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第３回筑紫野市事務事業外部評価委員会会議録（要点記録） 

 

 

【開催日時】令和３年１１月４日（木）８：５８～１２：２３ 

 

【開催場所】市役所４０３会議室 

 

【委員出席状況】 

 《出席委員》中島千委員、中島由委員、橋田委員、牧野委員、 

加隈委員、西村委員、二宮委員（名簿記載順）以上７名 

 《欠席委員》０名 

 

【事務局出席者】 桑野企画政策部長、中尾企画政策課長、城塚企画政策担当係長、 

鶴澤企画政策担当主任、井上企画政策担当主事 以上５名 

 

【所管課出席者】 

  （高齢者支援課）中島高齢者支援課長、真鍋高齢者支援課長補佐兼高齢者福祉担当係長 

  （人権政策・男女共同参画課）谷人権政策・男女共同参画課長、菅本人権文化センター担当係長 

  （コミュニティ推進課）谷コミュニティ推進課長、原田コミュニティ推進担当係長 

             篠塚コミュニティ推進担当主事 

  （維持管理課）菊武維持管理課長、山内維持管理課長補佐兼管理担当係長、布引管理担当主事 

 

【市民傍聴人】 ０名 

 

【職員傍聴人】 ３名 

 

【会議概要】 

１．開会 

   事務局の司会により開会 

 

２．事務連絡 

   事務局より本日のタイムスケジュールについて説明。 

   併せて、第２回委員会で評価された「有害鳥獣対策事業（農政課）」の追加資料とし

て、近隣自治体等の状況について事務局より説明。 

    

（委員からの意見等は特になし） 

 

３．第２回委員会会議録について 

   事務局より説明。 
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   委員確認により修正等なし 

 

