
 

１．調査の目的  

○昨年度までの取組 

２次評価は、PDCAサイクル推進に向け、他局の職員の目による評価を実施すること

で、評価の客観性、透明性を高め、新たな視点による改善につなげることを目的に、平

成２６年度より実施し、これまでに、4 年間で 420 事業について２次評価を実施して

きた。  

 

〇今年度の取組 

２次評価を受けた所管課は、評価を受けた年度末に、「今後の改善に向けた取組」を示

しているが、その後、PDCAサイクルが着実に実施されていたかどうかを確認すること

を目的に、今回 2次評価に変わってフォローアップ調査を実施した。 

 

２．２次評価実施状況とフォローアップ調査対象事業  

〇調査は、2次評価結果に基づき、経費の削減等を次年度予算額へ反映した 102事業を

除いた 318事業を対象に実施した。 

 

評価 

年度 
2次評価の主な選定要件 

2次評価 

実施事業数 

今後の改善に向けた取組 

予算へ反映 

した事業 

予算へ反映 

しなかった事業 

H26 
市単独予算で実施している 100万円以上の事業 

（国・県補助金のない事業）  
120 27   93 

H27 
市単独予算で実施している 50万円以上の事業 

（国・県補助金のない事業）  
100 34   66 

H28 50万円以上の委託事業を含む事務事業  100 26   74 

H29 50万円以上の委託事業を含む事務事業  100 15   85 

合計 420 102   318 

事務事業総点検２次評価フォローアップ調査結果について 



 

３．調査結果  

※対応状況は２次評価実施後から現在までの実施状況に基づき区分 

 

○調査によって、多くの事業が予定通りに改善を実施、または一部スケジュール等を変更し 

たが、改善に向けた取組を実施しており、PDCAサイクルが着実に実施されていること 

が確認できた。 

 

〇また、2 次評価を踏まえた事業の抜本的な見直しを行い、評価時の見直し項目に追加し

て、所管課で独自の見直しを実施している事業が 15事業あるなど、この 2次評価が事

務事業を見直す機会にもなっていることが確認できた。 

 

（独自の見直しを実施した主な事業） 

№ 事業名 2次評価の内容 
追加で実施した又は実施する 

取組の内容 

91 

特別支援教育支援員配置

事業 

（学校教育課） 

教員及び支援員のスキルアップ

に向けた特別支援教育に関する

専門性を高める研修会の開催 

研修会の開催に加え、ニーズに合わせ

効果的な支援ができるように、支援員

配置基準を見直し、H29に新しい配置

基準で支援員配置を行った。 

259 

ごみの出し方・分類周知

事業 

（収集業務課） 

・掲載情報の優先順位を検討 

・新たな収入源として、広告掲

載の可否も合わせて検討 

より経費削減効果が見込まれる「保存

版(3年に１回)」を作成。また、当該経

費削減額の範囲内でスマホ用アプリ

を導入。 

 

予算へ反映しなかった 318事業についての取組状況 事業数 構成比（％） 

① 改善に向けた取組を予定どおりに実施 262  82.4  

② スケジュール等を変更し、改善に向けた取組を実施 41  12.9  

③ 改善に向けた取組に加え、独自の見直しを追加して実施 15  4.7  

合 計 318  100.0  



２次評価フォローアップ調査結果一覧

番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

1 26 市政ＰＲ事業
・広告媒体の見直し
・ＩＣＴの活用方法検討

（広報媒体のニーズ調査）
・現在の広告媒体の効果を高めるため、イベントや市政等の情報を、どのような媒体、時間帯、知りたい内容（情報）な
ど、情報取得の手段やニーズを調査する。

（ICTを活用した広報媒体の拡充）
・ICTを活用した効果的な情報発信を行うため、新たなツールなどの検討・導入を行う。

2 26
市職員互助会
交付金

・ｶﾌｪﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝBの活用促
進及び補助対象見直し
・職員会館の稼働率向上
・職員会館の運営方法見直
し

（カフェテリアプランBについて）
・利用率向上を図るため、継続して利用しやすい補助対象を模索していく。

（職員会館の利用について）
・利用実態を分析し、今後の有効活用について検討していく。
・職員の福利厚生施設としての利用実態が公用・OBによる利用と比較して極端に少ないようであれば、今後は会議室
等の貸付施設として職員の有効利用に供していくことなど、活用策を検討していく。

3 26
オフロードバイ
ク隊活動事業

・職場への働きかけ
・職員が応募しやすく、隊
員が活動しやすい活動内
容等の検討

（新たな隊員の確保）
　局長会議等を通して、災害時における初期情報収集活動の重要性を各局長に理解してもらい、若手職員が職種を
問わず、オフロードバイク隊に積極的に参加できるよう協力を求めていく。

（バイクの小型化）
　Ｈ８年度に発足して依頼、オフロードバイクの経年劣化等により、修繕等が頻繁に発生する事態になってきた場合、
現在４０台ある250ＣＣクラスのオフロードバイクを125ＣＣ以下に小型化して、現在の自動二輪車中型免許以上の取得
要件を小型免許取得者にすることにより、隊員確保に努めることも検討していく。

4 26 車両管理事業

・必要な車両台数の精査
・借地駐車場の見直し
・事故状況の分析と研修へ
の反映

（借地している公用車駐車場の見直しについて）
・各借地利用している公用車駐車場の車両の種類、利用状況、必要台数を精査した上で今後の利用の必要性を検討
していく。

（職員の公用車運転による事故の減少を目的とした取組みについて）
・事故を起こした運転者の年齢、事故の時間帯等の分析を行い、効果的な事故防止事業を実施していく。

5 26
競輪開催業務
一括委託事業

・新たな競輪ファンの獲得
に向けた事業の検討

（新規ファンの獲得に向けた事業について）
・初心者・女性・ファミリー層をターゲットとした「安心して楽しめる空間」を提供するために、観覧席の一部をリニューア
ルして、初心者コーナー、キッズスペース、授乳室、洗浄機付トイレを設置し、快適な観戦環境を整備する。
・競輪場のバンクを解放して、マイ自転車で走行し、競輪場を身近に感じてもらう。
・新規ファンの獲得に向けた事業を展開し、来場者の減少を改善することにより、一般会計繰出金１．５億円以上を維
持する。

6 26

静岡地方税滞
納整理機構負
担金交付事務

・機構活用方法の見直し
１　移管件数と派遣人数の見直しについては、構成団体全体での協議による。

２　移管案件の見直しについては、課内検討により速やかにすすめる。

1

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（広報媒体のニーズ調査）
○（市民意識調査）
H26年度　アンケート項目の検討
H27.７月　アンケート（市民意識調査）送付
H27.９月　集計結果（速報）納品
H27.12月 集計結果納品
 広報媒体や運用について検討

（ICTを活用した広報媒体の拡充）
H26年度　新たなツール導入の検討
H27.8月　新たなツール「シネアド」開始
H30.1月　新たなツール「Instagram」開始　※Facebook(H25～)、Twitter(H26～)、YouTube(H25～)

広報課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（カフェテリアプランBについて）
○毎年、「互助会だより」をインフォメーションに掲載し、様々な情報を職員に提供している。
　・メニューの具体的利用例を紹介
　・人間ドック／インフルエンザ予防接種はカフェＢで申請できることを紹介
　・申請締め切りが迫っていることを周知

（職員会館の利用について）
○Ｈ27年度から会議室予約システムで予約状況を確認することができるようにした。これにより、会館に問い合わせ
ることなく空き状況が分かるため、予約し易くなった。

職員厚生課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（新たな隊員の確保）
毎年度4月　局長会議でバイク隊の活動、隊員募集について周知
毎年度4月　防災に係る新職員研修での指導、バイク隊の紹介の実施

（バイクの小型化）
災害時の迅速な情報収集のため、市内でも自動車専用を使用する必要があるほか、山間地での情報収集を考慮
すると、125㏄以下では不十分となる。また、メーカー側も125㏄以下クラスのオフロードバイクの生産が終了している
現状がある。

（活動しやすい環境の確保）
毎年度4月～5月　隊員の所属長を危機管理課長が訪問しバイク隊の活動計画等について説明を実施

（免許取得状況を問わない活動）
毎年度実施
バイク隊の活動は、バイクを駆り現場で対応するばかりでなく、拠点等での通信や現場活動のバックアップなどがあ
り、隊員確保においては、それらの活動についても紹介している。

危機管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(借地している公用車駐車場の見直しについて)
H26.10　借用公用車駐車場等の利用状況の調査

(職員の公用車運転による事故の減少を目的とした取組みについて)
H26.10　事故分析の実施、事故防止事業の企画立案
H26.11～事故防止事業の実施等

管財課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（新規ファンの獲得に向けた事業）
H26.5　ザ・バンクフェス開催（年2回以上）
H26.7　ビギーナ供用開始
H30.4～KEIRINグランプリ2018開催に伴う事務等開始

　（継続実施）
H26.11　東側スタンド供用開始
H27.2　全日本選抜競輪（ＧⅠ）開催
H28.5　日本選手権競輪（ＧⅠ）開催
H30.12　KEIRINグランプリ2018開催予定

公営競技事務所

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

機構と協議し、平成25年度の100件／年の移管件数を、平成26年度より122件／年に増加し、以降、現在まで同件
数にて継続している。
　移管案件の選定方法については、これまで滞納金額の大きさにより一律に選定していたが、各担当者が案件の
困難性を加味して選定する方法に変更し、収納率向上のために、機構を有効活用している。

滞納対策課

2



番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

7 26
防犯灯設置費
補助金

・申請方法の検討
・実勢価格に合わせた補助
限度額の見直し

（防犯灯のＬＥＤ化について）
・自治会・町内会の自己負担約9,000円／灯にもかかわらず、自治会・町内会から協力が得られている状況で、この機
運を逃さないようにLED化を積極的に進めていく。

（申請方法 ・補助限度額の見直しついて）
・申請方法、限度額については、大きな変更は行わず、現行制度の中で要望に応えるよう改善していく。
・当事業については、平成２８年度までの５か年計画で各区の実情にあわせた申請方法や限度額・補助率を自治会・
町内会に説明したうえで実施している。現在の制度のなかで平成２８年度までのLED化を計画している自治会・町内会
もあり、また、既に実施した自治会・町内会と今後実施する自治会・町内会との公平性が保てない。
・現在の制度は新設・更新に係る経費の３分の２と限度額（２万円）のいずれか少ない額を補助している。補助限度額
については、ＬＥＤ単価は低下しているが、少数の設置の場合には取付手数料が高額となり、現在も２万円程度の申
請があることから、当面現行どおりとする。

8 26
路上喫煙被害
等防止事業

・取締りから、市民との協働
による啓発事業への転換

（禁止地区における指導員による取締りについて）
・現在の禁止地区は、交通結節点であり、他都市からの来静者も多く、取締りと合わせて本市条例の周知も行わなけれ
ばならないこと、また、違反者への指導等は公権力の行使を伴うことから、現時点では禁止地区における市民との協働
等による取締りは出来ない。
・今後、新たに禁止地区を指定した場合においても、現状の6人体制のなかで対応していく。

（禁止地区以外における市民との協働による事業について）
・禁止地区以外の地域の喫煙者のマナー向上については、市民の健康、身体、財産上の被害防止に留意し、保健衛
生、教育等の関係部署との連携も図りながら、市民との協働による事業を検討していく。

9 26
交通安全啓発
事業

・ソフト事業、整備事業など
を連動させた総合的な取組
の検討
・民間との協働による指導、
啓発事業の検討

（庁内の他事業及び他部署と連動した総合的な取り組みについて）
・自転車に係るルール・マナー等のソフト事業は既に都市局、建設局と連動した事業を実施しており、27年度以降につ
いても都市局で策定中の「静岡市自転車利用計画」の実施計画に盛り込まれた事業を関係部署と協力して実施してい
く予定である。
・Ｈ27年度に策定する「第10次静岡市交通安全計画」においても他計画との整合性を図りながら、他部署と連動した総
合的な取り組みの推進が図られるよう計画の内容を検討していく。

（企業、公益法人等と連携した指導、啓発について）
・すでに、年4回の交通安全運動実施の際には企業や各種団体等の協力を得て集中的に運動を展開しているほか、
企業、団体等においても年間を通じて啓発活動や交通安全物品等の寄附等を自発的に実施しており、今後もこれら
企業、団体等とより一層の連携を図りながら事業を推進していく。

（啓発グッズ、チラシ等広告事業の実施について）
・他都市の広告事業募集等の内容を調査して、事業実施の可否について検討していく。

10 26

住居表示・町
字界整備管理
運営事業

・将来的な全体計画見直し

（全体計画の見直しについて）
・住居表示は、住所の表示を合理的にし、町をわかりやすいものにするため、市民活動、企業活動、行政活動を円滑
にする効果がある。
・住居表示実施地区では市民、企業等から高く評価され、事業の必要性は現在も変わらずに認められている。
・具体的な実施については、従来より市民ニーズに基づき、影響を受ける住民の合意形成を図った上で実施する手法
をとっており、今後もその手法を用いて推進していく方針である。
・よって、全体計画の見直しを行う予定は当面ない。

11 26
市営霊園管理
運営業務

・債権処理の推進
・無縁区画の再募集の推進

（無縁墓への対応について）
・所管課としては墓地が適正に引き継がれることを重視して承継者調査を進めている。今後も更なる適正処理を図るた
め、他市の事例等も参考に調査手法等の見直しを検討していく。
・高い墓地需要については、近年利用が急増している納骨堂永年収蔵の容量拡張により対応していく計画である。

（債権処理の推進について）
・政令指定都市の中で墓地管理料を私債権として取り扱っている例はほぼ無く、事例参照は困難である。
・私債権の債権放棄は、試行錯誤のうえ取り組んでいるところであり、今後も適宜見直しを行い適正運用を図る。

3

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（防犯灯LED化率）
平成26年度　28.6％
平成27年度　40.3％
平成28年度　50.0％
平成29年度　61.6％

市民自治推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（禁止地区における指導員による取締りについて）
・年度計画のなかで事業を実施

（禁止地区以外における市民との協働による事業について）
H28.2　自治会、地元商店会、JT及び静岡たばこ販売協同組合と協働で街頭啓発活動実施
H28.5　JT及び及びたばこ販売協同組合と協働で街頭啓発活動実施
H30.4～都市局など関係部署とも連携を図りながら、青葉シンボルロード及び葵スクエアにてイベントを実施する事
業者に対し、使用許可申請時に路上喫煙防止対策を講じることを依頼

生活安心安全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（庁内の他事業及び他部署と連動した総合的な取り組みについて）
H27.4　「静岡市自転車利用計画」による事業の実施
H28.6　「道路交通の安全」の項目について関係部署と連動させた総合的な「第10次静岡市交通安全計画」を策定
※以後、「第10次静岡市交通安全計画」の実効性を確保するため、毎年度当該計画の「実施計画」を作成

（企業、公益法人等と連携した指導、啓発について）
・年度計画のなかで実施

（啓発グッズ、チラシ等広告事業の実施について）
H27.10～企業、団体に対し啓発品（自発光式反射材）の作成協力を依頼
H28　企業、団体が21,724個の啓発品（自発光式反射材）を作成し、自らの啓発活動で活用

生活安心安全課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（全体計画の見直しについて）
・住居表示の実施状況については次のとおり。
H27年度　実施なし
H28年度（H28.10.8実施）　葵区麻機地区の一部区域
H29年度（H29.10.7実施）　東静岡駅周辺地区
　　　   　（H30.2.10実施）　葵区麻機地区の一部区域
H30年度（H31.2.9実施）　駿河区長田地区の一部区域
※三保羽衣地区については、地元検討の結果、住居表示は実施しないこととなった。
※駿河区長田地区について地元協議の整った区域について、H30年度より順次実施を行う予定である。
H31年度以降、市民ニーズや地域の実情に合わせて、事業の推進を図る。

戸籍管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（無縁墓への対応について）
・利用者死亡案件の墓地について、適正に引き継がれることを重視し承継者調査を実施した。調査手法等につい
て検討した結果、現行の事務処理手順に従い処理していくこととした。
・納骨堂増築事業については、次のとおり実施済。
H27.9　納骨堂増築詳細設計業務委託
H28.7　納骨堂増築工事契約
H29.3　納骨堂増築工事完了

（債権処理の推進について）
・利用者の状況を調査し適正に債権処理を実施した。
　債権放棄実施状況（平成27年度：７件、平成28年度：３件、平成29年度：４件）

戸籍管理課

4



番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

12 26

生活用品活用
バンク運営事
業

・利用者拡大の検討
・事業の民間への移管の検
討

（利用者の拡大について）
・従来から行っている市ホームページへの掲載やチラシの消費生活センター窓口での配布に加えて、消費生活展や
ごみリサイクル展などの消費生活センター主催事業や環境関連事業に出張するなどして、より一層の広報に努める。

（今後の方向性についての検討）
・実施形態の変更による経費の節減，消費者団体等への移管などの可能性等について、調査・検討していく。

13 26
弁護士法律相
談業務

・必要量の調査
・相談枠数削減の検討

（相談枠の削減の検討について）
・静岡県弁護士会から「『自治会ホームロイヤー制度』は発足当初は一定の相談数があったが、時間の経過とともに減
少している。平成26年10月ごろに改めて自治会を通じてチラシを入れる。」と聞いていたが、12月になって各戸にチラ
シが入った。同制度が、定着するまでには時間がかかる。
・同制度の利用率が高い清水区では、弁護士法律相談の件数は減少している。
・同制度を検証し、弁護士法律相談の相談枠数を検討していきたい。

14 26
文化振興事業
の実施経費

・参加者数確保に向けた事
業内容の見直し
・財団との役割分担の検討

（事業の実施方法について）
・アンケート結果等をもとに個々の事業の費用対効果や参加者ニーズなどを検証し、他課事業との連携や開催時期の
変更など、委託事業の見直しについて検討する。
・当事業の実施主体である市と、受託者である文化振興財団とで協議を実施し、委託手法を含めた実施方法について
も検討する。

15 26
文化振興助成
事業補助金

・申請件数の増加に向けた
効果的なＰＲ方法の検討

（効果的なＰＲ方法について）
・申請件数を更に増加させることができるよう、文化振興財団と一層連携し、効果的なPR方法について検討を進める。
・Ｈ26年度中から検討を開始し、27年度以降の募集に反映できるものを検討する。

16 26

生涯学習交流
館運営費（葵・
駿河区）

・施設のあり方検討

（施設のあり方について）
・有人の生涯学習交流館については、生涯学習の推進のほか、防災における避難所、戸籍等市民サービスの提供、
地域コミュニティの拠点など、市として複数の役割を担う施設であることから、総合的に役割を確認しながら、適正な管
理を行う。
・無人館である生涯学習交流館については、取得の経緯や現在の利用状況を確認し、施設の廃止も含めて、今後の
施設のあり方を検討していく。

17 26

一般文化財保
護事業費（経
常）

・文化財標識の管理台帳の
整備
・町名碑設置予算の見直し

（管理台帳の作成について）
・市内にある文化財看板について、課全体で手分けして設置者・設置状況・状態について早急に把握して台帳にまと
め、修繕計画を作成する。

（看板の修繕及び新設について）
・老朽化及び破損等の危険なものについて修繕計画に基づき、修繕する。
・設置については新たに指定した文化財を優先的に設置する。未設置のものについて重要度を判断し順に設置する。
・本年度の静岡信用金庫による谷津山古墳の看板のように、民間の企業や団体等市民との連携を行うことにより、設置
箇所を増やしていくよう努める。

（駿府九十六ヶ町町名碑設置について）
・東海道や安倍街道などのメインストリートが点から線につながるように整備に努め、今後は歴史文化施設や駿府城の
エリアとして活用できるようにしていきたい。

5

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（利用者の拡大について）
H27.4～　　　従来からの広報に加えて、「ごみの出し方・分別ガイドブック」への記事掲載やごみリサイクル展等
　　　　　　　　の環境関連事業に出張するなど、より一層の広報に努めた。

（今後の方向性についての検討）
H27.4～　　　市内の環境関連のNPO法人等の調査等を開始
H28.7　　　　消費生活審議会で意見聴取

（見直しスケジュールの変更）
H28.9　　　　H27年度の事務事業総点検2次評価で、市の事業としては廃止する必要があるとの評価を受け、
　　　　　　　　H31.4月のしずおか市消費者協会への移管を決定
H29.1～　　 移管予定先の消費者協会の財政基盤強化のための活動をさらに強化していくように働きかけた。
H29.4　　　　移管後の運営を考慮して、開設時間の縮小による経費削減を実施
H29.10　　　 消費者協会と協議を続ける中、協会から「H31年4月から協会独自の事業として実施していくのは不
　　　　　　　　可能」との申し出があり、H29年度末をもっての生活用品活用バンク事業の廃止を決定
H29.12～　　事業廃止について市民へ広報
H30.3末日　事業廃止

生活安心安全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（相談枠の削減の検討について）
H26.10　3区の地域総務課と27年度の弁護士法律相談件数枠を検討
H26.10　27年度予算要求
H27.9　　3区の地域総務課と28年度の弁護士法律相談件数枠を検討
H27.10　28年度予算要求
H28.10　3区の地域総務課と29年度の弁護士法律相談件数枠を検討
H28.10　29年度予算要求
H29.10　3区の地域総務課と30年度の弁護士法律相談件数枠を検討
H29.10　30年度予算要求
 ※　毎年、実績等を見て次年度の相談件数枠を検討している。

生活安心安全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業の実施方法について）
委託事業内容及び実施方法については、評価時点から変更なし

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（効果的なＰＲ方法について）
事業の周知及び申請件数の増加を目的に、事前説明会を開催した。
・Ｈ27.４ 平成27年度助成事業事前説明会
・Ｈ28.３ 平成28年度助成事業事前説明会
・Ｈ29.３ 平成29年度助成事業事前説明会

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

「静岡市生涯学習施設配置適正化方針」を策定し、生涯学習施設を「学びの場+地域コミュニティによるまちづくり
活動の場」と定め、建替えの際には施設規模の見直しをしつつも、当面の間、無人館を除く施設は配置状況を維持
していくこととした。

（配置適正化方針について）
Ｈ28　関係各課と協議、検討
Ｈ29.9　配置適正化方針の策定
Ｈ31　中吉田生涯学習交流館　廃止予定
Ｈ34　田代生涯学習交流館　廃止予定

生涯学習推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（管理台帳の作成について）
H27～　指定文化財の看板を固定資産台帳に登録

（看板の修繕及び新設について）
H27～　新指定文化財に看板を設置
　老朽化した看板の修繕の実施

（駿府九十六ケ町町名碑設置について）
H27～　イベントでの町名碑活用、毎年１基設置
H30　市民団体が９月16日を「九十六ケ町の日」として制定しPRを開始

文化財課

6



番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

18 26

埋蔵文化財セ
ンター管理運
営事業

・施設の役割、方向性の見
直し

（施設の目指すべき方向性について）
・当施設は、市内で発掘された埋蔵文化財の整理・保存・管理を推進する業務を主要業務とし、埋蔵文化財整理・保
管・管理事務所としての役割を今後とも果たしていく。
・施設内に出土品を紹介する等の展示コーナーを併設しているため、文化財保護についての市民の関心や理解の向
上を図る方策として、企画展や体験学習講座を併せて従来どおり開催していく。
・展示コーナーでの説明・案内については、文化財サポーター等ボランティアの活用を図り、市民協働体制を整えてい
くことを検討する。

19 26

静岡市高等学
校野球大会補
助金

・技術力向上に繋がる大会
運営方法の見直し

（試合数の増加及びモチベーションの向上策について）
・現行の予算額でより内容を充実させるため、年度内に参加校に対してアンケート調査を実施し、その結果に基づき、
来年度以降の事業について検討する。
（リーグ戦の併用、他県の強豪校との対外試合の開催、内容の充実に伴う財源確保等）

21 26

大気汚染自動
測定機整備事
業

・複合機導入の検討
・測定局数、測定機数の見
直し

（複合機の導入について）
・機器整備計画（平成27年度から平成34年度）では、複合機（現在はSO2・SPM）を盛り込んだ計画を策定している。
・今後、測定項目に対応した測定機が発売（開発）された場合等には、計画に反映していく予定である。

（測定局及び測定機の適正配置について）
・環境省が定める大気汚染常時監視の事務処理基準の改正があった場合や、静岡市の人口及び可住面積に大きな
変動があった時点で、測定局及び測定機の適正配置について見直しを行う。

22 26
水質汚濁事故
対応業務

・業務の運用方法と人件費
削減の検討

（発生源周辺調査について）
・本業務は水質汚濁防止法に基づき対応を行うものである。水質汚濁事故発生時は、事故の状況に応じて、警察、消
防をはじめ、河川管理者、道路管理者などの関係機関と連携し、事故の状況を判断して対応する必要がある。関係機
関との連携が必要な場合には、職員が職場対応を行わなければならないが、事故の状況が軽微で、職員が出動する
必要がなく、委託業者だけで対応が可能と判断した場合は、電話等により現場対応を指示することで時間外勤務の縮
減を図る。

（開庁時の委託業者の事故対応について）
・水質汚濁事故発生時は、前述のとおり対応する必要があるため、開庁時は職員が出動することとしている。なお、複
数の事故が同時に発生し、職員が対応できない場合等を想定して、事故対応の迅速性を確保し、職員の負担を軽減
させるため、開庁時の委託業者による対応を実施している。

（発生源周辺調査について）
・水質汚濁事故関係機関会議を定期的に開催し、事故対応事例の情報交換を行うことで、より一層の業務の効率化を
図る。

23 26

生ごみ処理機
器購入費補助
金

・補助内容（補助率・限度
額）の見直し

（補助内容の見直しについて）
　市民に対して、ごみ減量具体化説明会や生ごみ処理機市民モニター事業を通じ、更なる周知を図っている中で、補
助率・限度額を下げることは購買意欲を削ぐことになり兼ねない。（補助内容の見直しは、充分な周知期間が必要であ
るため、H27年度予算への反映は不可）今後は、より多くの市民を対象することができるよう、補助率・限度額のほか、
補助回数の制限など、制度の全般についての見直し検討をしていく。

20

・レストラン、売店の質の向
上
・指定管理者制度導入の検
討

（レストラン・売店の質の向上について）
・レストラン・売店の質の向上をめざし、（一財）静岡市動物園協会と協議していく必要があると認識している。
・そこで、現在、協会が主体となり、以下のとおり改善を進めている。
①売店に関しては、ＰＯＳシステムを利用し、売れ筋の商品を揃えたり、オリジナル商品を開発、販売するなどし、顧客
のニーズに合った商品の充実を図っている。
②レストハウスに関しては、案内看板の設置、園内マップ、ホームページでの紹介など具体的な誘導策をまとめてい
る。
・これら案をベースに、園・協会で協議し、日本平動物園としての飲食・物販サービスの改善策を、平成26年度中に整
理する。

（指定管理制度の導入検討について）
・公共動物園が、指定管理制度等を導入している事例はあるが、動物園が有する特殊性、専門性から、その受け皿は
外郭団体等の関係機関が担うことにより事業の継続性を確保している。
・同様の事例に照らし合わせ、日本平動物園が導入する場合を想定すると、その受け皿は、（一財）静岡市動物園協
会が担うこととなる。
・そこで、現在の協会の業務を見ると、売改札、駐車場、清掃、遊具等の管理のみを担っており、動物園の本来かつ根
幹業務である、動物の飼育、教育、繁殖計画等の能力やノウハウを有していない。
・また、指定管理制度を導入する場合は、協会の在り方、職員の身分切替等、様々な具体的な課題があり、現状は整
理されていない。
・以上のことから、現在、動物園の運営を担える団体は存在しない。
・今後の動物園の運営については、指定管理者制度をはじめ、特別会計、民間活力の活用など、最適な運営形態の
在り方について、多様な角度からの研究が必要である。

動物園管理・
運営事業

26

7

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（施設の目指すべき方向性について）
・埋蔵文化財の整理・保存・管理を推進するため、平成28年度より施設の設置の本来目的である、遺物の整理作業
を成果の指標とした。
・平成26・27・28・29年度に年間4回の企画展示を実施。

文化財課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・H26.12　参加校に対してアンケート調査を実施
・今後について、アンケートにより、現在の大会の開催・運営について賛成意見が多かったため現行どおり実施す
る。
また、定期的にアンケートを実施し、適宜反映していく。

スポーツ振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（複合機の導入について）
・平成27年度に複合機（SO2・SPM）を導入し、平成30年度に複合機（NOX/SPM）を導入した。

（測定局及び測定機の適正配置について）
・今後、環境省が定める大気汚染常時監視の事務処理基準の改正があった場合や、静岡市の人口及び可住面積
に大きな変動があった時点で、測定局及び測定機の適正配置について見直しを行う。

環境保全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（発生源周辺調査について）
・休日の事故対応において、委託業者が職員より先に到着している際は、職員からの電話での指示により周辺調査
や発生源調査を行うこととした。委託業者だけでの現場対応は不可能。

（開庁時の委託業者の事故対応について）
・開庁時に複数の事故が同時発生した場合や、担当職員が他業務や出張等で対応できない場合は委託業者に出
動してもらうよう仕様に明記し、対応することとしている。

（発生源周辺調査について）
・毎年度当初に会議を開催し、対応方法の周知や確認を行っている。

環境保全課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（補助内容の見直しについて）
H28度中　申請状況、他都市の状況等の分析
H29.4　　　補助率・限度額を見直し
H29.6　　　静岡市政策・施策外部評価委員会報告
　　　　　　　ごみ減量意識の向上に寄与し、その目的を果たしたため、自主的な取り組む形への事業の見直しを
　　　　　　　指摘される
H30.3　　　補助制度廃止
　　　　　　　事業開始から20年以上が経過し、補助制度を活用したごみ減量意識の向上について、一定の役割
　　　　　　　を終えたと判断

ごみ減量推進課

日本平動物園

（レストラン・売店の質の売上について）
レストハウス（レストラン・売店）の魅力向上を経営課題と捉え、（一財）静岡市動物園協会に対して、指導・アドバイ
スを重ねてきたが、大幅な改善には至らなかった。
＜H26年度来園者アンケート＞
・当園全体の満足度が88.1％と高い一方、レストランの利用率は54％、満足度は35.8％と低いものであった。

そこで、PFIやPPPの考え方を取り入れ、高いノウハウを有する民間運営に切り替え、レストハウスの質及び来園者満
足度の向上を目的に、民間活力導入及び官民連携による建替え事業を実施することとし、H28年度に「日本平動
物園レストハウス等需要予測調査及び公募条件策定等業務」を実施し、当園に最適な事業方式について整理を
行った。

H29年度以降に公募を予定していたが、新ゾウ舎建設の可能性についての検討が始まり、現レストハウスの場所が
建設候補地のひとつとなったこともあり、園全体の運営方針等が決定された後に公募を行うこととなった。

（指定管理制度の導入検討について）
当園の運営方法については、公の施設の管理方法について検討する平成26年度指定管理者選定委員会におい
て、市の直営を維持することが認められている。
また、一般財団法人静岡市動物園協会の在り方については、平成28年度に策定した静岡市外郭団体の活用及び
連携に係る指針に則り、当園として、平成29年度に静岡市外郭団体方針書を策定したところである。現在、同協会
は同方針書に基づき外郭団体経営計画書を作成していることから、同協会の役割等については、この計画書作成
の関わりの中で整理していく予定。

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

24 26

廃棄物減量等
推進員活動経
費

・実績報告書による活動状
況の把握
・推進員推薦方法の見直し

（活動報告書の提出率向上について）
　・静岡市廃棄物減量等推進員要綱を一部改正し「推進員は、活動の実施状況を適宜市長に報告する」という項目を
追加した。
　・活動報告書に活動の到達度を客観的に認識できるような項目を設け、記入しやすい書式に変更した。
　・委嘱式、報告会等、機会あるごとに報告書の必要性を説明し、市が推進員の活動実態をできる限り把握できるよう
報告書の提出率向上に努める。

（推進員の適正配置について）
　・自治会、町内会長が推進員を推薦するにあたり、推進員制度の理解をより深めてもらい、推進員の必要性に関し
て、適切な判断ができるように、推薦依頼文の説明を見直す。

25 26

工場運転経費
（沼上清掃工
場）

・灰溶融炉の稼動停止に向
けた計画的な取組みの実
施
・更なる民間委託化の推進

・地元との協議、西ヶ谷清掃工場の設備強化改修をおこなった上で、沼上清掃工場再整備計画に合わせ、灰溶融炉
の稼働停止の実現に向けて積極的に取り組んでいく。
・受付及び計量業務の一部民間委託化について、廃棄物処理に係る適正な人員配置の確立を含め検討していく。
（労務職退職者不補充に伴い、Ｈ31年度以降、一部民間委託化を目指す。）

26 26
静岡衛生セン
ター運営経費

・運転業務委託化に向けた
見直し
・包括民間委託化を踏まえ
た更なる委託化の推進

・運転業務の一部民間委託化について、運営形態の見直しを含め検討し、（労務職退職者不補充に伴い、Ｈ29年度
以降、一部民間委託化を目指す。）最終的には、施設の改修等の課題をクリアし、包括民間委託化も視野に入れた検
討を進める。

27 26
清水衛生セン
ター運営経費

・包括民間委託化を踏まえ
た更なる委託化の推進

・清水衛生センターは老朽化に伴う設備の劣化が著しい為、現状（施設の劣化状況、使用部品の供給期限、コスト等）
を明らかにした上で、人口減少や施策により変化すると考えられる処理量を把握し、一般廃棄物処理基本計画に基づ
き、施設の長寿命化のための修繕を実施する。
・最終的には、施設の改修等の課題をクリアし、包括民間委託化も視野に入れた検討をすすめる。

28 26
庵原衛生プラ
ント運営経費

・施設のあり方検討
・運転業務委託化に向けた
見直し
・包括民間委託化を踏まえ
た更なる委託化の推進

・Ｈ35年10月末までに富士市に更地返却しなければならないため、Ｈ31年に稼働終了予定であるが、庵原衛生プラン
トの運転業務の一部民間委託化について、運営形態の見直しを含め検討していく。（労務職退職者不補充に伴い、Ｈ
29年度以降、一部民間委託化を目指す。）

29 26

災害時要援護
者避難支援推
進事業

・名簿・台帳への登録要否
確認にあたっての関係課と
の連携強化
・名簿・台帳の活用方法に
関する積極的な情報提供

（同意確認についての郵送件数削減について）
・現在要援護の対象者の約85%に対して同意確認が完了しているが、新規に対象となる方や、死亡・転出により対象か
ら外れる方などがおり、常に変動している。広報媒体や担当課窓口における制度の周知を行い、登録を促す。郵送に
よる調査を送付したにも関わらず回答がない方については、アンケートの形で実態を調査して、同意確認数増加に努
める。そのうえで、なおも未回答であった方の推移を見ながら、今後の郵送調査の廃止について検討をおこなう。

（名簿・台帳の活用状況について）
・名簿・台帳の活用方法について、各自治会や民生委員に対してアンケート調査を実施し、各地区での取組み状況の
情報を収集し、先進事例を各地区に紹介して共有することにより、全体の取組みの底上げを図っていく。

30 26
社会福祉施設
維持管理経費

・施設の利用率向上
・指定管理者募集方法の検
討

（地域福祉交流プラザの利用率の向上について）
貸館事業の周知やホームページにおける空室状況の案内等行うよう指定管理者に働きかける。

（清水社会福祉会館の指定管理者の募集等の手続き等について）
「清水社会福祉会館」と「中央老人福祉センター」の更新時期（H28年度）に併せ、指定管理者募集等の手続きの簡素
化に向けた、検討・準備を高齢者福祉課と進めていく。必要に応じて他の施設との複合化や面積削減について中長期
的に検討する。

31 26

地区民生委
員・児童委員
協議会負担金

・民生委員・児童委員の人
員補充
・人材の確保と育成

（民生委員・児童委員の欠員地区の解消につて）
　欠員地区の自治会・町内会長へ民生委員・児童委員の制度や役割について周知を徹底し、制度に対する理解と認
識を深めることにより適任者の候補者推薦の確保に努める。また、各関係機関と連携し、欠員地区への候補者推薦を
根気強く働きかける。

（民生委員・児童委員業務の負担軽減について）
　欠員地区を解消し、民生委員・児童委員への行政や社協からの依頼案件等を整理する。また、各地区での協力体
制を整えるとともに、地区民生委員児童委員協議会が円滑に活動できるよう今後も支援していく。

9

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（活動報告書の提出率向上について）
H26.4　静岡市廃棄物減量等推進員要綱の一部改正（提出の厳格化）
H26.4　活動報告書の修正
H27.4　静岡市廃棄物減量等推進員要綱の一部改正（提出の厳格化）

（推進員の適正配置について）
H27.1　推薦依頼文の見直し（送付）

収集業務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（灰溶融炉の稼働停止）
Ｈ26年度　地元との協議
Ｈ27年度　西ヶ谷清掃工場設備強化改修の実施
Ｈ28年度　〃
Ｈ29年度　灰貯留ピットの整備
 沼上清掃工場灰溶融炉の停止
 沼上清掃工場で発生した焼却灰を西ケ谷清掃工場へ運搬・溶融処理開始

廃棄物処理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（運転業務の一部民間委託化）
Ｈ27年度　運転業務の一部民間委託化の検討
Ｈ28年度　〃
Ｈ29年度以降　運転業務の一部民間委託化

廃棄物処理課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

（運転業務の一部民間委託化）
Ｈ27年度～29年度　施設修繕の実施
包括民間委託化の検討
Ｈ31年度以降　包括民間委託化以外の方法を含め、市内4か所のし尿処理関連施設のありかたを検討していく。

廃棄物処理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（運転業務の一部民間委託化）
Ｈ27年度～　富士市と協議
Ｈ27年度　運転業務の一部民間委託化の検討
Ｈ28年度　〃
Ｈ29年度　運転業務の一部民間委託化

廃棄物処理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（同意確認についての郵送件数削減について）
市ホームページに制度の内容を掲載したほか、各区障害者支援課にて、障害手帳の交付時などに制度の説明会
を実施している。
H27．３・・・同意確認に関するアンケート実施
H27．６・・・上記アンケートで登録の意向があった方に対し、申請書を送付
　郵送調査の廃止のために検討していた方法のみでは対応しきれないことが判明したため、上記の手段以外の調
査手段として現在も郵送調査を継続している。 
（名簿・台帳の活用状況について）
H26．10・・・アンケート調査実施
H27．11・・・各自治会や民生委員に対しアンケート結果の報告

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（地域福祉交流プラザの利用率の向上について）
貸館事業に関する広報等を指定管理者へ要請したところ、現在広報誌への掲載、ホームページ上での空室状況
の案内等が実施されている。

（清水社会福祉会館の指定管理者の募集等の手続き等について）
H2８年度指定更新時には、2施設の指定管理者募集等の手続きにつき当課でとりまとめて実施した。他施設との複
合化や面積削減については引き続き中長期的に検討する。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（民生委員・児童委員の欠員地区の解消について）
・平成29年中に欠員地区の自治会長、民児協会長を訪問し、制度や役割の周知を行うとともに、候補者推薦を要
請した一方で、制度等を理解しながらも、適任者がいない等の理由で欠員となっている等、地域の実情を改めて確
認した。

（民生委員・児童委員業務の負担軽減について）
　毎月開催される市及び区の協議会会合において、行政依頼事項のとりまとめを行い、事前に事務局へ連絡する
ことで、依頼案件等を整理するとともに、会合に参加し、依頼状況の把握を行っている。
また、地区民生委員児童委員協議会に対しては、関係機関と協力し、円滑に活動できるよう支援を継続している。

福祉総務課
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評価
実施
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事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

32 26
緊急援護費事
業

・窓口対応状況等の情報共
有の仕組み構築

（情報共有の仕組みの構築）
・相談者やそれに係る事案が多岐に渡るため、支給要綱を定め基本的な取扱いについて統一した運用をしている。
　一般的な生活保護業務はもとより、当該事業においても、その取扱いに疑義が生じた場合は、福祉総務課と各区生
活支援課職員による定期的な会議（年４～５回）のなかで情報共有し、問題解決を図っている。
　今後は、年度当初に実施している新任ケースワーカー研修のなかでも支給事務等について研修を行い、情報共有
に努める。

33 26

障害者タク
シー料金助成
費

・タクシー券の利用状況把
握
・利用券１枚あたりの金額、
交付枚数等の見直し

・タクシー利用券利用者に対するアンケートにより、利用枚数や利用目的などの実態把握を行う。
・利用実態から、現行事業内容の検証を実施する。

34 26

重度身体障害
者住宅改造費
補助金

・社会資本総合交付金の活
用検討

「社会資本整備総合交付金」の活用について、関係課（建設政策課）と協議を行う。また、その他活用が見込まれる特
定財源の有無について、他都市の状況を調査する。

35 26

重度障害者紙
おむつ支給事
業

・おむつ券利用状況把握
・交付枚数等の見直し

現在事業を利用している対象者に対し、アンケート調査を実施する。
（日常生活用具助成を受けているか、年間の利用枚数など）

36 26
理容・美容
サービス事業

・サービス利用者の負担額
の見直し

（利用区分の内訳について）
・Ｈ25年度実績361件中、市街地（助成額3,000円）が360件であり、本市の実態としてはほぼ3,000円の助成が行われ
ている。

（助成額と自己負担の合算経費について）
・同様の制度について、他の指定都市（11市（８市は制度なし））の状況を見ると、助成額と自己負担の合算経費が
4,000円未満が２市、5,000円未満が２市、5,000円以上が３市、規定額はなく実費が３市となっている。本市の3,500円
は金額が確定している市の中で最少経費となっているが、これは委託先業者の事業趣旨を踏まえた営業努力により成
り立っているものと言える。トータル額が少ないことにより、結果として自己負担額も少額となっている。

（利用回数、予算額について）
・同様の制度について、他の指定都市（11市（８市は制度なし））の状況を見ると、利用限度回数が年4回が５市、年6回
が６市となっている。本市は年２回であり他市より利用限度が少ないと言える。また事業費の予算額をみると、100万円
未満が3市、500万円未満が５市、1,000万円未満が１市、1,000万円以上が２市である。本市の実績額である1,085,000
円を人口割合から考えた年間１人あたり受益金額は特段高額であるとは言えない。評価結果のように、１回あたりの単
価のみに注目し、年間受益金額を無視することは、当該事業を考える上で妥当性を欠くと考える。

（結論）
・上記のとおり、１人あたりの年間受益金額は他市並であり、本市が特別に手厚い助成をしているわけではない。委託
先の営業努力は助成を下げるという形ではなく、市民サービスの充実に還元すべきと考えるため、現行の制度は適正
であると考える。

37 26
山間地介護報
酬加算補助金

・参入事業所数の維持及び
拡大

（参入事業所の拡大について）
・当該事業の対象事業所である「訪問介護」「訪問入浴」「訪問看護」に対しては、参入の意向調査を実施することで、
事業内容の周知に繋がることが期待できる。また、ケアマネジャーへ利用案内について同報メールを送信し周知を図
る。

（現状の把握について）
・対象となる山間地域の高齢者数や認定者数、サービス利用者数は事業状況から把握を行い、ニーズについては、対
象となる地域包括支援センターの協力を得て、現状を把握する。

