
フルコスト計算書診断結果に対する 

改善方針および改善状況調査 

（平成 30 年度実施分） 

大野城市企画政策部自治戦略課 

平成 31 年１月 





：35 事業

【調査概要】 

１ 調査目的 

フルコスト計算書診断結果に対する所管課の改善方針および改善状況把握

のため 

２ 調査対象 

53 事業 

・平成 20～28 年度に診断した事業のうち、改善に向けて検討中の事業 

・平成 29 年度に診断した事業のうち、「改善すべき点が見られる」と診断さ

れた事業                         ：18 事業 

３ 調査の実施方法 

所定の「フルコスト計算書診断に対する改善方針および改善状況調査」（エ

クセル様式）による回答およびヒアリング 

４ 調査期間 

平成 30 年 10 月９日～平成 30 年 12 月５日 

５ 改善方針結果（53 事業） 

①診断のとおり改善    13 事業（24.5％）

②診断のとおり改善するよう検討中     20 事業（37.8％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 ５事業（ 9.4％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 10 事業（18.9％）

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を 

検討したが難しく、現状維持 

５事業（ 9.4％）
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《改善方針》

①診断のとおり改善 ：13事業（24.5％）

②診断のとおり改善するよう検討中 ：20事業（37.8％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 ： ５事業（　9.4％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 ：10事業（18.9％）

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を検討したが難しく、現状維持 ： ５事業（　9.4％）

①診断のとおり改善（13事業）

1 情報広報課 29 P４

2 情報広報課 27 P４

3 人権男女共同参画課 28 P４

4 人権男女共同参画課 27 P４

5 総務課 24 P５

6 コミュニティ文化課 27 生涯学習まちづくり出前講座事業 P５

7 こども健康課 29 赤ちゃんホームヘルプサービス事業 P５

8 子育て支援課 23 市立保育所用地確保事業 P５

9 すこやか長寿課 26 食生活改善推進員育成活用事業 P６

10 建設管理課 29 都市基準点調査・復元事業 P６

11 建設管理課 26 交通安全施設整備事業 P６

12 教育政策課 29 給食用大型備品の買い替え事業 P６

13 スポーツ課 29 P７

②診断のとおり改善するよう検討中（20事業）

14 情報広報課 29 P８

15 コミュニティ文化課 28 P８

16 コミュニティ文化課 26 P８

17 南・中央・東・北地域行政センター 29 P８

18 ふるさとにぎわい課 29 P９

19 ふるさとにぎわい課 29 P９

20 ふるさとにぎわい課 29 P９

21 こども未来課 24 P９

22 こども健康課 27 P10

23 こども健康課 27 P10

24 子育て支援課 28 P10

25 子育て支援課 25 P10

26 子育て支援課 24 P11

27 福祉課 24 P11

28 福祉課 23 P11

29 環境・最終処分場対策課 23 P12

30 教育振興課 29 P12

31 教育振興課 29 P12

32 教育指導室 29 P12

33 教育指導室 29 P13

フルコスト計算書診断結果に対する改善方針および改善状況調査結果について（平成30年度調査）

子どもたちの「いのち」を守る研修会事業

ダイオキシン類調査事業

小学校教育推進事務事業

学校運営協議会推進大会事業

子育て支援センター運営事業

両親教室事業

市立保育所施設維持管理事業

献血推進事業

福祉タクシー助成事業

中学校教育推進事務事業

広報印刷事業

人権週間事業

仲畑農園維持管理事業

市特産品等購入事業

子ども情報センター運営事業

地域行政センター運営管理事業

記載
ページ

所管課 事務事業名

庁内事務機器管理事業

№

ヘルプデスク運営事業

№ 所管課

診断
年度

総合公園用スポーツ備品購入事業

診断
年度

事務事業名

人権をまなぶ講座運営事業

法制事務事業

新公共施設管理システム運用事業

まどかフェスティバル事業

公民館等空調設備整備事業

母親教室事業

乳幼児健康支援一時預かり事業

記載
ページ
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③診断を踏まえ、独自の方法で改善（５事業）

34 人権男女共同参画課 25 P14

35 人権男女共同参画課 24 P14

36 ふるさとにぎわい課 29 P14

37 公園街路課 28 P15

38 環境・最終処分場対策課 26 P15

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中（10事業）

39 情報広報課 29 P16

40 ふるさとにぎわい課 24 P16

41 長寿支援課 25 P16

42 長寿支援課 25 P16

43 長寿支援課 24 P17

44 安全安心課 28 P17

45 環境・最終処分場対策課 27 P17

46 環境・最終処分場対策課 24 P17

47 スポーツ課 28 P18

48 ふるさと文化財課 23 P18

⑤診断のとおりもしくは独自の方法で改善を検討したが難しく、現状維持（５事業）

49 財政課 25 P19

50 南・中央・東・北地域行政センター 29 P19

51 すこやか長寿課 28 P19

52 スポーツ課 24 P20

53 料金施設課 29 P20宅内漏水修理当番待機料

記載
ページ

記載
ページ

№ 所管課

№ 所管課
診断
年度

診断
年度

人権・同和研修会運営事業

各種人権・同和団体支援事業

事務事業名

№ 所管課
診断
年度

事務事業名

ダンボールコンポスト普及事業

ごみ減量啓発事業

介護認定調査事業

生ごみ処理機利用促進支援事業

記載
ページ

契約事務事業

コミュニティセンター庁用車管理事業

すこやか交流プラザ施設維持管理事業

スポーツ推進委員設置運営事業

文化財収蔵庫設置運営事務事業

市民水泳大会運営事業

地産地消推進事業

公園施設維持管理事業

ＦＡＱシステム事業

おおの大文字まつり開催支援事業

事務事業名

敬老祝金・祝品給付事業

老人福祉施設維持管理事務事業

災害時備蓄品購入事業

3



改善方針 改善状況

1
情報広
報課

29
庁内事務機
器管理事業

・現時点では特段の大きな問題点はない。
・ただし、各機器のリース期間が終了後の新たな危機の調達
について、どの様な方法で調達・管理するのか、機器のス
ペックをどの程度とするのかなど、職員の印刷機器等の利用
実態やペーパレス化の動向などを踏まえながら、一層、費用
対効果の向上に資する方法に取り組むことが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

・事務機器の利用実態について、記録簿を設置するなどして
使用状況を把握するよう努めている。利用実態や故障の頻度
などを参考に、機器調達時の仕様を見直す。
・平成31年度に、レーザープリンターから複合機への移行を
進め、さらなる費用対効果の向上に取り組む。

2
情報広
報課

27
広報印刷事
業

・広報印刷事業と広報配布事業は統合し、広報作成・配布事
業とした上で、目的や成果を正しく設定し直す必要がある。
・目的や成果は、広報紙を通じて発信した市政等に関する情
報が市民に伝わり、市民生活等に役立っていることであり、そ
れを検証するため、無作為抽出した市民を対象に閲読の頻
度、記事分類別の閲読状況などを把握・分析することが最低
限、必要である。その上で、閲読率の低い市民の属性やその
要因、閲読率の低い記事とその要因などを分析し必要な改善
を行うことで、より多くの市民に市政等に関する情報が伝わる
紙面作成や提供方法に反映させる必要がある。
・なお、情報広報課の重要な役割として、市民に必要かつ役
立つ情報等を広報するための広報戦略を立案し、各課に対
する依頼・編集などにより積極的に関与するべきである。ま
た、市ホームページの広報誌閲覧者数は把握可能であること
から、分析することが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

・平成30年度に、無作為抽出した市民を対象として「広報アン
ケート」を実施し、広報紙、市ホームページおよびＳＮＳについ
て市民ニーズの分析を行った。その結果、①広報紙において
は市民の知りたい情報を連載としてスタートさせ、②ホーム
ページにおいては分類が分かりにくいという意見を踏まえ、カ
テゴリーの見直しや階層を浅くする（少ないクリック数でより簡
単に情報にたどり着く）よう改善に着手した。
　また、これらの内容は、平成31年度に策定する「(仮称）大野
城市広報・広聴戦略プラン」に反映し、今後も情報発信の充
実に活かしていく。
・広報戦略に沿った内容の広報紙の発行について、広報計画
の策定や、広報記事の企画・編集の際、紙面の見やすさや記
事の充実など改善を図っていく。

3
人権男
女共同
参画課

28
人権週間事
業

・市が特に人権思想・人権尊重精神の普及高揚してもらいた
い対象の特定と、本事業の受益者（講演会の参加者）の属性
とが整合しているのか、不整合なのかの分析を行う必要があ
るが、現状では、参加者アンケートで年代・性別等の設問が
ないことから、分析できない状況にある。
・所管課の質疑通告書への回答にあるとおり、今後は、「参加
者（の層）の拡大」「意識・関心の低い人たちの参加」を課題と
し、その達成・実現に向けて工夫・改善していく必要がある。
具体的には、平成26年度実施「大野城市人権・同和問題市民
意識調査」の結果について、年代別・性別・職業別などのセグ
メント分析を行い、平均と比較して特に「人権問題について関
心がない（士気の低い）」属性の市民の参加を促す内容（テー
マ、内容、場所、曜日、時間帯）に変える必要がある。もし、若
年層が重要な対象者であるならば、 例えば、高校・大学等と
連携し、学園祭の1イベントとして学生自らに企画・運営させる
ことで、意識啓発や参加拡大を図るなどの工夫も必要であ
る。

①　診断
のとおり
改善

・平成29年度に引き続き、参加者アンケートに年齢（年代）の
設問を設け、データを年代ごとに比較・分析が可能となるよう
改善し、前年度との比較も実施した。
・平成29年度とテーマや講師が異なるものの、どの年代の参
加者が多いのかだけでなく、どのようなテーマに関心が高い
のか、どのような内容・方法（講話・映画・パネルディスカッショ
ンなど）が望まれているのか、参加しやすい曜日や時間帯は
いつなのかなどについて、年代ごとの客観的なデータ（数値）
による検証を行うことができた。
・今後とも課題である「参加者（の層）の拡大」「意識・関心の
低い人たちの参加」をクリアするため、アンケート結果に基づ
いた講演会の企画・運営方法（テーマ、内容、場所、曜日、時
間帯）の工夫・改善に取り組んでいく。

4
人権男
女共同
参画課

27
人権をまな
ぶ講座運営
事業

・参加者が増えない要因を検証・分析の上、参加者が増える
講座内容に見直したり、有効性の高いPR方法に変更する必
要がある。また、本事業で実施するテーマと各コミュニティセ
ンターで実施するテーマについて、適切な役割分担が必要で
ある。本事業はまどかぴあで実施されることから、ターゲットと
内容を明確にすることが有効である。
・なお、本事業のコストとして、健康推進課（現：すこやか長寿
課）が負担した報償費が存在するなら、その事業費は本事業
に位置づけるべきと考える。

