
事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

（コールセンターで提供できるサービスの検討）
　コールセンターでは、市民からの問い合わせ等にワンストップサービスで対
応しているが、サービスの質を向上させるため、対応した問い合わせ等の内、
同様の問い合わせ等が想定される場合は、随時、コールセンターから広報課を
経由して所管課へフィードバックする仕組みを構築し、所管課に改善を促す。

（コールセンターの利用率向上に向けた取組）
　各課が、コールセンターへイベント等の受付依頼をする際、現状では、広報
課へ空き状況を照会した後、コールセンターへ申し込みを行っている。全職員
が予約状況を閲覧し、直接コールセンターへ依頼できるようにするため、イベ
ント等の予約状況を、常時更新し、庁内ネットワークに掲載する。
　また、他課の申込内容も掲載することにより、コールセンターの具体的な活
用例として公開するとともに、よくある質問・回答（ＦＡＱ）が随時、追加や
更新が可能であることを全庁に周知し、コールセンターの利用促進につなげ
る。

（コールセンターで提供できるサービスの検討）
R1.11　新たな仕組みの構築についてコールセンターと協議を実施済
R1.12　コールセンターから情報提供を開始済

（コールセンターの利用率向上に向けた取組）
R1.11　手順の見直しについてコールセンターと協議を実施済
R1.12　庁内ネットワークの掲載書式を作成済
R2.  1　利用状況を庁内ネットワークに掲載済

（仮想基盤への移行計画）
　住民情報系仮想基盤については、Ｒ２年度に証明発行サーバを構築し、予定
していた業務システムの集約が完了する見通しである。
　継続的な住民サービスの提供のため、システムの安定的で円滑な運用を維持
していく。
　また、システムの集約に伴い、今後の進捗状況等を見ながら成果指標につい
ても見直しを検討する。
　費用対効果については、当初想定額と実際の契約額を比較して効果額を検証
していく。
※仮想基盤：仮想化技術を利用して、１台のサーバを複数の仮想的なサーバに
分割して利用できるように構築された基盤

（仮想基盤への移行計画）
　H30年度に構築した住民情報系仮想基盤へ以下の時期に各業務システムの
移行が完了した。
Ｈ31.  6  健康推進システム、公営住宅管理システム、期日前投票システム
Ｒ  1.  9  学齢簿システム
Ｒ  1.10  保健福祉総合システム、災害時要援護者支援システム
Ｒ  1.12  住民記録・共通基盤システム
Ｒ  2.12  証明発行サーバ
              証明発行サーバの集約完了後、費用対効果の検証を行い、成果指標
              についての見直しの要否について検討を行う。

（更新計画の検討（毛布・携帯トイレ・消費期限が迫った非常食））
　毛布及び携帯トイレについては、R3年度までに整備目標に達成する見込み
であるが、使用済毛布の扱いや携帯トイレの活用など検討すべき課題があるた
め、耐用年数等も考慮して更新計画を見直し、防災必需品の備蓄を進める。
　消費期限が迫った非常食については、来年度、対象の非常食を自治会・町内
会に配付する際に活用状況等を聞き取り、新たな配付先の可能性を検討するこ
ととする。

（更新計画の検討（毛布））　　　（更新計画の検討（携帯トイレ））
R2.  2　更新計画の見直し実施済　R1.   9　更新計画の見直しを実施済
R2.10　R3年度当初予算要求　　 R1. 10　 R2年度当初予算要求を実施済
R3.  4　事業の開始　　　　　　　R2.   4　事業の開始

（更新計画の検討（消費期限が迫った非常食））
R2.  9　回収業務を実施
R2.10　自治会・町内会への配付を実施
　　　   活用状況等の聞き取りを実施

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

1 コールセンター事業
・利用率向上に向けた
取組の検討

　当該事業は、市民からの問い合わせ等に対し、ワンストップサービスで対応する
と共に、職員の電話応対の軽減を図るものである。
　必要性については、受付件数は、様々な要因（制度改正、災害、大きなイベント
等）により増減するため、受付件数の減少をもって市民ニーズが低下したというわ
けではなく、また、市の行政サービスに関する問い合わせ等に対応する事業である
ことから、当事者である市が実施する必要があり、問題ない。
　有効性については、市民の価値観やライフスタイルの多様化、インターネット利
用者の増加に対応しており、社会変化への対応は適切になされている。また、コー
ルセンターによる１次対応完了率が90％以上で推移していることから、ワンストッ
プで処理することによる職員の負担軽減につながっていると評価できる。今後、職
員がより高度な職務に専念できる状態を確保するため、コールセンターの利用状況
の見える化を図り、職員間で共有することで、職員の計画的なコールセンター利用
を推奨すべきである。
　効率性については、市民に提供する行政サービスの質と量のバランスを図ること
が重要であり、市役所の最前線で問合せに対応しているコールセンターの役割は大
きいため、市民サービスの低下につながる恐れのある、直接のコスト削減は現時点
では難しい。しかし、コールセンターの利用率を向上させることにより、間接的で
はあるが職員の時間外勤務の削減につながる可能性があるため、契約内容を変更す
ることなく、コールセンターで提供できるサービスや効率的に利用率を向上させる
方法を検討することが望ましい。

26,160 26,400情報システムの活用 2400 0 ―
総
務
局

広
報
課

2
住民情報システム機器
等維持管理業務

・成果指標の見直し

　当該事業は、継続的な住民サービスの提供のため、住民情報システムの安定的で
円滑な運用を図るものである。
　必要性については、住民票の交付や課税証明の発行など市民生活に最も身近な行
政サービスを提供するものであり、市民ニーズがあり、法定受託事務であることか
ら、問題はない。
　有効性については、情報技術の進展を踏まえ、随時運用方法の見直しを行ってい
る。また、平成30年度から仮想化技術を採用した機器に集約可能な基盤構築を進め
ており、本年度から移行計画に沿って各課が作業を実施するなど常に最適化に努め
ている。
　効率性については、費用対効果を十分に検証しながら、仮想化基盤でのシステム
構築を進め、コストを削減すべきである。

762,314 688,323成果指標の見直し ▲ 73,9910 0 ―
総
務
局

I

C

T

推
進
課

3 防災必需品備蓄事業 ・更新計画の検討

　当該事業は、大規模災害に備え食料等を備蓄するものである。
　必要性については、大規模災害に備え非常食等を備蓄し、適切に配付するにあ
たっては、市民に最も身近な基礎自治体である市が主体となって「公助」の役割を
果たすものであり、避難所避難者や帰宅困難者に必要な非常食等を「静岡県第４次
地震被害想定」に基づき常備しているため、問題はない。
　有効性については、内閣府の「避難所におけるトイレの確保・管理のガイドライ
ン」など備蓄を取り巻く情報を把握しており、また、非常食についても、整備目標
の達成率100％を維持できている。さらに、毛布及び携帯トイレについても、
2022年度までに整備目標に達成する見込みである。一方で、消費期限が迫った非
常食を自治会・町内会に配付しているが、配付後の活用状況を把握し、優良事例を
他の自治会・町内会に紹介するなど備蓄を通じて防災教育防災教育に役立てる方法
を含め新たな配付先も検討することが望ましい。
　効率性については、使用済毛布の扱い（廃棄し新規購入するのか、クリーニング
するのか、）や携帯トイレの活用（内閣府ガイドラインの適切な対応）など検討す
べき課題があることから、備蓄にあたっては、費用対効果を十分に検証し、毛布や
携帯トイレの耐用年数を考慮した更新計画についても検討し、購入数を見直すなど
コスト削減に努めるべきである。

40,223 40,223
その他事業内容の見直
し

00 0 ―
総
務
局

危
機
管
理
課
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２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

　（民間活力活用（民営化）の検討）
　車両管理業務のうち、公用車の貸出については市独自で開発したシステムを
活用しており、各々の職員が一定のルールを守って利用することで、既に効率
化を図っている。
　また、維持管理面における車両修繕や事故対応は、一旦担当職員が話を受け
た後、民間の会社に発注・依頼し、修繕や事故の示談交渉をお願いしている。
　現在、車両管理業務はこうした民間会社との契約業務のほか、燃料費、修理
代、保険料の支払いに係る伝票処理業務などに多くの時間を要している状態で
ある。
　今回、民間活力活用の検討といった面で、仮に車両に係る燃料費、修理代、
保険料の支払い業務等を含めた維持管理を民間会社に委託化すれば、更なる事
務の効率化につながるものと考えられる。
　しかし、静岡庁舎の場合、公用車の殆どは新館地下2階に保管しており、実
際に車両管理業務を委託した場合、委託先業者の配置場所（庁舎内か、委託会
社内か）や、本市（管財課）との連絡体制など、清水庁舎や駿河区役所を含
め、現実的な部分での検討も必要である。
　そのため、他都市の民間活力活用状況及びメリット・デメリットなどを調査
し、車両管理業務への導入の可否について具体的手法を含め検討していく。
　なお、公用車を用いた広報事業としては、他都市の状況や、民間事業者の
ニーズや実施方法を調査し、検討を行う。

（民間活力活用（民営化）の検討）
R2.9末まで　・　政令市における車両管理業務の委託状況調査、受託業者の
　　　　　　　　 ヒアリング調査及び委託化の検討
　　　　　　 ・　政令市における公用車を用いた広報事業の状況調査及び民
　　　　　　　　 間事業者のニーズ調査

（総合評価制度の見直し）
　受注の偏りと事務量の軽減を目的とし、H30年度から総合評価制度の型式
再編、R１年度から評価項目の見直しと削減を行った。今後も継続して改正内
容の効果検証を行うとともに、必要に応じて制度の更なる見直しを行う。

（総合評価制度の見直し）
H31.  4　改正内容の効果検証を開始済
R  1.11　建設工事請負契約研究部会にて、技術提案の項目見直しを検討済
R  2.  4　技術提案の項目見直し予定
　 　　 　引き続き、改正内容の効果検証を実施

（子育て世帯への啓発・他局や民間開催イベントとの連携）
　現在の展示会や啓発事業は継続しながら、「子育て世帯への啓発について」
は、子供達が楽しみながら計量に触れてもらいたいため、学校やこども園での
講座ではなく、親子体験教室等の開催を検討,、「他局や民間主催イベントとの
連携」については、動物の重さあてクイズ、小動物又は大型動物の体重測定の
仕方等を例とした観光交流文化局との連携をはじめ、環境局、各区地域総務
課、消防局等含めた他局とのイベント連携を検討。他局等との連携調整によ
り、イベント実施に至ったは場合は計量士による計量実演を検討し、パネル展
示等により計量士業務を紹介していく予定
　上記新規事業開催後、既存展示会や啓発事業の見直しを検討する。
　また、展示会以外のイベント展開を検討するため、R２年度より事務事業名
を「計量思想普及・啓発事業」に変更する。

（コスト削減の検討）
　消費生活展及び計量展に係る委託事業の一本化による委託費の見直し、展示
会事業に伴う消耗品費及びコピー使用料の削減を行い、R２年度の予算要求を
行った。

（子育て世帯への啓発・他局や民間開催イベントとの連携）及び（コスト削減
の検討）

R１. ９～　　        事務事業名変更の検討、コスト削減検討を実施済
R１.10　　　        R２年度予算要求を実施済
R１.11.1　           計量強調月間街頭啓発キャンペーンを実施済
R１.11.9～10      静岡市計量展示会を開催済（消費生活展との共同開催）
R２. １～R２.６     観光交流文化局、環境局、各区地域総務課及び消防局等と
　　　　　　　      のイベント連携可否に係る調査（親子体験教室開催も含
　　　　　　　      め）
R２. ４　　　　     事務事業名変更
R２. ７～R２.10    イベント連携可となった部局との連携協議
R２.11.1　           計量強調月間街頭啓発キャンペーン
R２.11　　 　　    静岡市計量展示会（消費生活展との共同開催）
R２.12～R３.２     他局と連携したイベント開催予定

4 車両管理事業
・民間活力活用（民営
化）の検討

　当該事業は、管財課所管車両の適切な維持管理を行い、市各種事業の円滑な運営
及び職員の安全を確保するものである。
　必要性については、本業務は職員が直接実施しなければならないものではなく、
また、他団体においても民間事業者に委託している事例が見られることから、委託
による経費節減を図る余地がある。本業務の委託について、見積りの徴取や他都市
の状況などの情報収集を行い、委託した場合と市が直接実施した場合について、経
費や利便性の観点からの比較検討を行い、導入の可否についての意思決定をするべ
きである。なお、比較検討は、必要に応じて庁舎管理等の類似業務の委託可能性も
併せて行うなど、効率的で効果的な実施に努める必要がある。
　有効性については、他都市で公用車を用いた広報事業の導入実績があることか
ら、本市でも他都市の実施状況、手法等を参考に導入の検討を行うべきである。
　効率性については、コストについて、リースと購入の比較、ハイブリッドと通常
の軽自動車の選択について、調査、検討を行い、優位性を把握した上で選択してお
り、問題ない。

121,953 117,200
その他事業内容の見直
し

▲ 4,7530 0 ―
財
政
局

管
財
課

5 工事契約経費
・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、入札及び契約に係る透明性、公平性及び競争性を確保しながら公共
工事の契約を締結するものである。
　必要性については、本事業は性質上、市民ニーズの対象となる事業ではない。ま
た、会計法、地方自治法等で規定されているものであり、市が実施する必要のある
事業であるため、必要性は問題ない。
　有効性については、現在成果指標の一つとしている総合評価方式による入札の割
合は、他政令指定都市と比較して相対的に高い状況にある。総合評価方式は、価格
競争に比べ、品質が確保されるメリットがある一方、規模の大きな会社の実績やノ
ウハウ等が評価され、受注の偏りが発生する恐れも指摘されている。また、実施に
当たって要する労力も大きい。このため、制度を所管する技術政策課とも協議の
上、同方式の在り方や業務見直しによる効果・課題を明示した上で、入札の割合や
評価項目などの見直しの検討を進めていく必要がある。
　効率性については、本事業の支出の大部分は県に支払うシステムの負担金である
が、システムを独自開発するより、共通のシステムの使用料を分担する方が合理的
であり、負担金の削減も難しいと考えられる。また、本事業の性質上、受益者負担
はないため、効率性については問題ない。

16,611 16,016
その他事業内容の見直
し

▲ 5950 0 ―
財
政
局

契
約
課

6 計量展示会事業
・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、計量の役割の重要性を市民に広く啓発し、生活の向上を図るもので
ある。
　必要性については、啓発イベントではクイズや重さあて等の体験を目的に来場す
る市民が多く、昨年11月に約130年間使用されてきた１ｋｇの定義が変更されたば
かりであることもあり、啓発の機会が必要になっている。
　また、関係団体である一般社団法人静岡県計量協会計量器部会静岡市支部がある
ものの、会員のなり手不足や高齢化により活動出来る人員が少ないことから、当面
は市が実施する必要があるため、事業の必要性については問題はない。
　有効性については、指標に必要なアンケート調査結果を分析し、今後の啓発に当
たっては子育て世帯など啓発すべきターゲットを明確にした上で、ターゲットに応
じた啓発方法を検討するとともに、必要に応じて指標を見直すべきである。また、
事業内容は、事業名を「計量制度啓発事業」など、目的を明確にした名称に変更
し、展示会の開催に捉われない有効な手法を検討すべきである。また、計量制度へ
の理解と合わせて、計量士の役割についても理解を深めてもらえるような啓発内容
とすることが望ましい。
　効率性については、計量展示来場者へのアンケート調査結果を分析し、子育て世
帯など重点的に啓発すべきターゲットに効果的な啓発方法を、選択と集中により検
討するとともに、主催イベントだけでなく動物の体重測定など他局や民間主催のイ
ベント等と連携したり、学校で講座を行うなど、コスト削減に努めるべきである。

476 200経費の節減 ▲ 27642 0

（実質効果額）
　消費生活展及び計量展に
係る委託事業一本化による
委託料等減
　42千円

市
民
局

生
活
安
心
安
全
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（効果的な事業手法の検討・見直し）
　成果指標については、次年度以降事務事業事故発生率０％とする。
　事務事業事故や業務手法等については、３区戸籍住民課にて情報共有を行っ
ており、各区の課長会議においても報告等を行っている。今後も引き続き情報
共有を図るとともに、戸籍住民課だけでなく、各区課長会議においても情報共
有を行うことで他の窓口業務を担う課とも連携し、市民サービス向上を目指
す。
　今年度マイナンバーカード交付率の向上のため、各区申請窓口にて無料の写
真撮影を行ったところ大変好評であった。また、過年度から実施している企業
一括申請についても好評であり、今年度も依頼が来ている。今後も国の動向を
注視しながら、各区戸籍住民課と調整を図り、引き続き交付率向上のための手
段を検討していく。
　また、マイナンバーカードによるコンビニ証明交付について、広報や市の
ホームページにより周知を行うとともに、自動交付機利用者へは自動交付機終
了のお知らせと合わせ、マイナンバーカードによる証明取得の案内を送付する
など申請の増加に繋がるよう努めている。

