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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

1 訴訟事務事業 総務課

各種訴訟等に係る事案について、所管課及
び市の機関と顧問弁護士等との調整事務及
び相談を行い、適切な指導を受けて対応する
もの。
行政不服審査会委員報酬（17）、費用弁償
（9）、顧問弁護士委託料（1,320）、普通旅費
(93)等

0 0 0 0 1,457 1,457 見直し

①顧問弁護士の実績等の整理について
　本市が委託契約を締結している顧問弁護士2名については、
それぞれ専門としている分野があるため、経歴やこれまで対応
してきた判例等の実績を整理するなど、それぞれの強みをまと
めることで、事案や相談内容に応じた弁護士を選択できる体制
づくりについて検討すること。

②法律相談の積極活用について
　法律相談については、面談以外にメールや電話、オンライン
での対応が可能となり、利便性が高まっていることから、職員
への周知を徹底するなど、法律相談を積極的に活用するととも
に、将来的なトラブルが未然に防止できるよう、より良い法律相
談のあり方について引き続き検討すること。

2 選挙啓発事業 選挙管理委員会事務局

「明るい選挙推進協議会」活動として、選挙時
街頭啓発、ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ開催等による選挙啓
発を実施するもの。
講師謝金(44)、記念品(40）、消耗品費（63）等

0 0 0 0 196 196 見直し

①選挙啓発につながる取り組みの検討について
　本事業の目的は、選挙啓発や政治意識の向上であるが、若
年層への啓発が課題となっているところである。しかしながら、
政治学級の参加者は高齢者が中心であり、入れ替わりも少な
く、また受講後に啓発活動を行っているか不明であるなど、目
的に対して適切な手段であるとは言い難い。そのため、高校で
の出前講座を実施し、その講師を政治学級参加者が務めるな
ど、近隣自治体の取り組みを参考にしたうえで、若年層への啓
発や政治意識の向上につながる取り組みについて検討を行う
こと。
　また、上記を踏まえたうえで、成果指標について、「啓発活動
への参加者数」等の、本事業の取り組みが選挙啓発や政治意
識の向上につながっているか検証し得る成果指標の設定につ
いて検討すること。

3 公用車集中管理事業 管財課

公用車の配車や車両の点検、マイクロバスの
運行業務等の委託業務を行うもの。
庁用車運転業務委託料（3,564）、燃料費
（3,740）、修繕料（2,948）等
●財源：その他（自動車・建物災害共済分担
金）

0 0 0 182 13,302 13,484 維持

①事務事業評価表の修正について
　公用車の配車や車両の点検などの集中管理については、安
定的になされているものと認められるが、その一方で、本事業
の成果指標「車両に関するトラブル件数」を如何に減らしていく
かが課題であると考えられる。そのため、既に実施している安
全運転研修の取り組み等について、事務事業評価表の手段欄
や意図欄に記載するほか、成果指標「研修受講者数」等の追
加について検討するなど、今後はトラブル防止に寄与する取り
組みについて評価・分析するよう努めること。

②近隣自治体の状況や取組の把握について
　今後の見直し等の参考のために、安全運転研修の実施状況
や事故の発生状況、ドライブレコーダーの設置状況等の基礎
的な情報について、近隣自治体の状況を把握するとともに、電
気自動車等のエコカーの導入事例について調査・研究を行うこ
と。

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要
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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要

4 市税収納事務事業 収納課

市税徴収に係る事務を行うもの。
印刷製本費（4,361)、手数料(609)、運営管理
委託料(815)等
●財源：その他（市税督促手数料)

0 0 0 2,086 4,874 6,960 見直し

①収納率向上のための取り組みについて
　より効果的な徴収を行うために、現在策定中の債権管理指針
及び債権管理マニュアルについて、早期に運用開始できるよう
に努めるとともに、運用開始後は関係課等と連携した取り組み
を進めること。

②期限内納付促進のための取り組みの検討について
　先進事例等を参考に、期限内納付がなされない場合のデメ
リットやリスク等をまとめた文書等の作成、生活困窮者対策等
を実施する福祉部門との更なる連携など、滞納を未然に防止
するための取り組みについて検討すること。

