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秦野市長 古 谷 義 幸 様 

 

秦 野 市 行 政 評 価 委 員 会  

委員長 坂 野 達 郎  

 

   事務事業の今後の進め方に関する意見について（報告） 

 

 秦野市における事務事業に対する、秦野市行政評価委員会による意

見について、別紙のとおり報告いたします。 

 当委員会では、平成１８年度及び１９年度に評価を実施した１８０

事業のうち、評価結果の行財政運営への反映が十分でないと考えられ

る事業の一部を抽出し、市の担当職員との意見交換を踏まえ、今後の

事業の進め方について、改めて意見を付すこととしました。 

 今回の意見について、今後の行財政運営の中で効果的に反映される

ことを期待いたします。 



報告文　裏面
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事務事業の今後の進め方に係る意見 

 

平成２１年３月２５日 秦野市行政評価委員会 

 

１ 市との意見交換について 

  秦野市における行政評価については、市の行財政運営について、

過去の経緯にとらわれない、抜本的な見直しを行うことにより、限

られた財源を一層効率的・効果的に配分し、市民サービスの向上を

図ることを目的として実施されている。 

  秦野市行政評価委員会は、行政評価の外部評価組織として、専門

的視点や市民の目線から市の事業を検証し、今後の進め方等に関し

て意見を付す役割を託されており、一昨年度及び昨年度に、１８０

の事業について評価を行ってきた。 

  外部評価の結果が、その後の行政運営に適切に反映されているか

については、市において定期的に進行管理され、当委員会に報告さ

れているが、その中には評価結果を踏まえた取組みが困難とされて

いる事業や、検討はされながらも改善が進展していないと考えられ

る事業も見受けられる。 

  そこで今年度は、評価を効果的に行政運営に生かすため、評価結

果の反映が十分でないと考えられる事業の一部を抽出し（抽出した

６事業は全て年間の事業費が一千万円以上）、評価後の取組みや反映

が難しい理由などを聴取の上、今後の事業の進め方について、昨年

１１月から１２月にかけて、市職員（事業の担当部課長）との意見

交換を行い、以下のとおり改めて事業に対する意見を述べることと

した。 

  これらの意見について、迅速かつ計画的に、今後の秦野市の行財

政運営に反映されることを望むものである。 

 

 

２ 意見交換対象事業及び秦野市行政評価委員会の意見【全６事業】 

(1) 社会福祉協議会補助金（福祉部地域福祉課所管） 

  社会環境が大きく変化する中で、社会福祉協議会（以下「社協」

という）の活動目的、事業内容などが時宜に適ったものとなって
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いるか懸念される。民間の社会福祉活動を推進することを目的と

し、行政とはその位置付けが異なる団体として、目指すべき方向、

果たすべき役割やそのための具体的な取組みについて改めて整理

し、明らかにしていく必要がある。 

社協の組織については、財政面等での完全な独立は難しいと考え

られるものの、前回の行政評価においても一部指摘したとおり、

改革実行計画を策定するなど、スケジュールを明確にした上で、

加入率の向上や自主財源の確保のための取組みを積極的に進め、

組織（市職員の派遣のあり方）の見直しなども通じて、運営の自

立化に努めていくよう指導すべきである。このことにあわせ、市

の補助金も削減していく必要がある。 

なお、社協会費の流れ（地区社協や自治会へ一部が還元されて

いること、また、その理由など）及び使途、並びに県・市・地区

に存在するそれぞれの社協の位置付け、活動内容及び成果などに

ついても、市民から見えにくい面があると考えられるため、一層

の透明性の向上に努めていくよう、適切に促す必要がある。 

また、組織や活動の活性化に資するため、市の若手職員の派遣

や役員の公募、市民意見を迅速かつ的確に運営に反映させる仕組

みの構築等についても併せて検討すべきである。 

 

(2) 敬老事業（福祉部高齢介護課所管） 

   当該事業については前回（平成１９年度）評価を行った中では、

祝い金の縮小や既製商品券への切替えなどの点について指摘を行

っているが、基本的な部分は従前の取組みが継続されている状況

にある。 

評価の以降においても、高齢化社会の進展や、財政状況が一層

厳しさを増している中で、改めて個人に対し金銭を贈るという方

法は見直すべきである。高齢者福祉の充実という施策において、

当該事業（祝金贈呈の部分）の果たす役割については疑問であり、

むしろ高齢者が安心して暮らせるための事業（生活上の不安解消

や人間的なつながりを維持するもの）を、まず重点的に実施して

いくべきである。今後の進め方の参考に資するため、高齢者への

施策について、どのような事業を選択し実施すべきか（祝い金の
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贈呈を前提とせず、財政状況の厳しさからサービスを選択せざる

を得ない状況や、今後の贈呈対象者数の増加などの十分な説明を

踏まえた上で）、アンケート調査の実施などを検討してはどうか。 

   一方で、金品の贈呈でなく、感謝や祝福の意を伝えるという意

味において、敬老会の開催については、一層の充実、活性化（内

容の工夫や参加率の向上）に向け積極的に取組むべきである。 

   その前提として、敬老会は参加者のみならず、会を企画する側

や招く側など、関係者全体に対して意義のある取組みと考えられ

ることから、この点については意識の転換を図るべきであり、関

係者全体を捉えたうえでの効果の把握、事業の企画、内容の見直

しなどを常に行っていく必要がある。 

 

(3) 小児医療費助成事業費（こども健康部健康子育て課） 

   秦野市は先行的に次世代育成支援計画の策定に取組むなど、子

育て支援のための様々な事業を積極的に進めている。当該事業に

ついても、有効な取組みとして、助成対象（通院助成年齢）の拡

大や所得制限の廃止など、内容を拡充させる方向にあるが、その

ことに伴い事業費が年々増加しており、今後もさらなる増加が見

込まれる。当該事業の必要性は理解できるものの、所得制限を一

切行わず、一律助成が行われていることについては、依然として

妥当性に疑問が残る。現状を是とするのではなく、一層厳しさを

増している財政状況を十分に勘案し、当該事業を含め、子育て支

援の施策に関連する各事業について、施策の目的に適った有効な

事業となっているか、また、他の助成事業（部内で所得制限が実

施されている事業や他部局で実施されている事業）と比較分析す

るなど、全体的見地から必要性や優先度、事業内容の妥当性等を

常に検証すべきである。 

   また、子育て支援に係る事業として、全国的に喫緊な課題とな

っている、小児医療自体の充実（救急医療体制整備や小児科医不

足などへの対応）について、市としても優先的に取組む必要があ

ると考えられる。この点は前回（平成１９年度）における評価に

おいても指摘しているが、市の活動が見えにくいため、取組み内

容や実績等については、市民に一層明らかに示していくとともに、
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市民がいつでも適切に治療を受けることができるよう、市内の医

療体制等については十分に情報提供を行う必要がある。 

 

(4) 歯科休日急患診療所運営費補助金（こども健康部健康づくり課） 

   当該事業は前回（平成１８年度）における評価において、施設

の利用状況等からみた費用対効果や、市内で休日診療を行う歯科

医もあること等の理由から、「廃止・休止を検討」としたが、現状

においても事業が継続されている。利用者数に関しては評価後の

実績（平成１９年度）も１日当たり平均４人と増加しておらず、

状況は特段変化していない。事業に対する僅かなニーズは存在す

るものの、高額なコストを要しており、依然として費用対効果に

は大いに疑問が残る。一層厳しさを増している財政状況において、

当該事業単体で判断すれば、経費は他の取組みへ優先させるべき

であり、廃止を検討することが妥当と考える。 

   ただし、即時の廃止が困難であれば、例えば高齢者への訪問診

療と組み合わせるなど、現状の取組みを継続するのではなく、当

該事業を一層効果的に活用する方策を検討し、時期を定めた上で

早急に実施することが必要である。また、歯科診療の充実の方策

としては、災害時に適切に必要な治療が受けられるような支援な

どを優先させるべきである。 

 

