
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 

（令和元年度実施分） 

大野城市企画政策部自治戦略課 

令和元年 12 月 





：30 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 

45 事業 

・平成 20～29 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 30 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                         ：15 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 

令和元年 10 月４日～令和元年 11 月 27 日 

５ 改善方針結果（45 事業） 

①診断のとおり改善    11 事業（24.5％）

②診断のとおり改善するよう検討中     15 事業（33.3％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 11 事業（24.5％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 ６事業（13.3％）

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 

２事業（ 4.4％）
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《改善方針》

①診断のとおり改善 ：11事業（24.5％）

②診断のとおり改善するよう検討中 ：15事業（33.3％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 ：11事業（24.5％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 ： ６事業（13.3％）

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 ： ２事業（ 4.4％）

①診断のとおり改善（11事業）

1 情報広報課 29 P４

2 市税課 30 P４

3 収納課 30 P４

4 コミュニティ文化課 28 P４

5 ふるさとにぎわい課 29 P５

6 こども未来課 24 子ども情報センター運営事業 P５

7 すこやか長寿課 30 特定健康診査等関係事務費 P５

8 国保年金課 30 P５

9 安全安心課 30 飲酒運転撲滅事業 P５

10 安全安心課 30 防犯灯ＬＥＤ照明化事業 P５

11 教育指導室 29 P６

②診断のとおり改善するよう検討中（15事業）

12 コミュニティ文化課 26 P７

13 ふるさとにぎわい課 29 P７

14 こども未来課 24 P７

15 こども未来課 30 P７

16 こども健康課 27 P７

17 こども健康課 27 P８

18 子育て支援課 25 P８

19 福祉課 23 P８

20 福祉課 24 P８

21 市民窓口サービス課 30 P９

22 環境・最終処分場対策課 30 P９

23 教育振興課 29 P９

24 教育振興課 29 P９

25 教育指導室 29 P９

26 料金施設課 30 P９

学校運営協議会推進大会事業

業務用帳票印刷

福祉タクシー助成事業

献血推進事業

個人番号カード発送事務事業

地球温暖化防止対策推進事業

小学校教育推進事務事業

中学校教育推進事務事業

市特産品等購入事業

子育て支援センター運営事業

ファミリーサポートセンター委託事業

母親教室事業

両親教室事業

乳幼児健康支援一時預かり事業

№ 所管課
診断
年度

事務事業名

子どもたちの「いのち」を守る研修会事業

記載
ページ

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（令和元年度調査）

№ 所管課
診断
年度

事務事業名
記載
ページ

ヘルプデスク運営事業

固定資産税納税通知書発送事務事業

後期高齢者医療保険料徴収事務事業

まどかフェスティバル事業

公民館等空調設備整備事業

国民健康保険特別会計運営管理事務事業

新公共施設管理システム運用事業
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③診断を踏まえ、独自の方法で改善（11事業）

27 情報広報課 29 P10

28 南・中央・東・北地域行政センター 29 P10

29 ふるさとにぎわい課 24 P10

30 子育て支援課 28 P10

31 長寿支援課 24 P11

32 長寿支援課 25 P11

33 長寿支援課 30 P11

34 すこやか長寿課 30 P11

35 環境・最終処分場対策課 24 P12

36 環境・最終処分場対策課 27 P12

37 ふるさと文化財課 23 P12

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中（６事業）

38 長寿支援課 25 P13

39 長寿支援課 30 P13

40 すこやか長寿課 30 P13

41 すこやか長寿課 30 P13

42 安全安心課 28 P14

43 スポーツ課 28 P14

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（２事業）

44 ふるさとにぎわい課 29 P15

45 環境・最終処分場対策課 23 P15

記載
ページ

仲畑農園維持管理事業

ダイオキシン類調査事業

もの忘れ相談環境整備事業

一般介護予防事業（音楽サロン

高齢者配食サービス事業

災害時備蓄品購入事業

市民水泳大会運営事業

№ 所管課
診断
年度

事務事業名

№ 所管課
診断
年度

事務事業名
記載
ページ

老人福祉施設維持管理事務事業

文化財収蔵庫設置運営事務事業

記載
ページ

ＦＡＱシステム事業

地域行政センター運営管理事業

おおの大文字まつり開催支援事業

市立保育所施設維持管理事業

介護認定調査事業

生ごみ処理機利用促進支援事業

ダンボールコンポスト普及事業

№ 所管課
診断
年度

事務事業名

敬老祝金・祝品給付事業

後期高齢者医療保険料賦課徴収事務事業

新型インフルエンザ予防対策事業
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改善方針 改善状況

1 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。

①　診断の
とおり改善

・稼働率については「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」であったが、平成31年
4月から後者を「依頼業務」に変更をし、「アンケート結果入
力・集計業務」を含ませることとした。より詳細な報告書の
提出により、その結果正確な稼働率の算定を行うことがで
きた。
・令和元年の契約変更においての仕様書見直しは、「業務
量の変動に応じた適正な人員配置、効率的かつ効果的な
運営が可能な体制」といったような業務運営体制を明確化
した文言を加えた。入札実施の結果、それまでの事業者
から新規参入事業者へ変更がなされた。