（効果的な事業手法の検討・見直し）
≪マイナンバーカード普及について≫
R１. ９～11   青色申告会一括申請実施済
R１.10～11   商工会一括申請実施済

　写真撮影キャンペーン等については、企業一括申請の申込状況等を踏まえ
て、各区と実施について検討していく。

（情報発信の強化）
　外務省が作成している各国のテロや疫病等の情報を掲載したホームページ
「外務省海外安全ホームページ」や、滞在先の緊急情報や安全情報をメールに
て受信することができる「たびレポ」の登録サイトのリンクを静岡市ホーム
ページに掲載し、市民が安心・安全に渡航できるよう情報提供に努める。
　外務省「オンライン在留届」のホームページのリンクを静岡市ホームページ
に掲載し、利便性を高める。

（休日開庁）
　当該業務は、市民サービスの向上を図るという観点から、平日に交付手続き
に来ることが難しい市民や従事者からの声を受け、市民がより旅券の交付を受
けやすくなるよう昨年９月より休日に交付窓口を開庁する体制を整え、申請と
交付が適正かつ円滑に行われる環境を整えた。休日開庁の効果について実施前
と未交付率の比較を行い、今後の休日窓口開庁の体制について再度検討を行
う。
　成果指標について、静岡県から移譲された業務を県と連携を取りながら正確
に滞りなく業務遂行することが重要であることから、次年度以降の成果指標は
事務事業事故発生率０％を指標とする。

（情報発信の強化）
R１.10　「外務省海外安全ホームページ」「たびレポ」及び「オンライン在
　　　　 留届」のページのリンクを静岡市ホームページに掲載し、情報提供
　　　　 を図った。
R２. ４　指標変更

（休日開庁）
R1. ９　旅券交付窓口、休日開庁を開始済（月１回　３時間）
R2. ８　休日開庁実施前後の未交付旅券件数の比較等を考慮した今後の旅券交
　　　　付窓口体制の見直し

（利用率向上に向けた取組）
　県内外に向けたＰＲについて、観光用パンフレットへの当該施設情報の掲
載、市ホームページの情報更新を努めている。
　当該駐車場の敷地が、R２年度以降に公募予定の民間活用用地となるため、
観光バス駐車場を移転して運営を継続する意向であるが、移転先や運営方法等
について関係部署との調整を行う中で、電話以外の予約方法の必要性につい
て、費用対効果の視点も含めて検討する。
　駐車料金についても同様に、移転時に現在の利用実績等を踏まえ、適切な利
用形態や単価となっているか分析・検討し、必要に応じた規則改正をしてい
く。

（利用率向上に向けた取組）
R1.  9　   観光用パンフレットへの掲載依頼を実施済
　　　　   市ホームページの情報更新を実施済
R1.10～  移転検討の中で利用形態及び単価の分析検討を実施及び必要に応じ
　　　　  た規則改正を実施済
R2年度　 電話以外の受付方法の必要性について費用対効果を含め検討

7
戸籍・住民基本台帳等
事務

・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事務は、居住関係の公証など住民に関する記録の適正な管理を図るものであ
る。
　必要性については、本事業は戸籍謄本や印鑑登録証明の発行など市民生活に最も
身近な行政サービスを提供するものであり、市民ニーズはある。また、マイナン
バー制度開始に合わせ、平成27年度より開始したマイナンバーカードを利用したコ
ンビニでの証明書交付サービスについても、年々利用者数が増加傾向にあることか
ら問題はない。
　有効性については、マイナンバーカードの交付率の向上に向け、各区の申請窓口
で無料の写真撮影を実施するほか、商工会議所やＪＡと連携し一括申請に取り組ん
でおり、評価できる。一方で、成果指標として「適正処理件数」を設定している
が、本事業の趣旨を踏まえると「誤交付等の事故発生件数」などの指標の方が効果
を適正に把握することができることから、指標の検討が必要である。また、今後の
取組で掲げている市民サービス向上につながる業務手法・あり方の調査・研究内容
が、他課の類似業務にも参考となることが多いことから、区戸籍住民課以外の関係
課とも共有すべきである。
　効率性については、マイナンバーカードの活用状況を注視しながら、証明発行
サービスの在り方を検討し、間接的ではあるが、よりコンビニでの証明交付へと促
す努力をし、職員の負担軽減を通じて市役所全体のコスト削減に努めるべきであ
る。

483,688 839,019情報発信の強化 355,3310 0 ―
市
民
局

戸
籍
管
理
課

8 旅券窓口事務 ・情報発信の強化

　当該事業は、市民に身近な区役所での旅券発給事務により、市民サービスの向上
を図るものである。
　必要性については、静岡県からの権限移譲により市民に最も身近な基礎自治体で
事務が実施されているものであり、市が実施することで、住民票の省略ができ、ま
た、必要な証明書等の取得が同じ建物内でできるため、市民にとって利便性が高
く、問題はない。
　有効性については、市民サービスの向上を目的に掲げていることから、指標の妥
当性を検討するとともに、交付業務の休日開庁など交付機会の拡充やテロや疫病な
ど渡航に係る緊急情報を窓口のみで提供するのでなく市ＨＰでも発信するなど市民
が安全安心に渡航できる情報提供の充実に努めるべきである。
　効率性については、旅券発行に係る手数料は国が設定しているため他自治体と差
を設けることは適切ではない。本業務は、2014年度から委託によりコスト削減に
努めており、休日開庁を求める市民要望に対応することで新たな経費が発生するも
のの、当初の予算額の中で調整していることから、問題はない。

27,097 27,821情報発信の強化 7240 0 ―
市
民
局

戸
籍
管
理
課

9
観光駐車場管理運営事
業

・利用率向上に向けた
取組の検討

　当該事業は、中心市街地等へのバスによる来訪者への利便性向上を図るものであ
る。
　必要性については、例年3,000台以上の利用があり市民ニーズは高いといえる。
また、近隣に同様の駐車場を経営している民間事業者はいないことや、市内の中心
部に観光バス駐車場整備をすることにより、市外からの観光客の利便性を確保する
ことで、観光交流客数の増大に寄与することが考えられることから、問題ない。
　有効性については、清水港に寄港する外国客船が増加しており、海外からの観光
客等を市内中心部へ引き込むためにも当該駐車場は有効である。また、他事業の影
響による代替地の検討も適宜進められており、引き続き他部局と連携し検討を進め
てほしい。
一方で、現在の予約方法は電話のみとなっていることから、利用者の利便性を考慮
し他の受付方法の必要性について、費用対効果の視点も含めた検討が必要である。
また、当該施設の供用開始時に、関東、関西、中京圏のバス会社等へＰＲしている
とのことだったが、供用開始後10年以上が経過していることから、県外に向けたＰ
Ｒが必要である。
　効率性については、歳出を超える歳入を確保できている点は評価できる。効果
的・効率的な維持管理に向け、引き続き委託事業者と連携した取組が必要である。
また、当該施設の駐車料金については、現在の利用実績や市民ニーズを踏まえ、適
切な利用形態や単価となっているか適宜分析・検討が必要である。

6,226 6,331
その他事業内容の見直
し 1050 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（入場者数の増加に向けた取組）
R2.2      駿府城公園内周遊をしてもらうための仮マップを作成し、試行実施
　　       済
R2年度   駿府城公園内を周遊させるためのマップの作成
　　　    ２館共通券導入の検討
             東御門・巽櫓展示改修業務実施
R3.4      東御門・巽櫓リニューアルオープン
　　　    坤櫓で新しい歴史疑似体験コンテンツの導入
R4.秋～  歴史文化施設開館

（情報発信の強化）
　当事業については、R1年度よりターゲットに合わせた広報課の「各種広報
媒体」、新聞・ラジオの積極的活用のほか、観光交流文化局内の所管施設の
ホームページやSNS等とリンクさせ、企画展を広報することで、情報発信力を
強化する。

（情報発信の強化）
●情報発信体制の構築
　具体的な取り組み（R.1.10より運用開始済）
・　広報課「各種広報媒体」の積極的活用
・　登呂博物館ホームページ、Twitterやみほしるべブログとのリンクによる
　   情報発信
・　市ホームページ内観光交流文化局サイトと随時リンク

●企画展示実施時の新たな取り組み（R1.10．R2.1に実施済）
・　県ホームページ、キッズアートプロジェクト、民間サイト掲載による
      企画展広報の実施

10
駿府城二の丸施設管理
運営

・早期に実現可能な取
組の検討

　当該事業は、歴史的な名所の核の一つである駿府城公園の東御門・巽櫓など、３
施設をＨ28年度より一体管理し、利用を推進するものである。
　必要性については、ユニークベニューの推進として、紅葉山庭園の茶室や巽櫓を
活用し、コンサート等を開催し城郭等に興味がない人の利用促進を図っていること
は評価できる。一方で、平成28年度以降の３施設合計の入場者数が頭打ちになって
いること、坤櫓については減少傾向にあることを踏まえ、その理由についての調
査・分析が必要である。本事業は指定管理制度を活用し施設運営を実施している
が、施設の入場者数の増加に向けた取組については基本的に指定管理者の自主事業
として実施している。指定管理者とは月に１回打合せを実施しているとのことだっ
たが、市として主体的に施設の利用増加に向け関わっていくことが必要ではない
か。
　有効性については、指定管理期間の終了時の目標値は12万人となっているが、平
成30年度の入場者数は10万３千人と目標達成が不透明である。歴史文化施設の開
館に合わせ、入場者増加に向けた取組について検討することの重要性は理解できる
が、供用開始まではまだ時間があることから、2館共通券導入の検討やターゲット
を明確化し効果的な媒体により情報発信するなど、すぐにできる取組について検討
する必要がある。また、入場者数について駿府城公園内で開催されるイベントの影
響を受けることは想定されるが、そういった観光客を多く取り込むための仕掛け等
についても併せて検討することが必要である。
　効率性については、３つの施設を一体的に指定管理により管理運営していること
で一定の経費削減効果は認められる。また、指定管理者が自主事業として多くの魅
力的な事業を実施していることは評価できる。指定管理者とより一層連携し入場者
数の増加に取り組むことが必要である。

73,394 72,701

（入場者数の増加に向けた取組）
　展示開始から20年以上を経過し展示の恒常化によりリピート率が低下して
いること、観光客に対しては施設認知度が低いことが、入場者数が頭打ちに
なっている主な理由と考えている。一方で、施設内で実施するソフト事業の参
加者は増加傾向にあるため、この状況を打開するため、施設の認知度向上と魅
力向上に資する取り組みを実施する。

【短期的取組】
＜認知度向上に向けた事業を強化＞
　全国からの観光客を増やすため、R１.10から、指定管理者の自主事業とし
て「御城印」の販売を開始した。
　駿府城公園内のいたる所に存在する歴史資源を紹介して公園内を周遊しても
らうためのマップを作成し配布する。その中で３施設にも足を運んでもらう。
　指定管理者と協議し、ターゲットを明確化した情報発信を実施する。
　２館共通券を導入した場合のメリット・デメリットを洗い出し、３館共通券
を導入した経緯を踏まえ、導入の可否を検討する。

【長期的取組】
＜施設の魅力向上、歴史文化施設との連携した事業の実施＞
　東御門・巽櫓は、天守台発掘調査の成果等を取り入れ、歴史文化施設の展示
と連携させる形で、駿府城の歴史を体系的に学ぶことができる展示内容にリ
ニューアルし、歴史文化施設と当施設が双方で施設のPRを実施する。
　坤櫓は、現在の今昔スコープに代わり、来館者を引き付ける歴史疑似体験コ
ンテンツを、次期指定管理者の提案により導入する。
　歴史文化施設の来館者を３施設へと誘導するための仕掛けを検討し、構築す
る。

事業の再構築 ▲ 6930 0 ―
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11
文化財資料館管理運営
事業

・情報発信の強化

　当該事業は、文化的価値のある資料を保管すると共に市民文化の向上及び文化財
保護思想の普及を図るものである。
　必要性については、来場者に対するアンケートによると、75％が市内、25％が
市外という結果を踏まえ収蔵品を中心に市内在住者向けの企画を実施しているほ
か、年間約50校の小学校が社会科見学に来訪しており、教育的な面からのニーズも
高いと言える。委託先である静岡市文化財協会とも連携し企画展を検討しているな
ど市が主体的に実施しており、問題ない。円滑な閉館に向け、収蔵品の管理等につ
いて引き続き静岡浅間神社や関係団体との調整を進める必要がある。
　有効性については、将来的な閉館が予定されている中で、限られた人員・施設環
境の中で、より市民にとって分かりやすい展示をするなど工夫しており、実際に来
場者アンケートからも企画の展示内容を評価する意見が寄せられていることは評価
できる。一方で、長期的に見れば増加傾向にあるものの、来場者数が平成28年度の
約1万6千人に対し、平成30年度が約1万1千人と減少している現状を踏まえ、ホー
ムページにおいて他の類似施設とのリンクを貼るなど、来場者数の増加に向け他の
類似施設と連携する必要がある。
　効率性については、施設の展示点数や施設の規模、設定目的を踏まえると適正な
費用負担となっている。閉館を見据え、必要最小限の修繕等により文化的価値の高
い資料等を保管するなど適切な維持管理に努めることが必要である。

15,466 15,594情報発信の強化 1280 0 ―

観
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流
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文
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課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（民間事業者独自の普及啓発）
　これまで国の補助事業は、自治体又は地域コミュニティが対象であったもの
の、R1年度より民間事業も対象となった。このため、市内の民間事業者が独
自の事業を展開できるよう、市民・事業者・行政の代表者で構成される「ス
トップ温暖化！しずおか推進協議会」を通じ積極的に働きかけていく。

（高齢者層や環境への関心が薄い人などへのアプローチ）
　これまで、市民にとって親しみのある清水エスパルスと連携して、幅広い地
球温暖化対策の普及啓発を行うことで、多くの市民の地球温暖化に対する意識
の醸成を図ってきた。今後は、より地球温暖化対策の実践に結び付くよう、住
宅展示場や家電販売店などと連携して普及啓発活動を実施することで、省エネ
住宅の新築・建て替え、省エネ製品の導入を促進し市域から排出される温室効
果ガスを削減していく。

（効果的な事業の実施）
　R1年度より補助金の上限額が削減されたため、これまで実施した事業効果
を検証したうえで、効果的・効率的な事業を取捨選択していく。

（民間事業者独自の普及啓発）
R2. 4　 メール等で国の補助事業を情報発信
　
（高齢者層や環境への関心が薄い人などへのアプローチ）及び（効果的な事業
の実施）
R1.11　企画書の検討・作成を実施済
R2. １　連携事業者との打ち合わせを実施済
R2. ４　補助事業の申請
R2. ７　効果的事業の実施

（効果的な調査方法の実施）
　郵送による掘り起こし調査の未回答者について、所有者区分（法人・個
人）、建物用途（工場・倉庫など）、建物面積等による整理をし、ＰＣＢ含有
機器を保有している可能性が高い建物は職員による訪問調査を、保有の可能性
が低い建物は郵送調査を行うこととした。
　訪問調査によりＰＣＢ廃棄物の保有が認められた場合は、速やかな処分指導
を行う。また、郵送調査については、調査対象者からの問い合わせが集中しな
いよう発送時期をずらして実施した。

（コスト削減のための取組）
　調査対象の物件については、現在と過去のゼンリン地図の比較やインター
ネットの地図情報の調査により現況を確認した。明らかに物件が存在しないと
判断された場合には訪問調査を行わないこととし、訪問調査の効率的な実施に
よるコストを削減した。
　また、インターネットで事業者情報を検索し、電話による聞き取り調査も並
行して実施し、郵送費用の低減を図った。

（モバイル端末）
　試験運用の結果、迅速なホームページ検索や記録作成時間の短縮など一定の
効果があった旨、ＩＣＴ推進課に報告を行った。予算要求等は総務局の対応と
なるため、引き続き関係部局に対して要望を行っていく。

（効果的な調査方法の実施）及び（コスト削減のための取組）
R1.  9　　　　 未回答者リストの整理（対象者区分、地図等の調査）の実施
　　　　　　　 済
R1.  9～R2.1　郵送による調査票発送及び電話による聞き取り調査の実施済
R1.  9～R2.3　訪問調査の実施

