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施策マネジメント診断 診断結果

頁 小施策名称 
小施策の展開・

対応策 

優先順位の

設定 

経営資源の

配分 
所管課名称 

１～４ １ 高齢者の生きがいづくり 要検討 その他 要検討 長寿支援課 

５～８ ２ 
後期高齢者医療制度の適正運

営 
そのまま そのまま 要検討 長寿支援課 

９～14 ３ 
地域包括ケア体制と介護予防

の推進 
要検討 要検討 要検討 すこやか長寿課 

15～18 ４ 
障がい者（児）の社会参加の支

援 
要検討 そのまま 要検討 福祉課 

19～22 ５ 
西鉄連続立体交差事業の推進

と高架下空間の活用 
そのまま そのまま その他 

連立・高架下活用

推進室 

23～26 ６ 幹線道路の整備 その他 そのまま その他 公園街路課 

27～30 ７ 公園の整備と維持管理 要検討 そのまま そのまま 公園街路課 

31～35 ８ 自然との共生 要検討 そのまま 要検討 
環境・最終処分場

対策課 

36～39 ９ 
生活環境の保全および公衆衛

生の向上 
要検討 そのまま 要検討 

環境・最終処分場

対策課 

40～44 10 循環型社会の構築 要検討 そのまま そのまま 
環境・最終処分場

対策課 

45～48 11 地域防災力の充実強化 要検討 そのまま そのまま 安全安心課 

49～52 12 地域防犯の強化 要検討 そのまま 要検討 安全安心課 

53～56 13 生活安全の推進 要検討 要検討 要検討 安全安心課 

○要検討 10 ２ ８ 

 ○そのまま ２ 10 ３ 

○その他 １ １ ２ 



03 － 03 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

小施策を着実に実施しながら、市がやるべきことを見極め、市民活動を後押し
ながら高齢者の活動を促進していく。

事業４ 老人福祉施設維持管理事務事業 事業10
事業５ シニアクラブ活動支援事業他 事業11
事業６

事業３ 敬老祝金・祝品給付事業 事業９

対応策

いこいの里施設維持管理事務事業他 事業12

課題

97,370 97,660

高齢者の活躍の場や通いの場は、市の施策以外にも市民の手作りで発展してき
たものが多く、市でできることにも限界がある。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 一般介護予防事業 事業７ シルバー人材センター運営支援事業他
事業２ シニア大学「山城塾」事業 事業８

大施策の
基本目標

 高齢者がより自分らしく生きがいのある充実した人生を送ることがで
きるよう、高齢者自身の豊かな知識や経験を活かし、地域社会に積極的
に参加できる環境づくりを進めます。
 また、高齢者が病気やけがの際に、安心して適切な医療が受けられる
よう、後期高齢者医療制度の円滑かつ適切な実施に努めます。

指標名 単位 目標値

市や支援団体などが実施する高齢者の生きがいづくり事
業および施設の年間参加・利用者数

小施策 01 高齢者の生きがいづくり

成果の達成・
未達成の原因等

令和元年度は、年度末にコロナ感染拡大を防ぐため、高齢者の施設の休
館や活動の自粛により年間参加者・利用者は92,406人と目標は達成で
きなかった。小施策の

基本目標
 高齢者の学びの場や活躍できる機会を創出し、住み慣れた地域で、生
きがいを持って生活できる環境を整備します。

４．小施策の展開＜Action＞

98,400
92,406 - - - -

人 98,400
96,390 96,880

総事業費 146,707 158,554 175,137
 うち人件費 38,677 36,285 37,031

現状と課題

 高齢化率は全国平均を下回るものの、高齢化の進展に伴い、医療や生きがい
づくりなどのニーズが多様化しています。
 これから進展する長寿社会に向けて、高齢者が豊かな知識や経験を活かし、
生き生きと暮らしていける社会づくりとともに、住み慣れた地域で安心して生
活できる環境を整備していく必要があります。

合計（=総事業費） 146,707 158,554 175,137

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 5.0人 6.0人 6.0人

（単位：千円）

4,158
大施策 03 高齢者の生きがいづくり 一般財源 142,876 154,670 170,979
政策 03 誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり 特定財源 3,831 3,884