2 市税課 30

固定資産税
納税通知書
発送事務事
業

・本事業の目的は、「適切に課税した内容を納税通知書として
納税義務者に送付・到達すること」だけでは不十分で、「納税
義務者が届いた納税通知書在中封筒を開封し、内容を確認
した上で、期日までに納付しなければならないことを理解する
こと」も重要である。
・この視点から、納税通知書の実質的な到達率（開封率）や
納税義務意識の喚起率を高めるための封筒の色・デザイン・
文言の検討や、同封する資料の内容の精査などに継続的に
取り組んでいく必要がある（現在の封筒表側には１色印刷で
「固定資産税・都市計画税  納税通知書　在中」との記載はあ
るが、「必ず開封しなければならないこと」は伝わらない）。
・なお、引き続き誤送が発生しないこと及びブッキング等に関
する委託先に対する個人情報保護徹底に取り組むことが重
要である。・事業名に「都市計画税」の追加が望ましい。

①　診断の
とおり改善

・平成31年度は封筒に第1期納期限を記載し、納付意識を
高めることができた。
・誤送の防止については、送付先を詳細に記載する等努
めた。個人情報保護については情報セキュリティマネジメ
ントシステムもしくはプライバシーマークを取得し、適切な
保護措置を講ずる体制の整備を仕様書で明記した。
・事業名については他の業務とともに精査し、平成31年度
は「固定資産税課税事務事業」とした。令和２年度は「固
定資産税等課税事務事業」とした。

3 収納課 30

後期高齢者
医療保険料
徴収事務事
業

①滞納者に対する納付促進対策として、別途、電話での納付
のお願いを外部委託しているが、期待する成果は滞納解消
等で同一と考えられるので、本事業と一体化を検討すること
が望ましい。
②過年度繰越対象者数が、一部重複はあるものの年々増加
していることから、その要因を調査・分析し、有効な対策を講
じることが望ましい。

①　診断の
とおり改善

①市税等催告業務委託事業は実施計画事業であるた
め、経常事業になった時点で、徴収事務事業と一体化す
る。

②30年度への過年度繰越対象者数の年度ごとの内訳
は、時間がたつほど整理が進むため、年度が新しい分（28
年・27年度）の繰越人数が多く、年度が古い分(26年度以
前)の繰越人数が少なくなっている。従って、年度推移が
増になっているわけではない。過年度繰越対象者数の各
年度末での実人数は、平成28年度末127名、29年度末113
名、30年度末92名と減少している。有効な対策として、平
成30年度から自動車差押、令和元年度から反対債権のあ
る預貯金差押を実施している。

4
コミュニティ
文化課

28
まどかフェス
ティバル事業

・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。

①　診断の
とおり改善

　平成30年度も引き続き、全てのイベントアンケート用紙
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、令和元年度も同様の集
計継続をし、調査・分析を行った結果妥当と判断したい。
【参考】
 （H28イベントごとの来場者数の合計：63,569人）
　÷（参加イベント数の平均値：3.50）＝18,170人
 （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
 （H30イベントごとの来場者数の合計：69,337人）
　÷（参加イベント数の平均値：3.10）＝22,366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動
の実施の有無」を問う質問を追加。平成30年度では「今
後、イベントに関連した活動をしたいかの有無」を問う形に
している。今後も、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】H30回答結果：したい…66％　したくない…12％　し
ている…11％　無回答…11％
※この項目は、まどかフェスティバルが生涯学習活動の推
進にどれだけ貢献していけるのかを測るものであるが、
「したい」と答えた人が6割を超えていた。まどかフェスティ
バルの影響力は大きいものであり、今後、さらに意欲を高
められるようなイベントを目指す。

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
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。

①　診断の
とおり改善

　耐用年数を考慮し、引き続き工事台帳をもとに予測を立
てて予算計上を行う。

6
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。

①　診断の
とおり改善

①令和元年度に、「れいわ子ども情報センター」としてリ
ニューアルオープンし、親子サロンを3階から1階に移設し
た。フリースペースを拡充し、屋外の広場を設けるなどし
て、屋内外での自由遊びの環境を整備した。SNSを活用し
た施設のPRや、イベントの企画などで、更に多くの利用促
進のための取り組みを行っていく予定である。
②子ども情報センターのリニューアルに伴い、子育て支援
センターと事業を統合し、新たに地域の子育て支援の拠
点として運営を行っている。

7
すこやか長
寿課

30
特定健康診
査等関係事
務費

・現在の目的や成果は矮小化されているものと考える。本事
業の重要な目的は、正しく対象者に届くことはもちろんのこ
と、届いた封筒を開封し、封入物を読み、特定健康診査の受
診の重要性・必要性を理解することも含まれている。また、そ
の結果として期待する成果は、受診券を使ってスムーズに受
診することはもちろんのこと、多くの対象者が特定健康診査を
受診することまでが含まれている。
・このことから、届いた封筒の開封率、受診の重要性・必要性
を理解した人の割合、開封されない理由、受診の重要性・必
要性が理解されない理由などを調査・分析することが必要で
ある。また、より多くの対象者に開封し、受診の重要性・必要
性を理解してもらい受診してもらうこと、受診券を保管し受診
時に持参してもらうことに資する封筒の標記・デザイン、同封
物の標記・デザイン・記載内容等に改善することが望ましい。