5
市指定文化財（長者の藤）
管理補助事業

文化財課
管理者が行う害虫駆除等、肥培管理費用の
一部を補助するもの。
市指定文化財（長者の藤）管理補助金（150）

0 0 0 0 150 150 見直し

①補助割合及び補助金額等の妥当性の検討について
　本事業の経緯として、市が全体事業費の８割（上限15万円）を
補助するよう補助対象者と整理しているとのことであるが、収支
決算書によると、市の補助金額が近年15万円で変動がないの
に対して、補助対象者が拠出している事業費が全体事業費の
変動に応じて削減されていることから、補助割合及び補助金額
等の妥当性について検討すること。
　また、本補助金により実施する害虫駆除や剪定、消毒等にか
かる経費については、その詳細の確認がなされていない状況
であることから、その経費の妥当性についても併せて確認する
こと。

②本事業のあり方の整理について
　本事業は、所有者に対して「長者の藤」の管理補助を拠出す
る手法により事業を実施しているが、本事業以外の市の指定
天然記念物の管理のあり方とは異なる事業手法となっている。
そのため、本事業を補助事業として実施するか、委託事業とし
て実施するかなど、市の指定天然記念物全ての事業手法を含
めた本事業のあり方について整理するとともに、その結果を踏
まえた成果指標の設定について検討すること。
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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要

6
届出保育施設健康診断費
補助事業

保育児童課

認可外保育施設の衛生・安全対策のため、
職員及び利用児童の健康診断費を助成する
もの。
届出保育施設健康診断費補助金（618）
●財源：保育対策総合支援事業費補助金（県
2/3）、届出保育施設利用児童健康診断費補
助金（県1/2）

0 372 0 0 246 618 維持

①成果指標の設定について
　本事業の成果指標「助成人数」については、企業主導型保育
施設への移行などの環境変化による影響があり、適切に評価・
分析し得る指標とは言い難いことから、「助成施設の割合」等、
より最適な成果指標の設定について検討すること。

7 延長保育事業費補助事業 保育児童課

夕方18時から19時までの1時間延長保育を民
間保育所9園で実施するもの。
延長保育事業費補助金（6,621）
●財源：子ども・子育て支援交付金（国1/3)、
子ども・子育て支援交付金(県1/3）

2,207 2,207 0 0 2,207 6,621 維持

①成果指標の見直しについて
　本事業の成果指標である延長保育の「実施児童数」について
は、保護者の生活様式のあり方等による数値の変動が大きく、
適切に事業効果を評価・分析し得る指標とは言い難いことか
ら、「保護者の満足度」や「延長保育が必要な人への充足率」
等、より最適な成果指標の設定について検討を行うこと。

8
図書・視聴覚資料購入事
業

文化・スポーツ振興課

図書等の購入を行うもの。
書誌情報作成業務委託料（2,376）、図書、視
聴覚資料、新聞、雑誌等の図書等購入費
（17,878）等
●財源：その他（新市町村振興宝くじ（オータ
ムジャンボ）交付金）

0 0 0 13,000 11,320 24,320 見直し

①成果指標の設定について
　本事業の成果指標「市民一人当たりの蔵書冊数」について
は、現状では収蔵スペース等により増加の見込みがないことか
ら、「市民一人当たりの貸出冊数」等の、市民が必要とする図
書が揃っているか等について検証し得る成果指標の設定につ
いて検討すること。

②小中学校図書館との連携について
　市内小中学校の図書館と市民図書館の蔵書については、重
複しているものがあること、購入金額にも違いがあることなどか
ら、相互の蔵書状況を確認し、一括して市民図書館で購入する
など、より効率的な図書の購入方法等について学校教育課等
との協議を行うほか、その連携について継続して検討するこ
と。

