
 

 

　 　
 

　

大分市外部行政評価委員会

平成２２年１１月

平成２２年度大分市行政評価に関する

大分市外部行政評価委員会　意見書 



１．政策・施策評価による今後の施策の方向性

達成状況　：　◎．計画以上で推移している　　○．概ね計画どおりで推移している（平成２３年度達成見込み）　　△．計画以下で推移している

コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

民生委員、児童委員数 ７７１人 ７９２人 ８２０人 ○

小地域福祉ネットワーク事業における
協力者数

１０，５６７人 １４，８３２人 １１，６００人 ◎

地域ふれあいサロンの箇所数（累積） １７１ヶ所 ２２２ヶ所 ３３０ヶ所 △

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）

７．３％ ３．３％ △

通所施設整備数（累積） ２７ヶ所 ２９ヶ所 ３１ヶ所 ○

就労移行支援事業対象者数 ２６人 ４０人 １３８人 ○

こどもルーム施設数（累積） ７施設 ８施設 １０施設 ◎

一時保育を実施している保育所（園）
の数（累積）

３施設 ９施設 １２施設 ○

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 ３９７人 ６００人 ○

国民健康保険保健指導訪問事業 ９３１人 ５８０人 １，２５０人 △

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）

５．３０％ ２．１０％ △

ヘルスボランティア育成講座修了者数
（累積）

２１１人 ２４４人 ４００人 △

食生活改善推進員養成講座修了者数
（累積）

２２３人 ２８５人 ３００人 ◎

中高年者に対する健康教室 ５４１回 ５２４回 ６００回 △

都市計画 ・健康づくり施設整備事業 健康遊具設置公園数 ２箇所 ○

救急救命センター受入可能数
（入院患者延数）

１，６７２人 ８２３人 １，７５０人 △

救急救命センター受入可能数
（外来患者延数）

６，９７４人 １１，１４２人 ７，３００人 ◎ 経費維持

経費維持

22年度予算額（千円）

340,629

福祉保健

1,477,288 0.7

233,983 0.1

健康づくりの推進

福祉保健

・国民健康保険事業
・国民年金事業
・後期高齢者医療事業

・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

・救急医療対策事業
・小児慢性特定疾患対策事業
・開設許可等医療事務

地域医療体制の充実

福祉保健

・介護保険事業
・高齢者ワンコインバス事業
・敬老者祝福事業
・施設入所者援護事業

福祉保健

・障がい者医療助成事業
・介護・訓練等給付事業
・自主支援医療費給付事業
・地域生活支援事業

社会保障制度の充実

福祉保健

市民

8,196,541

68,142,308 32.5

27,486,927 13.1

19,676,352 9.4

基本政策
（部・大事業）

政　　策
（章・中事業）

施　　策
（節）

児童・母子福祉の充実

01

04

高齢者福祉の充実

05

社会福祉の
充実

成果指標

主な事業

・社会福祉協議会運営補助
・民生委員事業
・市民いこいの家・丹生温泉運営
事業

福祉保健

部局名

3.9

地域福祉の推進

障がい者（児）福祉の
充実

0.2

01

02
健康の増進
と医療体制
の充実

・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
・私立認可保育所運営費、事業費
補助

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
）

01

02

03

06

07

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

経費抑制

経費拡大

「市民福祉の向上」
は、１１施策から構成
されており、平成２２
年度予算における全体
事業費は、全会計予算
額の６０．２％となっ
ている。

「高齢者福祉の充実」
では、平成２６年度に
は、大分市の高齢化率
は23.6％と推計されて
いることから、今後は
各事業において実施対
象年齢の見直しを図り
ながら、真に必要とさ
れる市民にサービスが
行き届くような施策の
展開を図る必要があ
る。また、高齢者の地
域活動を効果的に推進
する中で、地域自らが
互いの高齢者を支えあ
うような仕組みの構築
が望まれる。
「児童・母子福祉の充
実」は、家庭内暴力・
児童虐待等が、非常に
深刻な問題となってい
ることから、子育て支
援センター等での相
談・指導事業の更なる
充実を図る必要があ
る。
また、「社会保障制度
の充実」における国
保・年金・高齢者医療
でも今後、非常に高い
伸びが予想されてお
り、財政健全化のた
め、医療費適正化事業
や収納率向上対策事業
等によりいっそう取り
組むとともに、「健康
づくりの推進」施策と
一体的に市として予
防・健康づくりに取り
組んでいく必要があ
る。
「地域コミュニティの
再生」では、本市が進
める市民協働のまちづ
くりの最重要課題であ
ることから、経費を維
持しながら推進する必
要がある。
「健全な消費生活の実
現」では、ライフパル
利用者数が増加傾向に
あり消費生活に多くの
関心が集まる中、より
一層の消費者の自立支
援など、消費生活の安
定と向上に向けた取組
を推進する必要があ
る。

経費抑制

経費拡大

経費拡大

経費拡大

経費拡大 経費維持

経費維持

経費維持

「高齢者福祉の充実」
少子高齢化の進行に伴
い、高齢者福祉サービス
に対する市民ニーズは今
後とも増大すると思われ
ることから、市民にとっ
て真に必要なサービスの
確保に努めることが必要
である。その一方で、
様々な高齢者福祉施設に
おいて、特定の高齢者に
よる利用が多く見受けら
れることから、家庭に閉
じこもりがちな高齢者の
利用促進等により、さら
なる高齢者福祉の充実に
努めることが重要であ
る。

「社会保障制度の充実」
「健康づくりの推進」
高齢化の進展に伴い、医
療給付に係る経費は今後
とも増大すると思われる
が、他の施策との連携を
図る中で、生きがい対策
や健康づくりの推進など
により、市民が地域でい
きいきと生活できるよう
な予防重視型システムの
構築と、市民が自分の健
康管理は自分で行うのだ
という意識の醸成に積極
的に取り組む必要があ
る。また、健全な国保財
政運営の確保のため、国
民健康保険料の収納率を
向上させる取組を強化し
ていくことが重要であ
る。

