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【調査概要】 

１ 調査目的 

フルコスト計算書診断結果に対する所管課の改善方針及び改善状況把握の

ため 

２ 調査対象 

57 事業 

・平成 20～27 年度に診断した事業のうち、改善に向けて検討中の事業 

：８事業 

・平成 28 年度に診断した事業のうち、「改善すべき点が見られる」と診断さ

れた事業                        ：49 事業 

３ 調査の実施方法 

所定の「フルコスト計算書診断に対する改善方針及び改善状況調査」（エク

セル様式）による回答及びヒアリング 

４ 調査期間 

平成 29 年 10 月 16 日～平成 29 年 12 月 15 日 

５ 改善方針結果（57 事業） 

①診断のとおり改善    ６事業（10.5％）

②診断のとおり改善するよう検討中     25 事業（43.9％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 16 事業（28.1％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 10 事業（17.5％）
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《改善方針》

①診断のとおり改善 ： ６事業（10.5％）

②診断のとおり改善するよう検討中 ：25事業（43.9％）

③診断を踏まえ、独自の方法で改善 ：16事業（28.1％）

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中 ：10事業（17.5％）

①診断のとおり改善（６事業）

1 情報広報課 26 P４

2 収納課 26 P４

3 こども未来課 26 P４

4 子育て支援課 24 P４

5 福祉課 24 P５

6 教育振興課 23 P５

②診断のとおり改善するよう検討中（25事業）

1 情報広報課 27 P６

2 人権男女共同参画課 28 P６

3 人権男女共同参画課 27 P６

4 人権男女共同参画課 24 P６

5 総務課 24 P７

6 財政課 25 P７

7 コミュニティ文化課 26 P７

8 コミュニティ文化課 28 P７

9 コミュニティ文化課 27 P８

10 こども未来課 24 P８

11 こども健康課 27 P８

12 こども健康課 27 P８

13 子育て支援課 28 P９

14 子育て支援課 25 P９

15 子育て支援課 24 P９

16 子育て支援課 23 P９

17 長寿支援課 24 P10

18 すこやか長寿課 28 P10

19 すこやか長寿課 26 P10

20 福祉課 24 P10

21 福祉課 23 P11

22 建設管理課 26 P11

23 環境・最終処分場対策課 24 P11

24 環境・最終処分場対策課 23 P11

25 スポーツ課 24 P12

フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況（平成29年度調査）

記載
ページ

所管課
診断
年度

家庭教育学級事業

記載
ページ

№ 所管課
診断
年度

事務事業名

児童扶養手当給付事業

戦傷病者及び戦没者遺族対象援護事業

№

広報印刷事業

人権をまなぶ講座運営事業

人権週間事業

各種人権・同和団体支援事業

法制事務事業

事務事業名

情報機器等管理事業

市税徴収事務事業

留守家庭児童保育所管理事業

契約事務事業

新公共施設管理システム運用事業

まどかフェスティバル事業

生涯学習まちづくり出前講座事業

子ども情報センター運営事業

母親教室事業

両親教室事業

市立保育所施設維持管理事業

乳幼児健康支援一時預かり事業

子育て支援センター運営事業

市立保育所用地確保事業

介護認定調査事業

すこやか交流プラザ施設維持管理事業

食生活改善推進員育成活用事業

献血推進事業

福祉タクシー助成事業

交通安全施設整備事業

生ごみ処理機利用促進支援事業

ダイオキシン類調査事業

スポーツ推進委員設置運営事業
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③診断を踏まえ、独自の方法で改善（16事業）

1 総務課 26 P13

2 ふるさとにぎわい課 25 P13

3 長寿支援課 27 P13

4 市民窓口サービス課 25 P13

5 市民窓口サービス課 23 P14

6 公園街路課 27 P14

7 公園街路課 22 P14

8 建設管理課 28 P14

9 建設管理課 24 P15

10 建設管理課 23 P15

11 建設管理課 23 P15

12 建設管理課 24 P15

13 環境・最終処分場対策課 27 P16

14 環境・最終処分場対策課 25 P16

15 ふるさと文化財課 26 P16

16 上下水道工務課 26 P16

④診断を踏まえ、独自の方法で改善するよう検討中（10事業）

1 人権男女共同参画課 25 P17

2 ふるさとにぎわい課 24 P17

3 長寿支援課 25 P17

4 長寿支援課 25 P17

5 安全安心課 28 P18

6 公園街路課 28 P18

7 環境・最終処分場対策課 27 P18

8 環境・最終処分場対策課 26 P18

9 スポーツ課 28 P19

10 ふるさと文化財課 23 P19

№ 所管課
診断
年度

事務事業名
記載
ページ

記載
ページ

№ 所管課
診断
年度

事務事業名

違反広告物対策事業

市営駐車場運営事業

選挙管理委員会啓発事業

農業委員会運営事業

介護保険広報事業（介護保険のてびき「すこやか」作成事
業）

印鑑登録事務事業

簡易証明発行機運営管理事業

花いっぱい運動事業

みどりの広場事業

道路維持補修等事業

農業施設維持管理事業

道路台帳整備事務事業

環境美化運動事業

大野城環境処理センター環境保全委員会運営事業

人権・同和研修会運営事業

おおの大文字まつり開催支援事業

文化財啓発事業

公道漏水修理当番委託

市民水泳大会運営事業

文化財収蔵庫設置運営事務事業

敬老祝金・祝品給付事業

老人福祉施設維持管理事務事業

災害時備蓄品購入事業

公園施設維持管理事業

ダンボールコンポスト普及事業

ごみ減量啓発事業
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

1
情報広
報課

26
情報機器等管
理事業

①消耗品費が多額に上ることから、必要性の高い書類に限定
した印刷の励行など、全庁での使用量削減の働きかけを強化
することが望ましい。②会議における印刷物の削減を進めるた
め、タブレット端末などのＩＣＴを活用した会議資料の配付・閲
覧などの方策に関する先進事例を調査研究し、費用対効果
を検証しコスト削減効果が認められる場合には、推進すること
が望ましい。

①　診断の
とおり改善

①消耗品費の中で大きな割合を占める、カラー印刷機とモノクロ
レーザープリンターについて取り組みを行っている。カラー印刷機は
印刷を行うときに使用用途を記入することとし、必要最低限の利用と
なるよう努めている。モノクロレーザープリンターについては、トータ
ルコストが抑えられるよう、コピー機での出力も活用するように通知を
行った。
②会議における印刷物の削減については、全組織をあげての取り
組みとするのが望ましいと考えており、タブレット端末等のＩＣＴを活
用した取り組みについては、実施計画事業で取り組むこととした。

2 収納課 26
市税徴収事務
事業

①活動指標について、職務の約15％にあたる発送業務関連
に限定されているため、現行指標を統合するとともに、相談や
訪問徴収、滞納処分など他業務に関する指標を追加する必
要がある。②職員が担当する業務の中に、発送業務や各種
事務など臨時職員による対応が可能な業務が含まれているこ
とから、定型性や専門性などの業務特性に応じて、担い手を
最適化する取組が必要である。また、税収に対する市税徴収
経費の割合が、どの程度が適切であるか、他自治体や民間業
界との比較検証が望ましい。また、徴収業務を民間に委託す
ることを想定した研究を行うことも考えられる（個人情報保護の
問題やコストの検証等）。

①　診断の
とおり改善

①活動指標については、滞納処分、電話や面談による徴収実績と
いった形で見直しを図りたい。
②臨時職員の活用については、財産調査だけでなく実態調査や公
売関連業務を臨時職員にて行うなど、業務の最適化を進めている。
民間委託に関しては、臨戸催告業務等の見直しを行ったうえ、平成
29年に契約を締結し同年10月より委託事業を進めている。

3
こども
未来課

26
留守家庭児童
保育所管理事
業

①指導員や児童の傷害保険は、自己負担の導入も考慮する
必要がある。また、 入退所事務が大きな作業負荷となってお
り、入退所事務も含めて、包括的に民間委託が可能ではない
かを検討することが求められる。その他、「運営事業」との整理
を行うとともに、事業概要でその旨が分かるように補足説明等
が必要である。
②小学校4年生以上を対象とした「アンビシャス」も含めた留守
家庭児童保育のあり方の検討も望ましい。