38 26
制度普及啓発
費

・イベント内容の見直し

（「介護の日」のイベントの差別化について）
「介護の日」のイベントについては、介護をそれぞれの立場から考えていただく機会と位置づけ、講演会形式の実施か
ら、より多くの市民を対象とした街頭キャンペーンを関係団体の参加を得て実施し、介護事業や地域における支援の
重要性等について呼び掛けると同時に、介護者支援団体や介護支援ボランティア制度等を紹介する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

事業評価後、福祉総務課と各区生活支援課職員による定期的な会議において、情報の共有は行われておらず、
新任ケースワーカー研修においても、研修項目に採り入れられていなかった。
　そのため、情報の共有化について担当者会議を早急に開催するとともに、次年度以降の新任ケースワーカー研
修の研修項目に採り入れ実施していく。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H25年度にアンケートを実施
H27年度にアンケート結果を集計、検証
その結果、タクシー券の利用率は約70％で、ほとんどの利用者が24枚全てを使い切っており、550円、500円という
金額は利用者にとっても、市の助成金額としても妥当であると判断した。よって、制度の変更は実施せず、継続して
事業を実施している。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

「社会資本整備総合交付金」の活用について、住宅政策課に相談。対象となるか否か確認中。同要綱、別制度予
算にて行っている高齢者福祉課と調整を行いながら検討する。　静岡県作成「静岡県住まいづくり支援ガイド」を元
に他市町の財源について検討。今後も、利用者の利用者状況をみながら、随時調査検討していく。

障害者福祉課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

H26～H29年度
類似事業の日常生活用具費助成事業との重複調査を行った。給付の併給は認めていない（日常生活用具の申請
が優先される）ため、重複して助成は受けられない。
他制度を受けられない紙おむつ券の対象者に対し、年間最大120枚（1枚200円）の助成ができる制度であるため、
制度の変更はせず、継続して事業を実施している。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

自己負担額は適正であると考えるため、現行の制度を継続して実施している。
高齢者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

 H27.3　介護保険パンフレットに掲載
　　　　　　※以降毎年掲載 
 H27.4　利用案内について同報メールにより事業所に周知

介護保険課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

日時：平成29年10月11日（水）
場所：ツインメッセ静岡
内容：「しんきんフェア静岡2017」に介護保険ブースを出展、介護保険制度の周知を行うとともに、介護者支援団
　　　　体や介護支援ボランティア制度について来場者に紹介した。

介護保険課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

39 26 保健事業費
・将来的な成果の検証
・広報、啓発事業の見直し

（受診率の向上について）
・電話による受診勧奨を、受診率の低い若年者・中山間地をターゲットに実施する。

（医療費抑制の効果検証について）
・今後、健診結果の経年変化やレセプト（診療報酬明細書）を分析し、健診と保健指導の効果を検証していく。その結
果を基に、より効果的な受診勧奨や保健指導につなげ、生活習慣病の発症・重症化を予防することで医療費の抑制
に結び付けていく。

(広報・啓発事業について）
・国保連や衛生部門と協議し、マスメディアの活用や情報発信のための広報媒体の作成など、役割分担しながら効果
的な啓発について検討していく。

40 26
公的病院医療
職確保補助金

・補助メニューの見直し

（医師等確保対策事業費補助金の拡充について）
・病院側へのニーズ調査では、当事業が病院の医師等確保に必要不可欠なものとなっている。
・医師、看護師等の仲介業者への成功報酬が高額であるため、医師を１～２名採用すると補助限度額４５０万円を超え
てしまうため、医師等の医療スタッフをより多く確保できるようにするため、補助限度額の増額について検討する。

（看護職員修学資金貸与事業費補助金について）
・病院側へのニーズ調査の結果、当事業の利用がない病院があるものの、一部には当事業を看護師確保対策の主力
としている病院もあり、事業の継続が望まれていることから、補助額に上限を設け、予算を減額して事業を継続する。

41 26

一般管理費
（保健福祉セ
ンター管理費）

・委託業務の一括発注の検
討
・アセットマネジメントの方
針に基づく適正な施設配
置の検討

（委託業務の一括発注について）
・保健福祉センターは市内全域に配置されているため、発注に当たっては地域の中小企業へ配慮して発注している
が、地域性を考慮しながら一括発注の可否について検討していく。

（施設の修繕について）
・アセットマネジメントの方針に基き、施設の修繕について検討していく。

42 26
保健委員活動
費補助金

・将来的な方向性の検討
保健委員活動による効果を中長期的に検証するとともに、葵・駿河区において、保健委員と類似の活動の有無、活動
可能な団体の有無等を確認し、制度の市全体への拡充を検討していく。

43 26

寝たきり者訪
問歯科診療支
援事業費

・利用者増加の検討
・登録歯科医師の確保
・効率的な診療方法の検討

（利用者の増加について）
　訪問歯科診療のさらなる周知により市民の認知度を高め、利用者の増加を図るため、介護事業者、ケアマネー
ジャー、地域包括センターを対象に歯科衛生士が研修並びに事業説明を行う。

（訪問歯科医師等の確保について）
　訪問診療に対応できる歯科医師、歯科衛生士の確保のため、訪問診療用の医療機器の取扱い等の研修会や実地
指導を実施していく。

44 26

難病患者介護
家族リフレッ
シュ事業

・事業に参画する訪問看護
ステーションの確保

（参画事業者と利用者の拡大について）
・訪問看護ステーション等への情報提供や協力への働きかけを継続し、対象者や新規参画事業者の掘り起しをする。
・Ｈ26年度から小児慢性特定疾病および特定難病（指定難病）の対象疾病が段階的に拡大されるため、追加疾病の
新規対象者に対し事業の周知をする。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

一部の対象者への電話による受診勧奨だったため、特定健診を受診した者に対し自身のカラダの状態を分かりや
すく見える化する「健康年齢通知」を無償交付する「健康度見える化事業」を実施する。

<平成29年度>
H29．９　40歳代、50歳代の未受診者に受診勧奨個別通知を送付
H30．３　H29．11月までに特定健診を受診された方に「健康年齢通知」を郵送
<平成30年度>
H30．４　40～74歳の対象者全員に拡充し受診券と共に受診勧奨の案内通知を送付
H30．６  「健康年齢®」の測定イベントによる受診勧奨を実施 　会場：みなくる（地域共生福祉センター）
H30．８　「健康年齢®」の測定イベントによる受診勧奨を実施　 会場：静岡伊勢丹７階ウエルネスパーク
H30．９　「健康年齢®」の測定イベントによる受診勧奨を実施　 会場：清水庁舎１階
H31．３　H30．12までに特定健康診査を受診された方に「健康年齢通知」を郵送

保険年金管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（医師等確保対策事業費補助金の拡充について）
・現在の補助制度は、各公的病院の要望に基づき創設したものであるが、平成30年度の事業終了後に改めて各病
院の状況を把握するとともに、より使いやすい制度に変更していく予定である。

（看護職員修学資金貸与事業費補助金について）
・各病院からは事業の継続が望まれており、補助額に上限を設け、予算を減額して事業を継続している。

保健医療課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（委託業務の一括発注について）
（施設の修繕について）
H27.3　H27年度委託業務発注時検討
　　　　　アセットマネジメントの方針に基き検討
H27.4　検討結果に基づき実施

　各区健康支援課所管施設の委託業務について、統合可能なものを統合した。また、修繕の優先順位に沿って各
区健康支援課への配当予算額を検討した。施設の大規模・中規模修繕については、各保健センターの状況を調
整し、計画的に対応している。また、小破修繕については、随時早急に対応している。

健康づくり推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ２６～２７年度　葵・駿河区における保健委員と類似の活動の有無およびそれに伴う成果調査
Ｈ２７年度　　　　今後の方向性の検討
Ｈ２８．３　　　　　検討結果を取りまとめ、実施の可否決定

　葵・駿河区において、保健委員活動による効果を中長期的に検証したが保健委員と類似の活動は無く、活動可
能な団体も無かった。制度の市全体への拡充を検討したが、葵区・駿河区は保健委員活動を取り入れないこととし
た。
　清水区において、その後も継続し実施している。毎年、健康長寿の延伸に向け、「生活習慣病（糖尿病・高血圧
等）及び慢性腎不全症等の予防に関する取組」や「各種がん検診及び特定健診受診率向上に向けた取組」等の
重点目標を掲げ、地域で健康に関する知識や情報の発信等の活動を実施しており、地域における住民の健康づく
りを推進する役割を担っている。特に各地区（21会場）での健康まつりや健康講座の実施にあたっては保健福祉セ
ンターと協働で実施。平成29年度は１万人を超える地域住民に直接健康チェックや情報発信を行っている。

健康づくり推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（利用者の増加について）
Ｈ26．10～　周知方法の検討
Ｈ27．４～　  関係者への研修・普及啓発実施

（訪問歯科医師等の確保について）
Ｈ26．10～　委託内容の検討
Ｈ27．４～　　研修の実施
　　　　　　　　委託業務内容の変更

利用者の増加を図るため、介護事業者、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、地域包括支援センター等を対象に歯科衛生士が研修並び
に事業説明を行うための費用として委託料を増額し、積極的な周知を図った。また、訪問歯科診療に対応できる歯
科医師・歯科衛生士の確保のため、専門職向けの研修会や実地指導を新たに委託業務として追加した。

健康づくり推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（参画事業者と利用者の拡大について）
H26.9　　　　 訪問看護ステーションへの対象者及び実態調査
H26.11～　　小児慢性特定疾病及び特定難病（指定難病）の申請時に、新規対象者となった方への制度周知
H27.3　　　　 訪問看護ステーション等への情報提供

保健予防課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

45 26

飲料水供給施
設等整備費補
助金

・定期的な周知の実施
・事業計画、見積書の精査

この補助金は、水道組合内の同意が不可欠であるため、要望時や申請時に組合員全世帯の同意書を添付させるなど
して事業の中断等がないように慎重に審査している。今後も引き続き厳正な審査を行っていくとともに、水道未普及地
域の自治会等に対して周知を図る。

46 26
食品衛生監視
指導事業

・監視指導を行う人材の育
成
・広報、啓発事業、講習会
の委託化の検討

（人材育成プログラムの構築について）
・職員が、研修への参加やＯＪＴにより高度な専門知識、経験（HACCP関係）を身につけることができるように、職場体
制（予算措置、職員配置）を整えるるとともに、プログラム化していく。

（広報や啓発事業、衛生講習会の効率的な手法について）
・広報や啓発事業については、「情報発信力の強化」を図ってきたところであり、引き続き市政広報の活用など、関係課
及び関係団体と連携して実施していく。衛生講習会については、講師に専門的な知識と、指導的な立場からの説明等
求められることから、現状では外部委託は難しいと考えるが、他市の状況（頻度、やり方）を調査するなど、委託も視野
に入れて検討していく。

47 26
精神障害者交
通費助成

・実態調査や意向調査の実
施
・制度改善の検討

アンケート調査により利用者の実態及び意向を把握するとともに、当市の交通事情及び他の政令指定都市における実
施内容を踏まえ、利用者のニーズにあった事業内容を検討する。

48 26
精神障害者入
院医療費

・所得制限導入の検討
・法改正に伴う制度の見直
し及び受け皿の検討

他の政令指定都市における入院医療費助成の所得制限の内容等の調査を行うとともに、当市の類似制度の状況と併
せ検討していく。また、入院期間の短縮化については法改正直後であるため、今後の動向を踏まえ制度見直しの必要
性について検討していく。

49 26
市断酒会補助
金

・基本法制定に伴う補助制
度の検討
・特定財源の研究

国のアルコール健康障害対策基本計画策定の動きに注視し、補助金額や補助対象事業等、事業内容の見直しや特
定財源の活用の可能性について研究・検討していく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

[自治会等に対する周知]
毎年度、５、６月に対象地域自治会に対して、補助金周知の文書を発送して、事業の周知に努めている。

[飲料水供給施設の実態調査]
各区役所、上下水道局等関係課の協力を得て、調査を実施。
H29.1　　 ：アンケート項目の検討
H29.2～7：アンケート調査実施
H29.7～8：詳細調査実施（現地調査）
H29.10　 ：結果集計
H30年度 ：調査結果に基づき積極的に施設整備を促し、飲料水の安定供給に努めている。

生活衛生課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（人材育成プログラムの構築について）
Ｈ26.10　　　　研修の把握と予算要求
Ｈ27.３　 　　　研修に参加できる職員の把握、課内配置調整等
Ｈ27.4以降　 研修へ参加
出張費不要の静岡県庁で行う研修会へ、毎年積極的に参加させた。
また、平成29年には静岡市浜松市合同のHACCP研修を行い、より高度な知識を身につける機会を提供した。

（広報や啓発事業、衛生講習会の効率的な手法について）
Ｈ26.10　　　　検討
Ｈ27.3　 　　　検討結果の取りまとめ
Ｈ27.4　　　　 より多くの市民に食品衛生の啓発を行うため、バザー開催届提出団体に対し啓発品を提供する啓
　　　　　　　　 発事業へ変更した。
Ｈ27　　　　　 食の安心・安全意見交換会委員の意見を受け、静岡市フェイスブックを活用した情報提供を開始
　　　　　　　　 した。
Ｈ29　　　　　  実務講習会が主催事業に変更したことに伴い、開講数を減らし、手続き時のパンフレット配布とし
                   た。

食品衛生課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（実施状況）
　平成28年４月から当該事業の受付事務を保健所及び保健所清水支所から各区障害者支援課へ移管した。
　平成29年４月から、6,000円の前払を、交通費支払額に応じて上限6,000円を支給に変更した。

（変更した理由）
　精神障がい者やその家族等が交通利便性の高い区役所において、居住する区に関係なく申請を行うことができ
るようにすることで申請者の負担を軽減した。
　平成27年10月から、ルルカカードが交通費以外の支払いに利用できるようになったことで不正利用が発覚したた
め。

精神保健福祉課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（実施状況）
　見直しについては、他政令市の実施状況を踏まえて、今後の対応を検討中である。

精神保健福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

＜補助制度の見直しについて＞
　平成28年5月に策定されたアルコール健康障害対策基本計画において、「民間団体の活動に対する支援」を推
進するとされ、静岡市が現在行っている事業に合致するものであるから、見直しは不要とした。

＜特定財源について＞
　平成29年度から地域生活支援事業費等補助金（地域生活支援促進事業）（補助率1/2）のアルコール問題に取り
組む民間団体支援事業の補助対象事業として国と協議を行い、事業費1,224千円に対し、1/2にあたる612千円を
収入した。
　平成30年度についても、同様に補助申請を行っている。

精神保健福祉課
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（子育て支援事業の基本的な考え方）
　静岡市では、「静岡市は子どもを大切にします」との基本理念の下、「日本一子育てしやすい都市」を目指し、安心し
て子どもを産み、育てることができる環境の整備を進めている。
そして、子育て支援に関しては、その特性上、子育て家庭にとって、より身近な場所で、そのニーズに即して、様々な
主体により、かつ、様々な手法により提供されることが求められている。
従って、市は、自ら関連施設（児童館、保育所、子育て支援センターなど）を最大限活用して、それぞれの施設の特
長、職員の専門性などを活かした子育て支援サービスを実施するとともに、地域における自発的で多様な子育てボラ
ンティア等を育成支援しながら、これと連携・協働して、子育て家庭のニーズによりきめ細かく対応できる子育て支援の
体制の確保と事業の充実に取り組んでいく。

（類似事業の整理について）
・児童厚生施設としての児童館は、地域のコミュニティの拠点として、地域のネットワークを活かした子育て支援事業を
展開しているが、市内11館と限られている中で、市内の公私立保育園で開催する「おしゃべりサロン事業」や主任児童
委員が開催する「子育てトーク事業」、多様な地域ボランティアが主体となって様々な場所・手法により実施する「母親
クラブ」は、地域的に、又は実質的な内容面において、子育て家庭の多様なニーズに対する児童館の事業をきめ細か
く補完している。
・また、児童館と近接する上記の事業については、共催事業として実施するなど、相互に連携し、その事業効果を高め
ている。
・以上から、基本的には現行の事業を維持することとし、事業評価（総括）の意見を尊重しつつ、更に利用者ニーズに
即した事業の充実に取り組んでいきたい。

（児童館のあり方について）
放課後児童クラブの役割は、就労等により放課後に保護者がいない家庭の児童を安全・安心に預かることであり、児
童の健全育成及び家庭における子育て支援の役割を担う児童館とは異なる。
また、平成25年度に実施した、就学前・後の保護者対象のニーズ調査からも、充実を要望する事業の中で児童館の拡
充は全体の45％を占めていることや児童館と同様のサービスを提供する民間施設もないことからも、存在意義は大き
い。

51 26
おしゃべりサロ
ン事業

・他事業との類似事業の整
理

（子育て支援事業の基本的な考え方）
　No.50の記載内容と同じ。

（類似事業の整理について）
・「おしゃべりサロン」は、親子のふれあいの場を提供し、子育てに関する交流・情報提供・相談を実施する主体（場）を
児童福祉施設としての保育園とすることにより、保育士による子どもの月齢や発達に合わせた対応が可能であり、地域
の保育園という公共空間を指向する家庭や、保育の専門性を求める利用者のニーズに対応しており、児童館運営事
業等を補完しつつ、他では代替できない本事業固有の意義も有している。
・以上から、基本的には現行の事業を維持することとし、事業評価（総括）の意見を尊重しつつ、子ども・子育て支援新
制度において位置づけられる地域子育て支援事業として整理の上、その充実に取り組んでいく。

52 26
補導センター
運営費

・昼補導回数の見直し
当事業の目的は交通マナー指導が主ではなく、青少年の非行及び良好な環境を推進することであるため、昼補導を
減らし夜補導を増やす方向で事業を改善したい。合計回数は変えないが、より効果的な補導活動にするために、昼補
導を減らし、夜補導を増やすよう見直しをする。

53 26
浜石野外セン
ター運営費

・施設のあり方検討
当施設の今後の方向性については、市のアセットマネジメントの方針に基づくものとする。
今後は当施設の代替施設となりうる類似施設所管課と施設のあり方、役割について検討する。

54 26

中小企業組織
化
支援事業補助
金

・市としてのノウハウの蓄積
と人材育成

県中小企業団体中央会との協同組合等に関する更なる連絡調整や連携を図るとともに、担当係内での関係法令等の
習熟と情報共有に努め、適正な事務の執行を図る。

50
児童館運営事
業

・他事業との類似事業の整
理
・施設のあり方検討

26
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H26.10　予算要求（認定子ども園移行に伴う私立保育園除く）
H27.1　　認定子ども園移行に伴う公立幼稚園に係る事業との調整
H27.3　　公立幼稚園園長会にて事業内容説明

子ども未来課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

昼補導の実施回数についてはH25年度：60回だったものをH29年度：38回に減らした。

なお、夜補導の実施回数は増加の方向性を検討したものの、近年の青少年の検挙・補導数の減少傾向や、夜補
導で主に回っている繁華街における青少年の減少を踏まえ、効率的に活動を行うようH25年度：96回だったものを
H29年度：80回に減らした。

青少年育成課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（施設の在り方の検討について）
H30年6月　　教育局との協議
H30年6月　　企画局との協議
H30年7月　　局内方針決定
H30年7月　　地元自治会等への説明
H30年10月　重要政策検討会議付議予定

青少年育成課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・中小企業団体中央会・静岡県と連携し、協同組合関係事務等についての情報共有を行った。
平成26年８月　中小企業団体中央会との意見交換会開催
平成28年５月　中小企業団体中央会との意見交換会開催
平成29年６月　中小企業団体中央会との意見交換会開催

・係内で協同組合事務に関する研修を行い、法令・事務等の周知を行った。主に、臨時職員が入れ替わる都度実
施。
平成28年10月 実施
平成29年４月　実施
平成30年４月　実施

産業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（アセットマネジメント基本方針の設定）
H27.3～　個別施設カルテの作成
H28.2　 　施設群別マネジメント方針決定（方針：継続・複合化・統廃合）

子ども未来課
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55 26

中小企業融資
制度事業（利
子補給事業）

・中小企業を活性化させる
融資の検討

金融機関との協議及び意見交換を行い制度内容の改善に努めるとともに、金融機関に対する説明会を通じて市融資
制度の周知を図ることで、制度利用を促進する。

56 26

訪問介護員養
成研修講座開
催事業

・費用対効果の高い養成方
法の検討

（福祉部門との連携）
・本市では、他の業種と比較しても介護職人材が不足している。介護職への就労促進を図るために、資格取得の支援
が必要と考えることから福祉部門との連携も視野に入れ事業を進めていく。

（費用対効果の高い手法への転換）
・資格取得から就職につなげるため、今年度から「就職相談会」と「実務者講話」を講座に盛り込み、介護職への就職
率アップを図っている。なお、介護職に就いた者に対する助成制度は、他の自治体で取組事例があるため、効果等調
査を実施していく。

57 26

勤労者教育資
金
利子補給事業
費

・事業のあり方の検討
・取扱金融機関の検討
・所得制限導入の検討

（事業のあり方）
　勤労者世帯において教育費負担が増していることから、その負担を軽減するため、当面は、当該事業を継続実施し
ていく必要がある。ただし、将来的にニーズが少なくなっていったときには、改めて廃止も含め検討を行う。

（金融機関）
　取り扱う金融機関については、設置目的が勤労者の福利共済活動のための金融機関であることから、他に適格な金
融機関はないと考える。

（所得制限）
　所得制限については他の自治体の実施状況を踏まえ今後検討していきたい。

58 26

商店街一店逸
品運動推進事
業補助金

・他補助金との統合の検討
・補助率の基準の作成

（事業の見直し案）
　当該補助事業も含め、商店街振興補助金全般について、対象事業や補助率、補助制度の統廃合等について見直
しを図る。
　見直しに当たっては、「静岡市商業の振興に関する条例」に基づき設置している商業振興審議会に諮り、方向性を決
定する。

59 26

中心市街地活
性化協議会補
助金

・通行量調査、社会実験の
効果検証と課題の洗い出し
・検証結果等の公表

（結果の評価・課題の洗い出し）
第２期中心市街地活性化基本計画の策定にあたり、通行量調査・お買物調査の結果を含む各種統計資料を評価し、
課題を洗い出し、対応策を計画に盛り込む。

（結果の公表）
第２期中心市街地活性化基本計画を通じて市民に公表する。

60 26
産業財産権出
願等補助金

・補助制度のあり方の検討

（補助率について）
・東京都特別区23区のうち10区において同種の補助事業を実施しており、浜松市においても本市の事例を参考に、昨
年度から市の委託事業として公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構で事業を新たに開始するなど先進的な
取組であると考える。また、同種の事業を実施している自治体の多くは、補助率を２分の１としていることから、本市の補
助率が極端に高いとはいえないため現状維持が妥当だと考える。

（補助金の効果について）
・昨年度実施した追跡調査において、出願後の２～3年の間に新技術を使った商品の売上高が2，500万円まで達する
事業所があるなど、相応の効果があることが判明している。また、事業所からは、「今後の出願も補助金が出ることで負
担が減り、開発意欲が出る」「市の補助金を利用した案件となることで、対外的な信用を得やすい」といった意見が寄せ
られ、新商品開発や販路拡大にもつながる効果があることからも、本制度は現状維持が妥当だと考える。

19

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・金融機関との協議及び意見交換を通じて制度内容の改善を実施した。
平成27年度　創業支援資金の保証の追加
平成28年度　信用保証料の一部補助
平成29年度　設備投資強化資金の発注要件緩和
平成30年度　創業支援資金等の利子補給率の引き上げ

・制度融資説明会
　主に、次年度からの改正内容について、金融機 関・静岡県信用保証協会・静岡県職員を集めて実施した。
平成27年３月開催
平成28年３月開催
平成29年３月開催
平成30年３月開催

産業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（福祉部門との連携）
Ｈ26～　ハローワーク・（福）静岡県社会福祉協議会 静岡県社会福祉人材センターと連携し、「就職相談会」と「実
務者講話」を講座に盛り込み実施。
Ｈ30～　本事業をハローワーク・（福）静岡県社会福祉協議会 静岡県社会福祉人材センターと共催で実施。
毎年　各福祉事務所に事業チラシを配架

（費用対効果の高い手法への転換）
・本事業では、再就職に向けた支援を目的として、より人手不足が深刻な介護職への就職促進を図るため、介護職
員初任者研修講座を開催している。
・H31に向けて、より効果的に再就職支援を行うため、受講条件の見直しについても検討していく。

商業労政課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業のあり方）
潜在的支援ニーズの掘り起こし
毎年１月　広報紙による事業の周知
随時　　　 市内高校の保護者説明会でチラシ等の配布
随時　　　 静岡駅地下道にて、チラシ等の配布

（金融機関）
変更なし

（所得制限）
・勤労者世帯を対象とした事業であることから、その中での所得制限を設ける必要はないと考えている。
・他の自治体においても、所得制限は特に設けていない。

商業労政課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業の見直し案）
商店街補助金については、商業振興審議会における議論を踏まえ、必要な見直しを行っている。
「一店逸品運動推進事業補助金」及び「トータルサポート事業補助金」については、結果的にチラシやマップ等情
報発信の事例が多く見られるものの、それぞれの本来の制度目的（一店逸品＝個店での商品・サービス開発の促
進、トータルサポート＝イベント、環境整備以外の多様な商店街改善活動の促進）を踏まえ、それらの実現に向け
て、商店街が積極的に制度を活用し、取組が促進されるよう対応していくこととしている。なお、審議会での議論を
踏まえ、「環境整備補助金」を見直し、商店街が抱える老朽化したアーケードや街路灯等の改善の促進に対応した
ところ。

商業労政課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（結果の評価・課題の洗い出し）
H27.11　 歩行者通行量・お買物調査実施
　第２期中心市街地活性化基本計画の策定に向けて、毎年度行っている「歩行者通行量・お買い物調査」等の現
況データ、推移の状況等を整理・分析し、活性化に向けた取り組みに反映させた。

（結果の公表）
H28.4　 第２期中心市街地活性化基本計画の策定・公表
　計画にはそれらの課題分析や取組にむけた方針整理などを盛り込み、策定を行い、国の認定手続きを経たうえ
で、計画全体を公表している。

商業労政課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（補助率について）
H26.12　アンケート調査実施
H27.２～　過去の特許等取得状況調査、検討
H29.４　より多くの活用を促すため、補助限度額を10万円に引下げ。

（補助金の効果について）
H26.12　アンケート調査実施
H27.２　過去の特許等取得状況調査、検討
H29.４　「中小企業の技術保護」の観点から補助対象事業を特許・実用新案の出願に限定。

産業振興課
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事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

61 26

静岡市の特産
品
東京展示会事
業

・展示会実施場所の検討
・消費者がいつでも購入で
きる仕組みの構築

（展示会実施場所の検討について）
本事業費の支出目的は、静岡市の地場産品の認知度向上・販路拡大、消費者ニーズの把握、シティプロモーションで
あることから、東京である必要性はないが、
１　大消費地であること、
２　伝統工芸品の主要出荷先が東京であること、
３　本展示会以外には、東京で定期的に行っているシティプロモーションがないことから考えると、東京(首都圏）での開
催が妥当であると考える。

（消費者がいつでも購入できる仕組みの構築について）
東京展示会を地場産品の販路拡張につなげるため、「東京（首都圏）でＰＲしネットで購入」を目的に、㈱駿府楽市や
静岡特産工業協会と協働で地場産品のネット販売の強化を行っていく。

62 26

駿河家具展示
会
開催補助金

・補助成果の検証
・費用対効果の高い制度へ
の改善

本補助金の目的は、地場産業である家具・木工関連産業の販路拡大、新市場開拓支援であることから、来年度から、
展示会での売上げやその後の商談状況、参加者の声等を調査し、補助金の効果を検証し、その結果を基に効果的な
補助制度に改善していく。
また、今年度、出展者への聞き取り調査から、普段、消費者と触れることが少ない職人が、消費者から直接製品に対す
る評価を聞くことができ、これが、売れる商品（消費者が求める商品）の開発に繋がっているとの声も聞かれ、本補助金
の効果が得られていると考える。

63 25

静岡駅北口情
報提供コー
ナー管理運営
事業

・地下広場全体の活用方法
の見直し
・情報提供コーナーの位置
づけの再構築

（活用方法について）
情報提供コーナーの利活用について関係各課と、より効果的な運営について検討する。

64 26

静岡県大型観
光キャンペー
ン推進協議会
負担金

・協議会の有効活用
（協議会の有効活用について）
静岡県大型観光キャンペーン推進協議会の有効活用について、事務局を行う静岡県観光協会と連絡を密にし、三保
松原や徳川家康公顕彰四百年記念事業などのＰＲが行われるよう、働きかけている。

65 26
駿府浪漫バス
運行業務

・利用実態調査の実施
・バスのあり方の検討

（事業見直し案）
　来年度に「東海道歴史街道まち歩き事業」の中で実施する「まち歩きツアー」や、まち歩き定番コースで、駿府浪漫バ
スを使ったツアーを造成・催行する。
　また、現在は観光路線として運行しているが、利用実態調査を実施し、結果に応じて今後の位置づけや運行内容に
ついて検討していく。

66 26

コンベンショ
ン・シティ推進
事業

・市の方針や目標の明示
・海外での静岡市アピール
の要請

　Ｈ25年度の実績が前年度を下回ったため、静岡観光コンベンション協会改めするが企画観光局に対し、目標の200
事業の誘致が達成できるよう、原因を分析し、ＰＲや誘致の場所、,方法などを改善することを強く働きかけていく。
　また、国際観光振興機構に対しては、こちらから素材を提供すれば、新聞社等を通して全国的にPRしてもらえる仕組
みができているので、これまで以上に積極的に活用していく。
　今後は中部横断道の開通、ラグビーのワールドカップ、東京オリンピックへ向けて誘致件数を増加できる状況にある
ので、さらに高い目標を設定し静岡市を強くアピールしていく。
　なお、負担金の金額についてもするが企画観光局と協議をしていく。

67 26
清水港船宿記
念館管理運営

・施設の必要性の検討
・観光客を回遊させる企画
等の検討

　当施設は、その性格から民間譲渡等はなじまないと考えられるため、存続に向けた取り組みを推進していくものとす
る。具体的には、静岡市坐魚荘記念館、由比本陣記念館、東海道広重美術館と協議会を設置し、各館の概要やイベ
ントをまとめた「三宿観光ガイド」の作成等、施設間の回遊性を高める取組を始めており、今後も継続して実施していく。
　さらに、観光客の回遊性向上のため、清水港至近の立地を生かし、水上バス・ちゃり三保号を活用した新たな観光
コースを検討していく。
　収益を得る方法については、施設の性格を加味した上で、物販所等の設置について検討していく。

68 26

由比本陣記念
館等管理運営
事業

・広重美術館との連携
・ニーズ調査に基づく事業
の企画

　事業内容の見直しについては、平成27年度の徳川家康公顕彰四百年事業に併せた企画を検討している。
　同一敷地内の静岡市東海道広重美術館と連携するため、連絡協議会を立ち上げ、Ｈ26年９月には、由比本陣公園
20周年記念事業を実施した。
　また、２館以外にも当課所管の静岡市坐漁荘記念館、静岡市清水港船宿記念館とも連絡協議会を設置し、各館の
概要やイベントをまとめた「三宿観光ガイド」の作成などを実施した。
　Ｈ27年度は、次期指定管理者の募集時期となるため、更なる一体管理について検討していく。
　アンケート調査は、既に実施済みであるので、今後はその結果を分析し、事業に反映させ、利用者満足度を向上さ
せていく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

H26.11　駿府楽市におけるネット販売について駿府楽市と協議　ネット販売については、伝統工芸品の特性
　　　　　　（一品物で在庫管理が困難）等の理由から、実施困難と判断した。
　　　12　東京展示会出展者に対し会場についてのアンケート調査実施
　　　　　 東京事務所等を通し、会場候補地の情報収集

H27.1　 アンケート結果及び他候補値を検討した結果、客層、賃料、集客力、出展者意向から判断し、現会場
　　　　　で継続実施していくこととした。

産業振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

平成27年4月　補助申請者との協議により、展示会の効果検証方法を決定。事業終了後に出展者の調査を実施
　　　　　　　　　することにした。

　　　　　　6月　静岡県家具工業組合主催の展示会「KAGUメッセ」と協力し、駿河家具展示会を開催。

　　　　　　7月　出展者への調査を実施し、その結果、その後の販売やPRにつながっている、消費者との対話に
　　　　　　　　　より商品開発などの気づきが得られたなど補助金の効果を裏付ける結果が得られた。

産業振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（情報コーナーの見直し）
H26.6　　　　あり方検討開始
H27.3　　　　大枠の方針決定
H27.4～11　関係者調整・改修工事
H27.12　　　リニューアルオープン

広報課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H26年度　予算要求時点における主要観光施策の情報提供
H27年度　当初予算における主要観光施策の情報提供
年度内　　定期的に観光施策の進捗状況に関する情報提供

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

利用実態調査及び調査結果の分析
　乗客アンケート調査の実施
　実施期間：H27.8.20～9.4のうち8日間（平日５日間（うちお盆期間2日間）、土日３日間）
　調査人数：160人（平日110人（うちお盆期間56人）、土日50人）
※アンケート調査実施前に、車内アナウンスについて、家康公のエピソードや各停留所付近の地名の由来等を盛り
込んだものにリニューアルし、その内容に関する反応も調査に盛り込んだ。

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ27　事業の分析をし、海外からのMICE誘致の必要性 観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ26年度　アンケート調査結果分析
Ｈ27年度　次期指定管理者募集
Ｈ28年度　指定管理3期目開始

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ26年度　アンケート調査結果分析
Ｈ27年度　徳川家康公憲章四百年事業関連事業実施、次期指定管理者募集
Ｈ28年度　指定管理（３期目）開始

観光・国際交流課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

69 26

清水港にぎわ
い創出事業補
助金

・他のイベントとの連携の検
討
・恒常的な賑わい創出の検
討

（他イベントとの連携について）
清水港フラワーショー＆インポ－トバザールについては、当該実行委員会が開催日や内容、会場について変更・改善
を検討する。清水港興津フェアについては、同時期に近隣で開催される興津地区文化ふれあい事業やJRさわやか
ウォーキング等と連携し、更なる集客力向上を図る。

（恒常的な港のにぎわい創出について）
　港湾整備や物流機能の移転について、港湾管理者である静岡県と連携しながら、推進していく。
　また、客船誘致事業や清水都心ウォーターフロント活性化検討事業等を継続実施し、市民が清水港を訪れ、憩える
空間の提供を目指していく。

70 26

仲卸業者融資
制度事業補助
金

・中小企業融資制度との統
合の検討
・申請条件の検討

（類似事業の整理について）
・この補助金は、取扱品目の部類ごとの関係事業者（青果部：仲卸業者15社及び仲卸組合、水産物部：卸売業者２
社、仲卸業社13社及び仲卸組合）が共同して金融機関と保証契約を交わし、業務条例に規定された「売買代金の即
時支払い義務」を円滑に遂行するための融資を受ける共同事業に対する、開設者の利子補給制度である。このため、
産業政策課が実施している中小企業融資制度事業（利子補給事業）とは趣旨と成り立ちが異なっているため、統合に
ついては、各業者の意見等を調査し、慎重に検討する必要がある。

（市民税の完納を利子補給の条件とすることについて）
・市場事業会計は、職員人件費を除き市場利用者からの市場使用料等により運営されていることから、市場事業会計
の健全性確保のため、市場使用料等の完納を利子補給の条件とする。

71 26

経営改善支援
活動事業補助
金

・補助金要綱の作成
・研修費等の見直し

（交付要綱について）
・H26年度中に、事業の交付目的等をまとめ、補助金交付要綱を作成する。
　
（事業効果について）
・資料購入費のうち、書籍、パンフレットについては、農業・農地等に関する問題についての参考資料として活用してい
る。
・視察研修については、農産物に関する生産、加工、販売などの知識や先進技術を学ぶことにより、今後の経営改善
等に活かすことを目的としている。そのため、効果はすぐに確認できるものではないが、研修後の報告書等の提出を依
頼し今後の視察研修の必要性について検討していく。

72 26
畜産振興経費
（蜂捕獲業務）

・一部事業の縮小、廃止

（スズメバチの巣の駆除業務の縮小・廃止）
・スズメバチの巣の駆除については、養蜂業の振興を目的に駆除を行ってきたが、近年では市民生活の安全確保の
観点から駆除を行っている現状である。近隣の政令市では緊急性のある場合を除き、行政による駆除を廃止している
例もあるため、市民に対し早期発見・早期駆除の周知を行う。今後は、所有者がはっきりしている場合は、自己の責任
で駆除を行うようにするため、現在、個人及び民間事業者を対象に市が行っている委託業務については、廃止をして
いく。制度変更の緩和措置として、２年間は市で駆除費用の一部を助成するとともに、所有者が不明で、市民に対して
危険性が高いものについては、引き続き市が駆除を行うものとする。

73 26
林道整備事業
費（市単）

・効果的な林道整備の検討

（間伐事業を実施する関係部署との連携について）
・間伐事業を実施する関係部署との連携ついては、中山間地振興課が所管する「間伐実施等森林整備事業（林道等
がなく、間伐材等の搬出が困難な森林における間伐作業等に対する市補助制度）」と当課の「林道開設事業」が連携
することで、両事業において相乗効果を図る。
・連携を検討する内容案としては、林道開設事業中、計画中の路線及び選定を行う路線において、市補助実施状況と
の整合を図る。すなわち森林経営計画策定を促し、間伐等作業に対して国補助制度の適用を促進することで、林道開
設事業においては間接的効果の向上を図る。

74 26 治山事業費
・優先順位付けによる工事
の実施
・年度内の工事完了

（工事の発注について）
　・治山工事の発注にあたっては、夏季から初冬にかけての台風等による工事への影響を考慮し、出来る限り上半期
発注を心がける。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（他イベントとの連携について）
清水港フラワーショー＆インポ－トバザール
H27　　　　 ：社会情勢の変化により、取扱い異議が薄れたインポートバザールを廃止し、清水港を「ガーデン
　　　　　　　　ポート」にすることを目的に市民参加型の「清水港フラワーフェスタ」へと移行した。
H28　　　　 ：会場をマリンターミナル（屋内）からマリンパーク（屋外）に変更し、参加しやすく、憩える空間を提供
　　　　　　　　することにより、賑わい創出を図った。
H29　　　　 ：ステージイベント充実させ、さらなる賑わい創出を図った。
清水港興津フェア
H27 ～H28：開催日にJR東海「さわやかウォーキング」のコースと興津地区文化ふれあい事業と日程を調整し、来
　　　　　　　 場者の増加に努めている。
H29　　　　 ：台風により中止

(恒常的なにぎわい創出について)
港湾管理者である県と連携しながら、港湾整備や物流機能の集約が進み、客船の誘致事業によって、日の出地区
が国際旅客船拠点形成港湾に指定され、再開発が進められている。
また、清水港線跡遊歩道に多言語案内看板を設置し、回遊性の向上による港のにぎわい創出を図るとともにウォー
ターフロント活性化推進事業（灯り道）によって恒常的な賑わい創出を図っている。

海洋文化都市
推進本部

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（類似事業の整理について）
仲卸業者により制度利用の実態がまちまちなため、それぞれの意見を調査する必要があり、その結果を今後検討
する予定。

（市民税の完納を利子補給の条件とすることについて）
制度を利用している仲卸業者は市場使用料を完納している。

中央卸売市場

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(交付要綱について）
平成29年4月1日施行、静岡市農業経営改善支援事業補助金交付要綱を定めた。

(事業効果について）
視察研修について、研修後のアンケート結果から継続実施を希望する結果が多かったため、継続して実施してい
る。

農業政策課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

 H29年度から養蜂業の保護を目的としたスズメバチの巣の駆除を廃止した。
　事業廃止により経費を大幅に削減することができる。また、養蜂業者は駆除業者を自由に選択することができ、主
体性をもって駆除することが可能となる。
　なお、スズメバチに対する市民生活の安全確保は必要なことから、保健所生活衛生課において、住居等を対象と
したスズメバチの巣の駆除を実施している。

農業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H26.10：両事業の現状把握
H26.12：連携できる内容の協議
H27.2　：連携できる内容の確定

治山林道課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H26年度の市担当工事分については、全て発注して年度内完成の予定。
H27年度の工事箇所の測量業務委託発注済。

治山林道課
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75 26
内水面漁業振
興指導費

・定期的な点検の実施
・桟橋数量の見直し

（継続的な定期点検・修繕の実施について）
・Ｈ25年度に浮桟橋全体の点検を実施した結果、合計12,700,800円の工事費を試算。Ｈ26年度からＨ35年度まで10
か年をかけ、毎年少しずつ小規模修繕を実施し、施設の長寿命化を図る。

（浮桟橋の施設規模の見直し）
・Ｈ25年度に危険度の高い箇所の修繕は終了し、今後はＨ35年度まで10年間をかけて小規模修繕を行う。小規模修
繕終了１年前から過去３ヶ年（Ｈ32～34年度）の利用実態を把握し、浮桟橋の適正規模を検討する。

（鯨ヶ池の一体的管理について）
・都市局「静岡市緑の基本計画」によると、Ｈ19年度を基準年次とし、葵区の緑地保全・緑化の基本方針として、「麻機
遊水地や鯨ヶ池は、環境やレクリエーションなどの機能の点から本区にとって貴重な緑地・水辺となっています。今後も
緑地整備を進め、これを核として緑と水豊かな環境づくりに取り組みます。」とある。
・地域性や自然環境を配慮し、効果的で一体性のある管理を行うため、現状鯨ヶ池周辺の施設をそれぞれの各課で
管理している状況を検討する。

76 26

いきいき森林
づくり推進事
業費（間伐実
施等森林整備
事業）

・林道整備との連携
・間伐材の利活用の検討

（治山林道課との連携・効率的な搬出・利活用）
間伐委託調査時に治山林道課と林道開設可能箇所を確認しながら間伐優先順位を決め、効率的に間伐材を搬出、
利活用する。

77 26

おらんとこのこ
れ一番事業補
助金

・持続可能な事業化の推進
・効果的なＰＲ方法の検討

（地域資源の掘り起こし）
ビジネス展開支援事業を活用した専門家の派遣などにより、地域人材のスキルアップや磨き上げを行い、継続的に事
業を実施できる体制を整える。

（効果的なPR方法）
オクシズプロモーション事業により、これ一番成果の積極的な広報ＰＲを実施していく。

78 26

藁科都市山村
交流センター
管理経費

・講座内容の見直し
・施設利用方法の見直し

（講座内容の整理）
　利用者ニーズに沿った講座や都市部と中山間地住民の交流に繋がる効果的な講座内容にするため、既存の講座に
ついて見直す。

（施設利用方法の見直し）
　大広間に長時間居座る利用者が多数であることから、テーブル等の配置を変更するなど、大広間に入りやすい環境
を整え、交流に繋がるようにする。