③今後の図書館運営のあり方について
　近隣自治体の図書館の運営については、本市以外の全てで
指定管理者制度を導入しているが、一部で実施している電子
図書館の導入状況等も含めて、その施設運営全般について調
査・研究を行うなど、他自治体を参考とした今後の図書館運営
のあり方について検討すること。
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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要

9
人形劇のあるまち推進事
業

文化・スポーツ振興課

人形劇に親しみ、就学前の子ども達が劇に入
り込むことにより社会経験を積み、情感豊か
な心を育て、社会規範を身につけてもらうた
めに、実行委員会に対して補助を拠出するも
の。
ちくしの人形劇まつり実行委員会補助金
（800）

0 0 0 0 800 800 見直し

①本事業の目的の整理等について
　本事業の目的については、市内に居住する子どもたちへの情
操教育の推進であるか、人形劇のあるまち筑紫野を市外へ発
信するために劇団や実行委員会を支援する事業であるかが不
明確となっている。そのため、総合計画の上位の施策・基本事
業の位置付けを踏まえた目的の整理を行うとともに、成果指標
については、「来場者の満足度」や「ボランティア人数」など、本
事業の目的に即した指標を設定するよう検討すること。
　また、人形劇の存続のために、ボランティアの確保が課題と
なっていることから、ボランティアの確保のための方策について
検討すること。

②補助金交付の妥当性の整理について
　本事業は、「筑紫野市社会教育振興事業補助金交付要綱」に
基づき補助金を拠出しているが、本要綱中、補助金交付対象
団体については、社会教育団体を幅広く網羅していることか
ら、本補助金の活用を希望する社会教育団体が際限なく現れ
ることが懸念される。このことから、本要綱を適用し得る社会教
育団体の定義を整理するとともに、「ちくしの人形劇まつり実行
委員会」への補助金交付の妥当性について整理すること。

10
スポーツ推進委員運営事
業

文化・スポーツ振興課

スポーツ推進委員が地域に対して支援・指導
が行うことができるように、研修、会議、視察
等を実施するもの。
スポーツ推進委員報酬（2,613）、費用弁償
（713）、消耗品費（193）等

0 0 0 0 3,952 3,952 見直し

①事務事業評価表の修正について
　スポーツ推進委員については、地域のスポーツ振興において
貢献度が高いことから、その活動内容について、事務事業評価
表の手段欄に記載すること。また、本事業の目的がスポーツ推
進委員の資質の向上であることから、本事業により育成された
スポーツ推進委員が地域において活躍できているかについて
評価・分析し得る成果指標の設定について検討すること。

②スポーツ推進委員の活動の周知について
　スポーツ推進委員の活動について、市民の認知度が高くない
ものと考えられることから、市民便利帳への掲載やSNSの活用
等、認知度向上のための周知・PRについて検討を行うこと。
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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要

11 全国大会出場補助事業 文化・スポーツ振興課

市民がスポーツに関する全国大会規模の大
会等に参加するために要する費用を助成す
るもの。
全国大会出場補助金（1,860）
●財源：その他（体育奨励基金繰入金）

0 0 0 1,000 860 1,860 見直し

①今後の事業のあり方の検討について
　本事業は、体育奨励基金を主な財源として実施しているが、
本基金が令和４年度以降に枯渇する見込みであることから、早
急に今後の事業のあり方について検討すること。なお、検討に
あたっては、助成対象大会や助成回数、助成上限額等、近隣
自治体等を参考に幅広く検討するほか、全国大会で活躍する
選手を市のPRとして活用する取り組みなど、本基金が枯渇して
も市として継続して実施する意義がある事業展開について検討
すること。

12
小中学校開放体育施設運
営事業

文化・スポーツ振興課

小中学校体育施設（体育館、武道場、グラウ
ンド）を市内の団体に開放するもの。
消耗品費（250）、修繕料（1,827）等
●財源：その他（ナイター設備使用料）

0 0 0 247 1,898 2,145 見直し

①受益者負担の導入について
　本事業は、市内の各種スポーツ団体に対し、小中学校の体
育施設を無料（ナイター設備使用料を除く）で提供しているとこ
ろであるが、施設の維持管理には一定の費用が必要であるこ
と、筑紫地区では本市以外の全てにおいて利用団体から施設
使用料を徴収していること等を踏まえ、利用団体からの施設使
用料の徴収について検討を行うこと。