経費拡大

経費拡大
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

市民 ・人権啓発掲示板設置事業

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）

１３０回
（５，２９３人）

１４０回
（６，５００人）

○

09
男女共同参画社会の実
現

5,011 0.0 企画
・男女共同参画啓発事業
・ＤＶ関係対策事業

審議会等の総員数に占める女性委員の
割合

２９．９％ ３２.４% ３５．０％ ○

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）

４７．９％ ９０％ △

校区公民館の設置数（累積） ３３か所 ３４か所 ３５か所 ○

企画
・地域コミュニティポータルサイ
ト整備事業

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 ５８校区 ６１校区 ○

消費生活教室の開催数 ２２回 ３７回 ４０回 ○

ライフパル利用者数（来館者・電話利
用者）

３８，８９７人 ４１，２００人 ４０，０００人 ◎

商工 ・計量関係事業 適正計量指導に係る立入検査店舗数 － ８８店
９２店

（H22年度計画
値）

○

小　　計 126,033,150 60.2

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

・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

0.0

・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
・消費生活啓発事業

地域コミュニティの再
生

428,645 0.2

人権・同和対策の推進 35,459

11 健全な消費生活の実現

人権尊重社
会の形成

地域コミュ
ニティの再
生

03

04

05
健全な消費
生活の実現

市民

10,007 0.0

市民

10

08

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

標準学力検査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

小学校　101
中学校　101

小学校104以上
中学校104以上

△

新体力テストで全国平均以上の種目の
割合

４．９％ ４．２% ３０％ △

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）

４４．８％ ３２％ ◎

市民
・公民館等の管理運営事業
・公民館類似施設整備補助事業

地区公民館年間利用者数 1,025,144人 1,051,830人 1,150,000人 △

生涯学習指導者の登録者数 ２４４人 ３４２人 ３２０人 ◎

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 ５，３６９人 ２，０００人 ◎

児童生徒のボランティア活動参加率 ７０％ ７７％ ９０％ △

父親部が設立されている大分市立小中
学校の数

６５校 ８４校 ８８校（全校） ○

少年自然の家主催事業の定員に対する
参加率

９０％ ９７％ １００％ ○

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
・おおいた夢色音楽プロジェクト

コンパルホール施設利用者数 1,216,785人 1,000,593人 1,300,000人 △

美術館施設利用者数 206,402人 222,348人 232,000人 ○

アートプラザ利用者数 138,162人 170,390人 152,000人 ◎

総合型地域スポーツクラブの総会員数 ６５８人 ８，４２４人 ４，２００人 ◎

県民体育大会の優勝種目数 １４種目 ２０種目 ２４種目 △

指導者研修会の参加者数 ３２５人 ９８４人 ５５０人 ◎

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 １，４２０人 １，１００人 ◎

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 ４件 ４件 ◎

小　　計 11,704,454 5.6

経費維持

経費維持

経費維持

「教育文化の振興」
は、６施策から構成さ
れており、平成２２年
度予算における全体事
業費は、全会計予算額
の５．６％となってい
る。

本市における児童・生
徒の学力や体力につい
ては、全国平均を下回
るという状況が近年見
受けられることから、
「学校教育の充実」で
は、特に標準学力検査
の結果を真摯に受け止
め、その原因の究明と
その打開策を早急に検
討する必要がある。
「社会教育の推進と生
涯学習の振興」では、
行政のみではなく、地
域や民間が連携してい
くことが必要不可欠で
あることから、それぞ
れの役割の中で地域活
動に取り組むなど、地
域力の向上を図ってい
く必要がある。また、
地域コミュニティの拠
点となる地域の公民館
については本市の財政
状況を勘案しながら、
計画的な建設や維持補
修について検討してい
く必要がある。
「スポーツ・レク
リェーションの振興」
の総合型地域スポーツ
クラブ実施事業につい
ては、地域のコミュニ
ティの再生や健康づく
りに役立つ取り組みで
あり、総会員数も順調
に推移しているが、そ
の特性を更に生かした
事業展開を図るため、
各校区だけでなく広域
での総合型地域スポー
ツクラブを構築する必
要がある。

経費維持

経費維持

経費維持

0.036,920

351,515 0.2

0.3

81,129 0.0

1,594,203 0.8

583,207

教育委員会

・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
・教育指導事業

スポーツ・レクリエー
ションの振興

社会教育の推進と生涯
学習の振興

個性豊かな文化の創造
と発信

青少年の健全育成

国際化の推進17

教育委員会
・社会教育事業
・市民図書館管理運営事業

教育委員会

教育委員会
・美術館・アートプラザ等管理運
営事業
・文化財保護事業

・青少年教育育成事業
・少年自然の家管理運営事業
・いまいち山荘管理運営事業

教育委員会

・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・奨励事業

企画

・地球市民・夢アクティブ２１関
連事業
・国際化推進事業
・武漢定期交流（公式訪問団交
流）
・大分市オースチン市姉妹都市提
携20周年記念事業

07

02

スポーツ・
レクリエー
ションの振
興

15

13

9,057,480 4.3学校教育の充実

豊かな人間
性の創造

個性豊かな
文化の創造
と発信

国際化の推
進

09

06

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
）

08

16

12

14

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

「学校教育の充実」
本市における児童・生徒
の学力・体力は、成果指
標の目標値に大きく及ば
ない状況にあることか
ら、その目標達成に向
け、児童・生徒への指導
方法の見直しや生活習慣
との関わりなど、取組の
過程を常に検証しながら
進めていくことが重要で
ある。また、児童・生徒
を指導する教職員が互い
に切磋琢磨して教育力を
上げる仕組みの構築や、
教育に打ち込める環境づ
くりを進め、その上で児
童・生徒の体力・学力向
上に貢献してもらうとい
う施策の展開も必要であ
ると思われる。
一方、施設の維持管理な
どハード面においては、
厳しい財政状況のもとで
はあるが、計画的な整
備・修繕など施設機能の
充実に努めていく必要が
あると思われる。

「社会教育の推進と生涯
学習の振興」「青少年の
健全育成」
地域社会の連帯意識が希
薄となりつつある中、行
政、家庭、学校、民間、
地域等の連携した取組が
必要不可欠である。家
庭、学校、地域等が一体
となって青少年の豊かな
人間性の育成を図ること
により、地域や家庭での
過ごし方など社会的な変
化が現れると思われるこ
とから、積極的な取り組
みが望ましい。
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

公共施設耐震化進ちょく率 ４８．２８％ ６０．５０％ ５５．７０％ ◎

自主防災組織結成率 ７４．９３％ ９５．９９％ ９５．００％ ◎

福祉保健 ・災害救助事業

土木建築 ・水防事業

都市計画 ・災害復旧拠点公園整備 1箇所 ○

雨水排水ポンプ場設置箇所数（国施工
累積）

３ヶ所 ６ヶ所 ６ヶ所 ○

雨水排水ポンプ場設置箇所数（市施工
累積）

５ヶ所 ５ヶ所 ６ヶ所 ○

各種団体への防火指導等回数 ５５０回
３，３８７回

（Ｈ19～21年度の
累積）

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
４１，８３２人

（Ｈ19～21年度の
累積）

５０，０００人
（Ｈ19～23年度の

累積）
○

応急手当普及員数（累積） ２６０人 ３６３人 ５１０人 △

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 ４４７団体 ２００団体 ◎

土木建築
・大分川右岸照明灯設置工事
・局地的豪雨対応看板設置工事

小　　計 1,798,604 0.9

１１．４１ｋｍ
２７．３３ｋｍ
（Ｈ18～Ｈ23年度
の累積）

△
土木建築
（市民）

・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

経費維持

経費拡大

経費維持

経費維持

経費拡大

1,087,070 0.5

281,629 0.1

91,192 0.0

210,206 0.1

128,507 0.1

交通安全対策の推進

18

11

土木建築
・雨水排水ポンプ場整備事業
・河川維持改良事業

・消防業務
・消防施設、車両整備

消防・救急体制の強化 消防局

総務

・自主防災組織活動促進等事業
・防災知識普及啓発事業
・防災情報メール配信システム事
業

防災力の向
上

03

10

防災・危機管理体制の
確立

22

20

19 治山・治水対策の充実

安心できる
暮らしの確
保

21

安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

（
防
災
安
全
の
確
保
）

防犯体制の強化

「防災安全の確保」
は、５施策から構成さ
れており、平成２２年
度予算における全体事
業費は、全会計予算額
の０．９％となってい
る。

「防災・危機管理体制
の確立」「治山・治水
対策の充実」「消防・
救急体制の強化」で
は、昨今の異常気象や
集中豪雨などが頻繁に
起きる中、市民の安心
安全に対する意識は高
まっていることから、
雨水ポンプ場の建設な
どのハード面の整備に
加え、住民・地域・行
政がそれぞれの役割を
果たす危機管理体制の
構築が重要である。
「交通安全対策の推
進」「防犯体制の強
化」では、現状の経費
を維持しつつ、それぞ
れの緊急度に応じて事
業の見直しや効率的な
執行に努めながら成果
の向上を図る必要があ
る。