①　診断の
とおり改善

・特定健診の平成30年度の受診率は、前年より1.8％上昇
し、受診者数も増加している。
・毎年、受診勧奨の際に、受診状況や受診しない理由等を
をアンケートで調査をしているが、アンケートの回答もない
無関心層にいかに受診の必要性を理解してもらえるかが
重要であると考える。
・年度最初の郵送物は受診券及び健診のご案内通知であ
り、受診券の封筒には、赤字で「国民健康保険　特定健診
受診券」と記載し、「特定健診は２月末まで」と明記し、改
善した。
・今後も、さらに「特定健診のお知らせ」「必ずお読みくださ
い」等の文言を封筒に追記すること、また、同封する案内
チラシは内容を読んで受診の必要性を理解してもらえるよ
う、文字数を減らし、端的に分かるように工夫することな
ど、継続的に改善していく。

8 国保年金課 30

国民健康保
険特別会計
運営管理事
務事業

・配布物は市民に開封して読んで行動してもらうことが重要で
あり、日ごろから市民の開封を促すための封筒デザインや封
入物の読みやすさ・分かりやすさを工夫することが望ましい。
・印刷業務等の委託業務については実施可否調査を行った
上で、指名競争入札により委託事業者を決定しているが、業
務の仕様が適切なものとなるよう、今後も検討を行う必要が
ある。

①　診断の
とおり改善

・国民健康保険税納税通知については、平成31年度分か
ら、封筒に「納税通知書在中」と印字した。
・市民に開封して読んでもらうよう、封筒に「大切なお知ら
せです」等の印字を令和２年度より行うこととする。
・パンフレット等が、読みやすく、分かりやすくなるような修
正変更を、平成30年度から既に実施しており、今後も引き
続き実施する。
・委託業務仕様も、適切なものとなるような見直しを既に
行っており、今後も引き続き実施する。

9 安全安心課 30
飲酒運転撲
滅事業

・福岡県内では交通安全分野で飲酒運転の撲滅は重要な課
題であり、様々な手段を通じて市民及び事業所等への普及
啓発等に取り組み、一定の成果をあげている。ただし、飲酒
運転を誘発する機会となりやすいアルコールを提供する飲食
店のうち、スナック等の店舗は商工会に加入していない場合
が多いことから、夜間営業ではあるが、市職員が直接訪問
し、飲酒運転撲滅優良協力店への登録と飲酒運転撲滅のた
めの来店者への働きかけを協力にお願いすることが重要で
ある。また、夜間で直接訪問が難しい場合でも、文書等送付
による依頼も必要と考える。
・なお市民等に正しい知識を持ってもらうため、酒気帯び運転
も飲酒運転であることや、飲酒運転により交通事故加害者と
なった場合に、運転手自身及び家族がどの様な生活を強い
られるのかなどを強く伝えられるポスター等の広報媒体の強
化も期待する。

①　診断の
とおり改善

　夜間営業の店舗については市職員が直接訪問し、飲酒
運転優良協力店への登録及び飲酒運転撲滅のための働
きかけへの協力のお願いを行った。
広告媒体についても、市独自の飲酒運転撲滅啓発チラシ
を作成し、12月15日号広報に折り込み、市内全戸への配
布や、毎月25日の飲酒運転撲滅啓発活動時に配布を
行った。

10 安全安心課 30
防犯灯ＬＥＤ
照明化事業

・現在の事業内容は、高い費用対効果を挙げており、特段の
問題は無い。
・現リース期間が平成34年度までであり、適切な時期に平成
35年度以降の事業内容を検討する必要がある。その際、既
に防犯灯は全てＬＥＤ化された状態が前提となるので、本事
業は防犯灯の維持管理に関する事業と統合を検討すること
が望ましい。

①　診断の
とおり改善

　防犯灯は一部を除き全てLED化を行っている。令和5年
度以降、現在の防犯灯リースの更新事業を計画する際、
事業の統合を検討する。

5



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

11 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。

①　診断の
とおり改善

・「子どもの命を守る」ための研修内容が、そのために必要
な行動について「正しく理解できること」「理解した内容を自
らの行動の変革や実践につなげる」ために研修会の内容
（テーマ）を構成した。具体的には、身近な子どもたちの現
状、現状に気付くための視点、周囲の大人ができる事を中
心とした内容に改善を行った。
・アンケートに「行動に移そうと思ったか」と問う質問を設定
した。何らかの行動を起こそうと意図した回答が79％に上
り、成果をあげることができた。

6



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

12
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

　利用実態に関しては、システム内の実績統計等にて把
握。
　平成28年度に施設利用者に対し調査を実施し、システ
ムを利用し、予約を行わない理由として、「施設に頻繁に
来るため、受付窓口で予約する方が便利」という回答が多
数であった。より利用しやすいシステムとするため、予約
手順を含め、システムの改修を検討したい。併せて、アン
ケート内容及び方法を再検討し、実施することとしたい。

13
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。

15

こども未来
課
（平成30年
度まで子育
て支援課）

30

ファミリーサ
ポートセン
ター委託事
業

・委託料の約6割は人件費であり、委託業務に基づく主な活
動に対して、人員体制が過剰となっている可能性がある。
・受託者は「ファミリー交流センター」の指定管理者であり、指
定管理業務、委託業務、法人の自主事業に関する業務を混
在させて実施している可能性が高い。
・ファミリーサポートセンター事業は全国の自治体で広く実施
されており、幅広い組織に委託されている。本市においても
他自治体の事例を参考に業者選定方法等を検討することが
望ましい。
・本事業の目的と成果は「ひとり親家庭等日常生活支援事
業」との重複が認められることから、両事業の事業規模等の
調整を行う必要がある。