①　診断
のとおり
改善

・平成29年度は、参加者が増となるよう、市民の関心が高まっ
ている「性的少数者の人権」も実施内容（テーマ）の一つに設
定し、性同一性障害（ＧＩＤ）当事者の方を講師に迎えた。ま
た、全国的にも珍しい刑務所内で放送されるラジオ番組の
ディスクジョッキーも務める「篤志面接委員」を招聘し、罪を犯
した人の社会復帰や更生をテーマとした講座も実施した。
・平成29年度の参加者は、161名で、平成28年度（151名）、平
成27年度（159名）、平成26年度（127名）を上回ることができ
た。
・本事業は、まどかぴあと各コミュニティセンターにて実施して
おり、まどかぴあは、利便性から市内全域から参加しやすい
と思われるため、内容（テーマ）を決定する際には、その点を
考慮している。
・今後とも時勢に即した講座内容に見直しを行いつつ、ＳＮＳ
など新しいメディアの活用など有効性の高い周知方法を取り
入れ、参加者の増に努めていく。
・なお、本事業にかかるコストについては、平成26年度に「自
殺対策緊急強化基金事業」として実施した以外は、人権男女
共同参画課の事業費として位置づけている。

フルコスト計算書診断結果に対する改善方針および改善状況調査

所管課
診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

5 総務課 24
法制事務事
業

①条例・規則等の制定作業に係る部門間でのレベル差を改
善するため、作成マニュアルの周知や、政策法務に関する研
修等の強化など職員の知識・能力の底上げに取り組む必要
がある。
②法制システムの次回調達時に、市民の条例・規則等の理
解を促進するため、法制システムの冒頭に、市民向けに条
例・規則等の位置づけや役割などを解説するページやコー
ナーを設置することが望ましい。また、将来的には、総合計画
の体系や庁内組織と条例・規則等を関連づけた検索が可能
となれば、効率的な利用が促進されるものと考える。
③実務提要等の加除については、数年おきに必要性に関す
る調査を全庁で実施する必要がある。その際、各所管課が管
理する加除式図書についても見直しの指導を行うことが望ま
しい。
④庁内掲示板などを活用して、判例データベースの利用を促
進することが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

①作成マニュアルについては、随時、その内容を整備すると
ともに、例規立案の際は、これらを参照するよう指導してい
る。
　また、政策法務に関しては、平成29年度は21名に対して基
礎研修を、12名に対して実践研修を実施し、政策法務能力の
向上を図った。
②先進事例の調査及び検討等を行い、市ホームページに市
民向けの解説頁を作成した。
③加除式図書のうち、今後も予算措置が必要となるものにつ
いて調査した結果、289冊が平成29年度も継続購入する結果
となった。
　平成31年度から、一般会計分の全ての加除式図書の予算
を総務課に集約し、更なる加除式図書の要否の精査に取り
組む。
④判例データベース等については、法務に関する相談があっ
た際に適宜活用を促すほか、平成29年10月にも全庁通知を
行う等して、活用促進に努めている。

6
コミュニ
ティ文
化課

27
生涯学習ま
ちづくり出前
講座事業

・前回の診断結果と同様に、突出して実施回数の多いメ
ニューは、担当課の主催事業に変更するべきである。また、
長期間にわたり実施されていないメニューは、より多くの市民
に関心を持ってもらえるような名称・内容に変えることも必要
である。
・なお、事務局作業が中心であるにも関わらず職員工数0.27
人の計上は過剰であり、見直しが必要である。

①　診断
のとおり
改善

・突出して実施回数の多いメニュー(子育て支援課)について
は、担当課との協議を行った結果、平成31年度より独自事業
とすることとし、既存のメニューについては一般市民向けに利
用していただけるような新たなメニュー内容への変更を検討し
ていく。
・他メニューについては平成30年1月に各担当課に見直しを
依頼し、メニューの改廃や、講座の名称等変更を行った。今
後も担当課と十分に協議を行い、見直しを続ける。
・平成29年度のアンケート回収枚数は2580枚であり、平成28
年度より471枚増加している。今後の講座の参考にするため、
引き続き各担当課へアンケート回収の呼びかけをしており、
今後も適切な職員工数となるよう見直しを続けていく。

7
こども
健康課

29

赤ちゃんホー
ムヘルプ
サービス事
業

・平成19年度の事業開始時、委託料単価1,360円/hに対し
て、利用者負担金は当時最も安価な福祉サービス利用料を
目安に委託料単価の約1/2の700円/hとしたが、現在の委託
料単価が1,620円/hに増額されていることから、負担金の適
正な水準を検証する必要がある。
・上記以外は、育児家庭全戸訪問で把握した養育支援訪問
事業対象者に対する無料での支援や、母子健康手帳交付時
を含めて確実に事業内容が保護者に伝わる取組がなされる
など、効果的に事業が実施されている。

①　診断
のとおり
改善

・平成19年度の事業開始当時は、委託料単価の約1/2（利用
者：市＝1：1）とし、利用者負担金を700円/ｈとしていた。
・事業従事者の人件費の上昇等に伴い、平成22年・23年・26
年・29年と段階的に委託料単価を増額しているが（平成29年
度から1,924.56円/ｈ）、利用者負担金は700円/ｈと据え置い
ているため、国・県からの事業に対する補助金の交付状況等
も踏まえて検証を行なった。
・本事業に対し、国・県からの補助金が交付（それぞれ（事業
費-利用者負担金）の1/3）されており、平成29年度現在の負
担割合は【国：県：市：利用者≒4：4：4：7】と利用者負担の割
合が高くなっていることから、引き続き、700円/ｈを継続してい
く。
・産後、家族等から支援が得られない養育者が、負担感なく
事業を利用できるよう、今後も委託料の推移等を踏まえて、
適正な利用者負担金額について、検討を行っていきたい。

8
子育て
支援課

23
市立保育所
用地確保事
業

・過去に様々な経緯があることや、所管課のこれまでの改善
の努力は理解した上で、用地確保のための借地料の契約単
価の透明性・客観性が確保できていない状況から、市全体で
の基準や他の同種の契約単価等との比較により、透明性・客
観性の向上に取り組む必要がある。
・また、保育所が築30年を経過し老朽化していることから、建
て替えに向けては、新たな用地を確保することが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

大野北保育所は建物の老朽化、送迎時に混雑する周辺道路
環境の問題、待機児童の状況から、移転建替を行うこととし、
平成31年度中に御笠川１丁目に新たな施設を建設する予定
としている。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

9
すこや
か長寿
課

26
食生活改善
推進員育成
活用事業

①本事業は、「市民の食生活を改善すること」が期待する成
果であり、旧来の「食生活」ではなく、大野城市における現代
の食生活の問題や課題を明確にし、その改善の効果が上が
る事業内容に変える必要がある。その際、食育に関し大野城
市として重要な問題点や課題の解決につながる食生活改善
推進委員の活用が促進されることが重要である。
②食生活改善推進委員が減少傾向にあり、かつ、高齢化が
進んでいる状況では、成果の低下が予想されることから、早
急に20歳代～50歳代を中心とする新たな食生活改善推進委
員を増加させるための方策を検討・実施する必要がある。そ
の際、地域活動を行っている他の団体との交流の促進や、男
性を増加させるための新しい働きかけの検討など、固定化し
閉鎖的になりがちな現委員とは異なる市民の参加を促す視
点を重視して取り組むことが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

①本市の健康づくり・食育に関する実態調査から問題点や課
題は明らかになっているので、現在食生活改善推進員ととも
に、課題解決に向けた具体的な方策の検討を行い、事業化を
図りたい。現在は食育や朝食についての啓発と調理実習を行
う親子料理教室や、高齢者の低栄養やロコモ予防の啓発も
含めた高齢者との交流会を区単位で開催している。
②食生活改善推進員の減少および高齢化については、当課
と食生活改善推進会はともに、大きな危機感を持ちつつ、対
策の緊急性を認識しているところである。平成29年度の食生
活改善推進員の育成教室では20名の会員が生まれ、その内
50歳代以下が８名であった。また、各区の男性会員は32名で
あり、平成24年度から比べると６名増加している。
平成30年度に向け新規会員の募集の取組みとして各区で配
布、回覧するチラシの作成や、高齢化により委員の担い手が
少なくなっている現状を受け、規約等の改正について食生活
改善推進会と検討を行った。今後も更なる改善に向け、取り
組みを継続していく。

10
建設管
理課

29
都市基準点
調査・復元事
業

①年間事業費5,000千円程度の中で最も費用対効果の高い
調査及び測量による確認・復元作業とすることが望ましい。具
体的には、過年度の調査結果に基づき測量による確認・復元
が必要と判断された都市基準点の場所や等級の分布状況に
基づき、同一エリア内の基準点の一括調査・復元など受託事
業者が最も効率的に事業を実施できる対象・順番を検討し委
託事業の見直しを行う。
②事業終了予定年度（2029年度）以降の都市基準点の維持
管理方法を明らかにすることが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

①診断のとおり２９年度は３級基準点の有無の調査を実施
し、３０年度に亡失点の復元を完了する。
②事業終了後は、基準点の使用者からの報告等により亡失
や座標のズレが判明した基準点の復元を行う。
　 ただし、地震等の地殻変動により市内全域にわたってズレ
の発生が推定される場合は、再度、全点の調査、復元を計画
的に実施する。

11
建設管
理課

26
交通安全施
設整備事業

①道路台帳GISには、カーブミラーやガードレールの位置等の
情報が管理されているにもかかわらず、区画線等の情報が
管理されていないことから、事業対象の全体像が不明であ
る。区画線等も含めた情報の管理と活用を進める必要があ
る。
②市としてのガードレールやカーブミラーの新設の基準はな
く、全てが地元要望に基づき、現地確認等により必要と判断
すれば整備しており、必要性の検証が不十分である（不要と
判断されたのは昨年度は1件のみで、隣接地権者の同意がと
れず施工できなかった3件も含めると、ほぼ全ての地元要望
に対応）。施設の補修や区画線の塗り替え等も、道路パト
ロール時に異常を確認したらという曖昧な基準で実施してい
る。今後は、ガードレール等の設置基準の明確化や、施設の
整備時期や交通量等に基づき区画線が消えかかる時期を想
定しながら計画的に現場検証し、必要に応じ補修するという
合理的な業務の流れを整備する必要がある。