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 高齢者の生きがいづくり
作成日 令和2年6月1日 作成課 長寿支援課 作成者 関戸 哲二

（単位：千円）
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 03 - 03 - 01 高齢者の生きがいづくり

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

146,707 158,554 175,137 38,677 36,285 37,031

3,831 3,884 4,158 5人 6人 6(2)人

1,487 1,563 4,902 1,160 1,089 4,444

0 0 0 0.15人 0.18人 0.72人

12,285 11,664 14,447 9,669 9,071 11,109

1,598 1,645 1,900 1.25人 1.5人 1.8人

58,691 57,583 61,105 11,603 10,886 11,109

0 0 0 1.5人 1.8人 1.8人

11,961 30,286 36,383 2,707 2,540 1,728

995 995 1,013 0.35人 0.42人 0.28人

11,821 11,485 10,190 5,802 5,443 3,703

1,238 1,244 1,245 0.75人 0.9人 0.6人

29,505 25,369 23,787 3,868 3,629 2,469

0 0 0 0.5人 0.6人 0.4人

20,957 20,606 24,323 3,868 3,629 2,469

0 0 0 0.5人 0.6人 0.4人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

7点 2

2 シニア大学「山城塾」事業
実施計画
事業

高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 一般介護予防事業 その他 中
一般市民
（含市外者）

増加

計

4 老人福祉施設維持管理事務事業 その他 中

一般市民
（含市外者）

維持 4点 43 敬老祝金・祝品給付事業 経常事業 低

6 いこいの里施設維持管理事務事業他 その他 中

一般市民
（含市外者）

維持 4点 45 シニアクラブ活動支援事業他 経常事業 低

8

一般市民
（含市外者）

維持 5点 37 シルバー人材センター運営支援事業他 その他 中

10

9

12

11

指定管理制度により効率運営により市人
件費等の経費節減につながっているという
観点で重点化は低く設定しているが、高齢
者の居場所として定着しているため廃止は
できない。

3点 6

高齢者の自主的な活動を促す事業ではな
いため、貢献度は低いが、年に１度敬老の
意と感謝を伝える重要な事業であるため、
廃止はできない。

指定管理制度による効率運営により市人
件費等の経費節減につながっているという
観点で重点化は低く設定しているが、高齢
者の居場所として定着しているため廃止は
できない。

特定団体への支援ということで、貢献度は
低く設定したが、自らの生きがい創造と、
公共性の高い地域貢献活動をされている
団体に対する補助金であり、活動の促進
は市としても今後も必要で廃止できない。

一般市民
（含市外者）

減少

一般市民
（含市外者）

減少 3点 6

一般市民
（含市外者）

増加 8点 1
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 一般介護予防事業

高齢者自身の健康増進と介護予防
を図るとともに、生き生きとした
地域社会づくりを推進することを
目的とする。

市内に居住する６５歳
以上の元気な高齢者

・もの忘れ相談環境整備事業
・介護予防ボランティア事業

・認知症の早期発見・早期治療・認
知症開発・介護予防ボランティア登
録者数の増加と活動実績の増加。

・もの忘れ相談医11人
・認知症サポーター人数3,674人
・令和元年度までで介護予防ボラン
ティア173名の登録

ボランティア受入対象施設の範囲を
拡大し、未登録介護事業所等に対し
事業協力の呼びかけを行う。ボラン
ティアと施設との交流の機会を設け
る。

2 シニア大学「山城塾」事業

高齢者に対して学習機会の提供、
学究活動の支援を行うことによ
り、高齢者の生きがいづくり及び
生涯学習の促進を図る。

市内に居住する60歳以
上の人

高齢者生きがい創造センターをシニア大
学「山城塾」の活動拠点とし、企画・運
営委員会により運営し、高齢者が創り、
学び、教える塾とする。また、学んだ知
識等を生かし地域貢献活動を行ってい
く。

