
令和元年度

本巣市事務事業外部評価結果報告書

令和２年１月

本巣市事務事業外部評価委員会



目 次

１．事務事業評価の取り組み・・・・・・・・・・・・ １

２．事務事業評価の流れ・・・・・・・・・・・・・・ １

３．事務事業外部評価委員名簿・・・・・・・・・・・ ２

４．外部評価対象事業（１０事業）及び実施日・・・・ ２

５．外部評価の進め方・・・・・・・・・・・・・・・ ３

６．外部評価の基準（視点） ・・・・・・・・・・・ ３

７．外部評価結果の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ ４

８．事業別外部評価結果 ・・・・・・・・・・・・・・ ５

９．外部評価委員会の意見・・・・・・・・・・・・・ １６



１ 事務事業評価の取り組み

今年度、市では事務事業評価の対象を「平成 28 年度の新規事業で、引き続き

令和元年度も実施している事業（８事業）」と「平成 27 年度の事務事業評価の

外部評価において事業の見直しとなった事業で、令和元年度も継続している事

業（３事業）」の 11 事業について内部評価（１次評価、２次評価）を実施し、

事業の必要性、効率性などを総合的に検証する事務事業評価が行われました。

当委員会は、市が実施する事務事業評価における客観性及び透明性を高める

ために、市から指定された事務事業の 10 事業に対し、外部の視点から有効性や

効率性などの評価を行いました。

２ 事務事業評価の流れ

事務事業の評価は、対象事業 10 事業（平成 30 年度実績分）について実施

しました。

……………７月８日～７月 25 日

……………８月 23 日、28 日

……………11 月 15 日、19 日

……………１月上旬

……………３月上旬～中旬

担当課による事務事業評価（11 事業）

事務事業検討委員会（課長級職員）

２次評価（11 事業）

外部評価委員による外部評価（10 事業）

外部評価委員会

公 表

報告書の作成及び市長への報告
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３ 事務事業外部評価委員名簿