（モバイル端末）
R1.  9　　　　 試験運用結果の報告済
R1.10　　　 　三役報告済
R2～3年度　    導入（予定）

12
地球温暖化対策普及啓
発事業

・情報発信の強化

　当該事業は、本市の民生家庭部門におけるCO2排出量のさらなる削減に向け、市
民に温暖化防止、省エネへの取組の意識向上を図るものである。
　必要性については、本事業の市民ニーズの把握が必要であるが、多くの人に知っ
てもらうための取組は行われており、それについては市民の理解を得ていると考え
られる。地球温暖化対策の普及啓発は、地方公共団体の責務であり、市が関与する
のは当然のことであるが、今後は、民間事業者独自の普及啓発も組み合わせて進め
ていくことも検討する必要があると考えられる。
　有効性については、最新の温暖化の動向や社会状況を踏まえ、施策を検討してい
ると考えられる。現状は、清水エスパルスとの共同事業など、特定の対象者への活
動を行っているが、今後は、高齢者層や環境への関心が薄い人などに対し、広くア
プローチを進めていくとともに、地球温暖化対策の実践に結びつくような啓発に努
める必要がある。
　効率性については、国庫補助金が削減されていることから、実施方法の精査が必
要であると考えられる。取捨選択により、効果的な事業を行うよう努める必要があ
る。

13,101 9,255情報発信の強化 ▲ 3,8460 0 ―
環
境
局

環
境
創
造
課

13
PCB特別措置法に関す
る事務

・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、法に基づく届出書の提出及びＰＣＢ廃棄物の保管、処分等について
の必要な指導等を行い、確実かつ適正な処理を推進し、市民の健康被害の防止及び
生活環境の保全を図るものである。
　必要性については、本事業は市民の健康被害の防止等の観点から、法に基づいて
行われる必要な事業である。また、市が監督官庁として、適正な指導を行う必要が
ある事業であり、必要性に問題はないと考えられる。
　有効性については、平成13年に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な
処理の推進に関する特別措置法」（ＰＣＢ特別措置法）に基づき、計画的に実施さ
れており、状況の変化に対応していると考えられる。一方、郵送による掘り起こし
調査では、未回答が多かったことから、今後の調査方法については、更に効率的で
費用対効果の見込める手法がないかを再検討し、期限までにＰＣＢ廃棄物を保有す
る事業者数を着実に減らすよう努めるべきである。
　効率性については、効果的な調査方法を検討し、コスト削減に努める必要があ
る。また、モバイル端末を使用した現地での対象者指導について、本年８月に試験
的に現地調査を行っているが、立ち入り検査の回数や時間短縮につながることか
ら、継続的に使用できるよう、関係部局に協力を要請すべきである。受益者負担に
ついては、全国一律で処分費が決まっており（２８，０００円／ｋｇ）、適切であ
ると考えられる。

746 1,037
その他事業内容の見直
し

2910 0 ―
環
境
局

廃
棄
物
対
策
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（事業実施手法の見直し）
　ペットボトルは資源であり分別する必要がある旨のチラシを9月号の広報し
ずおかにあわせて全世帯配付、市民のペットボトルのリサイクル意識を高め
た。
　出前講座を活用した自治会・町内会と協働でのごみ減量プロジェクトにおい
て、ペットボトルリサイクルについての周知を実施するとともに、排出状況を
継続的に調査する。
　イベント時のアンケート等により、市民ニーズを把握するとともに、ニーズ
に応じた事業実施手法を検討した。
　民間の独自回収店舗のH30回収量を調査した。
　効率的な回収のため、回収量の少ない拠点等を廃止するとともに、より市民
が利用しやすい拠点の設置を検討した。
　ペットボトルの分別収集は市の責務であるが、事業者の社会的責任や顧客
サービスの一環として実施している民間回収もペットボトルの排出手段として
根付いており、官民連携してペットボトル収集量を増やせるよう、お互いのメ
リットデメリットについて検討する。

（事業実施手法の見直し）
R1.  6～ 　　　イベント時等によるアンケートの実施済
R1.  9 　　　   ペットボトルリサイクルに関するチラシの全世帯配布実施済
R1.  9～ 　　　新たな回収拠点候補(店舗等）への働きかけを実施済
R1.  9～R2.2　協働する自治会の排出状況調査及び出前講座実施済
R1.10 　　　　拠点箇所の見直しの検討実施済
R1.11　　　 　独自回収店舗の収集状況を調査実施済
R1.  9～R3.3　最適なペットボトル収集方法、メリットデメリットの検討
R2.  4　　　　 拠点場所の見直し（拠点増）による回収開始

（地域住民との協議の継続）
　地元住民との協議会を1回/年実施している。協議会で現況施設の状況説明及
び放流水質等の報告を行い、現在の浸出液の水質安定化に向けた取り組みや、
処理水の協定値内での河川放流への理解をお願いする。
　富士宮市については、地元住民同様に現況施設の説明を行い、毎月の水質検
査報告を継続し、放流協定値の見直しについて協力を依頼していく。

（地域住民との協議の継続）
　地元理解を得るための協議の継続と浸出液の処理方法について検討を行う。
　毎月の処理施設放流水及び近隣河川水等の採水立会を実施、継続中

R1.11　 地元地域住人視察応対及び協議、現況説明を実施済
R1.12　 地元地域住人説明時の意見から施設運転方法を一部見直し実施済
R2.  1　 富士宮市協定内容協議を実施済

14
ペットボトル収集運搬
業務

・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、ペットボトルの再生利用を推進し、資源の有効活用を図るものであ
る。
　必要性については、現状、ペットボトルが可燃ごみとして捨てられている割合が
高く、市民に浸透していないと考えられる。市民のペットボトル回収意識を高める
ため、市民への効果的な啓発を行うべきである。また、民間ですべてをできる事業
ではないので市の関与がなくなることはないが、市と民間のそれぞれの役割分担の
検討が必要である。
　有効性については、社会情勢の変化については把握できているが、市民ニーズの
把握が不十分であると考えられる。市民ニーズを把握した上で、葵区・駿河区方
式、清水区方式のそれぞれのメリット、デメリットを考慮し、局内で協力して最適
な方式を検討すべきである。
　効率性については、回収率向上に市が関わっていくことは必須であり、費用対効
果を検討するとともに、コストをかけても事業を実施する必要性を示す必要があ
る。また、受益者負担の観点では、適切と考える。

26,769 27,333
その他事業内容の見直
し

5640 0 ―
環
境
局

収
集
業
務
課

15
清水逢坂汚水処理施設
管理経費

・地域住民との協議の
継続

　当該事業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、清水逢坂汚水処理施
設の安全かつ安定した管理運営を図るものである。
　必要性については、最終処分場跡地からの排水の影響を受ける市民の立場に立て
ば、一定の水質を維持するための施設管理のニーズはあり、影響のある放流先の地
域住民（富士宮市民）のためには必須の事業であると考えられる。また、市が行っ
た埋め立てに起因する汚水処理であり、市が責任を持って行う必要がある事業であ
る。
　有効性については、水質は維持されており、その時の水質に合った処理方法で運
用するなど、水質維持の最適手順を検討しており、現状での対応としては最適であ
ると考えられる。一方、地域住民との放流水質の協定値が国の基準値よりも厳格で
あるという点については、施設維持の観点からも地域住民との協定値の見直しにつ
いて継続的に協議を行う必要がある。
　効率性については、水質に合った水処理方法を採用するなど、最適な方法で水質
維持を行っており、また、施設の修繕についても最小限の予算で必要な修繕を行っ
ていることから、効率性に問題はないと考えられる。

21,759 22,855
その他事業内容の見直
し

1,0960 0 ―
環
境
局

廃
棄
物
処
理
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（事業所数の減少を防ぐ等制度の再構築）
　本事業は、「静岡市健康長寿のまちづくり計画」に位置づけている事業であ
ることから、R１年度実施の計画見直し実態調査を踏まえ、R2年度の計画見直
しに合わせて、新規参入や定着に有効な運営方法、受益者負担等について制度
設計を再構築する。

（成果指標の見直し）
　認知症カフェは、利用者の利便性や支え合いの効果を目標に、新規認証数を
成果指標としているが、R2年度に実施する「静岡市健康長寿のまちづくり計
画」の見直しに合わせ、成果指標の見直しを行う。

（事業所数の減少を防ぐ等制度の再構築）
R１.11～R2.３   実態調査の実施
　　　　　　　   運営者・参加者ヒアリング
R２.   ４　　　    事業検証・検討
R２.   ６　　　    事業方針決定
R２. 11　　　     健康長寿のまちづくり計画見直し（案）策定
R３.   ２　　　     健康長寿政策推進会議
R３.   ４　　　     新制度の実施

（成果指標の見直し）
R１.11～R2.３   実態調査の実施
R２.  ４　　　     成果指標の検討
R２.  ５　　　     認知症対策推進協議会付議
R２.  ６　　　     事業方針決定
R２.11　　　      健康長寿のまちづくり計画見直し（案）策定
R３.  ２　　　     健康長寿政策推進会議
R３.  ５　　　     新成果指標の実施

（普及啓発事業の整理）
　有効性の観点から検討を求められている普及啓発事業のうち「公共交通機関
への中吊広告」については、健診対象外者を含む不特定多数の者への周知と
なっていることに加え、誰が広告を見て受診行動に繋がったかを把握すること
が難しいことから、当該事業はR2年度から廃止する。
　効率性の観点から検討を求められている「検診実施医療機関一覧冊子」につ
いては、
①毎年度、検診の対象年齢等を具体的に生年月日等で記載し、正確に制度を周
知する必要があることや健診医療機関の修正があること、
②検診の必要性を感じ、受診に向けた行動を起こすように受診率向上に繋がる
特集コラムを工夫して掲載していることから、引き続き毎年度作成し、市民に
広く周知していく。冊子に掲載する特集コラムでは、最新のデータやグラフ等
を用いて、受診することのメリット等を見える化することにより、検診の重要
性・必要性を伝えていくことで、早期発見・早期治療につながるがん検診の受
診率の向上を目指していく。なお、冊子には広告募集枠を設けていることか
ら、引き続き事業者への応募の呼びかけや印刷経費の削減に繋がる取り組みを
検討していく。
　本年度については、一事業者からの広告申し込みがあり、契約を締結済であ
る。

（普及啓発事業の整理）
Ｒ２年度　静鉄電車 バスの中吊り広告事業（廃止）

16
認知症カフェ普及促進
事業

・事業のあり方の検証

　当該事業は、市民の認知症患者が集える場所を提供する事業者に対し、初期費用
を補助することにより、本人だけでなく、その家族への支援を行っていくものであ
る。
　必要性については、利用者数は増えるとともに、支援が必要な家族の利用も増え
ており、効果を発揮しているため、市が実施していくべきものである。
　有効性については、認知症の患者を抱える家族への支援という大きな問題に着目
した事業となっている。目標としている将来的な８０事業所の運営については理想
的な事業展開であるが、現実的には事業所数の減少も懸念されており、それらを防
ぐための制度構築が期待される。また、状況によっては実態に応じた指標の設定も
必要となる。
　制度の見直しは行われているが、H３０年度の指標に対しては達成することがで
きなかった。活動・手段の見直しの中で、求める成果についても改めて検証する必
要がある。
　効率性については、初期費用を負担しているのみであり、認知症カフェの運営者
の協力を得ながら事業が実施されている。
　受益者負担については、現在、利用者からは事業者が飲み物代について実費を徴
収しているのみである。認知症カフェの運営者の確保は重要な問題であるため、認
知症カフェの運営が安定し、普及するのであれば、他都市の状況も参考にしなが
ら、事業者が利用者からある程度の受益者負担を求めることを認めていく方向で検
討する必要がある。

1,000 1,000
その他事業内容の見直
し 00 0 ―
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17 がん検診事業
・利用率向上に向けた
取組の検討

　当該事業は、がんの早期発見・早期治療に結びつけるために、健康増進法に基づ
くがん検診等を実施するものである。
　必要性については、がんは依然として静岡市民の死因の第1位となっていること
から、がんの早期発見を目的としたがん検診の市民ニーズは高いといえる。一方
で、受診率が伸び悩んでいる状況を踏まえ、受診率向上に向けた調査等を実施する
ことでニーズの把握に努めることが必要である。また、市民に対しても、受診率が
低い現状や、受診することのメリット等を見える化し伝えることでニーズの掘り起
こしに繋がるのではないか。
　有効性については、受診率の向上に向け日曜日検診や託児付き検診などターゲッ
トを絞った取組を実施しているほか、国民健康保険の対象者に対し周知を図るなど
他の事業と連携した取組も見られる。一方で、受診率は依然低いままである現状を
踏まえ、毎年実施している普及啓発に向けた広告掲載等についても必要に応じて見
直すなど、引き続き受診率向上に向けた取組の検討が必要である。
　効率性については、毎年度全戸へ配布している「検診実施医療機関一覧冊子」に
ついて広告を募集しているが、応募がないとのことだった。歳入確保に向け広告枠
を拡大するほか、広告の形態についても経費節減型にするなどの努力が必要であ
る。また、毎年度更新が必要な部分とそうでない部分を明確化し、必要な内容だけ
毎年度配布するなど、効果的・効率的な実施に向けた検討が必要である。

825,028 819,294経費の節減 ▲ 5,734147 0

（実質効果額）
　静鉄電車 バスの中吊り
広告事業の廃止
　147千円
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（他類似サービスへの移管）
　放課後等デイサービスへの移管にあたっては、団体が法人格を取得するこ
と、実施場所を確保すること、必要な資格を有する人材を確保すること等が必
要となるため、実現可能性及び移管スケジュールについて団体と協議を行う。

（他類似サービスとのすみわけ及び効率性）
　類似の事業を実施する他政令市では、事業内容について他法定サービスと明
確な差別化はなく、他法定サービスの不足分の補完及び介護者のレスパイトを
目的として事業を実施している。本市も他政令市と同様の状況であるが、現在
の事業内容を継続すべきか検証が必要である。放課後等デイサービスと重複し
ているサービスを見直し、日曜日のみの開所とした場合、従事者の確保が容易
ではなく実施が困難であると考えられるため、実現について検証及び団体との
協議を行う。
　利用料金については現在一律としているものの、利用者の資産状況を考慮し
て料金を設定している他政令市もあることから、今後料金設定の変更の必要性
について検証を行う。

（他類似サービスへの移管）
R1.10　放課後等デイサービスへの移管について団体と協議を実施済
R2.  2　団体内で方針を検討
R2.  3　放課後等デイサービスへの移管、事業内容の変更又は廃止に係るス
　　　　ケジュールについて団体と協議

（類似サービスとのすみわけ及び効率性）
R1.  ９  他政令市に聞き取りを実施済
R1.10　開所日、人員配置、利用料金について検証及び団体と協議を実施済
R2.  2　団体内で方針を検討中
R2.  3　開所日、人員配置、利用料金の変更等の内容及び実施スケジュール
　　　　について団体と協議

（よりふさわしい地域生活支援事業の活用・事業所が参入しやすくなるような
取組）
　事業所の収入が増えるような取組として、事業の報酬単位の見直しを行っ
た。
　日中一時支援事業に係るニーズについて、利用者や事業所から聞き取りを行
う。
　事業所が運営しやすく、また利用者も利用しやすい事業内容の見直しの検討
を行う。具体的には、利用時間に関する部分についての見直しを行う。

（事業内容と経費のバランスの検証）
　他都市の事業内容と本市の事業内容を比較する。

（よりふさわしい地域生活支援事業の活用・事業所が参入しやすくなるような
取組）
R1.  9　　　  　R1.10の消費税率引き上げによる法定給付の報酬単位の改正
　　　　　　　  に伴い、日中一時支援事業の報酬単位の見直しを行った。
R1.10.1　　     法定給付の報酬改定に伴い、日中一時支援事業の報酬単位の
　　　　　　　  見直しによる要綱改正を行った。
R2.  2中旬　　  日中一時支援事業に係る聞き取りを行った。
R2.  2　　　　  他都市の事業内容の調査・比較、ニーズについて把握
R2.  2～3　　　比較調査を踏まえて、マニュアルや運用等の見直しを行う。
R2.  4～　  　　見直し後の運用開始

（事業内容と経費のバランスの検証）
R1.10～R2.2　他都市の事業内容の調査
R2.  2～3  　   他都市との事業を比較し事業内容等について検証を行う。

18
障害児放課後対策レス
パイト事業補助金

・事業のあり方の検証

・他制度との整理検討

　当該事業は、市内特別支援学校の小学部、中学部及び高等部等に通う重度障がい
児の放課後等における地域生活を支え、健全な育成を図るものである。
　必要性については、１５０人程度の対象者がおり、障害児の放課後等の対策につ
いては今後も必要性が増すと考えられることから、放課後等デイサービスの補完事
業としては機能している。
　今後は、開所日等について事業者と協議を行い、同等のサービスを維持しながら
放課後等デイサービスに移管することが可能と考える。
　有効性については、介護負担の軽減という社会的問題そのものについては把握さ
れているが、今後も事業を推進していくという方針であるならば、他都市との比較
も行いながら、放課後等デイサービスとのすみわけを整理した上で、障害児放課後
対策レスパイト事業の強みをアピールしていく必要がある。その際は、日曜日のみ
を実施する事業とすることはできないのか、今後も手厚いサービスが必要なのかな
ど制度全体の検証を実施する必要がある。
　効率性については、放課後等デイサービスと重複するサービスを見直すことによ
り、コスト削減を図るための検証が可能と考える。
　また、放課後等デイサービス事業や他の障害者事業と違い、利用料金が一律と
なっている。受益者負担は資産状況を考慮して決定すべき事業と考えられるため、
他都市の例や他の事業も参考にしながら、利用料金について公平性が担保されてい
るのか再度検証すべきである。