①　診断の
とおり改善

①指導員分の保険料は、自己負担を導入し、平成28年度から委託
料に含めた。児童分の保険料については、行政が責任を負うべきも
のと捉えており、市の負担は適当と考える。また、安定した事業運営
を行っていくうえで、市関与は妥当であると捉えており、包括的な民
間委託は適当ではないと考える。
②平成28年度から留守家庭児童保育所（学童保育所）の対象児童
を小学校6年生までに拡大した。
また、児童全体の放課後対策について、こども部と教育委員会が連
携し、検討を行ってきたところであり、平成28年度から、アンビシャス
にかわる新たな放課後子ども教室としてランドセルクラブの運用をモ
デル校3校において開始した。今後、アンビシャス広場は段階的にラ
ンドセルクラブに移行し、将来的には、ランドセルクラブと学童保育
の一体的運営を進めていくこととしている。

4
子育て
支援課

24
児童扶養手当
給付事業

・成果に「自立」が掲げられていることから、児童扶養手当の
支給世帯の自立化の実態を継続的に調査し、成果検証と自
立化促進に向け他の事務事業も含めた改善に活用する必要
がある。

①　診断の
とおり改善

・前年同様、全受給者宛の通知にひとり親家庭支援事業一覧表等
を同封し、同支援事業の制度の周知を図るとともに、8月の現況届来
庁時にはひとり親家庭等における悩みごとや施策・サービスの周知
度を把握するためのアンケート調査を平成28年度に実施した。
・8月の現況届受付時、ハローワークによる就業支援等の出張相談
窓口を2回設置した（相談件数は少なかったが、現況届時の出張相
談窓口として、今後も設置の見通し）。
・現況届において受給者の就労状況を調査したところ、「無職」の割
合は、
　　Ｈ27現況：提出者935名中、「無職」84名・・・9.0%
　　Ｈ28現況：提出者961名中、「無職」123名・・・12.8%
と、平成28年度は受給者（現況届対象者）数の増加とともに、未就労
者の割合も増加した。以後、受給者宛の通知に自立支援事業の案
内を同封したり、課の窓口に情報を設置するなど徹底し、継続して
改善を図っているところである。
・また、他の事業として、高等職業訓練促進給付金の利用者がH27
の3名から、H28は7名に増加した。ひとり親家庭の自立を支援する
各種事業の推進を強化していきたい。

・平成29年度においては、社会福祉士の資格を有するひとり親家庭
支援相談員（嘱託職員）を配置し、児童扶養手当を受給しているひ
とり親家庭等の離婚関係相談に関すること、家庭や就業、修学、子
育てなどの生活における不安や悩みに寄り添い、関係課や関係機
関と共に連携し解決に導いていく支援を強化した。対象者への案内
通知や広報等でのＰＲもあって、相談人数、対応件数は増加してお
り、より多くの児童扶養手当受給者の自立化促進に向けて、支援事
業や取り組み、相談体制を強化していきたい。

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

5 福祉課 24
戦傷病者及び
戦没者遺族対
象援護事業

・市独自の追悼式は、戦没者遺族の高齢化の状況や意向、
参加者数の推移などを踏まえながら、見直す時期とその内容
を検討する必要がある。
・瓦田公民館横忠魂碑前広場樹木剪定業務は、別の事業に
移動するとともに、「筑紫原爆被害者の会補助金」は、本事業
の目的や成果に合致しているのかの検証が必要である。

①　診断の
とおり改善

・大野城市遺族会の高齢化が進んでいるが、戦没者追悼式の参列
遺族数も診断年度の平成24年度（86人）から、25年度（85人）、26年
度（87人）、27年度（86人）、28年度（77人）と、ほぼ同水準で推移し
ている。戦没者追悼式は戦没者への追悼の意を表すとともに平和を
祈念するために実施しており、戦争の記憶を風化させないためにも
引続き今後も現内容で事業を継続していく。
・瓦田公民館横忠魂碑前広場樹木剪定業務については、平成29年
度から公園街路課のその他維持管理委託の公園樹木管理の委託
料に移動済み。
・筑紫原爆被害者の会は市内小学校への語り部活動の他に、市主
催の原爆資料展への資料提供や来場者への解説等も行っており、
補助金について、本事業の目的や成果に合致しているものと考え
る。

6
教育振
興課

23
家庭教育学級
事業

・働く保護者が広く参加可能な開催日程に変更する必要があ
る。所管課の平成21年度改善状況の「平日日中の時間帯から
土・日・夜の学習会に変更しても多くの参加者数は望めず、定
期的な学習は継続しないと考える」具体的な根拠が示されて
いない中、平日日中に参加できる保護者のみを対象とした事
業の内容の継続は、社会状況の変化を考慮していない。
・平成22年度の学校別の学習内容には、事業の目的や成果
と関係のない趣味的な講座内容も多数含まれている。少なくと
もこれら趣味的な講座内容については、事業の実施を認め
ず、目的・成果に則した講座内容となるように所管課が指導す
る必要がある。
・また、参加者に対して「子どもの健全な成長、発達に責任を
果たせる保護者になること」や「子育てに関する資質、意識の
向上」の確認を早急に行うとともに、その他の対象者に対して
も参加意向・参加の障害等を調査し、その結果に基づく改善
が必要である。

①　診断の
とおり改善

・学校との連携を推進する上からも、校長・教頭・主幹教諭及びその
他の教職員を講師として招聘し、家庭教育と学校教育の連携協働を
図っていくようにしている。
・合同講演会の参加者については、平日午前中開催の第１回と土
曜午前中開催の第２回ともに増加した。事前の情宣活動（チラシ配
付、市広報誌等）のさらなる改善を図っていきたい。また、参加者ア
ンケート結果からも平日午前中の開催希望が一番多く、次に土曜の
午前中希望が多かったことからも、年３回の講演会期日の設定に生
かしていきたい。
・学校別の学習内容については、各校の正副運営委員長に「子ども
の健全な育成及び子育て」に関する講話や実技を取り入れることを
年度当初に指導、確認し、計画・実施してもらうようにしている。
・各校開催の実技講座に関しては、学級生の趣味嗜好も取り入れな
がら子育てに生かしていけるような内容で実施していくよう指導して
いきたい。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

1
情報広
報課

27 広報印刷事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・広報印刷事業と広報配布事業は統合が合理的と考えられるため、
統合し、平成28年度から広報作成・配布事業とした。
・第10次実施計画にて「(仮称）大野城市広報・広聴戦略プラン」策
定を計上している。そのプランの中で、市民ニーズの把握として、平
成30年度に無作為抽出した市民に「広報アンケート」を実施予定で
ある。
・また、「(仮称）大野城市広報・広聴戦略プラン」にかかわらず、広報
紙の掲載情報の編集について、今後も各課に対し積極的に関わっ
ていく。

2
人権男
女共同
参画課

28 人権週間事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

「参加者（の層）の拡大」「意識・関心の低い人たちの参加」をめざす
べく、平成28年度は「人権落語」と題し、参加・来場しやすいスタイル
で、人権を身近なものとして考えてもらうような工夫のもと開催した。
施設改修の都合上、例年より狭い会場での開催となり、参加者数の
増加は達成できなかったが、来場者アンケートの結果は良好（理解
度で93.2％、参考度で83.0％が肯定的回答）であり、今後の開催に
向けて手ごたえを感じる内容となった。
・またアンケートについては、年代等の設問を新たに設け、新たな
データを獲得することができた。過去との比較はできないが、参加者
の年代については、30代の割合が若干低かった（全体の10.9％）も
のの、それ以外の年代の割合はそれぞれ15～20％と、想定よりも均
衡していることがわかった。さらに、開催時間帯についても、67.5％
の参加者が平日夜の開催を希望していることがわかった。
研修の実施にあたっては十分な人権意識をもっておくことが肝要で
あり、学生による企画運営というのは現実的に難しいと考えるが、若
者の興味関心や近年の人権問題の傾向等を分析し、人権への関心
低下が懸念される若年層の参加促進につなげていきたいと考えて
いる。

3
人権男
女共同
参画課

27
人権をまなぶ
講座運営事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

平成28年度も、社会情勢や時代のニーズを勘案しながら講座テー
マを検討して実施した。また、PR方法も市のSNSを活用するなど工夫
した。
参加者については、悪天候が続くなどの影響もあり、前年度（H27）
比で－８名の微減となったが、それでも前々年度（H26）からは２割近
く増えており、それまでの年度と比較すると増加傾向にあるのではな
いかと考えている。
今後も増加傾向を維持していけるよう、また従来の参加者層とは異
なる層の参加者を増やすべく、方策を考えていきたい。