79 26

自転車の利用
マナーを育て
る経費

・類似事業の所管課との連
携検討
・啓発品購入に係る企業の
協賛・寄付検討

（事業全体について）
・今年度策定される「静岡市自転車利用計画」に基づき、市民や関係団体及び全庁的に連携して実施していく。

（他課連携による効率化の向上について）
・Ｈ26年度は既に市民生活課及び教育委員会、当課が連携して高校生による小学生への自転車安全教室を実施して
おり、当該事業についても関係各課と連携して、効果的、効率的な啓発活動を推進する。

（小冊子の効率的な活用方法について）
・市内の公立、私立の小学４年生に配布している小冊子は、既に配布時には駐輪マナーの指導をお願いしているとこ
ろですが、教育委員会への協力依頼を図りながら、読み聞かせ等の詳細の手法を小学校への配布時にお願いする。

（啓発品購入時の企業協賛及び寄付について）
・自転車サポーター制度の導入を進めており、その中で企業の協賛や寄付を募っていきたい。
※自転車サポーター制度：自転車の利用環境向上のため、市内各地の店舗及び企業等を自転車サポーターとして認
定し、自転車の利用ルールやマナーの啓発、修理キットの設置、自転車マップの配布等を実施する制度
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

 H26年度の台風により鯨ヶ池の浮桟橋が壊滅したことから災害対応として大規模尾修繕を行ったため、予定してい
た小規模修繕（１０箇年）はなくなった。
　以降は、維持管理として、毎年の点検を業者へ委託している。

水産漁港課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

当事業は、森林が持つ公益的機能を維持、増進するべく、手を入れることが難しい林地の間伐等を行うものである
ため、林道事業実施箇所とは一致しない。(搬出は別途、国県補助による事業による実施を推奨）そのため、事業本
来の主旨を鑑み、入念な調査を実施したうえで、より効果的な間伐箇所を選定し実施した。またH26より雪害による
倒木処理を追加することで機能回復を図る。今後は森林経営管理法の施行もあり、この新しい法律に関する事業と
の組み合わせにより、効果的な森林整備を行う。

H26　間伐に加えて雪害処理を追加
H30　雪害処理終了
H31　間伐に加え新法関連の事業を追加

中山間地振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（地域資源の掘り起し）
・補助年度終了後も継続的に事業を実施できるように、平成27年度からは、補助する上での条件として「事業実施
団体の法人化」を加えた。
・ビジネス展開支援事業により、これ一番事業実施及び実施予定地区に対し、必要に応じて専門家を派遣した。
H27　６名派遣
H28　３名派遣
H29　３名派遣

（効果的なPR方法）
これ一番事業の成果については、オクシズHP掲載、報道資料投込み等により、随時広報PRを実施した。

中山間地振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（講座内容の整理）
・講座内容を見直し、好評である各種食作りに重点をおき講座を実施した。
　H29年度
　・そば打ち体験　７回
　・自然食づくり　　２回
　・おいしい野草　 ２回

（施設利用方法の見直し）
　大広間の利用方法を見直し、子育て世代の利用者増加を図るため、屋内にキッズスペースと屋外にキッズパーク
を整備
　H29.８　キッズパークをオープン
【H29年度実績】69,486人平成26年度比　15％増

中山間地振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・静岡市自転車利用計画を平成27年3月に策定し、4月より本計画に基づき事業を実施。
・庁内関係課および市民・関係団体とともに、連携して事業を推進している。
・平成29年度に、幼児期からの自転車安全教育を検討し、30年度に関係課・関係団体と連携し、実施。
・自転車サポーター制度についても、平成29年度から試験的に実施し、30年度に本格実施。

交通政策課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

80 26
国道150号花
壇管理事業

・「花の名所づくり」に向け
たﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの確保・育成

（ボランティアの募集について）
　本市の緑化推進活動は、既に約350団体もの市民緑化団体の協力を得ているところであるが、ボランティア活動参加
者の高齢化は否めないため、新たな人材の発掘には積極的に取り組んでいきたい。例えば、来年開催する「全日本花
いっぱい静岡大会」に向けて新たな人材を募り、この参加者には、大会後も緑化推進活動への継続的な協力を求めて
いきたい。

（委託料の削減について）
　現状のボランティアによる作業は、既に質の高い花壇づくりに寄与しているところであるが、抜根や機械耕うんなど専
門的な技術を要する作業は限界があり、この部分について、造園業者に管理を委託している。今後、造園業者と同等
の技術力を持つボランティアの参加があれば、委託料の縮減に繋がるものと考えている。

81 26 街路緑化事業
・街路樹維持管理の効率化
による経費節減

道路緑化を推進するためには、植栽計画から維持管理までをトータル的に考えていく必要がある。
　「道路緑化マニュアル」（緑地政策課所管）は都市の景観を演出し、良好な都市環境を保全するため道路緑化を推
進する指針を定めるものである。
　「街路樹維持管理マニュアル」（公園整備課所管）は、維持管理内容を標準化することにより、道路利用者の安全を
確保し、統一した景観の維持を図るものである。

（維持管理の効率化による委託料の削減について）
・街路樹の維持管理に伴う委託料の削減については、発注ロットの見直しや長期契約による経費縮減も考えられるが、
今以上の集約化は委託業者の対応作業量から難しいと考える。
　今後、「道路緑化マニュアル」「街路樹維持管理マニュアル」の整備に際し、剪定頻度や、病害虫への耐性など、委
託料の縮減の視点も盛込み、維持管理の効率化を検討することとする。

（道路部局、緑地政策課との連携）
・マニュアルの作成及び今後の樹木管理にあたっては、道路部局及び緑地政策課との連携を図り、植栽から維持管理
に至るトータルコストに配慮し、コスト縮減に努めてまいりたい。

（国土交通省「道路緑化基準」の改定について）
・２つのマニュアル作成にあたっては、改定の「道路緑化基準」と整合を図り、特にコスト削減につながるものは積極的
に取り込んでまいりたい。

82 26
道の駅宇津ノ
谷峠維持管理

・経済局とともに施設運営
検討

（魅力ある施設運営について）
・魅力ある施設運営について、経済局と検討していく。

83 26
外国語指導助
手招致事業

・効果測定手法の導入と測
定結果に基づく事業の見
直し

(実施効果について）
・Ｈ26年度より、小中学校についてはアンケート実施、中学校についてはリスニングテストを採り入れ実施している。今
後、学習指導要領改訂に向けて、さらなる英語教育の充実が予想されるが、効果測定の手法については、政令市によ
り様々である。今後の他市の動向を参考にしながら、手法の検討を進めていきたい。

84 26

大平青少年の
家管理運営事
業

・施設のあり方検討
Ｈ23年度の事務事業市民評価会議で、利用促進に向けた「改善」を求められ、ホームページの開設やパンフレットの
作成を行ってきたが、利用の低迷が続いている。また、民間の類似施設もあることから市のアセットマネージメントの基
本方針に基づき、用途を廃止する方向で検討していく。

85 26

井川少年自然
の家施設維持
管理事業

・施設利用率の向上
・施設のあり方検討

（各事業の見直しについて）
・主催事業の内容を、関係部局や地域との連携強化に主眼を置きつつ全面的に見直し、平成２７年度には２２事業を
計画し、実施のための準備を進めている。

（施設の在り方について）
・当施設は、南アルプスユネスコエコパークの教育拠点施設に位置付けられていることから、学校及び青少年団体の
みならず、市内外からの一般団体や個人客の受入れを視野に入れながら、利用率の向上を図る。
　将来的には類似施設の整理を行いながら、当面は直営による施設運営を行っていく。

86 26

和田島少年自
然の家施設維
持管理事業

・施設利用率の向上
・施設のあり方検討

・今後の清水和田島自然の家の在り方について検討し、新たな価値を付加するための取り組みに向けて、施設利用制
限の緩和など運営方法を見直し、利用者層の拡大を図る。
・利用者の活動に関わる施設維持管理を行い、学校関係団体や青少年団体の計画的な利用を確保する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（ボランティアの募集について）
H27.5　広報にてボランティアを募集
H27.8　全日本花いっぱい静岡大会におけるボランティアによる緑化活動実施
H27.9～　国道150号花壇などへの継続的なボランティア活動推進

参加呼掛けを8回、目標の117％（293人）のボランティアを活用した。

（委託料の削減について）
花壇面積の約６割に宿根草であるガザニアを植栽し、植付け面積が縮小した。

緑地政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（維持管理の効率化による委託料の削減について）
・H27.9～　街路樹管理ﾏﾆｭｱﾙ、道路緑化ﾏﾆｭｱﾙを施行
　維持管理の効率化は、作業の機械化と新技術の活用が挙げられるが、費用の大半を占める樹木剪定作業は
ﾁｪｰﾝｿｰや刈払い機、高所作業車等が既に取り入れられている。新技術の活用として、植栽帯や桝への防草・保
水等の目的で設置するシートがある。初期投資を要するが、委託料削減の方法として検討していく。

（道路部局、緑地政策課との連携）及び（国土交通省「道路緑化技術基準」の改定について）
・H28.3　道路緑化技術基準改定
　この改定で、街路樹の大径木化、高木化に伴う「樹木の更新」の項目が加えられた。
　更新は初期投資を要するが、大径木化、高木化は樹木剪定のコストが嵩む要因であるため、委託料削減の方法
として検討していく。
※道路部局と協議調整して、街路樹管理を平成30年度から道路部局予算で実施することとした。

公園整備課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（魅力ある施設運営について）
今後の魅力ある施設運営について、管理会社（道の駅宇津ノ谷峠）と検討している段階であり、方針が決定次第、
関係部局と調整・検討していく。

道路計画課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(効果手法の検討について）
H26から　効果手法の検討
　小中学校についてはアンケート実施、中学校については中学２年生を対象に年２回（５月と１１月）のリスニングテ
ストを行い効果検証を行っている。リスニングテストでは、１回目と比較し２回目の得点の上昇が見られることから当
該事業の一定の成果が確認できている。
 　また、国は毎年、小中を対象に英語教育実施状況調査を実施しており、生徒の英語力の状況を測る指標を、中
学校卒業段階で「英検３級程度以上」としている。本市においても、民間の資格等を活用し生徒の英語力を検証
し、その調査結果を学校の指導や児童生徒の学習状況の改善・充実に活用していく。

学校教育課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H29.3.31　大平青少年の家を廃止 教育総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（各事業の見直しについて）
H26.10　　　　　　従来事業の見直し、新規事業の企画及び関係部署等との調整
　〃　　　　　　　　事業実施に係る経費の予算要求
H27.4　　　　　　　事業の実施

（施設の在り方について）
H26.10～H27.3　耐震補強・改修工事、施設名称変更に係る諸手続き
H27.4　　　　　　　新施設名称での全館営業開始、施設利用に際する条件緩和

※Ｈ27.4.1　　　　「井川少年自然の家」から「南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家」に名称変更
　　　　　　　　　　 また、利用者の制限をせず、全ての市民に自然探究・学習機会を提供

教育総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（各事業の見直しについて）
H26.10　　　従来事業の見直し、新規事業の企画及び関係部署等との調整
H27.4　　　　事業の実施
H27.4　　　　新施設名称での全館営業開始、施設利用に際する条件緩和

※Ｈ27.4.1　「清水和田島少年自然の家」から「清水和田島自然の家」に名称変更
　　　　　　　 また、利用者の制限をせず、全ての市民に自然探究・学習機会を提供

教育総務課
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事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

87 26
しずおか教師
塾事業

・応募者の確保
・事業効果の検証と検証結
果に基づく事業の見直し

（入塾応募者の増加策について）
・静岡大学、常葉大学における入塾説明会・ガイダンスは、対象学年を４年生と３年生に分けて実施する。
・県外大学における入塾説明会・ガイダンスは、他の教育委員会との合同説明会・ガイダンスを行い、より多くの大学、
学生に対し、応募者の拡大を図る。

（事業効果の検証について）
・採用された卒塾生の校長による評価を継続して行う。
・指導回数、指導内容について、塾生評価アンケートをもとに見直しを検討する。

88 26

小・中学校及
び幼稚園図書
購入費

・児童・生徒数の現状を踏
まえた図書購入方法・利用
方法の見直し

（図書館との連携による利活用について）
古く傷みの激しい蔵書を抱えながら図書標準冊数を満たしている現状もあることから、より効果的に蔵書の更新を図る
ため、図書館による『学校協力貸出サービス』や『図書等リサイクル実施要綱』の規定によるリサイクル制度の活用をより
進め、図書内容の充実を図り、児童生徒の学習効果を高める機会を増やしていくこととする。

（図書の購入方法について）
各学校の蔵書状況を踏まえながら購入方法の見直しを検討する。

89 26

日本語指導が
必要な児童生
徒の支援事業

・ボランティアの有効活用
・学校支援体制の強化に向
けた研修会の実施

（指導回数不足を補充について）
・清水日本語交流の会（ボランティア）との連携について、拡大を図る。

（学校内の支援体制を強化について）
・今年度以降も継続して、本市の実態に即した、教職員対象の指導研修会を開催する。

90 26
民間教育力活
用事業

・学校応援団事業と重複す
る事業の整理

（教育総務課「学校応援団事業」と学校教育課「民間教育力活用事業」の内容と重複する部分について）
　両事業内容の整理に向けて、以下のことについて取り組み、今後の具体的な協議を進めていく。
・それぞれの担当課の事業履歴をもとに、支援・協力講師及び重複団体等の洗い出しをして、事業内容の整理を進め
る。
・今後の学校応援団事業のコーディネーターに対する支援準備として、「民間教育力活用事業」の支援・協力講師及
び団体等に、共有人材リスト化の承諾調査を進める。

91 26

特別支援教育
支援員配置事
業

・教員、支援員の更なるス
キルアップによる支援の充
実

（増加する特別な教育的支援を必要とする児童生徒への対応について）
・教員及び支援員のスキルアップを図ることにより、効果的な支援体制構築が期待されるため、特別支援教育に関する
専門性を高める研修会を設定する。

92 26 奨学金貸付金
・滞納整理の強化
・貸付対象者の見直しの検
討

・本市の貸与型奨学金制度では、高校・短大・大学等に在学する方に学資を貸与しており、その原資は奨学金の貸与
を受けていた方からの返還金である。この制度を今後も継続するために、文書による督促、電話督促、臨戸訪問等によ
り滞納整理を行い、返還金収入を増加させる。
・全ての大学や民間でも同様の制度を有しているわけではないので、今後も継続していく。

93 27
遠距離通学費
補助金

・補助対象（通学用品）の見
直し

・定期券以外の通学用品に対する補助については、通学に限定するものを購入するよう指導し、領収書を聴取するな
ど、補助金交付の適正化を図る。

94 27
例規管理シス
テム運用事業

・紙媒体例規集の職員の活
用状況の把握・検証
・代替手段の検討

（紙媒体の例規集の活用状況について）
・当事業については、システムでの検索が主流となっている状況であるため、紙媒体の例規集の活用状況について、
配布先での利用頻度やニーズをアンケート等により把握、分析し、その必要性や代替手段について検討を進め、分析
結果を踏まえた今後の方針を決定する。

95 27 被服貸与経費
・貸与方法の見直し
・被服購入方法の見直し

・対象職員、貸与期間などの貸与状況等を踏まえ、今後の貸与のあり方について検討を行うため、H28年３月までに調
査、検証を行い、H28年６月を目途に方向性を決定し、H29年度の予算要求に検討結果を反映させる予定。
・購入方法の見直しの検討では、既製品にした場合、納品までにより時間がかかること、一定期間でデザインが変更さ
れてしまうため、職員としての統一性が図れないことなどにより、デメリットの方が大きいため、購入方法は従来どおりと
する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（入塾応募者の増加策について）
・市内大学（静岡大、常葉大）における入塾説明会・ガイダンスを対象学年を４年生と３年生に分け、６回実施した。
（H29,4月6月11月）
・県外大学（東京、山梨、神奈川、愛知）における入塾説明会・ガイダンスを、１３回実施した（H29,4月6月11月12
月）
・全国の大学121校へポスター及び募集案内を送付した。（H29.4月）

（事業効果の検証について）
・採用された卒塾生を授業参観し、校長及び本人への聞き取りを継続して実施した。（H29.6月～11月）
・今までに採用された卒塾生161名にアンケートを実施し、教師塾での学びが現場に生かされているか調査した。
（H29.11月12月）

教職員課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（図書館との連携による利活用について）
市立図書館と学校司書等が連携した『学校協力貸出サービス』等の取組は継続して実施中

（図書の購入方法について）※例年以下のスケジュールで実施している。
４月に年度当初の学校配当予算額を決定
７月に各学校から追加配当希望調査
８月に蔵書の状況（本の傷み、内容の陳腐化等）の聞き取り
９月に調査結果を基に追加配当額を決定
年度末に各学校の保有冊数の調査

教育施設課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H27.2　清水日本語交流の会、NPO団体ONESとの打合せをした。
　         大学と連携し、新たな日本語指導資料について検討した。。
H27.4　学生ボランティアの募集をした。
H27.6　日本語指導担当者会（教職員）を開催した。
           新たな日本語指導資料の配付をした。
H27.9　支援体制強化に向けての検討をした。
H28.2　当該児童生徒支援「学校大好き」（５カ国語版）の改訂・増刷をした。

学校教育課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（変更事項）
共有人材リストについては、両事業ごとにリストを作成し情報を共有している。
H27

・各学校に向けて、支援・協力講師及び団体に関する調査
・集約結果を基に事業内容の整理について検討
H28～
・協力講師のリスト化
・学校向け説明会等において、事業内容の違いを説明、重複しないようい確認作業を強化

学校教育課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

H28.8～特別支援学級担任研修：年1回→2回。
H28.9～支援員研修：小学校担当、中学校担当別研修を行いスキルアップを図っている。
＜追加した点＞
H28：ニーズに合わせ効果的な支援ができるように、支援員配置基準の見直しを行った。
H29：新しい配置基準で支援員配置を行った。

学校教育課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ27.1　奨学金募集要項を各関係学校、施設に配布。
Ｈ27.2月下旬～3月下旬　奨学金申請受付期間
Ｈ27.4　奨学生選考委員会開催

児童生徒支援課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ27.3　各関係学校に補助金交付申請を依頼
Ｈ27.4～5　遠距離通学該当者を確認
Ｈ27.7、10、Ｈ28.2　補助金支払

児童生徒支援課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（紙媒体の例規集の活用状況の把握）
H27年度中　アンケート項目の検討
H28.9　　　　例規集の配布に併せてニーズ調査

政策法務課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

アンケートを実施したが、「必要な人に、必要な着数が必要」との意見が多かった。
被服（作業着）を貸与する際に、勤務年数が長い職員や必要ない職員においては、「辞退してもらう」ことを周知し、
辞退して残った被服を、要望があった所属職員に対し貸与した。

人事課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

96 27 水防活動事業
・団員の確保対策
・訓練参加率の向上

（団員の確保対策について）
・水防団は、消防団に比べ知名度が低いことから、水防団活動を周知することにより活動の重要性を市民に伝えてい
く。その中で団員の確保についても訴えていく。

（訓練参加率の向上について）
・分団長会議などを通じて、水防演習への参加を促す。

97 27

防災施設維持
管理経費
（清水防災セ
ンター）

・啓発用展示スペースの廃
止
・防災センター機能の拡充
等有効活用方法の検討

（啓発用展示スペースの廃止の検討）
・防災教育施設としては、他に「静岡県地震防災センター」及び「静岡市治水交流資料館（かわなび）」があることから、
啓発用展示スペースの廃止を検討。

（防災センター機能の拡充等有効活用方法と方針の検討）
・災害時の機能強化を視野に入れた有効な活用方法と方針を検討する。

98 27
市税収納徴収
事務

・市税収納率の更なる向上
に向けた事業手法の検討

（市税収納率の向上にむけて）
・H27年度事務スケジュールを完全実施し、納税課班長会議、市税事務所納税係担当者連絡会及び納税部会でのス
ケジュール管理及び滞納整理手法について見直しと検討を行う。
・課内研修を行い徴収職員のスキルアップを図る。
・H28年度に税務組織の改編を行い、市税事務所の集約による税務職員の態勢整備及び徴収対策課の新設による滞
納整理業務の深化を図る。

（先進市の手法の調査・研究について）
・市外で行われる会議や研修の場において、他都市の滞納整理手法及び情報の収集を行う。

99 27
市有地売却事
業

・各課における売却手続き
促進
・不用財産の売却方法の見
直し

(各課における売却手続き促進)
本市においては市有地売却事業について、市ＨＰ掲載、広報紙掲載及び国ＨＰを通じた情報提供などを行っている。
更なる広報手段と売却促進手法について、各政令指定都市等に照会を行った結果を基に、有効な手段を検討中。

(不用財産の売却方法の見直し)
現在、売却価格の決定については不動産鑑定額を使用しているが、二回目以降の入札の際は固定資産税評価額の
変動率を使用し、鑑定料を削減することを検討していく。

100 27
生涯学習セン
ター運営費

・開館日・開館時間の見直
し
・指定管理料の削減（人件
費・光熱水費等）

（開館日・開館時間等の見直しによるコスト削減等について）
　第２次生涯学習推進大綱では、生涯学習施設を利用する市民の増加を目標に掲げており、これまで利用の少なかっ
た層の利用増を目的とした事業等を行っているところである。大綱の前期計画の実施効果を踏まえつつ、開館日・開
館時間等の変更ついては、使用実績による利用実態の調査を行い、今後の生涯学習施設の役割や利用方法など施
設のあり方について検討委員会等を開催し、今後の方針を検討し決定する。

101 27
生涯学習交流
館運営費

・開館日・開館時間の見直
し
・指定管理料の削減（人件
費・光熱水費等）
・施設使用料の見直し

（開館日・開館時間等の見直しによるコスト削減等について）
　第２次生涯学習推進大綱では、生涯学習施設を利用する市民の増加を目標に掲げており、これまで利用の少なかっ
た層の利用増を目的とした事業等を行っているところである。大綱の前期計画の実施効果を踏まえつつ、開館日・開
館時間等の変更ついては、使用実績による利用実態の調査を行い、今後の生涯学習施設の役割や利用方法など施
設のあり方について検討委員会等を開催し、今後の方針を検討し決定する。

102 27
まちづくり推進
事業費補助金

・補助対象事業の明確化
・補助率等の適正化

当該補助金のあり方について関係課と協議しながら、事業内容や要綱整備に向けた検討を行う。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（団員の確保対策について）
毎年度実施
団員確保用に水防団の紹介チラシを各分団に配付
水防演習について、静岡気分への掲載や、報道機関への情報提供、自治会への周知など、その活動を広く周知し
認知度アップを図った

（訓練参加率の向上について）
毎年度実施
前年度３月、当該年度４月、５月の分団長会議での水防演習概要の周知

危機管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（啓発用展示スペースの廃止の検討）
啓発用展示スペースの廃止について継続して検討を実施する

（防災センター機能の拡充等有効活用方法と方針の検討）
防災センターの機能強化について、継続して検討を実施する

危機管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（市税収納率の向上にむけて）
　滞納整理事務スケジュールを実施し、毎月開催する徴収部会等で徴収部門全体のスケジュールの進捗管理を行
うことで、組織的な滞納整理を実施するとともに、毎年度末に滞納整理事務スケジュールの見直しを行っている。こ
のことにより、平成28年度決算では、政令指定都市20市中６位の市税収納率98.06%まで上昇した。
　また、税務組織内の執行体制を見直すことにより、新たな人員増を抑制し、平成28年度に所定内定員から徴収対
策に必要な人員（３人）を確保した。

（先進市の手法の調査・研究について）
　平成28年度に先進市である名古屋市及び川崎市への視察を実施し、現年課税分の徴収強化の重要性を確認し
たことを踏まえ、平成29年度から、主として現年課税分を担当する納税課・清水市税事務所の滞納繰越事案を滞
納対策課へ早期移管することで、現年課税分に対する財産調査や滞納処分の早期着手を実施した。

滞納対策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(各課における売却手続き促進)
H28.9　　移住支援センターへの情報提供依頼
H29.10　各政令指定都市の情報提供手法を確認
H30.7　　広報アドバイザー相談に基づき、市Facebook等の活用やキャッチコピーを検討

(不用財産の売却方法の見直し)
H27.7　　固定資産税評価額の変動率を使用する手法について調査・検討
H28.6～　固定資産税評価額の変動率を使用する手法について各課へ通知し、随時実施。

管財課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

「受益者負担の原則」「一市二制度統一」の実現のため、指摘事項である使用料の見直しを優先し実施した。開館
日・開館時間の見直しについては、今後、施設利用率の増加を踏まえ生涯学習推進審議会において検討してい
く。
（使用料見直し及び施設利用方法一元化について）
H28 生涯学習施設利用検討委員会の開催
H28 市民アンケートの実施
H29 利用者アンケートの実施
H29 生涯学習推進審議会の開催
H30 利用者説明会の開催予定
H31 議案提出予定
H31 新制度開始予定

生涯学習推進課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

「受益者負担の原則」「一市二制度統一」の実現のため、指摘事項である使用料の見直しを優先し実施した。開館
日・開館時間の見直しについては、今後、施設利用率の増加を踏まえ生涯学習推進審議会において検討してい
く。
（使用料見直し及び施設利用方法一元化について）
H28 生涯学習施設利用検討委員会の開催
H28 市民アンケートの実施
H29 利用者アンケートの実施
H29 生涯学習推進審議会の開催
H30 利用者説明会の開催予定
H31 議案提出予定
H31 新制度開始予定

生涯学習推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28　　　 政策法務課・財政課と協議、検討
H29.4.1　施行
H29.4　　各まちづくり推進委員会へ説明

生涯学習推進課
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事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

103 27
女性会館運営
管理（指定管
理事業）

・指定管理業務の見直しと
コスト削減

（指定管理業務の見直しとコスト削減について）
・女性会館相談室運営業務を指定管理業務と一体的に実施することで、市民サービスの向上、業務の効率化を図ると
ともに、業務内容を見直しコスト削減を図る。

104 27
静岡市国際交
流協会補助金

・交付要綱の制定
・自立に向けた支援体制の
見直し

（補助金交付要綱の制定について）
・公益性の高い静岡市国際交流協会が果たすべき役割と補助対象事業を明確化するため、補助金交付要綱を制定
する。

（自立に向けた支援体制の見直しについて）
・国際交流協会が、補助金に依存している現在の脆弱な経営基盤を主体的に見直し、自立に向けた運営体制を構築
するため、他団体との統合に向けた協議を支援していく。

105 27
井川湖対岸交
通運営経費

・効率的な運航方法の検討
・効果的なPR事業の検討
・関係部局との連携
・観光船の有料化

（効率化の検討）
・効率的な運航方法については、地域の意向や関係課の事業と併せて検討すべきであり、改めて関係者と打合せの
場を設ける。ＰＲは、井川・奥大井のパンフレットやホームページに掲載するなど既に実施しているものもあるが「更に効
果的なＰＲが可能か」について今一度検討を行う。
　また、関係部局との連携について、中山間地振興課と観光情報提供やパンフレット作成で連携の実態があるが、近
頃、南アルプスエコパーク関連事業に登録されたため、環境局や観光交流文化局と連携できる事項について模索す
る。

（有料化の検討）
・有料化に起因する利用者減少の懸念に加えて、運賃収入で所要経費（徴収事務委託料や乗船券作成費など）が賄
えない可能性が非常に高い。有料化には経費を賄うことができる利用者数の確保が大前提である。まずは利用を促進
するＰＲや連携が可能であるか検討し、５年程度の利用実績を基に採算が採れると判断できれば、改めて有料化導入
を検討する。

106 27
消費者啓発事
業

・認知度向上のための事業
手法の見直し

（周知方法等の見直しについて)
・消費生活センターの業務内容及び「消費者市民社会」の周知を念頭に置き、消費生活センターの全事業において、
子ども向けの啓発資料にイラストを活用したり、高齢者の啓発資料の文字を大きくするなど、対象に応じたわかりやす
い消費者啓発を実施していく。

107 27
埋蔵文化財発
掘調査事業

・歳入未済の防止策の検討

（歳入未済の防止策の検討）
当事業は、埋蔵文化財を保護しながら民間開発を阻害しないようにするためのもので、民間事業者の負担を極力減ら
すために発掘調査終了時に経費の支払いを求めている。これまで契約を締結し支払いは滞りなく行われているが、支
払い拒否を口にする事業者がいるため、先進地の事例を確認した上で、前払いや部分払い等の導入等を検討し、平
成28年度9月から実施する予定。なお、法第92条は本年4月県から移譲を受けた。法第92条による発掘調査導入は、
民民契約のため歳入未済防止にはなるが、適正な運用を行わないと埋蔵文化財の保護が図れなくなるため、年度内
に適正に運用できるように手引書と協定書を作成する。

108 27
清水みなと祭
り補助金

・補助金交付先における新
たな収入源の確保
・実行委員の人材の発掘と
育成
・経済波及効果調査、アン
ケート調査等による今後の
あり方の検討

（新たな収入源の確保）
・踊り参加料は、H26に＠100を＠500へ増額見直し済み。
　参加料実績／H25；3,300千円、H26；8,351千円、H27；7,852千円
・実行委員会において、花火観覧席の有料化に向けた検討を進める。
（人材の発掘と育成）
・実行委員の口コミによる呼びかけや、SNSを活用したボランティアの募集を図る。
（経済波及効果調査等）
・市において、大道芸ワールドカップなど他の大規模イベントも合わせ、経済波及効果調査を計画的に実施できるよう
に準備を進めていく。

109 27

サッカーのま
ち静岡ＰＲ推
進事業（旧事
業名：サッカー
フレンドシティ
推進事業）

・ホームタウンコーナー、地
域情報誌による周知方法の
見直し
・市外へのＰＲの検討

（ホームタウンコーナー、地域情報誌による周知方法の見直し）
・新たに出前ホームタウンコーナー（直営、貸出：市生涯学習施設や民間公共機関）を検討
・掲載する地域情報誌の検討及び記事等の内容・掲載箇所の検討

（市外へのＰＲの検討）
・清水エスパルスの公式戦ユニフォーム右袖部にホームタウン名『SHIZUOKA』のロゴを掲出
・清水エスパルスのマスコットキャラクターを取り入れた原付ナンバープレート（デザインプレート）を発行
・しずおかリクルート・カフェ(首都圏開催) での清水エスパルスやサッカーのまち静岡のPR（清水エスパルス等に関す
る資料の配布など）
・移住支援センター（東京都千代田区有楽町）での清水エスパルスやサッカーのまち静岡のPR（清水エスパルスグッズ
の設置など）
・観光キャンペーン（横浜、神戸等）の観光案内コーナーでの清水エスパルスやサッカーのまち静岡のPR（清水エスパ
ルスグッズの設置など）
・第11回ふるさと回帰フェア2015での清水エスパルスやサッカーのまち静岡のPR（ユニフォームの着用、清水エスパル
スグッズの設置など）
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（指定管理業務の見直し）
H27.３～H28.２　相談室のあり方について検討
H27.10　女性相談に関する研修会の実施 
H28. ２　方針決定
H28. ６　選定委員会付議
 〃　　　 予算要求
H28. ９　条例改正案上程

男女参画・多文化
共生課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（自立に向けた支援体制の見直し）
H27.4　静岡市国際交流協会あり方検討委員会
～H28 他団体との統合に向けた協議への支援
H29.4　機能強化したうえで独立存続決定
H30.4　所管を観光・国際交流課へ移管
H30.5　静岡市国際交流協会経営計画を策定

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（効率化の検討）
・運航時刻について、地域の旅館・民宿組合から利用しやすい時間帯の検討など意見を取り入れて改訂した。
・葵区役所地域総務課、中山間地振興課、井川自然の家の主催事業に渡船利用を組入れ、相互協力で事業を実
施した。。
・渡船事業のパンフレットを作成してＰＲした。
・利用者数の推移：(H26)2,383人、(H27)3,092人、(H28)3,209人、(H29)3,977人

（有料化の検討）
・H29に渡船の満足度調査を行った。
・回答数221人中、「非常に良い」が94％、「普通」1％、「無回答」5％だった
・利用者増加の検討とアンケート調査を継続する。

井川支所

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（周知の実施)
Ｈ27.10～　くらしの出張教室、ヤングライフセミナーなどの講座や消費生活展の中で、消費生活センターの業務内
容や「消費者市民社会」の周知を図っている。
Ｈ28.３　「リビング静岡」(平成28年3月12日号)へ「消費者市民社会」を周知する記事を掲載。
H28.3～　新たに作成した消費生活センターの業務内容や「消費者市民社会」を啓発するクリアファイルの講座参
加者等への配付を開始し、各家庭に常備してもらっている。

生活安心安全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（歳入未済の防止策の検討）
・平成27年度8～10月 　　　埋蔵文化財発掘調査実施に係る事業者との協定書・契約書書式修正検討
平成27年12月～28年１月　民間調査組織が発掘調査を実施する場合の行政指導手法についてパブリックコメン
　　　　　　　　　　　　　　　　　ト実施
平成28年１月　　　　　　　　　法第92条の手引書・協定書策定
平成28年２月　　　　　　　　　法第92条運用の手引きを業者に周知、運用開始
平成29年３月　　　　　　　　　発掘調査受託費の前払条項を記載した、契約を締結

文化財課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（補助金交付先における新たな収入源の確保）
H27.9～　実行委員会内の総務委員会財務部会を中心に、協賛企業の募集強化及び有料化の導入検討を継続
実施

（実行委員の人材の発掘と育成）
H27.8～　 随時実施

（経済波及効果調査等）
H28. 8　 調査実施

まちは劇場推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

※全てスケジュールどおり実施※

（ホームタウンコーナー、地域情報誌による周知方法の見直し）
　H27.7　　　出前ホームタウンコーナーの貸出検討開始
　H27.12　 　地域情報誌の記事の内容・掲載箇所の検討→H28.３月記事掲載
　H28.4　　　より費用対効果の高い地域情報誌の調査

（市外へのＰＲの検討及び実施）
　H27.6　　　移住支援センター（東京都千代田区有楽町）でのPR
　H27.8　　　清水エスパルスの公式戦ユニフォームに『SHIZUOKA』のロゴ掲出
　H27.8、9　しずおかリクルート・カフェ(首都圏開催) でのPR
　H27.9　　　観光キャンペーン（横浜、神戸等）の観光案内コーナーでのPR
　H27.9　　　第11回ふるさと回帰フェア2015でのPR
　H28.2　　　出前ホームタウンコーナーの実施
　H28.2　　　JR静岡駅北口地下広場のしずチカ情報ポケット及び大型看板でのエスパルス応援展示
　H28.3　　　清水エスパルスのマスコットキャラクター原付ナンバープレート発行

スポーツ交流課

34



番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

110 27

静岡市はいい
ねぇ。キャン
ペーン事業

・事業効果の検証
・新たなＰＲ手法の検討

　シティプロモーション事業の効果について、ターゲットとしている首都圏に対し、本市の認知度がどの程度上がってい
るのか、各事業の貢献度調査等の独自の指標及び調査方法を検討する。
　なお、「まるちゃん音頭」の認知度向上については、H28年度に向け、新たにテレビやラジオ等のメディアを活用した
PRの実施を検討中であるする。

111 27
種目別市民体
育大会

・大会運営方法の見直し

（市体育協会への事務の移管について）
　当事業については、大会運営の実態から、また他の政令市の状況から、市体育協会へ事務の主体を移し、市体育
協会への支援等に変更することを検討する。移管を想定し、Ｈ28年度は事業の実施状況等を市体育協会に視察して
もらう。

112 27
市民ギャラリー
管理運営事業

・施設利用率の維持・向上
に向けた取組検討
・新規利用者の獲得に向け
た取組検討

（施設利用率の維持・向上に向けた取組検討）
閑散期(夏季)の利用率を向上させるため、庁内共有ネットワークに施設の利用案内を掲示し、市民利用を阻害しない
範囲で、庁内各課の利用を促進する。

（新規利用者の獲得に向けた取組検討）
現在、市内小中学校あてに送付している毎月の展示予定表について、配付先の再検討を行う。具体的には、各学校
の美術教諭あてに施設の利用案内と展示予定表をあわせて送付し、学校単位（部活動の展示会等）での利用を促
す。

113 27
三保真崎広場
管理運営

・他の事業とのタイアップに
よる利用促進

（他事業とのタイアップによる利用促進について）
・3次総の「世界から人が集まる三保松原」実現と三保地域の回遊性を促進するため、当グラウンドゴルフ場を三保地域
における観光交流拠点の一つとして位置づけ、他事業とのタイアップ及びより一層の利用促進を検討する。

114 27
海水浴場維持
管理事業

・三保海の家の必要性・活
用方法の検討

（三保海の家の必要性・活用方法の検討について）
・三保海の家を廃止し、既存建物（倉庫部分）を解体する。

115 27
文化財管理事
業

・入館者数の増加に向けた
取組検討
・効果的・効率的な管理運
営方法の検討
・管理運営経費の見直し

（入館者数の増加に向けた取組検討）
（効果的・効率的な管理運営方法の検討）
（管理運営経費の見直し）
 ■文化財建築物５施設の活用について
・所在地域において、街道文化を活かしたまちづくり（街歩きなど）を官民を上げて推進している東海道沿線の３施設
（旧五十嵐邸、お休み処、小池邸 ）は、これらの地域活動や各施設の取組みと連動することで、集客向上策を実施す
る。
・旧マッケンジー住宅（旧Ｍ）及び旧エンバーソン住宅（旧Ｅ）は、建物の耐震性が低く、耐震対策が急務な状況にあ
る。今後、詳細な耐震調査を進め、一般公開の可否について判断する。

116 27
人権擁護委員
会補助金

・組織体系の見直し
・補助金交付先の見直し

（組織体系の見直し）
　静岡地区委員会と協議会の組織体系の見直しについて、他地区委員会や関係市町と協議したが、平成28年度は組
織体系は現体制のままとなった。

（補助金交付先の見直し）
　上記の協議結果を受け、地区委員会及び協議会へ補助金を交付するとともに、両団体の事業について効果検証が
行われるよう見直す。

117 27

障害児放課後
対策レスパイト
事業補助金

・放課後等デイサービス移
行における方向性の検討

(今後の方向性）
・放課後等デイサービス移行について運営団体と協議を行った結果、事業所として運営するための国の基準（法人格
の取得、人員確保）、新たな場所を満たすことができないため、障害福祉サービスへ移行はしない。現状として、重心
児が利用できる放課後等デイサービス事業所は少ないため、利用者が必要とする利用日数を確保することが難しく、
必要な時にサービスを利用できないことがある。重心児を受け入れする放課後等デイサービス不足を解消する「セーフ
ティネット」としてレスパイト事業を位置づけ、団体への補助を継続する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

（イラスト活用）
１つのプロモーション事業が認知度向上にどの位寄与しているかの判断は困難であるが、可能な限り事業効果の
把握に努めた。
Ｈ28.3　新指標として、「地域ブランド調査」を活用（Ｈ28：66位　Ｈ29：44位）
H28.3　インターネットによるちびまる子ちゃん認知度調査を実施（H28：31.7％　H29：39.2％）
H29.2　庁内に名刺・ノベルティの利活用に関する意識調査を実施（すべての課が有効と評価）

（まるちゃんの静岡音頭活用）
H27～28　映画館でのCM上映、商業施設内ビジョンで放映
H28.3　市民への認知度調査を実施（H28：46.9％　H29：47.9％）

広報課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

財源の委譲が困難であることから、移管ではなく委託により実施した。
Ｈ28～　当該事業の市体育協会への委託開始

スポーツ振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H27.９～12　廃止・建物解体に向けた関係所管・地元等調整
H28.4.１　　　条例廃止
H29.１　　　　海の家解体完了

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（入館者数の増加に向けた取組検討）
（効果的・効率的な管理運営方法の検討）
（管理運営経費の見直し）
H26　（旧M・旧E）フィルムコミッションとの連携
H27　（街道）二峠六宿連携事業への協力
H28　（旧E）顕彰事業の開始　
H29　（旧M）耐震診断の実施、耐震計画書作成 
　民間活用（PPP/PFI検討会、事業者への聞き取りの実施）

文化財課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（組織体系の見直し）
　組織体系は現体制のままとした。

（補助金交付先の見直し）
　平成28年４月1日静岡市人権擁護委員協議会事業補助金交付要綱を改正し、地区委員会及び協議会へそれぞ
れ補助金を交付するとともに、両団体の事業についてそれぞれから実施報告書を受領し、効果検証が行われる体
制を整備した。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

○H27～H29
補助金交付
※効果的な事業運営について、実施団体と毎年意見交換会を開催している。

障害者福祉課

(施設利用率の維持・向上に向けた取組検討)
H27.9　　　庁内向け利用案内の掲示実施

(新規利用者の獲得に向けた取組検討)
H27.12　　市内各学校あて利用案内を発送
H28 4～　展示予定表を新規発送先あて配架

(新たな需要開拓による利用率の維持・向上について)
H29.9　　庁内共有ネットワークに利用案内を掲示
　　　　    静岡市HPに利用許可申請書を掲載
H29.10　各団体に施設パンフレット等を送付
　　　　　  本館の展示案内掲示板の改修
H29.12　カルチャースクールにてPR活動を実施
H30.１ 　 ユネスコ協会との共催事業について、H31年度以降実施時期を見直すことを検討
H30.2　　第１展示室の床、壁の改修
　　　　　  公立小中学校の教科会にてPR活動を実施
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評価
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年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

118 27
重度障害児扶
養手当給付金

・支給制度の見直し
・代替サービスへの転換の
検討・見直し

平成26年度の静岡市自立支援協議会で上げられた地域課題の一つに「行動に課題のある人への支援」が挙げられ、
強度行動障害が起こす他害、自傷、虐待への対応や、受入れ施設の不足（＝対応職員の不足）等への対応が求めら
れた。施設への支援及び対応する人材の育成が課題解決策の一つであり、かつ障害者サービス提供の根底を支える
ものであるため、手当支給制度から強度行動障害支援事業への転換を検討していく。

※強度行動障害になりやすいのは、重度・最重度の知的障害があったり、自閉症の特徴が強い「コミュニケーションが
苦手な人」とされている。また、強度行動障害は、資質と不適切な育て方との相互交渉の中で形づくられた状態であ
り、早期からの適切な働きかけをすることで軽減が可能といわれている。

119 27
家族介護慰労
金支給事業

・利用状況や市民ニーズの
検証
・制度の継続性・活用方法
等の見直し

（利用状況や市民ニーズの検証について）
当事業の利用状況は、２３年度３件、２４年度１件、２５年度１件、２６年度２件という実績であった。平成２７年８月時点で
対象となり得る世帯を調査したところ４件であったため、年間４～５件の市民ニーズがあるものと推測される。

（制度の継続性・活用方法等の見直し）
当事業は、介護保険制度の地域支援事業に位置付けられ、その目的は「地域において自立した日常生活を営むため
の支援をすること」である。平成２４年４月６日付けの厚生労働省老健局長通知で事業の円滑実施が改めて求められて
おり、高齢者施策が在宅生活にシフトされていることを踏まえ、所得要件及び家族介護の状況確認方法を含め検討
し、結果を基に平成29年４月から見直し内容を実施していく。