４ 外部評価対象事業（10 事業）及び実施日

第１回 11 月 15 日（金）13 時 30 分～16 時 00 分

第２回 11 月 19 日（火）13 時 30 分～16 時 00 分

役 職 氏 名 委 員 構 成

委員長 所 哲 郎 岐阜工業高等専門学校 教授

委 員 西 垣 博 文 岐阜県土地開発公社 元職員

委 員 三田村 晃 司 税理士

委 員 渡 辺 明 岐阜県コミュニテイ診断士

委 員 村 瀬 里 佳 学習塾 代表

所 属 事 務 事 業 名

企画財政課 結婚・子育てアドバンス企業認定支援事業

企画財政課 移住定住促進事業

子ども大切課 三世代同居・近居支援事業

子ども大切課 園児いきいき体験事業

学校教育課 多子世帯給食費軽減事業

所 属 事 務 事 業 名

秘書広報課 動画配信事業

福祉敬愛課 高齢者タクシー利用助成事業

生活環境課 緑のカーテン設置事業

都市計画課

総務産業課
水鳥住宅管理事業

産業経済課 漁業振興補助金
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５ 外部評価の進め方

評価は、１事業当たり２５分程度とし、次の流れで実施しました。

①事業の説明（５分程度）

担当課職員から、資料に基づき事務事業内容等の説明を受けた。

②質疑応答・議論（１０分程度）

事務事業について質疑を行い、４つの基準（視点）から、今後の

事務事業のあり方等について議論を行った。

③事業別評価シートの作成（５分程度）

事務事業の内容を踏まえ、事業別評価シートに外部評価者の評価

及び意見を記入した。

④まとめ（５分程度）

協議結果を踏まえて各委員の意見を取りまとめ、委員会としての

評価を行った。

６ 外部評価の基準（視点）

評価については、次の４つの基準（視点）により実施しました。

【必 要 性】 〈目的の妥当性、市民ニーズの傾向〉

・事業の目的が政策・施策に適ったものなのか。

・市民ニーズの傾向はどうか。

【有 効 性】 〈成果の達成状況、事業の手法・活動内容〉

・期待されている成果をあげているか。

・事業の手法及び活動内容は妥当か。

【効 率 性】 〈アウトソーシング（民間活力利用）の可能性、事業統

合・連携・コスト削減の可能性〉

・民間活力の利用は可能か。

・類似事業との統合・連携やコスト削減の可能性はない

か。

【公 平 性】 〈受益者の偏り、受益者負担の適正化〉

・受益者の偏りはないか。

・事業実施の財源として、受益者負担割合（一般財源の

負担割合）は妥当か。

≪総合評価≫ 上記の４つの視点から「Ａ事業継続」「Ｂ経費削減に努

め継続」「Ｃ事業縮小又は再構築の検討」「Ｄ事業廃止・

凍結の検討」から評価を決定した。
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７ 外部評価結果の概要

№ 事 業 名 主 管 課 外部評価結果

１ 動画配信事業 秘書広報課 Ａ 事業継続

２
結婚・子育てアドバンス企

業認定支援事業
企画財政課

Ｂ 経費削減に努

め継続

３
高齢者タクシー利用助成事

業
福祉敬愛課

Ｃ 事業縮小又は

再構築の検討

４ 三世代同居・近居支援事業 子ども大切課 Ａ 事業継続

５ 漁業振興補助金 産業経済課
Ｃ 事業縮小又は

再構築の検討

６ 園児いきいき体験事業 子ども大切課
Ｃ 事業縮小又は

再構築の検討

７ 多子世帯給食費軽減事業 学校教育課 Ａ 事業継続

８ 移住定住促進事業 企画財政課
Ｂ 経費削減に努

め継続

９ 緑のカーテン設置事業 生活環境課 Ａ 事業継続

10 水鳥住宅管理事業
都市計画課

総務産業課

Ｃ 事業縮小又は

再構築の検討
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令和元年度

本巣市「事務事業外部評価結果」

事務事業外部評価委員会

８ 事業別外部評価結果
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7
1
1

経費削減に努め継続

事業継続

事務事業番号 1
事　務　事　業　名

基本方針 市民と行政がともにつくる自律したまち
施策の大綱 情報を共有するまち

施策 情報共有
事業分類 ソフト事業 事業の根拠

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 72 72 72
合　計 72 72 72

評　価 B

評　価 A

評　価 Ａ 事業継続

担当課 秘書広報課
動画配信事業

総合計画上
の位置づけ

　近年、動画を配信する自治体が増加しています。
　知名度が高く、慣れ親しんでいる人が多いインターネット上の動画投稿サイト「ユーチューブ(YouTube)」
で動画を配信し、より多くの人に行政情報を発信しているほか、市のＰＲも行っています。

　市行政情報番組「こちら本巣市情報局」から市政トピックスなどのコーナーを切り出し、ＤＶＤで納品さ
せた動画を「ユーチューブ」で配信しています。市公式のアカウントを取得したうえで、市民向けの情報だ
けでなく、他課が作成した市外向けのＰＲ動画等も配信しています。

　動画投稿サイト「ユーチューブ」を活用することにより、ＣＣＮｅｔの加入者だけでなく、より多くの人
が行政情報を得ることができるようになりました。また、このアカウントを利用して、市のブランド力向上
およびイメージアップにつながるような動画も配信しました。

予算推移
千円

一次評価

・幅広い世代に市からのお知らせを発信できるよう、引き続き「市政トピック
ス」を配信します。また、各事業課で作成した動画についても、個人のプライバ
シーに十分配慮しながら配信し、市の魅力発信に努めます。

内部評価

二次評価

・目標を大きく上回る視聴回数で十分な実績ではあるが、より市をＰＲするため
に不特定多数の方に見てもらえるよう、少し経費をかけて内容を充実させる必要
がある。
・ある程度の製作費を負担してでも、市民等による製作公募や業者委託、若手政
策研究グループの活用など、より興味を引く内容になるような手法を検討する必
要がある。
・動画投稿サイト「ユーチューブ（YouTube）」で動画を配信していることを、
もっと広く周知する必要がある。

