で、入居後収入が増加し、すでに低
額所得者とはいえなくなった者が引き続き入居して
いる状況が見受けられる。収入超過者や高額所得
者に対して、明渡し要請等を行なうとともに、明渡し
請求に応じない高額所得者には、家賃の見直しを
行い、真に入居が必要な低額所得者の入居が促進
されるよう取り組む必要があると思われる。

Ｂ－１

収入超過者や高額所得者に対し、明渡し請求
等を行い真に必要とする者が入居できる体制を
作ることが望ましい。

6 都市計画法手続
調査費

都市計画課 Ａ－１

都市計画の決定、変更等に関し、各種調査や策定
業務を委託しているものであるが、毎年複数の調査
を多額の費用をかけて行なっているようであるた
め、庁内における検討チームを設置し、業務のうち
民間に委託すべきものと、職員自らが行なうべきも
の等を整理する中で、効率化を図れないか検討す
る必要があると思われる。

Ａ－１

内部評価会議意見に同じ。

7 ふれあいタクシー運行
事業

都市交通
対策課 Ａ－１

公共交通不便地域において、市が指定する乗り場
から最寄のバス停までの間を２名以上の利用者が
ある場合に、１人１回２００円でタクシーを運行するこ
とにより、交通手段の確保と公共交通の利用促進を
図るものであるが、１９年４月にタクシー料金が１０．
７１％値上げされ、市の負担増が懸念されることか
ら、効率的なルートの設定や定額制の契約の導入
等を検討すべきと思われる。

Ａ－１

費用対効果を勘案した効率的なルート設定は
必要と思われるが、高齢者等の外出が阻害さ
れることのないよう関係団体と協議する中で、
無理のない料金設定の検討が望ましい。
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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

8 近隣公園管理事業 公園緑地課 Ａ－１

近隣公園等の整備について、住民の意見等を反映
したワークショップ方式の公園整備を促進している
ところであるが、公園愛護会の結成促進や里親制
度の活用の検討など、維持管理費の節減を図って
いく必要があると思われる。

Ａ－１

内部評価会議意見に同じ。

9 美術館ハイビジョン
維持管理事業

美術館
美術振興課 Ｂ－１

美術館ハイビジョンホールに設置するハイビジョン
システムについては、その維持管理に多額の費用
が掛っている。現在使用している投射管の生産が
平成１９年４月末をもって中止されていることから、
次の交換時期までに新たな映像システムを導入す
る必要があるが、維持管理も含めたより安価な映像
システムの導入を検討する必要があると思われる。

Ｂ－１

内部評価会議意見と同じであるが、新規のシス
テム導入にあたっては、費用対効果を十分検
討することが望ましい。

10 公民館類似施設管理
運営補助事業

生涯学習課 Ａ－１

校区公民館、自治公民館等に対し、人件費や活動
費などの補助を行なっているものであるが、繰越額
の大きな団体も見受けられることから、活動実態に
見合った補助制度の見直しや、執行方法を含めた
マニュアルの整備等を検討する必要があると思わ
れる。

Ａ－１

地域づくりにおいて公民館の役割は重要である
と思われることから、活動実態に見合った補助
制度の検討が望ましい。

11 市民プール管理事業 スポーツ・
健康教育課 Ｂ－１

市内６ヶ所にある市民プールのうち、桃園、三佐な
かよし、家島児童公園、向原の４ヶ所のプールは、
昭和４８年から５７年にかけ、新産業都市建設に伴
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２５
年以上が経過し、漏水等施設の老朽化が顕著と
なっており、今後修繕や改修に多額の費用がかか
ることが予想される。地域の小学校プールの利用も
可能なことから、改修等に合わせ統合の検討をする
必要があると思われる。

Ｃ－１

子どもたちの遊びの場としては重要であると思
われるが、改修費用や利用実態等を勘案する
中で、廃止や統合の検討をすることが望まし
い。
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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

12 野津原運動場管理
事業

スポーツ・
健康教育課 Ｂ－１

野球場、多目的広場からなる野津原運動場は現
在、スポーツ・健康教育課にて管理運営されている
が、宇曽山荘に隣接しており、合宿等の宇曽山荘
利用者の使用も見込めることから、管理を宇曽山荘
で行い、宇曽山荘宿泊者の優先利用を検討するな
ど、利用者増に向けた取組を検討する必要があると
思われる。

Ｂ－１

内部評価会議意見に同じ。

13 火災抑止対策事業
（住宅防火診断）

消防局
予防課 Ａ－１

大分市居住の８０歳以上８６歳未満の単身高齢者
に対し、春・秋の火災予防運動期間中、消防団員が
各家庭を訪問し、火気使用器具等の点検や防災指
導を実施しているが、指導家庭は限定的であること
や、地域において自主防災組織の活動の充実と防
災士の養成を積極的に進めていることから、対象世
帯を拡大する中で、段階的な自主防災組織への移
行を検討する必要があると思われる。