(5) 田原ふるさと公園管理運営費（環境産業部農産課） 

   当該事業は当初、農業構造改善事業の一環として、東地区農業

の活性化等を目的として開始されている。その後の来客数や農産

物等の販売額などの推移を勘案すると、所期の目的に対しては一

定の成果を上げてきており評価すべきだが、開始から１０年近く

を経過する中で、事業の進め方については、転換すべき時期であ

ると考えられる。 

事業開始から現在まで、施設の管理や運営等が、ほぼ３つの研

究会を主体に実施されている状況にあり、そのことにより事業全

体が極めて限られたスキームの中に留まっている印象を持たざる

を得ない。東地区という特定のエリアの施設に対して、市が多額

の事業費を投入し、また各研究会が直売等により一定の利益を上
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げていることについて、現在は、他地域の市民に理解を得ること

は難しいと考える。公平性を確保するためにも、事業への市民等

の参入の幅を一層拡大し、そのことについて十分なＰＲの実施が

必要である。あわせて、今後の施設管理（委託等）に関しては、

競争性の要素を導入すべきである。 

なお、施設の管理運営や販売されている農産物等の品質管理に

おける責任の主体など、市と各研究会の役割分担についても改め

て整理し、常に明確な状態にすべきである。特に経費面に関し、

施設の光熱水費については、現在各研究会が負担しているものの、

前回の評価（平成１８年度）の指摘事項である、維持管理経費全

体を考えた上での応分負担が実施されておらず、施設の減価償却

分を含めて考えるなど、早急に実施すべきである。 

   また、当該事業に係る予算や決算など、財務会計の内容につい

て、市民に対し明確に示し、一層の透明性を高めるための工夫が

必要である。外部による会計監査を行い、その結果を明らかにす

るなどの取組みも検討すべきである。 

 

(6) 宮永岳彦記念美術館管理運営費（生涯学習部生涯学習課） 

   市が所蔵する宮永作品については、以前の市展開催の際に市が

買い上げていた時の作品等とともに、現在は都内の倉庫に保管さ

れ、そのことに伴い毎年多額の経費を要している。美術品の保管

には温度や湿度管理が可能な倉庫が必要となり、市内には適切な

施設がないとの理由であるが、職員等の移動時間や作品輸送も含

めて考えれば莫大なコストとなり、将来に渡り作品を管理する上

で、現状の方法は妥当ではない。また、美術館の常設展示室も現

在、湿度管理ができない状況であり、この点に関しても配慮する

必要がある。これらの課題に対しては、長期的な視点に立ち、一

時的に大きな負担が見込まれるとしても、妥当性のある手法につ

いて、コストの把握や比較分析などを行ったうえで、全体的な構

想を早急に明確にし、計画的な取組みをすべきである。 

   館の管理運営については、ランニングコストを極力縮減しつつ、

一層魅力ある美術館とするために、まず、企画展の開催回数や展

示内容の多様化など、展示面の充実を優先して考える必要がある。
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あわせて、市展の買い上げ作品についても何らかの活用を行うべ

きである。保管庫の課題については、例えば既存の公共施設を利

用した整備や、広域行政の視点からの近隣施設等との連携、また

寄付を受けた土地を売却し、施設整備に充当するなど、抜本的な

改善手法も視野に入れ検討する必要がある。 

 

３ 総括的意見 

  今回の意見交換を通じ、個々の事業に留まらない、全般的・横断

的に渡る所感として、以下の点について指摘を行う。 

 (1) 進行管理の重要性 

   進行管理については、以前評価を行った際にも指摘しているが、

今回のように評価結果後の取組みについて、当委員会と市職員で

意見交換を行ったことは、意義のある取組みのひとつと考えられ

る。行政評価において も重要な点は、評価の内容が行政運営に

反映され、サービスの向上に繋がることである。今後もこの点を

常に念頭に置き、効果的な進行管理の取組みを考える必要がある。 

 (2) 施策評価の必要性 

   今回の行政評価委員会においては、個々の事業に対する枠を超

え、高齢者に対するサービスや子育て支援など、関連する事業の

まとまりである「施策」の中で、１つの事業の優先度や必要性が

他の関連事業と比較し、どの程度あるのかという議論に及ぶ機会

が多かった。このように、施策単位の視点から、関連事業が施策

の目的に適った取組みとなっているのかなどについて、比較検証

する、施策評価を今後充実させて実施すべきである。 

 (3) 財務会計の透明性 

   この点については、社会福祉協議会補助金や、田原ふるさと公

園管理運営費の意見交換において指摘しているが、これらを含め、

市が補助や交付、委託を行う事業全体について、財務状況や資金

の流れ、補助等の効果などを常に明確に把握し、かつ市民に明ら

かにする取組みが一層必要である。 
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４ 資料 

 (1) 秦野市行政評価委員会委員名簿 

（平成 20 年 11 月 25 日現在・敬称略） 

職名 氏名 所属等 

委員長  坂野達郎  東京工業大学大学院社会工学専攻  准教授  
前秦野市人口推計等検討会議委員  

副委員長  野間紀之  秦野市まちづくり審議会会長・秦野市環境

審議会委員  
元県湘南地区行政センター所長  
元 (財 )かながわ海岸美化財団理事長  

委 員  井上文雄  日本インター株式会社  管理部門長付部長  

 〃  小林正稔  県立保健福祉大学保健福祉学部  准教授  
秦野市人権施策推進会議会長  
秦野市次世代育成支援対策地域協議会会長

いじめ対策巡回教育相談員  

 〃  瀨真理子  東海大学教養学部  教授  

 

 (2) 秦野市行政評価委員会開催経過 

回 開催日 協議内容等 

第１回  平成 20 年  
11 月 25 日  

１ 委員の委嘱、正副委員長選任  
２ 意見交換実施事業の選定について  
３ 意見交換の実施  

(1) 社会福祉協議会補助金  
(2) 敬老事業  

第２回  平成 20 年  
12 月 15 日  

１ 意見交換の実施  
 (3) 小児医療費助成事業費  
 (4) 歯科休日急患診療所運営費補助金  

第３回  平成 20 年  
12 月 16 日  

１ 意見交換の実施  
 (5) 田原ふるさと公園管理運営費  
 (6) 宮永岳彦記念美術館管理運営費  
２ 意見のまとめ  
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(3) 秦野市行政評価委員会設置要綱 

（平成１５年１０月２３日施行）  
 （趣旨）  
第１条 この要綱は、本市において行政評価を実施するに当たり、対

象事務事業の外部評価を実施するための組織として、秦野市行政

評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置し、その組織、

運営等について必要な事項を定める。  
 （所掌事務）  
第２条 評価委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。  
(1)  対象事務事業について外部評価を行うこと。  
(2)  行政評価制度の改善について助言を行うこと。  
(3)  その他外部評価について必要な事項に関すること。  
 （組織）  
第３条 評価委員会の委員は、 7 名以内とし、次に掲げる者のうちか

ら市長が委嘱する。  
(1) 学識経験者  
(2) 企業経営精通者  
(3) その他市長が必要と認める者  
 （委員の任期）  
第４条 評価委員会の委員の任期は、委嘱した年度を含め２か年度と

する。ただし、再任を妨げない。  
 （委員長及び副委員長）  
第５条 評価委員会に委員長及び副委員長それぞれ 1 名を置き、委員

の互選により定める。  
２ 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。  
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。  
 （会議）  
第６条 評価委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議