13
筑紫野市青少年指導員会
補助事業

生涯学習課

指導員の知識、技能の向上、指導員相互及
び各校区間の連携により青少年の健全育成
及び非行防止活動を推進する青少年指導員
会へ補助金を拠出するもの。
青少年育成事業補助金（90）

0 0 0 0 90 90 見直し

①事務事業評価表の修正について
　青少年指導員については、地域の巡回活動に加え、様々な
地域活動を行っていることから、その活動内容について、事務
事業評価表の手段欄に記載すること。また、本事業の目的が
青少年指導員の自主的活動の支援であることから、本事業が
青少年指導員の知識・技能の向上や指導員相互の連携構築
等の支援に寄与できているかを評価・分析し得る成果指標の
設定について検討すること。

②補助金額の根拠や妥当性等の整理について
　本補助金の目的が、本団体の運営に対する運営補助である
か、本団体の活動を支援するための事業補助であるかを整理
したうえで、本補助金の対象経費等を明確にした要綱等を整備
するなど、補助金額の根拠や妥当性等について整理すること。
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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要

14
子ども会リーダースクール
事業

生涯学習課

子ども会のリーダーを対象に行事の計画や
軽スポーツ・レクレーション等を体験学習する
ことにより活動を担っていくリーダーの育成を
はかるもの。
講師謝金（53）、消耗品費（18）

0 0 0 0 71 71
見直し
又は
廃止

①事務事業評価表の修正について
　事務事業評価表の対象欄については、「市内の小・中学生お
よび高校生」となっているが、主たる対象者が市内の小学4・5
年生であること、同じく手段欄については、子ども会リーダース
クール以外の事業の記載があること等から、事務事業評価表
が適切な記載となるよう修正を行うこと。

②本事業の必要性について
　本事業の目的は、「子ども会を担うリーダーの育成」とのこと
であるが、子ども会活動に必要なリーダーの人数が不明確であ
ることや、リーダースクール受講者のその後の活動が把握され
ていない等、真に子ども会の活動に寄与する事業となっている
か疑問がある。そのため、子ども会へのアンケート調査の実施
や、リーダースクール受講者の子ども会への貢献度について
調査を行うなど、本事業が子ども会の円滑な運営に寄与できて
いるかについて評価・分析を行ったうえで、本事業の廃止も含
めた今後の事業のあり方について検討を行うこと。

15
市立学校PTA協議会補助
事業

生涯学習課
PTA協議会に補助金を拠出するもの。
市ＰＴＡ協議会補助金（160）

0 0 0 0 160 160
見直し
又は
廃止

①事務事業評価表の修正について
　事務事業評価表の手段欄については、PTA協議会の活動に
ついてのみの記載となっているため、本補助金の交付申請な
どの事業内容について追記すること。

②本補助金の使途等の整理について
　本団体の目的であるPTAの発展や児童・生徒の健全な育成
等に資する補助金の使途について整理するとともに、補助対象
経費等を明確にした要綱等を整備するほか、決算報告の際に
は領収書の添付を求めるなど、補助金の使途について充分な
確認がなされるよう検討すること。そのうえで、本団体の繰越金
が多くなっていることも踏まえ、補助金額の妥当性等について
も検証すること。

③本補助金の必要性について
　本補助金の使途や補助金額の妥当性について整理を行った
うえで、単位PTA負担金等による自主的な活動が可能であると
判断される場合には、本補助金の廃止について検討すること。
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令和３年度　内部評価委員会 対象事業一覧表

国 県 地方債 その他 一般 合計 方向性 コメント

評価結果令和3年度予算（単位：千円）

No. 事務事業名 所属課等名 事業概要

16 家庭児童相談事業 子育て支援課

家庭内における、児童の育児等の悩みや問
題点の相談に当たるもの。虐待等については
関係各課、関係機関等と連携をとりながら問
題の解決に当たるもの。
家庭児童相談員報酬（6,404）、児童家庭相談
システム保守業務委託料（330）等