外部評価
者からの
意見

・視聴者に興味を持ってもらい、行ってみたいと思ってもらえるように意識しながら、内容の充
実を図る必要がある。
・視聴回数を増やすためにも、ある程度ターゲットを絞った内容にしていく必要がある。
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5
2
2

経費削減に努め継続

経費削減に努め継続

事務事業番号 2
事　務　事　業　名

基本方針 資源を活かして活力を創造するまち
施策の大綱 活力ある商工業のまち

施策 雇用・労働
事業分類 ソフト事業 事業の根拠 本巣市結婚・子育てアドバンス企業認定制度実施要綱

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 526 700 882
合　計 526 700 882

評　価 B

評　価 B

評　価 Ｂ 経費削減に努め継続

担当課 企画財政課結婚・子育てアドバンス企業
認定支援事業

総合計画上
の位置づけ

　少子化対策・就労支援対策として、企業と連携し、結婚や子育てがしやすい環境を整えることで、結婚や
子育てと仕事の両立を図る支援を行うとともに、県や国の制度も活用しながら結婚・子育てに取り組む企業
の育成を図ります。

予算推移
千円

一次評価

・企業と連携して結婚や子育てがしやすい職場環境を整えるために、継続した周
知や相談対応を行い、認定企業の増加を図ります。また、認定企業の女性社員や
管理職による交流会などを企画し、さらなる市内企業の職場環境の向上を目指し
ます。

二次評価

・事業効果を図るためにも、認定企業のフォローアップとして「女性の雇用拡
大」や「求人申込みの増加」などを確認する必要がある。
・報奨金については、支給の有無や見直しなど検討する必要がある。
・岐阜県エクセレント企業認定制度と連携若しくは統合を検討する必要がある。

○「本巣市結婚・子育てアドバンス企業」の認定
　市内の４企業から申請があり、社会保険労務士の審査を経て市が認定を行いました。
　認定企業に報奨金（50,000円/年、3年間）を支給するとともに、幟旗やステッカーの支給、パンフレット
の作成、ＨＰでの紹介など、企業のＰＲに寄与しました。
○「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業」の申請支援
○働きやすい職場づくりに向けて、認定企業との意見交換の実施

【認定企業数】H30:４社（岐阜ｶﾘﾓｸ㈱、岐阜ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ㈱、ｲﾋﾞﾃﾞﾝ物産㈱、なかしま医院）
【過去の認定】H29:３社（LFC㈱、ﾚｼｯﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱、森松工業㈱）
　　　　　　　H28:３社（浪速製菓㈱、㈱Ai Dream Planning、一丸ﾌｧﾙｺｽ㈱）
　認定の際には、「県仕事と家庭の両立支援アドバーザー」も務める木村麻里氏（社会保険労務士）と企業
訪問し、審査のほかにも県エクセレント企業のポイントを紹介するなどステップアップに向けて支援を行い
ました。
　また、毎年度、認定企業すべてに取組状況の報告をいただき、認定後のフォローアップに務めるために人
事担当者などから取組に対する意見聴取を行いました。

内部評価

外部評価
者からの
意見

・認定企業の拡大に向け、企業側のメリットが可視化できるよう制度（報奨金など）の見直しが
必要である。
・認定企業が20社を超えれば、市のＰＲにもつながり好転すると考えられることから、多様な周
知方法による企業の参加拡大を図る必要がある。
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1
2

事業縮小又は再構築の検討

事業縮小又は再構築の検討

事務事業番号 3
事　務　事　業　名

基本方針 人にやさしく生きがいのあるまち
施策の大綱 支え合う福祉のまち

施策 高齢者福祉
事業分類 補助金・助成金等 事業の根拠 本巣市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 951 1,160 3,090
合　計 951 1,160 3,090