①　診断
のとおり
改善

①舗装を効果的・効率的に維持管理するため、平成30年度、
舗装修繕計画を策定するところであり、区画線については、
舗装の劣化に依存するところが大きいことから、舗装と一体
的に状態を把握することで、情報の管理と活用を進めていく。
　上記計画の他に、地元要望や日常の巡視結果と併せ、今
後維持･補修が必要な箇所を総合的に判断し、補修などの手
当てを実施する。
②ガードレールについては「防護柵の設置基準」が定められ
ていることから、これを準拠するものとするが、基準がない
カーブミラーについては設置の必要性などを明確化するた
め、平成30年度中に「（仮称）大野城市道路反射鏡設置基準」
を策定する。

12
教育政
策課

29
給食用大型
備品の買い
替え事業

・従来の実施計画事業としての複数年度計画に基づく買い換
えから、経常事業に移行後の毎年度の保守点検結果に基づ
く機器の劣化度及び栄養士の意見等を総合した買い換え機
器の決定方式に変更となっているが、予想外の故障への対
応のための年２回の調達など、危機管理もなされていること
から、現時点では特段の大きな問題点はない。
・なお、50万円超・50万円未満の機器の購入、及び機器の保
守点検に関する事業について、事業の整理・組換えを行うこ
とで、より事業内容を分かりやすくすることが望ましい。また、
大型機備品は耐用年数が15年等、長期間の利用を前提とし
ていることから、長期の児童数の動向を踏まえた買い換えに
留意することが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

・50万円超／50万円未満の機器の購入、及び機器の保守点
検については、平成30年度から、同一事業（給食用備品の買
い替え事業）として事業の変更を行った。
・買い換え時は耐用年数や保守点検結果だけでなく、児童数
や長期の児童数の動向を踏まえて、買い換えを行うこととす
る。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

13
スポー
ツ課

29
総合公園用
スポーツ備
品購入事業

・指定管理者との協議を踏まえて老朽化・不足している備品
を購入する事業であり、現時点では特段の大きな問題点はな
い。
・ただし、設備・備品に対する施設利用者の満足度や具体的
な要望を把握し、購入する備品の決定に反映するなど、利用
者ニーズも踏まえた備品購入の費用対効果の向上に取り組
むことが望ましい。

①　診断
のとおり
改善

診断のとおり、アンケートBOXが設置できる総合体育館受付
や各施設入口において備品を含めた施設満足度に関するア
ンケートを実施し、利用者のニーズを反映できるよう改善し
た。平成29年度はアンケート結果を踏まえ、指定管理者と協
議をした結果、トレーニング室において使用頻度が多く、老朽
化が進んでいた「ストレッチマット」を購入するなど、費用対効
果の向上に取り組んでいる。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

14
情報広
報課

29
ヘルプデスク
運営事業

・本業務は、主に「職員からの相談・問合せ対応業務」と「アン
ケート結果入力・集計業務」の2種類で構成されている。このう
ち前者が年2,699件で平均11件/日、1件当たりの対応時間を
15分と仮定すると、1日7.75時間（465分）に対する稼働率は
35％に留まる。また、前者のみで1件当たりの委託費が2,283
円である。・後者に関する作業時間の実態が不明ではある
が、本業務としての受託事業者の稼働状況を精査し、その結
果に基づき必要に応じて現在の基本2名体制（仕様書指定
外）での実施の適否も考慮した委託業務の仕様内容の見直
しと委託金額の適正化を検討することが望ましい。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・稼働率については、記録内容を見直すことで実体把握の精
度を高めて、稼働状況を精査する。
・そのうえで、平成31年度の契約更新時に仕様を見直し、委
託金額の適正化に取り組む。

16
コミュニ
ティ文
化課

26
新公共施設
管理システ
ム運用事業

・システムの利用実態や、利用者及び利用しない人の意向を
把握・分析することで、利用率の向上に向けた改善策を検討
することが望ましい。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

現在、システムを利用して予約から施設管理までの間で施設
に１度目は料金の支払いと実際の施設利用の２度足を運ぶ
必要があることから今後、システムの見直しを検討している。
その際、利用者及び利用しない人の意向をアンケート等で調
査する予定である。

17

南・中
央・東・
北地域
行政セ
ンター

29
地域行政セ
ンター運営
管理事業

・地域行政センターでの証明書交付件数の割合よりも市役所
本庁での割合のほうが高いことから、地域行政センターの利
用率増加の余地は大きい状況にある。
・地域行政センターを利用せずに市役所本庁を利用する市民
等に対して、地域行政センターを利用しない理由を調査し、利
用しない理由・要因を分析の上、必要な対策を講じる必要が
ある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・地域行政センターの利用率の増加を図るために、各地域行
政センターでは毎月発行しているコミュニティ通信や市広報に
証明書発行等の業務内容の記事を定期的に掲載している。
・市民窓口サービス課の窓口でも各地域行政センターででき
る手続きについてのＰＲチラシを配布している。
・平成３０年度に各地域行政センター及び市民窓口サービス
課の窓口にてアンケートを実施したので、その集計結果を検
証し、必要な対策を検討する予定である。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・本事業の成果を検証するために、以下のデータの収集が必
要である。
①来場者数の実数の把握：現状の複数イベントでの重複計
上ではなく、実人数に近い人数の計測の努力が必要である。
来場者に対するアンケートで、参加したイベント数を把握（重
複計上の係数の把握）したり、毎正時の各イベントでの来場
者数の計測とアンケート調査で把握した平均滞在時間数から
の分析などが考えられる。
②まどかフェスティバルに参加した来場者・発表者に対する生
涯学習活動の普及啓発効果：次の生涯学習に関する市民意
識調査を実施する際、まどかフェスティバルの認知度・参加実
態と、参加によるその後の生涯学習活動への継続・拡大効
果、コミュニティ都市づくりの基盤となる人づくりへの効果に関
する設問を設定し、本事業の成果を測定する。

まどかフェス
ティバル事業

28
コミュニ
ティ文
化課

15

全てのイベントのアンケート用紙において、以下の統一質問
を設け、アンケートを実施した。
・来場者数については、平成28年度から重複計上されている
人数を調整するための係数算出を目的としてアンケートに「参
加・観覧したイベント数」を問う質問項目を追加し、イベントご
との来場者数の合計を参加イベント数の平均値で割ること
で、重複計上された来場者分を調整。算出した係数の妥当性
については、数年度継続して調査を行った上で判断する必要
がある。
【参考】（Ｈ29イベントごとの来場者数の合計：71,017人）÷（参
加イベント数の平均値：3.38）＝21,010人

・事業成果の検証をするため、平成28年度からは「過去にま
どかフェスティバルに来場したことによる生涯学習活働の実
施の有無」を問う質問を追加。今後も、より実人数に近い来場
者数の計測及びより効率的な本事業の成果の測定のため、
アンケート調査の方法について検討を続けていく。
【参考】H29回答結果：生涯学習を実施した…25％　生涯学習
を実施していない…61％　無回答…15％
※生涯学習を実施したと言う回答が減り、無回答が増えてい
る原因としては、より詳しい内容の把握を目的として、「どのよ
うな生涯学習を実施したか」という記載欄を追加したことで、
回答が得られづらくなったためであると思われる。今後、より
回答しやすい項目の作成を検討していく。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

18
ふるさ
とにぎ
わい課

29
公民館等空
調設備整備
事業

①設置後12年以上が経過した空調機器数が164個にのぼる
ことから、空調機器毎に設置・故障・更新などの履歴を管理
し、中長期的な更新時期の目安等の予測を行い、事業計画
に反映させることが望ましい。
②施設の設備に関する修繕・更新の体制については、庁内
全体で最も効率的・効果的な方法を引き続き検討することが
望ましい。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

①一般的にパッケージエアコンの耐用年数は10年～15年程
度であることから、12年を更新時期の目安とし、且つ、公民館
施設更新事業の時期との調整を図りながら、各公民館・集会
所のエアコンの経年状況を工事台帳にまとめた。
②工事台帳をもとに予測を立てていくが、突発的な故障が毎
年発生している。そのため工事の実施は、実際に悪くなった
エアコンから優先的に行っている。

19
ふるさ
とにぎ
わい課

29
仲畑農園維
持管理事業

①「地産地消推進事業」のうち親子農業体験を本事業に統合
する。
②本事業の対象の土地が仲畑1丁目地区内でバラバラに散
在しており（27筆・10,689㎡）、農園としての活用が効率的・効
果的に実施できない形状・状態である。成果指標①「農園利
用面積（㎡）」の値に「農園利用者用駐車場」「農園管理機器
用倉庫」が含まれることから、都市農地としての利用実態が
不明でもある。さらに受託事業者のベジタブル山田の体制も、
高齢化の影響を受けている。今後は、国有地を市が無償で借
り受けることになった経緯を精査した上で、変換した場合に都
市的施設利用用地ではなく、雑種地など「都市内緑地」や「雨
水浸透」の視点で同等の機能が維持できる見込みがあれば、
本事業の廃止を検討することが望ましい。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・平成30年度より、仲畑農園管理委託事業において、年２回
の親子農業体験の実施を事業計画に組み込んでいる。
・当該事業の対象の土地については、農園利用箇所のみの
使用ではなく、未活用地も含めた使用を依頼されたものであ
り、平成20年度から開始、平成28年度に５ヵ年の使用申請を
更新している。当該事業のうち、農園以外の使用地について
は、次回更新時に国と協議を進める。

20
ふるさ
とにぎ
わい課

29
市特産品等
購入事業

①目的・成果に関して問題は無いが、成果の実態について現
状は何も把握していない状況にある。本来は公用交付先に対
する公布後の事後調査により、本市及び特産品等の認知度
向上やその後の特産品等の購買行動への効果等を測定する
ことが望ましいが、公用交付の趣旨を考慮すると、交付先へ
の事後調査は現実的ではない。そのため、商工会や用交付
指定6品目の生産・販売事業者に対して、公用交付先及びそ
の関連組織等からの商品に対する問合せや注文等の状況を
照会し、事例でも良いので成果に関して何らかの説明ができ
る状況にすることが必要である。
②公用交付指定品目について、購入実績等を踏まえながら
交付基準に即して定期的に妥当性を検証するとともに、その
結果に基づき必要に応じて品目の見直しを行うことが望まし
い。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・公用交付対象商品の事業者での販売数量については、年
度毎に商工会から対象事業者への聞き取りなどを通して、実
績を把握し、当該商品の認知度や販売状況などの事業効果
を測っている。
・上述の商工会からの実績報告を通して、品目の見直しや拡
大等を商工会、事業者と検討することとする。