生きがいを持った高齢者の増加、高
齢者生きがい創造センターの有効活
用

令和元年度は305名の受講生が終了し
た。年々、受講生も増加している。

高齢者が求める学習テーマにそった
講座の開設を行い、魅力あるシニア
大学を継続するため、講師と講義内
容などについて十分な協議を行う。

3 敬老祝金・祝品給付事業
多年にわたり社会に尽くしてきた
高齢者に敬意を表し、長寿を祝う
ため

9月1日現在本市在住
で、翌年3月31日におい
て75歳以上の人 ※対象
者については、9月1日
現在本市在住で、翌年3
月31日において75歳以
上の人数、受益者につ
いては、敬老祝金の給
付人数を設定

75歳以上の人に祝金を贈り、米寿88歳と
100歳以上の人に祝品を贈る ※祝金（75
～79歳　3,000円、80～84歳　4,000円、
85～89歳　5,000円、90歳～　10,000
円）、祝品（88歳（健康保険証入）、
100歳以上（綿毛布））

75歳以上の市民へ祝金、88歳及び100
歳以上の市民へ祝品を確実に配布す
るよう努め、特に地域と接触のない
高齢者の所在及び生活状況を確認す
る。

地域の住民による手渡しを原則とし
ており、祝い品、祝い金の配布に合
わせて、高齢者の安否確認、所在確
認ができている。

敬老祝金のあり方、配布方法、祝賀
会の会場の手狭になっている課題解
決や区へ交付する補助金の適正化に
ついてが今後の課題である。

4 老人福祉施設維持管理事務事業

大野城市内に居住する老人の教養
の向上、レクリエーシヨン及び相
互親睦等を図り、老人の心身の健
康の増進に寄与するため及び高年
齢者の社会参加や生きがいづくり
のため（根拠法令等　大野城市老
人憩の家の設置及び管理に関する
条例、大野城市高齢者生きがい創
造センター設置条例）

老人憩の家（27ヶ所）
及び高齢者生きがい創
造センター ※対象者に
ついては60歳以上の市
民、受益者については
施設延べ利用者数を設
定）

老人憩の家→「施設の補修及び改築に要
する経費」 高齢者生きがい創造セン
ター→「主体構造部分等の取替補強、空
調・電気・給排水設備等の取替」

老人福祉施設の安全性・快適性の保
持及び適切な管理による施設運営

指定管理者は区で管理運営を行なっ
ている。年間延べ48,400人以上の利
用があり、高齢者の憩いの場所と
なっている。

個別施設計画に基づき計画的に施設
整備を行い、安心安全で快適な環境
を整備し生きがい活動に寄与する。

5 シニアクラブ活動支援事業他

大野城市シニアクラブ連合会や単
位シニアクラブに対し補助金を交
付することにより、生きがいと健
康づくりのための多様な社会活動
が行われ、老後の生活を豊かなも
のとするとともに明るい長寿社会
づくりに資することを目的とす
る。

大野城市シニアクラブ
連合会及び27単位シニ
アクラブ

補助対象事業内容に応じた補助金交付
シニアクラブ会員数増加と活動の促
進支援

令和２年４月１日現在会員数は1,890
人程度を推移し、地域活動、体育・
文化、健康推進、レクレーション活
動など幅広い活動の財政的支援と
なっている。

シニアの活動実態・意向調査を行い
補助金の適正化を行う。

6
いこいの里施設維持管理事務事業
他

高齢者の疾病の予防又は治療に関
する相談に応じ、適切な援助及び
指導や高齢者の日常生活に必要な
能力の回復及び心身機能の向上の
ための訓練の援助を行うため、指
定管理者を指定し交付金を交付す
る

おおむね60歳以上の者
他

 60歳以上の者は100円　その他の者は
 200円　市外居住者 300円で利用可能。
運営は指定管理者が行う。

市内の高齢者等の、健康の増進、教
養の向上及びレクリエーションのた
めの便宜を総合的に供与し健康で明
るい生活に資する

元年度は延べ31,075人が利用してい
る。

見返り施設から利用施設への転換等
の施設のあり方や運営主体、財政計
画など長期展望を検討する時期にき
ている。

7
シルバー人材センター運営支援事
業他

これまで行ってきた家事援助事業
を継続して支援するとともに、第
２次中長期経営計画の中で事業の
強化及び就業機会拡大に努めると
している派遣事業について、市が
支援を行うもの