②　診断の
とおり改善
するよう検討
中

・対象者数・受益者数は年々微増（平成30年度：1,190人）
の状況である。今後とも関係機関への周知や広報活動に
努め、さらに充実した事業実施に取り組む。
・受託者が指定管理業務や法人の自主事業に関する業務
を混在させることのないよう、業者の選定にあたっては、
次回契約時（令和5年度～）には、他の参入可能な業者の
有無や状況を見るとともに、選定方法の見直しを含めた検
討を行う。
・「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は一定の利用要件
を満たす一部の利用者が優先して利用しており、本事業と
の利用状況を精査・調整して実施していく。

16
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年度に、３歳児集団健診受診者の保護者（144
名）に対し、アンケート調査を行った結果、参加しなかった
理由として、「産婦人科で受けた」が約20％、「知らなかっ
た」が約14％、「日程が合わなかった」が9％であった。
・理由の中で、「知らなかった」が14％であったことから、
「広報誌及びホームページによる周知」及び「電話による
妊婦フォロー時の個別案内」を開始した。
・また、平成30年度から配布している「おおのじょう子育て
サポートブック」にも掲載した上で、平成31年度からは、子
育て世代包括支援センターを設置したことに伴い、母子健
康手帳交付時に必要に応じ個別に案内等行っている。
・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。
・なお、今後については、民間病院等での実施状況等を踏
まえながら、開催内容について検討していきたい。

①公民館で実施する親子サロンは、令和元年度24カ所
（合同開催２ヵ所を含め27区中26区で開催）である。未開
催の区には引き続き合同開催も視野に入れた開催要請を
行っていく。
　また、子育て応援指導員（旧子育て支援センター職員）
による派遣事業は、平成30年度で合計121回実施した。今
後も、れいわ子ども情報センターでのリーダー養成講座や
遊具の貸出等により、サロン運営の育成・支援を行ってい
く。
②令和元年７月に子ども情報センターをリニューアルし、
子育て支援センター事業と子ども情報センター事業を統合
した。新たに「れいわ子ども情報センター」として、「遊び」
「交流」「学習」「相談」の機能を有し、地域の子育て支援の
拠点としての役割を担い、運営にあたっている。

14

こども未来
課
（平成30年
度まで子育
て支援課）

24
子育て支援
センター運営
事業

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

7



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

17
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年度に、３歳児集団健診受診者の保護者（144
名）に対し、アンケート調査を行った結果、参加しなかった
理由として、「知らなかった」が約2１％を占めていた。
・このことから、それまでの「広報誌及びホームページによ
る周知」に加え、新たに、「電話による妊婦フォロー時の個
別案内」を開始した。
・また、平成30年度から配布している「おおのじょう子育て
サポートブック」にも掲載した上で、平成31年度からは、子
育て世代包括支援センターを設置したことに伴い、母子健
康手帳交付時に必要に応じ個別に案内等行っている。
・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。
・なお、今後については、民間病院等での実施状況等を踏
まえながら、開催内容について検討していきたい。

18
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、利用理由は、毎月、報告書を提出して
もらっており、報告書において状況の確認を行っている。
その他については、ニーズ調査を行う等して、実態把握を
行う。
②ニーズ調査により、状況の確認を行う。土曜日の時間
の延長については、受け入れ側の施設の状況にもよると
考えるため、必要に応じて施設と協議を行う。
③今のところ、市内の小児科病院で、病児保育を検討して
いるところはない。この事業の実施には専用施設の整備
が必要となるため、利用者の状況を考慮しながら、追加の
委託について検討していきたい。また、私立の保育施設
で、同事業を行う事業者が出てきている。市民への周知を
十分進めていく。
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。

19 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

・タクシー協会等との協議や他自治体の事例の調査、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
なるよう改善への取り組みについて検討していく。
・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。

20 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

・採血者数の減少については、市内で最大の商業施設か
ら献血車の配置に協力をいただけなくなったことが要因と
考えられる。
・イベント開催に合わせた献血の実施について、福岡県血
液センターでは、イベント開催時の献血協力者は少なく、
大型商業施設等における献血に人や車両などを集中させ
ている状況であり、実施は難しいと考える。
・県内他市において、周知方法としては、本市同様に広報
誌やＳＮＳなどを利用したものの他に、宣伝カーによる周
知を行っているとのことであった。
本市では今年度より、市広報やホームページ・ＳＮＳでの
周知に加え、市内施設・公民館にポスター掲示を実施して
いる。
（6月まどかぴあ献血は昨年度より約30名増加）
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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

21
市民窓口
サービス課

30

個人番号
カード発送事
務事業

・現状の事務区分では発送事務と窓口での交付事務が分け
られているが、市民に対して確実に個人番号カードを届ける
という観点からは同一目的の事務として整理できるため、事
務事業をまとめることが望ましい。
・印鑑登録証明手数料を使用料・手数料として充当している
が事務関連性が必ずしも高くないため、充当基準等について
は整理が必要と思われる。