120 27
介護人材確保
推進事業費

・将来推計を基にした事業
展開

・静岡県介護保険課等の関係機関と協議・情報交換を行い、静岡県介護保険事業支援計画における県内介護職員
不足数を活用し、平成37年度における静岡市独自の目標値の設定を行う。
・介護従事者のためのスキルアップ研修等を行う講師と連携を密にし、より効果的な研修となるよう随時対応を行う。

121 27

介護予防普及
啓発事業（一
次）

・一次予防事業の重点化
・事務の一体化の検討

・29年度新総合事業に向けて、1次予防事業の強化を検討中であるので、運動器機能向上委託事業や筋力向上ト
レーニング教室を通じて地域の実情をふまえ効果的・効率的な介護予防の取組を検討する。

・当該事業の内容を見直し、この総点検の対象事業ではない「通所型予防サービス事業」の役割も担わせることにす
る。

122 27
災害時医療対
策事業

・事業実施体制の見直し
・事業費の削減

（事業実施体制の見直しについて）
・事業の実施体制について、危機管理総室及び各区地域総務課と協議を行うとともに、事業の終期について、平成３０
年度を目途に効果を検証し、見直しを行う。

（事業費の削減について）
・報償費については平成30年度に削減額を検討する。

123 27
歯科保健栄養
改善経費

・事業効果継続のための仕
組みづくりの検討

（事業効果継続のための仕組みづくりについて）
当事業の効果が継続できる仕組みをつくるために、既存のデータを収集・分析し、学校保健や子育て関係課との情報
の共有及び協力団体との更なる連携強化を図る。特に歯みがき巡回指導においては全園実施に向け、関係団体や庁
内関係課との会議の場を設け検討・準備をすすめていく。
また、フッ化物洗口事業については、安全かつ効果的な実施とするために、未実施園に対する研修会の実施をしたの
ちに、導入の意向調査を行い希望のあった園については次年度より実施する。

37

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

平成27年度　　・強度行動障害支援事業について、地域における指導的役割を担える拠点を整備するために制
　　　　　　　　　　度を構築し、次年度実施に向け予算を確保した。
平成28年度　　・「強度行動障害支援事業」実施。
　平成26年度　・受給者への実態調査を実施。
　平成2７年度　・「重度心身障害児扶養手当」について、第３次行財政改革前期実施計画で事業の「廃止」「削
　　　　　　　　　　減」「継続」について見直しを行っている。
　　　　　　　　 　・実態調査の結果を踏まえ、制度を継続して事業を実施している。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（制度活用方法等の見直し）
Ｈ２７．９～　所得要件（支給額も含む）の必要性について検討
＜本事業は低所得者を対象としており、他政令市も同様の所得要件としていることから、所得要件は変更しないこと
とした。＞

（家族介護の状況確認方法の検討）
Ｈ２８．８まで　見直し内容の決定
＜これまでの窓口での聞き取りに加え、必要に応じて自宅訪問による状況確認を行うことを決定した。＞
Ｈ２９．４～　見直し内容の実施

高齢者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・静岡市独自の目標値の設定は検討中。
・H29.8　　第１回介護従事者のためのスキルアップ研修
　H29.11　市民向け介護講座
　H30.1　　第２回介護従事者のためのスキルアップ研修
　H30.2　　有資格者のためのスキルアップ研修

介護保険課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

新制度開始にあたって一次予防事業を強化するため、事業の組替えや見直しを行った。
【H27年度中】｢通所型予防サービス事業」を他の事業へ移行した。（要支援、二次予防）

【H28年度中】（事業の整理と実施）
・筋力向上トレーニング事業に代わり、転倒予防を研究テーマとした介護予防教室「地域介護予防活動支援事業」
を実施。しぞーかでん伝体操の普及啓発、インストラクター等の人材養成、オープンスペースの設置、自主グルー
プの地域支援等の強化については、活動定着を図る手法を取入れた計画とした。

【H29年度中】（新総合事業開始）
・「介護予防普及啓発事業」は運動効果を高めるため、運動器機能向上委託事業を１クールの実施回数を増やし
年３クールから年２クールへと見直した。
・「地域介護予防活動支援事業」は研究テーマを体と頭のトレーニングとして教室を実施した。
・しぞ～かでん伝体操の普及啓発、自主グループ地域支援等の強化は、他課普及啓発事業の移管も受け「地域リ
ハビリテーション活動支援事業」を新設。「健康寿命世界一市民チャレンジ事業」として総合計画の重点事業に位
置付け、計画どおり実施した。

地域リハビリテーション
推進センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業実施体制の見直しについて）
・市とNPOとの協働事業として実施している。また、自主防災会からの要望があった場合には、区地域総務課と協力
して実施している。
（事業費の削減について）
・災害時に設置する救護所について、医師会から統廃合の提案がされているが、今後、市民のトリアージや応急救
護の普及啓発は重要となってくることから、事業費の削減は行わないこととする。

保健医療課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業効果継続のための仕組みづくりについて）
H２７．８～９　 関係団体との会議開催
H２７．９～　　 庁内関係課との打ち合わせ
H２７．９　　　　フッ化物洗口に関する研修会の開催
H２７．１０　　　公立こども園のうち洗口未実施園に対する意向調査実施
Ｈ２７．１２～　 フッ化物洗口に関する巡回指導・保護者説明会の実施
Ｈ２７．１２～ 　関係団体との打ち合わせ実施
Ｈ２８．２　　　 契約関係事務準備

事業効果継続のための仕組みづくりとして、関係課及び関係団体との協議を重ね、希望のあった全園において歯
みがき巡回指導を実施できるよう体制を整え、実施園数の増加を図った。
（Ｈ27年度123園⇒Ｈ28年度163園⇒Ｈ29年度156園）
また、巡回指導拡大により、フッ化物洗口未実施園に対する着実な推進を図り、洗口法事業の拡大を図った。
（洗口実施園Ｈ27年度113園⇒Ｈ28年度122園⇒Ｈ29年度125園⇒Ｈ30年度129園）
引き続き、フッ化物洗口未実施園に対し研修会及び巡回指導を実施し、拡大に向けた取組を実施している。

健康づくり推進課
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124 27
むし歯予防事
業

・対象年齢、開催場所等の
見直し

（乳幼児むし歯予防教室の実施について）
今年度中に他政令市の乳幼児期におけるむし歯予防事業実施に関する実態調査を行い、調査結果を精査したうえ
で、事業の実施内容等（対象年齢・利用制限・開催場所等）関係団体と検討を行う。見直し時期については、Ｈ２９年
度を目標とし、Ｈ２９年度予算要求に反映させる。

125 27

動物指導セン
ター運営経費
(経常)

・動物取扱事業者への指
導、ＰＲ等による動物の終
生飼養の徹底

（施設整備）
　清水斎場の移転に伴う動物火葬炉の廃止を受け、増加する清水区内における火葬動物の受入対策が急務となって
いるため、平成28年度中に葵区産女にある動物指導センター火葬炉を修繕し、対応する。
　また、平成28年度から施工予定の隣接する県道拡幅工事との整合性を図りながら、第３次総合計画前期の査定に基
づき平成31年度以降に火葬炉２炉のリニューアルを検討する。

（譲渡事業と終生飼養）
・ホームページをよりわかりやすいものに改善し、犬・猫の譲渡を推進する。
・動物取扱研修会において、販売の際、飼い主に対し終生飼養の意識を啓発するよう注意喚起する。
・更新手続き等の機会を捉え動物取扱業者の事業所に立入し、終生飼養啓発チラシを配布する等し、啓発を図る。

126 27
うつ病・ストレ
ス対策事業

・繁忙時の電話相談の応援
体制の構築検討
・頻回利用者への対応の工
夫
・普及啓発事業の内容見直
し

(限られた開設時間での効果的・効率的な専門電話相談の実施について）
・平成27年度中に他政令市における電話相談事業の実施方法を調査し、平成28年度当初に当該事業の統計から分
析を行い、9月までに曜日・時間帯等効果的な拡充方法を決定し、平成29年度拡充の方向で予算に反映させたい。
・専門職の正規職員は、来所相談やセンター内の電話対応を始め、担当事業に対応しており、さらに専門電話相談の
対応は困難と考えられる。また一回性・匿名性という性質の電話相談への対応は、専門相談員が望ましい。第3次総合
計画に搭載された事業であり、専門相談員による相談体制を拡充し、専門相談の質を維持したい。
・頻回利用者は年々減少しており、引き続き年4回の事例検討会の中で協議し、相談員間の連携と時間短縮を意識し
た対応を強化していく。 

(普及啓発事業の充実について）
・広く市民を対象とした、軽易な内容の講演会（生きる！を支える講演会）は、すでに平成24年度から報償費を中心に
予算削減を図り実施してきた。500人程度の会場で、例年250～450人の参加者があり、今後も予算の中で広く市民に
関心を持っていただける講師と内容を考えて実施していきたい。平成28年1月の講演会実施時に参加者アンケート調
査を行ない、平成28年度当初他政令市等の情報を収集し、それらを参考に所内会議で職員全体で講師を検討し、平
成29年12月～２月に実施する。

127 27
保健所庁舎管
理事業

・庁舎等の現状把握及び修
繕計画の策定

（庁舎や設備の状態の現状把握について）
・施設管理担当職員が定期的に目視による点検を実施し、建物及び設備の劣化状況並びに腐食箇所を確認してい
く。また、今後計画的な修繕を行うにあたり、建築に関する専門的な知識を要するため、関係課及び設備保守点検業
者に相談、点検依頼を行っていく。

（修繕計画の策定）
・庁舎や設備の状態を考慮し、庁舎、設備の耐用年数を参考に修繕計画を策定する。

39

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（乳幼児むし歯予防教室　事業内容の検討について）
H２７．９　　　　　 関係団体との協議　実施
H２７．１０～１１　 他政令指定都市への照会　実施　
Ｈ２７．１１～　　　調査結果精査
H２８．～９　　　　関係団体との協議

事業を委託する２つの歯科医師会と協議した結果、「継続実施」と「中止」の２つの意見により協議がまとまらず、最
終的に現行の事業をそのまま継続する形となったが、地域でのかかりつけ歯科による定期歯科受診定着に向け、
両団体に委託する事業が、かかりつけ歯科受診のためのきっかけづくりとなるよう、参加者への歯科医療機関受診
勧奨を徹底するよう依頼した。
なお、3歳児健診時の問診による調査では、定期歯科健診受診が増加傾向にあり、事業実施時の受診勧奨効果と
して評価しているが、由比・蒲原地域在住者のむし歯有病者が他の地域に比べ多いことを考慮し、引き続き地域性
を考慮した事業内容を両団体と定期的に協議検討し、課題解決に向けた事業展開を図る。

健康づくり推進課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（施設整備）
２基の火葬炉は、アセットマネジメントにより平成50年度まで修繕整備で対応することに決定した。

（譲渡事業と終生飼養）
犬・猫の譲渡事業はホームページの改善等により周知を図っている。
動物取扱業者には講習会や立入り時に啓発を行っている。

動物指導センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(電話相談事業）
H27.10　　　 28年度当初予算要求に向けて準備を進めるものの、財源確保困難により断念
H28.1～3 　電話相談実施状況調査　
H28.4～7 　H27年度当該事業統計　
H28.10　　　H29年度当初予算要求するも現状維持 

(普及啓発事業）
H28.１　　　講演会･アンケート実施
H28.2　　　 アンケート分析
H28.6～7　講師の検討･選定　周知方法検討・実施　日程･会場決定　
H29.1　　　講演会・アンケート実施
H29.2　　　アンケート分析

こころの健康センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（庁舎や設備の状態の現状把握について）
H28.７　　　　設備課と協議
H28.10 　　　設備課による劣化調査の実施
H29.3　　　　調査結果報告書「保全概要書」を受領
H29年度中  設備保守点検業者と協議
　　　　　　　　設備更新及び部品交換等に要する費用 の見積徴取

（修繕計画の策定及び実施）
H30.５　「保健所中規模改修計画（H31～ H38）」を策定
H30.６　第４次総合計画前期実施計画ハード
 事業登載予定事業に伴う関係課協議
　アセット関連事業（外壁、屋根）及び　空調設備更新事業

保健予防課
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評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

129 27

精神障害者ス
ポーツ振興事
業

・県や他競技との大会同時
開催による経費削減等の検
討

（代表選考会について）
・卓球等のオープン競技が正式種目になる際は、選考会の開催の要否の検討や開催時の経費削減を図る。

130 27
児童施設維持
管理業務

・児童遊園施設の見直し
・簡易児童館の継続性の検
討

・児童遊園については、設置の経緯等を調査のうえ、公園としての位置付けが可能か、公園所管課と協議する。

・簡易児童館については、設置経緯や地域の利用状況も関係することから、地元の状況を踏まえ町内会・自治会と廃
止や転用に向け検討していく。

131 27
認可外保育所
運営事業

・認可外保育所の自立促進
による認可保育所移行に向
けた取組

（認可保育所への移行について）
・認可外保育所の認可保育所への移行を促す。
・認可保育所の整備状況、待機児童の状況、認可外保育所の利用状況等を勘案し、平成30年度を目途に事業の方
向性についての検討を行う。（局として、平成30年度を目途に年間待機児童ゼロを目標としている。）

132 27
認証保育所運
営事業

・認証保育所の自立促進に
よる認可保育所移行に向け
た取組

（認可保育所への移行について）
・認証保育所の認可保育所への移行を促し、現在事業対象となっている１園については、平成30年度目途に認可保
育所に移行させる。
・認可保育所の整備状況、待機児童の状況、認可外保育所の利用状況等を勘案し、平成30年度を目途に事業の方
向性についての検討を行う。（局として、平成30年度を目途に年間待機児童ゼロを目標としている。）

133 27

清水産業・情
報プラザ管理
運営経費

・利用料金併用制への移行
による利用率・利用者増加
及び指定管理料の削減
・アセットマネジメントを踏ま
えた施設の方向性の検討

　利用料金併用制については、（産学交流センターとの指定管理一本化も検討しているので）、適切な時期に導入して
いく。
　産業支援施設の在り方については、統合等も含め、施設の位置付と方向性について検討を進める。

134 27

産学交流セン
ター管理運営
経費

・利用料金併用制への移行
による利用率・利用者増加
及び指定管理料の削減
・アセットマネジメントを踏ま
えた施設の方向性の検討

利用料金併用制については、次期指定管理更新時導入に向け検討していく。
　産業支援施設の在り方については、統合等も含め、施設の位置付と方向性について検討を進める。

135 27

静岡市茶業振
興協議会負担
金

・急須プレゼント事業の検
証・見直し
・効果的なＰＲ事業等の検
討

（急須プレゼント事業の検証・見直しについて）
・当事業は、静岡市茶業振興協議会により事業を実施していることから、検証・見直し方針について当会の事務局会
議及び委員に諮り、承認を得る必要がある。

（効果的なＰＲ事業等の検討について）
・当該事業が茶振協事業費全体に占める割合は高い。プレゼントの交換率は年々上昇しているものの、継続的使用に
よるお茶の消費拡大に寄与しているかどうか、アンケート調査を実施する等、検証・見直しの具体策を、当会の各会議
に検証・見直し内容を諮り承認を得ることとする。

136 27
農業共済事業
負担金

・負担金額の適正化

（負担金額の適正化について）
算出基礎の要素のうち、各自治体の財政規模については、共済事業と直接関係のない要素であるため、以前から算
出基礎に占める財政規模の割合を下げるよう共済組合に対して要望している。今後も負担金額等について検討する
場である静岡県中部農業共済事業運営検討協議会において要望していく。

（アクションプラン登載事業の結果公表について）
・アクションプラン登録事業の2７年度実績を４月に関係機関に照会し、その結果を6月までにとりまとめ、8月にホーム
ページに掲載し市民にわかりやすく公表していく。

（食の安心・安全に関する情報提供について）
・27年度実施の講座等の受講者アンケートの結果を28年３月に集計し、28年度の講座に結果を反映することにより内
容をさらに充実させていく。

（食の安全教室について）
・今年度は、既に予定が決まっているため、28年3月に学校教育課と協議し、来年度以降、3区の実施校差を減少させ
ていく。

（食品表示モニターについて）
・表示モニターの実施方法について、今年度は既に委嘱済みであることから、28年3月に今年度の課題等を検討し来
年度の募集内容に反映させていく。

27
食の安全対策
推進事業

128

・アクションプランの効果的
な活用
・食の安心・安全に関する
知識の浸透に向けた取組
継続
・「食の安全教室」の実施校
数の各区均衡化
・食品表示モニターの実施
方法見直し
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

（アクションプラン登載事業の結果公表について）
Ｈ２８．６　平成27年度実施事業のとりまとめ
Ｈ２８．８　平成27年度実施事業の成果をホームページに掲載
　　　　　　食の安心・安全意見交換会(web会議)において事業の評価をしていただき、見直しの検討に活用し
　　　　　　た。
　　　　　　毎年、結果の公表および評価を行っており、アクションプラン登録事業は順調に実施済みである。

（食の安心・安全に関する情報提供について）
Ｈ２７．４～　講習会後のアンケートの実施
アンケート結果を受け、随時、最新トピックスを追加している。

（食の安全教室）
Ｈ２８．３　各学校へ直接「食の安全教室」の募集を行い、周知に努めた。
H29年度末には全校に食の安全読本を配布し、周知に努めた。平成27年度と比較し、3区の実施校差は減少して
いる。

（食品表示モニターについて）
Ｈ２８．３　表示モニター募集要項の検討
Ｈ２８．４　表示モニター募集
Ｈ２８．６　表示モニター委嘱
委嘱人数を増やす検討を行ったが、現状では難しいとの結論に至った。表示についての講習会等を行うほうが、広
く市民に適切な食品表示を学んでもらうことができるため、講習会にシフトしていく方向でさらに検討している。
Ｈ２９　　　 食の安全講習会「食品の表示について～食品の表示で変わったこと」実施

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

現時点においては、開催都市によってオープン競技の種目がまちまちで、新たな正式種目が追加されていない状
況。しかし、正式種目が追加される際には選考に係る経費削減を図る。

精神保健福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・児童遊園について、公園関係課と協議の結果、現状のまま管理していくこととなった。
・簡易児童館については、設置経緯や地域の利用状況、放課後児童クラブ利用も関係することから、地元の状況を
踏まえ町内会・自治会と廃止や転用に向け検討した。

子ども未来課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（認可保育所への移行について）
・認可外保育所の認可保育所への移行を促した。（評価時点→新制度施行後７園認可へ移行）
・施設整備や企業主導型保育事業（H28.4～）の普及により保育の受け皿が増えたことから平成30年4月待機児童
ゼロを達成した。

幼保支援課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

※H29事業廃止
（認可保育所への移行について）
・評価時点、事業対象となっていた１園は平成28年9月認可保育所に移行済

幼保支援課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

利用率の向上・利用者数の増加を図るため、平成30年度より利用料金併用制を導入。また、指定管理者について
は、当該施設及び静岡市産学交流センターの効果的かつ効率的な運営を行うため、同一の指定管理者による一
括管理とした。

産業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

利用率の向上・利用者数の増加を図るため、平成30年度より利用料金併用制を導入。また、指定管理者について
は、当該施設及び静岡市清水産業・情報プラザの効果的かつ効率的な運営を行うため、同一の指定管理者による
一括管理とした。

産業政策課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

平成28年４月、茶業振興協議会において、事業効果の検証・見直しについて協議した結果、現状どおり実施するこ
ととなった。

農業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

負担金額については、運営検討協議会の主管課長会議において、３年間一定額として決定し、３年ごとに見直しを
行っている（平成23年度に24～26年度分、平成26年度に27～29年度分を決定している。）が、毎年２～３回開催さ
れている主管課長会議の中で、次回の見直しに向けて、負担金額の適正化や農業に関連のある一般要素を算出
基礎とすべきである旨を要望している。

農業政策課

食品衛生課
①

改善に向けた取組を
予定どおりに実施
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137 27
静岡市ブラン
ド認証事業

・事業の効果検証を踏まえ
た実施方法の見直し
・将来的なビジョンの策定

(事業の効果検証を踏まえた実施方法の見直し)
　現状、前年度の新規取扱店舗数や販売実績を事業者から報告してもらっており、認証の効果について一部測定はし
ているところだが、今後はより効果的な事業実施となるよう、各事業者に対し、アンケートを実施し、事業効果を検証す
る。
　また、認証基準について、販路拡大に支障となる要因がないことを盛り込む等、事業目的が円滑に達成できるよう見
直しを図る。

（将来的なビジョン）
　H29年度からの認証再開に向け、先のアンケートによる検証に加え、他の施策やシティプロモーションとの連携を強
化した認証事業の在り方を検討する。

138 27

大規模展示会
出展等支援事
業補助金

・申請方法の見直し
・補助上限額の見直し

(申請方法の見直し）
平成26年度に政策法務課と申請方法の見直し（申請時期を上期・下期に分け、展示会開催の多い上期に予算を多く
配分する案）について協議をしたが、課題が多く、今年度実施に至らなかった経緯がある。今後、補助上限の見直しと
併せ、検討課題としていく。

（申請方法と補助額の見直し）
受付期間を上期・下期で設定し、申請者で按分して補助をする。

139 27

しずおかリク
ルート・カフェ
開催（市内開
催分）

・効果的な事業手法の検
討・見直し

（事業内容の拡充について）
・県内企業の４割が採用計画を満たせていない中、学生に対する企業の情報発信をさらに拡充する必要がある。契
約・執行を一本化し、これまで以上に学生・企業のニーズに対応した事業展開を行う。（時期・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施企業の
参加・内容の拡充等）

（事業の将来ビジョンについて）
・本事業と首都圏版ｶﾌｪ、首都圏ｲﾝﾀｰﾝ事業の契約･執行を一本化し、企業の複数事業参加による相乗効果を狙うほ
か、企業に改善点ﾋｱﾘﾝｸﾞを行い、次年度以降につなげる。
・地域の就職ｲﾍﾞﾝﾄｽｹｼﾞｭｰﾙ全体における本事業の位置づけを精査し、全体として地域企業と学生のﾏｯﾁﾝｸﾞに確実
につながるよう、他団体とも連携して内容充実を図る。

140 27
駿府秋のわく
わく祭補助金

・運営方法の見直し
（景品の把握及び適正な処理について）
 景品については、市の補助対象のあり方に鑑み、当選者に渡った景品のみを補助対象とし、余剰分（事務局残り分）
は補助対象外とすることを実行委員会事務局と協議し、今年度から実施する。

141 27

静岡県国際経
済振興会補助
金

・補助事業の成果の把握・
検証
・補助金額の検討

(補助事業の成果の把握・検証）
　平成26年度の相談件数254件に対し、市内企業の相談は98件、全体の38.6%であった。これらの相談は東南アジア、
アメリカ、中国等への技術提携や代理店、加工業者の選定等、広範多岐に及び、その結果も現地提携先の確保に繋
がる等、市内企業の海外進出を支援するにあたり必要な事業であるため、今後も継続支援していく。
　なお、継続支援にあたっては、平成27年度の市内企業の活用状況等を把握・検証するとともに、静岡県及び県内17
市の意向確認等を踏まえながら補助金額の妥当性について検討する。あわせて、当該法人の事業内容を鑑みると、
今後、当該事業の所管替えについても検討課題としたい。

(補助金額の検討）
　事業評価にも記載されたとおり、市内企業の海外進出を支援するうえで、当該法人が行う事業の必要性は益々高ま
るものであるが、平成22年度以降、各市の産業構造や人口などに基づいて算出される補助金額の見直しが行われて
いないことから、市内企業の活用状況等の検証を行いながら見直しの検討を進める。

142 27

清水港マグロ
まつり開催費
助成

・事業の効果検証の実施
・新たな自主財源の確保に
よる事業の自立化と補助金
額の削減

(事業の効果検証の実施）
　事業のより効果的な検証を行う手段として、会場内で実施するアンケート項目の見直しを図り、その結果を実行委員
会とともに平成28年１月までに検証し、その検証結果を今後の予算要求に反映させていく。

(新たな自主財源の確保による事業の自立化と補助金額の削減）
　事務局の民間移行後、３年間の事業効果を検証する中で、当補助金の目的でもある「まぐろのまち静岡」の認知度向
上を図るための官民連携による役割を明確化するとともに、自主財源の確保等、自立に向けた取組を促しながら、本
事業の成果が清水港の振興及び地域経済へのさらなる波及に繋がるよう支援を進める。

143 27 業務管理事業 ・情報発信方法の構築
（情報発信方法の構築）
　市場の独自ホームページの廃止に伴う代替え手段として、市ホームページ内に新たに市場のページを立ち上げる
他、静岡市中央卸売市場協力会や他課との連携事業等を模索していく中で、有効な情報発信方法の構築を図る。

144 27

潮害防備保安
林整備事業補
助金

・補助対象事業の明確化
・補助率等の明確化

（補助対象事業の明確化について）
（補助率等の明確化について）
・自治会・町内会の所有する保安林の適切な管理・保全を奨励し、地区住民の安全意識を高めるため、要綱を策定
し、補助対象事業、補助率等を明確化する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業の効果検証を踏まえた実施方法）
H27.8～H28.3　事業者ヒアリング実施

（将来的なビジョン）
H28.５～12　　　静岡市ブランド認証専門委員会において検討（市民を巻き込みブランド認知度の向上を図るス
　　　　　　　　　　　キーム構築）
H29.４～　　　　　しずおか葵プレミアム・アワードとして認証事業再開

産業振興課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（申請方法の見直し）
H28.10～12　 制度の段階的再構築検討
H28.２～３　　　要綱改正　
H28.４　 　　　　申請受付期間を上期と下期に分けた運用を開始

（補助額の見直し）
H28.10～12　制度の段階的再構築検討
H29.２～3　　 要綱改正
H29.４　　　　　補助金利用回数に応じた限度額の引下げを導入

産業振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(事業内容の拡充について）
Ｈ28.11　　補正予算～　Ｈ30までの３年間を重点期間とし、静岡商工会議所と連携のもと、若者向け・企業向けの
　　　　　　　支援を両輪で行っている。
　　　　　　　若者向けの支援：若者と市内企業で活躍する先輩社会人との交流機会の提供等を通じて、市内企業
　　　　　　　の情報が行き届いていない若者に対する効果的な情報提供を実施
　　　　　　　企業向けの支援：セミナーの開催や求人広告の掲載による実践を通じた求人・採用力強化の実施
Ｈ29.4～　市内版、首都圏版事業の契約・執行の一本化

（事業の将来ビジョンについて）
・就活スケジュールの短期化に伴い、若者が十分な企業研究を行えない状況を踏まえ、就活生をメインターゲットと
した事業ではなく、就活前の早期段階でのアプローチを強化していく。
Ｈ30～　　高校生など早期からのキャリア形成支援を実施

商業労政課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（景品の把握及び適正な処理について）
H27～　景品の必要数が確定してから発注をすることで、余剰分が発生しない仕組みとした。

商業労政課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(補助事業の成果の把握・検証）
H28年度に把握・検証
Ｈ27年度の活用状況の把握・検証
相談件数：464件/42.2％（市内企業196件）
Ｈ26年度より大幅に相談件数が増加していることから、効果は十分得られている。

(補助金額の検討）
Ｈ28年度に検討
当該事業における市内企業の活用状況や静岡県及び県内各市の意向（現状維持）から、当市単独によるこれ以上
の補助金の減額は困難と判断。

海洋文化都市推進本
部

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

○（来場者アンケート調査）
H29.７～9　アンケートの検討
H29.10　　　清水港マグロまつり2017開催
H29.10　　　アンケート調査の実施
H29.10　　　平成30年度当初予算要求
H29.12　　　アンケート他集約結果納品

（実行委員会事務局と事業効果の検証）
H30.４　　　　事業効果検証の反映検討

海洋文化都市推進本
部

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

市ＨＰ内の市場ページ立ち上げは完了。
また協力会、他課とは料理教室や市場見学で連携を図りつつ情報発信を行っている。

中央卸売市場

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（補助対象事業の明確化について）
（補助率等の明確化について）
H27年10月　要綱案の作成
　〃　　　　　　H28年度予算要求
H28年 ４月　要綱の策定及び事業の開始

治山林道課
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145 27
種苗放流事業
費補助金

・自立促進に向けた取組

（漁協への指導について）
・清水漁協に対し、今後の種苗等放流事業に関する中期計画を策定し、市の補助金の増減に関わらず必要な事業費
を確保するよう指導を行う。

（見直し内容）
・清水漁業共同組合では放流事業中期計画（Ｈ２８～Ｈ３２）を策定し、平成２８年度から放流事業を実施する。

146 27

中山間地移住
促進事業費
（移住促進）

・「空き家情報バンク」への
空き土地等の情報の掲載
可否検討
・移住世帯を対象とした調
査の実施
・地域団体が実施した移住
促進事業の事例紹介及び
地域住民の活動促進
・関係課等と連携した市外・
県外に向けたＰＲ活動の強
化

（「空き家情報バンク」への空き土地等の情報の掲載について）
・移住希望者からは農地を借りたいという需要はあるが、住宅建設用の土地（宅地）を借りたいとの需要は確認できてい
ない。今後、移住者に対してのアンケート調査にて需要の調査を実施し、需要が認められれば空き土地等の情報の掲
載とその方法について検討する。

（移住世帯を対象とした調査の実施について）
・現在も集落支援員等により移住後の簡易な調査は実施しているところであるが、平成27年度に交付を開始する「中山
間地域移住奨励金」の交付要綱内の交付条件に「市が実施する調査には可能な限り協力すること」の一文を加えるこ
とで、交付対象者へのアンケート調査を実施しやすくする。また、交付対象者には随時アンケート調査を実施する。

（地域団体が実施した移住促進事業の事例紹介及び地域住民の活動促進について）
・各地域の主となって活動している人に対しては、事例を紹介し活動促進に努めている。平成27年度は活動地区が２
地区に拡大し、平成28年度はさらに１団体が取り組もうとしている。今後もさらなる地域主導の移住促進事業を働きかけ
ていく。

（関係課等と連携した市外・県外に向けたＰＲ活動の強化について）
・企画課人口減少対策室が開催する移住セミナー（東京有楽町）に出展している。今後も引き続き連携して事業を進め
ていく。

147 27

リバウェル井
川スキー場管
理運営経費

・冬季の運営方法の再検討
・春夏に開催するイベント内
容の改善

（冬季における運営方法について）
・子ども（未就学児～小学生）をターゲットとし、「初めて雪に触れる」「雪と遊ぶ」ことを目的とした雪遊びパーク等の整
備を検討する
・ファミリー中心としたスキーゲレンデと別に、中～上級者向けのスノーパークを整備し新たな利用者層の獲得を図る。
・アセットマネジメント結果を反映しつつ今後の運営方法を検討する。

（春～秋季における運営方法の改善・イベントの見直しについて）
・スキー場全体を周遊する自転車コースの整備を実施し、現在運営中の「夏スキー」以外の来場者の増加を図る。ま
た、近隣の南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家と連携し、グループ合宿等の受入を増加させる。
・各種イベントの見直しを行い、地域の特性やスキー場ならではのイベント（雪合戦等）を開催する。

148 27
農道等維持管
理費

・農道等の早急な現状把握
・効率的な管理計画の策定

（農道等の早急な現状把握について）
・農業用施設は農業上の利用のために整備したものであるため、今後適切な維持管理を図る上では、現状の農業上
の利用実態を把握する必要がある。
・農道台帳の整備を進めるとともに、農道施設のうち15ｍ未満の橋梁が把握されていないため、逐次把握を行ってい
く。
（アセット・マネージメントの手法を踏まえた効率的な管理計画の策定について）
・農業用施設の重要度に応じたランク付けを行い、それに基づく維持管理計画を策定していく。
・市が行うべき維持管理、受益者が行うべき維持管理を明らかにし、それに応じた予算対応を図っていく。

149 27
草薙駅前駐車
場管理経費

・公共駐車場の必要性の検
討

（公共駐車場の必要性の検討）
・平成27･28年度のアセットマネジメント2次評価の結果に基づき、駅周辺整備完了後の駅周辺の土地利用状況、周辺
駐車場利用状況を踏まえて、必要性の検討を行う。

150 27
自転車等駐車
場管理経費

・社会実験の検証結果を踏
まえた指定管理者制度へ
の移行

（公共駐輪場の運営形態）
・平成27･28年度のアセットマネジメント2次評価の結果に基づき、今後の公共駐輪場の運営形態を検討し、取り組みを
進めていく。
・運営形態の変更にあたっては、社会実験の検証結果を踏まえ、付加価値サービスの導入を検討する。

151 27
街区公園整備
事業

・繰越を生じさせないため
の対応策の検討

（繰越を生じないための対策）
・事業の計画にあたっては、地権者との用地交渉に早期に取り掛かれるよう、計画段階から計画部門と整備部門が連
携し、情報共有を図っていく。
・予算要求や、地権者との交渉においては、それぞれのタイミングで更なる情報共有を図り、計画部門と整備部門が一
体となって事業を進め、全ての事業の年度内の完了を目指す。
・地権者との交渉・地権者への説明の仕方などについては、職員のノウハウ蓄積や専門性・説明能力の向上を図って
いく。

45

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（漁協への指導）
Ｈ27. 9　漁協への指導、助言

（種苗等放流事業の中期計画の策定、事業費の確保）
H27.9　放流中期計画の提出
　補助金要望書の提出

水産漁港課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(「空き家情報バンク」への空き土地等の情報掲載について)
地域団体及び移住者への調査で、空き土地の需要が確認できなかったことから掲載を行っていない。地域団体等
から最も需要があったものは、「改修不要の空き家」であったため、今後も継続してバンクへの掲載について、地域
に説明等実施し、登録件数の増加に努める。

（移住世帯を対象とした調査の実施）
・H27.10　中山間地域移住報奨金交付要綱作成
・H30.１　アンケート調査開始
・H30.２　アンケート調査結果の分析

（移住促進事業の活動促進）
・随時　地域住民への説明
（関係課等と連携したＰＲ活動）
・随時　移住セミナーへの出展、空き家情報バンクに係る情報交換

（その他）
地域での積極的な活動等から調査実施時と大きく状況が変わり、本市においても移住者が増加傾向にある。平成
30年度からは、住宅改修補助の対象地域拡大も行い、移住者獲得に努める。

中山間地振興課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（冬季における運営方法について）
①スキー場の利用対象を子ども（未就学～小学生）にターゲットとし集客数増加を図るための施策を実施した。
・小学生にリフト利用券の無料配布
・静岡デザイン専門学校にポスターの作成を依頼
②中上級者向けのスノーパークの整備については、年々降雪量が減少しており、既存降雪機の性能から新たなス
ノーパークの整備は困難であるため廃止した。
 【H29年度冬季実績】8,759人 平成26年度比　12％増

（春～秋季における運営方法の改善・イベントの見直しについて）
・近隣の井川自然の家と各種イベント情報の共有を図り集客向上を図った。
　高山植物のヤナギラン祭り開催
　広大な斜面を利用した大流しそうめん開催
・スキー場全体を周遊する自転車コースについては整備継続実施　
 H3１.11中旬　コース整備 H3２. ４下旬 運用開始
【H29年度春～秋季実績】8,292人 平成26年度比　20％増

中山間地振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（農道等の早急な現状把握について）
H27.9　　農道台帳作成業務　発注
H27.10　静岡市農道橋既存資料整理業務委託　発注

（アセット・マネージメントの手法を踏まえた効率的な管理計画の策定について）
・農道台帳に記載されている農道について分類整理の実施。

農地整備課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・H29年度に、周辺の駐車状況を調査し、草薙駅前駐車場の今後のあり方について、廃止を含め検討していく。 交通政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・公共駐輪場の運営形態について、新たな手法(都市再生推進法人による維持管理など)を含めて、検討を進めて
いる。

交通政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・事業計画時、予算要求時には、計画部門と整備部門が連携を図り、事業が円滑に進むように情報共有を行って
いる。
・地権者との交渉については、ベテラン職員と若手職員がペアを組み、説明能力の向上を図っている。

公園整備課
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152 27

小動物死体収
集運搬・焼却
処理業務（清
水区）

・清水斎場再整備に伴う処
理体制の見直し

(3区一括化の可能性検討）
　清水斎場の再整備（平成29年度に隣接地にて供用開始予定）に伴い、同施設内にある小動物慰霊焼却施設が廃止
されることを考慮し、葵区・駿河区・清水区の業務の流れを統一化することにより、委託業務の合理化を図る。
　現在、当課・廃棄物処理課・動物指導センター3課で所管している関連業務について再度所管の検討をし、市民に
分かりやすい受付体制を作る。

153 27

小動物死体収
集運搬・焼却
処理業務（葵
区、駿河区）

・清水斎場再整備に伴う処
理体制の見直し

(3区一括化の可能性検討）
　清水斎場の再整備（平成29年度に隣接地にて供用開始予定）に伴い、同施設内にある小動物慰霊焼却施設が廃止
されることを考慮し、葵区・駿河区・清水区の業務の流れを統一化することにより、委託業務の合理化を図る。
　現在、当課・廃棄物処理課・動物指導センター3課で所管している関連業務について再度所管の検討をし、市民に
分かりやすい受付体制を作る。

154 27

境界確定事務
(市道認定等
事務費）

・デジタル化による効果検
証
・外部委託に対する費用対
効果の検証

（境界確定資料のデジタル化による効果の検証）
・境界確定資料のデジタル化の効果は、全市の資料提供が静岡庁舎と清水庁舎の両課窓口で扱え、資料検索の時
間が概ね1/3に短縮になるなど市民の利便性が向上する。また、既存の道路台帳システムに機能追加することから新
たなメンテナンス費用は不要で現行の保守費用は削減となる。システム運用はH28年度から実施したい。

（外部委託に対する費用対効果の検証）
・境界確定事務の外部委託の効果は、境界確定に至る時間の短縮や立会日の設定が閉庁日も可能になるなどの市
民サービス向上ができ、立会業務等の事務効率化が可能となっている。現在は僅かな委託量であることから人件費の
削減に結びついていないが、効果が伴う委託件数を実施することにより平成30年度から正規職員1名を削減していく。

155 27

地域環境整備
事業
（道路管理事
業費（市道
等））

・事業の統合

当事業費は、道路幅員４ｍ未満の市道や法定外道路の維持管理に執行されている。道路施設の老朽化が進む中、市
民にとって市が管理する道路は幅員による区別はなく、各道路整備課では日々、多くの補修に係る通報をいただいて
いる。現在の対応では、職員が現地にて応急処置を施すと同時に道路台帳や国有財産特定図面により幅員や道路種
別を確認し、当事業費の執行可能額を確認した後、建設業者への補修指示を行っている。しかし、他の道路維持費と
統合すれば、幅員の確認などの、職員による初期対応を省略することができる。これにより、事務の簡素化が図られ、こ
れまで以上にスピード感のある対応が可能になることから、効果として損傷の拡大や管理瑕疵事故の発生を防止し市
民サービスの向上を図ることが期待できるため、柔軟な予算対応について取り組んで行く。

156 27
スクールカウン
セリング事業

・教育相談員のニーズの把
握
・派遣基準の見直し

教育相談員の配置基準を、文部科学省が実施する『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』の
結果を主軸として、各校におけるいじめ、不登校、その他の問題行動の実情に応じた配置となるよう検討する。
その上で、過去３年間の別室登校・不登校の生徒数をもとにした配置基準に改める。

（研究発表会の参加について）
　研究開発指定校および研修指定校の発表会日時については、できるだけ早く決定して各校に通知し、計画的に参
加できるようにする。また、校長会をはじめ、研修主任会、教育課程編成説明会、授業改善だより等で周知をはかる。

（研究結果の共有方法について）
　「研究のまとめ」を各校に配付する。研修主任会や次年度の計画訪問等で各校に研究の成果を踏まえた指導をして
いく。研究結果のデータベース化については、教育センターと連携し、ホームページ上で情報を公開するよう調整す
る。

（研修にかかる旅費について）
　現在は、県で決定された予算を教職員課において調整し、配分している。H29年度の権限移譲時に、旅費と参加費
を連動させ、費用をより効果的に活用できるよう調整する。

157 27
教育研究推進
事業

・研究結果の共有方法の検
討
・研修に係る旅費の配分方
法の見直し
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（清水斎場再整備に伴う処理体制の見直し）
清水斎場の再整備に伴う小動物死体の収集運搬・焼却処理については、H29より、収集業務課が収集運搬を、動
物指導センターが焼却処理（火葬）を分担し運営している。
清水斎場に持ち込まれた愛玩動物の死体の動物指導センターまでの運搬業務を、収集業務課所管の委託業務
（清水区）に組み入れ、業務の効率化を図った。
※焼却処理（火葬）は、動物指導センターの処理施設に一元化

H29.4　清水区内の路上等の小動物死体の動物指導センターへの運搬を開始。

収集業務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（清水斎場再整備に伴う処理体制の見直し）
清水斎場の再整備に伴う小動物死体の収集運搬・焼却処理については、H29より、収集業務課が収集運搬を、動
物指導センターが焼却処理（火葬）を分担し運営している。
清水斎場に持ち込まれた愛玩動物の死体の動物指導センターまでの運搬業務を、収集業務課所管の委託業務
（清水区）に組み入れ、業務の効率化を図った。
※焼却処理（火葬）は、動物指導センターの処理施設に一元化

H29.4　清水区内の路上等の小動物死体の動物指導センターへの運搬を開始。

収集業務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（境界確定資料デジタル化）
H28. 4　　新システムの運用開始

（一部業務の外部委託）
H27. 10　H28年度当初予算の増額要求
H30. 4　　正規職員１名減

土木管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

平成28年3月に「地域環境整備費における今後の取扱いについて（通知）」を道路部内へ通知し、市道においては
道路幅員に関係なく整備費用を予算計上し、赤道（法定外公共物）においては、維持管理費を２目道路維持費に
組替し、6目地域環境整備費を廃止することで、従前よりも事業内容に沿った予算執行を行い、事務の簡素化を
図った。

道路保全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ27.9　　『児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査』の結果をもとに新たな配置基準を検討
Ｈ27.10　各校における教育相談員の配置日数の増減決定（一律週３日を週４日～１日に）
Ｈ28.４　　事業の開始

児童生徒支援課

（変更事項）
平成34年度スタートの小中一貫教育を推進していくため、研修指定校をなくし、研究開発指定校に一本化。小中一
貫の先駆的な実践研究を行うグループ校（小中一貫を推進する中学校を中心とした小学校と中学校のグループ）
を研究会開発指定とした。

（研究発表会の参加について）
平成31年度の研究発表会の日時については、早く決定して各学校へ通知を通し周知を図っていく。

（研究結果の共有方法について）
グループ校ごとの小中一貫教育の取組例をホームページやリーフレット等で紹介している。研究発表結果におい
てもホームページ等で公開する。

（研修にかかる旅費について）
H29年度の権限移譲時には、旅費と参加費の調整が困難でできなかったが、引き続き教職員課と調整していく。

（研究結果の共有方法について）
H28.３　　　平成27年度の研究結果をホームページ上で公開

（研修に係る旅費の配分方法の見直し）
Ｈ27.12～ 教育委員会内での権限移譲関連の打合せ
Ｈ28.４　　　学校教育課から各校へ配当額の通知・活用方法の説明
　　　　　　　学校から学校教育課へ教育研究年間執行計画を提出・各校の計画を学校教育課において把握。事業
　　　　　　　の継続実施
Ｈ28.６　　　教職員課において旅費の調整
Ｈ28.10 　　権限移譲後における各校への配分方法の検討
Ｈ29.４ 　　 事業の開始