4,478 4,478
その他事業内容の見直
し 00 0 ―
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19 日中一時支援事業費
・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために日中の一
時的な見守りその他の支援に要する費用の一部を助成するものである。
　必要性については、利用者や事業所から、より正確なニーズを収集する取組を実
施した上で、よりふさわしい地域生活支援事業の活用について検討が必要である。
また、参加事業所が増えることにより、事業がより効果的に実施されるほか、利用
者がより利用しやすくなることが期待されるため、事業所が参入しやすいような取
組を検討する必要がある。例えば、事業所の収入が増えるような取組を検討する必
要がある。
　有効性については、国の地域生活支援事業実施要綱を受けた市の事業であり、国
から示されている内容に沿ったものとなっている。ただし、詳細については各市に
任されている部分があるため、他都市の状況を収集しながら随時見直していく必要
がある。見直しを行う際は、事業所数増の取組や、法定給付とのつながりを踏まえ
ながら、進めていく必要がある。
　効率性については、歳入は国、県からの交付金等を財源としており見直しは難し
い。事業費については、他都市と一人当たりの経費が異なる可能性があるが、把
握・分析が難しい状況にある。今後の事業内容の見直しに当たっては、調査・比較
の方法を確立した上で、事業内容と経費のバランスを検証していく必要がある。

20,918 22,692
その他事業内容の見直
し 1,7740 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（専門職によるきめ細かな相談体制の維持・向上）
　療育手帳の判定等に使用する知的障がい者の記録（以下、「療育手帳関係文
書」という。）は紙文書であり、相談や手帳交付の判定の都度、保管場所の児
童相談所敷地内にある書庫まで専門職が往復しなければならない。年々増加し
ている相談業務に、きめ細かな対応をする時間の確保に苦慮していることか
ら、委託により療育手帳関係文書をマイクロフィルム化し、本所執務室から移
動することなく必要な情報を閲覧可能とし、業務の効率化を進める予定であっ
たが、R２年度の予算を確保できなかった。
　療育手帳関係文書の永年保存については全国的にも課題となっており、他自
治体の状況も参考にしながら、マイクロフィルム化の仕様や作業期間等を見直
し、R３年度に向けて予算の確保に努める。
　なお、専門職による相談体制の維持・向上のため、当面の対策として、従
来、各区受付窓口と本所専門職が電話で行っていた面談の日程調整を、既存の
システムを活用し、区職員が、相談を受けたその場で面談日を決定できるよう
予約方法を改善し、専門職が区職員との電話応対や調整に要する時間を短縮し
た。
　また、今後の対策として、更生相談所内で外出予定等を共有し、一度に複数
の用件を兼ねる等、時間を効率的に使えるよう事務を見直していく。

（専門職によるきめ細かな相談体制の維持・向上）
Ｒ1.   6　　　既存システムを活用した面談予約方法の運用開始済
Ｒ2.   2　　　全国自治体の療育手帳関係文書保管・管理状況について情報収
　　　　　　  集
Ｒ２.  3～４　更生相談係における外出予定の共有等効率的な事務実施方法を
　　　　　　  検討
Ｒ２.  8～９　療育手帳関係文書マイクロフィルム作成委託の仕様再検討
Ｒ２.10　　　Ｒ３年度予算要求

（予備委員の導入）
　精神医療審査会での協議・検討を経て、12月１日付で予備委員を導入し
た。
　
（会議日程の柔軟な設定）
　精神医療審査会において、会議日程の設定について協議・検討したが、従前
どおり日程は固定した方が良いとの結論に至った。

（委員報酬、定期報告書作成手数料の見直し）
　他都市の金額について調査を行った結果、他都市とのバランスは損なわれて
いなかった。

（予備委員の導入）
R1.11　　　  精神医療審査会において、予備委員の導入について協議・検討
　　　　　　　済
R1.12　　　  精神医療審査会運営要綱を一部改正し、予備委員制度を導入済
　
（会議日程の柔軟な設定）
R1.11　　　  精神医療審査会において、会議日程の設定について協議・検討
　　　　　　　済

（委員報酬、定期報告書作成手数料の見直し）
R1.11～12　他都市の状況調査を実施済

20
障害者更生相談所判
定・相談事業

・事業実施体制の見直
し

　当該事業は、身体や知的に障がいのある人の自立や社会参加を促進するための専
門的支援を行うものである。
　必要性については、問題ない。相談件数の増加や8050問題などこれまで顕在化
してこなかった新たなニーズが生まれており、市民ニーズは高いといえる。そのよ
うなニーズに対し、高齢者福祉の部門と障害者福祉の部門が連携し対応できている
ことは評価できる。今後も引き続き連携を深めることで、潜在的なニーズの掘り起
こしへ繋げてほしい。
　有効性については、更生相談所へ至るまでの病院や関係機関等との連携体制も構
築されており、多様化する市民ニーズに対し対応できていることは評価できる。ま
た、技術進歩に伴う新たな補装具等の情報についても、専門職向けに研修を開催す
るなど、社会変化を適切に捉えるような活動がなされており、評価できる。一方
で、療育手帳の判定等に使用する知的障がい者の記録については児童相談所に保管
されており、判定等の作業の都度、職員が児童相談所まで往復している現状があ
る。専門職によるきめ細かな相談の維持に向けた体制について検討する必要があ
る。
　効率性については、問題ない。今後の課題として、身体障がい者の判定等の記録
が毎年60万円から70万円をかけてマイクロフィルム化されていることに対し、療
育手帳の判定等に使用する知的障がい者の記録については、いまだに紙ベースのま
まで保存されている。身体障害者手帳については、引き続き、限られた予算の中で
効率的・効果的な文書保存に努めてほしい。また、療育手帳については、マイクロ
フィルム化の予算確保に努め、時間を効率的に使うことで専門職による相談体制の
維持・向上を図ってほしい。

6,002 5,550情報システムの活用 ▲ 4520 0 ―
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21 精神医療審査会事業

・事務処理時間の見直
し

・手数料の見直し

　当該事業は、精神科病院における非自発的入院等に関して「その入院が必要か」
「その処遇は適当か」等を第三者機関として審査することで、適正な医療及び人権
確保を図るものである。
　必要性については、法定受託事務であり、対象者にとっては人権配慮の観点から
も重要なものと判断される。
　有効性については、標準処理期間については、目標値の30日を上回っており、現
状の精神医療審査会の体制については改善が必要である。精神医療審査会への予備
委員の導入について検討されているが、平成29年、30年とも標準処理期間が目標
値を上回る状況であるため、早急に制度の導入を行っていくべきものと考える。ま
た、会議日程の柔軟な設定については、今後も検討を進める必要がある。
　効率性については、委員への報酬、定期報告書作成に対する手数料については、
事業が円滑に進むことを前提に、他都市とのバランスを図りながら随時見直してい
く必要がある。

6,152 6,478
その他事業内容の見直
し

3260 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

保
健
福
祉
長
寿
局

動
物
指
導
セ
ン
タ
ー

（来館者数）
　毎年イベントや講座の参加者にアンケート調査を実施し、参加者の意見を次
年度に反映し、要望にあった内容にするよう心掛けている。今後、新たなイベ
ントや人気のあるイベントや講座を実施するよう指定管理者と協議し、来館者
を増やしていく（来館者数が年度目標を下回ったのはH30年度のみであ
る。）。

（周辺自治体との連携）
　他の自治体との連携は、毎年動物指導センターが県担当課と各種の会議を通
じて行っているので、動物愛護の啓発に関する情報を愛護館事業に生かせるよ
う指定管理者に提供していく。

（動物愛護の普及啓発）
　普及啓発のため、愛護館や屋外催事場の有効活用を検討し、新たな事業を実
施するなど普及啓発に努める。

（ボランティア、地域住民などとの関わり）
　猫の殺処分を減らすために愛護館や市内のボランティアなどを通じて猫の譲
渡を行っているが、ボランティアが実施している猫の譲渡会を愛護館で実施で
きるか検討し、指定管理者と協議を行っていく。

（出張イベント、独自のホームページなど新たな事業）
　独自のホームページについては、指定管理者の静岡県動物保護協会で開設し
ており愛護館の情報も掲載し情報提供を行っている。今後も引き続き積極的な
情報発信に努めていく。出張イベントについては、維持管理上、支障がでない
よう他のイベントとの共催等が可能か検討し、指定管理者と協議を行った上で
委託仕様書の内容について検討していく。

（動物愛護館の管理）
　施設清掃委託は、施設の休館日に実施しているが、動物センターと愛護館の
休館日は異なるため、統合しても清掃の人工、業務量は減らないため契約金額
が下がることはない。
　機械警備業務については別の建物であり、開館時間、開館日が異なり、警備
機器が別になること、また、施設管理者（契約者）緊急連絡先が異なるため統
合しても効率化できない。

　当該事業は、指定管理者制度の導入により、適正かつ合理的な運営を行い、動物
の適正な飼育管理、動物愛護精神の普及を図るものである。
　必要性については、普及啓発が目的の施設であるが、来館者数が目標に比べて少
ない状況が続いており、市民により施設を知ってもらう取組を行う必要がある。ま
た、他の政令市は静岡市に比べ、動物愛護事業の実施規模が小さい現状にあること
を考慮すると、例えばボランティアの養成、周辺自治体との連携を検討するなど、
静岡市の事業への関与について検討する必要があるのではないか。
　有効性については、野良猫の数や殺処分が減少するなど成果が上がっているが、
事業内容についてはイベントの開催以外にも普及啓発のための積極的な活動ができ
るのではないか。施設への来場者の増が場所などの問題で困難であれば、指定管理
者に対し出張イベントの開催や、他のイベントとの共催、また、愛護館独自のアプ
リ、ホームページの作成など施設の運営に係る工夫を求める必要がある。また、市
の普及啓発の結果として求める成果を明確にして、事業について検証していく必要
がある。
　効率性については、地域住民やボランティアとの協力、周辺自治体との連携によ
り、市の事業への関与を減らしながら、よりよい施設運営が図られると考えられる
ため、これらを踏まえた指定管理料の見直しも検討する必要がある。
　また、清掃業務の一括委託など動物指導センターの業務との整理を行い、動物愛
護館の管理の効率化を検討する必要がある。

（来館者数）
　現在の指定期間は、H29.４.１～R４.３.31日までの５年である。
R1 ～ R2　アンケートを実施し、来館者増になるような事業の検討。即実施
　　　　　  できる事業は実施する。
R3年度 　　仕様書等について、検討
R3.10 　　R4年度予算要求
R4.  4 　　事業の委託契約
　なお、指定期間終了までは、事業の見直し案について指定管理者と協議し、
実施していくこととする。

（周辺自治体との連携）
R1.10～　指定管理者に引き続き情報提供を継続していく。

（動物愛護の普及啓発）
R2年度　　最低１回事業を実施する。その成果の指標として来場者の満足度
　　　　　  調査を行い、効果検証を行う。

（ボランティア、地域住民などとの関わり）及び（出張イベント、独自のホー
ムページなど新たな事業）
R2年度 　  事業内容について調査、検討、即時実施可能な事業については実
　　　　　  施
R3年度　　仕様書等について、検討
R3.10 　　R4年度予算要求
R4.  4 　　事業の委託契約
　実施可能な事業については検討、実施していく。予算等に関わるものについ
ては、事業の見直し案について指定管理者と協議し、実施していくこととす
る。

（動物愛護館の管理）
R1.10       事業内容について調査、検討実施済
R2年度　　現在と変更なし

その他事業内容の見直
し

動物愛護館運営経費22 9,180 9,180 00・地域住民等との協力 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（事業名の変更）
　事業名は変更し、要綱等についても改正する。

（PR活動）
　苦情が多い地域に対しては重点的に制度を紹介することに加え、市内全域に
ホームページ等で事業の紹介を実施する。

（補助対象）
　現在も、自治会以外の地域住民グループ等も対象に補助を行っている。
　補助内容については、より効果的、効率的な方法等について、他都市での
   補助内容等について再度調査を実施し、検討を続けていく。

（事業名の変更）
R1.11　　　事業名検討済
R2.  3　　　補助金要綱の名称変更を実施

（PR活動）
R1.11         苦情が多い地域に対し制度を紹介していく。ホームページ等
                  で事業の紹介は実施済

（補助対象）
R2年度     　他都市の地域猫活動及び補助内容の調査実施
R3年度～  　地域猫活動内容の検討、見直し等を実施

　当該施設は、本市の子育て支援事業の中心的な役割を担う拠点施設として開
設した施設であり、現在、民間のノウハウを活用するために指定管理者制度を
導入している。

（市として実施するべき支援の程度）
　次回の指定管理者更新時に向け、本市の関わりについて検討を進めていく。

（一時預かり事業にかかる、市が提供すべき預け先の量の検討）
　民間施設の預かり状況等の把握に努め、次回指定管理者更新時に向け、適正
な量の検討を進めていく。

（一時預かり事業にかかる、保育士の確保、利用料、サービス、営業時間の見
直し）
　指定管理業務に関する協定書・仕様書について、保育士の確保策につながる
業務改善策の検討を進める。利用料、サービス、営業時間については、民間施
設の運営状況等を踏まえ、次回指定管理者更新時に向け、検討を進めていく。

（市として実施するべき支援の程度）
R1.11　指定管理受託者との現状把握、確認作業を開始済
R2.  4　検討の開始
R4.  3　検討内容確定
R4.  9　指定管理募集開始

（一時預かり事業にかかる、市が提供すべき預け先の量の検討）
R1.11　指定管理受託者との現状把握、確認作業を開始済
R2.  4　民間施設の預かり状況の把握方法の検討
R2.  8　民間施設への協力依頼・調査開始
R3.  2　結果確認・検討開始
R4.  3　検討内容確定
R4.  9　指定管理者募集開始

（一時預かり事業にかかる、保育士の確保、利用料、サービス、営業時間の見
直し）
R1.11　指定管理受託者との現状把握、確認作業を開始済
R2.  4　検討の開始
R4.  3　検討内容確定
R4.  9　指定管理募集開始

23 地域猫活動モデル事業

・情報発信の強化

・補助事業のあり方検
討

　当該事業は、野良猫を市域全体の課題と捉え、野良猫から生じる様々な課題を地
域において適切に管理していく自治会を選定し、管理に係る初期費用を支援してい
くものである。
　必要性については、市内全域で実施されることが効果的な事業と考えられるた
め、全市で協力が得られるような制度の構築を検討すべきである。このような事業
の性質から、一部費用を市が負担することは適正である。
　有効性については、市内全域で実施していくに当たっては、事業自体のPRは、よ
り一層進める必要がある。モデル事業の名称を変更する時期に来ているため、市民
にアピールできる名称を検討すべきである。また、市内全域で実施するため、自治
会以外も対象に含めるなどの検討が必要である。
　効率性については、申請者に使用方法を幅広く委ねている部分があるが、初期投
資だけでなく、より効果的な補助金の使われ方がないのかも含め、用途について検
証していく必要がある。
　また、活動・手段の最適性を検証する際は対象者などを拡大することも考えられ
るが、その際は市と実施者の費用負担の考え方も含め検討を行う必要がある。

600 400情報発信の強化 ▲ 2000 0 ―
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24
子育て支援施設運営事
業

・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、交流、相談、情報提供等を実施する子育て支援の拠点となる施設の
運営及び一時預かり事業により子育て家庭を支援するものである。
　必要性については、子育て支援拠点の運営について、市として子育て世代を支え
るための関与は必要だが、市が指導・監督に徹し、民間運営とする等、市として実
施するべき支援の程度について検討が必要である。
　有効性については、子育て支援拠点の運営、一時預かり事業において、利用者満
足度は高いが、今年度10月から幼児教育・保育の無償化が行われること、民間施設
が増えていることといった現況を踏まえ、一時預かり事業において、市が提供すべ
き預け先の量を検討する必要がある。
　効率性については、一時預かり事業において、保育士の確保が課題となっている
ことから、事業の見直しにより、従業員の処遇改善に向けた検討などを行う必要が
ある。また、事業開始時の経緯による静岡・清水の各中央子育て支援センターの利
用料、サービス、営業時間の設定については、現況や市民ニーズを考慮し、見直す
必要がある。

179,270 179,682
その他事業内容の見直
し 4120 0 ―

子
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も
未
来
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（有効性 「24時間いじめ電話相談」と「こころのホットライン」の棲み分
け）
　「24時間いじめ電話相談」は、小中高生の間で複雑化している「いじめ問
題」に専門的に対応するため、その深刻度合い・緊急性を踏まえ、いつでも相
談ができるように、24時間体制で相談を受け付ける窓口である。
　一方、「こころのホットライン」は、39歳までの子ども・若者が抱える悩
みや困りごと全般を対象とし、幅広く相談を受け付ける窓口であり、「24時
間いじめ電話相談」で受けたいじめ以外の相談も引き継いでいることから、今
後もそれぞれの相談窓口を確保し、様々な相談ニーズに漏れのないように適切
に対応していく必要があると考えている。
　ただし、現状として、相談者に対し、それぞれの役割が必ずしも明確に伝
わっていないことも考えられることから、周知を工夫し、相談ニーズが適切な
相談窓口につながるように取り組んでいく。