４．議事 

（１）所管課ヒアリング 

  ①高齢者在宅福祉事業（高齢者支援課） 

   所管課による自己紹介及び事業内容の説明 

   （会 長）市が実施する「ねたきり老人介護手当」は、地域支援事業・任意事業の

「ねたきり老人介護手当」の上乗せということか。 

（所管課）要介護 4 または 5 の方のうち、介護保険サービスを利用されている方が

市の事業の対象となり、地域支援事業・任意事業の手当の上乗せではあ

りません。 

（会 長）要介護認定を受けているにもかかわらず、介護保険サービスを利用しな

い方の理由は把握しているか。 

（所管課）要介護認定を受けていても、家族の希望等により介護保険サービスを利

用せずに在宅介護をされる方が一定数いらっしゃいます。 

（委 員）寝具洗濯サービス事業とねたきり老人介護手当の対象者数は把握してい

るか。 

（所管課）把握しています。なお、前年度利用があった方には申請を促し、新規の

対象者に対しては、ケアマネージャーや民生委員、地域包括支援センタ

ー等から周知を行っています。 

（副会長）短期入所事業は、家庭内の虐待を理由に使用するケースがあるというこ

とだが、この事業がなくなると措置できなくなるということか。 

（所管課）介護認定を受けている方は、介護保険サービスの中で対応することがで

きますが、介護認定を受けていない方は、この事業がなくなると措置で

きなくなります。 

（会 長）介護認定を受けている方が短期入所を利用する場合は、同様に利用料の

負担があるのか。 

     また、例えばこどもを一時保護した場合は、利用料を徴収するのか。 

（所管課）介護認定を受けている方が介護サービスとして短期入所を利用する場合

も利用料の負担があります。 

     こどもの一時保護の際は、児童相談所が対応し、費用負担はありません。 

（会 長）こどもの虐待や DV 等の一時保護と差がある理由は何かあるか。高齢者

虐待の費用負担については、国の方針等を確認したうえで、次回報告を

してもらいたい。 

（委 員）虐待があった場合は、本人の意思に関わらず行政措置として入所させる

のか。 

（所管課）状況によりますが、本人の意思に関わらず入所いただくことがあります。 

（委 員）行政措置による入所の場合も本人の費用負担があるのか。 

（所管課）虐待を理由に短期入所事業を利用する場合は、行政措置に繋げるまでの



- 3 - 

一時的な対応であり、本来は家族が冠婚葬祭等で介護が一時的にできな

い場合の短期入所等を想定していることから、費用負担はいただいてい

るところです。 

（会 長）寝具洗濯サービスは、介護保険サービスに同様の事業があるのか。 

（所管課）寝具洗濯サービスは、介護保険サービスにはありません。 

（委 員）国の方針が変わったことで、支援されなくなった市民に対してフォロー

を行うための事業ということか。 

（所管課）その通りです。 

（委 員）寝具洗濯サービスについて、布団等の洗濯の他に、シーツの取り換えや

洗濯を補助する支援はできないか。 

（所管課）シーツの取り換え、洗濯については、介護保険サービスで対応している

ことから、本事業では、年２回の布団等の洗濯サービスを提供している

ところです。 

（委 員）介護保険サービスを利用していない市民の人数を把握することができる

のか。 

（所管課）介護保険サービスを利用していない市民の人数を把握することは可能で

すが、入院等の医療を利用している方もいらっしゃいますので、１年の

うちでも変動が大きく、一人ひとりの状況を確認するのは難しいものと

考えています。 

（委 員）「利用者数」が成果指標となっているが、本サービスの特性を踏まえると、

利用者数減少＝成果が低いとは言えないのではないか。 

（会 長）成果指標「利用者数」は行政として把握する必要がある指標なのであれ

ば、「利用者数」に加え、支援が必要な方にサービスの提供ができている

かを計る「高齢者在宅福祉サービス提供割合（受給者／申請者✕100）」

等の指標の追加を検討できないか。 

（所管課）検討します。 

（委 員）ニーズの把握のためにも、成果指標「利用者数」は継続して確認する必

要性はあると考える。介護保険サービスを受けたくない理由は、外部の

サービスを家庭内に取り込むことへの抵抗感からか。 

（所管課）周りの目を気にして介護保険サービスの提供に抵抗感をお持ちの方は減

ってきていると考えています。一方で、家族だけでの介護を選択する方

もいらっしゃいますので、このサービスは必要であると考えています。 

（副会長）制度の周知が重要であることから、ケアマネージャーや民生委員への積

極的な制度周知に取り組んでもらいたい。 

 

 

  ②御前湯高齢者入湯料一部負担事業（高齢者支援課） 

   所管課による事業内容の説明 

   （委 員）制度の利用者数は平成２８年から減少傾向だが、利用料の増額やコロナ
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禍以外の理由はないか。 

   （所管課）利用者数減少の大きな理由は、利用料の増額とコロナ禍の影響であると

考えていますが、高齢化が進んだことで外出してお風呂に入浴すること

の温度変化等の身体的な負担もあるものと考えられます。 

   （委 員）カミーリヤの入浴施設の利用者数の状況は如何か。 

   （所管課）カミーリヤの入浴施設の利用者数については、資料として持ち合わせて

おりません。 

   （会 長）カミーリヤの利用者数も公衆浴場のニーズとして参考にしたいので、次

回までに報告をしてもらいたい。 

   （委 員）御前湯は、市として地域住民のための浴場として位置づけ、地域振興に

活用していないことから利用者数が減少しているものと考える。今後、

どのようにしていくかを検討する必要があるものと考える。 

   （会 長）御前湯の経営状況は如何か。市として御前湯への補助金等はあるのか。 

   （所管課）経営状況は厳しいと聞いています。市として御前湯への補助金等は本事

業以外にはありません。 

   （会 長）本事業の意図は、「入浴機会の提供により高齢者の生きがいづくりの一助

とする」ということだが、所管課としては御前湯の位置づけについてど

のように考えているか。 

   （所管課）御前湯は高齢者サロンのように、地域住民同士の交流やコミュニケーシ

ョンの場として、見守りや介護予防に資する施設であると考えています。 

   （委 員）利用者の増加のために、利用証の発行について、市役所窓口での手続き

を不要とする等、運転免許証や健康保険証等で気軽に利用できるように

変更を検討できないか。 

   （所管課）コロナ禍の終息後、検討したいと考えています。 

   （副会長）利用者の動向や利用証の発行数は把握しているか。 

   （所管課）利用者の詳細についての把握は出来ておりませんが、利用証の発行数は

確認することができます。 

   （会 長）利用証の発行数について確認のうえ、次回までに報告をしてもらいたい。 

   （会 長）利用者増加策を含めた今後の事業のあり方の検討のために、利用実態に

ついて正確な把握が必要と考える。利用者の年齢や居住地域等について

把握するために、利用証にバーコードを付与し利用者情報を収集する等

の取組について検討できないか。 

   （委 員）システムの導入が経費的にも厳しいということであれば、簡単なチェッ

クシートなどでの代用も検討できるのではないか。 

   （委 員）御前湯について、武蔵寺や二日市温泉等の周辺の地域資源を含めて、ど

のように活用していくか、市としての方針を決定し、縦割りを排除した

事業の推進について検討する必要があると考える。 
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  ③人権文化センター地域福祉事業（人権政策・男女共同参画課） 