21
こども
未来課

24
子ども情報
センター運営
事業

①単に親子サロンの開設という場の提供に留まっているが、
サロンの内容に関する企画等、所管課としての主体的な取り
組みの必要性やその内容の検討が必要である。
②平成24年度に設立した「こども若者育成協議会」の「子育て
支援部会」の検討結果に基づき、子育て支援センターやファミ
リー交流センターなど他の施設・事業との役割分担を整理し、
市の施策全体の最適化の中で本事務事業としての見直しが
必要である。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

①スタッフによる細やかな声掛けや見守りを行うことで、育児
不安の解消に向けて相談体制の強化を図った。また、平成31
年度のすこやか交流プラザリニューアルに向け、サロンのあ
り方について検討を行う予定である。
②子育て支援部会において、子育て支援事業をまとめた大野
城市子育てサポートブックを作成した。これにより、多くの人
が子育て支援の団体や取組みについて知ることとなり、子育
て支援のネットワークが強化され、安心して子育てができる環
境づくりを目指す。また、「子育てネットワーク会議」の開催を
目指した検討を行った。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

22
こども
健康課

27
母親教室事
業

・対象者に対する受益者の割合が10％弱に留まっている。開
催日時が平日であり、平日に働いている妊婦が参加できない
ことから、土日の開催ニーズ、民間病院での実施状況などを
調査・把握の上、土日に開催することにより参加率の向上が
期待できる場合は、全９回の実施回数のうち数回を土日開催
に変更することが望ましい。
・また、対象者を経産婦にまで広げることで参加者の拡大を
図ることも必要と考える。
・受益者負担200円については、根拠を明確にしておく必要が
ある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・平成29年１2月～平成30年1月の３歳児健診受診者の保護
者144名に対し、書面によるアンケート調査を行った。その結
果、参加しなかった理由としては、「産婦人科で受けた」という
理由が約20％を占めており、次いで「知らなかった」が約
14％、「日程が合わなかった」が9％の順に多かった。
・また、平成29年度の母子健康手帳交付時アンケート（妊娠
届出書1,154名）の分析を行った結果、母子健康手帳交付時
の有職者は65％であった。
・アンケート結果の参加しなかった理由の中で、「知らなかっ
た」が14％であったことから、広報掲載による周知を行うととも
に、妊婦フォローも兼ねて、電話による個別案内を開始した。
・受益者負担金200円については、講師等謝金の一部相当の
金額で、民間病院で行われている同種事業の一般的な金額
（500円）の半額以下である。少額で実費相当額以下の金額
であることから、受益者負担金額を記載した年度初めの事業
実施決裁に基づき負担金を徴収しているところである。平成
31年度に子育て世代包括支援センターを開設するため、希望
が増えることも予想されることから、利用状況等を見ながら適
正な受益者負担金額を調査していきたい。

23
こども
健康課

27
両親教室事
業

・対象者に対する受益者の割合が８％弱に留まっていること
から、参加しない対象者に対して参加しない要因を調査・把
握し、必要に応じて開催日時、回数、教室の内容などの見直
しが望ましい。また、民間病院で同種のサービスが実施され
ていることから、その利用実態も含めて、受益者の割合を考
慮する必要がある。
・なお、本事業の成果を正しく検証するためには、教室終了後
に教室に参加したパートナーの育児への参加率と、教室に参
加しないパートナーの参加率を比較する必要がある。
・受益者負担200円については、根拠を明確にしておく必要が
ある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・平成29年１2月～平成30年1月の３歳児健診受診者の保護
者144名に対し、書面によるアンケート調査を行った。その結
果、参加しなかった理由としては、「知らなかった」という理由
が約2１％を占めていたことから、まずは、広報、ホームペー
ジでの周知に加え、新たに妊婦フォロー時に個別に周知して
いくこととしたい。
・なお、１回の教室あたり15組を定員としているが、希望者が
多い場合は、可能な限り定員を超えて受け入れている。
・受益者負担金200円については、講師等謝金の一部相当の
金額で、民間病院で行われている同種事業の一般的な金額
（500円）の半額以下である。少額で実費相当額以下の金額
であることから、受益者負担金額を記載した年度初めの事業
実施決裁に基づき負担金を徴収しているところである。平成
31年度に子育て世代包括支援センターを開設するため、希望
が増えることも予想されることから、利用状況等を見ながら適
正な受益者負担金額を調査していきたい。

24
子育て
支援課

28
市立保育所
施設維持管
理事業

・ 様々な点検・清掃等を委託しており、一部は他施設と集約し
ているが、まだ集約化の余地はあることから、集約化によるコ
ストダウンを図るべきである。また、遊具点検を委託している
にもかかわらず、所長から遊具の緩みや破損の通報あること
から、公園遊具での健全度調査のような統一した基準・実施
方法で受託事業者が実施できるよう、発注内容を見直すなど
の対策が必要がある。
・保育所は器物損壊や盗難等の多い施設種別ではないこと、
本当に多くの被害が想定される施設であれば週1回の短時間
巡回では効果が期待できないことから、巡回警備の必要性は
非常に低い。もし本当に警備が必要ならば、既にガス・火災で
実施している機械警備を出入り口や窓にも追加する方が費用
対効果は高いものと考えることから、巡回警備を休止し、その
結果を分析した上で、新たに必要な対策を講じることが望まし
い。
・「保育所施設等維持補修事業」との違いが明確に分かるよ
う、相互に事業名称の見直しが必要である。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・現在既に他施設と集約している業務については、今後も継
続していきたい。また、電力の契約等は集約して進めていると
ころである。その他集約できる業務がないかについては、大
野北保育所の建替時期を考慮しながら検討していきたいと考
えている。
・出入り口や窓の機械警備は実施しているところである。夜間
巡回警備は３園を週１回ずつ、異なる曜日に巡回しており、犯
罪の未然防止や施設管理への周辺住民の理解につながって
いると考えている。また、巡回警備を行うことで保育所駐車場
への部外者の夜間駐車の発見等にもつながっている。
・平成29年度から、事業名称を市立保育所施設維持管理事
業から市立保育所管理事業に変更している。

25
子育て
支援課

25
乳幼児健康
支援一時預
かり事業

①前回診断時と同様に、事業を委託先に任せきりの状況が
改善されていない。所管課が直接、利用申込者や利用者の
実態や意見を把握することで、事業の問題点・課題を早期に
発見できるようにする必要がある。特に以下の点に留意した
実態把握を早急に実施し、必要な改善に取り組む必要があ
る。
　○利用申込者数、性別、年齢、利用理由等
　○利用を申し込んだ後、利用しなかった理由
　○頻繁に利用する利用者の有無とその要因、他

②土曜日の利用可能時間が８時半 12時半であるが、土曜
日午後のニーズを調査し、必要に応じて平日と同じ17時半ま
でとする。

③事業開始時以来、委託先が1事業者で固定化されている。
医師会からの推薦で決定しているが、競争性を担保し費用対
効果を向上させるため、他の事業者も検討する必要が高い。
④受益者負担額（使用料2,000円）は、管内以外にも全国的な
事例を参考に、必要に応じて適切な金額とする必要がある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

①利用申込者数、性別、年齢、利用理由は、毎月、事業者来
庁の上、報告書を提出してもらっており、その際に併せて、利
用申込状況等の聞き取りを行っている。
②土曜日については、筑紫野市および太宰府市は未実施、
春日市および那珂川市は本市と同じ12時半まで、福岡市は
13時までの実施となっている。土曜日午後のニーズの把握に
努めた上、必要に応じ実施に向けて研究していきたいと考え
ている。
③この事業の実施には専用施設の整備が必要となるため、
委託できる医院の検証も踏まえ、利用者の状況を考慮しなが
ら、他の事業所委託も検討している。
④受益者負担額は、同事業を実施している近隣自治体と同
額であり、本市の一時保育の利用料から見ても、適切である
と考えている。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

27 福祉課 24
献血推進事
業

・採血者数が減少を続けていることから、その要因を分析する
ことで有効な対策を検討する必要がある。
・多くの市民が集まるイベント開催に合わせた実施回数を増
やすことができるよう、福岡県赤十字血液センターとの献血車
配置に係る協議をより早い時期にできるように努力する必要
がある。
・献血目標の達成度が県内他市と比較して極めて低いことか
ら、特殊要因が明らかな筑紫野市や春日市以外の県内他市
における実施回数や献血者増加のための施策などをヒアリン
グし、参考となる施策の実施を検討する必要がある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・若年献血者確保のため、平成28年度から筑紫中央高校に
おいて移動献血を実施している。また、平成29年度から市の
ＳＮＳを活用して、献血実施日時・場所の情報提供を行い協
力を呼びかけている。
・イベント等開催時の献血実施について、福岡県血液セン
ターと協議を行っているが、「これまでの例から、イベント開催
時には献血協力者は多く見込まれない」という理由から、献血
車の配置には消極的な姿勢であり、実現に至っていない。
・福岡都市圏のうち献血協力者が多い市(福岡市を除く）に対
しヒアリングを実施したところ、大型商業施設の立地している
ことや、大学・高校が複数立地していることが、献血協力者が
多い要因であることが判明した。
・商業施設での献血実施については、店舗との協議が難航し
ているところであるが、新規開店した店舗とも、今後、新たな
商業施設での献血実施に向けて関係機関との協議を進めて
いく方針である。

28 福祉課 23
福祉タクシー
助成事業

・現在の制度（対象者、交付枚数、使用条件など）に問題が無
いのかの検証を行い、必要な改善に取り組むことが望まし
い。
・具体的には、受益者間で利用券の使用率に大きな差異が
発生しているが、必要性が認められない人も対象となってい
る可能性が高い。「助成」の趣旨から考えると、所得の低い世
帯の障がい者に対して充実した支援を行い、所得が高い世帯
の障がい者は支援対象から除外することが望ましい。
・また、平成21年度から全額市の一般財源負担となったこと
から、改めて費用対効果を検証し、その向上を図る必要があ
る。
・なお、不正利用の防止については、継続的な検証が必要と
考える。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・引き続き交付したタクシー券と使用したタクシー券の照合、
使用率等の調査を実施しているが、今後は、他自治体の事
例の調査、外出支援に対する市民ニーズ調査等を行い、より
利用の状況に合った制度になるよう改善に取り組めるよう検
討していく。
・不正利用の防止については、紛失したタクシー券の再発行
を行わないことや不正利用が発覚した場合は、利用者とタク
シー会社に注意・指導を行っており、今後も引き続き不正防
止に努めることとしている。