学校教育課
②

スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

158 27
学校図書館教
育推進事業

・事業効果の測定・分析
・学校司書の取組内容の共
有方法の検討

（事業の効果の検証）
　各学校の司書教諭・学校図書館担当者、学校司書を対象に実施していた学校図書館利用実績記録の内容を見直
し、事業の効果の測定や課題の検証を行う。

（取組の水準維持について）
　学校図書館で行っている取組について情報交換をする機会を増やし、事業の更なる充実を図る。

159 28

学校給食を通
じた食育推進
事業

・検証結果を踏まえた事業
手法の検討

（検証結果を踏まえた事業手法の見直し）
　各学校に対しての「食育推進状況調査アンケート」の結果から、食育の効果が表れていると回答した学校の割合は８
０％以上を維持できていた。今後も調査を継続して、検証に役立てる。
　また、保護者向けアンケートの内容を見直して、「静岡市教育委員会食育推進計画」の目指す子どもの姿を確認でき
るものとした。
　保護者向けアンケートの結果から、第１ステージ（平成２３～２５年度）の重点目標（食の楽しさや大切さを実感させる）
については、食に興味関心がある子どもや好き嫌いせずに食べる子どもの姿が多く見られ、取組みの成果が確認でき
た。
　一方で、第２ステージ（平成２６～２７年度）の重点目標（食を選択する力を育てる）に対しては、成果につながってい
ない部分もあり、第３ステージに移行する平成２８年度以降も引き続き、「学校給食の献立コンクール」等の事業を通じ、
食を選択する力を身につけた子どもを育てる取組みを行う必要がある。

160 28
静岡市交流会
in東京

・事業の効果検証及び見直
し
・情報発信機能の強化

（アンケート方法の工夫）
参加者アンケートの内容と回収方法を再考し、アンケート回収率の増加を図る。
ブース出展者アンケートの内容を再考し、ブース出展に係る効果の把握を図る。

（広報課との連携）
広報課との連携強化のため、戦略広報監との連絡調整に加え、広報課（シティプロモーション係）との定例会議を有効
に活用する。

（ＰＲしたい情報の募集）
全庁的に交流会を周知し、ブース出展希望について希望調査を実施する。

161 28
防災対策推進
事業

・情報通信機器の効果検証
・職員への機器の使い方周
知

（通信手段の見直しについて）
　防災用途に適した効果的、効率的な通信手段の配備について検討を行う。

（機器の使い方研修）
　平成28年3月に購入したデジタル簡易無線及びデジタル地域防災無線研修会を、8月に6回実施した。今後も引き続
き、研修会を計画的に行う。

162 28
個人市民税賦
課事務

・電子申告の利用促進への
取組

（電子申告の利用促進への取組について）
・給与支払者や法人市民税・事業所税の申告者に発送する封筒や同封する通知文には電子申告の利用を促すロゴ
や文言を記載しているが、総括表発送時に同封している手引書についてレイアウトを見直し、電子申告の利用を促す
文言等を追記した。

163 28
固定資産税賦
課事務

・保守点検業務の内容精
査・見直し

(委託業務及び保守点検業務の内容精査、見直しについて）
　H29年度にクラウド化されることに伴って、新たな委託業務になる。その業務内容及び保守点検について、内容を精
査していく。

164 28 地域連絡事務

・行政文書配布方法の検
討・変更及び交付金見直し
の検討
・行政文書配布基本方針の
徹底

（行政文書配付方法の検討・変更及び交付金見直しの検討について）
・配付方法については、より効果的・経済的な手法について他都市の状況を調査研究するとともに、その結果にあわ
せ、交付金の支出方法についても検討する。

（行政文書配布基本方針の徹底について）
・毎年度当初に全課あて文書管理システムで送付する基本方針について、インフォメーションへも同内容を掲載するこ
とより各所管課への周知徹底を図る。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28.2　　学校図書館利用実績簿の改訂を行った。
H28.4　　事業を開始した。
H27.10　第3回図書館司書研修会実施
H28. 2　 取組事例集の発行・配布をした。
H28. 4　 事業の継続実施を行った。

学校教育課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（検証結果を踏まえた事業手法の見直し）
H26.11 　　　食育推進状況調査アンケ―トの内容見直し変更
H27.８ 　　　　小中学校保護者アンケート見直し
H27.12 　　　小中学校保護者アンケート実施
H27年度中 　学校給食の献立コンクールの実施
H27.　　　　　　「食育ニュース」ＨＰ更新回数増加
H28.１ 　　　　食育推進状況調査アンケ―トの実施

H28.12 　　　小中学校保護者アンケート実施
H28年度中　学校給食の献立コンクールの実施
H29.１ 　　　　食育推進状況調査アンケ―トの実施

H29.12 　　　小中学校保護者アンケート実施
H29年度中　 学校給食の献立コンクールの実施
H30.１ 　　　　食育推進状況調査アンケ―トの実施

学校給食課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（アンケート方法の工夫）
評価時点通りに実施。参加者アンケートを採る職員を増員し、参加者646人に対し、99人からアンケートを回収し、
回収率が増加した。

（広報課との連携）
評価時点通りに実施。広報課主催で交流会前にメディア向けプレゼンテーションを実施し、参加者にはその後の交
流会にも参加いただいた。

（ＰＲしたい情報の募集）
評価時点通りに実施。
H29.8　各課に照会
H29.11 出展ブース調整
H29.12 交流会実施（PRブース出展）

東京事務所

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（通信手段の見直しについて）
H28 防災行政無線（移動系）８５台の無線局廃止手続きを実施した

（危機の使い方研修）
H29 地区支部職員を対象に操作研修会を9回実施した
H30 地区支部職員を対象に操作研修会を10回実施した

危機管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

総括表発送時に同封している手引書についてレイアウトを見直し、電子申告の利用を促す文書等を追記した。 市民税課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（委託業務及び保守点検業務の内容精査、見直し）
Ｈ２８．　９～１０ 　システム保守業務等の仕様書等検討、作成
Ｈ２８．１０　　　　　Ｈ２９年度当初予算要求
Ｈ２９．　４　　　　　事業の開始

Ｈ２８当初予算　１４５，２８６千円（２３２，６９１千円のうち、３年に一度の不動産本鑑定業務委託分を除く）
Ｈ２９当初予算　１３７，２８９千円
比較増減　▲７，９９７千円

固定資産税課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（行政文書配付方法の検討・変更及び交付金見直しの検討について）
・H28.５　他都市の状況調査の実施、検討
・H30.３　地域連絡事務嘱託は、広報及び行政文書の配布だけではなく、市と地域住民との連絡に関する事務を
　　　　　　嘱託していることから、当面は現行どおりとする。  
（行政文書配付基本方針の徹底について）
・H30.3　行政文書基本方針の徹底について、「市民活動促進会議」において、各局長等に依頼するとともに、全
　　　　　　所属あて依頼文を送付

市民自治推進課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

165 28
市民活動促進
事業

・市民活動センターの一体
管理の検討・導入
・アセットマネジメントによる
施設の集約化
・他事業とのタイアップによ
るイベント集客数の増加

（市民活動センターの指定管理について）
・2か所の市民活動センターの指定管理を一括して委託し、効率化を図ることについては、平成29年度に行う次期指定
管理者の選定時に十分検討する。

（市民活動プレビューの開催について）
・開催時期、開催場所、開催内容について検討・改善を重ねるとともに、他のイベントとのタイアップや他市との連携に
より、更なる相乗効果を図ることで、より多くの市民の皆さんが市民活動にふれるきっかけとしての役割を、今後も果たし
ていく。

166 28
協働事業促進
事業

・積算基準、事業採択基準
の明確化

（積算基準及び事業採択基準の明確化について）
　事業実施にかかる経費の積算根拠を明確にするための基準を作成する（項目と金額の具体例を示した単価表の作
成など。）。
　協働事業の継続実施については、審査に用いる評価表に項目を設けており、採択事業の選定に当たっては、審査
委員会による審査を行っている。６つある評価項目のうち、「社会的課題の把握」、「協働のふさわしさ」を重視してきた
が、平成27年度から継続事業の実施が可能になったことに伴い、「本格実施（継続実施）」という項目についても同様
に、最重点を置いて審査している。
　28年度には、継続事業の事業効果を検証するとともに、29年度からは、新規事業募集段階から、継続事業に関する
審査基準や手順を公表するよう見直す。

167 28
路上喫煙被害
等防止事業

・監視体制（区域・時間帯・
人数）の見直しによるコスト
削減
・過料徴収基準の策定

①当該事業は、たばこを吸わない人に対して、火のついたたばこによるやけどや衣服への焦げ、また煙による健康被
害を防ぐため、子どもや高齢者を含む人通りが多い時間帯に巡回指導をしており、そうした危険が少ない夜間は実施
しておらず、今後も実施する予定はない。
②清水地区の巡回指導については、既に指導員に清水駅西口広場を主に巡回するよう依頼している。巡回指導に要
する指導員の数は、既存の禁止地区に加え、清水駅を新たに禁止地区に指定した本年３月以降も増員をせずに６人
体制で実施しており、現時点では、現状の６人体制の中で、より指導効率が上がるような見直し（巡回体制、巡回場
所、過料徴収等）は行っていくが、指導員の減員は考えていない。なお、今後新たな禁止地区の指定に伴う増員要求
といったことは逆に想定される。
③過料の徴収について、先日の平成28年９月定例会での総括質問の際に答弁した通り、従来からの指導方法により、
禁止地区内における喫煙者に対しては路上喫煙の被害について御理解をいただいており、現在まで、結果として過料
の徴収に至っていない。今後も引き続き適切な指導に努め、悪質な喫煙者に対しては、過料を科していく。

168 28
市営霊園管理
運営業務

・清掃業務の仕様見直しに
よるコスト削減
・積算基準の統一化

（清掃業務の仕様見直しについて）
　誰でも無料で利用できる公園とは異なり、霊園は維持コストをもとに算定した管理料を利用者から徴収している施設
である。利用者から求められる維持管理を行うには現状の頻度での作業が必要であり、他都市の霊園と比較しても適
正な維持コストと考えられることから、仕様については現状維持としたい。

（積算基準の統一化について）
　当該業務は高齢者の就業に適した軽作業であることから、福祉目的でシルバー人材センターに随意契約で委託して
いる。従事者への報酬は、一般的な労務単価と比較して相当に低廉であることから、当該業務の人件費積算にあたっ
ては、シルバー人材センターの報酬基準を参考に、各霊園における統一した積算基準を検討する。

169 28
海外プロモー
ション事業

・ブログによる情報発信事
業の見直し
・プロモーション事業の効
果検証の実施

（プロモーション手法について）
現在実施しているプロモーション手法について、平成28年度末までに策定予定の地域外交基本方針に基づき、平成
30年度当初予算に向け、SNSの活用による情報発信等も含め、効果的なプロモーション手法について検討する。

（成果指標及び事業の実施主体について）
成果指標について、今後は対象とする市場ごとの宿泊者数の把握に努める。事業の実施主体については、静岡観光
コンベンション協会改めするが企画観光局と連携するとともに、官民連携インバウンド誘致推進会議等を活用し、民間
との協働による事業実施等について検討していく。

170 28
駿府浪漫バス
運行業務

・事業の必要性、継続性の
検討
・バス運賃の適正化

（事業の必要性、継続性について）
平成25年度に、駿府浪漫バスの観光路線としての位置づけを強めるため運行内容の一部見直しを行ったところである
が、利用者数の増加には繋がらなかったため、これまで行っていない広報活動および利用促進策等を実施し、必要
性・継続性について検討する。

（バス運賃の適正化について）
駿府浪漫バスの運行エリアが、バス事業者がサービスとして実施している「100円均一区間」と一部重複すること、また、
観光路線としての利用促進を図るため分かりやすい運賃として100円と設定していることから、運賃の増額による影響の
有無について十分に検討しながら、事業の必要性・継続性の検討と合わせて、見直しを進める。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（市民活動センターの指定管理について）
・Ｈ29.１～５　 次期指定管理の在り方検討
　　　　 ６　 　　　現指定管理者評価委員会
　開催
　10～12　　 　次期指定管理者募集・選定
・Ｈ30.４　　  　次期指定管理開始 （Ｈ30～32年度）

（市民活動プレビューの開催について）
・Ｈ28.11　　 　イベント開催
　　　　 12 　　　Ｈ28事業の検証
・Ｈ29.10　　　　台風接近に伴いイベントを中止

市民自治推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・積算基準の作成については、当初予算要求科目別見積基準単価を基に算出した。
・協働事業の継続実施については、引き続き「社会的課題の把握」「協働のふさわしさ」「本格実施」の３点を重点項
目として審査した。
・継続事業に関する審査基準や手順の公表については、29年度より新規事業募集要項に「継続実施」の項を設
け、募集段階から継続事業に関する情報を公表した。

市民自治推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

①H28.1１～1２　現状の清水地区２回、静岡地区１回の巡回を維持

②H28.12～H29.3　①の実施の状況、及び清水地区の指定1年間の状況を踏まえ、清水地区と静岡地区の巡回比
重の再検討が必要か否か、また静岡地区における巡回の場所の比重の検討を行い、現状の清水地区２回、静岡
地区１回の巡回の維持を決定

③H30.3までに過料処分の先進都市（横浜市）視察、処分基準案作成

生活安心安全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（清掃業務の仕様見直しについて）
　変更なし
（積算基準の統一化について）
　本業務は高齢者等の就労援助など福祉目的推進支援に適した軽作業のため、シルバー人材センターへ業務委
託を行っている。従事者への報酬は一般的な労務単価と比較して相当に低廉であることから、シルバー人材セン
ターの報酬基準を参考に人件費積算を行った。

戸籍管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（プロモーション手法・成果指標・事業の実施主体について）
H28.9～　各市場ごとの宿泊客数の実績の活用開始
　事業の実施方法について、公益財団法人するが企画観光局と協議。
　引き続き連携した事業実施を進めるよう努める。効果的なプロモーション手法についても協議
H29.4～　韓国市場のSNSを活用した情報発信について、有効性が認められることから継続して実施

観光・国際交流課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

運行経路の再編に係る検討
　H29.3下旬に当該路線と一部運行経路が重複していた事業者の営業路線が休止となったため、当該路線の運行
目的の整理を含め、運行経路の再編に係る検討を、庁内関係課（交通政策課）、事業者と実施。（H29.4～5）
観光路線としての継続に係る課題整理
　事業者との協議により、路線継続に係る課題を再検証。車両の老朽化、利用実態の路線設置目的との乖離等に
ついて整理した。（H29.9～H30.1）
今後スケジュールの見直し
　一部運行経路が重複していた事業者の営業路線が休止となったため、休止となった地域一部住民から路線見直
しの声があり、そのため当該路線の今後の運行方針決定に係るスケジュールについて見直しをした。（H30.2～3）
※H30年度引き続き運行方針について協議中。現在運行経路の変更、使用車両の変更（事業者車両の利活用）に
ついて事業者、庁内関係課（交通政策課）と協議中。

観光・国際交流課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

171 28
海水浴場維持
管理事業

・海水浴場開放箇所の見直
し

（開放箇所の見直しについて）
・海水浴はかつて国民の代表的な夏のレジャーであったが、レジャー産業の多様化に伴って近年は利用者も落ち込ん
できている。従って将来においても海水浴が主要なレジャーとして維持すべきか検討することが必要である。一方本市
を取り巻く環境として中部横断自動車道の開通を控え、山梨・長野からの行楽客を誘致するためには、駿河湾に面し
た豊富な海洋資源の利活用の推進も課題となっている。こうしたアプローチにより海水浴場の必要性および将来性を
検討した後、３箇所の海水浴場の特性を考慮しながら、地元及び民営の海の家の営業者と協議のうえ、最適な開放箇
所と規模、設備を見直していく。ただし、いずれの海水浴場も民営の海の家の存続など、収益に関わる問題も発生する
ことから慎重に対応する必要があり、協議には時間を要する。

172 28

環駿河湾観光
交流活性化協
議会負担金

・負担金基準（負担金額・
負担割合）の明確化
・事業の効果検証の実施

（負担金額の算出根拠の明確化）
各市町、会員の負担金額の算出方法について、割合の見直しを含めて明確にしていくよう協議する。また、今後の協
議会活動の成果を検証するため、事業の効果の検証方法を協議していく。

173 28
文化団体運営
費補助金

・協会の自主財源の確保
・協会と財団の役割分担

（協会の自主財源の確保について）
・平成26年度より会費の増額や新たに設置した文化協会の事業を援助するために入会できる「賛助会員」の募集や機
関誌へ広告の掲載を行い、自主財源の確保に努めている。今後は、正会員や賛助会員を増加させるため、文化協会
の活動自体のＰＲ強化を図ることにより、自主財源の増加を促す。併せて、静岡市芸術祭ポスターやチラシなどの印刷
費及び写真代の見直しを図ることにより、歳出の削減を促す。

（協会と財団の役割分担について）
・静岡市文化協会は、協会加入団体間の連携と協調を通じた団体相互の発展と加入団体の活動の市民への周知を
図り、市民の文化活動への参加促進につなげる役割を担っている。（公財）静岡市文化振興財団は、本市における各
種文化振興事業及び本市公立文化施設の管理運営事業等の実施により、本市独自の文化の創造に寄与することを
目的としている。文化協会は市民（団体）による文化活動の取りまとめ役として、より市民に近い場所でその活動の下支
えを行い、文化振興財団は本市の掲げる文化政策実現のための事業を展開しており、どちらの団体も本市文化政策
を推し進めるにあたり重要な役割を担っている。

174 28

中勘助文学記
念館管理運営
経費

・施設利用率の向上
・施設の開館日、開館時間
の見直し

（施設利用率の向上）
　現在、市内数カ所で保管されている中勘助関連資料を、敷地内に建設予定の収蔵庫で平成29年度から集約保管で
きるようになるため、記念館での展示コーナーの充実を図り、情報発信を図っていく。教育機関に貸館などの活用や記
念館に限らずオクシズエリアの探訪の提案を図る。また、文学という枠にとらわれず、雰囲気のある古民家の記念館と
茅葺屋根の杓子庵の魅力を活用した事業を開催したり、作品展示会場やワークショップなどの開催場所としてユニー
クベニューの推進を図る。

（施設の開館日、開館時間の見直し）
　平成27年度の開館20周年事業の成果により来館者が増加傾向であること、収蔵庫を敷地内に新設し今まで以上に
情報発信に努め更なる来館者増を図っていくため、今後数年間は来館時間や来館曜日などの動向調査を実施したう
えで、見直しについて検討する。

175 28

ホームタウン
次世代育成プ
ロジェクト事業

・共催事業の検討・導入

（共催事業への移行および経費の見直しについて）
・事業形態は継続し、経費の見直しによる費用対効果の向上を図る。

　当事業は静岡大学への委託事業としているが、委託料は事業全体の一部に過ぎず、主に市は事業周知・広報を、
静岡大学は授業進行・授業評価を、エスパルスは選手・スタッフ派遣を担っており、実質的には共催事業となってい
る。
　委託料には選手等に対する講師料も含まれるが、その額は相場に対しかなり廉価となっているなど、委託料額は十
分な額とは言えず、事業予算の減額は困難な状況といえる。
　今後の課題として挙げた「有名選手の派遣」を実現し、より魅力ある授業とするため、静岡大学に授業開発業務や報
告書作成業務に係る経費の縮減を検討してもらい、これを講師料に充てることで課題解決に繋げる。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ29年3～  　　　地元及び営業者との協議
Ｈ29年11～12　 山梨、長野両県を対象とした海水浴場に関する意識調査の実施
Ｈ30年４～　　　　海水浴場の見直し協議

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H29年度はフェリー利用者へのアンケート調査による動向調査を実施し効果検証に努め協議会の体制等について
検討した。ただし、H30年度当初に、駿河湾フェリーが事業撤退を発表したため、協議会の在り方や事業内容につ
いては検討中である。

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（協会の自主財源の確保について）
　・H27年度協会自主財源 1,692千円
　・H28年度協会自主財源 1,831千円
　・H29年度協会自主財源 2,098千円

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（施設利用率の向上）
H28.10～　　　　　教育機関への活用提案、情報発信
H28.10/5～26　　（全４回）　俳句講座
H28.11/1～２０　めぐるりアート作品展示会場
　　　　　　　　　　　　（めぐるりアート：市内の様々の場所を会場に今を生きるアートを紹介する展覧会）
H28.11/26　　　　SPAC俳優による朗読会
H29.3　　　　　　　 講演会　・中勘助の詩歌を楽しむ　3/12
H29.4～　　　　　　顕彰事業（２本）、記念館活用事業（２本）の実施
　　　　　　　　　　　　・一閑張作品展　5/26～５/28
　　　　　　　　　　　　・日曜文芸サロン～茅葺と中勘助とわたし　（6/11 6/25 7/9 7/23）
　　　　　　　　　　　　・マップ制作事業　11/11～
　　　　　　　　　　　　・めぐるりアート静岡 10/17～11/5
H29.10　　　　　　　収蔵庫への資料搬入
H29.11　　　　　　　展示コーナー更新
H30.9　　　　　　　　藤枝市、焼津市と連携し、各市の文学館を巡る「するが文学三館めぐり」を開催

（施設の開館日、開館時間の見直し）
H28、29年　　　　　来館時間、来館曜日や来館者の居住地などの来館者動向調査実施
H30年　　　　　　　　結果を基にH31年度予算要求に向け開館日、開館時間の見直しの検討

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ29.３　　　　　　　静岡大学・エスパルスと三者協議を実施し、経費見直しを検討。報告書作成業務に係る経費を
　　　　　　　　　　　　縮減（報告書作成部数の縮減）し、講師料を拡充する方針を確認。
Ｈ29.６～Ｈ30.２　　ドリーム教室を開催。講師料の予算配分拡充によって、トップチームレギュラークラスの選手や
　　　　　　　　　　　　元日本代表選出歴のある有名コーチ（市川大祐氏）の派遣を実現。

スポーツ交流課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

176 28
風力発電施設
管理事業

・設置及び管理協定の見直
しの検討
・普及啓発施設としての利
用者増への取組の検討

＜協定書の見直しについて＞
　設置後12年が経過し、修繕等の負担が増加していることから、協定書の見直し検討について上下水道局に依頼す
る。

＜見学者を増やす取組みについて＞
　「静岡市次世代エネルギーパーク」構成施設である、メガソーラー施設や観光要素を組み入れた周遊コースを設定
し、ホームページや地球温暖化防止普及啓発イベントの中で周知していく。

177 28
水質汚濁事故
対応業務

・開庁時の事故対応におけ
る業務委託の検討
・他政令市の事例調査
・委託効果の継続的な検証

（開庁時の対応に関する仕様見直しについて）
・開庁時に水質汚濁事故が同時に複数個所で発生した際でも即時の対応が求められるが、課内に出動できる職員が
いないような緊急時には、委託業者に出動してもらわなければ対応ができない。開庁時の出動を契約内容に入れるこ
とについては、出動が無ければ追加費用が発生しないため、委託料には影響しない。今後も引き続き開庁時でも課内
職員では対応困難な緊急時には出動してもらえる委託内容としていきたい。

（他政令市の類似業務調査について）
・他政令市では、同様の業務を委託している事例はなく、本市が先進事例として数件照会を受けた。今後は、効率的
な業務執行の手法を検討する。

178 28
家庭ごみ収集
運搬業務委託

・委託区域の拡大に伴う調
整による効率化
・全面委託化後の体制検討

委託区域の拡大に際しては、定着している収集日を維持し、既存の委託区域との調整と1日当たりの稼働車両の標準
化を図り、委託区域の拡大に伴うスケールメリットが得られる委託経費の積算をする。また、委託者に対し年度当初に
実施している業務研修において、不適正排出ごみへの指導方法等の研修を実施する。

179 28

家庭ごみ土曜
日収集運搬業
務委託

・収集効率、費用対効果を
意識した委託経費の積算

今後、当該業務は、直営の段階的な委託化により縮小していく予定であるため、収集効率、費用対効果を一層意識し
た委託方法及び委託経費の積算を行う。

180 28
社会福祉施設
維持管理経費

・３施設の使用料、減免基
準等の見直し、統一

　当該課題の解決に向けた担当職員を指定管理者から施設ごとに選出し、当課職員とともに利用団体や利用目的等
の現状分析、利用料及び減免基準の統一化に向けた検討会を定期的に開催する。
　各施設の利用料及び減免基準を安易に市財政にとって最も有利な施設の基準に統一することは、ボランティア団体
や障害者支援団体などの活動の阻害要因となるものであり、地域福祉の推進に寄与するという当該施設の設置目的を
鑑みて好ましくない。例えば、利用団体の活動内容や利用目的等により減免基準を段階的に設定することや一定期間
内における減免の適用回数を制限することなどの妥当性を検討すべきである。また、現在利用を許可していない営利
企業への利用拡大についても検討の余地はある。
　３施設の利用料及び減免基準の統一化は短期的に実現できるものではないが、当該課題の解決に向けて指定管理
者との連携を強化し、根気強く検討を重ねる。

181 28
福祉システム
維持管理

・保守点検業務の内容精
査・見直し

（保守点検業務の内容の精査について）
　保守業者と毎月定例会を開催し「依頼に基づく対処内容・件数」及び「資源入替の内容・今後の予定」等の報告を受
けており、随時及び週次のシステム保守作業については、その都度作業報告書にて確認している。
　保守点検項目ごとの実施回数等を分かりやすく報告させるため、報告書の書式の見直しを行う。

182 28
福祉システム
改修

・改修に必要な積算金額の
精査

（積算金額の妥当性について）
　制度改正によるシステムの改修にあたっては、業務内容に関する仕様や積算金額の妥当性を点検・確認している。
なお、積算単価については調査団体の実態調査に基づいた単価を使用している。
　複雑な改修については、ICT推進課に相談又は技術支援を依頼する等、引き続き効率的な改修が行われるよう努め
る。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

＜協定書の見直しについて＞
H28.９　　下水道施設課と協議
H29.7　　下水道施設課と再協議
⇒協定書を見直すことにより、双方にかかるコストが増大する恐れがあることから、現状の運用が最も合理的である
ということで双方合意した。

＜見学者を増やす取組みの検討＞
H28.9～　各環境イベントでパンフレットを配布
H29.7 　　小学生を対象にした見学ツアーの開催
H30.3　　　民間団体と連携し、バスツアーを開催
⇒見学者実績
 H28：537人
 H29：1021人

環境創造課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（開庁時の対応に関する仕様見直しについて）
・引き続き開庁時でも出動してもらえる仕様としている。

（他政令市の類似業務調査について）
・他政令市への照会は評価時に実施した以降は特に行っていない。事故時の連絡先に水道施設課谷津浄水場、
下水道施設課を加え、現場対応だけでなく事故の影響により市民生活に影響を及ぼすおそれのある施設に直接
連絡し迅速に対応できる体制を整えた。

環境保全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（委託化に伴う積算等の見直し）
家庭ごみ（可燃）収集運搬業務の委託化計画及び廃棄物処理法の委託基準に基づき適正な積算を行った。
○委託計画（可燃ごみ）
H29　5台分を委託（委託率：82.2％）
H31　7台分を委託予定（委託率：91.8％）
H33　6台分を委託予定（委託率：100％）

（全面委託化後の体制検討）
H29　中長期的な運営体制の検討
H30　中長期的な運営体制の整備計画の策定

収集業務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（収集効率、費用対効果を意識した委託経費の積算）
家庭ごみ（可燃）収集運搬業務の委託化計画及び廃棄物処理法の委託基準に基づき適正な積算を行った。
○委託計画（可燃ごみ）
H29　5台分を委託（委託率：82.2％）
H31　7台分を委託予定（委託率：91.8％）
H33　6台分を委託予定（委託率：100％）

収集業務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

検討会の開催には至っていないが、指定管理者へ各施設の利用団体や利用目的、利用料及び減免基準につい
て照会して取りまとめ、施設による違いを共有した状態である。また、今年度地域福祉共生センターを類似施設とし
て新たに設置した。利用料及び減免基準については地域福祉交流プラザに倣った形に定めた。
　４施設の利用料及び減免基準の統一化は短期的に実現できるものではないが、当該課題の解決に向けて指定
管理者との連携を強化し、根気強く検討を重ねる。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（保守点検業務の内容の精査について）
　毎月１回定例会を開催し、「依頼に基づく対処内容・件数」及び「資源入替の内容・今後の予定」等の報告を受け
た。
　報告書式について分かり易く見直し、日々の保守作業について、週次及び月次で、書面による報告を受け、内容
について精査することにより、より適正な委託業務となるよう見直した。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（積算金額の妥当性について）
　番号制度導入に伴うシステム改修を含め、合計３本のシステム改修を行った。
　いずれも、積算時に、積算資料の最新号の名古屋単価を採用し、業務内容に関する仕様や積算金額の妥当性
について、点検・確認し、より効率的な改修となるよう見直した。

福祉総務課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

183 28

障害者歯科保
健センター事
業

・他都市の障害者歯科診療
の現状調査による今後の効
率的な運営方法の検討

（他都市の障害者歯科診療の現状調査について） 
当事業は、地域の歯科診療所では治療が困難な障がい者の診療機会の確保及び歯科保健の推進等の目的達成の
ため、必要な事業であり現状維持としたい。なお、他政令市では障害者歯科診療に特化した施設を市が設置している
事例がない。他政令市の障害者歯科診療の現状は歯科保健医療センター等の一部の事業として実施され、センター
の実施主体の多くは歯科医師会であるのが現状である。今後も、当事業は歯科診療だけでなく歯科疾患を予防し患者
を増やさない歯科保健予防事業や、患者を地域の歯科医院に移行していく事業に取り組むとともに、他都市の運営方
法の状況の把握に努め、業務の効率化を図っていく。

184 28
緊急情報シス
テム整備事業

・高齢者福祉課類似事業と
の統合の検討

現利用者９名中７名が聴覚障害者であり、フラッシュ式など、なるべく強い光を放つ聴覚障害者に分かりやすい通報機
器の設置、聴覚障害者の救命のため救急車を要請するときは、搬送先で手話通訳が必要である旨を説明する等、高
齢者の類似事業にはない聴覚障害者独自のサービスを受けている者である。このような独自サービスは委託契約の仕
様書に記載されており、そのため、委託料において、高齢者事業の平均委託料2,262円と比較し障害者事業は4,212
円と高額である。
　委託業者に確認したところ、障害者と高齢者事業制度の統合によるスケールメリットを生かしたコスト削減は難しい
が、他都市事例などを調査し随時研究していく。

185 28

福祉トータル
システム維持
管理事業

・事業の廃止

事業者からの請求明細の電子化については、事業者からの入力情報を直接取り込む専用システムが存在しないた
め、事業者から外部媒体（ＵＳＢやディスク）による提出をしてもらうこととなる。また、そのための電子データの様式を作
成とシステムにおけるリスク管理について十分検討する必要がある。
　また、請求明細を電子データで作成、提出することに不慣れな事業者も多数存在することが想定され、提出方法変
更に伴う周知事務、紙媒体及び電子データ内容のチェック体制の強化が必要である。
　電子媒体による請求書類の提出準備には、移行に伴う経費調査、様式の作成、ウイルス等のリスク管理に係るSEとの
協議、テスト運用、マニュアルの作成や説明会の開催等十分な移行期間を設けて慎重に検討し、支払処理が遅延なく
効率的に行える体制が整い次第、当該事業の廃止を考えたい。

186 28
障害者相談員
設置事業費

・相談件数に応じた支払方
法の検討及び報告回数の
見直し
・委託方法の検討
・ニーズの把握と事業の更
なる改善

（委託方法について）
・身体障害者福祉法、知的障害者福祉法により当該業務は「委託することができる」とされているため、本来市が行う業
務を同じ障がいを持った相談員に委託して実施している。また、要綱第２条では委託書において委託することとしてい
る。H27定期監査において監査員事務局及び政策法務ともその方法について協議し、現在の方法で問題なしとの結
論に至っている。個人への委託以外の方法は障がい者団体への委託があると思うが、知的障がい者の団体は任意団
体であり事務委託は難しいため、現在の方法を変更せず実施するのが適当と考える。

（支払い、実績報告について）
・地域での相談内容は、簡易に終了するものから対応が長期化するものまで、その質に濃淡があり、相談回数実績に
応じた支払いでは不公平が生じる恐れがある。相談員は常に相談に対して準備しており、活動全体を委託しているた
め現在の方法を変更せずに行いたい。
・地域における身体・知的障害者相談員の報告書については、内容、対応時間等を記載する内容に変更、報告回数
は複数回実施するよう見直しする。

（利用者へのアンケートについて）
・平成29年度にアンケートを実施する。

187 28

高齢者生活福
祉センター運
営事業

・利用実態を踏まえた施設
の利活用方法検討

（利用実態を踏まえた施設の利活用方法検討）
　大川高齢者生活福祉センター及び井川高齢者生活福祉センターが平成29年度まで、梅ケ島高齢者生活福祉セン
ターが平成30年度までの指定管理期間となっているため、更新時期までの間に、現指定管理者との協議や利用者ア
ンケートなどを実施し、市の施策なども勘案し総合的に利活用方法を検討する。

188 28

高齢者生活支
援ショートステ
イ事業

・利用者負担金の定期的な
検証・見直し

（利用者負担金の定期的な検証・見直し）
　介護保険制度におけるショートステイの１日当たりの自己負担額も同程度の金額であることから、当面は現在の負担
額を維持していき、今後の介護保険制度におけるショートステイの自己負担額や社会、経済情勢の動向を勘案して、
利用者負担金の検証・見直しの検討を行っていく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(今後の効率的な運営方法） 
H28. 9～ 他都市の運営方法の状況把握調査
効率的な運営方法の検討、検討結果による実施

歯科診療に比較的拒否反応の少ない患者について地域歯科医院への受診を促すとともに、救急歯科センターを
使用した地域の歯科医院への地域移行推進事業を実施し、慢性化する待機患者の減少に取り組んだ。また、障害
者施設への保健活動の方法を見直し、施設の状況を見ながら個別指導から集団指導に切り替えるなどして従事す
る職員数を減らし、その分を混雑が慢性化している診療従事に充てるなどして、業務の効率化を図った。
また、各政令市の運営方法等を把握したところ、障害者歯科専門の診療施設を直営で運営しているのは当市だけ
である。他市の状況は、他直営１市、委託事業４市、補助事業９市であったが、診療のみを実施し、保健活動等の
事業は実施していない。当センターでは、診療に加えて、地域への移行事業や保健活動などを通じて歯科疾患予
防を推進していくことが重要かつ必要であると考えており、検討の結果、現在の直営での運営を維持することとした
が、今後は政令市以外についても運営状況の把握をし、引き続き業務の優先順位付けや効率化を検討することに
より、随時業務改善を図っていく。

健康づくり推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

Ｈ28年度に政令指定都市19市へ緊急通報システム実施状況照会を行った。結果、15市において回答あり。結果
内容として高齢者と同一要綱にて実施は７市あり、そのうち２市がここ数年見直検討し統合。８市は障害者と高齢者
を別制度事業となっている。本市のように、聴覚障害者について定めている市は１市のみであった。　制度の変更
はせず、継続して事業を実施している。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

申請書類が提出されてから20日程度でシステム用のデータを作成しなければならないことから、委託によりデータ
の電子化をしている。データ件数についても１，０００件程度、事業所数にして１００件には満たないため、継続的に
委託事業として行っている。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28.11　相談員研修会開催（報告書・報告回数の変更について周知）
H29.5　　利用者アンケート実施
H29.6　　アンケート結果集計
H29.7　　相談員研修会開催（報告書・報告回数の変更について再度周知）
H29.10　第1回報告書提出
H30.4　　第2回報告書提出

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（利用実態を踏まえた施設の利活用方法検討）
H28.10　　　　　　　指定管理者と協議
＜指定管理者が利用方法について、地域のニーズ把握を今後行うことを確認＞
H28.11～H29.１　指定管理者による利用者アンケートの実施・集計
H29.7　　　　　　　　指定管理者が地域住民に施設利用方法について意見の聞き取りを実施
＜・介護保険サービスや介護予防・生活支援型生きがい活動支援通所事業について、今後も利用希望があること
を確認した。
　 ・生活支援ハウスについては、利用希望はなかったが、体験利用してみたいという要望があることを確認した。＞
H29.9　　　　　　　　仕様書の変更について検討
＜利用者アンケートや聞き取り調査から、大幅な利用変更は現時点では不要と判断し、仕様書の変更は行わない
こととした。＞

高齢者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（利用者負担金の定期的な検証・見直し）
Ｈ28～Ｈ29　現在の負担額を維持
Ｈ30　　　　　　介護保険報酬単価の改定に合わせ、負担額の検証・見直しの検討
＜平成30年度に介護保険制度における介護報酬の改定があったが、同制度のショートステイの１日当たりの自己
負担額に大きな変動はなく、当事業の利用者負担金と同程度であることから、引き続き現行の金額を継続することと
した。＞

高齢者福祉課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

189 28
制度普及啓発
費

・広告料収入のさらなる確
保の検討

（広告収入のさらなる確保の検討）
　広告収入のさらなる確保に向け、介護保険パンフレットの最終ページ等に「広告募集」の旨を記載しＰＲを行なうこと、
さらに、市内金融機関が実施するビジネス商談会等の機会を活用し、新たな広告主の獲得に努める。

190 28
急病センター
管理事業

・ニーズの把握方法の検討

（ニーズの把握方法の検討について）
・急病センターは、毎夜間の急病患者に対応する施設であることから、利用者満足度調査の実施は困難であり回収率
も極めて低い状況である。今後は、当課が実施する講座等を開催した際などの機会を通じて利用者のニーズを把握し
ていく。

191 28
動物愛護館運
営経費（経常）

・野良猫を増やさないため
の対策の検討

狂犬病予防法に基づく、犬の適正飼養・管理については市民に浸透し、放浪犬はほぼいなくなったが、動物愛護法に
基づく、ペット動物の適正飼養については、飼い猫の外飼いや、野良猫への不適切な餌やり等課題は多い。そこで、
猫のふれあい事業や、譲渡事業、飼い方教室などの事業を通じ、適正飼養の啓発を強化していく。
　また、譲渡会他各種事業において、NPOとの連携を強化し、事業を効果的に進めていく。

192 28
動物慰霊祭負
担金（政策）

・慰霊祭に係る費用の削
減、収入確保の検討など事
業内容の見直し

静岡動物愛護会が解散したため、今後動物慰霊祭は静岡市獣医師会と静岡市の２者による負担金により、継続実施
して行く。なお、今後の運営にあたっては、経費節減や募金なども含め、市民意見を聴きながら２９年度中に検討を行
い30年度予算に反映させていく。

193 28
災害時救護所
管理事業

・医療セット内容の随時検
討と見直し

（医療セット内容の検討と見直しについて）
　阪神淡路大震災を契機に備えはじめ、東日本大震災を受け、夜間帯や寒冷時にも対応可能で、現在の医療にあっ
た内容に見直しをしたが、熊本地震も発生したところであり、より柔軟性があり有効なセットになるよう、今後も地域三師
会との意見交換会や、防災訓練の機会をつうじ内容の見直しを行っていく。
　医薬品の採用についても、現状の医療を考慮しつつ、ジェネリック医薬品の採用を推進していく。

194 28
簡易児童館運
営費補助金

・補助金の廃止
・施設の存廃の検討

（補助金の廃止について）
・補助金の廃止については、今後、利用団体（自治会・町内会）と協議をしていく。

（施設の存廃の検討について）
・従前からの方針どおり、利用団体（自治会・町内会）との協議が整い次第、簡易児童館としての機能を廃止する。施
設の存廃については、放課後児童クラブなど、新たな行政ニーズも踏まえ、利用団体と協議を進めていく。

195 28

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業

・積算方法の見直し
（積算方法の見直しについて）
・積算については、時間単価による積上げへの見直しを行う。また、当業務実施に必要となる事業費についても、運営
実績等を踏まえ、あわせて見直しを行う。

196 28
保育士確保対
策事業費

・積算方法の見直し
（積算方法の見直しについて）
・積算については、業務の実施に必要な時間単価を見直した。

197 28

母子家庭等日
常生活支援事
業

・ニーズの把握　・事業の周
知

（ニーズの把握について）
・これまでひとり親向け支援制度のチラシ等で事業の周知を図ってきたが、加えて利用者への聞き取り等を通じニーズ
の把握を行っている。

（事業の周知について）
・ニーズの把握後、必要に応じて事業の周知を行う。

198 28
里親支援セン
ター事業

・積算方法の見直し
（積算方法の見直しについて）
・積算については、時間単価に基づいた業務の実施に必要な積算方法に見直した。

199 28

こどもクリエイ
ティブタウン管
理運営事業

・自家用車での来館者の利
便性向上
・指定管理者のノウハウの
蓄積

自家用車での来館者への利便性向上のために、近隣の有料駐車場をリストアップしたチラシを作成し、来館者に配布
していく。
　また中学生が施設運営補助できる場の企画・運営について仕様書に反映し、より良い施設を目指す。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

①パンフレット最終ページに広告料によりパンフレット印刷費の一部が賄われている旨、記載した。また、広告数を
平成30年度版は１社追加し、２社掲載した。
②市内金融機関のビジネス商談会（商談会：しんきんフェア静岡2017
日時・場所：平成29年10月11日（水） ツインメッセ静岡）に出展した。

介護保険課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（ニーズの把握方法の検討について）
・当課が実施した「子どもの救急講座」の参加者アンケートにて把握を行った。また、急病センターにおける利用者
満足度調査については、その実施方法等を指定管理者と協議を行っている。

保健医療課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

犬、猫のイベントの回数を増やし、適正飼養の啓発を行った。　（29年度18回実施）
犬５頭、猫４９頭の譲渡を実施。（29年度）

動物指導センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

29年度慰霊祭は、動物指導センター負担金、静岡市獣医師会負担金、及び動物慰霊祭基金を経費とし、予定ど
おり実施した。

動物指導センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・毎年12月の地域防災訓練及び三師会からの意見を聴取しセットの内容について検討。
・翌年、期限が切れそうな医薬品等とともに医療セット更新を実施。

生活衛生課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（補助金の廃止について）
H28.10　 H29年度当初予算要求 
　　　 11　利用団体との協議
H29.  4　事業の開始
　　　　　　利用団体との協議

（施設の存廃の検討について）
H28.10　 H29年度当初予算要求
　　 　11　利用団体との協議
H29.  4　事業の開始
　　　　　　利用団体との協議

子ども未来課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（積算方法の見直しについて）
　H28.8～9　仕様書等の再精査
　　　　 10　　 H29年度当初予算要求
　H29.4　　  事業の開始

子ども未来課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

 積算について、業務の実施に必要な時間単価を見直した。
（積算方法の見直し）
　H28.8～9　積算方法の見直し
　       10　　　H29年度当初予算要求
　H29.4　　  事業の開始