評　価 C

評　価 C

評　価 Ｃ 事業縮小又は再構築の検討

担当課 福祉敬愛課
高齢者タクシー利用助成事業

総合計画上
の位置づけ

　高齢者が、買い物や通院時の移動手段としてタクシーを利用することで、外出の機会を増やし行動範囲を
広げることにより、健康増進及び介護予防へとつなげます。

　高齢者の外出の機会を増やし、健康増進及び介護予防へとつなげることができました。

予算推移
千円

一次評価

・高齢者の利便性を図る施策として有効であるため、引き続き事業の啓発を行
い、利用促進を図っていく必要があります。なお、受益者の偏りを解消するた
め、平成３１年度より、対象要件の緩和を行いました。

・対象者の範囲を拡充したことは良いことなので、今後は利用者の実態を把握
し、利便性がさらに高くなるよう利用方法の見直しを図る必要がある。
・高齢者にとって重要な交通手段のため、敬老会などで周知するなど普及啓発に
務める必要がある。

　市内在住の75歳以上の高齢者のみで構成され、運転免許証を持っている者がいない世帯に対して助成しま
した。

　○助　成　額　1回の乗車につき700円を限度とした乗車券を月2枚交付(年最大24枚交付)
　○交付世帯数　148世帯（実利用世帯数：121世帯、延利用世帯数：631世帯）　

内部評価

二次評価

外部評価
者からの
意見

・きめ細かなサポートができる制度にするため、タクシーの利用状況や利用率が50％となってい
る理由を確認する必要がある。
・月2回では健康増進につながらないため、使用方法や利用回数など高齢者のニーズに合わせ柔
軟に対応する必要がある。
・買物支援などコミュニティバスを含め、他事業との統合を検討する必要がある。
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2
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事業継続

事業継続

事務事業番号 4
事　務　事　業　名

基本方針 地域のこどもをみんなで育てるまち
施策の大綱 地域で子どもを育てる体制づくり

施策 子育て支援制度
事業分類 補助金・助成金等 事業の根拠 本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付要綱

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 2,800 5,000 3,300
合　計 2,800 5,000 3,300

評　価 A

評　価 A

評　価 Ａ 事業継続

担当課 子ども大切課
三世代同居・近居支援事業

総合計画上
の位置づけ

　三世代が市内で新たに同居又は近居（直線距離で２km以内）するために住宅を取得し又は改修する場合
に、その費用の一部を補助することにより、家庭における子育て支援及び介護支援の充実を図ることを目的
とします。

　平成30年度：8世帯（同居5世帯　近居3世帯）
　平成29年度：4世帯（同居3世帯　近居1世帯）
　平成28年度：5世帯（同居2世帯　近居3世帯）　　　　　※同居は、同一敷地内を含む

予算推移
千円

一次評価

・子育て世帯に対する経済的支援と、親世帯と子世帯とが同居あるいは近居する
ことにより、子育てに対する家族の理解と協力による子育て支援につながること
から、継続する必要があると考えます。

１．交付対象者
　三世代が市内に新たに同居又は近居（直線距離で２km以内）するために、住宅を新築、購入又は改修する
者。
２．補助金の交付額
　①　住宅取得金額又は住宅改修工事金額の１０分の１以内とし、５０万円を限度として補助します。
　②　①に加えて、満１８歳未満の子の数×１０万円分の地域商品券を合わせて補助します。

内部評価

二次評価

・待機児童、留守家庭、在宅介護などにもメリットがあり、移住定住促進にもつ
ながることから、様々な媒体を活用してＰＲに務める必要がある。
・子ども加算の支給については、対象年齢や保育園・留守家庭教室の利用状況等
も勘案した支給基準を明確にする必要がある。
・介護支援も目的の一つであれば、介護を必要とする人への支援策（メリット）
も検討する必要がある。

外部評価
者からの
意見

・商品券による地域内活用は継続すべきである。
・補助金の趣旨に内容があってない気がするため、移住定住補助金との統合や子ども加算の支給
について検討する必要がある。
・北部地域の移住促進につなげるためにも、目標値を上げて限度額や多様なＰＲ方法を考える必
要がある。
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1
1
1