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

 
「防災・危機管理体制の
確立」
昨今の異常気象や集中豪
雨などが頻繁に起きる
中、市民の安心安全に対
する意識の高まりによ
り、地域防災力は向上し
ていると思われる。あら
ゆる災害に備え、安心・
安全に暮らせるまちづく
りに向けた個々の体制・
対策の一層の充実強化を
図ることは重要であり、
市民や地域、国・県・市
などそれぞれの機関の役
割分担を整理する中で、
連携を深めながら効率的
な執行に努め、経費を維
持しつつ成果の向上を図
る必要がある。

「交通安全対策の推進」
本市の自転車を積極的に
活用したまちづくりは、
環境保全の観点からも大
変有効な取組であると思
われることから、今後も
自転車を安全・快適に利
用できる環境づくりに努
めるとともに、歩行者の
安全確保を図るため、
カーブミラーの整備など
交通安全環境の整備にも
配慮する必要がある。
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

環境 ・身近な自然観察会

保存木の指定数（累積） ７１本 ７４本 ８６本 ○

保存林の指定数（累積） １５か所 １５か所 １７か所 ○

「郷土の緑保全地区」区域指定面積
（累積）

４０．７ｈａ ５０．２ｈａ ９０．０ｈａ ○

市民 ・日本一きれいなまちづくり事業 ボランティア清掃団体登録件数（累積） ６９団体 １６３団体 １３０団体 ◎

ごみ排出量（一般廃棄物） 179,900 ｔ 160,937 ｔ 156,200 ｔ以下 ○

リサイクル率（一般廃棄物） ２８．０％ ２２．８％ ３４．０％以上 △

狂犬病予防注射率 ６１％ ６５% ７５％ △

事業者等への衛生教育実施回数 ６４回 ８８回 ８８回 ○

環境 ・空き地対策事業

有害大気汚染物質における環境基準達
成率

８７．５％ １００％ １００％ ◎

一般地域における騒音環境基準達成率 ９６．２％ １００％ １００％ ◎

27 地球環境問題への取組 19,586 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 85,865 t－CO2 ６％減 ◎

小　　計 4,021,120 1.9

「環境の保全」は、５
施策から構成されてお
り、平成２２年度予算
における全体事業費
は、全会計予算額の
１．９％となってい
る。

「廃棄物の適正処理」
の施策では、取り組み
に対し市民の関心も高
いと思われることか
ら、更なる施策の展開
により成果の向上を図
ることが望ましい。そ
の一方で、ごみの適正
な処理や施設の維持改
修費に多額の費用がか
かることが見込まれる
ことから、リサイクル
率を高めるとともに、
ごみの排出量を更に抑
制する施策を実施して
いくことが必要であ
る。
「地球環境問題への取
組」では、地球温暖化
対策事業としてＣＯ2
削減に対する、市民・
事業者への意識啓発等
を積極的に推進してい
くことが必要である。

経費拡大

経費維持

0.0

155,282 0.1

経費維持

経費維持

経費維持

38,580 0.0

68,994

豊かな自然
の保全と緑
の創造

23
豊かな自然の保全と緑
の創造

13

公害の未然防止と環境
保全

環境

・大気・騒音・水質等監視測定業
務
・アスベスト調査
・水質等分析事業

快適な生活
環境の確立

福祉保健
・食品衛生監視事業
・墓地事業
・検査体制機能強化事業

3,738,678 1.8廃棄物の適正処理24

環境

・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
・産業廃棄物対策事業

都市計画

・緑化啓発事業
・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
・みんなの森づくり事業

12

清潔で安全な住環境の
創出

26

25

04

人
と
自
然
が
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り

（
環
境
の
保
全
）

経費維持

経費拡大

 
「廃棄物の適正処理」
市のごみ減量に向けた積
極的な取組により、ごみ
排出量が減少するなど一
定の成果が上がっている
ことは評価できるが、今
後もごみの適正な処理や
施設維持に多額の費用が
かかることが見込まれて
いるようであることか
ら、ごみの排出量を更に
抑制する施策の展開が望
ましい。特に、多くの都
市で導入され、ごみ減量
とコスト削減に有効であ
ると言われている有料ご
み袋制度の導入について
検討を行う必要がある。

「地球環境問題への取
組」
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、人と自然がとも
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。特に、多
くの企業が本市に集中し
ている現状を踏まえ、事
業者へ意識啓発を積極的
に行うとともに、行政と
一体となった取組を行っ
ていくことが望ましい。