①現在、公民館で親子サロンを開催しているのは23カ所（合
同開催１カ所を含め27区中24区で開催）である。残りの３区
（下大利団地区・大池区・乙金台区）については未開催である
が、前年度から引き続き合同開催も視野に入れた開催要請
を行っている状況である。
　また、子育て支援センター職員による出前講座を利用する
区が多く、平成29年度の派遣回数（１ヵ所あたり年間６回ま
で）は23カ所で年間120回と非常に多い。市としては、出前講
座だけではなく、「区の自主運営」で実施する機会を拡大して
ほしいが、運営スタッフの高齢化などによる人員不足や、当
番制など毎年運営スタッフが変わる区もあり、そのような区は
厳しい状況が続いている。市としては、子育て支援センター職
員による出前講座の継続実施や遊具等の備品貸出などの運
営支援、運営状況調査を引き続き行い、同時に未実施区の
開催要請を続けていく。
②シビックゾーン整備計画が策定され、子育て中の親子が集
い、自由に遊べる施設として定着しているすこやか交流プラ
ザ３階の子ども情報センタースマイルを１階に移し、市の子育
て支援の拠点施設を平成31年７月、３階に新設することとな
り、現在の子育て支援センター（つつい・みなみ）の嘱託職員
（保育士）４人をここに配置し、既存の市立保育所併設の子育
て支援センターへは職員を派遣し親子教室事業等を実施す
ることとなった。新設する拠点施設は、これまで子育て支援セ
ンターが実施してきた親子教室事業や、「親子あそび・リー
ダー養成講座」などを実施するとともに、地域で子育て支援に
取り組んでいる方が交流や学習ができる施設として整備す
る。なお、「子ども・子育て支援事業計画」や「子育て支援部
会」において、以前から子ども情報センターを子育て支援の情
報拠点とし、子育て中の親子や公民館の親子サロンを実施
運営している市民が「集い・学び・つながる」施設作りを検討し
てきたことから、それを実現する機会となった。そのことで、②
で指摘を受けている各施設の効果的な役割を実現し、課題の
解決に向けて取り組んでいきたい。

①出前講座の実施状況が地区により差異があることから、よ
り多くの区で実施してもらえるように働きかけることが望まし
い。その結果によっては、一定期間、市が自主事業として主
体的に実施することも検討課題と考える。
②平成24年度に設立した「こども若者育成協議会」の「子育て
支援部会」の検討結果に基づき、子ども情報センターやファミ
リー交流センターなど他の施設・事業との役割分担を整理し、
リーダー育成、交流の場の提供、相談.・情報提供事業などを
市の施策全体の最適化の中で本事務事業としての見直しが
必要である。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

子育て支援
センター運営
事業

24
子育て
支援課

26
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

29

環境・
最終処
分場対
策課

23
ダイオキシン
類調査事業

・本市以外の筑紫地区各市町は、清掃工場の施設管理者が
調査を実施しており、県内の状況を見ても、また、事業を開始
した2000年度以降、一度も環境基準を上回ったことがないこ
とを考慮しても、南部清掃工場の周辺住民と協議を進め、早
急に廃止とすることが望ましい。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

廃止に向け検討しているが、新南部清掃工場と最終処分場
は、平成28年４月に稼動を始めたばかりであること、旧南部
清掃工場と環境処理センターは解体工事を行っていることか
ら、調査を廃止するにあたっては、地元住民の理解が不可欠
である。しかし、各施設は稼働中であり、長年にわたり地元に
心配をかけてきた経緯を踏まえると、廃止についての協議を
行える状況ではない。
周辺の住民感情に十分に留意しながら、適切な時期を見極
め、慎重に協議を行うこととしたい。

30
教育振
興課

29
小学校教育
推進事務事
業

・事業内容と事務事業名が整合していないので、事務事業名
を「小学校教具記念品等購入・施設等使用事務事業」等に変
更することが望ましい。
・全校共通で購入する教具・記念品等と、各校の個別の要望
に基づく教具・施設使用料・ソフト使用料等に分類し、さらに教
材・消耗品等の各校配当予算による各校個別に選定・執行す
る他の事業も含めて、事務事業の再編整備が望ましい。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

事務事業名について、事業内容と整合するように、「小学校
記念品等購入他教育推進事務事業」と変更を行った。事務事
業の再編については、他事業への移行もありえるため慎重な
検討が必要なことから、平成31年度以降、継続して検討を行
う。

31
教育振
興課

29
中学校教育
推進事務事
業

①事業内容と事務事業名が整合していないので、事務事業
名を「中学校教具記念品等購入・施設等使用事務事業」等に
変更することが望ましい。①全校共通で購入する教具・記念
品等と、各校の個別の要望に基づく教具・施設使用料・ソフト
使用料等に分類し、さらに教材・消耗品等の各校配当予算に
よる各校個別に選定・執行する他の事業も含めて、事務事業
の再編整備が望ましい。
②平野中学校の文化発表会施設使用料がまどかぴあ以外
の使用のために突出して多額となっていることから、引き続き
より費用対効果の高い会場・方法等を検討することが望まし
い。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

①事務事業名について、事業内容と整合するように、「中学
校記念品等購入他教育推進事務事業」と変更を行った。事務
事業の再編については、他事業への移行もありえるため慎重
な検討が必要なことから、平成31年度以降、継続して検討を
行う。
②平野中学校の文化発表会施設使用料が突出して多額と
なっていることについて、費用対効果の高い会場・方法等をと
いう診断結果を考慮しつつ、現実的なあり方について学校と
継続して検討を行う。

32
教育指
導室

29

子どもたちの
「いのち」を
守る研修会
事業

・研修の成果は「よかった・とてもよかった」ではなく、第一に
「正しく理解できること」、第二に「理解した内容を自らの行動
の変革や実践に結びつけること」であり、これらの視点が、
「成果」「指標の評価」で不足している。
・上記を踏まえ、今後は「理解度」「多くの受講者が理解できな
かった項目・内容」「受講内容を踏まえた「子どもを人権侵害
の加害者または被害者にさせないようにするための具体的な
活動の実施状況や実施意向」などを調査・分析し、研修の対
象・研修内容（具体的な実践例、取組の成功例など）を継続
的に改善する必要がある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・「成果」「指標の評価」の見直しを図る。
・アンケート項目の見直しを行い、研修内容が受講者の意
識、行動変容につながっているのか測定できるようにする。
・研修内容についても、より実践的な内容となるように改善を
行う。

12



改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

33
教育指
導室

29
学校運営協
議会推進大
会事業

①・現状では、保護者アンケートですら協議会の認知度が
60％に留まっており、父親等回答しなかった保護者や地域住
民の認知度はさらに低いことが予測される。その様な状況に
対して、本事業の有効性が確認できない。
・先ずは、家庭（母親・父親別）・地域住民の別で、学校運営
協議会の認知度や活動内容に対する理解度、活動への参画
意向・参加実績を調査・分析し、成果の「協議会の存在や取
組の認知度を向上させる」ための事業の重点対象とそれに基
づく効率的・効果的な事業・手段を検討する。

②・①調査・分析・検討結果に基づき、本事業の内容の抜本
的な見直しを含め、関連事業・新規事業も含めて学校運営協
議会の認知度向上・活動への参加促進に費用対効果の高い
事業に変えていく必要がある。

②　診断
のとおり
改善する
よう検討
中

・アンケート項目を見直し、現状の課題が分析できるようにす
る。
・学校運営協議会そのものは設置が努力義務とされており、
より学校運営に効果的な組織となるよう改善を進める。
・学校運営協議会推進大会は、各学校に設置している学校運
営協議会の運営に参考となるような事例紹介等を行ってい
く。

13



改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

34
人権男
女共同
参画課

25
人権・同和研
修会運営事
業

・所管課意見による改善状況によると、関連課との調整の結
果、平成25年度から本事業はほぼ筑紫地区人権・同和行政
推進協議会関連経費のみに縮小されていることから、事業名
称を、「人権・同和研修会運営事業」から「人権・同和研修会
支援事業」に変更することが望ましい。
　企業向けの研修案内を筑紫地区人権・同和対策就職促進
協議会等に加盟している会員企業に送付しているが、加盟企
業はそもそも意識が高いことが想定される。意識の低い企業
に対して案内を発送するように変更するべきである。

③　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善

・事業名称については、筑紫地区人権・同和行政推進協議
会において各市の担当部署が連携しながら、主体的に運営
に取り組んでいることから、現行の事業名を継続することとし
たい。
・平成29年度の企業・事業所研修については、事務局当番の
那珂川町（現在は那珂川市）を中心に開催準備を行なってい
たが、悪天候（降雪・積雪）のため、中止となった。
・研修案内については、今後も筑紫地区人権・同和対策就職
促進協議会等の加盟企業に限らず、各市の企業・事業所・団
体にも幅広く参加を呼びかけるよう改善を行なった。このこと
により、加盟企業以外の多くの企業や事業所に参加を促し、
事業効果の向上を図っており、今後も継続していく。（前年度
までの参加者数　Ｈ29：中止　H28：140名、H27：140名、H26：
127名、H25：115名、H24：84名）

35
人権男
女共同
参画課

24
各種人権・同
和団体支援
事業

・事業の目的・手段・成果を再整理し明確にする必要がある。
・現在の補助金額の算定根拠が不明であること、支援団体に
よる広く一般市民を対象とした活動が限定的であり、市が期
待する成果「一般市民への正しい人権・同和問題に対する理
解を促す」への具体的な寄与が評価できるようすべきである。

③　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善

・現在の補助金額の算定根拠としては、平成28年度に実施し
た筑紫地区人権・同和行政推進協議会（筑紫地区五市で構
成）で、十分に協議を行い、平成29～31年度までの３年間の
交付金額を決定したものである。
・支援団体のうち、2団体については、平成28年度までの補助
金額から10％の減額を行うなど、事業内容の確認や適正な
補助金額の精査に努めている。
・支援団体との連携により、同和問題実態調査（生活実態調
査）が実施され、その結果に基づく部落差別問題の現状把
握、課題の分析、解決に向けた行政の取り組みについて検討
を行っている。さらに、市民を対象とした研修会や啓発冊子の
作成に調査結果（データ）を数値根拠として活用することで、
人権・同和問題の現状に対する理解を深めることに繋げた
い。部落差別問題の解消がなされていない現状下において
は、支援団体との連携は必要と考える。今後も、正しい人
権・同和問題に対する理解が広く促されることを目的とし、支
援団体と連携を取りながら、人権・同和問題に係る行政事務
を効果的に実施を続けていく。