長となる。  
２ 評価委員会は、必要に応じてその会議への委員以外の者の出席を

求め、説明又は意見を聴くことができる。  
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３ 評価委員会の会議は、原則として公開とする。  
 （報告）  
第７条 評価委員会は、評価委員会における検討結果を市長に報告す

る。  
 （庶務）  
第８条 評価委員会の庶務は、行政評価主管課において処理する。  
 （委任）  
第９条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営について必

要な事項は、委員長が評価委員会の会議に諮って定める。  

 
附 則  
 （施行期日）  
１ この要綱は、平成１５年１０月２３日から施行する。  
 （秦野市行政評価（試行）委員会要領の廃止）  
２ 秦野市行政評価（試行）委員会要領（平成１３年１１月５日施行）

は、廃止する。  

 
 



要綱　裏面

 



№
意見
交換

実施日
事業名 外部評価

実施年度 担当部課 ページ

1 11/25 社会福祉協議会補助金 18年度 福祉部地域福祉課 12

2 11/25 敬老事業費 19年度 福祉部高齢介護課 14

3 12/15 小児医療費助成事業費 19年度 こども健康部健康子育て課 16

4 12/15 歯科休日急患診療所運営費補助金 18年度 こども健康部健康づくり課 18

5 12/16 田原ふるさと公園管理運営費 18年度 環境産業部農産課 20

6 12/16 宮永岳彦記念美術館管理運営費 19年度 生涯学習部生涯学習課 22

事務事業チェックシート
（意見交換対象6事業の概要等）

資料 （4）
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予算額（千円）

決算額（千円）

(うち一般財源)

予算執行率

事業進捗率

項目 5項目 5項目

№1 事業名

全体計画 17年度15年度

平成17年度の取組み概要

部課名社会福祉協議会補助金（３・１・１・0603）

99,677

99,677

100%

-

-

- -

95,686

95,686

100%

115,893

100%-

-

99,677

地域福祉、在宅福祉の分野を担う社会福祉協議会に対
し、組織の機能が十分発揮できるようにする

95,686

16年度

116,267-

115,893

事業
内容

人件費の安定的助成

完了年度：

Ｈ15～18　事業費の推移

事
業
の
概
要

事務事業の性質

目的
効果

予算

当該事業の実施について、緊急性や住民ニーズ
があまり高くない、当該サービスの利用がない

代替性

役割分担

経済性

有効性
事業開始から一定年数を経ても成果が上がって
いない、今後もあまり成果が期待できない、費用
対効果に疑問がある

制度が現況にそぐわなくなってきた、若しくは事
業が所期の目的を達成した

市が提供すべきサービスとして疑問があり、民間
や市民による対応が可能である 不可能

18年度

101,319

不可能

○

-

一部可能 ○

成果の向上
があまりない

既に他課等で同様な内容が実施されており、庁
内での代替・統合により同様の効果が期待できる

-

疑問あり ○ やや疑問

社会環境
変化

100%

一部可能

チェック項目

厳しい財政状況の中、あえて継続すべきか疑問
がある

社会福祉協議会に対する補助（人件費
の補助）の実施

疑問なし

101,319

101,319

その他、今後の事業実施に向けて、何らかの課
題、見直しの余地が存在する

その他課
題

可能

特定の地域や住民を対象とした事業となってい
る、サービス等の公平性に疑問がある

前回の行政評価の結果に沿った改善取組みがあ
まり進んでいない、若しくは前回の評価対象外

予算執行率が例年低い、若しくは当初予算に不
足を生じている、予算編成上課題がある

必要性

公平性

行政評価

成果が上がっ
ている

現況に合致し
ている

高い

乖離あり、また
は目的達成

一部合致して
いない ○

○
成果の向上
が期待できる

疑問なし

あまりない ○

疑問あり やや疑問 ○

ある

取組み完了、若
しくは前回「継
続」と評価

課題なし課題あり ○ やや課題あり

ほとんど進ん
でいない

取組み中、若しく
は前回対象外 ○

事務事業チェックシート

余地なし

自己評価（改善度の大・中・小を区分）
改善度大（3点） 改善度中（2点） 改善度小（1点）

余地大 ○ 余地あり

集　　計

事業開始年度

事業の対象者

対象者数

可能

点 10点

福祉部地域福祉課

昭和30年

社会福祉協議会

14名

自己総合評価
（今後の進め方）

　　　Ｂ：改善・見直しの上実施
　　　Ｃ：廃止・休止を検討

自己総合評価に
対する理由

社会福祉協議会の自立への取り組みと、社会福祉協議会でなければ実施できない各種施策の
展開を検討していく必要がある。

　　　Ａ:継続して実施（　　　　　　）

5点

15点改善度自己評価
合　計

拡充

法定
団体等への補助金交付事業

国・県等からの補助事業
内部管理 義務的経費

時限事業必須

任意

19年度決算額：98,818千円
20年度予算額：103,880千円
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社会福祉協議会補助金（3・1・1・0603） 部課名
福祉部
地域福祉課№1 事業名

人
件
費

年度 Ｈ15 Ｈ16

概算人件費（千円） 820 827

Ｈ17 Ｈ18

所要職員（人工）数 0.1 0.1 0.1 0.1
830 822

指
標

指標名
指標① 指標② 指標③

補助金額

内容説明・
算定方法

人件費補助

Ｈ15実績値 １１５，８９３千円
Ｈ16実績値 ９５，６８６千円
Ｈ17実績値 ９９，６７７千円
Ｈ18目標値 １０１，３１９千円

国・県の動向及び
県内他市等の状況

県内他市も、社会福祉協議会職員人件費については、原則全額を市からの補助金で
賄っている。

平成16年度の行政評
価または補助金検討委
員会での指摘事項

社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らすことができる地域福祉の実現を目指し、行政が
対応しきれない地域福祉の課題解決に取り組んでおり、公共の福祉の増進には欠かせな
い専門的な組織であるため、組織の活動や運営を行う職員の人件費に対して補助が必要
であるという趣旨は理解する。現在、市が協議会と協議して策定した見直し計画では、自
立した運営を目指して、市からの派遣職員を平成１６年度は３人から２人に減員、さらに平
成１７年度から平成１９年度までに２人減員し、最終的に０人となるよう、段階的に廃止する
こととしている。今後、見直し計画の具体化を図ることに併せて、協議会の自立性をより高
め、事業活動の活性化を図るためにも、新たな自主財源の確保、合理的な事業執行によ
る人件費等の抑制及び協議会の運営体制全体について、市は、引き続き見直しの指導
をすべきである。

指摘事項に対する現
在までの取組状況

自主財源の活用を指導し結果、自主財源は１６年度、2,163千円、17年度8,207千
円、18年度9,587千円と増加している。派遣職員数の減については、係長職相当
の職員が十分に育っていないことから、社会福祉協議会会長から暫くの間の引き
続く派遣要請があったためである。社会福祉協議会の業務体制見直しについて
は、機会あるたびに事務局長に伝えている。

内部評価結果
【平成18年9月・行財
政改善推進委員会】

Ｂ
（改善）

公共の福祉増進のため、社会福祉協議会の存在意義は大きく、また当該事業の
必要性も高いと考えられるものの、平成16年度の補助金検討委員会による検討結
果に沿った取組みが進んでおらず、むしろ補助金は増額傾向にある。団体の幹部
職員が市から派遣されていること、財産が市から提供されていることなどが、組織
の独立に向けた課題となっている。①協議会の自主財源の一層の確保等を含め
た人件費等の抑制（特に老人クラブに対する人件費補助については精査すべき）
による補助金の削減及び　②市派遣職員の減員について、計画的かつ速やかに
取り組むなど、抜本的な見直しが必要である。