経費維持

経費抑制

経費維持
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

大分市主催の産・学・官交流活動数
（累積）

６事業 １９事業 ２６事業 ○

企業体質強化支援企業数（累積） ３９社 ９６社 １４０社 ○

武漢市での経済交流支援企業数（累
積）

３０社 １０６社 ８０社 ◎

認定農業者数（累積） １４４人 １６３人 １６０人 ◎

農産物認証制度取得農業者数（累積） １１９人 １４３人 １５０人 ○

農地流動化面積（累積） ４２７ｈａ ４４０ｈａ ５００ｈａ ○

農業委員会 ・農地法に基づく各種申請処理 農地法に基づく申請、届出処理面積 ー ４６ｈａ － ー

商工農政 ・農業集落排水の適正な管理 使用料収納率 ー ９９．３％ １００％ ○

年間間伐面積 ２８０ｈａ ２０２.７６ｈａ ３００ｈａ △

林道の舗装延長 ９７，９７８ｍ 100,831.87ｍ ９９，８００ｍ ◎

魚礁設置量（累積） 45,752空ｍ３ 53,642空ｍ３ 54,768空ｍ３ ○

貝類の養殖漁業生産量 １，３００㎏ ２，７００㎏ ４，０００㎏ ○

水産物流通加工支援による商品化品目
数（累積）

１品目 ８品目 ５品目 ◎

年間商品販売額
５，２４８億円

（Ｈ16年度実績）
次回調査・・・23

年度
５，５６３億円

卸売商業の年間商品販売額
９，４２２億円

（Ｈ16年度実績）
次回調査・・・23

年度
９，４２２億円

公設地方卸売市場における取扱金額 270億7500万円 238億9600万円 ２９０億円 △

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

高崎山～西大分エリアイベント開催数 ６回 １２回 １０回 ◎

観光宿泊客数 663,765人 714,867人 800,000人 △

財務部他 ・緊急雇用対策関連事業
財務・福祉保健・土木・都市計画部等
における調査事業等

－ － － －

（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 ４７３百万円 ５０９百万円 △

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 11,747人 20,000人 △

小　　計 6,156,614 2.9

・商業振興事業
・経営診断、経営相談
・卸売市場管理運営事業
・おおいた七夕まつり、生活文化
展

商工農政
経費維持

375,293 0.2

420,123 0.2

117,582 0.1

434,263 0.2

777,379 0.4

112,128 0.1

3,919,846 1.9

・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

商工農政

・労働相談事業
・若年者就労意識向上事業
・勤労青少年ホーム事業
・団塊の世代のやりたいこと応援
事業

・企業立地推進事業
・新規創業・中小企業支援事業
・工業振興事業
・金融対策事業

・稚魚等放流事業
・広域漁港整備事業
・漁村再生事業

・多様な担い手の確保・育成
・新規就農者支援事業
・大分市6次産業育成事業
・農産物の販路拡大と地産地消
・園芸振興総合対策事業

・間伐即進路網整備事業
・林道開設事業
・有害鳥獣捕獲事業

商工農政

商工農政

商工農政

特性を生か
した生産業
の展開

28
工業の振興と地域産業
の活性化

05

16
魅力ある観
光の振興

に
ぎ
わ
い
と
活
力
あ
ふ
れ
る
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

（
産
業
の
振
興
）

14

17

安定した雇
用の確保と
勤労者福祉
の充実

15

林業の振興

水産業の振興

魅力ある観光の振興

37
安定した雇用の確保と
勤労者福祉の充実

31

36

農業の振興

小売商業の振興
卸売商業の振興
流通拠点の充実
サービス業の振興

活気ある流
通・サービ
ス業の展開

29

30

32
33
34
35

商工農政

商工農政

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

「産業の振興」は、１
０施策から構成されて
おり、平成２２年度予
算における全体事業費
は、全会計予算額の
２．９％となってい
る。

「工業の振興と地域産
業の活性化」の施策で
は、地域主権が叫ばれ
ている中、企業立地誘
致や企業の人材育成に
係る支援事業の推進を
図る必要があるが、そ
の一方で、必要最小限
の投資で最大の効果を
挙げていけるよう、よ
り選択と集中を実施し
ていく必要がある。
「農業の振興」の施策
についても、事業の展
開において、徹底した
効果の検証や見直しを
行い、最小の経費で最
大の効果が挙がるよう
努めていくことが必要
である。

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

経費維持

 「工業の振興と地域産業
の活性化」「小売商業の
振興」「卸売商業の振
興」「流通拠点の充実」
「サービス業の振興」
市として必要最小限の投
資で最大の効果を上げて
いけるよう、より選択と
集中を実施していくこと
はもちろんであるが、交
通体系の整備促進等によ
り隣接市との人や物の交
流が盛んになっている現
状を踏まえ、市単独で取
り組むのか、広域で連携
して取り組むのかを考え
ながら施策を展開してい
くことが望ましい。

「農業の振興」
食の安全性に対する関心
の高まり、食を通じた心
の豊かさの追求など、市
民のニーズも多様化して
いると思われることか
ら、市の施策方針にマッ
チした取組を推進すべき
である。例えば遊休農地
の利活用を推進すること
により、農村の活性化や
担い手の確保・育成とと
もに、市民の「食」と
「農」についての理解が
深まり、魅力ある地域づ
くりと農業の振興に寄与
するものと思われる。

「林業の振興」
林業を営むうえで、重要
な生産基盤である林道整
備については、順調に整
備されているようである
が、年間間伐面積につい
ては成果指標を見る限り
では、目標に大きく及ば
ない状況にあることか
ら、様々な方法と組み合
わせながら林業の振興策
に取り組んでいくことが
望ましい。

「魅力ある観光の振興」
本市の観光については、
他都市での認知度は高い
と言えず、その魅力を活
かしきれていない側面が
あると思われることか
ら、ホームページの充実
や民間活力の活用などに
取り組み、上手に情報発
信していくことが必要と
思われる。また、既存の
観光資源に加え、世界有
数の企業群を活用した産
業観光についても、様々
な関係機関との連携を強
化しながら積極的にＰＲ
していくことが重要であ
ると思われる。
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

土地区画整理事業施行済箇所（累積） １７ヶ所 ２０ヶ所 ２０ヶ所 ◎

土地区画整理事業施行済面積（累積） １，９１２ｈａ ２，１６９ｈａ ２，１６９ｈａ ◎

土木建築
・公共道路事業
・道路新設改良事業
・橋梁新設改良事業

幅員４ｍ以上となった市道の延長（累
積）

１，６７３㎞ １，７３２㎞ １，８００㎞ △

都市計画

土木建築
・市道管理事業
・道路維持事業

市が設置する駐輪場の整備箇所数（累積） １１ヵ所 １３ヵ所 １５ヵ所 ○

交通渋滞解消・緩和箇所（累積） ５ヶ所 ５ヶ所 １１ヶ所以上 △

企画 ・大分川ダム対策事業

環境 ・水道水源開発施設整備事業

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％

７２．６％
うち下水道57.3％
うち浄化槽14.9％

７７．５％
うち下水道57.3％
うち浄化槽19.8％

○

市管理河川改修延長（累積） 32,452ｍ 33,136ｍ 35,480ｍ △

河川敷の有効活用箇所数（累積） １７ヵ所 １８ヵ所 １９ヵ所 ○

市民 ・住居表示整備事業

都市計画 ・従前居住者用賃貸住宅管理 住宅使用料収納率 87.20% 90% ○

住宅の耐震化率 ７８％ ７９．８％ ８４％ △

大分市営住宅駐車場整備率 ５６％ ８４．５％ １００％ ○

市民１人当たりの公園・緑地面積 １４．０２㎡ １４．９０㎡ １６．００㎡ ○

多目的トイレの設置数（累積） ６４ヶ所 ７１ヶ所 ８１ヶ所 ○

公園愛護会の結成数（累積） ３４５団体 ３７３団体 ３７０団体 ◎

ＩＴ講習会受講者数（累積） 20,877人 23,221人 23,000人 ◎

市民ポータルサイトの登録件数（累
積）

２６１件 ２８０件 ３１０件 ○

ブロードバンド環境の整備率（自治区
単位）

９２％ １００％ １００％ ○

46 エネルギーの確保 0 0.0 企画
・省エネルギー意識の啓発
・新エネルギー導入の啓発

公共施設に導入した新エネルギー設備
の件数（累積）

１２３件 １６７件 １３５件 ◎ 経費維持 経費維持

小　　計 30,862,901 14.7

・駐輪場整備事業
・新コミュニティ交通事業
・交通渋滞対策・公共、交通利用促
進事業

交通体系の確立 1,364,148 0.7

都市計画

経費維持

経費維持

120,659 0.1

847,306 0.4

17,102,039 8.2

19

水道の整備

計画的な市街地の整備

40

安定した生
活基盤の整
備

41

42 河川の整備

公園・緑地の保全と活
用

44

・地域情報化（ＩＴ）推進事業
・システム開発事業
・統合型ＧＩＳ構築事業

0.5

38

39

下水道の整備

地域情報化の推進

都市計画
・土地区画整理、住環境整備事業
・駅周辺総合整備事業
・大分都市計画道路整備事業

7,927,639 3.8

企画

1,359,185

・都市公園整備事業
・公園管理事業
・佐野植物園管理事業

都市計画

土木建築

・河川整備・維持改良事業
・港湾関係県事業負担金

・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

下水道

土木建築

・公共下水道整備事業
・処理場整備・維持管理事業
・普及啓発事業

1,039,046 0.5

快
適
な
生
活
を
支
え
る
ま
ち
づ
く
り

（
都
市
基
盤
の
整
備
）

0.6

1,102,879

 「安全で快適な住宅の整
備」
民間の住宅供給状況を見
極める中、適正な公営住
宅戸数の把握に努め、市
民の多様化するニーズに
対応しながら、今後の整
備や維持・管理のあり方
を検討していくことが必
要であると思われる。