4
人権男
女共同
参画課

24
各種人権・同
和団体支援事
業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

平成28年度の筑紫地区人権・同和行政推進協議会（筑紫地区四市
一町で構成）で、交付団体との協議に基づき、平成29～31年度まで
の3年間の交付金額を決定した（部落解放同盟筑紫地協、全日本同
和会は従来から10％の減額）。
それ以降については、協議会と団体で協議を行いながら、自立支援
に向けた方策を検討していく。

6



フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

5 総務課 24 法制事務事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

①作成マニュアルについては、随時、その内容を整備するとともに、
例規立案の際は、これらを参照するよう指導した。また、職員の政策
法務に関する能力の引上げについては、平成27年度から新たに開
始した実践研修を平成28年度も引き続き実施し、法務能力のさらな
る向上を図った。今後も政策法務能力の向上にむけて積極的に取り
組んでいく。
②先進事例の調査及び検討等を行い、市民向けの冒頭解説頁を作
成した。
③行政資料室の加除式図書について、平成28年12月に現況調査
を実施した。調査で判明した行政資料室の約330冊の加除式図書を
含めた全庁の加除式図書について、現在、今後の継続又は廃止等
に関する全庁調査を実施中である。
④判例データベース等については、法務に関する相談があった際
に適宜活用を促すほか、全庁通知を行う等して、活用促進に努めて
いる。

6 財政課 25 契約事務事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

入札システムや競争入札参加資格登録の電子化及び共通化につ
いては、福岡県が主体となるふくおか電子自治体共同運営協議会
で協議中となっている。導入には福岡県が主体となり、県内各自治
体と共通化を図る必要あるため、今後もシステム等の情報収集と併
せ、本協議会と調整を図りながら進めていきたい。

7
コミュ
ニティ
文化課

26
新公共施設管
理システム運
用事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

Ｅ－ヴォイスを活用した調査を平成29年度に実施する予定としてい
たが、調査協力対象者が少ないことから平成29年3月に、各施設の
窓口にてアンケート調査を実施した。内容の分析については施設利
用者の84％（295/248）が月に1回程度利用されている状況であり、
終了時に次回の予約をしていかれるため、予約システムを利用して
ない方が61％（295/180）であった。システム利用者の意向を把握す
るためにも、システムの中でアンケート調査を行うことで検討してい
る。

8
コミュ
ニティ
文化課

28
まどかフェス
ティバル事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

全てのイベントアンケート用紙において、以下の統一質問を設け、ア
ンケートを実施した。
・来場者数については、平成28年度から重複計上されている人数を
調整するための係数算出を目的としてアンケートに「参加・観覧した
イベント数」を問う質問項目を追加し、イベントごとの来場者数の合
計を参加イベント数の平均値で割ることで、重複計上された来場者
分を調整。算出した係数の妥当性については、数年度継続して調
査を行った上で判断する必要があるため、今年度より来場者数の計
測方法を変更するものではありません。※（Ｈ28イベントごとの来場
者数の合計：63,596人）÷（参加イベント数の平均値：3.5）＝18,170
人
・事業成果の検証をするため、平成28年度からは「過去にまどかフェ
スティバルに来場したことによる生涯学習活働の実施の有無」を問う
質問を追加。※回答結果　生涯学習を実施した…48％　生涯学習
を実施していない…51％　無回答…１％
今後も、より実人数に近い来場者数の計測及びより効率的な本事業
の成果の測定のため、アンケート調査の方法について検討を続けて
いく。

7



フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

9
コミュ
ニティ
文化課

27
生涯学習まち
づくり出前講
座事業

・前回の診断結果と同様に、突出して実施回数の多いメ
ニューは、担当課の主催事業に変更するべきである。また、長
期間にわたり実施されていないメニューは、より多くの市民に
関心を持ってもらえるような名称・内容に変えることも必要であ
る。
・なお、事務局作業が中心であるにも関わらず職員工数0.18
人の計上は過剰であり、見直しが必要である。

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・突出して実施回数の多いメニュー(子育て支援課等)については、
診断結果をもとに投げ掛け(所管課独自事業とするように)を行って
いるが、講座の性質上、出前講座として実施することが望ましいとの
意見があるため、今後も担当課との調整を継続する。
・また全メニューについて平成29年1月に各担当課に見直しを依頼
し、メニューの改廃や、講座の名称等変更を行った。今後も担当課と
十分に協議を行い、見直しを続ける。

・平成28年度のアンケート回収枚数は2109枚である。今後の講座の
参考にするため、引き続き各担当課へアンケート回収の呼びかけを
しており、アンケートの増減状況も踏まえ、適切な職員工数となるよう
見直しを続けていく。

10
こども
未来課

24
子ども情報セ
ンター運営事
業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

①利用者の増加に対応するために、H28.1月に実施したサロンス
ペースの拡張等工事に併せて、育児不安の解消に向けての相談室
を設置し、相談体制を強化した。また、ホームページや広報による周
知を実施した。
②子育て支援課と連携し、平成29年度中に「子育てネットワーク会
議」の開催を予定。子育て支援センターとあわせて、関係課連携の
中で子育て世代や子育て関係団体の居場所・交流・ネットワークの
構築を目指した検討を行うこととしている。

11
こども
健康課

27 母親教室事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・近隣医療機関の実施状況を調査した結果、調査した医療機関の
すべてで母親教室の類似事業が実施されており、約7割の妊婦が参
加していた。また、開催日についてはほとんどの医療機関が平日開
催であるにも関わらず多くの妊婦が参加できていることから、この結
果からは土日に開催することにより参加率が向上するとは考えにくい
ものと思料する。
・なお、土日開催のニーズ調査については、母子保健事業への参
加者からの聞き取り調査により把握することにしていたが、より詳細
なニーズの把握のため、書面によるアンケート調査が望ましいと考
え、調査方法を見直した。そのうえでアンケートの内容や対象者等を
再検討したが、平成28年度内にアンケート調査は実施できなかった
ため、29年度中に調査を実施し、その結果をふまえて、土日に開催
することにより参加率の向上が期待できる場合は、全９回の実施回
数のうち数回を土日開催に変更する。
・対象者は初産婦に限らず経産婦も同様に受け付けており、平成28
年度は参加者96名中6名が経産婦であった。
・参加費については「受益者負担の原則」に基づき徴収してきたが、
金額の根拠としては実施コストと参加者数を基に算出されたもので
はなく、また、市場価格（実勢価格：病院での一般的な参加料は500
円）に準じたものでもない。このことから、民間での参加料の約1/2で
あり、参加者が参加しやすい金額を、資料代として200円徴収してき
たものと考えている。

12
こども
健康課

27 両親教室事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・参加しない要因を検討するためのニーズ調査については、母子保
健事業への参加者からの聞き取り調査により把握することにしてい
たが、より詳細なニーズの把握のため、書面によるアンケート調査が
望ましいと考え、調査方法を見直した。そのうえでアンケートの内容
や対象者等を再検討したが、平成28年度内にアンケート調査は実
施できなかったため、29年度中に調査を実施し、その結果をふまえ
て、開催日時、回数、教室の内容などの見直す。
・教室参加者と、参加していないパートナーの4か月児健診時の育
児参加率は、それぞれ96.8％と80.0％となっており、教室参加者の
育児参加率が高いため、本教室がパートナーの育児参加への一定
の成果を果たしていると考える。
・参加費については「受益者負担の原則」に基づき徴収してきたが、
金額の根拠としては実施コストと参加者数を基に算出されたもので
はなく、また、市場価格（実勢価格：病院での一般的な参加料は500
円）に準じたものでもない。このことから、民間での参加料の約1/2で
あり、参加者が参加しやすい価格を、資料代として200円徴収してき
たものと考えている。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

13
子育て
支援課

28
市立保育所施
設維持管理事
業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・現在既に他施設と集約している業務については、今後も継続して
いきたい。また、他に集約できる業務がないかについては、大野北
保育所の建替時期を考慮しながら遊具点検業務も含め検討してい
きたいと考えている。
・機械警備については、既に出入り口や窓も実施しているところであ
り、夜間巡回警備は３園を週１回ずつ、異なる曜日に巡回しており、
犯罪の未然防止や施設管理への周辺住民の理解につながっている
と考えている。機械警備及び巡回警備の費用は、１ヶ月あたり約
17,000円で、異常の有無の確認、異常があった場合の対応及び報
告書の作成等、業務内容を鑑みても十分な費用対効果があると考
えている。
・平成29年度から、事業名称を「市立保育所施設維持管理費→市
立保育所管理費」に変更した。