幼保支援課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（ニーズの把握について）
H28.  9　利用者アンケートの実施
H28.10　アンケートの集計
　今後の実施内容について検討し、状況によっては利用回数の上限を超えて利用できるようにした。

（事業の周知について）
・相談員からの事業の周知を強化することとした。

子ども家庭課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（積算方法の見直し）
・積算については、時間単価に基づいた業務の実施に必要な積算方法に見直した。
H28.8～９　 委託業務の積算方法の見直し
　　   10 　　　H29年度当初予算要求 
H29. 4　　 　事業の開始

児童相談所

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

近隣駐車場をリストアップしたチラシ作成にあたり、近隣の商店街との調整を図っている。また、中学生が施設運営
補助できる場の企画・運営について、ボランティアとしての協力や中高生限定の講座の開催を実施している。
「３Dゲームプログラミング」など　５回実施
（平成29年度～平成33年度指定管理期間）

産業政策課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

200 28

ＳＯＨＯしずお
か運営費補助
金

・ＳＯＨＯしずおかのあり方
見直し

当該補助金は平成29年度までとし、ＳＯＨＯしずおかの機能について再検討を行い、指定管理者の更新である平成30
年度より産学交流センターの事業に統合する方針である。

201 28

ホビー産業育
成支援事業
（戦略産業）

・ＰＲ活動の効果検証
・より効果的なＰＲ方法の研
究

（ＰＲ活動の効果検証）
・本年度、「静岡ホビーショー」においてアンケートを実施しており、全体の来場者のうち、PR先である神奈川県と東京
都からの来場者は13%を占めている。また、首都圏PRでは、普段プラモデルを製作しない来場者の割合が高く（約７
割)）、ファンの裾野拡大にも一定の効果を挙げていると考えている。
・今後実施する首都圏でのＰＲ活動においてもアンケートを実施するとともに、その分析を行いＰＲ活動の効果検証を実
施したい。

（より効果的なＰＲ方法の研究）
・今後の実施に当たっては、ＰＲ活動への知見を有する静岡ホビースクエアとも協議を行いながら、ＰＲ対象、場所及び
方法等について研究していきたい。

202 28

清水都心
ウォーターフロ
ント活性化推
進事業

・ソフト事業の実施方法の
改善検討
・民間移行に向けての研究
・一部開放事業の縮小

（清水港線跡自転車歩行者道活用ソフト事業の実施方法等について）
　フリトラ市は雨天でも実施できるよう仕様を見直し、４月から８月まで予定どおり実施している。出店者とは実施後の検
証等を行いながら、民間主体による事業への移行を引き続き検討している。

（日の出埠頭岸壁一部開放事業）
　市民ニーズの高い釣り開放は協力団体と協議し、回数を増加する予定。一般開放はソーラス条約により市民の立ち
入りが禁止されたことから始めたが、客船寄港数の増加とともに、その目的も達成しつつあることから、規模縮小を図る
予定。

203 28

蒲原畑総区域
内公共用地活
用事業

・関係機関との連携強化　・
就農までつながらなかった
ケースの検証　・農業体験
の活用

（関係機関との連携強化）
　現状、県の平成28年度普及指導計画書には、「静岡市が設置した研修圃場の運営支援による新規就農者の育成」
と掲載されており、実務面でも県の普及員が経営講座の講師を務めている。また、農協の指導員による体験作物の栽
培管理指導も行われている。このように、既に関係機関と連携した事業展開が図られており、今後もより一層、連携を
深めていく。

（就農までつながらなかったケースの検証）
　研修終了後の農業経営開始の有無など動向の確認、研修内容の評価等、研修修了者を対象にヒアリング調査を実
施して検証を行い、その調査結果を踏まえ、改善を図っていく。

（農業体験の活用）
　平成28年度から、市民（参加者）が農業を身近に感じてもらえるよう、単に収穫体験を行うだけでなく、種まき、苗植
え、収穫と、一連の流れを体験できるよう取組みを始めたところである。今後は、参加者と住民との交流による蒲原地区
の賑わい創出に結びつけていく。

204 28
農道等新設改
良事業費

・効果的な整備箇所の決定　
・関係課との連携

（効果的な整備箇所の決定）
・整備に当たっては、要望箇所周辺の農地の利用状況、周辺の既存農道等の整備状況の調査を行い、緊急性、工事
の影響等について、今後チェックリストを活用し定量的評価を行っていく。また、生産性を高める効果を早期に発揮す
るために、短期間に工事が完了するよう努めていく。

（関係課との連携）
・耕作放棄地解消事業や担い手育成事業など、関係部署と積極的に情報交換を行っていく。

205 28

農業集落排水
処理施設の維
持管理

・効率的な施設維持の検討
・施設の延命化
・接続世帯及び使用料収
入増のための検討

（効率的な施設維持の検討）
・現在施設の日常点検業務は、施設規模や供用開始当時の状況により点検実施日数が異なっている。今後予定され
ている機能強化事業に合わせ、新たな技術や自動通報装置等の導入による点検業務の簡略化や削減対策について
検討し、市内11施設の業務の統一化を図る。

（施設の延命化）
・設備の劣化状況を把握し、設備台帳システムを活用して計画的な修繕を実施するとともに、第3次静岡市総合計画に
基づき、国の機能強化制度を活用して施設の延命化を図る。

（接続世帯及び使用料収入増のための検討）
・引続き、未接続世帯に対する接続勧奨や使用料滞納者に対する支払いの働きかけを強化する。

206 28
林道整備事業
費（市単）

・森林伐採等の実績把握に
よる効果検証
・丸太柵の市産材活用

（森林伐採等の実績把握による効果検証について）
　当事業の３級林道開設については、開設された林道を利用して、どの程度森林施業が実施されたか効果検証を実
施する。

（丸太柵の市産材活用について）
　工事で使用する木材については、仕様書で県産材の使用を規定している。今後は、受注者に対し、積極的に市産材
を使用するよう指導する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

創業支援体制の見直しを行い、予定どおりSOHOしずおかの機能を平成30年度から指定管理施設である産学交
流センターに統合。統合により、当該補助金については平成29年度をもって終了した。

産業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（ＰＲ活動の効果検証）
・～H28.12　　アンケート内容の検討
・H29.１　　　　首都圏ＰＲにてアンケート調査実施
・H29.５　　　　静岡ホビーショーにてアンケート実施

（より効果的なＰＲ方法の研究）
・H29.２～3　 首都圏ＰＲアンケート結果分析
・Ｈ29.6　　　　静岡ホビーショーアンケート結果分析。次回ＰＲ活動について、ホビー推進協議会静岡及び静岡ホ
　　　　　　　　　ビースクエアと協議
・Ｈ30.３　　  　首都圏ＰＲ実施

産業振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（清水港線跡自転車歩行者道活用ソフト事業の実施方法等について）
フリトラ市の開催を原則第２日曜日とすることにより地域への定着を図るとともに雨天が見込まれる場合には延期又
はその他の方法により実施回数を年12回できる仕様とした。
民間主体による事業への意向については引き続き検討していく。

（日の出埠頭岸壁一部開放事業）
事業自体は縮小（一般開放はH29年度より廃止）したものの客船寄港数の増加により、日の出岸壁は市民が憩う場
となりつつある。
釣り開放については参加者が増加傾向にありニーズは高い。今後、クルーズターミナルの整備や海釣り公園の整
備状況に応じて事業を見直しいていく。

海洋文化都市
推進本部

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

（就農の検証）
平成29年度までの研修受講者は18人で終了者のうち7人が就農している。
就農者を増やす一定の役割、効果は出ていると判断している。
しかしながら、近年、定員割れが続いているため、研修内容、方法を変更し、参加しやすい研修内容に改める。

（農業体験の活用）
農業体験は、平成29年度より区役所蒲原支所との連携により、地域性を確保する取組みを行っている。

農業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（効果的な整備箇所の決定）
・新規整備路線の事業化の決定においては、農地の利用状況や受益農地面積等の調査結果に基づいたチェック
シートを活用し、評価している。

（関係課との連携）
・農道受益地内の耕作放棄地については、営農再開意思の有無等を関係課に確認し、ルート選定等に活用してい
る。

農地整備課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（効率的な施設維持の検討）
・日向地区日常管理組合との協議打合せ実施
・自動通報装置の調査実施

（施設の延命化）
・H29年11　坂ノ上中継ポンプ施設更新
・H30年２　日向地区農業集落排水処理施設機能強化実施設計完了
・H30年３　俵沢地区真空管路施設更新

（接続世帯及び使用料収入増のための検討）
・H29年９　未接続者に対して現地訪問、接続勧奨を実施
・H29年12　使用料未納者への督促、支払いの働きかけ実施

農地整備課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（森林伐採の実績把握による効果検証について）
・7月　市単開設林道における前年度の森林施業実績の調査・検証を実施する。

（丸太柵の市産材活用について）
・工事受注者に市産材の使用を指導する。

治山林道課
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号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

207 28 治山事業費
・効率的・計画的な施設整
備等の実施

（効率的・計画的な施設整備等の実施について）
　現在、県の治山パトロール等に合わせて点検しているが、今後、治山台帳より点検箇所を抽出し、11月～３月に定期
的な点検を行い、その調査結果に基づき、優先度の高いものから修繕を実施していく。

208 28
漁港・海岸維
持工事費

・砂礫確保のための関係機
関との調整

（砂礫確保のための関係機関との調整）
　安倍川の砂利採取箇所は、各年度ごと国土交通省が採取範囲を決定する。　
運搬費を圧縮し、予算の範囲内で目標の養浜投入量を確保するため、決められた範囲のなかで、なるべく近隣で採取
できるよう引き続き関係機関と協議を行う。

209 28

フィッシャリー
ナ維持管理経
費

・未納を防ぐ方法の検討

（未納を防ぐ方法の検討）
　継続許可の場合、未納を防ぐ対策として、更新許可申請時の相手方への確認、納付の定期的な確認、早めの督促
を実施する。 
　また、不法に船を置かせないよう定期的なパトロールを実施する。

210 28

静岡市エリア
マネジメント推
進事業

・先行事例の検証

（今まで調査・研究した課題や成果の検証について）
・地域の課題解決や地域が持つ価値・魅力の向上を実現するために、過去に実施したWS等での意見を検証し、エリア
マネジメントの実現を図っていく。

（他のエリアでの取り組みへの応用について）
・静岡都心地区を対象とした講演会・WS等の内容・成果を、広く市民に周知し、エリアマネジメント活動の意義、効果の
普及を図り、自発的なまちづくり活動を支援していく。

211 28

清水都心
ウォーターフロ
ント活性化推
進事業

・関係課との連携

（関係機関との連携について）
・清水都心ウォータフロント周辺地区の開発は、港湾管理者の静岡県を始め、ソフト事業を実施している市清水港振興
課等の関係課が関連する。また地区内の民間開発もあるため、県・市・民間関係者が参画する「清水都心ウォーターフ
ロント地区開発推進会議」を立ち上げ、個別事業の誘導・調整するなど、連携を図っていく。

212 28
都市計画道路
見直し事業

・成果の検証

（見直し対象路線の評価について）
　都市計画道路の見直しについては、必要性、代替性、実現性、交通需要から評価し、継続、変更、廃止の評価結果
を提案する。次に、その評価結果を、ネットワークの連続性、将来のまちづくりの対応などによる総合的な観点による評
価、将来交通量推計を実施して需給バランスの検証を行った後、見直し路線を決定し、継続または変更する路線を対
象に整備優先度を検討する。

213 28

（仮称）谷津山
南北道路調査
検討事業

・慎重な事業の検討

（慎重な事業の検討について）
　当事業については、国道1号と静岡鉄道が近接して交差するため、国道管理者、鉄道事業者等関係機関と十分に協
議するとともに、地元への周知を図る。また、事業実施については、実際に事業を行う道路部と都市計画決定を含め十
分に検討する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（効率的・計画的な施設整備等の実施について）
・点検計画の策定（　９～１０月）
・点検　（１１～１２月）
・修繕計画の策定（　１～　３月）

治山林道課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

平成２８年７月　　　　 国土交通省が採取範囲を決定
平成２８年８月～　　　関係機関協議
平成２８年１２～３月　砂利採取・運搬・搬入
平成２９年７月　　　　 国土交通省が採取範囲を決定
平成２９年８月～　　　関係機関協議
平成２９年１２～３月　砂利採取・運搬・搬入

砂利採取の箇所については、近隣で採取できるよう、関係機関と毎年協議している。

水産漁港課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

使用料の未納者に対し、督促状の送付や電話催告を行った。

不法艇については、パトロール等により、漁港及び近隣の海岸には見受けられないでいる。
水産漁港課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28

（普及啓発活動）
・ワークショップ、講演会　開催
・空間活用調査
（ガイドライン作成）
・素案作成

H29

（普及啓発活動）
・エリマネ活動団体とのワークショップ
（ガイドライン作成）
・エリアマネジメントガイドラインの作成

都市計画課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28

・清水都心ウォーターフロント地区都市デザイン推進業務
・(市)島崎町新港町線外１路線測量・設計業務

H29

・清水都心ウォーターフロント地区都市デザイン推進業務
・清水港線跡遊歩道沿線・隣接交差点設計業務

海洋文化都市
推進本部

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（評価の検証）
H28　見直し指針策定
　　　　必要性、代替性、実現性、交通需要による路線評価結果提示
H29　将来交通量推計による需給バランスの検証結果の提示
H30　見直し路線の決定（廃止、変更）
　　　　継続または変更路線の整備優先度の検討

都市計画課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

これまで、平面での鉄道交差を前提として検討を行ってきたが、国道1号への影響など実現に向けての課題が多い
ため、下大谷線のボトルネック踏切を含めた長沼地区全体の交通課題を捉えた、鉄道立体化の検討を道路部と連
携して行うこととしたため。
（事業の進め方）
H28　鉄道事業者と交差部の検討
H29　鉄道立体化の検討
H30　鉄道交差に関する総合評価

都市計画課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

214 28

自転車の利用
マナーを育て
る経費

・配布方法の見直し　・啓発
品決定方法の見直し

（配布方法の見直しについて）
・これまでは、少年期から計画的に自転車マナーを啓発することで効果を高め、生徒の家族にも啓発機会を創出する
ことから、市内の小中学生（小学４年生、中学１年生）を対象に実施している。
　自転車対策協議会で協議した結果、「啓発活動は少年期から実施することが望ましい。」との意見を頂いたため引き
続き全小中学生（小学４年生、中学１年生）を対象に実施する。
　また、授業や活動を効果的に実施して頂けるよう依頼文の見直しを行うとともに、アンケート用紙を同封し活用方法の
聞き取りを実施し、見直し検討をおこなう。

（啓発品決定方法の見直しについて）
・これまでは啓発品に「なくそう放置自転車」の文字を入れ、分度器は算数の授業毎に周知効果があり、反射板は自転
車のスポーク装着用を採用し、夜間の走行時に安全性が高まる効果もあるため、長年啓発品として採用してきた。
　自転車対策協議会で協議した結果、啓発品に記載されている文字を変更し、啓発の効果を高める見直しを実施す
る。
　また、啓発品についても、反射シールなどが候補となっているが、他事業の啓発品と同品となり効果が薄れる可能性
もあるため、アンケート用紙を同封し啓発品についての聞き取りを実施し、見直し検討をおこなう。

215 28
放置自転車を
なくす経費

・委託方法の見直し

（委託方法の見直しについて）
・静岡地区については、市内の放置自転車台数の9割を占めており、清水地区と比べ対応台数に違いがあることから、
委託内容を指導・警告と撤去に分けて、指導・警告は大勢の人数を確保できる業者、撤去は迅速かつ丁寧に大量の
自転車を積込・運搬できる業者を選定し委託してきた経緯がある。
　委託方法については、受託業者等へ聞き取り調査を実施した結果、指導・警告業務受託者、撤去業務受託者とも、
「指導・警告・撤去受託は出来ない。」との回答であった。
　また、静岡地区は静岡駅周辺の経常予算、東静岡駅周辺の政策予算があり委託の一本化も検討したが、現在の定
期支払が出来なくなり、結果として事務量増となるため現状維持とする。
　しかし、東静岡駅周辺の政策予算は、平成30年度に経常予算へ移行するため事務量減となる。

216 28
草薙駅前駐車
場管理経費

・使用料見直し

（使用料見直しについて）
　当該駐車場は、機械式（タワー型）を採用しており、６時から２４時と利用時間が定められている。他の民間事業者の
自走式駐車場や青空駐車場のように24時間365日いつでも入出庫できないことや、車庫証明書が発行できないなど、
民間駐車場より利用制限や使用条件がある。
　Ｈ28.9月現在、月極め駐車場の利用料金や条件を草薙周辺の民間事業者等へ聞き取りを実施し、月極めの使用料
金が当該駐車場より安価に設定されている駐車場が多いため、当該駐車場の定期利用料金は、市場価格との整合が
図られていると判断し、適正な価格であると考えている。
　今後は、周辺の民間駐車場の状況を随時把握し、状況に応じて使用料見直し検討を行う。

217 28
花の名所づく
り事業

・事業手法の見直し

（類似事業の整理について）
　類似事業に挙げられる「花苗配布事業」は、地域緑化の推進を図るため、市が購入し用意した花苗等を、年3回の配
布日に地域花壇を管理する自治会等へ配布するにあたり、軽トラック等への積込み作業をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの力を借り、実施
している。
　一方、「花の名所づくり事業」は、三保の玄関口となる国道150号自歩道内の花壇（面積210㎡）を利用して、一年を通
じ花のある景色を演出する事業である。当該花壇の「土づくり」は、すべての作業を地域住民で行う小規模な地域花壇
に比べ、その作業量が膨大となるため、造園業者へ委託せざるを得ないものの、花苗づくり・植えつけ・除草等の主た
る作業は、緑化ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの力を借り、事業を進めている。
　この両事業は、静岡市みどり条例の柱となる「市民との協働」に即す代表的な緑化推進事業であり、この活動を学校
や企業をはじめ広く市民にアピールし、新たに人材を確保するためにも、花壇の質を高める当該委託業務は不可欠で
ある。
　しかし、現在、市内の花壇づくりに関しては、花の名所づくり事業、花苗配布事業をはじめ関連事業が複数混在して
いることから、これらの事業をまとめ、新たな「花の名所づくり事業」として見直し、全体事業費の軽減、事務作業効率の
改善、更なるPR等を検討する。

218 28
公園・緑地等
維持管理事業

・将来的な経費削減のため
の検討

（将来的な経費削減のための検討）
　既存の公園施設の計画的な補修による長寿命化や、更新費用の平準化を目的に、公園施設長寿命化計画を平成
25年度に策定し、平成26年度より早急に対応が必要となる遊具等の更新や補修を行っている。計画通りに更新・補修
を実施することで、維持管理費縮減が期待できる。
　また、新規整備する公園施設については、維持管理費を考慮して、施設の選択を行っている。

219 28
地籍調査事業
（地籍修正）

・確実な調査の実施

（地籍修正業務）
　地籍修正は、従来は8月までに申し出があった案件を次年度の予算要求に計上するため、9月以降の申し出案件は
翌々年度以降の対応となっていた。
　今後は、単費の差金の状況を早期に把握し、予算を流用して９月以降の申し出分を少しでも発注するように努める。

（地籍調査の誤り防止対策）
　現在実施している地籍調査に誤りが生じることのないよう、受託者に対し的確な指示を行うために、境界立会に関す
る研修の受講者を増員し、担当職員の技術力の向上を図る。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（配布方法の見直しについて）
H29年度は授業に効果的に活用されるように、依頼文を変更。また、アンケートを実施し活用方法を確認。
現行の分度器・反射板について概ね好評であるので継続実施していく。
参考：毎年５月　小学４年生へ啓発品配布、毎年7月　高校生へ自転車区域マップ配布、毎年８月　中学生へ啓発
品配布

交通政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・平成30年度より、静岡地区と東静岡地区を「指導・警告」の委託と「撤去」の委託を一本化し、事務量減を図った。 交通政策課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施
・H29年度に、周辺の駐車状況を調査し、草薙駅前駐車場の今後のあり方について、廃止を含め検討していく。 交通政策課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

（類似事業の整理）
　類似事業をまとめ、新たな「花の名所づくり事業」として見直し、全体としての事業費の軽減、作業効率の向上させ
る。
　
Ｈ28.10　予算要求
Ｈ29. ４　新たな「花の名所づくり事業」の開始

対象事業：150号花壇管理、花苗配布、駿府城公園花壇管理、ほか2事業

緑地政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（将来的な経費削減のための検討）
・公園施設の長寿命化事業として、H28年度は23公園36施設、H29年度は11公園11施設の遊具更新工事を実施。

公園整備課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（地籍修正業務）
地籍調査修正業務について、目標どおり４件を発注した。

（地籍調査の誤り防止対策）
H29.9  　「官民の境界確定をめぐる法律」、
H29.10　「不動産登記実務講座」に参加し技術を習得した。

建設政策課
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事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

220 28
建設発生土対
策事業

・建設発生土の活用のさら
なる工夫

（繰越工事の建設発生土のストックヤード受入れ）
　原則、繰越になる工事については、建設発生土を入れることを禁止していたが、建設発生土を繰越してｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞに
保管したいとのニーズがあり、今後ほかの工事についても同様な要望が挙げられる事が予想されたため、利用要領を
変更し、協議の上繰越すことを可能にした。(平成28年９月１日施行)

221 28
道路台帳の管
理・補正業務

・市民が閲覧しやすいイン
ターネット提供サービスの
運用
・保守点検業務の内容精
査・見直し

道路台帳のインターネット提供サービスについては、窓口や電話などから寄せられた意見をもとに予算の範囲内で更
に閲覧しやすいシステムとなるよう改善に努力する。
　保守業務受託業者から保守点検項目と実施回数及び内容等を確認し、仕様書に照合し各項目の必要性を再検討
した結果、不要な項目及び不適切な点は見られなかった。今後とも、保守点検の業務内容を把握し、業務の増減に合
わせて適正な事業費を予算に計上する。
　また、保守点検業務の実施報告にあたり各点検項目の実施日、回数及び内容についてより具体的に報告させる。

222 28

道水路用地に
係る測量・分
筆等登記及び
調査事務

・業務の効率化及び計画的
な道路内民地の処理の継
続

（適切な事業実施の継続性の確保）
　適切な事業の実施に努めるべく、委託業務の契約内容の周知徹底や各種台帳の精査を怠ることなく引継ぎをしてい
く。

223 28
河川維持管理
経費

・維持管理計画の整備
・河川愛護事業への参加者
増加に係る働きかけ

（河川カルテの作成）
　今年度中に準用河川の河川カルテを完成させ、また河川カルテを効率的に活用できるようシステム化を図る。　

（河川愛護事業の参加者数の維持・増加）
　河川愛護事業への参加を引き続き働きかけ、参加者数の維持・増加に努める。

224 28

高速道路ＩＣの
アクセス道路
整備推進

・評価結果の周知による活
用推進
・職員を研修に派遣するこ
とによる職務能力向上の推
進

（研修へ参加）
次回の事業評価の実施に合わせ、専門研修に職員を派遣する。

（関係課への情報提供）
庁内ネットワークにより関係課に情報提供し、有効活用を図る。

225 28

道の駅宇津ノ
谷峠維持管理
経費

・施設の運営方針検討
（関係課協議）
第3次総合計画「東海道歴史街道二峠六宿」の重点プロジェクトの取組みと合わせ、運営方針をまとめていく。

226 28
道路舗装整備
事業

・健全化計画の随時見直し

（舗装補修費の有効活用について）
・当事業については、健全化補修計画より事業箇所の優先順位をつけ、事業を実施しているが、地域に密着した生活
道路については、快適性を持続できる効率的な舗装補修が求められている。
　限られた予算の中で、生活道路の快適性を持続するため、他事業(下水・水道工事)と連携した舗装整備に取り組
み、より市民ニーズに則した補修費用の有効活用の方策として他事業との同時施工実施に向けた、検討・準備を進め
る。

227 28
道路情報提供
システム事業

・システムの整備継続
・市民へのシステムの周知
強化

（アンダーパス監視整備）
アンダーパス監視システムは引き続き整備を進め、平成30年度までに整備対象19箇所全てのアンダーパスの監視体
制を整える。なお、国道１号高架化事業に伴い、計画に変更が生じる可能性があるため、国交省静岡国道事務所と調
整を行う。

（一般への周知）
Webサイトによる周知だけでなく、情報のオープンデータ化を進め、民間の力を活用した情報発信に取り組んでいく。

228 28

通信指令施設
等管理運営経
費

・システム保守点検内容精
査の検討

（適正な保守管理の内容ついて）
・消防総合情報システムの保守管理について、まず、課内で保守内容を精査し、人工代、点検回数、保守対応時間、
点検機器等、項目別の見直しを行う。この精査した結果を事業評価(総括)に従い、ICT推進課の意見も求めた上で更
に見直しを行う。

（保守管理に係る経費の検証について）
・平成28年4月1日から消防総合情報システムを稼働し、同日から静岡市のほか、消防救急広域化で２市2町（島田市、
川根本町、吉田町、牧之原市）のエリアも管轄となった。平成28年度は、瑕疵担保期間となるため、瑕疵担保に含まな
い部分の保守契約(36,327千円)をしているところであるが、消防救急広域化に伴い、保守費用の増額となるため、他市
消防の保守費用等を参考にし、導入業者との調整行う。調整結果についてICT推進課のノウハウも参考にして保守管
理に係る経費の積算を明確化する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（繰越工事の建設発生土のストックヤード受入れ）
平成28年9月１日から運用を開始した。
平成28年度及び平成29年度ともに運用実績がありました。

技術政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28.9　  受託業者へ見直しを指示
H28.10　受託業者と点検項目の見直し、作業内容の記載ついて協議を実施

H28.10分の保守点検報告書から、協議に基づき、分かりやすい報告内容に改まった。

土木管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（適切な事業実施の継続性の確保）
H29.３　H29年度事業内容の確認、引継ぎ
H29.５　未処理等台帳整理業務　契約

土木管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（河川カルテの作成）
Ｈ29.3　準用河川の河川カルテの作成及びシステム化

（河川愛護事業の参加者数の維持・増加）
H29.3　参加団体への通知文発送
H29.5　計画書未提出団体への確認
H29　   新規参加希望団体への対応

河川課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（関係課への情報提供）
Ｈ29.1　事業評価について関係職員を対象に説明を実施した

道路計画課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（魅力ある施設運営について）　
今後の魅力ある施設運営について、管理会社（道の駅宇津ノ谷峠）と検討している段階であり、方針が決定次第、
関係部局と調整・検討していく。

道路計画課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

平成28年度に他事業者と協議したところ、同時施工に伴うアロケーション等の事務手続きや予算措置が煩雑となる
など課題が多いことが判明した。そのため、平成28年度から試行的に同時施工により効果が発現される箇所につい
て、個別協議にて実施している。

　平成28年度：　9箇所
　平成29年度：　５箇所　累計１４箇所実施

道路保全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（アンダーパス監視システム整備）
　計画通りに整備を進めている中、国道1号高架化事業に伴う国交省静岡国道事務所との調整により2箇所のアン
ダーパス自体が廃止となるため、整備対象は全17箇所となった。
　また、道路横の壁に浸水の深さがわかるように現地に明示した。
　平成28年度：4箇所　累計10箇所
　平成29年度：4箇所　累計14箇所
　平成30年度：3箇所　累計17箇所（予定）

（一般への周知）
　外部ホームページの静岡新聞SBS災害情報等へリンクを掲載してもらい、多くの道路利用者へ情報発信するよう
取り組んでいる。
　また、オープンデータ化については、平成28年9月より市ホームページにて情報発信している。

道路保全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28年　　　 他市消防に問合せを実施
　　　　　　　　ＩＣＴ推進課に相談
H29年1月　点検内容（仕様書）の検討
H29年2月　仕様書作成
H29年3月　見積執行
H29年4月　事業開始

指令課
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事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針
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229 28
放課後子ども
教室推進事業

・総合的な放課後子ども対
策の構築と関係事業との連
携による事業の効率化

（総合的な放課後子ども対策について）
　児童クラブ入会児童が参加するまでの手順の徹底や児童クラブ入会児童と一般の児童が混在する中での児童クラ
ブ支援員の役割等、事業実施時の協力体制などの検証等のために設置した放課後児童対策運営委員会（学校関係
者、学識経験者、放課後子ども教室関係者、放課後児童クラブ関係者等で構成）において効率的・効果的な事業を検
討していくとともに、各関係課と協力・連携しながら総合的な放課後子ども対策を構築していく。

230 28

小中学校校舎
トイレリフレッ
シュ事業

・計画的な修繕の実施 ・当事業は、安心・安全な教育環境を提供するために必要な事業であり、今後も継続的に進めていく。

231 28
学校図書館教
育推進事業

・導入効果の適正な検証の
実施
・検証結果を踏まえた配置
校拡大の検討

（事業の見直し）
本事業の要項を見直し、文部科学省の考えに沿った学校図書館づくりを目指す。

（事業の効果検証について）
・事業評価を受け「事業検証方法」「継続して事業成果を図ることのできる指標」の２点に関し見直しを行う。
（１）事業検証方法　本事業の目的である①読書活動の推進、②学習支援、③情報活用能力の育成に関し学校への
調査や国の調査を用いた検証を行い、成果と課題を確認する。
（２）継続して事業成果を図ることのできる指標　全国学力状況調査の読書に関わる項目を全国の結果と比較すること
を成果指標に定め、継続的且つ客観的な成果の検証を行う。

232 28
図書館管理運
営事業

・保守点検業務の内容精
査・見直し
・廃棄図書の有効活用の検
討

(保守点検業務の内容精査・見直しについて)
　現図書館電算システムの保守点検業務について、仕様書等の見直しを実施するなど、保守点検業務内容の精査を
行う。また、H30.3以降、新システムに更新予定であったが、ICT推進課での情報化推進システム開発会議にて、一年
間現システムの再リースを行うとの結果になったため、再リース後の保守点検業務についても内容を精査していく。

(廃棄図書の有効活用の検討について)
図書の再利用受入団体拡大に向けて検討を進めていく。

233 29

市立高等学校
定時制課程給
食事業

・生徒減少を考慮した委託
方法の検討

本校の自校調理（委託）による給食方式は、生徒の健全な発達に資するほか、生徒と教諭が共に規則正しく食事する
ことによる“食育”の観点でも有益であると考える。
　しかし一方、生徒数が年々減少していること、入札に参加する業者が少ないことも事実である。
　このため、給食の提供方法の見直しに取り組むこととしたいが、学校の方針、生徒やPTA、同窓会などの意見を踏ま
え、慎重な判断をすべきものであるため、H28後半からH29にかけて、他校の状況調査や関係者の意見聴取を行い、
H30以降の給食の提供方法について検討していきたい。

234 29

例規管理シス
テム管理運用
事業

・例規集の配布先の見直し
・更新事務の見直し

(紙媒体の例規集の配布先の検討について)
・紙媒体の例規集については、調査により引き続き必要であるとの整理をしているところだが、配布した3巻の全てが利
活用されているのか、どのような代替手段が講じられれば事務上の必要を満足するのか等の追加調査により、より精緻
な配布先の検討を行う。

(例規改正の更新時期について)
・各課が作成する例規原稿の体裁の調整作業が更新に時間を要する一因となっているため、例規原稿の標準フォー
マットの活用指導等、体裁の調整作業の迅速化に資する対策を講じる。

235 29
広報紙作成事
業

・お知らせ記事の掲載基準
の検討

(お知らせの掲載基準の見直し及び周知について)
・お知らせ記事が年々増加しているため、掲載基準を見直すとともに各課へ掲載のルールを周知する。

236 29
情報セキュリ
ティ対策事業

・内部人材の育成に向けた
検討

（ＩＣＴ推進課職員が高度な専門性を有することについて）
・委託業者へ適切な指示を出来るように、地方公共団体システム機構（ＪーＬＩＳ）主催の研修会、セキュリティベンダー
の研修会及びＩＴ資産の業界団体が主催する講習会やセミナー等に積極的に参加し、課内でフィードバックすること
で、ＩＣＴ推進課職員の高度な専門性を養う。

（計画的な職員育成について）
・e-ラーニングの内容は、情報セキュリティ基礎が主であったものを、最新のサイバー攻撃の手法や、情報セキュリティ
監査結果及び対応結果を反映させることで、情報セキュリティ意識の高い職員育成を図る。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

放課後児童対策事業運営委員会において、児童クラブ入会児童の放課後子ども教室への参加方法や、共通プロ
グラムの充実に向け、連携・協働体制を推進した。また、児童クラブ所管課と連絡を密に行い、連携しながら、総合
的な放課後子ども対策を実施している。

教育総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

安心・安全で充実した教育環境を確保するため、継続して事業実施
※例年以下のスケジュールで実施している。
（設計委託）
 ６月　 設計委託業務契約
 10月　設計委託業務完了
（工事）
８月  工事契約
１月  工事完了

教育施設課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H28．12～  要項整備をした。
H28．10～　調査項目の検討・作成、司書配置計画作成、成果指標の検討・作成をした。
H29． ４～　学校・司書へ要項の周知をした。　H29． ４～　事業成果の検証をした。　
H30． ４～　小中一貫研究校にて検証結果を踏まえた新事業の実証を開始した。

学校教育課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(保守点検業務の内容精査・見直し)
H28.9 　 現システム、新システムの保守点検業務の検討・作成を実施済 
H28.10　現システム、新システムの仕様書等精査及びH29年度当初予算要求を実施済
H29.3 　 現システムの保守点検業務の契約締結
(参考)H30.3 現システムの再リース開始

(廃棄図書の有効活用の検討)
H28.9～　受入団体の拡大検討
H29.4～　随時受入団体の拡大を実施

中央図書館

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（定時制課程の生徒減少に伴う給食事業の見直し）
H30.１　他校の定時制課の夜食の状況ついて調査
H30.４　給食提供業者への見積依頼
H30.６　学校内での今後の夜食の提供方法について協議

市立高等学校

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（紙媒体の例規集の配布先の検討）
H29年度中　H30年度の方針の決定

（例規改正の更新時期）
H30.２　標準フォーマットの活用指導

政策法務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(お知らせの掲載基準の見直し及び周知)
H29.9～11　掲載基準の見直しを実施
H29.12　　   広報紙年次計画依頼時に、各課にお知らせ記事の掲載基準を周知
H30.2　　　　 H30年度の広報紙年次計画に反映。広報広聴ガイド配布時にも周知。

広報課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（ＩＣＴ推進課職員が高度な専門性を有することについて）
民間事業者による研修受講を取り入れる等、職員の研修受講計画を見直した。

（計画的な職員育成について）
平成29年９月　全職員を対象としたe-ラーニングを実施した。

ICT推進課
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237 29

住民情報シス
テム運営管理
業務（法改正
時等のシステ
ム改修）

・計画的な事業の実施
（計画的な事業の実施）
住民情報システムの安定的で円滑な運用を図るために、業務所管課との確実な情報共有を図り、計画的な事業を進
める。

238 29
防災施設維持
管理業務

・防災備蓄倉庫の点検事務
の見直し

（防災備蓄倉庫の維持管理について）
・防災倉庫内備品の基本的な動作確認などの点検は市で、機械設備などの専門的な点検は外部委託で実施してお
り、点検内容が異なることから、点検の在り方については現行とおりとする。
・H30年度より点検業務の実施時期を早期に行い、万が一機器の不具合がある場合は次年度の交換、更新等の対応
が可能となるよう調整する。

239 29

車両管理事業
（車両管理
費、車両購入
費）

・必要な車両台数の精査
・他都市の管理手法の調
査・研究
・効率的な運用の徹底

(必要な車両台数の精査について)
・各課の利用状況を調査し、車両台数の精査を行う。

(他都市の管理手法の調査・研究について)
・他都市の状況を確認し、事務の効率化について検討する。

(効率的な運用の徹底について)
・近距離使用の自粛について各課へ通知し、徹底を図る。

240 29

市税収納徴収
事務(静岡市
お知らせセン
ター運営業
務）

・市税収納率の更なる向上
・受託業者との会議等を通
じた仕様書の見直し

・滞納整理事務年次スケジュールの完全実施
・受託業者との定例会議を通しての意見交換、効果的な業務運営の検討

241 29
戦争犠牲者追
悼式開催事業

・一般の方に参加してもらう
工夫

（一般の方に参加してもらう工夫）
・小学生や中学生については、平成29年度から平和へのメッセージ発表校の３校に対して、全校生徒へ式典チラシの
配布を依頼し、式典への参加を促した。
・地域密着のメディアであるコミュニティFMにおいて、式典告知を実施した。
・生涯学習施設、図書館において式典ポスターの掲出を依頼した。
・メッセージ発表校３校以外の学校等若者に対する効果的な周知方法について、教育局と連携して検討し、実施して
いく。

242 29
啓発物作成事
業

・市民編集スタッフの募集
周知の工夫
・要綱の見直し（再任回数
の制限）

（市民編集スタッフの募集周知の工夫）
・募集の際、ＨＰや広報しずおかに募集情報を掲載したり、チラシを作成し、当課窓口や女性会館、市政情報コーナー
へ配架して周知している。
・今までの周知方法に加え、情報誌発行に合わせて募集情報を掲載する。

（要綱の見直し）
・要綱上で市民編集スタッフの任期は１年とし、再任回数を3期までとする。

243 29 人材養成塾
・修了者が地域で活躍でき
る仕組みづくりやフォロー
アップ体制の検討

（修了生の活動状況把握について）
・28年度より、人材養成塾を始めとする「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」の全講座について、前年度の修了生に対し、
１年後の活動状況を把握するためのアンケートを実施している。30年度以降も継続実施予定。
・29年度中に、市民自治推進課と連携し、活動情報共有事業として「こ・こ・に」の修了生の現在の活動状況を冊子にま
とめ、配付する。

（修了生が活躍できる仕組みづくりについて）
・市の各事業に協力できる修了生を検索できるよう、市民活動支援システム内に人材バンク機能を設ける。また、システ
ムにより市から修了生へ市政情報を提供し、市の事業で活躍できる機会を提供する。このほか、システムの構築にあた
り、市民自治推進課及び業者との打ち合わせに参加することで、必要機能等を協議する。運用開始にあたっては、受
講生や修了生に広く周知する。
・29年度中に、市民自治推進課が対話の場づくり事業としてフューチャーセンターを開催。人材養成塾を始めとする
「こ・こ・に」修了生に参加を促し、多様な主体による対話の場をつくることで、課題解決意識を高める。30年度以降も継
続実施予定。

244 29
市民相談運営
費

・民間による法律相談の実
施状況の把握
・相談件数が減少した場合
の事業のあり方検討

（民間による法律相談の実施状況の把握について）
・日本司法支援センター（法テラス）、県弁護士会などの民間の実施状況や他都市の実施状況について、定期的に調
査していく。

（相談件数が減少した場合の事業のあり方検討について）
・これまでの実績、民間や他都市での弁護士相談の実施状況を踏まえて、今後の事業のあり方を検討していく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（計画的な事業の実施）
業務所管課との情報共有を従来よりも密に図ることで、法規制等によるシステム改修は適切に実施できた。

ICT推進課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（防災備蓄倉庫の維持管理について）
　防災資機材の点検時期について再度検討を行った結果、各自主防災組織の防災訓練が秋頃から12月の地域
防止訓練にかけて行われ、自主防組織からの資機材の報告を基に専門業者点検を実施することで、点検の精度
がより高められることから30年度は従前の点検スケジュールにより行うこととした

危機管理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(必要な車両台数の精査について)
H29.8 　　　　各課へ稼働状況の照会
H29.９～１１ 課各利用状況の分析
H30.４　　　　移行可能な車両についての共用化

(他都市の管理手法の調査・研究について)
H29.10～１２ 他都市の状況の検討

(効率的な運用の徹底について)
H30.3　　　　　近距離使用の自粛について各課へ通知

管財課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(静岡市お知らせセンター運営業務）
・H29.８　第１回定例会議実施
・H30.２　第2回定例会議実施
定例会議（年2回実施）では、改善案（税目の追加、実施項目の変更等）があれば、定例会で協議し、実施の可否
について決定していくことを確認した。

納税課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（一般の方に参加してもらう工夫）
・小学生や中学生については、平成29年度から平和へのメッセージ発表校の３校に対して、全校生徒へ式典チラ
シの配布を依頼し、式典への参加を促した。
・地域密着のメディアであるコミュニティFMにおいて、式典告知を実施した。
・生涯学習施設、図書館において式典ポスターの掲出を依頼した。
・平成30年度からは、メッセージ発表校３校以外の学校等若者に対する効果的な周知方法として、発表校以外の
市内小中学校に対し、式典ポスターの掲出を依頼した。

市民自治推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（市民編集スタッフの募集周知の工夫）
H29.10　pas à pas（パザパ）29号から、市民編集スタッフ募集の記事を掲載。

（要綱の見直し）
H30.４　要綱改正・施行

男女参画・多文化
共生課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（修了生の活動状況把握）
・アンケート
　H30.２　活動状況調査アンケート実施
　H30.３　集計結果を関係課に公表
・活動状況共有事業
　H29.12　該当の修了生へ原稿提出依頼
　H30.２　活動紹介冊子配付

（修了生が活躍できる仕組みづくり）
・システム構築
　H29.10　システム構築打ち合わせ参加
　H30.３　試験運用開始
　H30.３　こ・こ・に交流会で広報
　H30.5　運用開始
・対話の場づくり事業
　H29.９～3　フューチャーセンター開催（各月１回計６回）
　※９～3　計6回実施（参加者104人中、修了生22人）

生涯学習推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（民間による弁護士法律相談実施状況の把握）　
Ｈ30.4　H29年度までの過去５年間の実施状況について調査（県弁護士会）
※日本司法支援センター（法テラス）と他都市（全政令市及び近隣市町）へのH29年度の実施状況調査はH30年度
中に実施

（相談件数が減少した場合の事業のあり方検討）
H29年度の弁護士法律相談件数は454件であり、前年度の451件から微増したため、H30年度は事業のあり方を検
討しない。

生活安心安全課
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実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

245 29
市内斎場管理
運営事業

・有料化の周知

（有料化の周知）
・H29.６月議会上程前にあらかじめ関係者へ説明会を開催した。
・議会可決後、関係者あてに有料化を通知するとともに、市広報誌やホームページを活用し、周知を行った。

246 29
井川湖渡船運
営経費

・関係局と連携した観光船
乗船客増加に向けた取組
の強化
・有料化の確実な検討

(関係局と連携した観光船乗船客増加に向けた取組の強化について）
・関係局に渡船乗船を組み込んだツアーを提案し、乗船客増を図る。
・井川活性化検討会を立上げ、地元関係者、関係各局と渡船客増加について協議する。
・関係局と協働して「ふじのくにしずおか観光大商談会」、「静岡市交流会in東京」等各種イベントでパンフレット、チラ
シ、啓発品（カンバッジ）を配布し観光船のPRに努める。　

（有料化の確実な検討について）
・引続き利用者アンケートを実施すると共に、類似施設の使用料や市場価格を調査し、利用率の低下を招かない範囲
で有料化の検討を行う。

247 29

コンベンショ
ン・シティ推進
事業

・事業の効果検証
・情報発信の場としての有
効活用

効果検証については、「観光コンベンション協会」改め「するが企画観光局」によるコンベンション支援実績等の精査を
継続するとともに、本市で開催されるコンベンションの更なる傾向把握に努め、今後の誘致活動に反映したい。