（効率性　SNS相談の実施に向けたコスト削減、24時間いじめ電話相談のフ
リーダイヤル化）
　現在、市内の児童・生徒は、県が実施しているSNS相談窓口を活用してお
り、今後、その実績及び内容を確認しながら相談ニーズを分析し、SNS相談窓
口の設置のあり方を検討していく。
　また、あわせて、24時間いじめ電話相談のフリーダイヤル化も検討してい
く。

（有効性 「24時間いじめ電話相談」と「こころのホットライン」の棲み分
け）
R1.  9　　　    ２つの相談窓口の過去３年間の相談内容の再調査、
　　　　　　    他都市における相談窓口の設置状況の確認、
　　　　　　    相談事業者へのヒアリングを実施済
R2.  1～R3.3   相談窓口案内の小・中・高への配付、市ホームページへの掲
　　　　　　　  載

（効率性　SNS相談の実施に向けたコスト削減、24時間いじめ電話相談のフ
リーダイヤル化）
R1.10～R2.3　県及び関係機関との協議
R2.  4～ 7　　 事業検討
R2.10　　　　 予算要求

　本事業は、子どもの貧困対策として「貧困の連鎖」をなくしていく趣旨であ
り、支援対象経費や上限額、支援内容について、社会情勢に沿った支援を継続
していく。

（経費、上限額、支援内容の見直し）
　静岡県・浜松市とも歩調を合わせて定期的な見直しを図っていく。

（経費、上限額、支援内容の見直し）
R2. ６　　　　支援内容の見直し・検討
R2. ７～８　　静岡県・浜松市との意見交換
R2. ８～９　　必要に応じて支援制度の設計
R2.10　　　  予算要求

（情報発信の強化）
　現状の冊子の配布等による情報発信を継続しつつ、今後、新たに金融機関と
連携を図り、表彰対象企業及び意欲的な企業などの潜在企業の掘り起こしを推
進する。
　具体的には、金融機関、特に融資担当部署への説明機会を設け、「受賞企業
には、本市融資制度に係る保証料補助率の上乗せ（通常25％から表彰企業
75％）が適用される」点を理解していただき、営業ツールの一つとしての活
用を促す。

（情報発信の強化）
R1.10　表彰企業を決定済
　　　 　R2年度当初予算要求を実施済
R2.  1　表彰式を開催済
R2.  3　金融機関への説明会の実施
R2.  4　R2年度事業開始
R2.  6　表彰企業募集
R2.10　表彰企業決定

25
24時間いじめ電話相談
事業

・他制度との整理検討

　当該事業は、いじめに悩む子どもや保護者及び関係者からの電話相談に応じ、問
題解決への援助や不安解消を図るものである。
　必要性については、時間帯を問わず電話での相談が一定数あることから、24時間
体制の電話相談窓口に対するニーズはあると思われる。
　有効性については、関係機関への連絡等により、事前に被害を食い止めている案
件があり、一定の成果はあると考えられる。また、SNS（LINE）といった、電話以
外の手法による相談窓口を検討しているため、今後も社会の状況に応じた対応が期
待できる。しかし、いじめ以外の相談も多数受付しているため、類似する相談窓口
である「こころのホットライン」との棲み分けを検討する必要がある。
　効率性については、相談方法の拡充（SNS）に関して、現在、国庫補助がないた
め、本事業内や局内他事業でのコスト削減を検討する必要がある。また、電話代が
相談者負担となっているが、「こころのホットライン」はフリーダイヤルであり、
電話代の負担に不均衡が生じているため、受益者負担の考え方を検討する必要があ
る。

20,626 19,618情報発信の強化 ▲ 1,0080 0 ―

子
ど
も
未
来
局

青
少
年
育
成
課

26
要保護児童自立支援事
業

・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、児童養護施設への入所児童や、里親に委託措置された児童の自立を
図るものである。
　必要性については、毎年度一定数の対象者がいることから、児童の将来的な自立
の確保のため、ニーズは高いと考えられる。また、「子どもの貧困対策に関する大
綱」に児童に対する支援の取組内容が示されており、市が関与する必要性は高い。
　有効性については、支援の対象とする経費、上限額について、定期的に見直す必
要があるが、本事業があることによって、事業を活用した措置解除後の将来像を描
くことができ、子どもの進路決定に寄与していると考えられることから、成果は上
がっていると思われる。
　効率性については、現状はと同様に、今後も社会情勢に合わせた支援内容を検討
していく必要がある。

15,971 17,683
その他事業内容の見直
し

1,7120 0 ―

子
ど
も
未
来
局

児
童
相
談
所

27

28

29

①CSR活動表彰事業

②中小事業者技術表彰

③働き方改革の実現に
向けた企業支援

・情報発信の強化

　ＣＳＲ活動表彰事業は、事業活動の維持拡大と社会的健全性のある経営を実践す
る中小企業を表彰することで、当該企業の企業価値の向上、経営基盤や競争力の強
化を図るもの、中小事業者技術表彰事業は、新規又は独創性の高い技術を持ち、意
欲的に事業活動を展開している中小製造事業者を表彰することにより、技術開発意
欲の向上等を図り、もって本市産業の振興と経済の活性化に資するもの、働き方改
革の実現に向けた企業支援は、仕事と生活の両立や、多様な人材が活躍できる職場
環境の実現により、市内企業における生産性向上や雇用促進を図るものである。
　必要性については、いずれの事業においても、それぞれの企業を支援する必要性
が認められるほか、毎年度応募もあることから市民ニーズはあるといえる。
　また、市が実施することで、表彰制度における信頼性や中立性が確保されるほ
か、表彰を受けた企業の企業価値の上昇等へ繋がることから、市の関与の必要性も
あり、問題がないと判断された。
　今後の課題として、いずれの表彰制度についても受賞企業にメリットがあること
から、潜在的な需要に対する掘り起こしなど、３課合同の強みを生かした積極的な
ＰＲが必要である。
　有効性については、一部の表彰制度では、応募数に対し受賞数が同数であった
が、応募に対し漫然と表彰しているのではなく、社会変化を捉え適宜表彰の審査基
準の見直し等を実施しているほか、専門家等の視点も入れながら明確な審査基準に
基づいた審査を経て受賞を決定しており、問題がないと判断された。今後の課題と
して、本件の表彰事業により、受賞企業において求人への申込数の増加等の効果が
認められたが、その一方で、特に、創設後間もない中小事業者技術表彰（平成28年
度創設）及びＣＳＲ活動表彰（平成27年度創設）にあっては応募者数が伸び悩んで
いることから、それぞれの表彰において市が期待している役割をより充足させてい
く上でも、応募件数の増加に向けた表彰制度の一層のＰＲが求められる。
　効率性については、今回の評価対象となった3事業については、平成29年度より
応募、表彰、リーフレットの作成、ＰＲについて合同で実施している。３課が合同
で実施可能な事務はすでに統合済みであり、経費削減の努力が認められ、事務の効
率化が図られていることからコスト削減の必要性は低く、効率性については問題な
いと判断された。

3,479 3,365情報発信の強化 ▲ 1140 0 ―
経
済
局

産
業
政
策
課
・
産
業
振
興
課
・
商
業
労
政
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（効果的な事業手法の検討・見直し）
　現在、当該事業で協議が進められている本市産果実の情報発信・消費拡大を
含む『静岡市果樹農業振興方針』の素案において、メディアを活用した効果的
なプロモーションを展開していくことから、今後、農協など関係機関との協議
を通じて、事業の見直し検討する。
　「農水産物消費拡大促進事業」など他事業と連携した効果的な情報収集・
PR方法については、イベント趣旨や訪れる客層を事前に精査したうえで、そ
の企画内容を検討・実施していく。

※　R1年度中に策定する予定の『静岡市果樹農業振興方針』に基づき、R2年
度は「情報発信・消費拡大に関する取組」の見直しを検討するとともに、果樹
スマート農業化を推進する取組」を含めた事業としてリニューアルする。

（効果的な事業手法の検討・見直し）
R1.  6　　駿河区旬穫祭（駿河区魅力づくり事業）を開催済
R1.11　　産業フェアしずおか（農水産物消費拡大促進事業）を開催済
　　　　　アグリフェスタしみず（農業まつり開催補助金）を開催済
R1.12　　青島みかんPRの横断幕（静岡庁舎・清水庁舎）を掲揚済
R2.  2～　R2年度協議に向けた関係機関への事前調整
R2.  4～　関係機関との協議（3回程度）
　　　　　スマート農業化を推進する事業の実施ほか
R2.10 　  「しずまえ・オクシズまつり」などと連携したPR

※情報発信・消費拡大に関する取組（ゼロベースでの見直し）

（研修参加、実務指導）
　林道・治山事業を担う職員の技術力向上を図るため、国、県が主催する専門
研修への参加をはじめ、通常業務時における現場指導等を年間を通じて行い、
森林内での測量、設計監理、施工管理、災害復旧等の知識及び技術を習得させ
林野行政の実務ができる技術者を育成する。また、国・県が主催する専門研修
や通常業務時における現場指導等の内容に修正や変更が生じた場合、既存のマ
ニュアルへ適宜反映させる。

（研修参加、実務指導）
R2. 6　　　  　県山林協会主催　林道研修、治山研修【新任職員対象】
　　　　　  　  県主催　災害復旧に関する研修
R2. 7　　　  　林野庁主催　林業専用道技術者研修【実務経験3年程度】
R2. 9～　 12　国、県等主催の技術研修（工法等）【新任から実務経験者】
R3. 4～R4. 3　現地測量、設計、施工管理指導

（情報発信）
　今後も広報紙の活用やホームページの充実に努めるとともに、ＳＮＳ等の活
用についても検討し、より効果的な情報発信を通じて、さらに利用しやすい施
設となるようにしていく。

（情報発信）
R2.4～　ホームページ講座情報等の随時更新
　　　　 広報紙による情報発信
　　　　 ＳＮＳ等の活用の検討

30

しずおか果樹百景プロ
ジェクト
（果樹の振興経費(政
策)）

・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、本市で生産されている果樹の魅力の情報発信、消費拡大に向けた取
組みを関係団体等と連携して行うものである。
　必要性については、プロジェクト会議を開催することで、生産者で構成する農協
の意見が反映する機会をもち、情報発信の方法等が検討される場となっている。
　また、消費拡大を推進するイベントにおいては、生産者自らが販売を行う機会を
もち、消費者目線での生産現場の在り方等の場となっている。
　このことから、本来生産者自らがPRするべきものを自治体が行うことで、生産者
に反射的利益はあるものの、静岡市産の果樹の特性を踏まえ、市の特産物として自
治体が率先してPRする必要性は認められる。
　有効性については、毎年度プロジェクト会議により生産者がPRしたい果樹や生産
数を精査し、イベントで取り上げる果樹の検討を行っていることから、社会変化へ
の対応は問題ない。
　また、認知度向上は数値で図りがたいものであるためイベント開催中の果樹の取
扱件数を成果指標としており、現在の指標設定の理由も納得できるため、進捗度合
いも適正に把握できている。
　しかし、活動・手段の最適性については、市内イベントなどの場を活用した事業
が展開されていたものの、販売促進という目的を達成するためにどのような層に訴
求をすることが効果的であるのかが深く追求されていなかった。
　このようなイベントによる周知事業は、対象や実施時期、手法によって効果が大
きく異なることがあるため、可能な範囲において、ターゲッティングをはじめとす
る効果的な実施手法の検討を求める。
　効率性については、果樹の試食販売イベントにおいて、市の負担はなく、適正に
購入者に負担していただいていることから、受益者負担に問題はないが、他事業と
も連携し、効果的な情報収集やPRの方法を検討する必要がある。

400 500事業の再構築 1000 0 ―
経
済
局

農
業
政
策
課

31 林道維持管理費
・技術職員の継続的な
育成

　当該事業は、林道の財産管理及び安全管理を適切に実施し、林業の振興及び森林
の有する多面的機能を保全するものである。
　必要性については、市が主体となって整備した林道の瑕疵に対する責任は市にあ
ることから、本事業を市が実施しなければならない事業である。
　また、本事業については、林業支援や登山等の観光レクリエーション活動の拡充
のほか、森林の適正な維持管理による土砂災害の防止や水源涵養機能の保全など、
公益性が高い事業である。市民からも林道整備に関する多くの問い合わせがあるこ
となども踏まえ、市民ニーズは高いといえ、問題ないと判断された。
　有効性については、林業従事者の高齢化や後継者不足等による林業従事者の減少
といった課題について現状を適切に把握し、機械化による効果的・効率的な維持管
理に努めているほか、パトロールや修繕の実施に当たっても、市民目線に立った優
先順位付けのもと実施されている。また、本事業の目的である林道における安全性
の確保についても、林道施設の管理瑕疵による人身事故件数は０件となっているこ
とから、事業の進捗度合いとしては進んでいるといえ、問題ないと判断された。
　効率性については、事業費多くの割合を占める工事請負費については、比較的高
額となる残土処分に要する経費についても、できるだけ削減するよう努めているほ
か、経済的な工法にて実施していることから、コスト削減の必要性は低いといえ、
問題ないと判断された。なお、通常の道路工事とは異なる専門知識が要請される林
道工事を、今後も引き続き経済的に実施するためにも、林道整備に対する意欲や経
験、知識を有する職員の安定的な確保が課題となる。本市には林業職の採用枠がな
いが、すでに所管において整備しているマニュアルを充実させるほか、庁内研修な
どの機会を捉えた技術職員への林道整備の意義・魅力の周知の強化など、引き続き
当業務に意欲的に取り組む職員の一層の育成・確保が求められる。

164,272 164,272人材育成の強化 00 0 ―
経
済
局

治
山
林
道
課

32
賤機都市山村交流セン
ター管理経費

・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、農業体験等の交流場所としての施設及び憩いの場を提供するととも
に、必要な講座、教室等を開催すること等により、都市住民と中山間地域住民の交
流の促進を図るものである。
　必要性については、利用者数は高止まりしていること、また、利用者満足度は過
去に比べて下がっているものの、「良い」「まあまあ」の評価のみであり、利用者
が本施設に不満を持っているとは言えず、本事業の目的である都市住民と中山間地
域住民との交流促進は、行政が担うべき役割であり、代替して担うことのできる相
手方はいないことから、問題ない。
　有効性については、オクシズの玄関口としての役割をよく理解し、新東名高速道
路の開通に合わせ、インターチェンジにオクシズ地域の情報パンフレットを配置し
て周知を図り、本施設だけでなく、本施設からより奥の「オクシズ」へ利用者を誘
導するような戦略的な広報がなされている。また、本施設のような地域に根差した
施設においては、施設の設置されている地元の声を敏感に察知し、市民ニーズに対
応する必要があるが、本事業においては、利用者や講座参加者へのアンケートを実
施し、意見を反映させる仕組みづくりができていることから、問題ない。
　効率性については、光熱水費など、必要な経費の削減はすでに実施しており、こ
れ以上の削減努力は、比較すべき同規模同種施設がないことから、困難であり、受
益者負担についても、施設利用者から、公の施設の設置条例に基づく料金を適切に
徴収していることから、問題ない。

22,649 22,840情報発信の強化 1910 0 ―
経
済
局

中
山
間
地
振
興
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（情報発信）
　今後も当該施設の「森林が持つ多面的機能を学習する場」としての役割をさ
らに充実させるため、小学校等に働きかけ、環境教育のフィールドとして活用
することで、児童が森林に触れあい、森林の役割に関する理解を深める取り組
みを検討する。

（森林教室など各種イベントの開催　※別事業）
　地域住民とのさらなる連携により、森林教室など各種イベントを実施し、多
くの市民が楽しみながら森林について学ぶ場を提供できるよう適正な維持管理
に努めていく。

（情報発信）
R2.4～　ホームページ講座情報等の随時更新
　　　　 広報紙やＳＮＳ等を活用した情報発信
　
（森林教室など各種イベントの開催　※別事業）
R2.5　　森林教室開始(年間計６回)
R2.7　　林業体験教室(年間計５回)、
             昆虫教室(年間計６回)開始
R3.3　　椎茸駒打ち体験教室開催

（市民ニーズの把握）
　不採算バス路線の維持に係る行政負担のあり方について、市民意識調査等を
活用し、地域住民ニーズの把握に努める。

（公共交通網整備・先進事例導入可能性検討）
　自家用車から公共交通への転換を図る取組みとして、官民連携でR１年度よ
り、MaaSによる新たなシステム導入を開始し、各種社会実験を実施してい
る。今後も継続して調査・研究を進め、バス路線の維持に努めていく。