②　診断の
とおり改善
するよう検討
中

・交付事務が実施計画事業であることから、それ以外の発
送事務などと区分されている。したがって、実施計画の所
管課である自治戦略課及び予算の所管課である財政課と
改善に向けて協議を行いたい。
・手数料については、平成３１年度予算より項目を別に設
け、充当の整理を行った。

22
環境・最終
処分場対策
課

30
地球温暖化
防止対策推
進事業

・地球温暖化防止に関する市民の現在の問題や課題の分析
がなされておらず、目的達成に向けた事業の成果や事業内
容の適切さが不明である。問題・課題を分析した上で、その
解消に直接的な効果が期待できる手段を再構築することが
望ましい。
・なお、現在の手段については、以下の問題を抱えている。
○レンタルエコバッグの設置：実態として、レンタルではなく配
付となってしまっている。マイバッグを持参しない理由を調査
した上で、持参させるために必要な対策を再検討することが
望ましい。
○市役所西側グリーンカーテン設置：啓発を目的としている
のであれば、市民の認知率を把握することが望ましい。
○エコファミリー登録受け付け：県の事業であり、県から市内
のエコファミリーの省エネ等の取組実態に関するデータを入
手した上で、事業量等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

　令和元年度に、「大野城市環境基本計画」策定のための
アンケートを実施しているため、その結果を基に問題･課
題を分析し、地球温暖化防止に関する有効な手段を検討
する。
○レンタルエコバッグの設置について、今後アンケートで
マイバッグを持参しない理由を記入してもらい、調査・再検
討をする。
○グリーンカーテン設置については、広報誌だけでなく、
今後ＨＰでも周知を図ることで認知率向上に努めていく。
○エコファミリーの登録受付について、県から取組実態の
データを入手し、内容を精査した上で、今後の事業量を検
討する。

23 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

　診断に基づいて、事業名の変更（「小学校記念品等購入
他教育推進事務事業」）を平成30年度に行った。事務事業
の再編については、全校共通で整備するものと各校個別
で整備するものに分類することなど、他事業への移行を含
めて検討を行っているところである。

24 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診断に基づいて、事業名の変更（「中学校記念品等購
入他教育推進事務事業」）を平成30年度に行った。事務事
業の再編については、全校共通で整備するものと各校個
別で整備するものに分類することなど、他事業への移行を
含めて検討を行っているところである。
②平野中学校の文化発表会施設使用料については、費
用対効果の高い会場・方法等をという診断結果について
学校と協議をして、他の会場・方法について模索を行って
いる。

25 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

・学校運営協議会の取り組みの成果として、地域・家庭・
学校の連携は確実に進んでいる。それが学校運営協議会
の取り組みの成果であることが認知されるように、各学校
を通じて、啓発に取り組んでいく。
・市内全校での学校運営協議会の活動が定着し、令和元
年度の推進大会では、学校と地域・家庭の連携を「量」か
ら「質」へと転換することをテーマとする。このことで、地
域・保護者の更なる参画・参加を目指す。

26 料金施設課 30
業務用帳票
印刷

・成果指標②はないが、督促しなくても支払うことが最も望ま
しいことから、督促前収納率のような数値は算出できないか
を検討することが望ましい。
・口座振替促進に向けては、封筒や文書内に文言を加えてい
る。さらなる口座振替促進や迅速な支払いに向けて、配布物
は市民に開封して読んで行動してもらうことが重要であり、日
ごろから市民の開封を促すための封筒デザインや封入物の
読みやすさ・分かりやすさを工夫する必要がある。

②　診断の
とおり改善
するよう検討
中

・督促前収納率の算出を行い、督促発送後と比較し督促
発送件数を減らすことについて検討を行う。
・封筒デザイン、納付書等印刷物に関しては、在庫の関係
があるため、印刷物発注時にデザイン、レイアウト及び文
言等再考する。
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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

27 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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

（令和元年度）FAQシステムの保守運営（機器及びシステ
ム）について、サーバー・ＵＰＳ等の保守延長ライセンスを
取得し、故障やシステムトラブルについては、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した。

28

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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・平成30年度実施の各地域行政センター及び市民窓口
サービス課の窓口アンケートの集計結果で下記が分かっ
た。
　①市役所の窓口利用の市民の方は、平日分と週末窓口
分を平均すると43%強が地域行政センターを知っていた
が、実際の地域行政センターを利用した市民の方は、平
日分と週末窓口分を平均すると27%強であった。
　②各地域行政センター利用の市民の方が「地域行政セ
ンターで各種証明書が発行できる」と知ったきっかけは、
市広報と家族・知人からを合わせて60%前後を占めてい
た。
・各地域行政センターでは、引き続き、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
記事やしょうめい君による証明書発行についての記事を
定期的に掲載した。
・窓口職員がしょうめい君の利用案内、暗証番号の登録
案内を行った結果、マイナンバーの関係で所得課税証明
書の件数は減少傾向だが、戸籍、住民票、印鑑登録証
明書は増加傾向となっている。また、しょうめい君の利用
割合も各地域行政センターとも増加している。
・令和元年度も同アンケートを実施しており、集計結果か
らこの1年間の取組成果も検証し、さらなる対策を検討す
る予定である。