14
子育て
支援課

25
乳幼児健康支
援一時預かり
事業

①前回診断時と同様に、事業を委託先に任せきりの状況が改
善されていない。所管課が直接、利用申込者や利用者の実
態や意見を把握することで、事業の問題点・課題を早期に発
見できるようにする必要がある。特に以下の点に留意した実態
把握を早急に実施し、必要な改善に取り組む必要がある。○
利用申込者数、性別、年齢、利用理由等、○利用を申し込ん
だ後、利用しなかった理由、○頻繁に利用する利用者の有無
とその要因、他②土曜日の利用可能時間が８時半 12時半
であるが、土曜日午後のニーズを調査し、必要に応じて平日
と同じ17時半までとする。③事業開始時以来、委託先が1事業
者で固定化されている。医師会からの推薦で決定している
が、競争性を担保し費用対効果を向上させるため、他の事業
者も検討する必要が高い。④受益者負担額（使用料2,000円）
は、管内以外にも全国的な事例を参考に、必要に応じて適切
な金額とする必要がある。

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

①利用申込者数、性別、年齢、利用理由は、毎月、事業者来庁の
上、報告書を提出してもらっており、その際に併せて、利用申込状
況等の聞き取りを行っている。
②土曜日については、筑紫野市及び太宰府市は未実施、春日市及
び那珂川町は本市と同じ12時半まで、福岡市は13時までの実施と
なっている。土曜日午後のニーズの把握に努めた上、必要に応じ実
施に向けて研究していきたいと考えている。
③当該事業は、医師会からの推薦を受け、施設改修を行った上、事
業実施した経緯があり、事業を実施するにあたっては専用施設の整
備が必要であることから、現時点では、現事業者を継続していきたい
と考えている。
④受益者負担額は、同事業を実施している近隣市町村と同額であ
り、本市の一時保育の利用料から見ても、適切であると考えている。

15
子育て
支援課

24
子育て支援セ
ンター運営事
業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

①親子サロンを開催している23公民館（合同開催１箇所を含め24区
で開催）を訪問し、サロン運営上の課題の聞き取り、及び貸出備品
の紹介を行った。備品貸出については、活用方法を理解していただ
いた区で貸出申請が増加し、貸出実績は、平成27年度の3件から平
成28年度は12件と増加した。
　親子サロン未開催の区（下大利団地区・大池区・乙金台区）につ
いては、引き続き合同開催も視野に入れた開催要請を行っている。
　また、子育て支援センター職員による出前講座は好評で、その要
請回数（1ヵ所あたり年間6回まで）は年間110回と非常に多い。市と
しては、出前講座だけでなく、「区の自主運営」で実施する機会を拡
大してほしいが、スタッフ体制が安定しているところは可能な区もあ
るが、区によっては毎年スタッフが変わり、経験者が関わらない区も
あるため、市からは、子育て支援センターにおける出前講座を含む
開催支援を引き続き行っていくことが必要である。
②子育て支援センターつついが実施している「あかちゃんひろば」
について、平成２７年度までは奇数月に２回ずつ実施していたが、
参加者数の増加に対応するため、平成28年度からは近くの子ども情
報センターの休館日（火曜日）を活用して毎月２回実施するなど事
業の拡充を図った。
　今後も子育て支援の拠点施設となる子ども情報センターと連携し、
子育て支援事業の最適化、効率化を検討し推進していくこととして
いる。

16
子育て
支援課

23
市立保育所用
地確保事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

大野北保育所は、昭和53年３月に設置して以来、平成29年３月で
39年が経過しており、建物の老朽化が進んでいること、また、送迎時
に混雑するが周辺の道路環境の改善が難しいこと等から、待機児童
の状況を考慮しながら、移転も含めて建替を検討しているところであ
る。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

17
長寿支
援課

24
介護認定調査
事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・筑紫地区内及び近隣地域の直接配送・回収業務にかかる車代及
び人件費、直接配送・回収できない病院への郵送費、主治医意見
書の内容チェック及び記載主治医への指導の事務費を筑紫地区4
市1町の申請件数で積算したものであり、特に積算の中で高いもの
は主治医意見書の内容チェック及び記載主治医への指導の専門的
知識の分野であり、4市1町で確認し妥当な契約額と判断している。
積算根拠の妥当性のチェックを行ったうえで、H29年度も同内容で4
市1町連名で委託契約を締結した。委託費積算の妥当性について
は、４市１町の幹事会、課長会議並びに担当者会議において根拠を
検証し今後改善に努めていく。

18
すこや
か長寿
課

28
すこやか交流
プラザ施設維
持管理事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・新規契約時に、不具合の点検及び軽微な修繕は委託事業スタッフ
が実施するよう仕様書に明記した。
・本施設の設備保守点検・警備・施設管理業務等、施設の維持管理
業務を包括した総合管理業務としての委託について、競争性、専門
性、効率性等の観点から適否の検討を行う。

19
すこや
か長寿
課

26
食生活改善推
進員育成活用
事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

① 本市の健康づくり・食育に関する実態調査から問題点や課題は
明らかになっているので、今後、食生活改善推進員とともに、課題解
決に向けた具体的な方策の検討を行い、事業化を図りたい。
② 食生活改善推進員の減少および高齢化については、当課と食
生活改善推進会はともに、大きな危機感を持ちつつ、対策の緊急性
を認識しているところである。平成28年度の食生活改善推進員の育
成教室では新に男性が２名と、区単位で活動をしていなかった栄町
区と仲島区から会員が生まれた。栄町区は29年度に区での活動を
開始している。また、市の他事業の男性料理教室参加者から区の活
動に参加している方もおり、男性の活動が少しずつ増えている状況
である。今後、区や関係団体との連携、更なる男性会員の増加にむ
けて、組織体制のあり方、運営方法、既存事業の実施方法、会員の
募集方法など、会員の意見を聞き取りながら、食生活改善推進会と
協議を重ねて検討を行う。

20 福祉課 24 献血推進事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・献血可能な年齢層の人口が減少傾向にあるので、今後、福岡県赤
十字血液センター等と連携して複数回献血者や若年献血者の確保
の献血運動を推進していく。
・福岡県赤十字血液センターと年間予定日を決める際、まどかぴあ
におけるイベントの調整は行なっている。今後は、他の会場のイベン
トも検討しながら血液センターと協議を行っていく。
・以上のことを踏まえ、献血者増加に向けて、地域献血の実施回数
の調整を福岡県赤十字血液センターと行っていく。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

21 福祉課 23
福祉タクシー
助成事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・現在、交付したタクシー券と請求があったタクシー券の照合等を
行っており、今後は使用率等を調査し、現在の制度（交付対象者、
交付枚数、使用条件など）を検証した上で、必要な改善に取り組め
るよう検討していく。
・不正利用の防止については、紛失したタクシー券の再発行を行わ
ないことや不正利用が発覚した場合は、利用者とタクシー会社に注
意・指導を行っており、今後も引き続き不正防止に努めることとして
いる。

22
建設管
理課

26
交通安全施設
整備事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

①区画線等の引き直しの工事実績から、設置位置等の情報を整理
し、事業対象の全体像の把握に努めているところである。
②ガードレールやカーブミラーの新設基準を平成29年度末までに
文書化することで明確にする。区画線については、現在蓄積してい
る補修データを活用し、今後合理的な業務の流れを整備していく。

23

環境・
最終処
分場対
策課

24
生ごみ処理機
利用促進支援
事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

生ごみ処理機、生ごみ処理容器、ダンボールコンポストは、それぞ
れ特性が異なるものの、｢生ごみの減量化による可燃ごみの減量」と
いう目的は同一である。
市民の生活スタイルはさまざまであり、目的達成のための手法は多
い方がよいと考えるため、現時点での事業廃止は考えていない。
平成28年度に「ごみ減量・リサイクルに関する意識調査」（アンケー
ト）を実施したところ、生ごみ処理用具補助制度を知らない割合が
50％、補助制度を利用したいと答えた割合が35％と、補助制度への
関心の高さは見受けられたため、まどかフェスティバルにて「リサイク
ル工作会」に来場した市民約180人にチラシを配布し制度の周知を
行った。
今後も広報紙やHP,SNSなどさまざまな手段を活用し、制度の周知を
強化する。
※※アンケート調査はH30.1～2月に実施予定。