3,966 0 0 1 4,321 8,288 見直し

①成果指標の見直しについて
　本事業の目的は、「児童や保護者等からの様々な相談に適
切に対応し、児童の健全育成を図ること」であることから、相談
に対して問題の解決や支援に適切に取り組んでいるかについ
て評価・分析し得る成果指標の設定について検討を行うこと。

②相談体制の充実について
　子ども家庭総合支援拠点の設置等に係る法改正への適切な
対応に加え、児童虐待等の予防の観点から、関係機関・関係
課等との課題の整理や連携強化を行うなど、相談体制の充実
に努めること。

17 利用者支援事業 子育て支援課

子育て世代や妊産婦が情報提供や相談・助
言を行うとともに、関係機関との連絡調整等
を実施するもの。
会計年度任用職員給料（2,061）、消耗品費
（60）等
●財源：子ども・子育て支援交付金（国1/3）、
利用者支援事業補助金（県1/3）

914 914 0 0 960 2,788 見直し

①事業の統合について
　子育て関連の相談窓口として、子育て世代包括支援センター
や子育て支援センターなど、本事業と類似した役割を担うと考
えられる相談窓口があることから、市民への分かりやすい案内
等の観点から、本事業の目的や役割を踏まえた類似事業との
統合について検討すること。

②地域での活動の充実について
　上記①の事業の統合について検討したうえで、本庁内に配置
されている子育て支援コーディネーターについては、コミュニ
ティセンターや公民館等の地域での活動が多くを占めているこ
とから、その活動や取り組みの成果について評価・分析し得る
成果指標に見直すとともに、コミュニティ推進課等の関係課と連
携しながら、地域での活動の広がり・充実について継続して検
討すること。

18 妊産婦事業 子育て支援課

市が委託した医療機関及び県内の助産院で
行う妊婦健診の助成等を行うもの。
妊婦健診委託料（82,636）、妊婦健康診査助
成金（1,971）等

0 0 0 0 84,708 84,708 維持

①委託料の妥当性の整理について
　妊婦健康診査については、県内自治体統一の単価で契約を
締結しているところであるが、その単価を他県と比較するなど、
委託料の妥当性について整理を行うこと。

②事務事業評価表の修正について
　本事業の事業内容として、医療機関から妊産婦等の体調面
等についての情報提供を受けていることや妊産婦と面談、電
話、訪問等の手段により不安軽減に取り組んでいることから、
当該内容を事務事業評価表に追記すること。
　また、本事業は簡易評価であるが、本事業の目的が「妊産婦
の心身ともに健康で安心した出産」であり、当該目的を踏まえ
た取り組みや成果の向上を意識した事業展開が必要であると
考えられることから、成果指標の設定について検討するととも
に、その数値の動向について注視すること。
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19 乳幼児健診事業 子育て支援課

4ヶ月児・10ヶ月児、1歳6ヶ月児健診、1歳6ヶ
月歯科検診、3歳児健診を実施するもの。
健康診査医師報酬（2,400)、会計年度任用職
員報酬（1,541）、講師謝金（628）、乳幼児健診
業務委託料（12,357）、乳幼児歯科健診業務
委託料（1,814）等

0 0 0 0 19,286 19,286 維持

①事務事業評価表の修正について
　本事業の目的は、疾病や障がいの早期発見、社会的孤立・
児童虐待の予防等であることから、要支援ケースへの対応状
況等について事務事業評価表に追記すること。

②受診状況の把握について
　所管課で整理されている乳幼児健診の受診状況について
は、過年度分の受診者数も含まれており、当該年度の対象者
数に応じた受診者数や受診率、未受診率が把握されていない
ことから、その把握に努めること。

③委託料の妥当性の整理について
　乳幼児健診については、筑紫地区統一の単価で契約を締結
しているところであるが、その単価を他自治体と比較するなど、
委託料の妥当性について整理を行うこと。
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