「公園・緑地の保全と活
用」
公園・緑地は市民の憩い
の場、地域レクリエー
ションの場、さらには、
災害時の避難の場とし
て、整備・管理していく
ことが望ましいが、財政
状況が厳しい中、必要性
や整備の優先度、実現
性、地元住民の意向など
を勘案し、過大なものと
ならぬよう努めていくこ
とが望ましい。

経費抑制

経費維持

43
安全で快適な住宅の整
備

06

20
都市を支える
機能の充実

45

快適な都市
構造の形成

18

経費維持

経費拡大

経費拡大

経費維持

経費抑制

経費維持

「都市基盤の整備」
は、９施策から構成さ
れており、平成２２年
度予算における全体事
業費は、全会計予算額
の１４．７％となって
いる。

「計画的な市街地の整
備」の施策では、駅周
辺総合整備事業等を進
めており、経費の増大
が見込まれているが、
必要最小限の投資で最
大の効果を挙げていけ
るよう、より選択と集
中を実施していく必要
がある。
「下水道の整備」で
は、平成22年度より公
営企業会計方式を導入
し、経営の健全化に向
けた取組を行ってきて
いるところであるが、
今後も独立採算の観点
に立って更なる事業の
効率化に努める必要が
ある。
「安全で快適な住宅の
整備」の施策では、将
来の公営住宅のあり方
を慎重に見極める中
で、多様化する市民
ニーズに的確に応えう
る整備、改善の方策に
ついて、コスト面にも
配慮した計画的な展開
を図る必要がある。

経費拡大

経費拡大

経費維持

経費維持

経費維持

経費抑制
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コード 名称（略称） コード
名称（略

称）
コード 名称（略称） 事業費

構成比
（％）

指標名
現状値

(Ｈ18年度）
進捗状況

（Ｈ21年度）
目標値

（Ｈ23年度見込）
達成
状況

評価 総合経営会議意見 評価 外部行政評価委員会意見

22年度予算額（千円）
基本政策

（部・大事業）
政　　策

（章・中事業）
施　　策
（節）

成果指標

主な事業部局名

総合経営会議の結果 外部行政評価の結果

総務

企画

市民

企画

議会事務局

選挙管理委
員会事務局

0 0.0 企画

総務

企画

財務

会計課

監査事務局

財務

総務部

企画

財務

市民

選挙管理委
員会事務局

財務

総　　合　　計 209,396,445 100.0

171,661 0.1

239,988 0.1

５．計画行政の推進

３．行政ニーズの広域化への対応

４．行政改革の推進・計画的な財政運営

２．主体性のあるまちづくり

１．協働のまちづくり

2,280,320 1.1

26,127,633 12.5

基
　
　
本
　
　
姿
　
　
勢
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２・事務事業評価による見直し

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

1
０５．
社会保障制
度の充実

保健事業活動費
（公民館健康づく
り教室外4事業）

国保年金課

国保医療費の適正化を
目標に、３部７課で健康
づくり推進本部を結成
し、各課が国保予算を
活用して展開する各種
保健事業

ａ－５

現在行っている健康づくり事業が、医療費の
適正化に効果を挙げているのかを検証し、不
要な事業の廃止や、例年キャンセル待ちが多
く出る人間ドッグ・脳ドック受診助成等に予算を
振り向けるなど事業の見直しを検討すべきで
ある。

ａ－５ 総合経営会議意見に同じ

2
２０．
消防・救急
体制の強化

非常備消防費
（消防団詰所施設
整備事業）

消防局
警防課

市民の安心安全のため
地域防災の拠点として
設置している消防団詰
所の整備拡充を行う事
業

d－３

地域防災の拠点として設置している消防団詰
所は、市民の安心安全のため重要であるが、
現在の詰所位置や設置数が適切なのかの検
証や調査が十分なされていないと思われるこ
とから、地域の実情を考慮しながら適正な詰所
管理基準を定めることを検討すべきである。

ｃ－３

消防団については、自治組織との密接な関係
があることから、自治組織との連携の中での
詰所、防火活動等がどうあるべきかというもの
を調査・研究し、基準を定めた上で、見直しを
行うことが望ましい。

3
２４．
廃棄物の適
正処理

生ごみ処理機器
購入補助金

清掃管理課

市内に居住する者が、
市内で生ごみ処理機器
を購入する際に、購入
金額の２分の１（上限３
万円）を補助金として交
付する事業

ｃ－３

燃やせるごみの約７割を占める「生ごみ」の減
量化を促進するとともに、ごみ減量に対する市
民の意識の高揚を図るため、生ごみ処理機器
の購入補助は有効ではあると思われるが、補
助金額について他都市平均と同程度の補助と
することを検討すべきである。

ｃ－３ 総合経営会議意見に同じ

4
２９．
農業の振興

大分市花卉園芸
大会補助金

農林水産課

市内花卉同好会による
園芸大会(朝顔、菊花)
に対して補助金を交付
する事業

ｂ－３

補助金交付についての見直しを検討するとと
もに、市民活動の一環として「あなたが支える
市民活動応援事業」の活用など、自立した会
運営を行える体制の確立をめざすことを検討
すべきである。

ｂ－３ 総合経営会議意見に同じ

総合経営会議　意見
評価

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価
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２・事務事業評価による見直し

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

総合経営会議　意見
評価

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価

5
３６．
魅力ある観
光の振興

教育旅行誘致事
業(豊の都市おお
いた情報発信事
業)

観光課

旅行業者への依頼など
を通して県外教育機関
へ修学旅行誘致を行う
事業

ａ－５

教育旅行等の誘致促進は、観光関連産業へ
の経済波及効果は大きく、欠かすことは出来
ない取組ではあると思われるが、観光課にお
いて実施している他の事業との統合により、有
効かつ効果的な事業展開が図れると思われる
ことから事業の整理・統合を検討すべきであ
る。

ａ－３

総合経営会議意見に同じであるが、加えて民
間との連携強化により効率的かつ効果的な事
業展開が期待できることから、更なる民間活力
の活用を検討することが望ましい。

6
３９．
交通体系の
確立

未登記道路等処
理業務

土木管理課

市道認定がされている
道路敷について、大分
市以外の所有者が登記
簿上存在しているた
め、それらの所有権を
大分市に移転するため
の事業

d－３

市内すべての未登記物件の移転作業は、今
後かなりの期間と費用がかかると思われるこ
とから、当分の間は必要最小限の取組とする
ことを検討すべきである。

d－３
総合経営会議意見に同じであるが、事業の優
先度は低いことから、事業費を出来るだけ抑
えることが望ましい。

7

９４．
行政改革の
推進・計画
的な財政運
営

庁舎等の設備保
守点検業務委託
（指導業務）

契約監理課

入札事務の効率化やコ
スト縮減及び入札契約
制度の透明性・公平性
の向上を図る事業

d－２

地方公共団体の契約は一般競争入札による
ことが原則であり、随意契約は、あくまでも例
外的な契約方法であることを踏まえた場合、前
例にとらわれることなく法的要件や合理性等を
厳密に判断する必要があるが、専門性や安全
性確保の観点から設備設置業者や系列業者
と長年に亘って随意契約している事例が見受
けられる。安全性の観点からは一定の合理性
はあるが、安易な執行とならないよう個々の事
案ごとに業務の性質や特殊性、経済性等を十
分に検証したうえでの業者選定を検討すべき
である。

d－２

随意契約に当たっては、契約事務の公正性や
透明性を確保するため、個々の契約ごとに内
容の妥当性や経済的合理性を十分検討する
など、適正な事務執行体制の確立に努めるこ
とが望ましい。また、特殊な機械設備などに係
る契約についても、設備設置業者以外への発
注変更などにより経費節減が期待できるた
め、他都市の状況等も調査、検討する中で、
技術の特殊性などについて検証し、更なる競
争性、透明性の確保に努めることが望ましい。
さらに、その他の契約についても、トータルコス
トを勘案する中で、入札事務の効率化やコスト
縮減に努めることが望ましい。
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２・事務事業評価による見直し　【公開】