24

環境・
最終処
分場対
策課

23
ダイオキシン
類調査事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

廃止に向け検討しているが、新南部清掃工場と最終処分場は、平
成28年4月に稼動を始めたばかりであること、旧南部清掃工場と環
境処理センターの解体が予定されていることから、周辺の住民感情
に十分に留意しながら、調査の廃止を進めたい。関係する施設の委
員会等と状況をみながら、引き続き協議を行う。

11



フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

25
スポー
ツ課

24
スポーツ推進
委員設置運営
事業

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

②　診断の
とおり改善
するよう検
討中

・毎月活動実績報告書を提出してもらい、各委員の活動内容の把握
を行っている。
・小中学校の教諭の委嘱は、研修講師としての役割ではなく、学校
体育の視点を社会体育に取り入れるために行うものである。そのた
め、教諭を委員から外すことは現時点では考えていない。多選禁止
についても、長期継続者に対して、県や国からの表彰制度もあり、ス
ポーツや地域に関する学識をもった人材も必要であると考えることか
ら、現時点では考えていない。ただし、公募等、地域の人材の有効
活用できるような選任方法については引き続き研究していく必要が
ある。
・２年の任期ごとにユニフォームを購入することは廃止した。診断のと
おり、委員からの申し出により、破損状況を確認のうえ、購入を検討
することとした。推進委員の認知度は、ユニフォームのデザインでは
なく、推進委員が地域での行事等で活動をPRしていくことにより住民
への認知度を上げていく。
・九州、全国の負担金は原則、当該年度に委員が表彰を受ける場
合と近隣で開催される場合に予算計上を行うよう変更した。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

1 総務課 26
選挙管理委員
会啓発事業

①集中的に啓発するべき対象が、特に投票率の低い20歳代
を中心とする40歳代前半までの年齢層や、投票所別で特に
投票率が低い仲島・畑詰投票所を中心とする北地区であるこ
とが明白であるにも関わらず、従前から続けられている手段を
漠然と継続させている。当面の間は、これらの対象に特化した
事業内容に抜本的に見直す必要がある。①事業の名称が
「選挙管理委員会啓発事業」となっているが、「選挙啓発事
業」に変更するべきである。①「明るい選挙啓発ポスターコン
クールの開催」は、参加校や応募者数が限定され、かつ、デ
ザインが優先で作成・選定されており、選挙に関する意識・関
心の向上への効果は不明であることから、休廃止するべきで
ある。また、「まちをみつめよう学級」は、参加者のほとんどが
中高齢者であり、集中的に啓発するべき対象外であることか
ら、休廃止するべきである。②その他の手段についても、現状
では、単に実施しているだけで、実施した結果として啓発に対
する効果検証がなされていないことから、目的に対する貢献
度が不明である。早急に各手段の啓発効果を検証の上、費
用対効果の高い手段に見直していく必要がある。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・新たに選挙権を有する１８歳への啓発として市内高校の協力を得
て啓発ポスターを作成し、西鉄・JRの駅に掲示、また、ｺﾐｭﾆﾃｨバス
への掲示を行った。その他、講義及び模擬投票を実施した。今後も
継続して講義や模擬投票を実施し、高校でおこなう主権者教育と連
携して啓発をおこないたい。
・北地区の投票率向上のため、期日前投票会場を北コミュニティセ
ンターに設置した。
・選挙啓発ポスターコンクールは、選挙の重要性を意識づける他、
多くの若年層家族が訪れるまどかフェスティバルに掲示による啓発
効果も期待できることから今後も継続していたい。
・一方、対象が中高年齢層となっている「まちをみつめよう学級」に
ついてもこれまで同様に。公正な選挙の推進や投票率アップの取組
を進める手段として、県単位で取り組んでいる事業であることから、
継続しておこないたい。

2
ふるさ
とにぎ
わい課

25
農業委員会運
営事業

①　平成24年度の審議案件数45件のうち40件（89％）は審議
不要の案件であったことから、委員会の年間開催回数6回は
過剰である。
審議不要の案件については、会議を開催せずに持ち回りで
問題ないことから、委員会の開催回数を削減するべきである。
①　成果に「無許可・無届による農地等の権利移動や転用を
防ぎ」とあるにも関わらず、平成20年度 24年度の無許可・無
届率が24％ 31％で推移し改善の傾向が認められないこと
から、無許可・無届を防ぐための抜本的な対策を講じる必要
がある。②　農業委員会委員の業務の実態を精査し、また、農
業委員会の開催回数を必要最小限とすることで、現状報酬
（年会長361,100円、副会長329,400円、委員296,700円）と
なっているものを委員会の開催に比例した報償費に見直すこ
とが望ましい。さらに、現在12名の委員数も削減が望ましい。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・農業委員会開催回数について、平成28年度は定例会６回に加え、
農地法の規定に基づく県許可申請の審議を行った臨時会１回の計
７回を開催した。内容は審議案件９件、追認案件37件であった。法
令に関する審議案件が平成27年度より増加傾向であること、追認案
件についても１回の会議につき約６件を取り扱っていることから、現
状のとおり定例会回数は２ヶ月に１回の年間６回とし、農地法等法令
に基づき期限が定められた審議案件が発生する際は臨時会開催で
対応することとする。
・無許可・無届の対策について、法令に基づき、農地台帳と住民基
本台帳、固定資産税台帳との突合、農業委員による農地パトロール
と農地所有者に対する利用意向の確認を継続して行っており、無許
可・無届による農地転用違反については即時是正を行っている。
・委員定数について、平成28年の農業委員会等に関する法律の改
正に基づき、本市委員は、農地に係る許認可審議のみでなく、農地
パトロール等の現場活動が義務化されることから、本市の委員定数
は適当である。
・上述のとおり、委員は会議出席のみでなく各担当地区の現場活動
も担っていることから、委員報酬は委員会開催回数に比例するもの
ではなく、現状報酬が適当である。なお、国は平成26年以降委員報
酬の引き上げ（月額報酬３万円）を各自治体へ促しており、本市は
筑紫地区３市１町含め福岡地区の動向を見ることとしている。

3
長寿支
援課

27

介護保険広報
事業（介護保
険のてびき
「すこやか」作
成事業）

・そもそも本事業の成果が不明であり、検証できない。また、介
護保険制度の周知を目的とした他の手段（制度に関するチラ
シ等）もあることから、制度周知に対して費用対効果の高い手
段を検討し直す必要がある。
・「すこやか」については、配布後の閲読率や保管率を調査・
検証の上、それらの割合が低いのであれば、対象者全員への
配布を中止し、ケアマネージャーや要介護認定を受けた高齢
者のみへの配布に変更することが望ましい。その代わりに、よ
り情報量が少なく介護保険制度の全体概要が分かるページ
数の少ないチラシ・パンフレットなどを65歳以上の対象者全員
に配布するなど、費用対効果の向上に取り組むことが望まし
い。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・前回のアンケート結果によると、閲読率・保管率・関心度全て90％
以上ととても高く、いざという時のために制度内容を知っておきた
い、勉強したいという声が多い。内容は現在の形式を維持して作成
する。
・近年、頻繁な制度改正（原則３年ごと、場合によっては１年ごとに変
更）があっており、改正に対応するため、以前は３年に1度の作成で
あったが、1年に１度の作成に変更する。
・費用対効果の向上として、平成30年度からは配布対象を65才年齢
到達時の配布及び適宜窓口等で希望者への配布とし、最新版の対
象者全戸配布は行わず、１回あたりの作成部数を減らす。
・制度が複雑で、制度改正も多いことから、65才（第１号被保険者）
年齢到達時に、まず介護保険の制度説明として被保険者証と併せ
て配布し、その後は、最新版を希望者に配布という方法に変更す
る。