Ａ－１

各地域において自主防災組織の活動を積極的
に展開していく中で、特定の単身高齢者にかか
わらず、防災意識の高揚を図っていくことが望
ましい。

（４）拡充の方向で検討する必要がある事業

所管課

1 防災士養成事業 総務課 Ａ－３

自主防災組織から防災士候補を推薦してもらい、防
災士を養成する事業である。近年、大型台風の襲
来や集中豪雨の発生が増加傾向にあり、地震の発
生も予測されることから、防災に関する総合的な知
識と実践のための技能を持ち、地域における自主
防災組織等において、その指導的役割を担う防災
士を積極的に養成し、万一の事態に備える必要が
あると思われる。

Ａ－３

万一の災害に備え、平時からそれぞれの地域
において訓練をしておくことは、極めて有効な危
機管理対策であると思われることから、その指
導的役割を担う防災士の養成に積極的に取り
組むことが望ましい。

2 環境配慮型車輌の
導入促進 管財課 Ａ－３

地球温暖化の抑制に向け、温室効果ガス削減の取
組を一層進めることが要求されている。こうしたこと
から、公用車の更新等に際しては低排出ガス車な
ど環境配慮した車両の導入を積極的に進める必要
があると思われる。

Ａ－３

地球規模での問題であり、行政が率先して取り
組むことはもちろんのこと、事業者や市民が一
体となって取り組むことが望ましい。

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 内部

評価
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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

3 環境意識啓発事業 清掃管理課 Ａ－３

環境展や生活文化展の開催に合わせ、市報等
で出店者を募集し、フリーマーケットを開催して
いるが、スペース等に限りがあるため出店でき
ない人が多数いるのが現状である。本年４月に
は福宗環境センター内にエコライフプラザが
オープンしたことから、他のイベント・事業と併
せて、当該施設等でフリーマーケットを開催する
ことにより、出店希望者の要望に応えるととも
に、市民のごみ減量、リサイクル意識の向上を
図る必要があるものと思われる。

Ａ－３

内部評価会議意見に同じ。

4 活き粋大分街かど空間
奨励事業

公園緑地
課 Ａ－３

生垣の設置や壁面緑化、屋上緑化を行なう者
に対して助成し、市街地に緑を増やし、あわせ
て景観を改善しようとするものであるが、現在の
助成制度の効果は限定的なものであると思わ
れることから、より効果的な制度の構築を総合
的に再検討する中で、ヒートアイランド現象やＣ
Ｏ2の抑制、地球温暖化の防止などに積極的に
取り組んでいく必要があると思われる。

Ａ－３

利用実績は少なく、制度の周知が不十分と思
われることから、個人や事業者に積極的に広報
するとともに、より効率的な制度の構築を検討
することが望ましい。

5 総合型地域スポーツ
クラブ実施事業

スポーツ・
健康教育課 Ａ－３

誰もが、いつでも、どこでもスポーツに親しむこ
とができる地域に根ざした自主運営型、複合型
スポーツクラブの設立、育成を支援するもので
あるが、スポーツ活動を通して、地域住民の健
康の増進や地域コミュニティの活性化に大きく
貢献すると思われることから、今後とも積極的
な支援に努める必要があると思われる。

Ａ－３

健康の増進のみならず、地域住民の主体的な
組織運営により、地域における連帯感が達成さ
れると思われることから、積極的な支援に努め
ることが望ましい。
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３．指定管理者制度導入施設評価表

市民サービスの向上等 管理運営経費の効果等

大分市高崎山自然動物園 (財）大分市高崎山管理公社 公募

Ｈ１６．４．１
～

Ｈ２１．３．３１
（５年間）

開園時間：同じ
入園者数：45,252人増
駐車場利用台数：157,550台増
その他：イベントの実施（夏休みイベント等）
や広報誌の発行、小中学校へ割引券の配
布

改善効果額：１２３，８５７千円
収入（99,178千円増）※ただし１６年度に駐
車場の整備とさるっこレール新設
支出（24,679千円減）
退職者不補充による嘱託、臨時職員の活
用や事務費の節減など、健全な管理運営
に努めている。

Ｂ Ｂ

大分市民いこいの家 ウオクニ（株） 公募

Ｈ１８．４．１
～

Ｈ２１．３．３１
（３年間）

開館日：年末年始を開館
宿泊者数：1,293人増、日帰り：69人減
その他：接客研修も随時行われ、接客態度
が向上するとともに、利用者からの苦情やト
ラブルにも適切に対応している。