事業継続

事業継続

事務事業番号 5
事　務　事　業　名

基本方針 自然と共生する安全なまち
施策の大綱 環境と共生するまち

施策 自然環境
事業分類 補助金・助成金等 事業の根拠 本巣市補助金等交付要綱

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 690 690 690
合　計 690 690 690

評　価 A

評　価 A

評　価 Ｃ 事業縮小又は再構築の検討

担当課 産業経済課
漁業振興補助金

総合計画上
の位置づけ

　自然豊かな根尾川を今後も維持していくためには、幼児に根尾川のことを知ってもらうことが非常に重要
です。このため、根尾川筋漁業協同組合が自然環境保全の啓発活動を通じて漁業の振興を図っています。

　根尾川の多様な水生動植物を見る・触れる・食することにより、自然環境保全の大切さを理解し、郷土の
川・魚類を愛する心が高まり、漁業振興へと繋がっています。

予算推移
千円

一次評価

・本事業の実施により、将来を担う子どもたちが自然環境保全に対する意識を高
め、魚を美味しく食する習慣を身に着けることで魚の消費が拡大し、漁業の振興
に繋がることから効果は非常に高く、今後も続けていく必要があります。

・漁業協同組合と協力して、稚鮎放流などを通した自然環境の大切さや郷土の
川・魚を愛する心が養われていると思われることから、今後、対象者の拡大も検
討していく必要がある。
・根尾川を通した自然環境の啓発にあたっては、補助金以外の手法も検討する必
要がある。

　市内８園の園児を対象として、根尾川河畔で以下の自然環境保全の啓発活動等を行っています。
　　・水辺のふれあい推進事業 690,000円（補助率10分の10）
　　　①河川整備
　　　②稚鮎放流とお魚のはなし

内部評価

二次評価

外部評価
者からの
意見

・子どもの魚離れを防ぐためにも、多くの市民に参加を呼びかけ、魚の調理方法など親子で学べ
る環境をつくる必要がある。
・漁業振興を図る手法として対象者を幼児にこだわるなら、他事業との協働実施を検討する必要
がある。
・成果指標を設定する必要がある。
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4
1
2

事業縮小又は再構築の検討

事業縮小又は再構築の検討

事務事業番号 6
事　務　事　業　名

基本方針 地域のこどもをみんなで育てるまち
施策の大綱 子どもが健やかに育つ環境づくり

施策 保育サービス
事業分類 ソフト事業 事業の根拠

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 605 567 644
合　計 605 567 644

評　価 C

評　価 C

評　価 Ｃ 事業縮小又は再構築の検討

担当課 子ども大切課
園児いきいき体験事業

総合計画上
の位置づけ

　平成２８年度からの幼児園化に伴い、小学校就学前の貴重な３年間を充実させるための幼児教育が実施さ
れることになりました。幼児教育の充実の一環として、日常では出来ない体験をすることにより、次年度の
小学校入学に向けた幼児の情操教育を目的に実施しています。

「心・技・体」を基本とした相撲道体験はもとより、力士と触れ合うことにより、生き生きとした子どもの
育成に繋げました。

予算推移
千円

一次評価

・子どもたちが貴重な体験をすることで、それを普段の生活や遊びにどのように
生かしていくか、また今後の実施方法について、市民団体との協働により実施す
ることは可能かどうかなどを検討していく必要がある。

・子どもにとっては貴重な体験になっているので、市民団体助成などを活用して
実施主体を早急に検討する必要がある。
・現在の実施方法に課題があるのであれば、目的の「情操教育」へつながるよう
実施方法や対象者などについて見直しを図る必要がある。
・他事業（トップアスリート招聘事業など）との統合なども検討し、困難であれ
ば期間を定めた廃止の検討が必要である。

○力士とのふれあいによる相撲体験
　　講　師：武蔵川親方（元横綱武蔵丸）と武蔵川部屋の力士
　　内　容：①親方とのお話し　
　　　　　　②お相撲さんとのふれあい（ちびっこ相撲教室）　
　　　　　　③記念撮影
　　参加対象：市内幼児園に通園する５歳児（年長児）