4
市民窓
口サー
ビス課

25
印鑑登録事務
事業

・証明書の発行コストについて、窓口での発行・交付の場合と
しょうめい君での発行・交付の場合とで、1件当たりのフルコス
トの比較を詳細に行う必要がある。その結果に基づいて、両
者の手数料に差異を設けるなど、より１件当たりのフルコストが
安い方法へ誘導する必要がある。
また、定期的に1件当たりのフルコストの詳細分析を行い、そ
の結果に基づき、適正な手数料に見直すことが望ましい。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・しょうめい君は住民票、印鑑登録以外に、税証明関連（現年のみ）
の証明書を発行している。しょうめい君と窓口交付で手数料の差異
が生じれば、以下の事象が生じるため、好ましくない。
①現年と過去の所得証明を発行するお客様がいる場合、現年はしょ
うめい君で過去の分は窓口で交付させることになり、お客様に不都
合を生じさせる。
②印鑑登録申請と印鑑証明を同時に受付するお客様がいた場合、
お客様に印鑑証明だけはしょうめい君で案内することになり、お客様
において、手続きは一回（ワンストップ）では終わらせる方が費用が
高くなる。
③しょうめい君は車椅子対応していないため、全ての方に平等に使
用していただくことができない。
・しょうめい君での発行を促すため、しょうめい君のＰＲの他、しょうめ
い君の設置を、現在の本庁及び南コミュニティの２箇所から、平成29
年度中に本庁、４コミュニティの５箇所に拡大する。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

5
市民窓
口サー
ビス課

23
簡易証明発行
機運営管理事
業

・証明書１部当たりの発行コストが、現状でも証明コーナーで
の発行コストよりも安いことから、しょうめい君での発行割合を
高めることで、証明コーナーの事務改善による効率化が期待
される。これにより、しょうめい君及び証明コーナーを含めた証
明書発行にかかる全体コストの削減を進めることが必要であ
る。
・しょうめい君での発行割合を高めるためには、PRの他、証明
コーナーと比較して発行コストが安いのであれば、手数料を減
額するなどの方策を講じることが必要である。手数料歳入の減
少の懸念は、証明書発行全体のコストが削減されることによっ
て、総合的には費用対効果の向上が期待できる。
・全国で証明書の手数料に差異を設ける動きが活発になって
いることから、先進事例や受益者負担の原則、本市における
コストの詳細な検証など、早急に検討と必要な改善を進める
必要がある。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・しょうめい君は住民票、印鑑登録以外に、税証明関連（現年のみ）
の証明書を発行している。しょうめい君と窓口交付で手数料の差異
が生じれば、以下の事象が生じるため、好ましくない。
①現年と過去の所得証明を発行するお客様がいる場合、現年はしょ
うめい君で過去の分は窓口で交付させることになり、お客様に不都
合を生じさせる。
②印鑑登録申請と印鑑証明を同時に受付するお客様がいた場合、
お客様に印鑑証明だけはしょうめい君で案内することになり、お客様
において、手続きは一回（ワンストップ）では終わらせる方が費用が
高くなる。
③しょうめい君は車椅子対応していないため、全ての方に平等に使
用していただくことができない。
・しょうめい君での発行を促すため、しょうめい君のＰＲの他、しょうめ
い君の設置を、現在の本庁及び南コミュニティの２箇所から、平成29
年度中に本庁、４コミュニティの５箇所に拡大する。

6
公園街
路課

27
花いっぱい運
動事業

・筑紫地区の他団体と比較して突出して事業量が多いことか
ら、引き続きコストの削減に取り組むことが望ましい。その際、
各行政区で本事業の受け皿となっている組織・市民の意向を
把握し、適切な量や花の種類となっているのかを踏まえること
で、費用対効果の向上に取り組むことが重要である。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・平成25年度より多年草を配布し、花苗本数削減を行っている。
・花苗本数に関しては、各行政区の花壇面積や要望により本数を定
めているため、今以上の削減は困難である。
・その他土壌改良材は、29年度より、花苗生産業者と協議を行い、
土壌改良材の数量等の見直しを行い削減した。

7
公園街
路課

22
みどりの広場
事業

・そもそも本事業の目的や期待する成果が不明確なまま、漫
然と事業が継続されている。目的に掲げた「緑化活動に対す
る市民意識を高揚させる」を目指しているのであれば、事業開
始から30年を経過する中、どの様に本事業が市民意識を高
揚させることができたのかの検証が、当然、行われていなけれ
ばならないが、何もなされていない。本事業が効果を上げてき
ているのであれば、当初の目的を達成したものとして廃止する
べきである
・また、事業の成果が不明確のまま漫然と花苗の配布を行っ
ているのであれば、一度、休止し、抜本的に見直す必要があ
る。少なくとも、毎年開催する必要性・優先度は認められない
・取り急ぎ、本事業の実施効果を検証することが必要であり、
その結果をもって、「緑化活動に対する市民意識を高揚させ
る」ためには、どの様な事業が必要なのかをゼロベースで検討
する必要がある
・そもそも実行委員会での実施であれば、関与する職員工数
を大幅に削減できるはずである

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・本事業は、今年で39回を迎え「まどかフェスティバル」との一体開催
やステージを活用したイベントなどの効果もあり入場者数も増加し
た。
・具体的な検証は、28年度及び29年度のアンケート調査により、今
後の開催についての必要性があるが9割以上、内容の満足度が8割
以上であることから、事業の継続は必要と考えている。
・市職員の従事については、実行委員会スタッフの活用を行い削減
した。今後も、緑化の効果などの啓発、創意工夫しながら事業を継
続していく。

8
建設管
理課

28
道路維持補修
等事業

・少ない職員で市道353kmの維持補修を実施することから、大
幅な効率化が必要である。具体的には、千葉市「ちばレポ」の
ようにスマホ・アプリを活用することで位置情報・画像情報も含
めて市民から不具合に関するより多くの情報を発信・登録して
もらうことを検討することが望ましい（他課の同種の課題との一
体的な取組がより望ましい）。また、GIS（地理情報システム）を
活用し、パトロール実施実績、発見した不具合箇所・同概要、
市民から通報された不具合箇所・同概要、道路交通量などの
情報を蓄積し分析することで、パトロール実施の効率化などに
取り組む必要がある。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・スマホ･アプリの活用について、具体例にある千葉市に比べ、当市
は面積もせまく、かつ、四つのコミュニティ、23区の活動が活発なた
め情報収集機能は充実していると考える。平成28年度の診断後、道
路の補修履歴を、地図（ゼンリン）に記入し、パトロール実施の効率
化に取り組んでいる。また、市職員に対し、外出時に道路の異常を
発見した場合、積極的に建設管理課へ通報を行うように庁内掲示板
にて周知を行い、情報収集手段の拡大を実施した。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

9
建設管
理課

24
違反広告物対
策事業

・シルバー人材センターへの委託業務の成果が低い（登録団
体による月１回の無償キャンペーンの成果よりも低い）ことか
ら、委託金額・委託業務内容の抜本的な見直しが必要である
（平成23年度実績では、１枚の除去に127円のコストがかかっ
ている）。その際、金曜日の夜に設置し日曜日の夜に外してい
る業者が居ることも考慮し、簡易除却の実施曜日・時間帯や、
路線別の頻度にメリハリを付けるなど、生産性の向上につなが
る見直しとする必要がある。
・悪質な業者に対しては、単に簡易除去では抑制効果がない
ことから、法的措置を講じる必要がある。さらには、除去費用
の負担も実施に向けて検討するべきである。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

違反広告物の多い曜日や路線を中心に見回りを行ってもらってお
り、実施曜日・時間帯・路線別の頻度にメリハリを付け、実施してい
る。
悪質な業者に対する費用負担については、簡易除却という性質上、
費用負担の請求事務コストがかかるため実施は困難である。
各コミュニティ単位で地域との共助等での除去を検討したが、作業
の大半が交通量が多い車道上での作業で危険性を伴うため見送る
こととした。

10
建設管
理課

23
市営駐車場運
営事業

①最初30分間とそれ以降の時間を区分した利用実態（延べ
利用時間数、利用率など）を把握・分析し、市営駐車場が、駅
周辺の迷惑駐車の解消にどの程度効果を上げているのかを
具体的に検証する必要がある。その上で、本事業の今後の方
向性や、西鉄下大利駅などでの市営駐車場の設置の検討の
基礎資料とすることが望ましい。あわせて、稼働実態を踏ま
え、迷惑駐車の解消と、費用対効果の向上に向けて、料金設
定・無料時間の長さ・回数券制度など、必要な改善に取り組
むことが必要である。
②再任用職員の活用により、フルコストの削減が進められてい
る。今後は、一層のコスト削減の可能性を検討するために、民
設民営方式など民間事業者の活用によるコスト削減の可能性
を検討し、効果が見込まれるのであれば、実施が望ましい。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

①駅前広場の渋滞等による通報がない状況から、迷惑駐車の解消
に一定の効果を挙げていると考える。
②民間事業者の活用も視野に入れ、業者へのヒアリングを実施し、
比較検討を行ったが、コスト削減効果は見込まれないため現状の運
営方法で引き続き実施していく。