改善効果額：１８，６４７千円
利用料金制の導入による節減効果

Ｂ Ｂ

大分市社会福祉センター （社福）大分市社会福祉協議会 任意指定

Ｈ１８．４．１
～

Ｈ２１．３．３１
（３年間）

開館時間：平日の開館時間を午後７時から
午後９時に延長（事前予約分のみ）

施設利用者数：6,772人減

改善効果額：４，３０７千円
施設修繕費等の縮減

Ｂ Ｂ

大分市多世代交流プラザ （社福）大分市社会福祉協議会 任意指定

Ｈ１８．４．１
～

Ｈ２１．３．３１
（３年間）

開館時間：平日の開館時間を午後７時から
午後９時に延長（事前予約分のみ）

施設利用者数：1,662人増

改善効果額：３９９千円
施設修繕費等の縮減

Ｂ Ｂ

大分市活き活きプラザ潮騒 （社福）大分市社会福祉協議会 任意指定

Ｈ１８．４．１
～

Ｈ２１．３．３１
（３年間）

開館時間：平日の開館時間を午後７時から
午後９時に延長（事前予約分のみ）

施設利用者数：1,530人増

改善効果額：６千円
施設修繕費等の縮減

Ｂ Ｂ

大分市丹生温泉施設 （社福）大分市社会福祉会 公募

Ｈ１７．４．１
～

Ｈ２２．３．３１
（５年間）

１７年度のオープン時から指定管理者制度
を導入。
当初から接客研修等を行い、サービスの向
上に努めている。

温泉施設という特殊性から、今後大規模修
繕等が予想されるため、指定管理者と協議
の上、修繕計画を立てる必要がある。 Ｂ Ｂ

大分市海部古墳資料館 坂ノ市地区
社会教育関係団体連絡協議会 任意指定

Ｈ１８．４．１
～

Ｈ２１．３．３１
（３年間）

開館日：同じ

利用者数：2,717人増
近隣の学校や公民館等への広報活動によ
り、利用者の増に努めている。

改善効果額：１，５３０千円
事務費等の縮減

Ｂ Ｂ

市営住宅（10団地1,220戸） (株）つかさ興産 公募

Ｈ１８．１．１
～

Ｈ２１．３．３１
（３年３月間）

Ｃ Ｃ

施設の名称
制度導入による効果（導入前、直近年度との比較）

平成１８年１月１日から平成２１年３月３１日までの予定で導入したが、指定管理者から
辞退の申し入れがあり平成１９年３月３１日をもって取り消した。現在、２０年度からの指
定管理者の導入に向け検討中。

指定管理者の名称等 選定方法 指定期間

Ａ．期待以上、または期待した成果が挙がっている　　　　Ｂ．ほぼ期待した成果が挙がっている　　　　Ｃ．期待した成果が挙がっていない

平成１８年度までに指定
管理者制度を導入して
いる公の施設は、高崎
山自然動物園など８種
類である。
市営住宅を除く７施設に
ついては、指定管理者
制度導入前と比べ、一
部の施設で利用者が減
少しているものの、開館
時間など市民サービス
が向上するとともに、管
理運営経費の削減も図
られていることから、ほ
ぼ期待した成果が挙
がっているものと思われ
る。また、市営住宅につ
いては、指定管理者か
ら指定辞退の申し入れ
があり、平成１８年度末
をもって指定を取り消し
ており、期待した成果が
挙がっていないことか
ら、問題点等を踏まえ、
新たな指定管理者の指
定に向けた手続を行う
必要があると思われる。

概ね市民サービスが向
上し、経費の節減が図
られるなど、一定の成果
が挙がっていると思わ
れる。今後は、指定管理
者と協議しながら、施設
の性格や事業内容を考
慮して実績を分析する
中で、自主事業の強化
や情報発信の工夫等、
更なる市民サービスの
向上に努める必要があ
ると思われる。
施設ごとには、以下の
点に特に配慮しながら、
その展開を図ることが望
ましい。

「高崎山自然動物園」
制度導入前と比較して
一定の成果が挙がって
いるようであるが、隣接
する観光施設や小学校
との連携を図るなど、入
園者増に向けた取り組
みを強化していくことが
望ましい。

「市営住宅（１０団地
1,220戸」
指定管理者から指定辞
退の申し出があり、期待
した成果を挙げることが
できなかったことから、
新たな指定管理者の指
定については安定性・
継続性の確保等の問題
点を検証した上で、選定
することが望ましい。

内部
評価

外部
評価内部評価会議意見 外部行政評価委員意見
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