内部評価

二次評価

外部評価
者からの
意見

・国技である相撲が体験できることは素晴らしいが、事業目的に合致した内容にするための工夫
をする必要がある。
・事業目的に合う内容が実施できないのであれば、別事業に含めるなど他事業との統合を検討す
る必要がある。
・成果指標を設定する必要がある。
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6
1
1

事業継続

事業継続

事務事業番号 7
事　務　事　業　名

基本方針 学び合い育ち合い文化を伝えるまち
施策の大綱 世代を超えて学び合うまち

施策 学校教育
事業分類 ソフト事業 事業の根拠

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 10,453 11,334 13,944
合　計 10,453 11,334 13,944

評　価 A

評　価 A

評　価 Ａ 事業継続

担当課 学教教育課
多子世帯給食費軽減事業

総合計画上
の位置づけ

  本巣市立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒の学校給食費を負担する保護者に対し、その一部を
補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進します。

　子育て支援策全体において、多子世帯の給食費の軽減を図ることは保護者への経済的負担の軽減となりま
した。
　なお、対象者の内、未申請者もいるため、広報などによる事業周知に努めます。

予算推移
千円

一次評価

・子育て支援施策の一環として、学校給食費における保護者の経済的負担の軽減
に努め、引き続き事業を継続していきます。 

・児童生徒数が減少しているなかで対象者が増加していることは、第３子の子ど
もを持つ世帯（保護者）への経済的負担の軽減や子育て支援としての事業効果が
見られることから、現行のとおり事業を継続されたい。

  １８歳未満の子（市内に同じ住所を有し、生計を一にしている子）を３人以上養育し、学校給食費のほか
公租公課を滞納していない保護者に対し、本巣市商品券発行事務組合が発行する商品券（もとまる商品券）
にて、第３番目以降の児童及び生徒の給食費を助成します。
　なお、商品券は前期・後期の２回に分けて交付します。
○平成２９年度後期分　　　　　　　　　　　　　○平成３０年度前期分
　　交付者：中学生27人、小学生216人　　　　　　　 交付者：中学生27人、小学生232人　
　　交付額：5,841,500円　　　　　　　　　　　　　 交付額：5,254,500円

内部評価

二次評価

外部評価
者からの
意見

・多子世帯の経済負担が少しでも軽減されることから、現在の手法により事業を継続させる必要
がある。
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2
1
5

経費削減に務め継続

経費削減に務め継続

事務事業番号 8
事　務　事　業　名

基本方針 住みやすく安心して暮らせるまち
施策の大綱 快適な生活基盤を備えたまち

施策 住環境
事業分類 補助金・助成金等 事業の根拠 移住定住（促進）補助金、空き家改修補助金、空き家家財道具処分等補助金交付要綱

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 38,047 45,856 60,798
合　計 38,047 45,856 60,798

評　価 B

評　価 B

評　価 Ｂ 経費削減に務め継続

担当課 企画財政課
移住定住促進事業

総合計画上
の位置づけ

　定住人口の増加及び元気で笑顔あふれる地域づくりを推進することを目的として、市外からの移住者等を
対象にした住宅取得に係る補助や、空き家バンク制度利用者に対する改修費・家財道具処分費等に係る経費
に対して補助を行います。

　補助金の交付により移住者の経済的負担軽減が図られたことで、本市への移住促進につながりました。
【移住定住補助金】（北部地域）住宅取得：２世帯、住宅家賃：４世帯　
　　　　　　　　　（南部地域）住宅取得：59世帯
【空き家改修補助金】２件　　　　【空き家家財道具処分等補助金】３件

予算推移
千円

一次評価

・本事業は交付実績も多く、移住者が移住先を選ぶ際のポイントの一つになって
いると想定されることから継続して事業を実施する必要があると考えます。な
お、南部地域の補助金が今年度末で失効することから、経費削減に向けた補助統
合など検討を進めます。