（市民ニーズの把握）
R1.11　市民意識調査の要望を提出済
R1.12　調査内容の検討・作成済
R2. １　調査票の作成済
R2. ６　市民意識調査の実施
　　　　公共交通不便地域等における人々の生活の実態を把握するため、
            １日の移動の実態、交通に関するニーズ、現状に対する満足度を
            把握するための意識調査（アンケート又は聞き取り）を企画し実施
            する。

（公共交通網整備・先進事例導入可能性検討）
R2年度　新たなモビリティ確保方策の検討や先進的取り組みに関する情報収
　　　　 集地域の実情に応じ、地域公共交通網の再編について検討してい
　　　　 く（市地域公共交通網形成計画掲載の路線再編の検討エリアよ
　　　　 り）。

33
高山・市民の森維持管
理経費

・成果指標の見直し

　当該事業は、市民に森林及び林業の役割を啓発するとともに、市民の健全な余暇
の利用に供するものである。
　必要性については、利用者数が高止まりしていること、本事業の目的である都市
住民と中山間地域住民との交流促進は、行政が担うべき役割であり、代替して担う
ことのできる相手方はいないことから、問題はない。
　有効性については、SGEC森林認証取得といった最近の事例にも、やみくもに認
証したことを周知するのではなく、社会教育施設としての役割を果たし、まずは認
証制度そのものの周知から図っていくなど、的確に対応しており、イベント回数
等、活動・手段の最適性についても、所管課の検討により適正な回数を委託できて
いる。
　また、事業実施の経緯である都市と山村の交流の場の提供の成果を「年間来場者
数」で図ることができるか、成果指標の設定に課題を有するものの、これに代わる
指標の設定は困難であると認められるため、問題ない。
　効率性については、職員を常駐させていることについてコスト削減の余地を検討
したが、本施設だけでなく、周辺の環境を鑑み、遭難者への即時対応のために必要
な配置であり、削減は難しく、また、無料施設であるものの、イベント開催時には
必要経費を実費徴収していることから、問題ない。

9,485 8,526情報発信の強化 ▲ 9590 0 ―
経
済
局

中
山
間
地
振
興
課

34 バス路線維持対策事業 ・市民ニーズの把握

　当該事業は、地域住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るものである。
　必要性については、市民の生活交通の足の確保を図るため市が実施する必要はあ
るものの、不採算路線のバスの維持にかかる市の負担について、市民の認識を深め
る必要がある。負担をかけても維持したいという市民ニーズを把握するため、市民
意識調査などの実施を検討する必要がある。
　有効性については、本事業によりバス路線の維持ができており、一定の成果は上
がっているため、高いと言える。現在も、利用状況に併せた運行方法の見直しが行
われているが、さらに、MaaS等による新たな交通システムなどの調査・研究を進
めるとともに、平成３１年３月に策定された地域公共交通網形成計画に基づき、公
共交通網整備を進めていく必要がある。
　効率性については、本事業の対象となる不採算路線の欠損額を減らすよう、利用
者数を増やす取り組みや、路線の再編について、事業者と引き続き協議を行うとと
もに、先進事例の導入可能性についても、検討を続ける必要がある。

303,872 303,872
その他事業内容の見直
し 00 0 ―

都
市
局

交
通
政
策
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（計画及び指標の見直し）
　駿府城公園を中心に静岡浅間神社も含めた区域を、静岡都心地区における歴
史文化のエリアとして、地域や施設が相互につながりを持ち魅力を発揮する地
区として位置付け、様々な取り組みを全庁横断的に進める方針であることか
ら、本事業においても対象地域を拡大し、既存の桜を取り込む新たな区域を桜
の名所として位置付けることを検討中である。
　R2年度以降は、既存の桜の樹勢回復や樹形調整等の景観改善を行い、長期
的な維持管理費の軽減を図ると共に駿府城公園来場者増加を目指す。
　成果指標についても公園来場者数を当てることとし、計測方法等を検討す
る。

（市民ニーズの把握及び民間資金投入の検討）
　民間施設に対しては、現在も桜植樹の呼び掛けを行っているが、施設再整備
や植栽更新時期での桜の検討を含め、あらためて依頼を行うと共に、今後は市
民意識調査やイベント等での意識調査により、広く市民のニーズを把握するこ
とに努める。
　桜のオーナー制度は当初計画に含まれており、ロケーションや植樹規模など
の好条件に富んだ天守台エリアでの実施を予定しているが、現在、発掘調査と
の調整中である。

（計画及び指標の見直し）
R1.  7            事業計画見直し、成果指標見直し検討済
R1.10            予算要求を実施済
R2.  2            駿府城公園来場者計測手法検討済（成果指標検討済）
R2.  4            （静岡都心地区グランドデザイン決定後）事業変更計画検討
　　　             開始
　　　             駿府城公園来場者調査実施
R2.  6～R3.3　桜の樹勢調査開始
R3.  3　 　　　事業変更計画決定
R3.  4　 　　　駿府城公園来場者調査実施→成果指標決定
R3.  6　 　　　桜の樹勢回復実施

（市民ニーズの把握及び民間資金投入の検討）
R1.12　　　　 市民意識調査申込済
R2.  4　 　　　民間施設意向聞取り（新年度体制）
　　　   　　　（発掘調査箇所の活用方針決定後）桜オーナー制度検討開始
　　　　  　　  意識調査実施
R2.10             意識調査実施
R2.12　　　　 事業変更計画決定
R4～　 　　　（発掘調査箇所の活用工事開始）桜オーナー制度開始

35
駿府城公園「桜の名
所」づくり事業

・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、「家康公四百年祭」を契機とし、駿府城公園及びその周辺を1000
本の桜の植樹により、東海随一の「桜の名所」となるよう整備を推進し、集客効果
や回遊性の向上を図るものである。
　必要性については、「家康公四百年祭」を契機としており、桜の季節に花見客で
にぎわうことから、一定の市民ニーズはあると思われるが、市が関与し桜の本数を
増やす必要があるか、市民ニーズを把握する必要がある。また、現在、植えられる
場所への植樹をほぼ完了しているため、今後の事業の進め方について検討する必要
がある。
　有効性については、これまでの桜の植栽は計画通り進んでいるが、天守台発掘調
査等の進捗状況も考慮し、今後は、植栽計画の見直しやエリアの変更などの検討が
必要である。また、事業の在り方を見直し、取組の成果が確認できるよう、指標の
設定を見直す必要がある。
　効率性については、天守台発掘調査等の進捗状況により植栽場所が減っているの
であれば、無理に植栽を続けるのではなく、「名所づくり」として何をすべきか事
業の在り方を見直し、必要なコストを精査するとともに、植栽を続ける場合樹木の
オーナー制度などを活用した民間資金の投入を検討する必要がある。

600 0
その他事業内容の見直
し

▲ 6000 0 ―
都
市
局

緑
地
政
策
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（公費投入に対する周知、意識啓発）
R1.  9　 　　企業に対し協力要請を実施済
R1.  5･6･7･9･11､R2.2
        　　　　自治会、緑化団体への意識啓発（ボランティア作業の依頼等）
　　　　　　  を実施済
R2.  3　 　　 企業に対し次年度の協力要請
R2.  4　 　　 緑化功労者（ボランティア）表彰

（市民ニーズの把握及び事業再検討）及び（類似事業の整理）
R1.10　　　 当課主催イベントでのアンケートを実施済
　　　　　　  類似事業の整理について検討済
R1.10　　　 花苗配布団体への聞取り、調整を実施済
R1.11　　　 花苗配布について道路保全課、静岡県との調整を実施済

R1.12　　　市民意識調査へ申込済
R2.  2　　　花苗配布団体への聞取り、調整を実施済
R2.  3　 　  みどりの基本計画　進捗確認
R2.  4～ 　  市主催の緑化関係以外のイベント等でのアンケート実施検討
R2.  5･10　花苗配布団体への聞取り、調整実施
R2.  4･10　当課主催イベントでのアンケート実施
R2.10　　　花苗配布の配分等検討
　　　 　　  事業名称見直し
　　　 　　  R3年度予算要求
R2.12　　　花苗配布の配分等決定

（指標の見直し）
　他の指標等を参考に、再検討する。

（効果的な事業手法の検討・見直し）
　H30年度よりPark-PFI制度の活用に向け検討を開始し、R2年度に城北公園
において公募を行う予定
　事業者の中には、主要な公園を対象に、指定管理者制度の導入を求める声も
あるため、公園というエリアにおける指定管理の在り方について研究してい
く。

（指標の見直し）
R1.10　　　他の指標等の調査及び検討に着手済
R2.  3　　　投資効果が反映できるような指標への見直しについて検討を深
　　　　　　め、４月に指標を改正する予定

（効果的な事業手法の検討・見直し）
H30年度～　Park-PFI制度の活用に向け検討中
R  2年度　　城北公園にて、Park-PFI制度に基づく公園利用の利便性向上に
　　　　　　資する収益施設事業者の公募を実施する予定

36 花の名所づくり事業 ・市民ニーズの把握

　当該事業は、公共施設内の花壇や地域花壇に対し、緑化ボランティアの協力の
下、花苗や資材の配布を実施し、市民に身近で愛される花壇の造成や緑化を進める
ものである。
　必要性については、園芸市の来場者からアンケートを取っているが、イベントの
性質から園芸に興味のある人が対象になっており、花壇に植栽する側ではなく、花
を見る側の市民のニーズを把握する必要がある。また、公共空間の花壇を整備する
ことは経常的に維持管理経費がかかることを市民に周知し、意識啓発を図る必要が
ある。
　有効性については、ボランティアによる植栽の報告書による把握だけでなく、本
事業において実施すべき花壇の把握（場所、面積など）、精査が必要である。ま
た、「名所づくり」という事業名でありながら、具体的に名所としたい場所が特定
されておらず、花苗を配布する事業となっているため、事業名を再検討する必要が
ある。
　効率性については、公園愛護会活動や道路サポーター制度による緑化活動、県の
リバーフレンドシップ制度、民間のグリーンバンクなど、類似事業との整理が必要
である。また、現在沈床園花壇において実施している企業との連携は、今後も推進
していく必要がある。

14,878 14,533

（公費投入に対する周知、意識啓発）
　花苗配布事業は、「静岡市みどりの基本計画」において、街路、河川、学校
など公共施設や民間のグランドなどの緑の保全や緑化を推進する自治会等に対
する支援として位置づけられ、資材のみの支給により緑化を進めている。
　現在、緑地面積は計画目標に届かず、公共施設や民間のグランド等の花壇や
植樹帯は裸地が多く見られるが、これらの整備、維持管理経費すべてを公費で
賄うことが困難である旨、自治会等に理解を求め、今後も多くの市民ボラン
ティアの協力を得て協働事業として推進する必要がある。
　資材の配布以外では、年９回程度、公共施設内花壇の植付、維持管理作業を
自治会や地域の緑化団体、学校等に呼び掛けており、無償の協力なしには緑が
保全できないことへの理解を得ている。

（市民ニーズの把握及び事業再検討）
　計画目標は短期に達成できるものではないため、市民意識調査やイベント等
での意識調査（アンケート）により、緑の量や質の地区格差などに対する市民
意識を把握し、計画的な配布実施を検討する。
　事業名については事業内容を勘案し見直しを検討する。

（類似事業の整理）
　事業効率の検証について、他部局の事業と連携することで業務の軽減が図れ
ないか、類似事業の整理をした結果、グリーンバンクや道路サポーターは、申
請の有った団体に対し資材を支給しているが、内容や目的が異なるため、受給
者に確認し重複しないよう調整しており、県のリバーフレンドシップ制度や市
の公園愛護会は緑化資材等の支援は行っていないことから、それぞれ協働の形
態によって関係機関が異なっており、統合は難しいと判断した。経費の節減 ▲ 345435 0

（実質効果額）
　民間企業との連携による
経費削減
　435千円

都
市
局

緑
地
政
策
課

37
公園・緑地等維持管理
事業

・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、市民が安心・安全に施設を利用できるように本市管理の公園・緑
地・プールの維持管理を行うものである。
　必要性については、市が設置した既存の公園・緑地等を市民が安心安全に利用で
きるよう維持管理を行う事業であるため、高いと言える。
　有効性については、樹木の剪定や草刈りの回数を減らしたり、地元の要望の時期
に実施するよう調整するなど活動・手段の見直しは実施できているものの、効率的
な維持管理ができるよう、PPP－PFIなど、民間活力の導入を含め、先進的な事例を
調査・研究する必要がある。また、事務事業総点検表のアウトプットには市内公
園・緑地等の維持管理に必要な委託の回数を設定し、アウトカムには事務事業事故
となるような「管理瑕疵による人身事故件数」を設定しているが、全公園・緑地等
における事故発生率など、指標の設定を再検討する必要がある。
　効率性については、無料施設であるため、受益者負担の度合いを変更する余地は
ないが、前述のPPP－PFIなど、民間活力の導入を含め、先進的な事例を調査・研究
し、より効果的な方法を検討する必要がある。

660,298 668,218
その他事業内容の見直
し 7,9200 0 ―

都
市
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（成果指標）、（情報発信の強化）、（事務改善）及び（事業目的とコスト縮
減）
R1年度通年　事業の事前相談
　　　　　　  （次年度申請受付に向けて具体的な対応考慮）
R1.10　　　　成果指標の見直し実施済
　　　　　　　 R2予算要求手続きを実施済
　　　　　　  （委託事業予算増額を中心とした予算編成）
R2.  2～  3　  年度内処理案件の事務処理
　　　　　　  （次年度当初の申請受入れ準備）
R2.  4～　 　  申請受付しながら、件数の想定を行い、補正予算などの予算
                     措置の検討を行う.。
　　　 　 　　 ホームページ又は広報誌等への掲載、現地ポスティングに
                     よる事業PR
R2.  5～  6　  他都市事業調査内容の検討
R2.  7～  8　  調査票の作成
R2.  9～10　  調査の実施及び取りまとめ

（公平・公正な発注方法の継続）
　当事業は公営住宅法に位置付けられた市営住宅の維持修繕であるため、今後
も業務の発注については業者の偏り無く公平・公正な発注を継続していく。

（公平・公正な発注方法の継続）
R1,10　R2年度当初予算要求を実施済
R2, ４　事業の開始

38
狭あい道路拡幅整備事
業

・情報発信の強化

　当該事業は、土地の所有者と市の合意による道路拡幅用地の寄附等により、狭あ
い道路の拡幅整備を推進し、利便性、安全性、快適性等居住環境の向上を図るとと
もに、災害に強いまちづくりに資するものである。
　必要性については、実施件数が増加しており、事業に対する市民のニーズは高い
と判断される。また、底地が取得できない場合、道路拡幅後の用地に障害物等が置
かれることも考えられ、４メートルの幅員確保に支障が生じることも想定されるた
め、市として実施する必要性は高い。今後は、狭あい道路の総延長を可能な限り把
握し、市として目標とする成果を明確にして指標に盛り込んでいく必要がある。
　有効性については、事業の性質上、過去の申請者とのバランスを考慮することも
重要であるが、合併後１５年以上、同様の取組となっていることから、他都市の状
況を把握・比較するなど、既存の事業に加え、「対象となる地域住民全体で狭あい
道路の拡幅についての理解が進み、当該事業への協力が促進されるような事業構
築」について、取組んでいく必要がある。
　現在実施中の「各年度の申請について当該年度内で処理できるよう改善する取
組」は、適正事務に向けた取組であり、早期に実施するべきである。
　効率性については、事業目的等を検証した結果、見直しの必要があれば、それら
に併せて、コストの削減についても検討する必要がある。
　受益者の自己負担額については、この事業を効果的に実施するための重要な要素
であるから、適切な水準を維持していくため、他都市の動向等を継続的に把握して
いく必要がある。

72,149 76,546

（成果指標）
　狭あい道路の総延長は、現時点において道路管理システム上で把握できる範
囲で約200kmであり、計画指標としてはかけ離れているが、実務上は交付金
計画の年間目標1km/年として運用している。

（情報発信の強化）
　当課ホームページの他、申請現地沿線のチラシポスティング等により事業の
周知とPRを継続していく。

（事務改善）
　事務改善については、今年度処理中案件の予算運用も踏まえた適正処理をす
るとともに、次年度事業展開に向けて、関係機関と協議をしながら事務の適正
化を進める。

（事業目的とコスト縮減）
　事業目的である、道路の幅員4m確保については、単に通行改善のみなら
ず、生活環境保全、災害対策が公益上必要で重要な要素であるが、類似事業に
関して、政令指定都市を中心とした他都市の動向調査とその結果検証を行い、
今後必要とされる事業改善策を模索しながら検討する。
　他法令（都市計画法等）による線的・面的整備計画地区内における申請案件
の優先度を下げる他、大規模案件は個別に予算確保する等、コスト縮減の観点
から本事業の適正配分を検討し、予算の効率的投資を行う。