36
ふるさ
とにぎ
わい課

29
地産地消推
進事業

・市内の農業生産の状況を考慮すると、学校給食への食材を
市内生産物のみに拘ることで、地元産品を材料とする給食の
回数に大きな制約となっている。児童に関する地産地消は、
学校教育の視点で再検討を行い見直すことが望ましいことか
ら、学校給食に関する地産地消は教育委員会の学校給食所
管部門に移管することが望ましい（農業生産振興の視点から
ふるさとにぎわい課が所管することは適切ではない）。
・「親子農業体験」は、仲畑農園維持管理事業に統合する。

③　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善

・当年度に教育委員会と協議を行い、平成30年度の当該事
業については、教育委員会とふるさとにぎわい課との間で、
明確に業務分担を行い、ふるさとにぎわい課は、農家、ゆめ
畑へ協力依頼と、納入可能量、価格の確認等を行い、教育
委員会は、青果物業者や、栄養士との連絡、事業全体のと
りまとめを実施している。
・親子農業体験については、仲畑農園管理委託事業の事業
計画に組み込むこととする。

14



改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

配布しているエコグッズについては、水切りグッズに関するア
ンケートを平成26年度に実施しており、水切りグッズを使用し
た市民の約６割が使いやすいと回答し、７割以上の方が「ご
み減量に有効。」と回答している。
　そのため、平成30年3月15日号の広報に、生ごみの中にど
れほどの水分（約60％）が含まれているかについてのインパ
クトが強いデザインのチラシを折り込み、全戸配布した。
　ダンボールコンポストについては、購入者(平成24～28年度
購入者)に対して、平成29年度にアンケートを実施しており、ダ
ンボールコンポストの効果を問う設問に対し、約６割の市民が
「半分以上減った。」と回答している。そのため、ダンボールコ
ンポストのごみ減量効果は期待できるものであると考える。今
後は各区に職員が直接出向き、組長会等で周知・啓発する
等、PR機会の増に努める。
　現在、平成29年度に改訂した「大野城市一般廃棄物処理基
本計画」に基づき、ごみ減量を推進している。市民１人の１日
あたりの排出量（ｇ）については、平成26年度が556ｇ、平成27
年度が546ｇ、平成28年度が536ｇ、平成29年度が533gと、人
口が年々増加しているにも関わらず、減少傾向である。
　なお、これまでも約５年毎に実施しているごみの組成調査を
平成28年度に実施し、ごみ（可燃・不燃）の34％（水分が約６
割）が厨芥類等の生ごみである事が判明しており、前回（平成
21年度）調査での組成割合(36％)と大差はなく、やはり生ごみ
の水切り（生ごみの約60％が水分）や減量をターゲットとして
取り組むべきであると考える。
　また、古紙回収量の減少については、これは新聞等の購読
数が全国的に減少していることや、事業所においても全国的
に文書の電子化を推進していることが一因と考えられる。
　古紙回収については、行政区に対する義務付けというわけ
ではなく、各区やシニアクラブ、ＰＴＡ、社会教育又はスポーツ
団体等が自主的・意欲的に取り組んでもらっている状況であ
り、その姿勢は今後も尊重していきたい。なお、区として登録
されていないところもあるが、同区のシニアクラブ等が登録さ
れ活動を行っているため、必ずしも古紙回収に協力していな
い区であるとは考えていない。
今後は、飲食店等における食べ残しを無くす啓発運動や、
古紙等がごみとして排出される可能性が高い単身世帯の多
い地区・共同住宅にターゲットを絞った古紙リサイクルの啓
発に取り組み、各事業における状況把握を行い、地域の実情
に応じ柔軟かつ効果的に事業を進めていきたい。

③　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善

①「ごみの分別・減量及びリサイクルの意識向上」を目的とし
た啓発事業であるにも関わらず、配布しているエコグッズの効
果検証が行われていなかったり、ごみの減量化が進んでいな
い状況にある。まずは、水切りグッズやダンボールコンポスト
の効果検証と、1人１日当たり家庭系ゴミ排出量が目標値を
上回っている具体的な要因を明確にし、その結果に基づき啓
発事業を含めて必要な対策を講じる必要がある。その際、古
紙回収を含めて行政区が取り組む資源回収への取組状況
や、協力しない理由・要因なども併せて把握し、有効な対策に
役立てることが望ましい。
②①の結果に基づき、啓発の対象・手段・内容を抜本的に見
直す。

ごみ減量啓
発事業

26

環境・
最終処
分場対
策課

38

①職員の巡回は安全で快適な施設利用に不可欠な業務であ
る。公園巡回の回数については、年48回の巡回を公園維持
管理に関する業務受託者のシルバー人材センター等を活用
することにより年36回へ削減した。また、市職員に対し、外出
時に公園施設の異常を発見した場合、積極的に公園街路課
への情報提供を呼びかけた。

②千葉市「ちばレポ」のようなスマホ・アプリを活用した公園施
設の不具合情報の収集については、アプリ導入経費（年間約
500万円）による費用対効果は著しく低いと考える。また、不
具合等の連絡を受けた場合、大半は現地確認を要することか
ら、不具合内容に応じて、市職員または維持管理受託者が対
応している。なお、アプリ等の画像情報が有ったとしても不具
合内容の現地確認、業者指示、関係者聞取り等が必要であ
る。軽微な内容の通報の場合は、維持管理業務受託者に現
地確認を依頼し、受託者と画像情報でのやり取りのうえ対応
を行っている。これらの結果、スマホアプリの導入は現時点
では不必要と考える。

③樹木・除草・清掃等の同種業務の一括化等については、公
園に隣接する他課所管の小規模な樹木管理業務を公園管理
者が一括して管理することを実施した。また、樹木等の維持
管理の発注方法については、都度見直しながら、より効率的
な実施に努めた。なお、樹木・除草等の業務を一括化したと
しても地元業者育成の観点から対象業者が地元零細企業
のため分割発注となる。このため本課におけるスケールメ
リットは期待できないが効率化は図れる。一方、他課の業務
は小規模であることから本課と統合することで大いに効果が
ある。

④公園の利用促進や要望等について、地元へ聞き取りを行
い、利用実態や利用者ニーズ等について把握した。この内
容を踏まえて、画一的な維持管理ではなく公園毎に除草等
の頻度に差を付けて業務内容を見直した。

③　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善

①現在、職員が行っている公園巡回の回数の必要性・妥当
性を検証する必要がある。その上で、シルバー人材センター
への清掃等管理業務等に公園巡回業務を含める委託化によ
り、職員工数の削減を検討することが望ましい（公園巡回の
ルール・実施主体等の見直し）。
②千葉市「ちばレポ」のようにスマホ・アプリを活用することで
位置情報・画像情報も含めて市民から不具合に関するより多
くの情報を発信・登録してもらうことを検討することが望ましい
（他課の同種の課題との一体的な取組がより望ましい）。
③樹木・除草・清掃等様々な委託を入札で実施しているが、
委託費も無視できない大きさとなっていることから、他の施設
との発注の集約、樹木・芝生・除草等同種業務の一括化等、
費用圧縮の工夫が必要である。その際、新たな害虫の拡大
などの問題に迅速に対応し、確認・駆除等の項目に追加する
ことが望ましい。
④公園利用実態が明らかでないため、公園利用実態調査結
果に基づき、公園別の利用実態（利用目的・人数など）や利
用者の意向を整理分析し、今後の公園施設の維持管理の効
率化の基礎資料とすることで、コストの削減可能性を検討す
る必要がある。

公園施設維
持管理事業

28
公園街
路課

37

15



改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

39
情報広
報課

29
ＦＡＱシステ
ム事業

・ＦＡＱシステム保守料が1,462千円にのぼるが、実際の保守
作業の実態やシステムの不具合発生状況等を検証の上、金
額の妥当性を精査することが望ましい。その上で、減額が望
ましい場合は、保守事業者との協議に基づき金額を見直すこ
とが望ましい。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

FAQシステムの保守運営（機器及びシステム）における保守
のあり方について、システムの開発業者を含め協議した。
FAQシステム保守については、将来的に故障やシステムトラ
ブルについて、スポット対応で修理することで保守にかかる
経費を見直せないかを検討しており、平成32年度からの見
直しを予定している。

40
ふるさ
とにぎ
わい課

24
おおの大文
字まつり開
催支援事業

・庁内に規定がない中、毎年度、ほぼ定額の補助金額となっ
ていることから、補助金額の妥当性と交付根拠をを明確に説
明できるようにする必要がある。まつりの収支全体では、記念
タオルの販売や露天商などの営業許可に係る使用料等の収
入も含めて、収支状況を精査し、補助金額の適正化が必要で
ある。
・まつり委員会の事務局員が１名専属で配置されているにも
かかわらず、職員の従事工数0.5人と事務局のサポートに相
当な業務量を割かれている状況から、早急に委員会事務局
の自立化を促進する必要がある（市職員の従事工数を大幅
に削減する）。
・広く一般市民に本まつりがどの程度普及し、効果を上げてい
るのかの意識調査を行い、必要な改善に取り組むべきであ
る。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

・まつりの事業予算について、事務局・委託運営会社による
寄附・広告営業強化においては、事業者等の財政状況にも左
右されること、また、後述する事務局職員の事務負担の増加
から年々寄附金・広告収入は減少し、収入拡大は厳しい状況
である。支出面においても、人件費、機材・物品費などの単価
の高騰により、経費が増大している。今後も収入拡大、支出
削減の支援を行い、健全な財務体制の構築に努める。
・事務局体制について、当年度の委員会構成団体（27団体）
の企画・運営の業務をふまえ、平成30年度に部会構成団体
の見直し、会議体制の見直しを行い、より円滑な運営体制と
なるよう努めている。来場者数、出演者数が増加に伴い、構
成団体のほか、警察、消防、救急など関係機関との協議・打
合せ等準備に要する事務局負担が増加しており、市・教育
委員会職員のまつり運営の支援は継続が必要である。
・子どもたちを中心とした市民、市民団体の出演を企画段階
から取り入れることで、２日間の延べ出演者数、延べ来場者
数は増加している。今後も企画・運営から、出演まで市民が
参画する市民まつりとして存続できるよう、企画段階からの支
援を継続する必要がある。