11
建設管
理課

23
農業施設維持
管理事業

・委託料のうち、水利組合に対するポンプ施設の管理に関す
る委託（ごみあげ、電源管理、草取りなど）について、水利組
合に受益が限定される部分（日常の水田に対する用水の調整
など）と、洪水対策など受益が地域全体に及ぶ部分とを整理
した上で、後者に限定した委託となるように調整する必要があ
る。
・また、市が責任を持ってポンプ施設の維持管理を行うために
は、各施設に関する状況を記録した台帳（データベース）を整
備の上、その活用が必要である。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

①水利組合にはポンプ施設の運転作業、施設周辺の草刈等及び
大雨・洪水警報等の発令前に、側溝の農業用堰板の撤去や溜池の
斜樋開栓等を含んだところで一連の作業として委託していることか
ら、調整することは難しい。
②平成25年度にポンプ施設の台帳を整備している。施設の修繕及
び更新時は、台帳の更新を適宜行っており、維持管理の適正化に
取り組んでいる。

12
建設管
理課

24
道路台帳整備
事務事業

①道路台帳の写し発行手数料10円/枚は、フルコストを全く反
映していない安すぎる金額であることから、利用者に過大な利
益を提供している状況である。発行にかかる人件費だけでも
現計算書では数百円に上ることから、委託料も含めたフルコス
トをベースに適正な手数料に値上げする必要がある（情報公
開条例に準拠する理由が無い）。
②現在の委託業務がすべて特命随意契約となっているが、道
路台帳補正業務は競争入札に変更するべきである。また、道
路台帳管理システム運用保守業務は、都市計画課ＧＩＳとの
データ移行が不完全でスタンドアロンシステムを残したことか
ら保守経費が重複していること、サーバーが３台から１台に削
減されているにもかかわらず委託料がほぼ同額であることなど
から、早急に委託料の値下げ交渉をする必要がある。
③スタンドアロンシステムの早期解消に向けた庁内調整を推
進する必要がある。
④道路台帳補正業務の従事職員工数0.2人、道路幅員証明
業務0.1人など、本事務事業に係る職員工数が過大と考えら
れることから精査が必要である。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

①道路台帳は、道路法第２８条により道路管理者が作成することが
義務となっており、また、閲覧についても義務となっている。
そのことから、写しの交付についても本来は情報公開条例に基づい
て写しの交付の請求があるべきものを、閲覧者の利便性を考慮して
窓口で交付しているため値上げは実施しない。
次期統合型ＧＩＳでは、道路台帳をＨＰ上で平成３０年から公開する
作業が進んでいるが、ＨＰ公開後も窓口にて道路台帳交付を希望さ
れる方もいると推察されるため、窓口交付は実施する。
②補正業務について、現在のシステム開発業者以外による補正業
務実施は他社と互換性がないため競争入札に適さない。
運用保守業務に関しては、平成２３年度に減額済み。ＧＩＳバージョ
ンアップに伴い２８年度から運用保守業務は情報広報課へ移管。
③統合型ＧＩＳ導入により解消した。
④補正業務及び幅員証明業務の従事職員については、手順等精
査し職員工数の削減を図った。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

13

環境・
最終処
分場対
策課

27
環境美化運動
事業

・環境美化に関する事業が細かく分かれすぎており、支援対
象・支援メニューの重複状況や費用対効果の検証が難しいこ
とから、同種事業を含めた事業単位の見直しが必要である。
特に「まちぴか市民運動」が新規事業として開始されたことか
ら、「まちぴか市民運動」に事業を集約し、一体として推進した
方が、費用対効果の向上が期待できる。
・また、企業に対する働きかけの強化や、ごみ袋の回収の効
率化（通常の廃棄物回収での対応）なども必要である。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

平成29年度予算より、クリーンシティと環境美化運動は事業集約を
行い、環境美化運動事業に一本化した。
まちぴか市民運動は、実施計画の迷惑行為防止活動推進事業であ
るため、事業集約は困難である。この運動については、事業所訪問
や市イベントで勧誘しており、特に事業所の登録者が伸びている。
環境美化袋の通常回収については、無料で配布する環境美化袋に
家庭ゴミを入れて捨てられることが懸念されるため、実施は難しいと
判断した。

14

環境・
最終処
分場対
策課

25

大野城環境処
理センター環
境保全委員会
運営事業

・大野城太宰府環境施設組合の事業が原因となって発生して
いる事業であることから、本市が本事業を実施する理由は皆
無である。よって、早急に同組合に事業を移管するべきであ
る。
もし本市が継続して実施する場合は、本事業に従事する職員
人件費も含めてすべてのコストについて、負担金として同組合
に負担させることが条件となる（平成24年度であれば,少なくと
も現金支出を伴う総コスト1,081千円を同組合が負担すること
が条件）。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・市は、環境処理センター建設当時から、地元との協議により、施設
の所在自治体として、環境保全委員会の前身である公害監視委員
会の設置（昭和57年）や地元環境整備等の対地元対応を行ってき
ており、市としての市民への説明責任等を考察すると、組合への事
業移管等は困難であるため、今後も本市の事業として継続していく。

15
ふるさ
と文化
財課

26
文化財啓発事
業

①成果に「・・・広く市民に知ってもらい。文化財の大切さや郷
土愛を育んでもらう」があげられているが、文化財関係事業や
出前講座への参加者に対して、これらの期待する成果がどの
程度発現しているのかの調査・検証が行われていない。早急
に調査し、その検証結果に基づき適切な事業の見直しに取り
組む必要がある。①対象が市民全体に設定されているが、特
に重点的に啓発するべき市民の属性を明確化し、事業を実施
した方が、費用対効果が高くなる。また、文化財に対する関心
の高い特定の市民だけではなく、関心の低い市民に対する効
果的な啓発が必要である。②事業の手段としての出前講座や
文化財関連事業の種類が非常に豊富である。一方で、職員
工数1.0人（8,038千円）や嘱託職員賃金（3,419千円）と、相当
な人件費が投じられている。大野城市は、少ない職員数で多
くの施策・事業を実施していることから、職員工数と賃金及び
需用費を削減するために、出前講座のメニュー化や文化財関
連事業の種類の集約化など事業量の削減を図るべきである。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

・まちの姿アンケートを見ると、市内の約90％は水城跡や大野城跡
を知っているが、牛頸須恵器窯跡については約40％の市民が知っ
ている状況である。これは特別史跡である水城跡や大野城跡の周
知はかなり浸透しているが、その他の文化財についてはまだまだ知
られてないことが伺われる。
・特に重点的に啓発すべき市民は転入してきた市民であると考え
る。したがって、転入時より周知が行われるように市勢要覧の中や小
冊子の配布などに力を入れている。
・関心が低い市民がより関心がもてるようにできるだけ他課と連携し
ながら、関心をもてる範囲を拡げながらPRを続けていきたい。史跡の
ボランティアガイドは2期生が終了し、3期生の研修が始まるが、1期
生、2期生ともに積極的に活動をすすめ、職員の負担軽減になって
いる。引き続き、事業の集約化を行うなど、適正な事業量になるよう
に取り組みを行っている。

16
上下水
道工務
課

26
公道漏水修理
当番委託

・夜間・休日の公道漏水に対し早期復旧がされており、水道
管の老朽化が今後進む中では、市民生活の安全確保にとっ
て重要性が高まっている事業である。
・一方、待機に係る委託料が、平日日中・夜間・休日を全て含
めた修理対応1件当たり256千円に達し、現状の委託方式は
過大なコスト構造にある。このため、事業実施に係る費用負担
について、事業者側の意見も参考としながら、近隣水道事業
者との比較や広域化など、コスト削減に向けた取組が必要で
ある。

③　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善

　本業務は、昼夜問わず発生する漏水事故に早急に対応するため
に必要な業務であり、近隣市町も同様の待機業務を契約している。
他市において、日中及び夜間の待機料を支払うところもあったが、
本市においては、偶数月・奇数月に分けて2社と契約をするほか、日
中を除く夜間のみの待機料で契約するなど、コスト縮減に努めてい
る。また、平成27年度までは、単一企業のみの応募としていたが、平
成28年度からは特定業務共同企業体の応募も可とし、競争性を高
める等の改善を図った。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