   所管課による自己紹介及び事業内容の説明 

   （委 員）基本事業の成果指標「同和地区住民の失業率」に、本事業がどのように

貢献しているのか。 

   （所管課）本事業のデイサービス等の実施により、地域住民の様々な生活上の課題

解決を図り、生活基盤の安定・自立を促すことで、間接的に「同和地区

住民の失業率」の向上に寄与するものと考えています。 

   （会 長）参加者の年齢層は高齢者が多いのか。 

   （所管課）参加者は、ほとんどが６５歳以上の高齢者です。一部、障がいをお持ち

の方で６５歳未満の参加者もいらっしゃいます。 

   （委 員）永岡隣保館は週２回の実施で他館（週５回）と同程度の利用者があるこ

とから、他館でも利用日の縮減による事業費の削減が検討できないか。 

   （所管課）永岡隣保館は、週２回を主として実施していますが、その他の曜日も高

齢者相談員が常駐して事業を行っており、他館との差はありません。 

   （委 員）来所できない高齢者等が増加しており、戸別訪問を別途行っていること

から、「戸別訪問の実施件数」等を成果指標として設定しては如何か。 

   （所管課）検討します。 

   （委 員）同和問題については、一定市民の理解が進んでいることから、本事業を

高齢者福祉の施策として位置づけてはどうか。 

   （所管課）現在も偏見や差別が残っており、本事業は同和問題の解決のために、市

として必要な事業として実施しているものです。 

   （委 員）一部の地域の方だけサービスを受けられることに疑問がある。同和地区

住民の方以外も利用できるような、展開を検討してはどうか。 

   （所管課）同和問題の解決のために実施してきたサービスの中には、対象者を拡大

したものや、役割を終えて廃止した事業もあります。 

        一方で、地域の高齢者の中には、過去に差別を受けてきた経験から、他

の地域の方との関わりが難しい方がおられる等、いまだ解決していない

課題があり、本事業を含め、残された課題については行政の責任として

取り組んでいく必要があります。 

   （会 長）デイサービスの各種事業は、全て高齢者相談員が主として対応している

のか。 

   （所管課）デイサービス事業は、全て高齢者相談員が実施しています。 

   （会 長）リフトカー運転業務料は、送迎サービスのための経費か。 

   （所管課）その通りです。 

   （会 長）送迎サービスについては、介護保険サービスでの対応はできないのか。 

   （所管課）介護保険サービスの介護タクシーの利用については、要介護認定が必要

ですが、リフトカー送迎の対象者は、要介護認定を受けていない、７５

歳以上の後期高齢者で介助支援が必要な方等に限定しているものです。 

   （委 員）デイサービス事業は、市が運営する通所施設として国からの補助金を受



- 6 - 

けて実施することができないか。 

   （所管課）すでに県からの補助金を受けており、他の補助を受けることはできませ

ん。 

   （副会長）「人権文化センター」の定義はあるのか。隣保館の呼称のことか。 

   （所管課）組織機構上の名称として「人権文化センター」としており、隣保館は施

設名称です。 

   （副会長）平成２８年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定され、国や地方

自治体の責任において同和問題の解決に取り組むことを明文化している。

現在も、インターネット上での差別が蔓延する等、差別の実態や同和問

題について正しく理解することが重要であり、啓発が大切である。 

   （会 長）令和２年度の参加者人数が減少していることから、事務事業評価表の成

果状況については、「あがっていない」に修正し、その原因分析としての

コメントを記載すべきであると考える。 

    

 

  ④市民活動保険運営事業（コミュニティ推進課） 

   所管課による自己紹介及び事業内容の説明 

   （委 員）本事業の意図を踏まえると、市民活動中の事故を漏れなく補償すること

が重要であることから、成果指標「補償を行った件数」に加えて、「市民

の保険加入率」を設定してはどうか。 

   （所管課）本事業の対象は、市民活動を行う全ての市民であり、趣旨に合致すれば

どなたでも加入している状況と言えます。 

   （委 員）成果指標に「申請に対して適正な補償を行った件数の割合」等を追加し

てはどうか。 

   （所管課）検討します。 

   （副会長）複数事業者から見積書を徴収しているか。 

   （所管課）入札会を実施し、複数事業者に参加を依頼していますが、辞退等により

結果的に応札が 1社のみということもあります。 

   （委 員）他市と契約のある事業者等が参加することもあるのか。 

   （所管課）受けてもらえる保険事業者は常に探しており、依頼は行っています。 

   （委 員）他市では複数年での契約を行っているところもあるが、筑紫野市でも複

数年の契約により事業費の削減等が検討できないか。 

   （会 長）法律上や条例上の問題がないか確認を行ったうえで、支障がなければ複

数年での契約締結について検討してもらいたい。 

   （委 員）コミュニティ推進課の全体の予算額はいくらか。 

   （所管課）令和３年度当初予算では約２億円であったと記憶しておりますが、正確

な金額は把握していません。 

   （会 長）保険料は全体事業の一定割合と事故確率から算出されるとの視点からの

委員の質問と思われる。そのため、コミュニティ推進課の予算について
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既存事業で構わないので、次回までに報告してもらいたい。 