外部評価結果に対す
る担当課の取組状況
【平成20年8月】

自主財源の確保を含め、自立化に向けた協議を行い、Ｈ20年9月から、その確保
に係る新規事業を実施するが、今後も新たな自主財源の確保及び社協の存在意
義を高める事業の展開について協議していく。

内部評価結果に対す
る担当課の意見
【平成18年9月】

社会福祉協議会の自主財源を活用した財源確保には一定の努力がされていると思う。補
助額の増については、17年度から他課の補助を当課に一本化したこと及び育児休暇取
得職員の復職によるものである。なお、派遣職員のことに関しては、人事異動に関すること
もあり、当課だけでは解決は難しいものである。

外部評価結果
【平成18年12月・行
政評価委員会】

Ｂ
（改善）

社会福祉協議会が地域の福祉に果たす役割は重要であると思われるが、今後の
組織や運営の自立化等に向けた検討が十分ではないと感じられる。組織運営や
活動内容の実態把握や事業効果の評価などを十分に行った上で、社会福祉協議
会の果たすべき役割を一層明確にする必要がある。市として改革の実行計画の策
定を促し、計画に基づいた組織の見直し、活動の効率化、自主財源の一層の確
保等について指導を行いながら、当該補助金の削減に努めるべきである。

評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見

 13



予算額（千円）

決算額（千円）

(うち一般財源)

予算執行率

事業進捗率

項目 6項目 4項目

　　　Ｂ：改善・見直しの上実施
　　　Ｃ：廃止・休止を検討

自己総合評価に
対する理由

（特にＢまたはＣの場合は
課題を具体的に記載）

これまで、敬老祝品の贈呈年齢を段階的に引き上げてきたほか、平成17年度からは祝金を商品
券に変更して贈呈し、また、市主催の敬老会を地区開催に変更した。平成18年度は商品券取扱
店舗の拡大、換金手数料の廃止などの見直しを行った。今年度は商品券の発行を市商連にお
願いし、換金その他の事務手続きを簡略化する予定である。なお、地域敬老会は出席率が平成
17年度より上昇(17.78％→18.65％)したものの、市主催時よりも低い状態にあるので、主催団体と
協力しながら周知方法等を検討していく必要がある。

自己総合評価
（今後の進め方）

　　　Ａ:継続して実施（　　　　　　）
改善度自己評価

合　計 16点

集　　計 点 12点 4点

○ 余地あり 余地なし
その他課
題

その他、今後の事業実施に向けて、何らかの課
題、見直しの余地が存在する 余地大

やや課題あり ○ 課題なし予算
予算執行率が例年低い、若しくは当初予算に不
足を生じている、予算編成上課題がある 課題あり

○
取組み中、若しく
は前回対象外

取組み完了、若
しくは前回「継
続」と評価

行政評価
前回の行政評価の結果に沿った改善取組みがあ
まり進んでいない、若しくは前回の評価対象外

ほとんど進ん
でいない

やや疑問 ○ 疑問なし公平性
特定の地域や住民を対象とした事業となってい
る、サービス等の公平性に疑問がある 疑問あり

○ ある 高い必要性
当該事業の実施について、緊急性や住民ニーズ
があまり高くない、当該サービスの利用がない あまりない

○
一部合致して
いない

現況に合致し
ている

社会環境
変化

制度が現況にそぐわなくなってきた、若しくは事
業が所期の目的を達成した

乖離あり、また
は目的達成

○
成果の向上
が期待できる

成果が上がっ
ている

有効性
事業開始から一定年数を経ても成果が上がって
いない、今後もあまり成果が期待できない、費用
対効果に疑問がある

成果の向上
があまりない

○ やや疑問 疑問なし経済性
厳しい財政状況の中、あえて継続すべきか疑問
がある 疑問あり

一部可能 ○ 不可能役割分担
市が提供すべきサービスとして疑問があり、民間
や市民による対応が可能である 可能

一部可能 ○ 不可能代替性
既に他課等で同様な内容が実施されており、庁
内での代替・統合により同様の効果が期待できる 可能

チェック項目
自己評価（改善度の大・中・小を区分）

改善度大（3点） 改善度中（2点） 改善度小（1点）

94%

- - - - -

- 93% 90% 94%

12,612

- 13,767 12,096 12,856 12,612

- 13,767 12,096 12,856

14,784 13,419 13,652 13,463

Ｈ16～19　事業費の推移 平成18年度の取組み概要
（簡潔に、箇条書き）

全体計画 16年度 17年度 18年度 19年度
・5月～7月:対象者名簿作成、協力者依
頼、記念品の決定、交付申請受付
・8月:商品券及び祝品贈呈
・9月:商品券換金開始、交付金の交付
・3月：商品券換金終了、実績報告受理

-

商品券：1,385人、敬老会：約1万人

事務事業の性質
完了年度：

事
業
の
概
要

目的
効果

多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛し、その長
寿を祝い敬老祝商品券等を贈呈するとともに、老人福祉法第5条
の趣旨に基づく敬老会を行う地区社協に交付金を交付する。

事業開始年度

事業
内容

１　敬老祝商品券の贈呈対象年齢及び贈呈金額　77歳:5千円、88歳:1万円、99歳:3万円、100歳以上:5万円
2　敬老祝品贈呈対象年齢及び品物　100歳以上:お茶、 高齢者:本人希望のもの、夫婦共90歳以上:湯呑み
3　地域敬老会交付金の交付　75歳以上の高齢者を対象、各地区社協に交付金を交付
4　高齢者死亡時の御供物の贈呈　100歳以上の高齢者が死亡した場合に贈呈、8,000円相当の盛り菓子

昭和31年度

事業の対象者 商品券：77,88,99以上、敬老会75以上

対象者数

事務事業チェックシート

№2 事業名 敬老事業費（3・1・3・0600） 部課名 福祉部高齢介護課

拡充

法定
団体等への補助金交付事業

国・県等からの補助事業
内部管理 義務的経費

時限事業必須

任意

20年度予算額：15,554千円
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福祉部高齢介護課事業名

概算人件費（千円） 1,641 1,654

№2

人
件
費

年度 Ｈ15

敬老事業費（03・01・03・0600）

Ｈ17 Ｈ18

所要職員（人工）数 0.2 0.2 0.2 0.2
Ｈ16

部課名

1,660 1,643

指
標

指標名
指標① 指標② 指標③

敬老会出席率（％） 敬老祝商品券換金率（％）

内容説明・
算定方法

出席者数／対象者数 使用枚数／贈呈枚数

Ｈ16実績値 23.1 ―
Ｈ17実績値 17.8 94.91
Ｈ18実績値 18.7 93.17
Ｈ19目標値 23 96

内部評価結果
【平成19年7月・行財
政改善推進委員会】

Ｂ
(改善)

事業の趣旨は理解できるものの、社会環境の変化や厳しい財政状況の一方で、
今後対象者がますます増加する中、敬老祝品の妥当性について見直すべき時期
に来ていると思われる。今後の対象者の推移を的確に把握した上で、まずは対象
者や金額の縮小（77歳の廃止）と、商品券発行のための事務量軽減のため、既製
の商品券等への切り替えは早急に実施すべきである。なお、商品券から祝品への
切り替えや100歳以上の方への贈呈内容の妥当性、贈呈時期（誕生月等）なども
今後検討する必要がある。また、各地区で実施されている敬老会の出席率が低い
ことから、参加促進のための十分な周知や不参加理由の分析等を行い、効果的な
事業実施に結びつける必要がある。