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

8
０１．
地域福祉の
推進

市民いこいの家
運営事業

福祉保健課

大分市民の健康と福祉
の増進を目的とし、低
廉な料金で宿泊できる
施設の運営を行う事業

a－２

昭和58年5月に大分市民の保養施設として開
設されたが、近年は施設の老朽化等の影響も
あり、利用者数は減少傾向となっている。ま
た、平成18年度からは、指定管理者制度の導
入により、財政負担の軽減を図ってきたが、厳
しい財政事情と費用対効果、今後想定される
大規模改修工事等、多くの検討課題が残って
いることから、施設の今後の方向性について
検討すべきである。

不要

【不要　５件】
・現状での使用が不能となった時点で廃止す
べき
・当初と比較して、現在では多くの代替温泉施
設があり、利用者が大幅に減少している（魅力
の減少）ことから廃止すべき
・料金設定の根拠が不明であり、民業圧迫に
もつながりかねない。民間が行っている事業に
ついて、市はできるだけ実施することを控える
べき
・現状では市が当該事業を運営すべき必要性
が見出せない。施設自体は立地条件も良く立
派なものである。資産価値があるうちに売却
の検討をすべき
・安価な保養施設が増えている現在、市がこ
の事業を継続する必要性は低い

【見直しが必要　２件】
・利用者増に向けて、幅広い層への周知を図
るとともに、利用料金の見直すべき
・事業の目標や目標期限などの見直すべき

9
０２．
高齢者福祉
の充実

高齢者
ワンコインバス

事業
長寿福祉課

高齢者の健康維持、積
極的な社会参加の促進
と生きがいを持った生
活支援目的に、満７０歳
以上の高齢者が市内に
一般路線バスを利用す
る際、「ワンコインバス
専用バスカード」を使用
し、通常運賃に応じた
利用者負担額で乗車す
る事業

ｃ－３

高齢者の健康維持、積極的な社会参加の促
進など、その効果は高いものと考えられるが、
今後も高齢者人口の増加により経費増が見込
まれることから、利用回数の見直しや対象年
齢の見直し、利用者負担額の見直しなど、今
後の方向性について検討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・利用者、市、バス事業者の負担割合を見直し
すべき（受益者負担の点で不公平感が出ない
ように）
・利用制限を検討すべき（年齢制限、利用時間
の限定、定額割引など）
・気軽に外出できる環境づくり、生きがいづく
り、商店街の活性化の観点から、バス事業者
の一部負担を検討して継続実施すべき
・対象年齢の見直し（７５歳以上）や、一定の所
得制限を設けた上で対象者を限定し継続実施
すべき

総合経営会議　意見
評価

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価
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２・事務事業評価による見直し　【公開】

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

総合経営会議　意見
評価

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価

10
１２．
学校教育の
充実

大分っ子学習力
向上推進事業

教育指導課

個別指導や習熟度別指
導を行う非常勤講師を
配置し、本市児童、生
徒の学力向上を目指す
事業

ｃ－２

本市の学力は全国平均を下回る項目が多々
見受けられる。現状の小学校16校、中学校2
校を対象とした内容では本市全体の底上げに
なっていないと思われることから、今後の方向
性を検討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　４件】
・期待したほどの成果が上がっていないことか
ら、方法論を抜本的に見直すべき
・対象学年や教える教科などについて工夫す
べき
・現在の実施方法を見直し、例えば退職した先
生などで構成するボランティア組織を作るな
ど、地域の学習サポーター制度の構築を図る
べき
・本来は県費でこの事業を行うべき

【継続　３件】
・児童の満足度が高いというプラス面をしっか
り評価し、より一層の講師増を図るべき
・先生のレベルアップが必要。正規職員を増や
せないのであれば、非常勤講師をもっと増やし
て成果を上げるべき

11

１６．
スポーツレ
クリエーショ
ンの振興

市民プール管理
運営事業

スポーツ・健
康教育課

夏期シーズンにおける
親子や子どもたちの憩
いの施設として運営を
行う事業

ｃ－３

親子や子どもたちの憩いの施設として市民に
は好評であるが、老朽化が著しいプールも多
く、今後修繕や改修に多額の費用がかかるこ
とが想定されることから、一部プールの有料化
を検討するとともに、整理統合・廃止を視野に
入れ、施設の今後の方向性を検討すべきであ
る。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・無料の市民サービスとしては、利用者が固定
されている（地域的な公平性）プールもあり、費
用がかかりすぎていることから見直すべき
・老朽化しているプールを維持するためには多
額のコストを要することから統廃合を行うべき
・統廃合により、老朽化したプールは閉鎖。存
続させるプールは有料化またはスポンサーの
獲得を検討すべき
・すべて一律無料である必要はない
・すべて有料化することが望ましいとは思わな
いが、利用者が料金を払ってでも使いたいと
思うようなプールは有料化すべき
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２・事務事業評価による見直し　【公開】

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

総合経営会議　意見
評価

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価

12
２４．
廃棄物の適
正処理

ごみ減量・リサイ
クル推進事業

（指定ごみ袋
有料制の導入）

清掃管理・
清掃業務・
清掃施設課

廃棄物の発生の抑制と
再利用の促進により、
廃棄物の減量と生活環
境の保全を図り、市民
の健康で快適な生活を
確保する事業

ｃ－３

資源循環型社会を構築するためには、ごみ減
量・リサイクルの推進は欠かせないものであ
り、特に家庭ごみについては更なる減量が必
要である。多くの都市で導入され、ごみの減量
化に一定の効果をあげている指定ごみ袋とそ
の有料制の導入は有効な手段であると思われ
るが、平成２１年度に調査した市民意識調査
では導入に慎重な意見も多かったことから、今
後の方向性を検討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・有料化を導入すべき。ただし、使途を明確に
して市民が納得する説明をすべき
・住民の意識改革や公平性の観点から導入す
べき
・行政コストの大幅削減（ごみの発生抑制、最
終処分場の延命等）、市民意識の醸成、公平
性の観点から有料制を導入すべき
・導入している他都市において効果が実証さ
れていることから、早期有料化を図るべき
・日本一きれいなまちづくりを目指す大分市と
して、ごみ減量化やごみ処理施設の長寿命化
を目的にごみ有料化を図るべき

13
４１．
下水道の整
備

公共下水道事業

（整備方針の見直
し）

下水道経営
企画課

市民の快適な生活環境
の確保と市街地におけ
る浸水被害を軽減する
ための事業

ｃ－３

平成２２年４月から企業会計方式を導入し、独
立採算制を基本としながら、業務執行方式や
組織・体制の見直しなどコスト削減に努めてい
ることから、今後は、更に効率的かつ効果的な
手法について検討すべきである。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・計画区域の見直しを含めた長期的な収支計
画を策定すべき
・計画当初から実情が変化している地域があ
ると思われることから、明確な基準を定めたう
えで、現状にあった優先順位を早急に決定す
べき
・計画区域の縮小と合併処理浄化槽の推進を
図るべき。ただし、現在は公共下水に比して合
併処理浄化槽の導入は個人負担が大きいた
め、設置費の補助金額を上げるなど、導入イ
ンセンティブを高めるべき
・計画の変更、整備スケジュールを市民に十
分説明すべきである
・現在の下水道中心の整備方針と、合併処理
浄化槽を活用した取組と、どちらが効果的か
のシュミレーション（試算）が不十分である。こ
れらを検証した後、適切な整備方針を定める
べきである
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２・事務事業評価による見直し　【公開】