41
長寿支
援課

25
敬老祝金・祝
品給付事業

・現在の対象者の要件を継続した場合、敬老祝金支出額は、
平成24年度決算額34,275千円から将来に向けて増加を続
け、所管課推計では、平成52年度には、92,757千円に達する
見込みである。財源が全て市単費であることを鑑み、高齢者
を対象としたより必要性・重要性の高い医療・保健・福祉等に
対する行政需要の拡大が明確である中で、貴重な財源を本
事業に投入する事を継続するには限界がある。
・よって、所管課が検討しているとおり、高齢者全体にあまね
く恩恵が及ぶ有効な代替事業に見直すべきである。検討にあ
たっては、「高齢者に対する敬意を表し長寿を祝う」目的達成
に向け、老人福祉法第５条３項では老人の日において「行事
の実施の励行」が規定されており、別途、敬老会が行われて
いることを考慮する必要がある。また、前述のとおり、後期高
齢者を対象にした行政需要の拡大が明確であることから、代
替事業は、これらに直接効果のあるものとすることが望まし
い。その場合、医療・保健・福祉等、それぞれに該当する分野
の施策として位置づけを変更すべきであり、市財政負担の面
から持続可能な代替事業とするべきである。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

　前年度に引き続き、すべての高齢者に恩恵が及ぶ有効な
代替案は、現時点でも見出せていない。敬老祝金は、最も身
近な地縁組織の組や民生委員などによる見守りをかねた配
布を通じて、１人暮らしの高齢者などと触れ合う機会となって
おり、コストに表すことが難しい効果も上がっているため、事
業は今後も継続したいと考えている。
　しかし、診断結果にもあるとおり、今後の高齢者の増加に伴
い、敬老祝金支出額の増加が見込まれるため、所管課として
も見直しは必要であると考えている。見直し内容としては、敬
老祝金の効果が失われないものを検討していきたい。

42
長寿支
援課

25
老人福祉施
設維持管理
事務事業

・老人憩の家の指定管理者交付金が7万円であることを考慮
し、牛頸ダム記念館委託料49万円の妥当性を検証のうえ、必
要に応じて見直すことが必要である。
　事業の成果として利用者の満足度や施設に対する不満度、
施設の利用者数などの測定が必要である。
　将来に向けて費用対効果の高い維持管理ができるよう、市
と指定管理者等との役割分担の明確化、長期修繕計画の策
定とそれに基づく計画的な修繕に取り組む必要がある。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

　老人憩の家の指定管理者交付金については、公民館と併
設されているものと独立して設置されている単独館ともに
72,000円を交付している。しかし、施設ごとに必要な維持管理
のコストや利用状況等が異なるため、指定管理者交付金の
適正価格の見直しが必要であると考える。老人憩の家の指
定管理者交付金については、次期指定管理期間において、
コミュニティ文化課と連携し、適正化を図る。牛頸ダム記念館
委託料については、老人憩の家の指定管理者交付金の適
正価格の見直しに伴い、検証を行う。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

43
長寿支
援課

24
介護認定調
査事業

・前回診断結果に基づき、認定調査委託先が平成23年度か
ら市内で居宅介護支援サービスを実施していない事業所、ま
たは、調査員と計画作成担当者を別部門としている事業所と
なったことから、段階的に適正化が進んでいる。
・一方、社団法人筑紫医師会への主治医意見書回収業務委
託料については、1社随意契約であることから、以下の点に関
して積算根拠の客観性・透明性の向上と委託金額の適正化
とサービスレベルの妥当性の検証を進める必要がある。
　■意見書作成に関する経費（H23年度）7,902,000円の根拠
が不明確である（指導その他の事務費を作成料の10％と設
定した根拠が示されていない）。
　■回答で「主治医意見書の内容チェック及び記載主治医へ
の指導の詳細件数は把握していないが、チェックにより何らか
の対応を要するものは、感覚的には全体の５％程度」とある
が、上記意見書作成に関する経費の積算根拠にも関係する
ことから、本委託業務の責任所管として実態を把握すること
が必要。
　■主事意見書の回収に係る日数について、県内他団体の
状況と比較して督促の状況等の妥当性を検証することが必
要。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

・筑紫医師会からの提示額は、５市とも適正と判断し委託契
約をしている。
・経費は主に、配送・回収にかかる車代および人件費、直接
配送・回収できない病院への郵送費、内容チェックおよび記
載主治医への指導の事務費等である。
・単なる意見書の配送や回収だけでなく、意見書作成に関し
てその内容について専門的な知識や判断の必要な事業であ
る。
・そのため、経費の中で特に高いものは、意見書のチェックと
指導やなんらかの対応が必要なケースへの対応に係る費用
となるが、５市で確認し妥当な経費であると判断している。
・５市各々の委託金額は、医師会の提示額を５市の申請件数
で按分し算定している。
・按分方法は、平成28年度からは、次年度の見込み件数での
按分ではなく、前年度実績ベースに変更した。
・今後も医師会からの提示額の妥当性について、５市の幹事
会、課長会議並びに担当者会議の議題で検証し、社会情勢
の変化も考慮し適正化に努めていく。

44
安全安
心課

28
災害時備蓄
品購入事業

①備蓄数量には災害時に避難所における被災者対応や災害
応急対策等にあたる職員向けの備蓄が含まれていないた
め、今後、その対応を協議する必要がある。また、市民の自
己備蓄実態を把握していないことから、何らかの機会を捉え
て実態調査を行い、その結果に応じて必要な対策を講じるこ
とが望ましい。
②現在の対象（備品購入対象者数）は、今年４月に発生した
熊本地震をケーススタディとした数値ではないことを踏まえ、
今後の国や県による比較検証の結果を踏まえ、必要な見直
しを行う必要がある。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

①災害対策職員用の備蓄については、平成30年度から平成
31年度にかけて関係各課と協議の上、第２次実施計画への
計上に向けて検討を行っていく。
　また、市民の家庭における自己備蓄の現状把握について
は、市民アンケート、または訓練や防災講話などの機会を活
用して調査し、その結果を踏まえ、対策を講じていくことを検
討していく。

②熊本地震の検証については、国や県などから明確な数値
分析の結果が出ていないため、今後の県のアセスメント調査
の実施予定などを確認しながら、備蓄対象者数の見直しを
検討していきたい。

46

環境・
最終処
分場対
策課

24
生ごみ処理
機利用促進
支援事業

・アンケート調査結果に基づき、本事務事業の費用対効果の
詳細な検証が必要である。その際、生ごみ処理機の利用を止
めている人はアンケート回答率が悪いこと（アンケート回答者
は利用を継続している人の割合が高いこと）を考慮するととも
に、生ごみ処理機等の補助金交付によって減量された生ごみ
の量と、それによるごみ減量化による処理費用削減効果、本
事務事業のフルコストの累計額などを比較する必要がある。
・生ごみの減量化による可燃ごみの減量化に対しては、生ご
み処理機等よりも、別事業で実施されている段ボールコンポ
ストの方が費用対効果に優れていることが推測される。両者
を比較検証し、段ボールコンポストの方が費用対効果に優れ
ている場合には、本事務事業を廃止の上、段ボールコンポス
トの普及強化に取り組むことが望ましい。両者の比較に当
たっては、生ごみ処理機で生産される堆肥が品質・量の面で
利用方法に問題を抱えていることも考慮する必要がある。
・上記検証の上継続する場合であっても、補助交付申請件数
が減少し続けている要因を分析し、有効な対策を講じる必要
がある。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

生ごみ処理機、生ごみ処理容器、ダンボールコンポストは、そ
れぞれ特性が異なるものの、｢生ごみの減量化による可燃ご
みの減量」という目的は同一である。
市民の生活スタイルはさまざまであり、目的達成のための手
法は多い方がよいと考えるため、現時点での事業廃止は考
えていない。
平成28年度に「ごみ減量・リサイクルに関する意識調査」（ア
ンケート）を実施したところ、生ごみ処理用具補助制度を知ら
ない割合が50％、補助制度を利用したいと答えた割合が35％
と、補助制度への関心の高さは見受けられたため、まどか
フェスティバルにて「リサイクル工作会」に来場した市民約170
人にチラシを配布し制度の周知を行った。
今後も広報紙やＨＰ、ＳＮＳなどさまざまな手段を活用し、制度
の周知を強化するとともに、ダンボールコンポストをはじめと
した生ごみ処理機の周知と併せ生ごみの減量化に向けた出
前講座等について、市から地域（各区）に出向き更なる啓発
に努めていきたい。
※※アンケート調査はＨ31～32に実施予定。

27

環境・
最終処
分場対
策課

45

市内には一戸建て住宅も多く、またダンボールコンポストの設
置場所としては、共同住宅のベランダ等でも可能であることか
ら、設置できる世帯が少ないとは考えていない。
また、継続して利用することの難しさとして虫や悪臭の発生な
どが危惧されるが、お悩み相談会を実施したり、電話相談に
より対応している。
堆肥の利用については、キッチンガーデニング講座や寄せ
植え講座などを開催し、その利用方法をアドバイスしてい
る。また、堆肥自体を利用しない人に対しては、無料引取り
も実施している。
周知強化として、子どもでも理解できる動画を作成し、配信し
た。今後も広報紙やＨＰ、ＳＮＳなどさまざまな手段を活用し、
制度の周知を強化するとともに、ダンボールコンポストをはじ
めとした生ごみ処理機の周知と併せ生ごみの減量化に向け
た出前講座等について、市から地域（各区）に出向き更なる
啓発に努めていきたい。
また、教育現場での事業展開を考えており、現在御笠の森
小学校で実施中である。他校にも周知し展開していく。
市民一人一人の意識向上を図り、それを積み重ねて生ごみ
削減に努めていく。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

・年間1,170千円のコストを投じて、生ごみ削減効果が8 9万
円に留まる費用対効果が非常に低い事業となっている。ま
た、これまで様々な改善に取り組んできているが、ダンボール
コンポストを設置できる世帯が限られていること、コンポストで
作った堆肥を利用できる世帯が限られていること、虫を発生さ
せずに堆肥を作ることが難しいことなど、継続して利用してい
る割合が4割弱に留まる事などを総合すると、これ以上普及さ
せることは困難な状況と考える。
・よって、事業自体の見直しを行い、より効果の高い事業への
転換を考える必要がある。
・なお、継続する場合は、家庭で作った堆肥の利用先を開拓
する必要がある。

ダンボールコ
ンポスト普及
事業
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

48
ふるさ
と文化
財課

23
文化財収蔵
庫設置運営
事務事業

・今後も文化財の増加が見込まれるが、文化財の価値には
差異があり、全てを収蔵・補完するためには、コストが増え続
ける状況にある。文化庁からは、文化財のすべてを保存しなく
ても良いとの考えが示された模様であることから、今後、具体
的な基準が示された時点で、本市として収蔵・補完するべき
文化財とそうではない文化財の基準を設定し、費用対効果の
改善に取り組むことが望ましい。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