29
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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・補助金額の内訳については、①企画運営会社・警備会
社への委託料の一部、②事務局職員賃金の一部、以上２
つの使途に割り当てている。①をはじめ支出額について
は、年々人件費、機材費、物品費など単価が高騰してお
り、経費が増加している。②について、後述する事務局体
制の強化を行った結果、広告料、寄付金の収入は平成30
年度と比して増額となり、組織としての自主財源確保の取
り組みを行っている。
・事務局体制について、①増加する来場者、出演者に安
全安心にまつりを楽しんでいただくこと、②委員会を組織
する27の構成団体はじめ警察、消防、救急の各機関なら
びに関係会社との協議・調整に円滑に対応すること、③広
告掲載企業・協賛企業への営業を強化すること、以上３点
の改善を目的とし、令和元年度から常勤職員２名（平成30
年度から１名増）、臨時職員１名（平成30年度から１名
減）とした。③の目的については寄付金・広告料が増収と
なったことから成果が出ているが、①②については、年々
来場者、出演者が増加していることから、市、教育委員会
の委員会への支援は継続が必要である。
・年々、出演者、来場者とも増加していることから、本まつ
りに対する市民の理解度は高いと判断する。今後も、市民
が企画から運営まで携わる市民まつりが存続できるよう、
企画段階からの支援が必要である。

30
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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・電力については、集約しており、現在既に他施設と集約
している各業務については、今後も継続していきたい。遊
具点検については、「遊具の安全に関する規準　ＪＰＦＡ
－Ｓ：2014」に準じて行っている。遊具は多くの園児が利
用しているものであるため、随時破損等の発生が考えら
れる。園児の安全を守るためにも気がついた時に早急に
対応していきたい。
・保育所警備については、次回契約更新のタイミングで夜
間巡回警備を廃止し、必要な警備を行っていけるように
業務内容の見直しを行う。
・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。「保育所
施設等維持補修事業」を行っていた管財課も名称の変更
を行っている。
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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

31 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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・主治医への指導その他の事務費として、意見書の内容
のチェックや指導は専門的な知識と判断が必要なもので
あり、医師という専門家へ指導できる立場である医師会へ
の委託は、妥当な経費であると判断している。
しかし、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。
・主治医意見書の内容チェック及び記載主治医への指導
については、週平均４～５件であり、その都度、医師会の
担当者が問い合わせや差し戻しを行っている。チェックに
よる差し戻し等で最も多い事由が「マークシート部分の記
載漏れ」、続いて多いものが「診断根拠の記載不足」と
なっている。
・県内他団体と比較したところ、本市と同様、依頼から回
収までの期限を2週間とし、2週間を過ぎた場合は医療機
関に督促を行っている。督促の方法として、他団体は職員
が自前で行っているが、本市は医師会が回収状況の管理
と督促を行っていることから、当課職員の事務量の軽減に
つながっており、方法や事務に要する時間の点から妥当
と考えている。

32 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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

　高齢者全体に恩恵が及ぶ有効な代替事業は、見出せて
いない。しかし、今後の高齢者の増加に伴う経費増大へ
の対策として、令和元年度から令和５年度まで敬老祝金
額の対象年齢を変更することとした。
変更については、敬老祝金・祝品給付事業が高齢者に対
する敬意を表し長寿を祝うことが目的であることから、祝
金支給開始年齢の引き上げは行わないこととし、3,000円
の対象年齢（75歳～79歳）、5,000円の対象年齢（85歳～
89歳）を１年ごとに１歳ずつ引き上げていくこととした。
これにより、令和元年度から令和５年度までの敬老祝金
支出額はそれぞれ48,000千円以内となる試算である。
なお、この変更については令和５年度に終了となる予定だ
が、令和６年度以降の祝金については、令和５年度までに
検討していくこととする。

33 長寿支援課 30

後期高齢者
医療保険料
賦課徴収事
務事業

・保険料納入通知書が被保険者に送付されるだけでは本事
業の成果は不十分であり、封筒を開けて通知書の内容を読
み理解してもらい、正しく保険料を納付してもらうことが本来
の成果である。そのためには、少なくとも届いた封筒を開けて
内容を理解してもらえるような手段とすることが望ましい。
・現在の封筒には赤文字で「必ず開封のうえご確認ください」
との記載はあるが、何が封入されているのかの記載が無い。
また、封入物の記載内容も「賦課・徴収」など一般的な市民に
は馴染みのない用語が用いられていたり、年金天引きではな
い被保険者が自らが納付する義務を負っていることをすぐに
は理解しづらいなど、受け取った被保険者の立場に立った標
記・デザインとしては不十分な内容であると考えられる。
・適切に保険料を徴収するためには、年金天引きではない被
保険者に対して、確実に納付してもらえるように、封筒及び封
入物のデザインや口座振替用紙の同封などの改善を検討す
ることが望ましい。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・封筒については、全体を黄色とし、すでに目立つように
配慮している。封筒の記載については、後期高齢者医療
の賦課決定通知以外にも使用されること、また、年齢が判
るなど個人情報への慎重な配慮が必要なことから現状維
持とする。
・通知書に用いられる用語については、法令に基づくもの
であるため変えることはできないが、徴収方法のパターン
に応じた説明チラシを作成し、個別に同封することとして
いる。
・封筒のデザインについては、開けやすい形状のものとの
コストの比較検討を行う。納付書のデザインについては、
わかりやすくするため表紙の変更を行っている。口座振
替用紙については、納入通知書に同封するほか、保険料
通知の２か月前にも送付し、事前の登録を促すこととして
いる。