1
人権男
女共同
参画課

25
人権・同和研
修会運営事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

事業名称については、協議会内において各市町担当部署が連携し
ながらも主体的に活動に取り組んでいることから、「支援事業」とする
のは適当ではないと判断し、変更は行っていない。
企業・事業所研修については、平成28年度は太宰府市が当番市で
あったが、昨年度と同じ140名の参加者を得ることができ、ここ数年の
増加傾向は維持できていると考えている。（H27：140名、H26：127
名、H25：115名、H24：84名）
研修案内については、今後も筑紫地区人権・同和対策就職促進協
議会等の加盟企業の他、講演内容に関係する各団体にも案内を行
うなどしながら、幅広い対象に呼びかけることにより、より多くの企業・
事業所に参加を促していきたい。

2
ふるさ
とにぎ
わい課

24
おおの大文字
まつり開催支
援事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

・まつりの事業予算について、平成２８年度に健全な財務体制の構
築を目的に、収入拡大・支出削減策として、「露店商出店料の見直
し」「事務局・委託運営会社による寄付・広告営業強化」「委託運営
会社のプロポーザル選考による委託料見直し」を行った。今後も健
全な財務体制での運営が行えるよう、運営改善に努める。
・事務局体制について、本まつりは市及び教育委員会が共催し、市
内で活動する２７団体の協力で企画・運営を行っている。事務局、各
構成団体の業務分担等は見直しを行っているが、市、教育委員会
職員のまつり運営の支援は継続して必要である。
・毎年、市民参加の拡大を目的とした企画内容見直しを行っており、
２日間の延べ出演団体数・出演者数、延べ来場者数は増加してい
る。今後も秋の一大市民まつりとして継続できるよう、企画段階から
の支援を継続する。

3
長寿支
援課

25
敬老祝金・祝
品給付事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

すべての高齢者に恩恵が及ぶ有効な代替案は、現時点でも見出せ
ていない。敬老祝い金は、最も身近な地縁組織の組や民生委員な
どによる見守りをかねた配布を通じて、1人暮らしの高齢者などと触
れ合う機会となっており、コストに表すことが難しい効果も上がってい
るため、事業は今後も継続したいと考えている。しかし、今後の社会
保障費の増加など厳しい財政状況が予測されていること、年金の支
給年齢の見直しや定年延長など高齢者を取り巻く環境の変化やが
著しく変化しようとする中、高齢者の定義の見直しも検討されてい
る。対象年齢の見直しなども含めてその効果が失われないように慎
重に検討していきたい。

4
長寿支
援課

25
老人福祉施設
維持管理事務
事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

指定管理料について、特に公民館と併設していない憩いの家の指
定管理者から、７２千円では維持管理ができないとの意見をもらって
いる。過去にアンケートを実施しているが、確かに指定管理料を大き
く上回るコストがかかっている区もある。区によってコストも開きがある
ため今後収入やコストのバランスを考え、適正価格への見直しも必
要であると考える。現在の統一単価にするのか区ごとの実績に応じ
た金額にするのかも含め、金額については平成３０年度の次期改定
時期までに検証を継続していく。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

5
安全安
心課

28
災害時備蓄品
購入事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

①災害対策職員用の備蓄については、関係各課と協議の上、実施
に向けて検討を行っていく。
　また、市民の家庭における自己備蓄の現状把握については、市民
アンケートなどの実施し、その結果を踏まえ、対策を講じていくことを
検討していく。

②熊本地震の検証については、国や県などからその結果が出始め
ているが、機関によってその結果に差異が見られるため、分析を行
い、備蓄対象者数の見直しに活かしていく。

6
公園街
路課

28
公園施設維持
管理事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

①公園巡回の回数については、年48回の巡回数を公園清掃等業
務受託者のシルバー人材センターを活用することなどにより年36回
へ削減した。また、市職員に対し、外出時に公園施設の異常を発見
した場合、積極的に公園街路課への情報提供を呼びかけた。
②千葉市「ちばレポ」のようなスマホ・アプリを活用した公園施設の不
具合情報の収集については、公園管理システムの導入の検討時期
に合わせて一体的に検討する。
③樹木・除草・清掃等の同種業務の一括化等については、公園に
隣接する福祉課所管の小規模な樹木管理業務を公園管理者が一
括して管理することを実施した。また、樹木等の維持管理の発注方
法については、毎回見直しをしながらより効率的に実施できるよう進
めている。
④少子高齢化や利用者ニーズの多様化等で使われなくなった公園
の実態調査や地元への聞き取りなどを実施し、将来的に小規模公
園の統廃合などや既存ストックの活用を検討する。

7

環境・
最終処
分場対
策課

27
ダンボールコ
ンポスト普及
事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

市内には一戸建て住宅も多く、またダンボールコンポストの設置場
所としては、共同住宅のベランダ等でも可能であることから、設置で
きる世帯が少ないとは考えていない。
また、継続して利用することの難しさとして虫や悪臭の発生などが危
惧されるが、お悩み相談会を実施したり、電話相談により対応してい
る。
堆肥の利用については、キッチンガーデニング講座や寄せ植え講
座などを開催し、その利用方法をアドバイスしている。また、堆肥自
体を利用しない人に対しては、無料引取りも実施している。
周知強化として、子どもでも理解できる動画を作成し、配信した。今
後もケーブルテレビやSNSを活用し、周知を強化していく。
また、教育現場での事業展開を考えており（H29御笠の森小で実施
中）、H28には総合教育会議において教育委員の意見徴収を行っ
た。

8

環境・
最終処
分場対
策課

26
ごみ減量啓発
事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

家庭系可燃ごみの組成調査（H27)の結果から、家庭系可燃ごみの
1/4を占めるリサイクルな可能な紙と、1/3を占める厨芥類（うち70～
80％は水分）が1人1日あたりのごみ排出量目標値を達成させる鍵で
ある。H28は「ごみ減量・リサイクルに関する意識調査」を実施し、分
析を行った。
古紙回収団体は、行政区やマンション管理組合、スポーツ団体な
ど、すでに多くの団体が登録しており、登録数の増加は今後そう多く
は見込めない。しかし、古紙のリサイクル推進でごみを減量すべく、
インパクトの強いチラシ（裏面にはリサイクル紙の代表的なものをリス
ト掲載）を広報とともに全戸に配布し、周知方法を変更した。また、上
記調査結果から、単身世帯が紙をごみ袋に入れている割合が高い
ことから、単身世帯の集合住宅に向けた取り組みの実施に向け、具
体的な手法を検討しているところである。
厨芥類については、上記調査結果から、ごみに関心が高い人でも
「何もせずそのまま捨てている」割合が高かったことから、水切りを第
一に、古紙同様インパクトのあるチラシを作成し、水切りが必要であ
る理由を視覚的に訴えていく。
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フルコスト計算書診断結果に対する改善方針及び改善状況

改善方針 改善状況

所管課

診
断
年
度

事務事業名 診断概要
今回回答

9
スポー
ツ課

28
市民水泳大会
運営事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

①･タイム測定を行っていない学校やスポーツクラブに行っていない
子どもに対しても、上位大会出場の機会の門戸を広げるために、本
大会の実施は必要と考える。
・高校生以下については、県民体育大会の予選も兼ねており、同一
条件の下、選考することが必要と考える。
・一般の部に参加している選手についても、同世代の選手と競い合
うことのできる貴重な大会である。
・高校生以下、一般の部ともに参加者は微増傾向であることから、事
業の廃止は考えていない。ただし、さらに参加者を増やしていくため
に、大会のPRの方法等は引き続き検討していく。
・水泳連盟の設立については、設立に向けて考慮すべき課題では
あるが、市内民間スイミングクラブの意思を統一することは現状難し
いと考える。
②参加費については、現状、教育委員会が主催して大会を開催し
ていることや近隣自治体の水泳大会の参加費が無料であることなど
を考慮し、参加費は徴収していないが、他競技との公平性という観
点から将来的に徴収することも検討していくこととする。

10
ふるさ
と文化
財課

23
文化財収蔵庫
設置運営事務
事業

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

④　診断を
踏まえ、独
自の方法で
改善するよ
う検討中

・平成28年度に牛頸収蔵庫を着工した（平成29年度竣工）。平成30
年度には心のふるさと館がオープンする。
  埋蔵文化財については、市の歴史を考えるうえで重要な物であり、
すべて保存する必要があることから、、今後は収蔵に関する基準を
設定し適切な収蔵保管を行い、遺物保存を行っていく。く。
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