二次評価

・補助メニューが複雑なため、移住定住補助金の南部地域の制度見直しにあわ
せ、統合した補助制度（新築、子ども加算）への見直しや手続きの簡素化を図る
必要がある。
・補助金だけでなく、働く場所・子育て支援策も含め、周知方法についてもっと
効果的になるよう検討する必要がある。

　移住定住補助金及び空き家の改修、家財道具処分等の補助金を交付しました。また、移住定住の促進に向
けたＰＲ冊子「本巣本」を作成しました。
【補助内容：移住定住補助金】
　北部地域：取得経費の１/10（上限：新築100万円、中古50万円）＋子ども加算
　　　　　　家賃の１/２（上限月額1.5万円、３年間）＋子ども加算
  南部地域：取得経費の１/10（上限：新築70万円、中古35万円）＋子ども加算
【補助内容：空き家の改修・家財道具処分等補助金】
　改修補助金：経費の１/２（売買：上限35万円、賃貸：上限70万円）
　家財道具処分等補助金：家財の処分・移設経費や樹木の伐採経費等10/10（上限10万円）

内部評価

外部評価
者からの
意見

・それなりの効果が出ているが、申請書類の簡素化やＰＲ方法などは検討する必要がある。
・多額の予算が必要となることから、南部と北部の差や補助額については再考する必要がある。
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1
1
2

経費削減に務め継続

事業継続

事務事業番号 9
事　務　事　業　名

基本方針 自然と共生する安全なまち
施策の大綱 環境と共生するまち

施策 循環型社会
事業分類 ソフト事業 事業の根拠

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 87 93 120
合　計 87 93 120

評　価 B

評　価 A

評　価 Ａ 事業継続

担当課 生活環境課
緑のカーテン設置事業

総合計画上
の位置づけ

　平成23年度に若手職員有志で組織する「政策研究グループ」により、地球温暖化対策として市役所真正分
庁舎に緑のカーテンを設置しました。これを受け、温室効果ガス排出量を削減するため、平成24年度以降は
各庁舎に「緑のカーテン」を設置し、夏季の電力使用量の抑制・市民への地球温暖化対策の啓発を目的とし
て実施します。

　「緑のカーテン」を広報でアピールするとともに、収穫したゴーヤは市民に無料配布を行い、市民の地球
温暖化対策の意識高揚を図りました。「緑のカーテン」を設置したことにより、市庁舎への直射日光が遮ら
れ、事務室内の温度上昇を緩和することができました。

予算推移
千円

一次評価

・地球温暖化対策の啓発を目的とした「省エネルギーの推進」に寄与できる事業
であり、資材を繰り返し使用するなど経費の削減に努め、今後も事業を継続して
いきます。

・事業目的の成果（効果）が数値として図れないのであれば、市民への啓発に特
化した事業として検討をする必要がある。
・経費の削減は図られているが、市民への啓発となると、ゴーヤの種や苗の配布
や設置場所、栽培方法の工夫など、一層のＰＲに務める必要がある。

＜設置場所＞
　本庁舎１箇所、根尾分庁舎１箇所、真正分庁舎２箇所
＜設置期間＞
　５月中旬～１０月中旬
＜購入資材＞
　ゴーヤ苗、園芸土、灌水ホース、ホース継手、ロープ、鉢底石、肥料、他

内部評価

二次評価

外部評価
者からの
意見

・より多くの団体や市民を巻き込みながら、ＳＤＧｓへの取組として様々なＰＲを行う必要があ
る。
・啓発に特化するならば、より効果的な啓発につながる場所や数量などについて検討する必要が
ある。
・成果指標を設定する必要がある。
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1
5