34
すこやか長
寿課

30
新型インフル
エンザ予防
対策事業

・現在の手段（事業の内容）は、市として実施すべき最低限の
水準が行われている状況と考える。本市の住民の就業・通学
先が福岡市等の近隣自治体に広がっていることを考慮し、新
型インフルエンザ等発生時に情報伝達することが望ましい自
治体の範囲や、異例の流行となった昨年の通常インフルエン
ザを例に、発生から流行までの追跡や病院や学校、保健所
等関係部署から問題点の聞き取りを通じた課題の把握とそ
れに対応した対策の検討など、これまで以上に予防対策を充
実されることが望ましい。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・感染症について、発生から流行までの追跡及び情報伝
達に関しては、感染症法に基づき保健所が行うこととなっ
ている。市では、今後も情報伝達訓練等を行い、保健所と
連携を図っていく。
・情報共有のため、国や県から新型インフルエンザについ
ての通知等あった際は、市のホームページに掲載するな
どして広く周知を行う。
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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

35
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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

　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、平成30年度のまどかフェスティバルでの「リサイクル
工作会」で来場者約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、生ごみ処理機等の
周知のみに限らず、ごみの減量とリサイクルについての
出前講座で地域（各区）に出向き、更なる啓発に努めて
いるところである。出前講座結果アンケートの回答から検
証すると、ごみの減量に非常に関心を持ってもらえる回
答を得ており、生ごみ処理機等の購入につながる一定の
効果が表れていると判断している。

37
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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・現在、牛頸収蔵庫・大野城心のふるさと館で文化財資料
の収蔵を行い、ふるさと館では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
度が高い資料を収蔵・活用している。
また、牛頸収蔵庫では、③埋蔵文化財報告書に掲載して
いる資料、④埋蔵文化財報告書に未掲載の資料、⑤民
俗資料を収蔵し、見学等に対応している。
このように文化財を種類ごとに分けて地域の固有の歴史
を示す埋蔵文化財を適切に収蔵しながら、利活用の状況
に応じて効率的な収蔵を行っている。

27
ダンボールコ
ンポスト普及
事業

・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。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

　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配信した
り、広報紙やＨＰ、ＳＮＳなどさまざまな手段を活用し、制
度の周知を強化している。
現在は、生ごみ処理機等の周知のみに限らず、ごみの
減量とリサイクルについての出前講座で地域（各区）に出
向き、更なる啓発に努めているところだが、出前講座結
果アンケートの回答を検証すると、ごみの減量に非常に
関心を持ってもらえる回答を得ており、ダンボールコンポ
スト等の購入につながる一定の効果が表れていると判断
している。
また、教育現場での事業展開も考えており、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。

36
環境・最終
処分場対策
課
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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

38 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、現在の指
定管理期間（令和元年～令和５年）において、コミュニティ
文化課と連携し、適正化を図っているところである。
　適正化については、現在の一律の指定管理者交付金を
交付しているが、施設の利用状況等を考慮することや、
公民館と老人憩の家が一体化している施設は按分方法
を検討して行うこととする。牛頸ダム記念館委託料につい
ては、老人憩の家指定管理者交付金の適正化にともな
い検証を行うこととする。
　利用者の満足度不満度、利用者数の測定などは毎年の
指定管理実績報告の際に行い分析していく。
　維持管理については、大野城市個別施設計画をもとに
計画的な修繕に取組んでいく。

39 長寿支援課 30
もの忘れ相
談環境整備
事業

・医師会加盟市内49医療機関（うち6機関は複数の医師が従
事する病院）で、認定医は11人で平成27年度以降横ばい、昨
年度の実受講者数16人（うち9人は更新認定、7人は新規認
定のため）に留まっている。そのため、継続しても本事業の成
果が低い状況が続くものと考えられる。
・認定医にも関わらず更新しない医師も存在することから、更
新しなかった理由、そもそも受講しない理由、受講したが認定
を受けられなかった理由など、認定医11人以外の医師に認
定医とならない理由・要因を明らかにした上で、対策を講じる
ことが本事業の費用対効果向上のために不可欠である。
・筑紫地区4市1町による合同事業であることから、構成市町
の会議に問題提起の上、筑紫医師会に対して、上記理由・要
因の解明と、それを踏まえた認定医増加のための改善策を
求めていくことが望ましい。

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよう
検討中

・平成２８年度以降筑紫地区５市全体でみても相談医数が
横ばいであり、かつ認定を受けている医療機関が固定化
している現状は、５市ともに懸念している。
・これまでの事業の評価指標は、「年間相談医数および相
談件数」の質的な評価のみであった。地域のかかりつけ
医であるものわすれ相談医が患者や家族からの相談を受
け、必要に応じて専門医療機関を紹介し、認知症の早期
発見・対応につながっていることを裏付けるためにも、「も
のわすれ相談医が認知症サポート医や専門医療機関と
連携している」ことの質的な評価ができる指標を設けるこ
とを検討する。
・医師会としては、未認定の医師を中心に積極的に受講
依頼をしていくという見解である。しかしながら、指摘にあ
るように「現在認定を受けている相談医が更新しなかった
理由」や「未認定医が受講しない理由」の聞き取りを行
い、その要因を明らかにした上で、医師会と５市で検討・
改善を行う必要があることから、担当者会議を実施する
予定である。