国・県の動向及び
県内他市等の状況

国では百歳高齢者に対して祝状と銀杯を贈呈しているほか、老人福祉法第５条で「地方
公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい
行事が実施されるよう奨励しなければならない。 」と規定している。
県内では、祝い金の対象年齢の引き上げや廃止、祝い品への変更など、事業内容の見
直しを行っている自治体もある。

関連事業
予算事業名 事業の概要

Ｈ19事業費
予算（千円）

平成16年度の行政評
価または補助金検討委
員会での指摘事項

該当なし

指摘事項に対する現在
までの取組状況

該当なし

外部評価結果に対す
る担当課の取組状況
【平成20年8月】

①平成１７年度に商品券贈呈に切り替えているが、商連などの取扱店舗や金融機関（換
金）との関係を考慮すると、当面は現行の制度をすぐに見直すことは難しい。現行制度を
続けながら検討を行っていく。②21年度も同じ内容で事業を実施する予定だが、100歳以
上の高齢者への贈呈時期を６月に変更した。また、敬老会については引き続き地区社協
と連携して参加者の促進を図る。

内部評価結果に対す
る担当課の意見
【平成19年7月】

高齢者の長寿を祝うとともに、地域経済の活性化の一助にもなるよう、平成１７年度に商品券贈呈に
切り替えた。また、平成１２年度から１６年度にかけて対象者及び贈呈金額を大幅に縮小してきた経
過もあり、現在の対象者及び金額で継続したい。なお、地域経済活性化の観点から、市内店舗で利
用できるものとするため、既製商品券の購入は考えていない。平成１８年度には換金について市・西
商連及び中栄信用金庫の協力により、中栄窓口での換金を実施し取り扱い店舗の利便性を高めて
いる。贈呈時期を誕生月等不揃いの時期にしてしまうと換金方法を変更することになり、現状では難
しいと考えている。
敬老会については、平成１７年度に地域開催とし、あわせて市から交付金を交付する形で実施して
いる。出席率についても課題であると認識しているが、市主催事業でないため対象者名簿が提供で
きないため苦慮している。対象者向けにアンケートも実施しており、今後も実施団体と協力して実施
内容や周知方法等について検討していく。

外部評価結果
【平成20年1月・行政
評価委員会】

Ｂ
(改善)

高齢化社会の進展等の中、今後も事業の対象者の増加が予想される状況におい
て、個人に商品券などの金銭を贈るという方法は、内部評価でも指摘されていると
おり、基本的に見直す必要がある。高額な事業費を要するものとなっているが、高
齢者に対する施策としては、当該事業よりも、高齢者全体の生活上の不安や課題
を解消していくようなサービスの充実を、まず優先し実施していく必要がある。事業
の趣旨は理解できるものの、内部評価に示される、対象者や金額等の見直しを行
いながら、金品の贈呈ではない形で、社会として祝福や感謝の気持ちを伝えること
ができるような内容に改めていく必要がある。

評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見
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予算額（千円）

決算額（千円）

(うち一般財源)

予算執行率

事業進捗率

項目 1項目 9項目

点　　　Ｂ：改善・見直しの上実施
　　　Ｃ：廃止・休止を検討

自己総合評価に
対する理由

（特にＢまたはＣの場合
は

課題を具体的に記載）

自己総合評価
（今後の進め方）

　　　Ａ:継続して実施（　　　　　　）
改善度自己評価

合　計 11

集　　計 点 2点 9点

余地あり ○ 余地なし
その他課
題

その他、今後の事業実施に向けて、何らかの課
題、見直しの余地が存在する 余地大

やや課題あり ○ 課題なし予算
予算執行率が例年低い、若しくは当初予算に不
足を生じている、予算編成上課題がある 課題あり

○
取組み中、若しく
は前回対象外

取組み完了、若
しくは前回「継
続」と評価

行政評価
前回の行政評価の結果に沿った改善取組みが
あまり進んでいない、若しくは前回の評価対象外

ほとんど進ん
でいない

やや疑問 ○ 疑問なし公平性
特定の地域や住民を対象とした事業となってい
る、サービス等の公平性に疑問がある 疑問あり

ある ○ 高い必要性
当該事業の実施について、緊急性や住民ニーズ
があまり高くない、当該サービスの利用がない あまりない

一部合致して
いない ○

現況に合致し
ている

社会環境
変化

制度が現況にそぐわなくなってきた、若しくは事
業が所期の目的を達成した

乖離あり、また
は目的達成

成果の向上
が期待できる ○

成果が上がっ
ている

有効性
事業開始から一定年数を経ても成果が上がって
いない、今後もあまり成果が期待できない、費用
対効果に疑問がある

成果の向上
があまりない

やや疑問 ○ 疑問なし経済性
厳しい財政状況の中、あえて継続すべきか疑問
がある 疑問あり

一部可能 ○ 不可能役割分担
市が提供すべきサービスとして疑問があり、民間
や市民による対応が可能である 可能

一部可能 ○ 不可能代替性
既に他課等で同様な内容が実施されており、庁
内での代替・統合により同様の効果が期待できる 可能

チェック項目
自己評価（改善度の大・中・小を区分）

改善度大（3点） 改善度中（2点） 改善度小（1点）

99%

－ - - - -

－ 95% 99% 98%

282,597

－ 209,003 252,322 247,685 245,429

－ 245,349 286,959 285,144

257,862 290,363 289,781 284,754

Ｈ16～19　事業費の推移 平成18年度の取組み概要
（簡潔に、箇条書き）

全体計画 16年度 17年度 18年度 19年度
子育て支援として医療費の自己負担分
を助成（所得制限なし）

－

８，０４８人（０～５歳児）

事務事業の性質
完了年度：

事
業
の
概
要

目的
効果

子育て支援として医療費の自己負担分を助成

事業開始年度

事業
内容

０歳児から５歳児までの通院助成
中学卒業までの入院助成

平成７年度

事業の対象者 ０歳児から中学卒業までの児童

対象者数

事務事業チェックシート

№3 事業名 小児医療費助成事業費（3・2・1・0102） 部課名
こども健康部
健康子育て課

拡充

法定
団体等への補助金交付事業

国・県等からの補助事業
内部管理 義務的経費

時限事業必須

任意

19年度助成件数：134,159件
20年度予算額：294,885千円
（20年10月から通院助成対象
を1歳拡大）
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子育て世代への経済的負担の軽減を図るとともに、医療証を対象年齢児全児童に配布
することにより、医療機関の窓口での差別感をなくし、税法上の負担に対する不公平感に
配慮するため決定しているものである。

外部評価結果
【平成20年1月・行政
評価委員会】

Ｂ
(改善)

平成15年度及び16年度に助成内容の拡充が実施されており、近年の少子化社会
における、次世代育成の支援策として、市の積極的な姿勢が感じられる事業であ
る。ただし、所得制限を設けず一律助成が行われていることについては、疑問に
感じられる面があるため、今後更なる対象の拡大を考える際には、所得制限の設
定を検討する必要がある。なお、近年の小児科医の不足という全国的な課題を勘
案すると、当該助成制度の充実に優先して、むしろ小児医療自体の充実につい
て、配慮すべきである。

平成16年度の行政評
価または補助金検討委
員会での指摘事項

該当なし

外部評価結果に対す
る担当課の取組状況
【平成20年8月】

子育て家庭を社会全体で支援する必要性から所得要件は導入していない。県内各市町
村の状況も所得制限の撤廃・緩和方向にある。

指摘事項に対する現在
までの取組状況

該当なし

内部評価結果
【平成19年7月・行財
政改善推進委員会】

Ｂ
(改善)