　また、コンベンションは参加者に本市の魅力を発信する絶好の機会であることから、現在は観光パンフレットの配付や
観光案内デスクの設置等を実施しているが、するが企画観光局と情報共有のために設置した連絡会等を活用し、主催
者の理解を得ながら、会議のテーマに即した情報やイベント情報等を含む、観光に限らない幅広い情報発信に努め
る。

248 29

東海道広重美
術館管理運営
事業

・客船の乗客等の誘致促進
・由比地区内の周辺施設等
との連携
・関係課との連携による誘
客

（客船の乗客等の誘致促進について）
　客船による外国人観光客を有効に誘致するためには、関係課と連携したＰＲに加え、寄港日と重なる閉館日を臨時
開館日とする対応を検討する必要がある。開館日の変更は、一般利用客への影響や職員の労務管理上の問題にも繋
がり、慎重な判断を要するため、指定管理者の意向も聴取し協議の上、対応を検討する。

（由比地区内の周辺施設等との連携について）
　由比本陣施設指定管理者とは、定期的な連絡調整会議により、運営、協力事業についての連携を図るよう努めてい
る。また、由比地区の祭事や地元企業のイベント等にも参加し、ＰＲ活動も行っている。今後も連絡調整会議を実施し、
より一層由比本陣施設との運営における連携（例えば由比本陣施設の夜間イベント時には美術館の開館時間を延長
する、同一テーマを持ったイベントを実施するなど）を図れるように、直近ではなく、先のスケジュール確認や企画の検
討を行っていく。併せて今以上に積極的に由比地区のイベントへの参加や地元企業と共働することにより、誘客に努
める体制を整える。

（関係課との連携による誘客について）
 静岡市美術館をはじめとする美術館やギャラリー、市内公立・私立小中学校、ホテル等の400以上の機関に対して企
画展のチラシやポスターを送付し、情報発信をしている。今後は、さらに依頼が可能と思われる機関（各区役所やホテ
ル・旅館組合等）を把握し、情報発信の窓口を増やすためのアプローチをしていく。

249 29

由比本陣記念
館等管理運営
事業

・来場者の用途の分析
・ユニークベニュー等の取
組促進
・由比地区内の周辺施設等
との連携
・関係課との連携による誘
客

（利用目的の分析について）
平成28年度に利用者アンケートを改善し、「由比宿交流館のサービスでどのようなことを希望するか」の項目を追加し
た。一定の回答数を確保し、利用者ニーズの分析を進めていく。

（ユニークベニューとしての利用の促進等について）
引き続き、積極的に新たな企画に取り組み、多くの人が当該施設を訪れるきっかけづくり及び由比地域のPRに努めて
いく。
　なお、企画・イベント内容によって、開館時間を延長する場合等には、労務管理上の問題もあるため、指定管理者の
意向を聴取し、協議の上対応していく。

（広重美術館と連携した情報発信について）
平成25年度より、市と両指定管理者による連絡会議を実施し、情報共有、意見交換による連携強化を図っている。ま
た、両館協同事業についても、由比地区の祭事に合わせた各種イベント等の実施、由比年賀状版画コンクールの開
催、両館入館者プレゼントの実施等、協力してで誘客に努めている。今後もより一層広重美術館との連携を図り、由比
本陣公園全体で一体感のある施設となるよう、同一テーマを持ったイベントの開催等についても検討していく。

（関係機関との連携・協力について）
地元由比港漁協の協力による活きた桜えびの展示（春・秋の漁期中）は、来館者に人気の高いイベントとなっている。
地元に根差した指定管理者の強みを活かし、今後も新たな企画を検討していく。

73

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(有料化の周知）
H29.４　関係者(自治会連合会、葬祭業者等、仏教会）へ説明
H29.５　清水区連合自治会定例会にて21地区連合自治会へ説明
H29.６　区長会議にて説明
　　　　 　議案上程
　　　　　 HPにて有料化（案）周知
H29.７　市議会で可決
　　　　　HPにて有料化決定の周知
　　　　　葬祭業者等、仏教会へ有料化決定の通知
H29.８　市広報紙にて有料化決定の周知
　　　　　区役所、関係機関等へ周知
　　　　　新清水斎場完成記念式典、内覧会
H29.９　新清水斎場供用開始、有料化開始

戸籍管理課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

(関係局と連携した観光船乗船客増加に向けた取組の強化について） 
H29. ５・７　「葵トラベラー」
H29. ８　　　「奥大井・井川で在来作物と焼畑農法に出会う旅」
H29. ８　　 　「トム　ソーヤ　サマーキャンプ」
H29.11　　　「第１回渡船祭り」開催　※井川神社秋祭りと同日開催
H29.12　　　「静岡市交流会in東京」

（有料化の確実な検討について）
H28. ４　　　アンケート調査開始
H29　　　　　「渡船満足度調査」実施

井川支所

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

海外からのMICE誘致を促進するため、観光庁主催商談会や現地でのPRを実施した。 観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（客船の乗客等の誘致促進について）
平成29年９月～　指定管理者との協議
平成29年９月～　関係課と協議、情報提供

（由比地区内の周辺施設等との連携について）
平成29年９月～　指定管理者と協議
平成29年９月～　由比本陣施設指定管理者や地元企業と協議

（関係課との連携による誘客について）
平成29年９月～　依頼可能な機関の把握
平成29年９月～　指定管理者と協議

観光・国際交流課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（利用目的の分析について）
平成29年９月～　　　指定管理者と協議

（ユニークベニューとしての利用の促進等について）
平成29年９月～　　　指定管理者と協議
平成29年９月17日　プレミアムフライデー企画「お抹茶とお琴の夕べ ～老舗 井筒屋の松華堂弁当とともに～」開
　　　　　　　　　　　　　催
平成30年２月～３月　「駿河東海道おんぱく」へ参加

（広重美術館と連携した情報発信について）
平成29年９月～　　　　両館指定管理者と協議
平成30年１月　　　　　由比年賀状版画コンクール開催

（関係機関との連携・協力について）
平成29年９月～　　　　依頼可能な機関の把握・指定管理者と協議

観光・国際交流課
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(評価を受けた当時)

250 29
登呂博物館管
理運営事業

・管理運営方法の検討・決
定
・有料スペースの来館者数
増に向けた取組

（管理運営方法の検討に向けた取組について）
　管理運営方法について、他都市博物館の状況調査を実施し、当博物館の実情に合った方法を今年度中に決定す
る。

（有料スペースの来館者数増に向けた取組について）
　当館の基本方針は、「登呂遺跡が伝える歴史や文化などを学ぶ場となり、集いと交流を生みだしていく役割を果た
す」ことであり、当館の役割・使命を果たすことにより、当遺跡に興味・愛着を持ち、来場・来館を重ねる人が増え、有料
スペースへの誘導にも繋がると考える。
①他部局との連携：単独では実施が困難な事業を各機関との連携により実施している。今後とも連携事業を模索し、実
施することで、新たな来館者の開拓を行い、来館者増加に繋げる。現在も連携している市民団体「登呂会議」の事業計
画は、静岡県文化プログラムに採択されており、2020年に向けワークショップの開催など活発な活動が見込まれ、当館
の役割である「楽しく豊かな学びの創出」や「交流の促進」の面で高い効果が期待できる。
②若年層へのPR：新たに教育委員会との連携を図り、校長会などを通じて低学年層に利用を促し、遺跡や博物館の
良さ・楽しさを印象付けることにより、その後のリピートの増加に繋げる。

251 29
文化振興事業
の実施経費

・オーケストラ鑑賞事業の効
果検証
・イベントにおける関連事業
の情報発信
・展覧会等の周知

（オーケストラ鑑賞事業について）
・オーケストラ事業実施後のアンケートに、オーケストラ音楽に対して興味をもったかどうか、どのような点がよかったか
などを問う設問を新たに加え、その結果をもとに、より一層オーケストラ音楽を身近に感じることができる事業内容として
いく。
　併せて新たに当日配布プログラムへAOIのコンサート情報を掲載することによって、オーケストラ鑑賞事業により音楽
に興味を持った小中学生をAOIのコンサートへも誘い、音楽に対する理解及び関心を高める費用対効果の高い事業と
していく。

（展覧会等の周知について）
・「竹久夢二作品等展覧会」においては、業務受託者である静岡市文化振興財団が毎月発行している「静岡文化情報
誌　しずおかイベントニュース」を活用した情報発信を検討する。併せて、展覧会のチラシを静岡市美術館にも配架す
ることにより、静岡市美術館を訪れる観覧者に対してPRを図る。「平野富山作品等の展示」業務に関しては、清水文化
会館マリナートの季刊誌である「sf（エスエフ）」を活用した情報発信を検討し、作品の展示替えを行った際には随時
facebookへ投稿する。また静岡市HPに竹久夢二及び平野富山のページを新たに作成することで、両事業の周知を図
る。

252 29
市民ギャラリー
管理運営事業

・新たな需要開拓による利
用率の維持・向上

(新たな需要開拓による利用率の維持・向上について)
・既存の各小中学校へのチラシ配架を積極的に行うとともに、庁内共有ネットワークに施設の利用案内を掲示する。
(済)
・静岡市のHPに利用許可申請書の様式を掲示する。(済)
・平成29から30年度にかけて、既存利用者や文化協会に加盟している団体に対し、ギャラリー利用に関するアンケート
調査を実施するとともに、平成30年度には、広報課による市政アンケートモニター調査を実施するなど、市民ギャラリー
に対する市民ニーズの把握に努める。
・平成29年度より、ギャラリー展示室の床や壁の修繕を行うなど、ギャラリーの内装を改善する。
・今まで実施してきた小学生の絵画展（市とユネスコ協会による共催）の実施時期を、ギャラリー利用者の少ない時期
（例えば1月～3月）に移行することをユネスコ協会と検討する。
・ギャラリー優先利用に関する抽選方法の見直しを行う。
・管財課と連携し、静岡庁舎本館の新たな利活用策について検討していく。（ユニークベニューの推進）
・市民ニーズの把握、ギャラリー内装のリニューアル、ギャラリーの貸出方法の見直し等を行ったうえで、美術作品の創
作活動を行っている民間の団体や、生涯学習施設を利用している団体、私立の小中学校、高校(私立を含む)や県内
の大学にて美術活動を行っているサークルなどへ、市民ギャラリーの利用を勧奨していく。

253 29

蒲原東部・西
部コミュニティ
センター管理
運営事業

・アセットマネジメント基本
方針を踏まえた個別計画の
策定

・アセットマネジメント基本方針に基づき、スポーツ施設配置適正化方針を策定する。

254 29

ふれあい健康
増進館ゆ・ら・
ら管理運営事
業

・指定管理者との連携によ
る利用者増加に向けた取
組

・引き続き指定管理者と連携し、利用者数の増加に向けた取り組みを実施していく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（管理運営方法の検討に向けた取組について）
平成29年度には管理運営方法を検討するために、管理部門、学芸部門の各業務における管理運営方法につい
て、直営と指定管理者制度のメリットとデメリットの検討や、同様の博物館における事例を調査し、ふさわしい管理運
営方法を検討した。その中で、管理運営方法を検討する際に基準としていた基本構想は、その策定後、遺跡の一
体管理や出土品の重要文化財指定など状況が変化している面もあり、基本構想を基にして登呂博物館が新たに目
指す運営方針を検討する必要が生じている。現在はその運営方針の検討を課内で行っており、年度内早期に運営
方針の決定を行う見込みである。

（有料スペースの来館者数に向けた取組について）
①他部局との連携
ア．静岡県埋蔵文化財センターとの共催：「所蔵品巡回展示」3/8～4/12開催済。
イ．登呂博物館ミュージアムショップとの共催：「登呂　弥生がテーマのファッションショー」7/23開催済。
ウ．登呂まつり関連事業：静大ボランティアによるクイズラリー及びトロベー出演、常葉大学生による登呂かるたなど
　　の上演10/7、8開催済。
エ．駿河区との共催：「登呂博物館巡回展」8～11月開催済。
オ．登呂会議との共催：県文化プログラム採択事業「一つ屋根で暮らす」連続講座等
　　　（10/1、29、11/26、1/21、2/18、3/11）実施済
カ．常葉大学生のデザイン提案への協力：「登呂博物館シンボルマーク等のデザイン発表」1/21開催済。
キ．静岡県との協力：「忠清南道考古学学生会議」12/22、23開催済。
②若年層へのPR：低学年層の受入方法、低学年向け体験の検討を実施済。2月校長会での利用依頼実施。「登
呂・弥生がテーマのファッションショー」にはこれまで博物館に関心が薄かったと思われる若年層の参加があった。

文化財課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（オーケストラ鑑賞事業）
H29.10　　　　 アンケート設問の追加、プログラムへのコンサート情報掲載実施済み
H30.1.18　　　オーケストラ鑑賞事業実施済み
　　　　　　　　 　事業終了後、アンケート集計→来年度の事業内容へ反映済み
　
（竹久夢二作品等展覧会及び平野富山作品等の展示）
H29.10 　　　　 静岡市HPにおいて竹久夢二及び平野富山のページを新設済み
H29.10　　　 　 平野富山作品展示替え、facebookへ投稿済み
　　　　　　　　 　 静岡市美術館にて竹久夢二作品等展覧会のチラシ配布、「静岡文化情報誌　しずおかイベント
　　　　　　　　　　ニュース」へ展覧会情報掲載済み　
H29.11.2～５　竹久夢二作品等展覧会開催済み
H30.2　　　　　　平野富山作品展示替え、facebookへ投稿済み
H30.8　　　　　　平野富山作品の寄贈受入れに係る審査委員会を開催

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(施設利用率の維持・向上に向けた取組検討)
H27.9　　　庁内向け利用案内の掲示実施

(新規利用者の獲得に向けた取組検討)
H27.12　　市内各学校あて利用案内を発送
H28 4～　展示予定表を新規発送先あて配架

(新たな需要開拓による利用率の維持・向上について)
H29.9　　庁内共有ネットワークに利用案内を掲示
　　　　　　静岡市HPに利用許可申請書を掲載
H29.10　各団体に施設パンフレット等を送付
　　　　　　本館の展示案内掲示板の改修
H29.12　カルチャースクールにてPR活動を実施
H30.１ 　ユネスコ協会との共催事業について、H31年度以降実施時期を見直すことを検討
H30.2　　第１展示室の床、壁の改修
　　　　　　公立小中学校の教科会にてPR活動を実施

文化振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H30.3　スポーツ施設配置適正化方針の策定 スポーツ振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

①H29．7　 HAPPY PRESENT COUPON割引実施
②H30．4　 プレミアムフライデー割引実施
③H30．4　「JAFカード」、「しずおか子育て優待カード」の提示による割引実施
④H29．7 　おむつの取れていない乳幼児の利用許可

スポーツ振興課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

255 29

南アルプスユ
ネスコエコ
パーク管理運
営計画推進事
業

・各事業の効果検証の実施

（ライチョウサポーター養成講座について）
　本市は、世界のライチョウの生息南限であり、南限域周辺における生息状況の実態把握は、市の貴重な自然環境の
保全のために重要であることから、委託により詳細な生息状況等の調査を実施している。
　一方、「ライチョウサポーター養成講座」は、南アルプス構成市町村が組織する「南アルプス自然環境保全活用連携
協議会」によって推進されている事業であり、エコパーク登録地域全体のライチョウ生息状況を継続的に調査する仕組
みを構築するための人材育成事業として、構成地域それぞれで実施されているものである。
　平成30年度は、更なる発見情報の集約のため、サポーターの養成を継続して実施するとともに、新たに、過年度にサ
ポーターとして認定した人を対象とした研修会を開催し、専門的知識を有し将来にわたって調査等に関わることのでき
る人材の育成を目指す。
　なお、平成30年度は、平成31年度以降の事業の推進体制と実施主体について、構成市町村全体での検討を行う。

（効果的な周知策の検討）
　本事業については、「南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画（静岡市域版）　実行計画（前期）」（平成27年度
～30年度）に基づき、毎年度、その取組状況と成果を評価しているところであるが、平成30年度は、本実行計画の最終
年度であるため、計画の改定作業に併せ、これまでの事業の効果検証を行い、事業の目的にかなった事業構成や推
進体制を再検討したうえで、次期実行計画へ反映させる。

256 29
環境教育推進
事業

・積算方法の見直し
・事業のあり方の検証

（積算方法の見直しについて：環境学習指導員派遣事業）
　本事業の実施のためには、地域で行われる環境学習に関する、専門的な知識や経験が必要とされることから、委託
先の選定にあたっては、「静岡県環境学習コーディネーター」の有資格者が所属していることを条件としており、有資格
者が業務に従事することを考慮し、「派遣１名」ごとに現在の手数料としている。
　しかし、指導員の派遣にあたっては、学習会１件につき１名から複数名を派遣しているため、コーディネーターの人件
費のうち、主催者との打合せに係る経費等については「学習会１件」ごとにまとめて設定することで、手数料の見直しを
行う。
　なお、指導員派遣の要望は多く、平成29年度は追加による指導員派遣を行ったところである。積算方法の見直しによ
る削減分は派遣人数の増員に充て、事業費を増額することなく事業の充実を図る。

（事業のあり方の検証について：紅葉山庭園夜間開園関連事業）
　本事業について、「ホタルをシンボルとして市街地で自然を身近に感じてもらい、環境保全意識の高揚を図る」という
事業目的は一定の効果を発揮しているものと考えるが、この事業効果を明確に把握するための方法等を検討する。

257 29
大気汚染等常
時監視業務

・業務の理解の浸透策の検
討

（市民の理解を深める方策について）
・測定データについては、HPにて速報をリアルタイムで公表し、オープンデータにて提供しているが、さらに市民への
理解を深めるため市広報紙への掲載や戸籍住民課支払窓口の広報テレビによる情報提供などの方策について、他都
市の状況等を踏まえ検討していく。

258 29
ごみリサイクル
展開催経費

・展示の効果検証

（展示の効果検証について）
・市民行動への結びつきの検証のため、過去の参加経験者にもアンケートを実施した結果、「ごみ減量及び資源化の
意識が非常に高まった人」の割合は、初参加の方に比べ約16％高かったことから、行動変容につながる事業効果が確
認できた。
　この他、協働団体に対するアンケート調査を新たに実施し、その回答内容に基づき来年度は更なる事業効果の向上
に向けて、官民で構成する実行委員会において、様々な視点から展示内容等の検討を進めていく。

259 29
ごみの出し方・
分類周知事業

・ガイドブックの掲載内容へ
の市民意見の反映と広告
掲載の検討

（ガイドブックの掲載内容への市民意見の反映と広告掲載について）
 広告掲載との比較において、より経費削減効果が見込まれる「保存版（3年に1回発行）」を作成する。また、周知事業
においてはガイドブックと併せて、アプリ等による効率的かつ効果的な周知媒体を活用することで、市民が活用しやす
い環境整備を行う。
　なお、ガイドブックは法令等に基づく本市の一般廃棄物の処理制度について必要な情報を的確に周知するものであ
るため、市民意見の反映を主眼に置く性質のものではない。

260 29

廃棄物減量等
推進員活動経
費

・謝金のあり方の見直し
・再任の見直し

（謝金のあり方の見直し）
　本市においては、公金の適正な運用という観点から、平成27年度に要綱を改正し、報告書の提出を義務付けてい
る。また、職員が原則すべての推進員宅を訪問する形で推進員の活動内容の把握、助言に努めており、他政令指定
都市との比較においても、謝金支払の運用は厳格である。今後、推進員活動が効果的に作用するよう、推進員とともに
当該制度のあり方について検討を行う。

（再任の見直し）
　選任については、有能で熱意のある人材を確保する観点から、自治会の考え方・事情を考慮する必要性もあり、現段
階においては、制度を改正するのではなく、自治会へ幅広い人材からの選任について依頼（文書等）する形でその運
用を行う。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（ライチョウサポーター養成講座及びフォローアップ研修会の実施） 
H30.4　　　　　　　開催広報に係る委託契約締結
 　　　　5月26日　ライチョウサポーター養成講座　静岡会場開催　　定員50名　参加者80名
　　　　 5月27日　首都圏会場開催　定員50名　参加者75名
 　　　　10～12　　ライチョウサポーターフォローアップ研修会の開催

（効果的な周知策の検討）
H30.2　　　　　　　効果検証方法の検討
 　　　4～7　　　　 効果検証
 　　　7～8　　　　 南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画中期実行計画案作成
 　　　8　　　         H31年度当初予算要求
平成30年度末　南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画中期実行計画策定

環境創造課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（積算方法の見直しについて：環境学習指導員派遣事業）
指導員を１名派遣するにあたり支払うコーディネーター人件費を4,000円から2,310円に減額した。その差額により、
指導員派遣の謝金４２名分を捻出し、事業費を増額することなく派遣人数を増員することができた。
（参考）
　平成29年度
　派遣人数：予算要求　170人　実績　210人
　当初予算額：2,030,400円
　流用額　：　540,000円
　計　：2,570,400円

（事業のあり方の検証について：紅葉山庭園夜間開園関連事業）
H29.9～効果把握方法の検討、見直し
H30.5　事業実施（アンケート調査による効果検証を実施）
H30.6　事業効果の分析、今後の実施方法への反映を検討

環境創造課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（市民の理解を深める方策について）
・当該事業について、平成３０年度から広報誌に掲載し、広報ビデオで紹介している。
・これまで未公表であった風向風速を平成３０年度からHPにて速報をリアルタイムで公表し、オープンデータにて提
供している。

環境保全課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（展示の効果検証について）
H29.6　  ごみリサイクル展実行委員会
　　　　　　民間を含めた全ての出展者で検証
H29.9  　アンケート調査の検討・作成
H29.10　アンケート調査結果の集計・分析

ごみ減量推進課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

（ガイドブックの保存版の作成）
広告掲載との比較において、より経費削減効果が見込まれる「保存版（3年に1回）」を作成する。また、当該経費削
減額の範囲内において、スマホ用アプリを導入し、市民が活用しやすい環境を整備する。
○保存版の作成
H29.9　 H30年度予算要求（減額）へ反映
H29.3　 保存版の作成・配布（H29予算）
○スマホ用アプリの導入
H29.9　 H30年度予算要求
H30.10  契約締結（開発）
H31.4　 運用開始

収集業務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（謝金のあり方の見直し）
○活動活性化への取組み
H29　市民講座18回開催（延べ870人）
　　　  協働プロジェクトの開催（2回）
H30　勉強会の運営見直し（ワークショップの活用）

（再任の見直し）
H30.2　推薦依頼文書において、幅広い人材からの選任を依頼。

収集業務課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

261 29

工場運転経費
（沼上清掃工
場）

・さらなる民間委託化の推
進

（運転業務の一部民間委託化について）
　直営で行われている運転業務の内、ごみ受入れ業務の一部を民間委託化するよう、今後、検討・準備を進めていく。

262 29
由比最終処分
場運営経費

・費用対効果を踏まえた事
業の継続

（修繕計画）
・当施設は竣工後26年が経過し、様々な設備が耐用年数を超えて運転している。安心、安全、安定した浸出液処理を
行うため、浸出液設備の大規模改修を計画する。

263 29

認知症疾患医
療センター運
営業務

・事業のさらなる周知
・効果的な周知方法の検討

（事業のさらなる周知について）
・本年度新規に制作する、健康長寿のまち専用ウェブサイト『まるけあ』、市民向けパンフレット『みんなの認知症予防』
の中で、センターについて広く情報発信することとした。

（効果的な周知方法の検討について）
・医科診療所を対象に調査した結果、「センターの周知が不十分」との意見が多く示された。認知症や地域包括ケアの
情報と併せ、センターの情報の市民向け周知を強化することとした。

264 29
民生委員研修
経費

・研修の開催方法等の検討
・仕様書への具体的な研修
内容の明記
・実態に即した積算への見
直し

（研修の開催方法等の検討について）
・前年度実施時のアンケートでの意見に加え、各委員の出欠状況の集計結果も踏まえて開催日時を再検討するよう委
託先へ要請する。特に、新任研修等の重要な研修については、複数回の実施や土日・夜間の補講等の実施も検討し
てもらう。また、区別研修については、他区の委員でも受講可能なものは民児協の会議等で周知し、他区からの参加も
受け入れてもらえるよう要請する。

（仕様書への具体的な研修内容の明記）
・委託にあたり、関係課への聞き取り等を通じて委員に身に付けてほしい知識・技術等を把握し、これをもとに民児協と
協議した上で内容を決定する。

（実態に即した積算への見直し）
・実績報告書等を確認し、実態に即すよう、積算を見直す。

265 29 人権啓発事業

・事業内容の見直し
・各年代における人権啓発
の検討
・人権擁護委員に関する広
報の見直し

（事業内容の見直し）
・他政令市も人権スポーツ教室の参加人数は50人～100人程度であり、人権尊重の理念を児童が理解できる仕掛けや
安全な事業実施に必要なスポーツ指導者数を考慮すると、適切な人数であるといえる。また複数回の実施は指導者や
選手の確保を考慮すると効果的であるとは言えない。そのため、対象者を小学生のみならず、付添の保護者等も一体
となり参加できる等広がりのある内容となるよう検討する。

（各年代における人権啓発の検討）
・人権啓発は、人権擁護委員協議会、静岡地方法務局においても、中学生対象の人権作文コンテストや小学生から
高校生を対象とした人権啓発ポスターコンテスト、通年を通した園～高、一般を対象とした人権啓発の出前講座を実施
している。さらに、学校でも人権教育を実施しているため、関係機関と連携し、各年代における人権啓発に努める。

（人権擁護委員に関する広報の見直し）現状維持としたい。
　理由：ラジオ事業は、午前と午後各10分で人権擁護委員の周知と中学生作文コンテスト入賞作品の朗読の実施、及
び20秒のＣＭを12回行っている。また、聴取率から啓発人数は約２万８千人と推計され、他の啓発事業と比べて費用
対効果は高いと考える。さらに、当日は、法務局、人権擁護委員協議会と連携し、静岡・清水駅での啓発活動及び、静
岡・清水庁舎での人権特設相談会を行っており、他の人権啓発事業と連携し多くの人への周知を図っているため。

266 29
保健福祉セン
ター管理費

・委託業務の統合検討
・計画的な修繕の実施

（委託業務の統合検討）
・【葵】10委託業務のうち、統合済みは４業務、統合できないものは２業務、統合しないものは３業務、平成３０年度に統
合できない１業務については契約時期をずらして事務の負担を軽減させる。
・【駿河】13委託業務のうち、統合済みは１業務、統合できないものは4業務、統合しないものは6業務、３０年度に２業
務を統合する。
・【清水】17委託業務のうち、統合済みは７業務業、統合できないものは7業務、統合しないものは3業務ある。
・３区で、40委託業務のうち、統合済みは12業務、統合できないものは14業務、統合しないものは12業務、30年度統合
を予定しているものは２業務ある。なお、統合をしないとした事業については、契約金額の面ばかりでなく、事務事業の
効率化の面から統合可能性を検討していく。

（計画的な修繕の実施）
・計画的な修繕の実施については、修繕計画に基づき進めているが、経年劣化の目立つ各保健センターについて
は、特にアセットマネジメントや総合計画に登載されないような規模の修繕が突発的に起こる可能性が高い。そのため
問題の発生をいち早く把握し、小規模修繕で対応できるように管理していく。

79

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（運転業務の一部民間委託化）
　労務職職員の退職年度、人員及び人件費等を鑑みて、関係各課との調整中であり、平成32年度以降を目途とし
て、民間委託化が可能な時期を検討していく。

廃棄物処理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（修繕計画）
　現時点での大規模改修の計画は以下のとおりである。
　H39　実施設計
　H40～42　大規模改修

廃棄物処理課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業のさらなる周知について）
H30.1　市民向けパンフレット『みんなの認知症予防』を作成し情報発信
H30.2　静岡市健康長寿のまち専用ウェブサイト『まるけあ』を公開し情報発信

（効果的な周知方法の検討について）
H29.9～12　在宅医療の提供と連携に関する実態調査を実施。認知症疾患医療センターについての周知の必要
性を確認し、上記の方法により市民向け周知を強化することとした。

地域包括ケア
推進本部

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（研修の開催方法等の検討について）
委託先へ検討を要請した。
※前年度のアンケート結果の活用をお願いした。区間での研修受講については、座席の確保等に課題あり。

（仕様書への具体的な研修内容の明記）
生活支援課等に聞き取りを実施したのち、年間計画表を作成し、委託先へ提示した。
※生活支援課からは特に具体的な希望はなかった。（福祉票、活動記録等は既にやっている）
また、研修内容の検討の中で、候補のテーマに関係する課に相談した際、提案を受けた。

（実態に即した積算への見直し）
H29実績報告書をもとに委託料の積算を見直した。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業内容の見直し）
・平成29年度は指摘事項を受けた時点で、実施内容が確定していたため、例年通り実施。
・平成30年について、サッカー教室の規模等から対象者は小学３～６年生と例年通りとしたが、事業の広がりを持た
せるため、保護者も一緒に考えることのできる内容等を関係団体と検討中（９月開催予定）。

（各年代における人権啓発の検討）
・例年通り、各年代における人権啓発について、以下のとおり実施した。（人権擁護委員協議会、静岡地方法務局
との連携事業として）
・平成29年９月中学生対象の人権作文コンテスト
・平成29年10月小学生から高校生を対象とした人権啓発ポスターコンテスト
・平成29年に教育委員会との意見交換。
・通年を通した園～高、一般を対象とした人権啓発の出前講座

（人権擁護委員に関する広報の見直し）
・平成29年度は現状維持としてラジオ放送及び人権特設相談会を実施。
・平成30年度は、地方委託費削減により、ラジオ事業の実施予算が確保できなかったため、ラジオ放送は実施して
いないが、法務局、人権擁護委員協議会と連携し、静岡駅での啓発活動及び、静岡庁舎での人権特設相談会を
実施。

福祉総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（委託業務の統合検討）
【葵】10委託業務のうち、H29年度までに４業務を統合済みである。統合の結果、見積執行から契約までの事務、支
払いの事務などが集約でき事務作業の効率化は図られたが経費の削減には至らなかった。統合できない業務にお
いて、H30年度では２業務について契約時期を変更し、３月及び4月の事務作業の負担軽減を図ることができた。そ
のほか現在統合していない業務に関しては、中小企業の受注機会の減少につながるため統合は予定していない。
【駿河】13委託業務のうち、Ｈ29年度までに統合済みは１業務だけだが、Ｈ30年度に２業務を統合し一つの業者に
よる委託とした。統合の結果、見積執行から契約までの事務、支払いの事務などが集約でき事務作業の効率化は
図られたが、契約金額は前年度より54千円増加となった。大里及び南部保健福祉センターのみの委託業務が３業
務、機器等が異なるため統合できないものは２業務、そのほか現在統合していない業務に関しては、中小企業の受
注機会の減少につながるため統合は予定していない。
【清水】17委託業務のうち、H29年度までに７業務を統合済みである。統合の結果、見積執行から契約までの事務、
支払いの事務などが集約でき事務作業の効率化が図られた。統合及び単独随意契約から見積執行による随意契
約に見直しをしたことにより約400千円の削減ができた。清水保健福祉センターのみの委託業務が４業務、機器等
が異なるため統合できないものは３業務、そのほか現在統合していない業務に関しては、受注機会の減少につな
がるため統合は予定していない。

（計画的な修繕の実施）
　修繕の優先順位に沿って各区健康支援課への配当予算額を検討した。施設の大規模・中規模修繕について
は、各保健センターの状況を調整し、計画的に対応している。また、小破修繕については、随時早急に対応してい
る。

健康づくり推進課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

267 29
元気静岡マイ
レージ事業

・ＰＲ手法の検討
・事業の効果検証

（ＰＲ手法の検討について）
・事業の認知度アップや参加者の増を図るため、今後は、健康経営の推進をしている静岡商工会議所や民間企業に
直接ＰＲを行い、当該社員やその家族等にマイレージ事業への参加勧奨を依頼する。また、青年世代に対しては、ＨＰ
やＳＮＳを使用したＰＲを行うとともに、青年世代の健康関連事業（大学キャンペーン、食育関連事業など）において積
極的に参加を促す。抽選特典についても青年世代に対し魅力的なものを検討し導入していく。

（事業の効果検証について）
・アンケート項目にマイレージ実施前後の意識の変化がわかるような設問になるよう見直しを図るとともに、カード発行
時に市民の声を直接伺うことや、PRに出向いた際に市民の反応を直接確認する。また、マイレージ事業を実施してい
る県内他市町での効果検証方法や市民の反応を調査し、参考となるものがあれば、本市事業に反映していく。〔県内
他市の効果検証…浜松（アンケート方式）、藤枝（カード発行枚数）、三島（インセンティブ応募数）〕

268 29

全国障害者ス
ポーツ大会選
手派遣事業

・さらなる周知に向けた手
法検討

(周知先の拡大について）
・各区・支所の障害者支援窓口や障害者支援施設等に加え、配架・掲出先の拡大については、各保健福祉センター
等公共施設のほか、スポーツ交流課と連携して障害福祉関係以外の配架先を開拓するほか、facebook、報道媒体を
使う等の手段も加え一層の周知を図っていく。

269 29
手話奉仕員養
成研修事業

・受講者数の確保に向けた
周知先・周知方法の検討
・登録手話通訳者の増加に
向けた取組検討
・手話奉仕員の活用

（受講者の確保に向けた周知先、周知方法について）
・従来の周知先に加え、大学のボランティアサークル等新たな周知先を開拓する。
・講座終了後、奉仕員として活動していただくため、関係課に手話奉仕員活動状況を照会。活動を紹介した講座募集
チラシを作成し、配布していく。

（手話通訳者の増加に向けた取組と検討について）
・県の研修を受講していない者に対して受講者募集の案内を送付していく。
・全国試験合格率の上昇をめざし、質の高い講座内容とするため、従来経費に見込んでいなかった講師のための研修
会開催経費や、講座運営事前準備経費、テキストに新規に追加された講座に対応する経費を見込んでいく。

（手話奉仕員の活用）
・講座終了時に、奉仕員の活動事例を紹介していく。

270 29
要約筆記者養
成研修事業

・受講者数の確保に向けた
周知先・周知方法・周知内
容の検討
・登録要約筆記者の増加に
向けた取組検討

（周知先の拡大等について）
・従来の周知先に加え、大学のボランティアサークル・シニア層の活動団体等、新たな周知先を開拓する。
・周知チラシには、「要約筆記者」の活動状況を掲載し、配布していく。

（要約筆記者の増加に向けた取組と検討について）
・県が行う認定試験の受験を促すため、当該研修の修了時に受講案内を行うほか、直近３か年程度の修了者のうち、
まだ認定試験に合格していない者に対して試験の案内を送付し受験を促し、要約筆記者を養成・確保していく。

271 29
老人福祉セン
ター運営事業

・各センターにおけるサー
ビス水準の均質化
・利用料金制への移行
・浴室利用者の増加策検討
・60歳代の利用者の増加策
検討

（各センターにおけるサービス水準の均質化について）
　指定管理者に今一度満足度の結果を分析させ、サービス向上・維持の自助努力を促す。また来年度事業計画作成
前に指定管理者代表者会議を開催し、情報共有を行い満足度結果の分析から導き出した自助努力や優れた取組み
を積極的に取り入れるようにする。それにより新たな備品が必要となる場合は、市が予算の範囲内で備品購入のサ
ポートを行う。

（利用料金制への移行について）
　平成30年９月議会で利用料金制移行の条例改正を行う。これにより、平成31年度以降は、従来の使用料徴収事務
委託の契約締結が不要になるため、240千円程度の削減効果が生じる。

（浴室利用者の増加策検討について）
　現在は、売店でのアメニティの販売やドライヤーの貸出を行い、浴室を利用しやすい環境づくりを行っている。今後
は、でん伝体操などで汗をかいた利用者が浴室を利用していけるような声掛け等を行い、利用者の維持・増加に努め
る。また、指定管理者の収入の減少を防ぐため、例えば付加価値の高い介護・医療機器を導入し、浴室利用収入以外
での収入を検討をする。

（60歳代の利用者の増加策検討）
　今後、施設の愛称募集を行うとともに、施設のＰＲ活動を行い、今一度事業内容を周知し60歳代の利用者増加を図
る。現在も一部施設では60歳代向けの事業を実施しているため、今後は、優れた取組を精査し各施設で提供すること
で、利用者の増加に努める。

81

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（PR手法の検討）
H29.9～　
・企業（協力事業所など）に対しPR及び実施の依頼
・県立大学生との健康相談事業、ﾘﾚｰﾌｫｰﾗｲﾌ等でPR　
・庁内におけるマイレージ事業依頼（掲示板）　
・来年度における事業内容の検討及びＰＲ手法検討（企業、青年世代）
Ｈ29.10～　
・各保健福祉センターでの健康まつりにてPR　
・来年度における静岡商工会議所、協力事業所等への依頼
（従業員およびその家族への事業参加勧奨、抽選特典の提供依頼）　
　
（事業の効果検証）
H29.9～H30.３ 
・カード発行者に取り組む前後の意識の変化新たな取組や気づき など、感想や意見の聴取
・県内他市町のアンケート内容等、効果検証方法等を調査
H30.２～４　
・上記内容を踏まえ、アンケート項目の見直し等効果検証方法 の検討、決定

（その他）景品無償提供依頼のための企業訪問を精力的に行う。

健康づくり推進課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

ポスター、ちらしを受領後、区障害者支援課に加え、生涯学習館や図書館等の施設に掲示、配架するとともにホー
ムページ及び広報誌に掲載し、周知を図った。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

〇H29　　 研修実施
　H30.2　チラシ案作成
　H30.3　周知先を拡大してチラシ配布するとともに、facebook、ホームページ、広報紙掲載、市内大学ボランティ
              アサークル等へ研修を周知。
　※H30年度受講者数67名（H29年度受講者数：58名）

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

〇H29 
・研修実施
・周知先の拡大及び要約筆記者の増加に向けた検討等。

障害者福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

高齢者福祉課

（各センターにおけるサービス水準の均質化について）
H29.10　指定管理者に分析依頼
H30.1　代表者会議開催
＜講座や自主事業の企画立案、運営方法について情報共有を図った。＞
H30.2　事業計画作成

（利用料金制へ移行について）
条例改正に向け準備を進めている。

（浴室利用者の増加策検討について）
H29.10　指定管理者へ増加策検討依頼
　浴室利用収入以外の検討
＜引き続き、アメニティの販売やドライヤーの貸出を行っている。付加価値の高い健康器具の導入に関しては、指
定管理者と協議した結果、初期投資のコスト等を考慮すると効果は見込めないと判断した。＞

（60歳代の利用者の増加策検討）
H29年度　愛称の必要性について検討
＜すでに定着している愛称がついている施設もあり、愛称がついている施設において60歳代の利用者が特別多い
傾向もないことから、愛称設定することで利用者数を増加させることは難しいと判断した。また、今後は将来的利用
者の開拓を目的として、60歳代に向けた施設の周知を図ることとした。＞
H29.11　イベントで施設の周知を図った
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（対象要件の見直しについて）
　当事業と同様の事業を行っている他の政令市において、当市のような非課税世帯に限定した所得要件を設けている
市はなく、課税状況に応じて自己負担額を変えたり、利用者の身体状況なども要件としたり、市によって対象者の要件
はさまざまである。
　H29年度の当事業の新規申込者の病歴を調査したところ、大半は高血圧、心筋梗塞等の持病を有している者であり
（７月末で８割）、「慢性疾患を有している」という要件はないものの、実際にはそのような者が当事業を必要としているこ
とがうかがえる。
　さらに、「慢性疾患を有している」かどうかを厳密に判断するには医師の診断書が必要であり、申込者に金銭的負担
が生じることで真に必要な者がサービスを受けられなくなってしまう恐れがある。他都市のように所得要件を撤廃したう
えで「慢性疾患を有する」という要件を設けるのも一つの考え方であるが、当事業は低所得者に対する福祉サービスで
あるという点や利用者が負担する経費の面から見ると要件の縮小は難しい。
　ただし、今後は新規申込者の持病についての聞き取り調査を区の窓口で行い、大半の申込者が「持病のない元気な
者」であるなど、当事業の趣旨から大きく外れるようであれば、対象者要件の見直しを考えていく。そのため、H29年度
末で一度調査結果をまとめて判断するが、H30年度以降も聞き取り調査は実施していく。
　また、対象者の要件の見直しについて他に考えられる案としては、①「所得（非課税）要件の撤廃」と②「所得要件は
変えずに世帯の人数要件を緩和（高齢者のみの世帯も可とする。）」の２案があるが、ともに新規利用者に係る経費だ
けで3,500万円以上と膨大な経費が掛かることとなる。それに加え、当事業は低所得者に対する福祉サービスの１つで
あり、案①のように所得要件を撤廃すると、他の所得要件を設けている福祉サービス（紙おむつ支給事業等）とのバラ
ンスが取れなくなるという問題も生じる。

　以上のことから、当事業については低所得者支援の考え方に基づいて行われているサービスであり、財政負担の上
昇の抑制が求められる中で課税世帯には民間サービスを利用してもらい、引き続き応分の負担をお願いすることとし
た。

（状況変化を踏まえた事業の必要性の検証について）
　当事業の対象者の要件の１つとして所得要件があるのは、民間サービスを利用できないような低所得者のためであ
り、新規申込件数が減少していることのみで当事業の必要性がないとは言えない。したがって、当事業の必要性につ
いては今後の民間サービスの動向を見ながら考えていく。

273 29

シルバーハウ
ジング生活援
助員派遣事業

・受託者との連携
・福祉サービスにつなげる
ための体制整備

（受託者との連携について）
　現在は、毎月の実績報告書の提出と、３か月に１回受託者との連絡会議を行うことで、入居者の状態等を確認してい
る。今後も、今の体制を続けていくとともに、シルバーハウジングでは対応が困難な事例が生じた場合には、地域包括
支援センターや、生活支援課等の関係課との連絡を取り合うことで、適切なサービス提供を行う。

（福祉サービスにつなげるための体制整備について）
　現在、独居が難しくなった入居者については、生活援助員が地域包括支援センターや家族に相談・報告をし、その
都度、特養等への転居の支援を行っている。今後、更に入居者が高齢化することから、類似する事例は増加すること
が予想できる。日頃の見守りを欠かさず行うことで入居者の状況をしっかり把握し、また過去の事例を２か所のシル
バーハウジングで共有していくことで、円滑なサービス移行に努める。

274 29 認定調査等費
・事務の効率化
・委託による調査件数の確
保

（認定調査の事務受託法人への委託化について）
 ・第7期行財政改革推進審議会での意見を踏まえ、事務受託法人への委託の必要性を検討していく。

（介護認定業務に係る事務の効率化について）
・委託の有無にかかわらず、介護保険課と３区高齢介護課の4課横断での課題解決に向けたワーキンググループでの
活動により、効率化を図っていく。

（認定調査件数の確保について）
・介護保険課と３区高齢介護課の4課で委託の進捗管理を行い、認定調査の受託件数の不足数を把握することによ
り、昨年度と比べ受託件数が減少している原因を調査し改善策を検討していく。