40
すこやか長
寿課

30
一般介護予
防事業（音楽
サロン）

・全国の自治体で一般介護予防事業として様々な内容の教
室等が実施されている中、委託先が1事業者に限定される
「音楽サロン」の実施を継続するのであれば、他の内容の教
室と比較し「音楽サロン」が費用対効果に優れていることが必
要である。その際の効果の比較は、単に参加者に気持ちの
変化や行動の変化があった割合だけでは無く、目的「社会的
孤立の解消」、「うつ予防」を中心に、介護保険費用の抑制に
向け、今まで引きこもり・孤立化していた人が教室をきっかけ
に外出する機会が増加する人数・割合など、介護予防への効
果が期待できる項目を設定することが望ましい。
・また、全国の自治体では様々な民間事業者のサービスを活
用した教室が開催されていることから、これらの事例を調査
し、複数の事業者の中から競争性を確保した委託先の選定
ができる委託内容とすることが望ましく、本市の高齢者のニー
ズに合致し、費用対効果に優れた教室となるよう、事業内容
を検討することが望ましい。

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよう
検討中

・音楽サロンの前後には基本チェックリストを実施してい
る。チェックリストには｢閉じこもり｣、｢うつ予防｣といった、
心身機能を確認する項目も含まれるため、今後はその項
目等も評価に反映していきたい。
・音楽サロンは、毎年多くの区から申し込みがあっている。
参加者の参加意欲をかきたて、また参加したいと思えるよ
うなプログラムの展開・実施が必要である。調査を行った
ところ、他の民間事業所においても、独自の音楽プログラ
ムが展開されているが、本市の仕様に応じた講師が所属
する事業所となると、実施可能な事業所が限られてしまう
のが現状である。今後も継続して他自治体の取り組み等
の調査を行い、介護予防への効果がさらに期待できる教
室となるよう検討していきたい。

41
すこやか長
寿課

30
高齢者配食
サービス事
業

・民間事業者が製造したお弁当を受益者に配達する業務に1
食250円の委託料を支払っているが、「安否確認」「地域ケア
会議での報告」をもって社会福祉協議会に対する特命随意契
約の理由とするのは不十分であり、検討が必要である。
・受益者が少数に留まること、１人あたりの委託料が割高であ
ること、安否確認サービス及びお弁当の宅配サービスは民間
事業者でも提供していることなどを考慮すると、社会福祉協
議会以外にお弁当製造・配達事業者も含めて、「お弁当400
円＋安否確認＋1食当たりの宅配料」等を仕様とした競争性
を有する委託先の選定を検討する必要がある。また、安否確
認について民生委員を始めとする他の事業手段も含めて、１
人あたり50,000円程度の委託料をかける妥当性や他の手段
の可能性も比較検証することが望ましい。

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよう
検討中

・宅配サービスを実施している民間事業所へ調査を実施し
たところ、各事業所で委託料を含めた配食費に関してはコ
スト削減が期待できる結果だった。しかし、365日の対応は
困難であり、配達エリアが市内でも限定されるなど、現時
点では本市の仕様に基づく業務が遂行可能な事業所は
見当たらなかった。委託料の妥当性については、他自治
体の実施状況等をふまえて検討していきたい。
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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

42 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、引き続き関係各課
と協議の上、令和３年度（第３次実施計画）以降の予算計
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熊本地震やその後の豪雨災害、台風災害の検証につ
いて、自治体の検証結果などを引き続き分析していく。現
段階では、国や県などから明確な数値分析の結果が出て
いないが、県ではアセスメント調査の必要性は認識されて
おり、県の調査予定を確認しながら、備蓄対象者数の見
直しを検討していきたい。

43 スポーツ課 28
市民水泳大
会運営事業

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。

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよう
検討中

①
・一般参加者数は増加傾向にあり、2019年度は30名を超
えている。また県民体育大会では、市民水泳大会に出場
した一般参加者を中心としたリレーチームが入賞を果た
し、県下２位という成績の大きな原動力となってる。
・県民体育大会へ出場する一般参加者も増加しており、市
民のスポーツ精神の高揚に影響を与えていると考える。
・水泳連盟の設立については、大野城市体育協会含め協
議を行なったが、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高校生以上については、参加費を徴収するよう改善す
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

44
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。

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

①親子農業体験については、仲畑農園維持管理業務に
統合し、作付・収穫の年２回を計画的に実行し、参加者も
年々増加している。
【参考：参加者数（平成27、31年度）】
平成27年度 作付：11組・29人、収穫：11組・28人
平成31（令和元）年度 作付：20組・65人、収穫：14組・42人
②事業開始の経緯は、当時の「大野城市食育推進計画」
に基づき、国有地を「農園」「農園に付随する倉庫、駐車
場」、農園等に不向きな「緩衝緑地」として国から借受け、
平成20年度に事業を開始した。借受については、散在し
ている未活用の国有地をまとめて借受けることが要件で
あったことから、今後も、農園に不向きな国有地の返還等
の交渉は難しいと判断する。

45
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。

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

　新南部清掃工場と中最終処分場が平成28年４月に稼動
を開始し、それに伴う旧南部清掃工場と環境処理センター
の解体工事が平成30年度に完了した。しかし、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。
また、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。
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