子どもを産み、育てやすい環境づくりのため、当該事業の必要性は高いが、所得
制限がなく一律に助成する方法については疑問が残る。一層の公平性の確保や
他市の状況等を勘案し、今後は所得制限や所得に応じた助成割合の設定を検討
する必要がある。

内部評価結果に対す
る担当課の意見
【平成19年7月】

国・県の動向及び
県内他市等の状況

国においては制度はなく、市長会から創設を要望。
県補助対象は通院は０～２歳児（所得制限）補助率１/３
対象年齢、所得制限は自治体により、さまざまである。

関連事業
予算事業名 事業の概要

Ｈ19事業費
予算（千円）

ひとり親家庭等医療費助成
事業 ひとり親家庭等に対し医療費の個人負担分を助成 84,055

Ｈ19目標値

Ｈ18実績値 7,991 265,357 134,897

Ｈ17実績値 8,048 262,917 138,259

Ｈ16実績値 8,131 220,261 118,495

内容説明・
算定方法

０歳児～５歳児
Ｈ16、10に４歳児から拡大

所得制限なく助成
（所得制限はH１５に撤廃）

8,299 8,215

指
標

指標名
指標① 指標② 指標③

対象者数（人） 助成額（千円） 助成件数（件）

Ｈ17 Ｈ18

所要職員（人工）数 0.8 0.8 1.0 1.0
人
件
費

年度 Ｈ15 Ｈ16

概算人件費（千円） 6,562 6,615

事業名№3 小児医療費助成事業費（３・２・１・０１０２） 部課名
こども健康部
健康子育て課

評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見
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予算額（千円）

決算額（千円）

(うち一般財源)

予算執行率

事業進捗率

項目 1項目 9項目点 2点 9点

点11改善度自己評価
合　計

自己総合評価
（今後の進め方）

　　　Ｂ：改善・見直しの上実施
　　　Ｃ：廃止・休止を検討

自己総合評価に
対する理由

 休日の救急患者に対して、医療を確保するのは必要である。

　　　Ａ:継続して実施（　　　　　　）

こども健康部健康づくり課

昭和６３年度

秦野伊勢原歯科医師会

部課名
歯科休日急患診療所運営費補助金
（04・01・01・0203）

集　　計

事業開始年度

事業の対象者

対象者数

可能

事務事業チェックシート

余地なし

自己評価（改善度の大・中・小を区分）
改善度大（3点） 改善度中（2点） 改善度小（1点）

余地大 余地あり ○

取組み完了、若
しくは前回「継
続」と評価

課題なし課題あり やや課題あり ○

ほとんど進ん
でいない

取組み中、若しく
は前回対象外 ○

疑問なし

あまりない

疑問あり やや疑問 ○

ある ○

成果が上がっ
ている

現況に合致し
ている

高い

乖離あり、また
は目的達成 ○

一部合致して
いない

成果の向上
が期待できる ○

その他、今後の事業実施に向けて、何らかの課
題、見直しの余地が存在する

その他課
題

可能

特定の地域や住民を対象とした事業となってい
る、サービス等の公平性に疑問がある

前回の行政評価の結果に沿った改善取組みがあ
まり進んでいない、若しくは前回の評価対象外

予算執行率が例年低い、若しくは当初予算に不
足を生じている、予算編成上課題がある

必要性

公平性

行政評価

社会環境
変化

100%

一部可能

チェック項目

厳しい財政状況の中、あえて継続すべきか疑問
がある

休日日数　７１日
委託単価　１４５，０９０円

疑問なし

10,301

10,301

やや疑問 ○

成果の向上
があまりない

既に他課等で同様な内容が実施されており、庁
内での代替・統合により同様の効果が期待できる

-

疑問あり

- 100%100%

--

平成17年度の取組み概要

不可能

18年度

10,301

不可能

○

一部可能 ○

Ｈ15～18　事業費の推移

予算

当該事業の実施について、緊急性や住民ニーズ
があまり高くない、当該サービスの利用がない

代替性

役割分担

経済性

有効性
事業開始から一定年数を経ても成果が上がって
いない、今後もあまり成果が期待できない、費用
対効果に疑問がある

制度が現況にそぐわなくなってきた、若しくは事
業が所期の目的を達成した

市が提供すべきサービスとして疑問があり、民間
や市民による対応が可能である

事
業
の
概
要

事務事業の性質

目的
効果

事業
内容

完了年度：

-

15年度

10,301

10,30111,016

11,016

10,301

16年度

11,016 10,301

10,301

10,301

100%

-

-

- -

№4 事業名

全体計画

休日における歯科救急医療を要する患者に対し、秦野伊勢原歯
科医師会が秦野市歯科休日急患診療所において行う歯科診療
に対して補助を行うことにより、歯科救急医療を確保し救急時に
必要な医療を市民が受けられるようにする。

17年度

秦野伊勢原歯科医師会が秦野市歯科休日急患診療所において行う歯科診療に対して補助金を交付
する。

拡充

法定
団体等への補助金交付事業

国・県等からの補助事業
内部管理 義務的経費

時限事業必須

任意

19年度決算額：10,446千円
（診療日数72日、患者数288人）

20年度予算額：10,521千円

 18



№4 歯科休日急患診療所運営費補助金
（4・1・1・0203）

部課名
こども健康部
健康づくり課

事業名

人
件
費

年度 Ｈ15 Ｈ16

概算人件費（千円） 8.2 8.3

Ｈ17 Ｈ18

所要職員（人工）数 0.001 0.001 0.001 0.001
8.3 8.2

指
標

指標名
指標① 指標② 指標③

患者数

内容説明・
算定方法

休日の歯科救急患者（括弧
内は1日当たり患者数）

Ｈ15実績値 360人（5.1人）
Ｈ16実績値 362人（5.1人）
Ｈ17実績値 299人（4.2人）

指摘事項に対する現在
までの取組状況

該当なし

内部評価結果
【平成18年9月・行財
政改善推進委員会】

Ｈ18目標値 355人（5.0人）

国・県の動向及び
県内他市等の状況

補助金額
　　　　　秦野市　　　　　10,301千円
　　　　　伊勢原市　　　 12,193千円
　　　　　平塚市            7,139千円
　　　　　小田原市       10,256千円

平成16年度の行政評
価または補助金検討委
員会での指摘事項

該当なし

外部評価結果に対す
る担当課の取組状況
【平成20年8月】

今後の進め方については、歯科医師会と十分に協議を行う。

Ｃ
(廃止・
休止を
検討)

事業開始当時においては、休日における歯科治療に対し大きな役割を
担っていたと考えられるが、現在は休日診療を行う歯科もあり、また利用者
数も多いとはいえない現状があり、事業の所期の目的は達成されていると
考えられ、今後の必要性について疑問に感じられる。当該事業は廃止を検
討すべきである。ただし、主管課や消防本部等で休日診療可能な歯科医
の情報を提供するなど、フォローは充実させる必要がある。

Ｃ
(廃止・
休止を
検討)

利用者数が少なく、また他で休日診療を行う歯科もある中で、市が多額の
経費をかけて当該事業を維持する必要性に疑問が感じられる。内部評価
に掲げられるとおり、休日診療の情報提供は適切に実施する必要がある
が、当該事業は廃止を検討すべきである。

内部評価結果に対す
る担当課の意見
【平成18年9月】

　毎年３００人前後の患者がいるところでありますが、口腔衛生の観点からも、歯科
相談等を取り入れた事業の見直しを行うなど、歯科医師会と協議していきたい。

外部評価結果
【平成18年12月・行
政評価委員会】

評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見
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予算額（千円）

決算額（千円）

(うち一般財源)