情報発信の強化 4,3970 0 ―
都
市
局

建
築
指
導
課

39 市営住宅等補修費
・公平・公正な発注方
法の継続

　当該事業は、市営住宅及び附帯施設を有効に活用できるよう、施設等の維持修繕
を行い、また、団地内の環境整備等により、団地施設等を適切に維持管理するもの
である。
　必要性については、市営住宅として市が提供している以上、一般の賃貸借契約に
よる住宅と同じく、入居者の日々の生活における不具合や老朽化に対応する必要が
あり、市民ニーズは高い。
　有効性については、アセットマネジメント基本計画により、延べ床面積の２０％
を削減することとしており、計画に基づいて戸数の縮小及び歳出予算の減額を着実
に進めているほか、修繕業者の対応の迅速さだけでなく、公平性の担保を考慮し、
業者を偏らせない配慮をした上で発生した不具合や老朽化に遅滞なく対応している
ことから、有効性は高いと言える。
　効率性については、市営住宅の維持修繕であるため、使用者に瑕疵がない限り受
益者負担を求めることもなく、修繕業務の発注については、現在の公平・公正な発
注方法を継続していただきたい。

100,000 63,803
その他事業内容の見直
し

▲ 36,1970 0 ―
都
市
局

住
宅
政
策
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（効果的な広報やＰＲの方法）
　売払い物件のチラシの配布先を増やす。
　売払いの公告と共に現地へ『売地』看板を掲出する。

（金融機関との連携）
　住宅金融支援機構と協力できる取り組みが無いか相談する。

（子ども未来局等関係局との連携強化）
　『しずおかし子育てハンドブック』（子ども未来課発行2020年度版）へ記
事掲載の相談を行う。
　「買い求めやすい価格や規模の設定」については、R２年度に売払い予定土
地の分筆登記等を７月頃を目途に実施するため、同時期までに不動産事業者や
不動産鑑定士に意見を聞き、売払い土地の設定に反映させる予定

（効果的な広報やPRの方法）、（金融機関との連携）及び（子ども未来局等
関係局との連携強化）
R1.  9　配布先を増やして物件チラシを配布済
　　　　（H30：200か所から、R1：327か所へ、127か所増加させ
　　　　　た。)
R1.  9　公告直後現地へ『売地』看板を掲出済
R1.10　入札による売払い実施済
　　　　（売残りが生じた場合は、常時売払いへ切り替え）
　　 　　R2予算要求手続き、住宅金融支援機構と取組の相談を実施済
R2.  2　売残り物件の再入札を実施済
　　　　子ども未来課へ『しずおかし子育てハンドブック』への記事掲載
　　　　についての相談を行う。
R2.  7　R２年度売払い予定土地の規模や形状等の設定に反映させる予定

（道路情報を収集する仕組みの拡大）
　道路損傷等の情報を収集する仕組みを更に拡大していくため、道路サポー
ターへの要請及び依頼、他部局の職員連携による道路損傷情報提供書の周知及
びホームページを活用する等、市民向けにも広く情報を収集する仕組みを検討
していく。

（成果目標の見直し検討）
　事業の指標としてきた、道路管理瑕疵事故件数の目標値については、他都市
（政令市）の状況を把握し、比較検討を行う。

（地域維持型包括的民間委託の導入検討）
　道路維持管理費における財源の確保、コスト縮減においては、管理水準を保
ちつつ、業務の迅速性、効率性を図るため、地域維持型包括的民間委託の導入
を検討していく。

（道路情報を収集する仕組みの拡大）
R１年度　新規道路サポーター登録団体への要請実施
　　　　  他部局職員と連携に向け、職員宛てに道路損傷情報提供書の周知
　　　　  提携済の郵便局（配達員）からの情報提供の再度要請

（成果目標の見直し検討）
R１年度　政令市宛てに道路管理瑕疵事故件数等の照会の結果から、次年度の
　　　　  目標値の設定の見直しを検討する。

（地域維持型包括的民間委託の導入検討）
R２年度　計画策定導入検討
R３年度　一部市域試行
R４年度　事業評価、検証
R５年度　市域本格実施

40
子育て世帯宅地提供事
業

・効果的な事業手法の
検討・見直し

　当該事業は、子育て世帯の持家取得向けに、市営住宅跡地を売却し、遊休地の活
用と市内定住促進を図るものである。
　必要性については、住宅着工統計において、新築住宅そのものの建築戸数が年々
減少傾向になっていること、また、事業の対象となる宅地は市営住宅跡地に限られ
ており、限定的な資源に対し、立地の環境もニーズに影響を与える要因となること
から、市民ニーズが必ずしも高いとは言えないものの、市営住宅跡地の遊休地の有
効活用であり、子育て世帯の居住促進につながることから、子ども・子育て支援の
充実という市の政策に寄与する取組として推進していただきたい。
　有効性については、民間の宅地提供業者やトレンドの情報収集に努め、買い求め
やすい価格の設定や規模などに努める必要がある。また、２年連続で購入実績がな
い状況に対処するため、効果的な広報やPRの方法を検討するほか、金融機関との連
携や、子ども未来局等関係局との連携強化を図る必要がある。
　効率性については、売払い価格について、不動産鑑定士による鑑定に基づき価格
設定しており、初回では売れず２回目の売払い募集を行う際には、路線価による時
点修正で対応する等、適正な価格設定と共にコスト削減に現に取組んでおり、確保
されている。

1,542 3,546情報発信の強化 2,0040 0 ―
都
市
局

住
宅
政
策
課

41 道路施設維持管理事業 ・成果指標の見直し

　当該事業は、静岡市が管理する延長3,195kmの国県道及び市道等を安全にかつ快
適に利用できるよう、適切な維持管理を推進するものである。
　必要性については、市民からの要望件数は増加しており、その内容も従前より高
度な管理水準が求められていることから、市民ニーズは高いと言える。また、道路
の維持管理については道路法において市が実施することとなっており問題ない。
　有効性については、道路管理瑕疵事故の防止に向け、年間54,000㎞の道路パト
ロールを実施しているほか、長大トンネル等については土木施設監視センターで24
時間365日監視するなど、適切に維持管理しており問題ない。今後の課題とし、今
後も要望等が増加する可能性を考えると、職員の負担軽減に向け道路サポーターや
他部局の職員と連携し、道路破損等の情報を収集する仕組みを検討することが必要
ではないか。また、事業のアウトカム指標として災害を除く道路管理瑕疵事故件数
を設定しているが、平成30年度の目標値として設定している40件が適切な目標値
なのかが判断できなかった。各自治体の道路環境は異なるが、例えば、道路延長当
たりの管理瑕疵事故件数を他都市と比較することで、適正な目標値の設定に繋がる
のではないか。
　効率性については、既に道路照明等灯のＬＥＤ化や老朽化した歩道橋の撤去等に
取り組んでおり、問題ない。道路の維持管理費については、労務単価や原材料費が
上昇する中で、高い管理水準を維持していくことが求められることから、今後も引
き続き財源の確保に向け、コスト削減に向けた取組が求められる。

3,127,628 3,143,880成果指標の見直し 16,2520 0 ―
建
設
局

道
路
保
全
課
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（消防車両等の更新計画）
　消防車両等の更新計画は、他政令市と比較して概ね同様の基準となってお
り、当該事業について積極的に情報交換を行っていく。また、車両及び資機材
の技術革新に沿って災害対応能力の強化を図るとともに、近年の技術革新や車
両の使用頻度等について検証を行い、必要に応じて更新計画の見直しを実施す
る。

（計画的な小型化及び最適な車両維持と台数の保有）
　車両の小型化は、管轄区域の地域特性を鑑み計画的に実施していく。また、
適正な車両維持及び台数の保持に努め、車両・資機材修繕に関しては費用対効
果を踏まえた最適な方法を選定し、その効果を検証するとともにコスト縮減を
行う。

（消防車両等の更新計画）
　毎年、総合計画策定時に使用頻度等についての検証を行う。

（計画的な小型化及び最適な車両維持と台数の保有）
R２年度　小型化２台
R３年度　小型化１台
R４年度　小型化１台

＊現行の車両更新計画に基づく小型化台数であり、状況により増減する。
　費用対効果に関する検証を車両入札後など機会を捉え定期に実施する。

（計画的な修繕の実施及び情報の共有）
　法定点検に加え独自の定期点検を実施する場合、通常の点検間隔を短縮又は
部品交換間隔を短縮することになり、費用面で増額となる。過去の事例等に基
づき必要な追加点検、部品交換の短縮を既に実施している項目もあり、今後の
機体更新時期の検討を含めて実態に即した点検を行なうように努める。ホイス
ト（任意装備品）２台保有する内の１台をR２年度にオーバーホールを計画し
ていたが、使用状況を再確認しR4年度へ持ち越しとした（残る１台はR3年度
にオーバーホール予定）。
　場外離着陸場は県内他機関との情報共有実施済み。また、緊急運航時は災害
情報を関係先と共有している。その他の情報及び民間との情報共有は必要に応
じて充実を図る。

（計画的な修繕の実施及び情報の共有）
R1. ９　　　 　  R２年度点検整備仕様書作成検討済
R1.10　　　 　  R２年度予算要求を実施済
R３. １～R4.３　点検整備委託業務実施
R３年度　　　   ホイスト　オーバーホール（１台）
R４年度　　　   ホイスト　オーバーホール（１台）
随時　　　　　　他団体・民間との情報共有

42

43

常備消防車両等整備事
業

非常備消防車両等整備
事業

・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、更新計画に基づき、常備・非常備消防車両等を適正に更新し、消防
力の維持を図るものである。
　必要性については、消防団員が迅速に行う消火活動や捜索活動など各種災害に対
するニーズに対応している。また、本事業は消防組織法第６条（市町村の消防の管
理）に規定されており、市が行うべき事業であるため、必要性に問題はない。
　有効性については、車両に登載する機器の劣化など災害対応等の活動に支障とな
る故障等がなく、消防力が維持されており、訓練の実施により常に車両の状態把握
と維持管理ができている。また、車両の免許制度改正に対応できるよう車両の小型
化を進めている。一方で、車両等の更新計画が１０年以上見直されていないことか
ら、災害対応能力の強化を図り、円滑な消防活動を実施するため、近年の技術革新
や車両の使用頻度等をもとに計画全体の見直しに努めるべきである。
　効率性については、消防団員が迅速に行う消火活動や捜索活動など各種災害に自
助、共助、公助による適切な役割分担により本事業が行われている。また、狭あい
道路対策として車両の小型化を進めているところであるが、これまでの費用対効果
を十分に検証しながら、計画的に小型化を進め、コスト削減に努めるべきである。
また、予備車の状態も把握したうえで配備しているが、今後も維持管理コストを含
め最適な車両の維持と台数の保有に努めることが望ましい。

411,200 438,508経費の節減 27,30818,858 0
（実質効果額）
　車両小型化２台
　18,858千円

消
防
局

財
産
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理
課

44
消防ヘリコプター維持
管理事業

・計画的な修繕の実施

　当該事業は、消防ヘリコプターを適正に維持管理し、安定した運航を行い市民の
安全安心の確保を図るものである。
　必要性については、大規模災害対応をはじめ、山岳や中山間地からの傷病者搬
送、山間地や水面での救助、林野火災対応等、毎年増加している緊急運航に対応し
ている。また、市域内で発生した緊急事態に本市が対応できることは、安全安心な
まちづくりを進め、自主的、自立性の高い行政運営を進めるうえで、必要不可欠で
あるため、必要性に問題はない。
　有効性については、主体的に緊急事態に対応することを前提に、圏域を超えた緊
急事態や消防ヘリコプター点検時等でヘリコプターが使用できない場合について
も、他自治体と連携し、突発的な緊急事態に対応できる体制を構築しているととも
に、運航内容を集計し、発生頻度が多い時期、案件を把握している。今後、通常パ
トロール等で得られた情報や経験した事例を、国や県、他自治体、民間企業等と共
有する機会を充実し、緊急時により迅速に対応できるように努めるべきである。
　効率性については、修繕は年度ごとに額の増減があるが、機体が導入後１０年を
超え経年による不具合が発生しており、安全に運航を継続するためには一定の経費
が必要になる。法定点検に、新たに独自の定期点検を加えることができれば、部品
等交換の円滑化、長寿命化の検討を通じて、長期的な購入計画を策定することがで
き、全体のコスト削減につながる可能性がある。点検結果を踏まえ、長期的な修繕
計画を作成するなどして、コスト削減、更なる安全性の確保に努めることが望まし
い。

104,747 102,461経費の節減 ▲ 2,2868,074 0

（実質効果額）
　飛行時間及び暦日により
年度毎の点検内容が変わる
ため、点検及び修繕内容を
精査し実施している。
　点検スケジュールの適正
化、見直しを図り任意装備
品等の点検、修繕時期を先
送りし、経費の削減を図っ
た。
　8,074千円
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（教職員への健診受診の働きかけ）
　当該事業の健康診断は、学校保健安全法等に基づき全員が受診すべきもので
ある。現在は7月校長会で未受診者のないよう注意喚起を依頼しているが、教
職員課においても業者から提出される健診結果等により、未受診者を把握し、
早急に受診を行うよう働きかける。

（受診申請及び健診結果の入力作業等の検討）
　当該健診業務に係る受診申請等については、校務支援システム等のＩＣＴ及
びExcel等の有効活用について、検討していく。

（成果指標の再検討）
　現在成果指標として受診率100％を目標値として挙げているが、健康診断は
教職員が心身ともに健康であるために、病気の早期発見早期治療を目的として
いることを鑑み、R2年度の成果指標の見直しを行う。

（教職員への健診受診 　（受診申請及び健診結果     （成果指標の再検討）
　の働きかけ）　　　　　 の入力作業等の検討）
～R1.11 未受診者を　　～R2.2　健診結果を　     R1.10   健康診断業務
　　　　  把握し、受診　　　　　 学校からExcel　　　　   の見直し、検
　　　　  を働きかけた。　　　　 で提出、集計済　　　     討を実施済
　R2.1    健診結果報告書　R2.3　県教委へ結果　 R2. 2    仕様書等決定
　　　　  提出済、検収未　　　　 提出　　　　　              成果指標検討
　　　　  受診者再確認済　R2.3　新年度入力様　 R2. 4    成果指標決定
　R2.2    全教職員受診　　　　　 式確定
　　　　  完了　　　　　　R2.4　電子データで
　　　　　　　　　　　　　　　   学校より提出

（市民ニーズ等の研修等への反映）
　校務支援システムなどを通して、学校教育課や学校現場で把握した教員の研
修等への市民ニーズを情報共有し、研修等へ反映する仕組みを作っていくとと
もに、特に必要性の高い研修等については、情報提供を行い、教員の積極的な
参加を推し進めていく。

（予算配分における申請単位等の工夫）
　学校単位に加え、小中一貫グループ校等のグループ単位での活用について、
申請が可能であることを、具体的な事例の提示と合わせて周知していくととも
に、限られた予算の中での配分方法等の検討を行い、来年度以降、試行的に実
施していく。

（成果指標の見直し）
　現在の前年度比の増減割合ではなく、実数値とし、目標値を全国平均以上と
する見直しを行い、全国平均を上回る高水準の実績値を維持できるよう、努め
ていく。

（効率的な事務処理に向けた検討）
　本事業の経費に係る事務処理については、どのようにしたら、３課にまたが
る業務の効率化が図られるかを、今年度中の結論を目途に協議していく。

（市民ニーズ等の研修等への反映）
R2. ２　　　情報を集約後精査の上、研修等への展開の検討を実施済
R2. ３　　　研修等への反映（必要に応じて）
R2. ４～　　研修等の情報提供

（予算配分における申請単位等の工夫）
R2. ３～４　実績の分析・配分方法の見直し
R2. ５　　　見直し後の単位を踏まえ、各校に通知

（成果指標の見直し）
　次期事務事業総点検へ反映

（効率的な事務処理に向けた検討）
R1.12～  　教育委員会内での協議を実施済

45 教職員健康診断事業
・事務処理方法の見直
し

　当該事業は、学校保健安全法等に基づく健康診断を実施するものである。
　必要性については、社会変化の激しい中、これからの静岡市を担う人材として
「たくましくしなやかな子どもたち」の育成が望まれるなど、教職員への期待は
年々高まっており、教職員が心身ともに健康であることは必要不可欠であり、市民
ニーズは高いといえる。一方で、平成30年度の未受診者に対し、養護教諭等による
催促は実施したものの結果として受診されなかった。その理由も業務多忙とのこと
だったので、全教職員に対し確実に検診を受診するよう市からも働きかけることが
必要ではないか。
　有効性については、健康診断の実施に当たっては、検診車を活用するなど教職員
にとって受診しやすい工夫がなされており、適切な手段で実施しているといえる。
また、平成28年度から法律に基づき適正にストレスチェックを実施しており、社会
変化については把握しているといえる。一方で、診断の受診申請については、各学
校単位で集計され、紙ベースで教職員課宛て送付され処理されている現状が確認さ
れた。職員の事務効率向上のため、校務支援システム等のＩＣＴ及びエクセル等を
有効活用した手段の検討が必要ではないか。また、事業の成果を適正に把握するた
めに、健診結果の悪かった件数の減少など、成果指標について再検討する必要があ
る。
　効率性については、委託先の選定は適正に実施されており問題ない。今後の課題
として、近年のＩＣＴの進展に伴い、健診結果の入力作業等についてはＲＰＡを導
入している自治体もある。本市においても校務支援システムやエクセル等を活用す
るなど、職員の事務効率向上にむけた取組の検討が必要ではないか。