【予算の方向性】　１．拡大　　２．維持　　３．削減　　４．休止　　５．廃止　　６．終了

総合経営会議　意見
評価

【改革の方向性】　a．目的廃止、または再検討　　b．民間活力等の利用　　ｃ．制度・組織・規制等の改廃　事務事業の改善
                        　ｄ．コスト削減のための改善    ｅ．受益者負担の見直し　　ｆ．現行どおり

番号 事業名 所管課
施策及び
基本姿勢

外部評価委員会　意見事業概要
評価

14

９４．
行政改革の
推進・計画
的な財政運
営

公有財産の有効
活用事業

管財課

公有財産の有効的かつ
効率的な運用の一環と
して、売却及び貸付を
行うことにより財源の確
保を図る事業

ｃ－２

以前は行政財産の貸付等は厳しく制限されて
いたが、平成１８年の地方自治法の一部改正
により長期的な貸付が可能となっており、本市
では平成２２年度より各施設の自動販売機に
ついて、随時貸付に切り替え財源の確保を
図っているところである。しかしながら、その他
の行政財産については活用が十分になされて
いない状況にあることから、貸付による積極的
な利用を推進するとともに、従来の目的外使
用による利活用についても検討すべきであ
る。

見直し
が必要

【見直しが必要　７件】
・目的外使用の現状把握と供用可能性を検討
し、その定義や使用料等に関するルールを整
備すべき（特に学校施設における敷地内駐
車、施設等利用について）
・民間の手法や有識者の意見などを参考に積
極的に取り組むべき
・学校施設における敷地内の駐車など公務員
の駐車料の徴収を検討すべき
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３．指定管理者制度導入施設評価

市民サービスの向上等 利用者数 管理運営経費の効果等 評価 総合経営会議　意見 評価 外部行政評価委員会　意見

1 高崎山自然動物園 (財）大分市高崎山管理公社 任意指定

Ｈ21．4．1
～

Ｈ24．3．31
（3年間）

開園時間：同じ
駐車場利用台数：6,349台増
その他：「市民無料の日」を１１月に実施、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

 15年度： 265,160人
(20年度： 278,939人)
 21年度： 263,597人)
　
入園者数 1,563人減

△６７，１１２千円 (21年度)
Ｂ

サービスの向上、経費縮減に努め
てはいるが、景気の回復が遅れる
中、年々入園者数が減少してい
る。アンケート調査によると訪れる
理由は「なんとなく」が最も多いこと
から、今後は魅力あるイベントの展
開や、民間事業者とのコラボレー
ションなど観光地としての知名度を
高める取組を積極的に行う必要が
ある。

Ｂ

2 市民いこいの家 ウオクニ（株） 公　募

Ｈ21．4．1
～

Ｈ24．3．31
（3年間）

開館日：年末年始を開館
利用者の多い土・日曜日の営業日を少しでも多くするため、毎月15・16
日の閉館日を21年度から毎月第3火・水曜日に変更した。
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。

 17年度： 13,851人
(20年度： 14,401人)
 21年度： 13,327人
　
利用者数  524人減

△２７，５８３千円 (21年度） Ｂ

指定管理料は大幅に減額出来て
はいるものの、利用者数は減少し
ており、費用対効果、今後想定され
る大規模改修工事の必要性等、多
くの検討課題が残っていることか
ら、施設の今後についての方向性
を検討する必要がある。

Ｂ

3 社会福祉センター （社福）大分市社会福祉協議会 任意指定

Ｈ21．4．1
～

Ｈ24．3．31
（3年間）

開館時間：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）
日曜・祝日を午前9時から午後9時まで開館（事前予約分のみ）

 17年度： 103,848人
(20年度：  95,879人)
 21年度：  96,087人
　
利用者数 7,761人減

△　４，３０７千円 (21年度） Ｃ Ｃ

4 多世代交流プラザ （社福）大分市社会福祉協議会 任意指定

Ｈ21．4．1
～

Ｈ24．3．31
（3年間）

開館時間：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）
日曜・祝日を午前9時から午後9時まで開館（事前予約分のみ）

 17年度： 7,208人
(20年度： 6,570人)
 21年度： 5,929人
　
利用者数  1,279人減

△　　４０９千円 (21年度） Ｃ Ｃ

5 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

Ｈ21．4．1
～

Ｈ24．3．31
（3年間）

開館時間：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）
日曜・祝日を午前9時から午後9時まで開館（事前予約分のみ）

 17年度： 4,068人
(20年度： 3,602人)
 21年度： 3,693 人
　
利用者数  375人減

△　　 ６千円 (21年度） Ｃ Ｃ

6 大分市丹生温泉施設 （社福）大分市福祉会 公　募

Ｈ22．4．1
～

Ｈ27．3．31
（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。
一日あたりの利用者数は、年平均で初年度は100人、平成18年度は85
人と減少したが、19年度90人、20年度94人、21年度91人と比較的高い
利用者数で推移している。

 17年度： 31,637人
(20年度： 33,278人)
 21年度： 31,438人

指定管理料：４，１６６千円 Ｂ
１７年５月のオープン以来、利用者
数も維持しており、ほぼ期待した成
果が挙がっている。

Ｂ

7 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

Ｈ21．4．1
～

Ｈ24．3．31
（3年間）

開館日：同じ

施設利用者数：指定管理者制度導入前は毎年減り続けて17年度は
10,804人で
あったが、制度導入後は増加に転じ、21年度は16,237人であった。

《自主事業》
●市内の学校や公民館への広報活動
●地域の大人・こども向けの講座開催

 17年度： 10,804人
(20年度： 13,957人)
 21年度： 16,237人
　
利用者数： 5,433人増

△　　５０４千円 (21年度） Ａ

アンケート調査の結果で、職員の
対応の設問に対して「満足」、施設
利用についての設問に対して「良く
なった」という回答も多く、指定管理
者制度導入前には減少傾向にあっ
た利用者数も増加に転じるなど、期
待した成果が挙がっている。

Ａ

8 平和市民公園能楽堂
㈱テイクファイブ・㈱メンテナンス

共同企業体
公　募

Ｈ22．4．1
～

Ｈ25．3．31
（3年間）

●施設の利用可能日を拡大（休館日でも利用希望があれば利用の許
可）した
●能・狂言などは、特殊な公演のみでしか利用できないイメージがあり、
市民の利用しやすい施設にするため、多目的な用途としての運営を目
指した
●「能楽堂新聞」を発行するなど、イベント等の周知を図ったことにより
利用率が上がった（18年度64.1%、21年度90.7%）