予算執行率

事業進捗率

項目 5項目 5項目

№5 事業名

全体計画

田原ふるさと公園の管理運営費を行い、農業者の所得向
上と地域農業の理解を推進

16年度

事業
内容

-

-

- -

91%

9,398

9,398

98%

9,967 8,653

8,6539,967

-

17年度15年度

9,6389,09511,003

制度が現況にそぐわなくなってきた、若しくは事
業が所期の目的を達成した

市が提供すべきサービスとして疑問があり、民間
や市民による対応が可能である

事
業
の
概
要

事務事業の性質

目的
効果

田原ふるさと公園維持管理費一式

完了年度：

代替性

役割分担

経済性

有効性

平成17年度の取組み概要

不可能

18年度

9,453

不可能一部可能 ○

Ｈ15～18　事業費の推移

-

既に他課等で同様な内容が実施されており、庁
内での代替・統合により同様の効果が期待できる

-

疑問あり

--

○

○

95%95%

社会環境
変化

成果の向上
があまりない

予算

当該事業の実施について、緊急性や住民ニーズ
があまり高くない、当該サービスの利用がない

事業開始から一定年数を経ても成果が上がって
いない、今後もあまり成果が期待できない、費用
対効果に疑問がある

一部可能

チェック項目

厳しい財政状況の中、あえて継続すべきか疑問
がある

維持管理費一式

疑問なし

9,018

7,527

やや疑問

その他、今後の事業実施に向けて、何らかの課
題、見直しの余地が存在する

その他課
題

可能

特定の地域や住民を対象とした事業となってい
る、サービス等の公平性に疑問がある

前回の行政評価の結果に沿った改善取組みがあ
まり進んでいない、若しくは前回の評価対象外

予算執行率が例年低い、若しくは当初予算に不
足を生じている、予算編成上課題がある

必要性

公平性

行政評価

成果が上がっ
ている

現況に合致し
ている

高い

乖離あり、また
は目的達成 ○

一部合致して
いない

○
成果の向上
が期待できる

疑問なし

あまりない

疑問あり やや疑問 ○

ある ○

取組み完了、若
しくは前回「継
続」と評価

課題なし課題あり やや課題あり ○

ほとんど進ん
でいない

取組み中、若しく
は前回対象外 ○

事務事業チェックシート

余地なし

自己評価（改善度の大・中・小を区分）
改善度大（3点） 改善度中（2点） 改善度小（1点）

余地大 ○ 余地あり

部課名田原ふるさと公園管理運営費（5・1・3・1200）

集　　計

事業開始年度

事業の対象者

対象者数

可能

環境産業部農産課

平成8年度

自己総合評価
（今後の進め方）

　　　Ｂ：改善・見直しの上実施
　　　Ｃ：廃止・休止を検討

自己総合評価に
対する理由

　農畜産物処理加工施設は地域農農業の活性化及び都市住民との交流を目的に設
置した施設であるが、現在特定の団体に委託しており、今後は競争性をある程度もた
せ、委託することを検討している。
　また、施設の管理委託においても指定管理者制度の導入を検討している。

　　　Ａ:継続して実施（　　　　　　）

点 10点 5点

15点改善度自己評価
合　計

拡充

法定
団体等への補助金交付事業

国・県等からの補助事業
内部管理 義務的経費

時限事業必須

任意

19年度決算額：8,714千円
（施設利用者数：92,740人）

20年度予算額：11,076千円
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現状では売上金額、来場者数が増加し、事業として安定しているものの、今後、この状況
を継続させていくには、運営に関する目標や計画を明確に定めた中で取り組みを推進す
る必要がある。また、委託先については、今後、何らかの形で競争性の導入も検討する必
要がある。

外部評価結果に対す
る担当課の取組状況
【平成20年8月】

①光熱水費については、各事業の受託団体が負担している。負担のあり方については引
き続き検討する。②受託団体の事業報告、収支決算報告について十分な精査をしてい
く。③農業の担い手育成については、事業の内容について受託団体と引き続き検討す
る。④直売所において地域で栽培していない作物などについては、他地区農業者の作物
も参入できる仕組みづくりを検討中。

Ｂ
(改善)

平成15年度から16年度にかけて実施した行政評価において、運営に関する目標・
計画を明確に定めた上での事業推進及び委託先の競争性導入の検討について
指摘を受けた経過がある。事業の効果、必要経費、委託団体の売上額などを分析
し、今後の施設運営のあり方について、指定管理者制度の導入を含めた検討をす
べきである。また、売上額が年々増加傾向にある中で、営利的な面もあることを考
慮し、委託料の見直しや維持管理経費の応分負担については早急に実施すべき
である。

Ｂ
(改善)

内部評価で指摘されている各団体の維持管理経費の応分負担は早急に実施す
べきであり、また詳細な事業の会計報告を求めることについても実施されていない
ようであれば必要と考えられる。また、事業目的の一つとされている農業の担い手
育成については、現状の取組が合致したものであるか疑問であり、事業内容を十
分に精査すべきである。内部評価や担当課意見には指定管理者制度に関する検
討が述べられているが、今後の施設運営に関し、他地域からの参入も可能となる
ような仕組みを導入し、目的に沿った範囲で多様な事業を展開することにより、さら
なる利用者の増につなげるべきである。

内部評価結果に対す
る担当課の意見
【平成18年9月】

田原ふるさと公園は東地区の農業活性化、担い手育成を目標に設置され、この基本目標
を達成するため直売研究会、そば研究会、漬物研究会に事業をそれぞれ委託している。
しかし、直売研究会、漬物研究会においては、地域の高齢化及び後継者不足のため新た
な活路がなかなか生み出せない状態となっている。営利的な面もあるが、地域の活性化、
農業の活性化を今後図っていくための事業展開を各研究会で検討し、推進していけるよう
市でもサポートしていく必要がある。施設運営のあり方についても、これらの状況を踏まえ
検討をしていきたい。また、団体の収入額が施設設置の目的以上である場合は、その目
的に合致した対策、または、適正な収入とすべき対応をしていきたい。

外部評価結果
【平成18年12月・行
政評価委員会】

指摘事項に対する現在
までの取組状況

農畜産物処理加工施設は地域農業の活性化及び都市住民との交流を目的に設置した
施設であるが、現在、特定の団体に委託しており、今後は競争性をある程度もたせ、運営
していくことを検討してる。
また、施設の管理運営についても指定管理者制度の導入を検討している。

内部評価結果
【平成18年9月・行財
政改善推進委員会】

Ｈ18目標値 78,000,000 88,000

国・県の動向及び
県内他市等の状況

平成１５年６月に地方自治法が一部改正され、「公の施設」の管理運営に指定管理者制
度が設けられた。これを受けて、「公の施設」について民間事業者を含めた幅広い団体
が、市に代わって管理運営ができるようになり、本市においても体育館等のスポーツ施設
において導入された。

平成16年度の行政評
価または補助金検討委
員会での指摘事項

Ｈ17実績値 76,917,664 87,490
Ｈ16実績値 78,063,063 85,687
Ｈ15実績値 76,393,211 89,889

内容説明・
算定方法

直売研究会による販売額とそば
研究会による販売額の合計

直売での購入者とそば来客数及
び体験者数の合計

4,150 4,108

指
標

指標名
指標① 指標② 指標③

農産物販売額（円） 施設来客数（人）

Ｈ17 Ｈ18

所要職員（人工）数 0.5 0.5 0.5 0.5
人
件
費

年度 Ｈ15 Ｈ16

概算人件費（千円） 4,102 4,135

田原ふるさと公園管理運営費（5・1・3・1200） 部課名
環境産業部
農産課№5 事業名

評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見
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予算額（千円）

決算額（千円）

(うち一般財源)