   （副会長）基本事業の成果指標「NPO・ボランティア団体数」の目標値 281 団体に

ついて、どのような団体を積算して計上しているのか。 

   （所管課）関係各課や社会福祉協議会等に照会を行い、回答のあった団体を計上し

ています。その主な内訳は、自主防災組織 82 団体、防犯組織約 60 団体

などとなっております。 

  

 

  ⑤放置自転車対策事業（維持管理課） 

   所管課による自己紹介及び事業内容の説明 

   （委 員）指導・撤去業務の委託料について、他市より撤去台数が少ないにも関わ

らず高額となっている。委託内容を精査し、委託料の削減について検討

できないか。 

   （所管課）他市とは諸条件の違いにより単純比較は難しいと考えています。また、

これまでも定期的に委託内容の見直しを行い、コスト削減に取り組んで

いるところです。 

   （会 長）駐輪場管理事業と放置自転車対策事業を一体的に委託している市もある

が、筑紫野市で同様の委託契約は可能か。 

   （所管課）一体的に委託を行うためには、駐輪場と保管所が一体となっている必要

があり、筑紫野市では、駐輪場と保管所が離れていることや業務内容も

異なることから難しいと考えています。 

   （委 員）駐輪場は不足している状況か。 

   （所管課）現在、駐輪場には余裕がある状況です。 

   （会 長）返還業務については、本事業の事業費の多くを占めているが、保管所の

統合など、返還業務に係る委託料の削減策について検討しているものは

あるか。 

   （所管課）返還業務については、これまでに時間の短縮や二日市保管所の廃止など

により、事業費を削減してきた経緯があります。原田保管所については、

台数に余裕があることから、コロナ後の状況や、市民の利便性の観点等

を踏まえて検討したいと考えています。 

   （会 長）保管所は、保管可能台数や面積に対して、どの程度使用している状況か。 

   （所管課）資料として持ち合わせておりません。 

   （会 長）保管所統合の可能性について確認を行いたいことから、次回までに報告

してもらいたい。 

   （会 長）他市のように駐輪場の一部に保管所を設置することは可能か。 

   （所管課）保管所設置のための設備投資費用等が発生することから、検討していま

せん。 

   （会 長）駐輪場の一部に保管所を設置することで、撤去業務に係る委託料を削減

し、設備投資費を捻出する等、長期的な視点でコスト削減ができないか。 
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   （所管課）駐輪場管理運営業務と保管所業務を一体として委託先が受けてもらえる

か等の課題があることから、難しいものと考えます。 

   （会 長）駐輪場に配置されている人員は何名か。 

   （所管課）常時１名の配置と、朝夕の混雑する時間帯には複数名の配置をしていま

す。 

   （副会長）ＪＲ二日市駅西口の駐輪場を新設するとのことだが、保管所と併せて設

置することは可能か。 

   （所管課）敷地が狭く、駐輪場のみ設置の予定です。 

   （委 員）駐輪場の利用料が放置自転車の一因となっているものと考えられるが、

利用料を下げることや無料化について検討できないか。 

   （所管課）駐輪場の経営状況として、ＪＲ二日市駅駐輪場以外は赤字経営の状況で

あり、利用料を下げるのは難しい状況です。無料化については、過去に

検討を行った経過もありますが、無料化に伴う維持管理費の影響等で断

念した経緯があります。 

   （委 員）SDGｓの観点等から、市の方針として、駐輪場を増やす意向はないか。 

        また、駐輪場を無料化した場合、市の負担がどの程度増加するのか。 

   （所管課）今は資料を持ち合わせておりません。 

   （会 長）駐輪場の経営状況についての資料を次回までに報告してもらいたい。 

        駐輪場の利用料について、学生割引はあるか。 

   （所管課）定期利用の場合、学生割引があります。 

   （会 長）駐輪場の支払いは、現金支払いのみ対応か。 

   （所管課）現金支払いのみです。 

   （会 長）利用者の支払い時間短縮やコスト削減のために自動車駐車場では電子マ

ネーや防犯カメラでの無人化、遠隔化をしているところもあるため、費

用対効果があるのであれば、今後検討してほしい。また、防犯カメラを

自転車放置禁止区域に設置することで、放置自転車の抑止効果が生まれ

ると考える。 

 

５．事務連絡 

   事務局より次回会議の開催日程等を説明。 

 

６．閉会 

   １２：２３閉会。 