≪自主事業≫
●「日本の古典、能・狂言」公演（8月660人）
●表現塾
●観月祭
●初心者のための能楽講座
●能楽の祭典

 18年度 ：　23,501人
(20年度 ：　30,872人)
 21年度：   27,396人

利用者数： 3,895人増

△　５，０８９千円 (21年度） Ｂ

能や狂言など特殊な公演のみでし
か利用できないイメージがある中、
アンケート調査の要望を運営に生
かすなど、幅広く市民に活用してい
ただくための取組をおこなった結
果、利用者数も年々増加しており、
ほぼ期待した成果が挙がってい
る。

Ｂ

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　　

内部評価の結果制度導入による効果 （導入前直近年度との比較）

利用者が固定化されている傾向に
あるため、年々利用者数が減少し
ている状況にあり、期待した成果が
挙がっていない。昨年度の行政評
価にて、今後の施設のあり方も含
めた改善策を検討するよう意見が
あったところであるが、引き続き具
体的な検討を行うことが必要であ
る。

施設の名称 指定管理者の名称等番号
外部評価の結果

平成２１年度までに指定管理者制
度を導入した全ての施設におい
て、導入前と比較して管理運営経
費の削減が図られている。
しかしながら、施設利用者数が制
度導入前と比較して、大幅な減と
なっている施設や、期待した成果が
思うように挙がっていない施設も見
受けられる。
これらの施設については、その理
由を早急に究明し、市民に十分な
行政サービスを提供するという目
的のもと、指定管理者と市の連携
強化により、成果が向上していくこ
とを期待したい。
また、モニタリングによる評価につ
いては、さらに効率的かつ効果的
なものとなるよう、市民意見を多く
取り入れる仕組みの構築が重要で
ある。

施設個別の評価として、「高崎山自
然動物園」については、専門性の
高い観光施設であることから、市民
サービスの向上という観点よりも、
むしろ、市の観光施策として利用者
増に結びつく運営となっているかと
いう視点を持って、収入増加となる
ような取組をすべきと思われる。
また、地域密着型施設である、「社
会福祉センター」、「多世代交流プ
ラザ」、「活き活きプラザ潮騒」は、
いずれも各地域のコミュニティ活動
や地域福祉の推進にあたって大き
な役割を果たしているものの、年々
利用者数が減少傾向にあることか
ら、利用者増に向けた検討と早急
な取組が必要である。
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市民サービスの向上等 利用者数 管理運営経費の効果等 評価 総合経営会議　意見 評価 外部行政評価委員会　意見
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　　

内部評価の結果制度導入による効果 （導入前直近年度との比較）
施設の名称 指定管理者の名称等番号

外部評価の結果

9 宇曽山荘 宇曽山荘運営協議会 公　募

Ｈ22．4．1
～

Ｈ25．3．31
（3年間）

●テニスコートの空き状況や合宿予約状況を施設ＨＰより確認可能と
なった
●「利用者の声」を設置し、市民ニーズの把握に努めた（シルバー、グ
ループ向け
　の料理メニューの作成等）
●過去の利用者に対しダイレクトメールで利用の呼びかけを行った
●団体用の送迎バスを2台配置し、50名程度の団体まで受け入れが可
能となった

≪自主事業≫
●ななせ寄席
●宇曽山荘カップ(小・中学生テニス大会)

 18年度 ：　14,444人
(20年度 ：　16,504人)
 21年度 ：　21,178人

利用者数： 6,734人増

△　６，８５８千円 (21年度） Ｂ

「利用者の声」の設置による市民
ニーズの把握など、市民サービス
の向上に向けた取組を積極的に
行った結果、利用者数も増加してお
り、ほぼ期待した成果が挙がってい
る。

Ｂ

11 温水プール ㈱三信工業 公　募

Ｈ22．4．1
～

Ｈ25．3．31
（3年間）

●利用者向けのパンフレットを作成した
●温水プールのＨＰを開設し、情報発信を行った
●女性の利用者のために、メイク落とし（洗顔クリーム）を常備した
●プールの監視に田ノ浦ビーチのライフセーバーを雇用し、事故防止に
努めた

≪自主事業≫
●ジュニア向けスイミングスクールの開設（9月）受講者数35人
●小学生向けスイミングスクールの開設（10月）受講者数40人
●すこやか健康教室（11月）受講者数17人
●利用者に対して医師、栄養士によるメタボ講座を実施

 18年度 ：　107,317人
(20年度 ：　100,476人)
 21年度 ：　109,985人

利用者数： 2,668人増

△　９，１０６千円 （21年度） Ａ

利用者増に向けた自主事業の積極
的な実施などにより、利用者数は
年々増加しており、期待した成果が
挙がっている。

Ａ

12
市営陸上競技場・津留運動
公園球技場及び自由広場

大分リバースタジアム 公　募

Ｈ20．4．1
～

Ｈ23．3．31
（3年間）

●休場日を月1日にした
●月曜日が休場日でテニスコートを使用できなったが、月曜日も開放し
た
●トレーニングルームにエアロバイクを新たに2台設置した
●利用者へ挨拶を行うなど、親切な対応を心がけた

《自主事業》
●大分市民マラソンクラブ
●テニス教室
●リバスタ親子教室
●卓球貸出　　●指定管理者になって初めてのイベントである「リバスタ
フェスタ」と銘打ってのナイター照明の下、親子対抗リレー、陸上教室、
ゲートボール等が行われ500人を超す大盛況となった。

 19年度 ：　63,660人
(20年度 ：　72,408人）
 21年度 ：　78,759人

利用者数： 15,099人増

△　５，２５０千円 （21年度） Ａ

様々な自主事業を展開する中、利
用者数、経費節減ともに効果が挙
がっており、期待した成果が挙がっ
ている。

Ａ

公　募

Ｈ22．4．1
～

Ｈ25．3．31
（3年間）

自主事業の実施回数も多く、施設
の効用を高める取組がなされてお
り、利用者数も大幅に増加するな
ど、期待した成果が挙がっている。

●年末年始のみ休館とし、市民の利便性の向上を図った
●３０％減免する基準を新たに設定した（団体利用者のうち、国際交流
事業、小中学生、高齢者事業、多利用者事業)
●利用者の目線に立った親切丁寧なサービスの実施(窓口対応職員や
学芸員、ホームペルパー有資格者の配置等)に努めた
●ショップの開設により、若手芸術家の作品を扱うことで若手芸術家の
側面支援とアートプラザの多面性をアピールした
●独自のホームページを立ち上げた
●ボランティア組織の立ち上げ

≪自主事業≫
●｢アコーディオン　新井武人　ソロライブ」(71人)
●｢第４回アートマーケット」(1,612人)
●｢北村直登展」(372人)
●｢夏至を楽しもう　マイ・キャンドルづくり」(20人)
●｢インドネシアの文化を体験しよう！」(47人)
●｢伝統文化生け花を楽しもう！」(21人)
●｢アートプラザ第５回アートマーケット」(2,062人)
●｢水墨画で動物をえがいてみよう！」(20人)
●｢荒金大琳と書と書のあそび」(21人)
●｢書は諸？～日頃、書に悩んでいる方、子どもから大人まで大集合
～」(20人)
●｢クリスマス・アートマーケット」(1,220人)
●｢和たしと暮らし」(180人)
●｢アートを楽しむバレンタイン」(60人)
●｢アートを楽しむホワイトデー」(60人)

 18年度 ：　138,162人
(20年度 ：　173,336人)
 21年度 ：　170,390人

利用者数： 32,228人増

△　４，９１３千円 (21年度） Ａ10 アートプラザ
㈱コンベンションリンケージ・
㈱メンテナンス共同事業体

Ａ
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