21,234 26,673情報システムの活用 5,4390 0 ―
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46 教育研究推進事業
・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、本市の学校教育の課題を究明し、その成果の普及を図るための各種
教育研究を行うものである。
　必要性については、実際に市民からも声が寄せられているなど教育や教員の質の
向上は常に市民から求められており、市民ニーズはあるといえる。また、教育の研
修等については市が実施する必要があり、その費用に係る事務である本事業につい
ても市が実施する必要性は高いといえ、問題ない。一方で、寄せられた市民ニーズ
等を分析し、必要性の高い研修等については積極的に受講を促すなどの工夫が必要
ではないか。
　有効性については、予算の効率的な執行に向け、事前に各学校が作成した計画に
基づき当初配当を実施し、年度途中においても配当金の組み換えを実施しているな
ど、適切な活動・手段といえる。一方で、予算執行率については平成29年度が
63.6％、平成30年度が70.5％となっており、より効率的な予算執行に向け、現在
各学校単位で作成している研修計画について、小中一貫グループ校等のグループ単
位での申請にするなどの申請単位の見直し等の工夫が必要ではないか。また、成果
指標として「校内外の研修や研究会に参加し、その成果を教育活動に積極的に反映
させているか」に対し「どちらかといえばしている」以上の回答をした学校の割合
を設定しているが、直近3か年の実績値が95％以上と高水準でほぼ横ばい状態であ
ることから、本事業の成果を適正に把握するためにも他の指標を設定することが必
要ではないか。
　効率性については、教職員に係る経費については、旅費は教職員課、研修に係る
報償費等については学校教育課、消耗品については教育施設課でそれぞれ事務を実
施している。平成30年度に実施した2次評価フォローアップ調査では、「平成29年
度の県からの権限移譲の際に、旅費と参加費の一元管理に向けた調整を実施したが
困難だったが、引き続き教職員課と調整していく。」としていることから、引き続
き効率的な事務処理に向けた検討が必要である。

3,842 3,640人材育成の強化 ▲ 2020 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（市民ニーズの事業への反映）、（データベースの見直し）、（イベント・講
座における参加費等の徴収）及び（実質効果額の削減）
R1.10　 御幸町図書館にWi-Fiを導入済
　　　　  イベント・講座における参加費等の徴収の検討済
R1.12　 今川さん図書館カードを発行済、
　　　 　市民意識調査報告書の完成済、南部図書館にWi-Fiを導入済
R2.  2　 各館の方向性の検討
R2.  3　 清水中央図書館にWi-Fiを導入
R2.  4　 方向性に従った事業展開の開始
R2.10　 中央図書館大規模改修における休館中の人件費削減
R3.  2　 R3年度当初予算要求において使用料の削減
随時　 　静岡市立図書館ホームページやTwitterにて情報発信を行う。

47 図書整備充実事業
・利用率向上に向けた
取組の検討

　当該事業は、市内12図書館（２分館含む）及び移動図書館により、市民への図書
館サービスを提供するものである。
　必要性については、インターネットの普及による高度情報化社会の発展に伴い、
図書館利用の登録者数が平成28年度24.15％、平成29年度22.89％、平成30年
度22.42％と減少傾向にあることを踏まえ、平成23年度、26年度、令和元年度と
定期的に市民意識調査等を実施し、ニーズの把握に努めていることは評価でき、問
題ない。引き続き市民ニーズの把握に努めるとともに、登録者数の増加に向け把握
したニーズに基づいた取組を実施することが必要である。
　有効性については、図書館の利用増加に向けて、出前講座や図書館ツアー、司書
体験等のイベントを開催しているほか、他自治体の事例である謎解きやボードゲー
ム等についても検討しているほか、山間地についても移動図書館等で対応してお
り、活動・手段については適切といえ、問題ない。今後の課題として、図書館利用
の登録者増加に向け、御幸町図書館であればビジネス支援、北部図書館であれば英
語多読といった具合に、各館ごとの特色を出すとともに、市民に対しPRしていくこ
とが必要である。
　効率性については、図書館サービスの円滑な実施に向け、図書、雑誌、視聴覚資
料等に関するデータベースの使用料を毎年約7百万円を支払っているが、他市では
図書館が購入した図書の情報に限って使用料を支出している自治体もある中、本市
ではその年に出版等されたすべての情報についての使用料を支出していることか
ら、データの活用実績等を踏まえた検討が必要である。今後の課題として、図書館
利用者の増加に向けたイベント等を実施する際、イベント等の内容によっては参加
費等を徴収するなどの検討も必要ではないか。

166,532 155,493

（市民ニーズの事業への反映）
　登録者数の増加と各館の特色を出すにあたり、市民ニーズを把握するため、
Ｒ1年度に市民意識調査を実施した。Ｒ2年度は、その結果を踏まえたイベン
ト・講座の実施や資料の収集などのサービスを提供するため、Ｒ2.2に各館の
方向性の検討を行う。Ｒ1年度では、”静岡の歴史や人物に関するサービス”
という市民ニーズに応えるべく、郷土の歴史講座の他に、現行の図書館カード
に加えて本市にゆかりのある今川義元公（今川さん）のイラストが描かれた図
書館カードを12月に発行し、登録者の増加を図るとともに図書館のＰＲを
行った。また、Wi-Fiの導入を望む声も多いことから、今年度、御幸町図書
館、南部図書館、清水中央図書館にもWi-Fiを導入予定である（中央図書館で
はＨ31.３、御幸町図書館はＲ1.10、南部図書館はＲ1.12に導入済）。

（データベースの見直し）
　自治体によってデータベースの購入範囲が異なっている（購入した図書のみ
のデータや図書の一部のデータのみなど）。一部のデータだけでは、レファレ
ンスに時間がかかる、限られた情報しか提供できないなどの弊害が考えられ
る。本市では、全てのデータを購入することで、より広範囲で精度の高い検索
が可能となっている。したがって、データベースの見直しについては、レファ
レンス、資料検索の根幹に関わるものであることから現状維持としたい。ただ
し、図書館で利用しているレファレンス向けデータベースの見直しを行い、
R3年度当初予算に向け、270千円の使用料削減を見込んでいる。

（イベント・講座における参加費等の徴収）
　R1.10に、イベント・講座における参加費等の徴収の検討を行ったが、本市
の図書館で実施する全てのイベント・講座は図書館法17条（公立図書館は、
入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならな
い。）に則り事業を展開しているため、見直しを行うことは困難である。ま
た、図書館法の範囲外で図書館利用者の増加に向けたイベント等を実施するに
は、土日の定例行事が多く、その他図書館のボランティア団体も使用している
ため、外部に貸せるだけの部屋がなく難しいとの結論に至った。

（実質効果額の削減）
　上記データベースや参加費の徴収における予算削減を検討したが、削減困難
と判断した。

その他事業内容の見直
し

▲ 11,0390 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（成果指標の見直し）
　R2年度事務事業総点検に向け、成果指標を検討する。

（パソコンリース契約）
　当事業の主要事業である「教育用機器リース」については、学校教育の目標
を達成するために必要なため現状維持としたい。ただ、これから新学習指導要
領が始まるため、今後はさらに学校教育におけるICT機器の整備が求められる
ため、ICT機器の整備を計画的に実施できるよう検討していく。

（図書の購入）
　図書の購入については、貸出件数を確認し、どういった本が有効なのかを分
析しながら、アンケートと併用し図書の購入に役立てていく。

（インターネットプロバイダ契約）
　プロバイダ契約については見直しを実施していなかったため、契約内容等を
見直し、より最適な契約を実施する。

（不要となった図書の有効利用）
　現在、不要と判断している図書の状態は破れていたり、汚れていたりするも
のがほとんどである。寄贈等についてはそのような状態のものでも引き取り手
があるかどうかを検討する。

（成果指標の見直し）
　R2年度事務事業総点検に向け、成果指標を検討する。

（パソコンリース契約）
R1.10～　「教育用機器リース」の検討継続

（図書の購入）
R1.10～　各月の貸出件数及びジャンルを確認済
R2.  4～　半年分の貸出件数及びジャンルを集計
R2.  6　　生徒にアンケートを実施
R2   8～　貸出件数とジャンルの分析及びアンケート結果を購入する図書の
　　　　　 参考とする。

（インターネットプロバイダ契約）
R1.10　　業者に契約内容及び金額について聞き取りを実施済
　  　　　  R2年度予算要求に反映済
R1.12　　見直し後契約内容にて実施済

（不要となった図書の有効利用）
R1.10～　古くなった図書の寄贈等について施設（中学校等）に確認済
　　　　　引取り先が見つかり次第、順次寄贈する。

（アウトプット、アウトカムの設定）
　R1.9～10に、アウトプット、アウトカムの設定を投票率とすることについ
て検討した結果として、投票率は選挙の種類、候補者の知名度及びその時（対
立軸）の争点により大きく変動し、事業の有効性の指標として評価することは
難しいことが分かった。現状の指標を維持しつつ、今後もより良い指標の設定
を検討する。

（時世に応じた調査・研究）
　投票所の統廃合等については、地元住民の合意及び投票区域の調整等が必要
になるため、各投票所の現状及び投票者数等を把握し、調査・研究を進めてい
く。

（職員の意欲の向上）
　選挙事務の従事については、長時間の事務となり、事務内容も責任を伴う事
務となるため、人事評価（行動評価）上での配慮を関係課と調整していく。

（アウトプット、アウトカムの設定）、（時世に応じた調査・研究）及び（職
員の意欲の向上）
R1.  ９･10  アウトプット、アウトカムの設定検討済
R2.  1   　　調査・研究、関係課と協議を開始済
R2.10   　　調査・研究、関係課と協議終了予定
R2.11　　　調査・研究の結果により、関連部署に投票所の借用を依頼
  　　　　　 関係課との協議を踏まえ、周知・徹底
R3.  3　 　  静岡市議会議員選挙の執行

48 市立高等学校振興事業
・成果指標の見直し

・契約の見直し

　当該事業は、地域社会や国際社会で活躍・貢献できる有為な人材を育成するもの
である。
　必要性については、学校教育においてはＩＣＴ機器を活用した授業が求められて
おり、教育用情報機器に関するニーズは高いといえる。また、図書の購入に当たっ
ても、生徒に対しアンケートを実施しているほか、教員からの要望等に基づき司書
が購入している。一方でその活用状況については十分に把握できていない現状が確
認されたことから、貸出件数を確認するなど、より有効な利用に向けた調査・分析
が必要である。
　有効性については、リース契約している90台のうち、科学探究科の生徒が使用す
る45台のパソコンについては、授業内容と連動したソフトをインストールしている
ほか、各学年１クラスある科学探究科の授業については授業計画を工夫し、多くの
授業でパソコンが使用されていることから、適切な活動・手段といえる。一方で県
内の県立高校へ電子黒板等の導入の動きがあることから、他校の状況等について調
査・研究するとともに、ＳＳＨとしての優位性を確保するためにも、生徒や教員の
ニーズを踏まえ目指すべきＩＣＴ環境について検討が必要ではないか。また、成果
指標についても事業の成果をより適正に把握できるような指標に見直す必要があ
る。
　効率性については、インターネットを利用するためのプロバイダ契約について、
使用料を年約24万円支払っているが、平成29年度の導入時から契約業者について
見直しを実施していないことが確認された。効率的な予算執行に向け見直しが必要
である。また、図書を購入するにあたり、本の入れ替えを行い不要となった図書に
ついては廃棄していることが確認された。図書の有効活用に向け、寄贈等について
検討すべきである。

8,179 8,064経費の節減 ▲ 11544 0

（実質効果額）
　インターネットプロバイ
ダ料金の見直し
　44千円
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49
市長・市議会議員補欠
選挙事務

・他部局との連携

　当該事業は、平成31年４月７日期日の市長・市議会議員補欠選挙を執行するもの
である。
　必要性については、全体の投票率は大きな増減がないものの、期日前投票の実施
者は増加しており、期日前投票に対する市民ニーズが高まっている。また、公職選
挙法の規定により、投開票には職員が従事する必要がある。
　有効性については、アウトプット、アウトカムの設定を、投票率など、選挙執行
により求める成果にすべきである。一方で、他都市の状況を把握し、全国市長会に
おいても必要な要望を行っており、今後も、投票所に応じた投票時間や、投票者数
に応じた投票所の統廃合等、時世に応じた調査・研究を進めていく必要がある。
　効率性については、投票所に応じた投票時間や、投票者数に応じた投票所の統廃
合等の調査・研究を進めていく必要がある。また、選挙事務には多数の人員を要す
るため、効果的に事務を実施するには職員従事者の確保も重要な課題であるが、通
常業務以外の業務が付加され、責任を伴うことも踏まえ、人事評価上での配慮な
ど、従事する職員の意欲を向上させる仕組みを検討する必要がある。

0 0
その他事業内容の見直
し

00 0 ―
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事務事業総点検（平成30年度分）２次評価結果を踏まえた事業の見直し内容

事業評価（総括）を踏まえた事業の見直し内容

今後のスケジュール 歳出 歳入
R1当初
（Ａ）

R2当初要求
（Ｂ）

比較増減
（Ｂ）-（Ａ）

No.
事務事業名

（小事業名）
評価概要 事業評価（総括） 効果額の内容 所管局課見直し概要

２次評価に基づく効果額
（単位：千円）

当初予算額（単位：千円）

（市民の興味・関心を高める取組、広報ツールの認知度を高める取組）
　R1.7に行った市政アンケートモニター調査の結果を踏まえ、一番認知度の
高かった議会だよりを中心に、市民の興味・関心を高めるための取組を行って
いく。また、現行の議員と高校生との意見交換会や出前講座などを活用し、若
年層が興味・関心を持ち、広報ツールの認知度アップにもつながるような取組
について検討していく。

（現在の広報ツールのそれぞれの必要性の検討、コスト削減や無料で使える
ツールの活用）
　現在行っている広報ツールのうち、地域FMラジオについては、より視聴さ
れやすい工夫や新たな事業形式を含め検討するとともに、コスト削減やSNS等
の電子媒体の活用など多様な媒体による広報事業を検討していく。

（市民の興味・関心を高める取組、広報ツールの認知度を高める取組）
R1.  9～12　議会だよりへの取組（新たに議会用語のキーワード記事や
　　　　　　 ホームページへ誘導するQRコードを掲載、表紙に小学生の
　　　　　　 議場見学の様子の記事・インターンシップ生と正副議長の
　　　　　　 対談記事を掲載）、その他の媒体への取組（ホームページ
　　　　　　 のコンテンツ整理、タウン新聞や定例会開催告知ポスター
　　　　　　 にもホームページへ誘導するQRコードを新たに掲載）を実施済
R2.  1　　　 広報ツールの認知度アップを含めた若年層への取組の検討を実
　　　　　　 施済
R2.  5　　　 新事業の詳細検討

（現在の広報ツールのそれぞれの必要性の検討、コスト削減や無料で使える
ツールの活用）
・地域FMラジオ
R1.  9　　　地域FMラジオ局へ見直しの打診を実施済
R2.  1　　　新たな番組の検討済
R2.  7　　　見積依頼・検討
R2.10　　　新年度予算要求
・コスト削減や無料で使えるツールの活用
R2.  1　　　コスト削減や無料ツールによる広報事業の検討を実施済
R2.  5　　　新事業の詳細検討

50
議会事務局による広報
事業

・事業実施手法の見直
し

　当該事業は、市民の市議会に対する関心を高めるものである。
　必要性については、市民への各種アンケート調査の結果から、市議会の活動内容
についての市民の興味・関心が低下しているのが現状である。しかし、市議会の活
動内容についての情報発信は市の責務であることから、市民の興味・関心を高める
取組を行っていく必要がある。
　有効性については、現状の広報ツールは市民が選択しないとたどりつけないもの
が多く、そもそもそのツールの認知度が低いことから、広報ツールを学校の授業で
取り上げてもらったり、出前講座で活用するなど、若年層に興味を持ってもらうな
どの工夫をする必要がある。
　効率性については、ＦＭラジオ放送など効果の見込みが難しいものもあるため、
現在の広報ツールのそれぞれの必要性について検討が必要であると考えられる。内
容を精査し、取捨選択の上、コスト削減や無料で使えるツールの活用などを検討す
る必要がある。

12,523 12,937情報発信の強化 4140 0 ―
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