275 29
井川診療所運
営経費

・計画的な修繕等の実施

（医療機器の更新について）
・更新が必要な医療機器について、策定済みの計画に沿って、調整交付金を活用しながら更新していく。

（施設修繕の実施について）
・修繕が必要箇所について、策定済みの計画に沿って修繕を実施していく。

276 29

狂犬病の発生
予防及びまん
延防止

・積算方法の見直し

（積算方法の見直し）
・本委託契約は、狂犬病予防注射を行っている動物病院と契約するしかなく、できるだけ多くの動物病院と契約をする
ことが市民の利便性を高め接種率の向上に繋げるため行っている業務で、これまでも動物病院との協議により単価を
決定する契約となっている。
　静岡市の積算方法は臨時職員（保健師、助産師）の単価を使用していて、実態に合っていないという指摘があり、見
直しが必要と考えるが、単価の見直しにあたっては、動物病院との協議が必要である。また、当市の単価は他都市と比
較すると低い単価であり、単価の決定の同意には時間を要することから平成３１年度の予算に反映する方向で検討し
ていきたい。

272 29

ひとりぐらし高
齢者等緊急通
報体制整備事
業

・対象要件の見直し
・状況変化を踏まえた事業
の必要性の検証
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

３か月に１回　受託者との連絡会議を開催
＜受託者と情報共有を図り、対応困難な事例について、地域包括支援センターや関係課と連絡を取り合い、適切
なサービス提供につなげた。＞

高齢者福祉課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（認定調査の事務受託法人への委託化について）
 H30.３　　　　　　　第７期行財政改革推進審議会での意見を踏まえ、県による「事務受託法人」の指定がなく、今
　　　　　　　　　　　　後の指定の有無についても不明であるため取組中止

（介護認定業務に係る事務の効率化について）
 H29.２～H30.１　H29年度４課横断ワーキンググループ活動による検討
 H30.１　　　　　　　H29年度報告会開催
 H30.２　　　　　　　目標を細分化して設定し、ワーキンググループ編成の見直し
 H30.４　　　　　　　H30年度４課横断ワーキンググループ活動による検討開始

（認定調査件数の確保について）
 H30.４　　　　　　　直営調査員の増員により調査件数を確保
 変更理由：委託による調査件数の不足を補うため、直営による調査件数を増やすこととした。

介護保険課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（医療機器の更新について）
　H30.５　　心電計納品完了
　H30.７　　調整交付金当初申請
　H30.９　　レントゲン撮影台納品完了

（施設修繕の実施について）
　H30.５　　グレーチング修繕施工完了
　H30.10　LED照明取換修繕施工完了、電話設備修繕施工完了

保険年金管理課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施
平成29年度に他都市の状況等の調査も行い、検討を行ったが現状維持に決定した。 動物指導センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（対象者要件の見直し）
H29.８～　各区高齢介護課窓口で申請者の持病の聞き取り調査を実施
H30.３　　 上記調査結果をまとめ、対象要件について検討
＜平成29年８月から同年度末までにおける新規申込者の94％が持病を有しており、当事業の趣旨に合致している
ことが確認できたため、現行の対象要件で継続していくこととした。＞

高齢者福祉課
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277 29

難病患者介護
家族リフレッ
シュ事業

・事務手続のさらなる簡素
化

（申請手続きの見直しについて）
・当該事業を新規に利用する希望者に対して、介護家族の負担軽減を図るため、初回に限り当課職員が利用希望者
の自宅等を訪問し、申請受付及び事業の説明を行う。また、2回目以降の利用申請（変更及び廃止も含む）について
は、郵送による受付もできるものとする。

278 29

地域生活支援
事業費等（お
さだ、はーとぱ
る）

・積算内容の見直し

（積算内容の見直し）
・「おさだ」については、平成30年度から南部保健福祉センター内で「公の施設（みらい）」として実施する予定であるた
め、現在指定管理で運営している静岡市精神障害者地域生活支援センター「なごやか」を基本として見直しを行う。
　また、「はーとぱる」については引き続き委託事業として実施するが、併せて積算内容の見直しを行う。

279 29

精神障害者生
活支援セン
ター運営経費

・利用者の掘り起しに向け
た普及啓発

（利用者の掘り起しに向けた普及啓発）
　延べ利用者数の減少は、センター事業の成果として、利用者が福祉サービス事業所（通所施設、就労系施設）に通
うようになったことなどが考えられる。
　今後の利用者の掘り起こし方法については、精神障害者地域生活支援センター連絡会、精神障害者家族会等との
意見交換などを通して普及啓発策を検討していく。また、利用者の声を聴きながら、事業内容(プログラム)の見直し・検
討をしていく。
　各区障害者支援課と連携し、自立支援医療（精神通院医療）や精神保健福祉手帳等の交付手続等のために各区の
窓口に訪れた方々に対し、なごやかの月間プログラムを活用し、説明することで事業の周知を図る。

280 29

地域子育て支
援センター運
営委託事業

・アンケートによる事業の充
実
・今後の増設に関し、地域
人口等を踏まえた計画的設
置

（利用者アンケートの実施について）
　利用者アンケートを実施し、子育て支援センター事業全般に対する意見を聴取し、利用者のニーズや子育て支援セ
ンターの問題点等の把握に努め、事業の改善に取り組む。

（地域の人口、既存施設の利用状況を踏まえた設置計画について）
　「静岡市子ども・子育て支援プラン」策定にあたり、市民ニーズ調査を実施し、その結果に基づいて設置計画を策定
している。したがって、今後設置する区域は、当該設置計画に基づいたものとなるが、今回の事業評価を勘案して配置
していく。

281 29
利用者支援事
業

・子ども未来サポーターの
認知度向上
・子育て支援新制度の情報
提供
・子育て支援センターとの
事業の棲み分け

（子ども未来サポーターの認知度向上及び子育て支援新制度の情報提供について）
　当課が運営しているＨＰや子育て支援センター内における周知及び民間主催の子育てイベントに参加するなど、積
極的な周知活動を実施していく。

（子育て支援センターとの事業の棲み分けについて）
　国の実施要綱により各子育て支援センターにサポーターを配置していることから、今後も活動の拠点はセンターとな
る。支援センターでは、基本的に来所者への対応が中心であることから、未来サポーターが拠点での活動に加え、積
極的に地域等に出向き、新制度の周知等の活動を行うことで、センター内で来所者を支援するセンター職員と、セン
ターを拠点としながらアウトリーチ的に活動するサポーター職員の役割分担を明確にし、センター内外で支援を行って
いく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（申請手続きの見直し）
H29.8 　  係内調整
H29.9 　 ・利用者及び訪問看護ステーション等関係施設に周知
　　　   　 ・申請様式を静岡市ＨＰへ掲載
H29.10　 事業開始

保健予防課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（積算内容の見直し）
・「おさだ」については、平成30年度から南部保健福祉センター内で「公の施設（みらい）」として実施する予定であ
るため、現在指定管理で運営している静岡市精神障害者地域生活支援センター「なごやか」を基本として見直しを
行う。
　また、「はーとぱる」については引き続き委託事業として実施するが、併せて積算内容の見直しを行う。
（おさだ・指定管理者制度導入）
H29.９ 　指定管理者選定委員会 済
H29.９～ 指定管理者の募集 済 
H29.10 　H30年度当初予算要求 済
H29.12 　指定管理者審査委員会 済
H29.12 　指定管理者選定委員会 済 
H30.2　　指定・予算議案上程
（はーとぱる）
H29. 8 　仕様書の検討・作成 済
H29.10　 H30年度当初予算要求 済 
H30.２　　予算議案上程
H30.４　   事業の開始

精神保健福祉課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（利用者の掘り起しに向けた普及啓発）
　延べ利用者数の減少は、センター事業の成果として、利用者が福祉サービス事業所（通所施設、就労系施設）に
通うようになったことなどが考えられる。今後の利用者の掘り起こし方法については、精神障害者地域生活支援セン
ター連絡会、精神障害者家族会等との意見交換などを通して普及啓発策を検討していく。また、利用者の声を聴き
ながら、事業内容(プログラム)の見直し・検討をしていく。各区障害者支援課と連携し、自立支援医療（精神通院医
療）や精神保健福祉手帳等の交付手続等のために各区の窓口に訪れた方々に対し、なごやかの月間プログラムを
活用し、説明することで事業の周知を図る。
H29.９　　　地域生活支援センター連絡会　済
H29.９　　　各区障害者支援課に、なごやかの月間プログラムの配布を依頼　済
H29.11　　精神障害者家族会（静心会、心明会）との意見交換　済
H29.12　　地域生活支援センター連絡会　済
H30.1～3 事業内容(プログラム)の見直し・検討

精神保健福祉課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（利用者アンケート）　
H30.9　アンケート調査実施　
H30.10 結果分析・情報共有・課題解決策の検討
H31.4　アンケート結果を反映させた運営を実施
【変更理由】調査内容の確認調整に時間を要したことから、当初計画より遅れて実施する。

（設置計画について）
H30.9～　設置か所等の検討、事業者の選定
H3１.4～　配置か所の再検討
【変更理由】「静岡市子ども・子育て支援プラン」策定のための市民ニーズ調査のスケジュールに合わせて検討する
必要があるため、当初計画よりも遅れて実施する。

子ども未来課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（子ども未来サポーターの認知度向上及び子育て支援新制度の情報提供について）
H29.9　　　　　　　「女性のおしごと応援フェア」：グランシップ
H29.10 　　　　　　「こどもみらいプロジェクト秋まつり」：ツインメッセ
H29.10 　　　　　　「子育てフェスタ2017」：ミライエ
H30.1　　　　　　　「しごとのかんづめ」：グランシップ
　　　　　　　　　　　その他、保健福祉センター等に出張し、周知活動を実施

（子育て支援センターとの事業の棲み分けについて）
H29.9～H30.1　各子育て支援センターへ訪問し、運営状況等を確認
　　　　　　　　　　　サポーターの新たな活動場所の模索、今後の活動内容の検討を実施
H30.4　　　　　　　子育て支援センター、子ども未来サポーター、それぞれの事業について対象職員全体で確認を
　　　　　　　　　　　行い、効率的な運営を開始

子ども未来課
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282 29
浜石野外セン
ター運営費

・類似施設との整理を含め
早急なあり方の検討の必要
・利用者確保に向けた積極
的取り組みの必要

（施設の在り方の検討について）
・平成28年２月に策定された「静岡市アセットマネジメント　公共建築物施設群別マネジメント方針」において、浜石野
外センターを含む市内６施設が青少年育成施設に分類されたため、今後類似機能を持つ公共のレクリエーション施設
（キャンプ場）との役割分担を明確化させながら、関係部署、地元関係者とも調整を図ったうえで方針を決定し、統廃合
を図る。

（利用者確保に向けた取り組みについて）
・利用者アンケートを実施し、利用者のニーズや特性を把握し、より利用しやすく改善をしていく。また、浜石岳中腹に
位置し、駿河湾や富士山を眺望できるロケーションの魅力について、関係部署や関係機関等と連携し情報発信を行う
とともに、当センターの利用をアピールすることで、知名度の向上及び利用者の増加を図る。

283 29

子育て支援ヘ
ルパー派遣事
業

・利用者アンケート等によ
る、ニーズ把握、サービス
内容の検討
・利用者負担の在り方の検
討、ヘルパー派遣時間の
見直しの今後の検討の必
要

（当該事業のニーズ把握について）
・市政アンケートモニター調査を実施する。

（事業の在り方の検討について）
・市政アンケートモニター調査の結果を踏まえ、提供サービスと市民ニーズが合致しているのか課内で検討し、事業の
継続及び事業内容の改善について課内で協議する。

284 29
ひとり親家庭
生活支援事業

・アンケートによる事業効果
の向上
・他都市のひとり親家庭事
業の調査

（サービス内容及び効果の把握について）
・利用者に対しアンケート調査を実施し、内容を分析する。

（他政令市の調査について）
・他政令市に対し、ひとり親家庭支援事業の実施内容について照会し、より効果の高い事業があるか調査をする。調査
結果を基に制度の改善が必要か課内で協議する。

285 29
企業誘致推進
事業

・ガイドブックの効果検証

（ガイドブックの効果検証について）
・平成29年４月以降、主に首都圏の企業訪問時にガイドブックを配布しており、「インパクトのある内容」と好評の声をい
ただいている。ガイドブックの作成・配布自体が即座に企業誘致に結び付くものではないが、本市のＰＲを効果的に行
い、誘致先発掘のきっかけを掴むための重要なツールであり、目的達成に必要な事業であるため、現状維持としたい。
なお、Ｈ30年度以降に作成するガイドブックについては、Ｈ29年度のガイドブックの反応等を踏まえ、より効果的なもの
とするよう見直しを図っていく。

286 29

履物宣伝事業
補助金
サンダル宣伝
事業補助金

・補助制度の統合・見直し
（補助制度の統合について）
・「静岡履物連合会」と協議し、「サンダル宣伝事業補助金」への統合を進める。

287 29
若者の就労支
援事業

・他部局の事業との連携

（対象者の掘り起し及び他部局との連携について）
　現在行っている情報共有に加え、他部局との連携を深め、年齢・無業に至った理由が多種多様である対象者の掘り
起しに努める。
　また、支援に当たっては、無業に至っている理由を把握し、必要に応じて、他部局と連携しつつ支援を行っていく。

288 29

港湾会館清水
日の出セン
ター運営費

・アセットマネジメントを踏ま
えた施設の方向性の検討

企画課が行っている海洋文化拠点構想事業と協議・連携をしながら、利用率の向上に向け利用形態等について検討
しているところである。当館の方向性が決定するまでは、貸館業務を現状維持していく。
別館「浪漫館」については、引き続き売却する方向で検討していく。

289 29

一般管理事業
（中央卸売市
場）

・電話料金収入事務電算
処理業務のあり方の検討

（電話交換機の必要性の検討について）
・当該事業は、電話交換機の使用により毎年必要とされている業務であるが、市場内電話使用量が減少している状況
から、電話交換機を継続していくコストも考慮した必要性について、次回更新時期までに検討する。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（施設の在り方の検討について）
H30年6月　　教育局との協議
H30年6月　　企画局との協議
H30年7月　　局内方針決定
H30年7月　　地元自治会等への説明
H30年10月　重要政策検討会議付議予定

（利用者確保に向けた取り組みについて）
H29年4月～　利用者アンケート実施
H29年8月　　１次集計（ニーズ把握）
H29年9月　　ニーズ対応検討
H30年3月　　年次集計
H30年4月　　ニーズ反映（オートキャンプサイト開設）

青少年育成課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（当該事業のニーズ把握について）
H29.８　　市政アンケートモニター調査の実施
H29.10　市政アンケートモニター調査の回答集計
（事業の在り方の検討について）
H29.10　課内で検討を実施
　市政アンケートモニター調査の結果を踏まえ、課内で検討を行った。事業の継続及び事業内容の改善について
は、今後も引き続き検討していくこととした。

子ども家庭課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（サービス内容及び効果の把握について）
H29.9　　利用者アンケートの実施
H29.10　アンケートの集計

（他政令市の調査について）
H29.9　他都市へ照会　
 訪問型の支援を行っている自治体は少数であった。利用者アンケートが概ね好評であったため、制度内容の変更
は行わず相談員からの事業の案内を強化することとした。

子ども家庭課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

平成29年度配布したガイドブックについては、首都圏企業から「行政の取組として斬新」「強いインパクトを受けた」
等の反応があったため、平成30年度も引き続きタレントを起用した仕様の冊子を作成している。

（Ｈ30年度に向けての見直し）
H29.9　　首都圏企業向けDM発送（約3,000社）
　　　　　　DMにアンケートを同封し、ガイドブックに対する意見を聴取
　　　　　　アンケート回収率・意見等を踏まえ、H30年度版の仕様検討
H29.10　H30年度当初予算要求　※H30年度予算ではH31年度版を作成
H30.3　　H30年度版ガイドブックの作成

産業振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（統合の検討）
H29.  8　「静岡履物連合会」、「静岡サンダル工業協同組合」と補助申請 の一本化協議
　　　 10　 H30年度当初予算要求 
H30.  4　補助制度の統合

産業振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（対象者の掘り起こし及び他部局との連携について）
Ｈ29.8～　生活保護ケースワーカー、地域訪問を行う保健師及び民生委員と連携し、対象者の掘り起こし等に努
　　　　　　　めている。
Ｈ30～　　上記に加え、自治体・町内会への組回覧を行い、対象者掘り起こしの体制を強化している。

商業労政課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

利活用検討調査
H28年度　日の出センター活用方法検討調査実施
H29年度　平成31年度からの次期指定管理期間中（５年間）に調査・検証
　
　日の出地区の再開発計画が次期指定管理期間に本格的に始動するため、周辺の開発状況や環境の変化による
当施設の利用形態や利用率の変化に注視し、施設利用者や港湾関係者等の意見も踏まえ、清水都心ＷＦ地区に
ふさわしいより良い施設の活用方法や、施設の在り方についての調査・検証を実施するよう計画変更。
　なお、次期指定管理期間については、貸館施設として現状維持とする。また、浪漫館の売却については、引き続
き売却に向けて進めていく。
　
H30年度　　平成31年度からの次期指定管理期間中（５年間）に調査・検証

海洋文化都市
推進本部

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

H30.4～ 経緯確認
NTT西日本に個別契約移行時における各事業者の負担額について調査依頼
調査完了後に、コスト比較等により交換機の必要性について内部検討を行うとともに、団体事務局等を通じて各事
業者に情報提供を行う予定。

中央卸売市場
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290 29

「お茶のまち
静岡」推進経
費

・事業の効果検証
・お茶ツーリズム勉強会後
の支援

（情報発信事業の効果検証について）
・情報発信事業の効果検証の手法について、現在行っている「お茶のまち静岡市」のホームページへのアクセス数は、
本課が発信した情報がどの程度の人に届いているかを測る指標であることから、引き続き調査していく。また、アクセス
数とともに、本課が実施するイベント等において、来場者に対してアンケート調査を行うことにより、「お茶のまち静岡
市」のイメージがどの程度浸透しているかを測る。

（お茶ツーリズムについて）
・本課が実施するお茶ツーリズム勉強会については、受入れに必要な情報を得られるよう努めてきたが、今後は受入
れを行う方がより拡大するよう内容を検討するとともに、受入れに必要な基盤整備のための制度の実施等について検
討する。

291 29

ふるさと農力
チャレンジ事
業補助金

・補助金交付先の現状調査
・事業の効果検証
・補助内容の検討

（効果の検証について）
・効果検証については、今年度、交付者全員に対して、アンケート調査を実施し、現状調査を行い、より農業振興に資
する補助内容の検討を進めていく。

292 29
農道等維持管
理費

・農道橋梁台帳に基づく管
理計画の策定
・現時点の農道台帳に基づ
く管理計画の策定検討

（農道台帳による維持管理について）
・農道における修繕対応は、原則的には、破損した箇所の修繕を行い、破損前に予防としての修繕は実施していな
い。また、修繕を実施する際も、農道の使用及び破損状況等を考慮して修繕の可否を判断し、効率的な維持管理に努
めていく。

（農道橋梁台帳による維持管理について）
・橋梁についても上記と同様であり、また、橋梁台帳作成の目的としては、施設の基礎資料としての台帳整備にあわ
せ、災害発生時における、崩落した橋梁に対する資料としての一面もあり、必ずしも修繕等に使用するものではないと
考えている。

（アセットマネジメントの手法を踏まえた維持管理について）
・農道という限定された耕作者が使用する施設であり、アセットマネジメントの手法を踏まえた管理は難しい一面もある
が、国においても台帳整備等の動きがあることから動向等も注視し、アセットマネジメントの手法を踏まえた管理で効果
が望める施設においては、一部でも積極的に導入を検討していく。

293 29
マツ材線虫防
除事業経費

・協力関係の維持
（協力関係の維持について）
・マツ材線虫病に感染した松は９月～１０月頃枯れだすことから、９月頃に松が多い沿岸部の自治会に対し、松枯れ被
害報告への協力について通知を出し、被害の早期発見に努める。

294 29
海岸公園維持
管理経費

・効率的な修繕の実施 平成28年度に策定した修繕計画に対し、策定後に生じた修繕箇所を優先順位等から見直しを行う。

295 29
林業センター
管理運営経費

・管理方法の検討

(管理方法の検討について）
・当該施設については、設立当初より、静岡市森林組合が事務所を置いており、林業の振興の拠点施設として林業者
の利便性を念頭に置いた管理が行われてきている。平成22年度以降、静岡市中山間地振興課が入所したものの、そ
の配置自体が機構改変による流動的なものであり、林業者の利便性、業務の永続性を勘案すると必ずしも中山間地振
興課が直接管理をすることが望ましいとは言い切れないところである。見直し評価を受け、森林組合にこの趣旨を説明
し理解を求めるが、林業センター設立当初の経緯から合意を得られない可能性もあるので、慎重に対応していきたい。

296 29
カモシカ保護
管理対策事業

・効果的な被害防止の実施

・カモシカの生息等について、生息密度調査・被害実態調査を引続き実施する。
・農業被害については、センサーカメラにより加害状況を確実に把握し、捕獲に繋げる。
・県カモシカ管理検討会に対し、農地周辺の林辺部における捕獲の規制の緩和を働きかける。
・文化庁に対し防護柵、忌避剤に対する補助枠の拡大を要望し、事業量を確保する。
・国に対し特別天然記念物の種の指定から、地域指定への変更の早期実施を働きかける。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

②
スケジュール等を変更し、
改善に向けた取組を実施

（情報発信事業の効果検証）
・H29.10に開催を予定していた「静岡市お茶まつり」にてアンケート調査を実施する予定だったが、天候悪化に伴
い中止となったため未実施。次年度以降の実施を検討
・H30.3　「お茶のまち静岡市」ホームページの年間アクセス数の把握

（お茶ツーリズム）
・H29.11　お茶ツーリズムの推進のため、受入環境整備に係る補助事業創設を検討したが、関係部局との調整の　　
　　　　　結果、事業スキーム等更なる検討を要することから継続協議とした。
・H30.3　　お茶ツーリズム勉強会、意見交換会の実施

農業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

平成30年2月26日、過去の交付者全員に対して、アンケート調査を実施した。
現在、現状調査をもとに農業振興に資する補助内容の検討を進めている。

農業政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（農道台帳による維持管理について）
H29.8　農道台帳作成業務委託　発注

（農道橋梁台帳による維持管理について）
H29.8　農道橋梁台帳作成業務委託　発注

（アセットマネジメントの手法を踏まえた維持管理について）
H30年度発注の橋梁台帳作成業務で、現時点での農道台帳記載農道における２ｍ以上の橋梁台帳が整備完了と
なる。今度、市道と同様に5年に一度の点検を予定しているが、すべての橋梁を点検することは予算上困難である
ため、対象橋梁を選定する考え方の整理をH30年度にまとめる。

農地整備課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（協力関係の維持）
・自治会への通知を８月に実施済。

治山林道課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

危険度等から優先順位を設け、順次修繕を実施した。 水産漁港課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

(管理方法の検討について）
　森林組合は、林業関係者の総合的な窓口としての役割を担う団体であることから、管理委託の廃止への理解はま
だ得られていないが、今後も継続して協議を行う。
　また、林業センターは耐震診断において耐震性能に問題があることが指摘されており、早期の建て替えが必要と
されている。併せて、今後の中山間地振興のあり方を見据えた組織再編の検討が求められる。
　当該施設に森林組合が事務所を置き、施設管理と会議室の貸出業務を一元化していることは、林業振興の拠点
施設として林業関係者の利便性を考えた場合、望ましいものとも考えられるが、今後の施設建て替えと組織再編の
検討に併せて森林組合の所在及び施設管理の在り方についても検討していく。

中山間地振興課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（被害実態調査）
 6月　　　　　　県へ補助金申請
 6月から7月　調査実施
 8月　　　　　　県へ次年度の要望

（カモシカ管理計画～捕獲）
 7月　　　　　　静岡市カモシカ保護管理計画（案）作成
 8月　　　　　　カモシカ管理検討委員会出席
11月　　　　　　文化庁へカモシカ現状変更申請提出
 １月　　　　　　県へカモシカ捕獲許可申請
 2月から3月　猟友会による捕獲

（防護柵設置及び忌避剤散布）
 4月　　　　　　国へ補助金申請（文化財課経由）
 7月から2月　防護柵設置・忌避剤散布

（生息密度調査）
 3月　　　　　　調査実施

（その他）
 ・年間を通して農林業者からの被害相談に応じ、センサーカメラによる加害状況の把握に努めている。
 ・国や県に対しての要望等を随時行っている。

中山間地振興課
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297 29
都市計画基本
図修正業務

・効率的な修正の実施

（修正する区域の選定について）
・平成３０年度は、修正が済んでいない図郭を修正し、都市計画基本図が電子化されて以降１回目の修正（全122図
郭）を完了させる。
・平成3１年度以降は、土地利用が著しく変化した区域や活用頻度が高い区域を優先的に修正するなど、効率的な修
正を行う。

298 29
静岡ヘリポート
管理経費

・計画的な修繕による適切
な管理運営の実施

（計画的な修繕による適切な管理運営の実施）
・災害時も含め、静岡ヘリポートを毎日運営できるよう、計画的に修繕を実施していく。
※計画修繕は毎年実施
※緊急修繕に対応できる予算の確保

299 29

バス利用促進
等総合対策事
業費（バス交
通活性化対策
事業費補助
金）

・バス停整備の促進
・事業の効果検証
・補助制度のあり方検討

（事業の効果検証について）
・当該補助金を利用してバス停上屋を整備した「山崎バス停」の平成26年度（整備前）と平成28年度（整備後）の利用
者人数を比較したところ、山崎バス停を発着するバス本数は減少しているが、山崎バス停の利用者は約１割増加して
いる。
※234,667人⇒260,979人（平成26年度比：111.2%）

・一定数の利用者がいるバス停の上屋整備は一定の効果が見込め、バス離れの抑制に繋がっていると考えられるた
め、計画的なバス停整備に向け、バス事業者との連携を密にしながら事業及び効果検証を継続する。

300 29
生産緑地地区
計画策定業務

・管理・保全に係る指導の
確実な実施

（管理･保全に係る指導の確実な実施について）
引き続き、指定申請時における説明や標識設置による土地所有者への意識付け、農業委員会の協力による指定後の
状況把握、必要に応じた管理・保全に係る指導を確実に行う。

301 29
屋外広告物指
導経費

・調査路線の効果的な選定
（調査路線の効果的な選定について）
・引き続き、調査路線の効果的な選定をすることで、事業効果の向上を図る。

302 29

わが家の専門
家診断事務経
費

・制度の周知方法の工夫
（制度の周知方法の工夫）
・ダイレクトメールの送付にあたっては、これまでどおり、診断が済んだ住宅を送付先リストから随時削除するとともに、
重複して送付しないよう住所データと住宅地図と照合を行い、ダイレクトメールの効率的な送付に努める。

303 29
狭あい道路拡
幅整備事業費

・制度の周知方法の工夫

（事業推進のための工夫）
・事業の推進に向け、事業対象を拡充し「市道認定の無い狭あい道路」を加えるため、昨年度より道路部局と協議・調
整を行っており、本年度は、窓口である道路整備部局と協議の整った案件を事業化し、運用方法を確認した後、正式
に運用を開始する。
・正式運用開始に合わせ、ホームページ等への情報掲載、ポスティング等を行い、広く周知を図る。

304 29 地籍調査事業

・より調査効率の高い方法
の検討
・他業務のデータの活用の
検討

（調査の効率性）
　大規模災害時の幹線道路の復旧のために、津波浸水対策区域である、清水区清水港周辺地区と、駿河区静岡海岸
周辺地区を実施する。

（国の補助事業施策への対応）
　幹線道路のみの調査は、補助事業の新規採択を受ける事が難しい状況であるため、静岡海岸周辺地区の完了後
は、従来どおりの面の調査に移ることも検討する。
　また、平成32年度から始まる、国の第7次国土調査事業十箇年計画策定の情報を収集し、それに沿った内容で実施
計画を作成する。

（用地測量の成果の活用）
　道路、街路事業などで実施した用地測量の成果を有効活用するため、各事業課に測量業務発注の際の留意点など
の説明会を開催し、多くの成果が活用できるようにする。
　また、県に対しても、本市内の県事業の測量成果を活用し、地籍の明確化を推進するよう要望していく。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（修正する区域の選定について）
H29.10　　　　H30年度当初予算要求（未修正区域の図郭10枚）
H30. ９以降　委託業務発注
※平成31年度以降は、優先的に修正する区域を選定しながら委託業務を行う。
H30. ９　　　　修正箇所（図郭）の選定
H30.10　　　　当初予算要求
H31. 4以降　委託業務発注

都市計画課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（計画的な修繕による適切な管理運営の実施）
H29.10　着陸帯廻り水切り修繕、舗装修繕
H30.3　　浄化槽散気管修繕

交通政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

・平成29年度、バス事業者と設置箇所の選定について、協議調整を実施。 交通政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（管理･保全に係る指導の確実な実施） 
H28.12　 新規生産緑地の指定完了
H29.１　　標識設置
H29.２　　次年度指定申請受付時における土地所有者への説明･意識付け実施

※　随時、農業委員会の協力による指定後の状況把握及び必要に応じた管理･保全に係る指導を行っている。

緑地政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

平成29年度の屋外広告物実態調査は、前年度に引き続き効率性と正確性の高いＭＭＳ（移動計測車両）により
行った。
　調査範囲は、屋外広告物条例の規定に基づく「広告景観整備地区」指定に向け検討を進めている三保地区の主
要な幹線道路を選定し、沿道に掲出されている屋外広告物の現況を把握した。
　これにより得られた情報を基礎資料とし、平成30年度の「広告景観整備地区」指定に向け整備基準（案）の作成を
進めている。

建築総務課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（制度の周知方法の工夫）
H28.4～　随時、未診断･診断済みの過去データと照合
　             住所データと住宅地図の照合
H28.6～　随時、照合後のデータを活用した耐震合同説明会開催

建築指導課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（事業推進のための工夫）
H30.4　本事業の対象拡充により、正式に運用開始。広報誌4月号に情報掲載。今後、現場周辺へのポスティング
            及びホームページ等への掲載を検討する。

建築指導課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（調査の効率性）
清水区清水港周辺地区　面積29ha、
駿河区静岡海岸周辺地区　面積18haの調査を実施。

（国の補助事業施策への対応）
第7次国土調査事業十箇年計画策定の情報を収集中。

（用地測量の成果の活用）
H29.10　担当者を対象とした公共測量の手続きに係る研修会を開催し、用地測量の成果を活用する制度の周知を
図ることができた。

建設政策課
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305 29
急傾斜地崩壊
対策事業

・対策工事を効率的に行う
ため県との調整を図る必要

急傾斜地の崩壊による土砂災害から市民の生命の保護を目的とした急傾斜地崩壊対策事業を促進するため、引き続
き、事業主体である県と調整を図っていく。

　急傾斜地崩壊対策事業
　Ｈ２８：２７箇所　負担金：６８，４４５千円
　Ｈ２９：２３箇所　負担金：７４，１９８千円

306 29
優良建設工事
等表彰事業

・機械的な選考方法の検討

(部表彰件数を公平に案分するための検討・見直しについて)　
・表彰の対象になった会社、技術者の全てを表彰することになると、総合評価方式の加点について見直しが必要となっ
てくる。
・工事件数又は表彰対象件数等によって表彰者数を変更していくことを検討していく。

（機械的な選考方法の検討ついて)
・選考事務の簡素化と明確化を図るため、機械的な選考方法の見直しについては、来年度以降段階的に検討してい
く。

307 29

設計管理業務
支援事業（設
計ＶＥ総合支
援業務）

・基礎研修を選択研修に見
直すことの検討

（基礎研修の講師を見直すことの検討について） 
　VE基礎研修の講師は、コスト縮減や機能向上などの基礎知識に加え、コミュニケーションスキルやプレゼンスキルと
情報の整理分析能力など、高度で専門的な知識が必要です。内部職員を講師として養成していくには、多種多様な
講座を受講させ、実務上の経験が不可欠であると考えており、コストや時間、人工も必要です。事務事業評価によるコ
ストダウンと講師育成のどちらが行政効果が高く効率的であるかを総合的に判断しながら検討していく。

308 29

河川維持管理
経費（河川海
岸愛護活動）

・活動維持のための周知の
実施
・今後の市民協働の検討

（活動維持のための周知の実施について）
・静岡県河川協会長表彰及び知事表彰（河川海岸愛護団体等表彰）へ当該制度を利用している団体の推薦を検討す
る。

（今後の市民協働の検討について）
・清掃資材の支給など報償金交付以外の支援方法について、実施団体の意向、公平性の確保などを考慮し検討して
いく。また補助金の支出者である県とこれからのあり方について協議していく。

309 29
海岸漂着物等
対策事業

・実施時期の変更の検討

（実施時期の変更の検討について）
　静岡海岸の清掃時期については、原則、1期目を夏の期間前に実施、２期目を台風シーズン後に変更する方向で準
備・検討をする。
　また、台風や集中豪雨などの出水により、市では対応できない大規模な海岸漂着物処理については、海岸管理者で
ある県と協議し対処していきたい。

310 29

道路サポー
ター制度の推
進

・事務効率向上に向けた、
提供する用具等のカタログ
化の検討

（提供する用具等のカタログ化について）
・登録団体の増加に伴い、団体からの用具等の貸与・支給依頼も増加、多様化しており、これにより事務量が増大し、
購入に係る手続きも煩雑になっている。今後、登録団体の増加を進めていくうえで、さらなる事務量の増大、要望の多
様化が予想されるため、これまでに貸与・支給した用具等のうち、提供頻度の高い用具等を抽出し、これらをカタログ
化することで、事務量の軽減及び貸与・支給に係る手続きの効率化を検討していく。

311 29

消防ヘリコプ
ター画像電送
装置保守点検
事業

・積算方法の見直し
（点検業務について）
・当事業は災害時に必要な情報伝達装置であることから保守契約は継続とする。また、見直しの結果、不具合の発生
状況及びその際に発生する経費を考慮し平成29年度と同等の契約とします。
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今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

事業主体である県と調整を図り、当初より２箇所多い２３箇所、約75,000千円の負担し、事業の促進を図った。 建設政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（部表彰件数を公平に案分するための検討・見直しについて）
　平成29年8月から他都市の事例や各課からの意見収集を実施した。総合評価等への影響が大きいことから平成
29年度での対応はできず、情報収集のみ実施した。

（、機械的な選考方法の検討について）
H30.4～　検討中（H30.7請負契約委員会部会（1回目））

技術政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（検討結果）
継続して外部講師に依頼し、ＶＥ基礎研修を未受講の新規採用職員を中心に研修を実施する。

（理由）
設計ＶＥ総合支援業務全体について下記のとおり見直しを実施した。
「ＶＥワークショップ支援」については、毎年予算を確保して一定件数実施してきたが、今後は設計ＶＥ実施による効
果の期待が大きい案件において各事業費の中で実施する方針とする。
「VE基礎研修」については、全ての副主幹以下の職員がＶＥの知識・考え方を理解し、実務に役立てることを目的と
していることから、ワークショップ体験型の研修でＶＥのプロセスを一通り経験することが重要であると考えているた
め、研修講師には研修におけるワークショップ進行のためにＶＥの豊富な実践経験が求められる。内部職員での講
師養成をするにあたり、外部講師同等にＶＥの豊富な実践経験を積ませることが困難であることから、継続して外部
講師に依頼するのが妥当と判断した。

技術政策課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（活動維持のための周知の実施について）
H30.5　静岡県知事表彰への推薦・・・該当者無し
H31.1　静岡県河川協会表彰への推薦（予定）

（今後の市民協働の検討について）
H30　　検討

河川課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（実施時期）
H30.７　　契約
H30.９　  １期目清掃実施予定
H30.12　２期目清掃実施予定

河川課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

これまでに貸与・支給した用具等のうち、提供頻度の高い用具等をまとめた『静岡市道路サポーター～貸与・支給
資機材カタログ～』を平成30年３月作成した。そして、既存サポーターへ配布を行い周知した。

道路保全課

③
改善に向けた取組に加え、

独自の見直しを追加して実施

（点検業務について）
評価を受けた可視・赤外防振カメラの保守契約は過去の修理を参考に試算した結果、修理費が契約額の減額以
上になるため、従来の保守契約を継続とした。また、カメラで映した画像を送るヘリコプター・テレビ電送装置の保守
契約は修理実績が少なく、実績支払いとして見直しを行った。

（積算の見直し）
H29,９　仕様書の検討、作成
H29,10　H30年度当初予算要求
H30,４　事業の開始

航空課
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番
号

2次
評価
実施
年度

事務事業名 2次評価の概要
2次評価結果を踏まえた事業の見直し方針

(評価を受けた当時)

312 29
小・中学校維
持管理経費

・計画的な修繕の実施
・現地確認の手法見直し

（計画的な修繕の実施について）
・年度当初に学校の希望する修繕を調査し、当課技術職員による校内巡視を行い、修繕を希望する箇所の状態確認
と要否判断、優先度の設定等をしている。調査結果から修繕希望や対応状況をデータ化、一覧表を作成して既に課
内で情報を共有、運用している。

（現地確認の手法見直しについて）
・学校施設の不具合については、各学校からの電話相談、写真データ等の提供を受けて対応しているが、より正確に
状況を把握し、適切な処置を短時間で検討していくためには、当課技術職員の聞き取り技術と学校職員の写真撮影ス
キルの向上が必要となるため、課内研修時の指導や、学校職員の支部研修や教頭会等の研修時に情報提供を実施
していく。

　※いずれも例年実施している

313 29

特別支援教育
センター運営
費

・計画的な修繕の実施

（計画的な修繕の実施について）
・H28年度設備課施設保全係により実施された当施設の「施設保全の計画に関する意見書」を参考に、中・小規模の
修繕箇所をリスト化し、必要な修繕箇所を可視化し情報共有する。また、リストを用いて優先順位を明確にし、計画的な
修繕を行う。

314 29
学校給食等管
理運営

・計画的な修繕の実施
・イベントと連携した献立の
工夫

（計画的な修繕の実施について）
・中・小規模の修繕については、学校給食センターと学校給食課で連携し、施設及び設備機器の状態を把握するとと
もに、必要な修繕箇所をリスト化して情報共有する。また、リストを用いて、優先順位を付け、計画的に修繕を実施して
いく。

（イベントと連携した献立の工夫について）
・市内イベントと連携した献立は、児童生徒の食への関心を高める効果があるとともに、献立表を通し保護者や家族へ
のＰＲ効果もあり、今後も積極的に実施していく。

315 29
教育センター
運営管理

・計画的な修繕の実施
・利用対象の拡大検討

（計画的な修繕の実施）
・中・小規模の修繕について、緊急を要するものから優先して計画的に実施していく。

（利用対象の拡大について）
・教育センターの会議室等の利用については、静岡市教育センター条例に則り、貸し出しを受け付けている。利用者
拡大について、北部図書館にて貸し付けの周知を行い、ニーズの把握、施設利用促進方法等を検討する。

316 29
市立高等学校
維持管理経費

・計画的な修繕の実施
（計画的な修繕の実施について）
・中小規模の施設修繕及び設備修繕について、突発的な中小規模の修繕や定期修繕の実施年度が偏らないよう、計
画的に実施する。

317 29

市立清水桜が
丘高等学校維
持管理事業

・計画的な修繕の実施

（計画的な修繕の実施について）
・アセットマネジメントに基づいた適切な維持管理について、H40～42年度に校舎等の中規模改修を、H55年度に校舎
等の大規模改修を実施する。また、中小規模の施設修繕及び設備修繕について、突発的な小破修繕や定期修繕の
実施年度が偏らないよう、計画的に実施する。

318 29
市議会議員選
挙投開票事務

・開票事務における従事方
法の見直し
・他都市における作業効率
向上の取組についての調
査・研究

（開票事務における従事方法の見直し）
・次回執行される他の選挙から、疑問審査係及び集計係の作業の状況に応じて係長等を除く職員は帰宅させるように
する。

（他都市における作業効率向上の取組についての調査・研究）
・随時、他都市における取組の調査・研究を行い、作業効率の向上を図る。

95

今後の対応に向けた取組状況 実施状況、変更した理由 所管課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（計画的な修繕の実施）※例年以下のスケジュールで実施している。
翌年４月　学校への修繕要望調査
　施設巡視→要否・優先度設定

（現地確認の手法見直し）
9月　課内技術職員研修を実施済
開催時随時　学校支部会研修
教頭会

教育施設課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

(計画的な修繕の実施について）
H29.9　中・小規模修繕箇所のリスト化及び優先順位決定　課内での共有

Ｈ30.1　施設内修繕の実施

学校教育課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（計画的な修繕の実施について）
Ｈ29年度　修繕箇所のリストを用い、計画的な修繕を実施できた。

（イベントと連携した献立の工夫について）
Ｈ28.4　日本・スペイン・シンポジウム開催記念献立
Ｈ28.5　しずおか×カンヌ　フランス風献立
Ｈ28.5　登呂博物館企画展に合わせた弥生時代「登呂の献立」
Ｈ29.5　しずおか×カンヌ　フランス風献立

学校給食課

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（計画的な修繕の実施）
Ｈ29.4　　トイレ修繕工事
Ｈ29.7　　トイレ修繕工事
Ｈ29.8　　エアコン修理
Ｈ29.8　　照明点検
Ｈ29.11　誘導灯バッテリ取替
Ｈ29.12　照明修繕
Ｈ29.12　ブラインド工事
Ｈ30.1　　校務支援システム導入にかかるLAN工事
Ｈ30.1　　ガス漏れ検出器取替修繕
Ｈ30.2　　エアコン修理

（利用対象の拡大について）
Ｈ30.３月中　新年度より生涯学習施設、関係課に対して貸し出しを行うことについて検討

教育センター

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（施設修繕及び設備修繕の見直し※修繕計画の作成）
H29.9　  設備修繕計画作成（複数年に一度実施する修繕の平準化）
　　　10　H30年度当初予算要求
H30.2  　施設整備計画作成（アセットを除く複数年毎に一度実施するもの）
　　　　　　※設備修繕と合わせ平準化する

市立高等学校

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

（計画的な修繕の実施について）
小規模の施設修繕及び設備修繕について、緊急を要するものから優先して計画的に実施した。（施設修繕及び設
備修繕の見直し※修繕計画の作成）
H29.9　　設備修繕計画作成（複数年で実施する修繕を抽出）
　　  10　 上記修繕のうち、H30年度に実施すべきものについて当初予算要求
H30.2　　施設整備計画作成（アセットを除く複数年毎に実施するもの）
　         　 ※設備修繕と合わせ平準化する

清水桜が丘高等学校

①
改善に向けた取組を
予定どおりに実施

○平成29年10月22日（日）に衆議院議員総選挙の投開票事務を実施。
開票事務の疑問審査係及び集計係について、作業状況に応じて一部の職員を帰宅させる等の事務の見直しによ
り、従事時間が短縮できた。

選挙管理委員会
事務局
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