事業縮小又は再構築の検討

事業縮小又は再構築の検討

事務事業番号 10
事　務　事　業　名

基本方針 住みやすく安心して暮らせるまち
施策の大綱 快適な生活基盤を備えたまち

施策 住環境
事業分類 施設、設備管理運営事業 事業の根拠 本巣市市営住宅条例

１　事業の目的等

２　事業概要

３　事業実績又は効果

項　　　目 単位 平成29年度決算額 平成30年度決算額 令和元年度予算額 備考
国・県支出金

その他

一般財源 2,133 2,473 2,262
合　計 2,133 2,473 2,262

評　価 C

評　価 C

評　価 Ｃ 事業縮小又は再構築の検討

担当課
都市計画課
総務産業課水鳥住宅管理事業

総合計画上
の位置づけ

　水鳥住宅は、市営住宅のうち「定住促進住宅」として良好な住環境の住宅を提供することにより、定住人
口の増大と活力ある地域振興を図ることを目的として、市が建設した住宅の貸し付け・管理を行っていま
す。

　平成３０年度末時点入居状況
　　入居棟数　１０棟中７棟入居
　　入居者数　７世帯、２５人

予算推移
千円

一次評価

・市公営住宅等長寿命化計画において、住宅の維持管理の方向性は、長期的には
譲渡処分であり、次年度からの無償譲渡を検討し、維持管理費の削減を図りま
す。

・管理経費は経常的に発生するため、譲渡（有償若しくは無償）することは良
い。ただし、現入居者と新規入居の方との対応については慎重に検討をする必要
がある。
・大規模改修時期も迫っていることから、財政負担の軽減からも早期に方針を検
討し、譲渡する必要がある。

　水鳥住宅（本巣市根尾水鳥310番地54）は、世帯用の住宅として、定住促進を目的に建設したもので、木造
２階建の一戸建て住宅を平成９年から平成１５年にかけて整備しており、１０棟を提供しています。
　本住宅は、市営住宅のうち「定住促進住宅」として、良好な住環境の住宅を供給することで、根尾地域の
定住人口の増大と活力ある地域振興を図ることを目的としています。

内部評価

二次評価

外部評価
者からの
意見

・入居需要が極めて少ないため、修繕等の維持管理費の削減を図るためにも、早急に有償又は無
償による譲渡の検討をする必要がある。
・譲渡に向けた取組方針を確定させたうえで、成果指標を設定する必要がある。
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９ 外部評価委員会の意見

今回の事務事業評価については、平成２８年度の新規事業で引き続き令和元

年度も実施している事業と、平成２７年度の事務事業評価の外部評価において

事業の見直しとなった事業で令和元年度も継続している事業から、１０事業を

対象に事務事業評価を行いました。

対象事業の担当課長及び担当者からヒアリングを行い、本委員会として、今

後の市政に反映していただきたい事をまとめましたので報告します。

事務事業の評価の内訳は、１０事業の内『事業継続』が４事業、『経費削減に

努め継続』が２事業、『再構築の検討』が４事業となりました。

『事業継続』の４事業については、現在の事業内容や手法は妥当と考えます

が、今後、さらなる事業効果の向上にむけた改善に取り組んでいただくよう、

事業ごとに委員からの意見が出ておりますので参考にしていただきたい。

次に『経費削減に努め継続』の２事業については、限られた予算の中で費用

対効果を高めるために事業手法などの見直しが必要であると考えますので、内

容の確認をお願いしたい。

次に『再構築の検討』の４事業については、事業全体の効果を上げるために、

ニーズの把握や事業目的の再設定、実施方法の工夫、他事業との連携など事業

の再構築に向けて検討をお願いしたい。

本巣市が誕生して１５年が経過しました。市の財政状況は、普通交付税の特

例措置が無くなったことで、今後より一層厳しい状況になっていくことが見込

まれております。

そうした中で、多様化する市民ニーズへの対応やきめ細かなサービスを提供

していくためにも、この事務事業評価の目的である『事業改善』に向けた取組

として、事業の目標や成果の可視化と取り組む課題の把握、事業の振り返りを

徹底して行う必要があると考えます。

この事務事業評価制度によって、職員一人一人が市民目線での事務事業の実

施を考える『意識改革』のきっかけにつながることを期待します。
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