予算執行率

事業進捗率

項目 4項目 6項目

№6 事業名

点 8点

生涯学習部生涯学習課

平成１３年度

一般市民

入館実績19,071人（18年度）

部課名宮永岳彦記念美術館管理運営費(09.05.01.0700)

6点

14点改善度自己評価
合　計

自己総合評価
（今後の進め方）

　　Ｂ：改善・見直しの上実施
　　Ｃ：廃止・休止を検討

自己総合評価に
対する理由

（特にＢまたはＣの場合は
課題を具体的に記載）

開館時間の10時～19時について、閉館時間を17時に短縮し経費圧縮を検討する必要がある。
指定管理者導入については、別途議論の余地が考えられる。

　　Ａ:継続して実施（　　　　　　）

集　　計

事業開始年度

事業の対象者

対象者数

可能

事務事業チェックシート

余地なし

自己評価（改善度の大・中・小を区分）
改善度大（3点） 改善度中（2点） 改善度小（1点）

余地大 ○ 余地あり

取組み完了、若
しくは前回「継
続」と評価

課題なし課題あり やや課題あり ○

ほとんど進ん
でいない ○

取組み中、若しく
は前回対象外

疑問なし

あまりない ○

疑問あり やや疑問 ○

ある

成果が上がっ
ている

現況に合致し
ている

高い

乖離あり、また
は目的達成

一部合致して
いない ○

○
成果の向上
が期待できる

その他、今後の事業実施に向けて、何らかの課
題、見直しの余地が存在する

その他課
題

必要性

公平性

行政評価

社会環境
変化

予算

制度が現況にそぐわなくなってきた、若しくは事
業が所期の目的を達成した

成果の向上
があまりない

当該事業の実施について、緊急性や住民ニーズ
があまり高くない、当該サービスの利用がない

事業開始から一定年数を経ても成果が上がって
いない、今後もあまり成果が期待できない、費用
対効果に疑問がある

特定の地域や住民を対象とした事業となってい
る、サービス等の公平性に疑問がある

前回の行政評価の結果に沿った改善取組みがあ
まり進んでいない、若しくは前回の評価対象外

予算執行率が例年低い、若しくは当初予算に不
足を生じている、予算編成上課題がある

95%

一部可能

チェック項目

厳しい財政状況の中、あえて継続すべきか疑問
がある

・常設展示室展示替え（4月、10月）
・市所蔵浮世絵展の開催（３月）
・美術館ワクワク探検の実施（８・12月）
・ギャラリーコンサートの開催（10月、２月
常設展示室に場所を変えて開催）
・H17年度から作品保管の倉庫委託をこ
の事業費に計上することにした。

疑問なし

9,756

8,147

○

一部可能 ○

疑問あり やや疑問 ○

可能

Ｈ16～19　事業費の推移

不可能

19年度

10,244

不可能
既に他課等で同様な内容が実施されており、庁
内での代替・統合により同様の効果が期待できる

-

平成18年度の取組み概要
（簡潔に、箇条書き）

市が提供すべきサービスとして疑問があり、民間
や市民による対応が可能である

代替性

役割分担

経済性

有効性

-

8,144

7,844-

完了年度：

事
業
の
概
要

事務事業の性質

目的
効果

宮永岳彦美術館の適切な維持管理を行うとともに、宮永岳
彦常設展示室、市民ギャラリーの運営を行う。

事業
内容

美術館の施設維持管理のほか常設展示室の展示替え(年２回)、市民の芸術創作活動の発表の
場として市民ギャラリーの利用促進、また市民芸術文化の発信拠点として優れた芸術作品が鑑賞できる
企画展や子どもたちが創作活動を楽しめる自主事業を開催する。

18年度16年度

11,351

全体計画 17年度

11,316

9,753

100%

6,409

96%

--

10,111

9,868

8,290

98%

-

-

- -

拡充

法定
団体等への補助金交付事業

国・県等からの補助事業
内部管理 義務的経費

時限事業必須

任意

19年度常設展示室観覧者：4,059人
20年度予算額：10,574千円
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外部評価結果
【平成20年1月・行政
評価委員会】

Ｂ
(改善)

当該事業は、作品保管に対する高額な経費、共同展示のための設備の不足、常
設展示室の来場者の減少など、様々な課題を抱えているが、これらの課題の中で
は、まず保管形態の見直しについて、早急に再検討すべきである。将来に渡り保
管を続ける上で、そのために要する経費は長期的に見ても莫大であり、現状の方
法は好ましいとは思われない。長期的な視点に立って保管形態を見直し、経費を
削減のうえ、むしろ企画内容に重点を置くべきと考えられる。一層魅力ある企画及
び展示により、来場者数の増加に努める必要がある。

外部評価結果に対す
る担当課の取組状況
【平成20年8月】

保管場所については、市内に適当な保管場所があるか引き続き情報の収集に努めてい
く。
また、美術作品だけでなく、文化財や市史資料を活用した展示を行っていく。

内部評価結果
【平成19年11月・行
財政改善推進委員
会】

B
(改善)

前回の行政評価において、①都内での保管の見直し、②他の作家の作品との共
同展示の検討、の2点について指摘を受けた経過があるが、いずれも実施されて
いない状況にある。高額な保管委託料や輸送経費、調査のための出張費用や時
間を考えると、近隣での保管が、初期投資は必要となる可能性はあるものの、長期
的な視点から一層望ましいと考えられるため、改めて早急に検討する必要がある。
また、来館者数が減少傾向にある中で、施設の活性化や、より魅力ある企画づくり
のためにも、宮永作品に限定することなく、相互に作品を引き立てるような共同展
示を行った方が効果的であると考えられるため、この点も改めて検討すべきであ
る。

内部評価結果に対す
る担当課の意見
【平成19年11月】

保管場所については、市内の郵便局跡地を保管場所とすべく検討したが実現に至らな
かった経緯がある。
共同展示については、湿度調整をする設備がないため作品を借りる上での支障となって
いる。
また、作品を借りるには、単費が必要となり美術展示について単費を持ち出しなしで行うこ
とは困難である。

平成16年度の行政評
価または補助金検討委
員会での指摘事項

企画展の内容をより工夫すべきである。リピーターを増やすため、場合によっては他の作
家の作品も併せて展示したほうが相乗的に活性化につながるのではないか、寄付条件の
内容について見直し調整することはできないのか。

指摘事項に対する現在
までの取組状況

展示会については、できるだけ未公開作品を展示できるようなテーマとし、館報の作成、
展示室内でのコンサートの開催などにより集客に努めている。他の作家の作品も併せて展
示することにつおいては現状では難しいと考えている。来館者の意識を図る方策は講じて
いないが、その内容を含め実施に向け検討していきたい。

国・県の動向及び
県内他市等の状況

公立で一個人の美術館は近隣及び県内にも類例が少なく、参考にできないが集客に苦
労しているようである。

関連事業
予算事業名 事業の概要

Ｈ19事業費

予算（千円）

Ｈ19目標値

Ｈ18実績値 3,834人 264日（86.56％） 3
Ｈ17実績値 4,062人 255日（83.33％） 4
Ｈ16実績値 4,131人 275日（89.29％） 7

内容説明・
算定方法

8,299 8,215

指
標

指標名
指標① 指標② 指標③

常設展示室観覧者数 市民ギャラリーの利用率 企画展開催数

Ｈ17 Ｈ18

所要職員（人工）数 1.0 1.0 1.0 1.0
人
件
費

年度 Ｈ15 Ｈ16

概算人件費（千円） 8,203 8,269

宮永岳彦記念美術館管理運営費
（９・５・１・０７００）

部課名
生涯学習部
生涯学習課№6 事業名

評価

評価 評価に対する意見

評価に対する意見
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