・平成29年度に牛頸収蔵庫の運用を開始し、平成30年度に
は一般収蔵庫・特別収蔵庫を備えた心のふるさと館がオープ
ンした。埋蔵文化財については、市の歴史を考える上で重要
であり、国民共有の財産でもあることから、全てを保管する必
要がある。現在、収蔵基準を検討中で、①鉄器・木器・紙資
料など適切な温室度管理が必要な資料、②展示等利活用
の頻度が高い資料、③埋蔵文化財調査報告書に掲載してい
る資料、④埋蔵文化財調査報告書に未掲載の資料、に分類
し、それぞれの資料の特性や利活用の頻度に応じた基準を
設け、適切な環境で効率的な収蔵を行っていくことにより、費
用対効果の改善に取り組んでいく。なお、文化庁では埋蔵文
化財の取扱いについて「将来にわたり文化財の保存を要す」
と位置づけている（文化庁1997『出土品の保管について』）。

47

①
･タイム測定を実施していない学校やスポーツクラブに行って
いない子どもに対しても、上位大会出場の機会の門戸を広げ
るために、本大会の実施は必要と考える。
・高校生以下については、県民体育大会の予選も兼ねてお
り、同一条件の下、選考することが必要と考える。県民体育大
会についても本市が県下２位の成績を残すなど、本大会を通
じた選手たちの強化にも繋がっていると考える。
・一般の部に参加している選手についても、同世代の選手と
競い合うことのできる貴重な大会である。
・大会をＰＲしている甲斐もあり、高校生以下、一般の部ともに
参加者は増加傾向であることから、事業の廃止は考えていな
い。
・水泳連盟の設立については、市内民間スイミングクラブの現
状を考慮すると不可能に近い。
②
参加費については、中学生以下については、近隣自治体の
水泳大会が無料で行われていることや、学校の部活動、市
内スイミングクラブの協力が大会運営上必須であることから
無料のままとしたい。高校生以上の参加者からの参加費徴
収については、今後検討していく。

④　診断
を踏ま
え、独自
の方法で
改善する
よう検討
中

①事業の問題点が、過去の診断時からほぼ何も改善されて
いなく、また、一般参加者が10名程度の極少数である状況も
何も改善されていない。これまでの推移から、一般参加者の
ニーズは極少数であり、市があえて実施する必要性・公益性
は極めて低いものと判断する。早急に目的・対象・手段を抜
本的に見直す必要がある。市の直営から、市内の3スイミング
スクール等による水泳連盟の結成（筑紫野市・太宰府市と同
様）と、水泳連盟による実施に変える方向性や努力が、所管
課記載の改善状況からは全く読み取れない。現在の実施内
容であれば、小中学生を中心とする市民の県民体育大会夏
期大会出場選手選考を兼ねた記録会を継続するために、水
泳連盟設立及び同連盟主催に代え、本事業は廃止が望まし
い。
②また、他のスポーツ競技では参加費を徴収しているにも関
わらず、本事業の参加料が無料であることも問題である（大
野城市民陸上競技大会参加費：中学生200円、高校生・一般
300円、いこいの森ロードレース：中学生500円、高校生1,000
円、一般2,000円）。今後は競技による公平性を確保するため
に、少なくとも高校生以上は参加費を徴収するべきである。

市民水泳大
会運営事業

28
スポー
ツ課

18



改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

49 財政課 25
契約事務事
業

・電子調達（入札）システムや同システムの導入に合わせた
競争入札参加資格登録の他団体との共通化は、事務の大幅
な効率化と登録事業者の増加に伴う競争性向上による各種
調達の費用対効果の向上が見込まれる。
県内では福岡県が主体となって県内市町も参加する同システ
ムの導入を計画しているが、スケジュールが遅れている状況
にあることから、引き続き、早期の導入を働きかけていくこと
が必要である。

⑤　診断
のとおりも
しくは独
自の方法
で改善を
検討した
が難しく、
現状維持

入札システムや競争入札参加資格登録の福岡県内共通化に
ついては、福岡県が主体となって共通化を図っていく必要が
あるが、依然として進捗していないことから実施は困難と考
える。しかし、今後も最新情報の収集を含め、ふくおか電子自
治体共同運営協議会等と調整・協議を図っていきたい。

50

南・中
央・東・
北地域
行政セ
ンター

29
コミュニティ
センター庁用
車管理事業

・市職員が利用する軽貨物車については、現状で問題ない。
・地域団体への貸出を目的とした軽トラックは、稼働率の低迷
が推測される。今後は稼働率や利用実態を詳細に分析の
上、本庁への集約や老朽化時点での減車など検討が必要で
ある。

⑤　診断
のとおりも
しくは独
自の方法
で改善を
検討した
が難しく、
現状維持

・軽トラックは地域だけでなく地域行政センター、パートナー
シップ活動支援センターが日常の業務で運用しているので、
地域の貸出にそれらの稼動日数を加えると60％以上の稼働
率となっている。
・平成29年３月に策定されたコミュニティ構想Ｖｅｒ．2．にも掲
げられている都市内分権の推進によるまちづくりの推進のた
め、行政サービスが身近なところで提供される体制として地
域行政センターが設置されているため、地域団体へ貸出に
供している軽トラックは地域行政センターへの設置が妥当と
考える。
・今後は貸出対象の団体へ利用可能であることの周知を行
い、稼働率を上げていきたい。

51
すこや
か長寿
課

28

すこやか交
流プラザ施
設維持管理
事業

・設備保守点検・警備・施設管理業務等様々な業務を業者に
委託し、基本的には効率的な維持管理に努めている。しか
し、日常的な不具合の点検業務及び軽微な不具合発見時の
修繕業務については、施設管理業務の委託事業者のスタッフ
が常駐しているにも関わらず、職員も実施していることから、
委託事業者スタッフと職員との役割分担が不明確である。次
回の契約では、庁内の定期巡回による不具合の点検及び軽
微な修繕は、全て委託事業者のスタッフが実施する役割分担
とすることで、職員の負荷軽減を図る必要がある。
・将来的には、設備保守点検・警備・施設管理業務等、本施
設の維持管理に関して外部委託が可能な業務を包括した総
合管理業務としての委託化の適否を検討することが望まし
い。

⑤　診断
のとおりも
しくは独
自の方法
で改善を
検討した
が難しく、
現状維持

・仕様書に明記しているとおり、軽微な修繕等は委託事業ス
タッフが実施した。
・本施設の設備保守点検・警備・施設管理業務等について、
包括的な総合管理業務としての委託が可能かどうか、競争
性、専門性、効率性等の観点から検討を行ったが、受託可能
業者が極わずかであり、競争性・効率性等が担保できない
ため、指摘どおりの改善は難しい状況である。今後も、委託
契約の切り替え時には、委託業務内容を検討し、職員の負荷
軽減およびコスト削減に努める。
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改善方針 改善状況
所管課

診断
年度

事務事業名 診断概要
今回回答

53
料金施
設課

29
宅内漏水修
理当番待機
料

・宅内漏水修理当番待機料の単価は「国家公務員宿日直手
当」を参考に設定しているが、その妥当性が不十分であること
から、筑紫地区や福岡都市圏の他団体における類似事業の
委託単価の情報を収集し、年間対応件数等も考慮しながら、
本市の委託単価設定の考え方を明確にすることが望ましい。
その上で、必要に応じて委託単価の見直しを行うことが望ま
しい。

⑤　診断
のとおりも
しくは独
自の方法
で改善を
検討した
が難しく、
現状維持

・近隣事業体における類似事業の委託単価等について情報
収集を行ったが、それぞれに設計額の考え方（使用単価や
人数等）が異なっていた。
・待機料の性質を考えると、把握した設計方法の中では本市
の考え方が最も適切であると思われる。
・夜間・休日の対応（平成29年度実績：72件）も必要とされて
おり、当面は現行の方法により事業を継続していくべきであ
ると考える。
・ただし、今後も地区ワーキンググループ等を活用した情報収
集を継続し、必要に応じて設計方法の見直し等を検討する。

・毎月活動実績報告書を提出してもらい、各委員の活動内容
の把握を行っている。
・小中学校の教諭の委嘱は、研修講師としての役割ではな
く、学校体育の視点を社会体育に取り入れるため、または、
学校教育と社会教育をつなぐ重要な存在となる。そのため、
教諭を委員から外すことは現時点では考えられない。多選
禁止についても、長期継続者に対して、県や国からの表彰
制度もあり、スポーツや地域に関する学識をもった人材も必
要であると考えることから、現時点では考えていない。公募
についても、検討を行ったが、現時点ではスポーツ推進委員
の認知度も低く、なり手が少ないことを考えると難しく、市内４
地区のバランスをとる必要もあり、信頼できる人間を委嘱す
る必要があるため現状の各地区からの推薦という形が望ま
しい。
・２年の任期ごとにユニフォームを購入することは廃止した。
診断のとおり、委員からの申し出により、破損状況を確認のう
え、購入を検討することとした。推進委員の認知度は、ユニ
フォームのデザインではなく、推進委員が地域での行事等で
活動をＰＲしていくことにより住民への認知度を上げていく。
・九州、全国の負担金は原則、当該年度に委員が表彰を受け
る場合と近隣で開催される場合に予算計上を行うよう変更し
た。

⑤　診断
のとおりも
しくは独
自の方法
で改善を
検討した
が難しく、
現状維持

・活動実績が不明な中での委員報酬は、所管課の説明責任
の放棄である。委員間の活動実態に大きな差異があるという
意見も踏まえると、活動実績を月次で報告してもらった上で、
活動が停滞している委員のフォローアップが必要である。実
績報告の方法は様々あるので、所管課が責任を持って検討
するべきである。活動実績を把握しないのであれば、報酬の
支払いは止めるべきである。
・委員任期は２年だが、通常３～４期、長い人では10期に達し
ていることから、地域で活躍する人材を有効活用するために、
公募や多選禁止規定の導入が必要である。その際、小中学
校教員は委員とせず、委員の研修講師としての役割に変更
することが望ましい。
・２年の任期ごとにユニフォームを購入するのは、３～４期以
上の任期が大半である実態から考えると過剰である。新任者
以外には、破損等による申し出があった場合に提供する方式
とすべきである。その際、住民に一目で分かるデザインが望
ましい。
・19節負担金は、２協議会に参加する必要性を精査し、一方
のみとする方向が望ましい。全国スポーツ推進委員研究協議
会は、委員１名、職員１名のみの参加で効果が限定的なので
廃止が望ましい。

スポーツ推
進委員設置
運営事業

24
スポー
ツ課

52
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