大野城市シルバー人材
センター

・家事援助事業への補助
・高齢者活用・現役世代サポート事業
（派遣事業）への補助

高齢者の就労支援・生きがい対策事
業支援
女性会員の活動活性化
新たな雇用形態（派遣）による就業
機会拡大

会員数は元年度末378人で、シルバー
人材センター事業の強化及び就業機
会拡大に努めるための財政支援と
なっている。

高齢者の就労支援・生きがい対策事
業支援
女性会員の活動活性化、新たな雇用
形態（派遣）による就業機会拡大、
企業ニーズを反映した就労につなげ
る。

高齢者の生きがいづくり
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

基本的な施策展開についてはこのままで問題ないと考えられる。
高齢者数、特に後期高齢者数の増加が見込まれる中、限られた人材（特に専門職）を有効に活用するた
めにも、敬老祝金、シニア大学、シニアクラブ活動支援事業等市の独自事業については、より効果的な実
施等、細部の見直しが必要である。＜作業レベルの廃止・省力化等＞
短期的な事業内容等の見直しに加え、令和２年度から実施されている九州大学と連携したコホート分析
（一定の条件で対象者を分類して行動や傾向を分析するもの）の結果も活用し、中長期的な施策体系の
見直し等検討することが望ましい。＜事業等の廃止、縮小、重点化＞

・
・

・

貢献度を「高」としているシニア大学事業について、当初の事業目的である「得られた知
識を地域へ活用」するまでに至っておらず、学びの機会の確保という講座受講でとど
まっている。例えば、人材バンクに登録をし、学校の総合学習の時間に教えるといったよ
うな他施策との連携を検討する必要がある。＜手法改善による住民サービスの拡充＞
令和２年度から実施されている、九州大学と連携したコホート分析について、高齢者の
生きがいづくりに対する各事業の効用分析（どのような働きかけが行動変容との関係に
あるか等）等、分析結果の活用も視野に入れ、中長期的な視点をもって、小施策全体の
展開について検討することが望ましい。＜事業等の廃止、縮小、重点化＞
大野城市いこいの里や老人憩いの家等の老人福祉施設の施設運営に関し、現在、指
定管理者制度を導入し、市としての業務負担を軽減した運営がなされているが、利用者
は固定化が進んでいることから、上記コホート分析結果も踏まえながら、小施策の目的
である高齢者の学びの場や活躍できる機会の創出に資する施設運営となるよう、施設
のあり方や運営方法についても検討することが望ましい。

・

・

・

優先順位の設定については、特に問題ないと考える。
貢献度が「低」とされている敬老祝金事業について、現時点でも支給に係る事務負担が大きく、さら
に、令和２年度は、新型コロナウイルス対策もあり、振込手続きの実施等によりさらに負担が増大し
ているとのことである。今後、高齢者数、特に後期高齢者数の増加が見込まれる中、祝金そのものの
支給規模が増大し、それに伴う事務負担も増大することが見込まれることから、支給基準、支給額及
び支給方法の見直しの余地が大きいと考える。なお、支給方法の見直しに当たっては、事務の外部
委託（企業、団体、地域組織等）や支給頻度の見直し（支給対象を分割し、２年や３年に一度支給す
る方法等）の観点から検討を進めることが望ましい。＜外部委託化・業務委譲等><効率化・集約化・Ｉ
ＣＴ活用等＞
貢献度が「低」のシニアクラブ活動支援事業について、補助金支給基準などの見直しが長期間されて
おらず、他団体との比較分析もされていない。また、シニアクラブの登録人数は、ほぼ横ばいで推移
しており、高齢者数が増加していることを考えると、新たに対象年齢となる層に対し魅力的な価値を
十分に提供できていない、又は周知が十分できていないことが考えられる。子どもの見守り活動等地
域に必要な担い手の維持という観点からも、他自治体の状況も踏まえ、必要に応じて事業内容や支
給基準等の変更についても検討することが望ましい。＜手法改善による住民サービスの拡充＞

・
・

・

小施策の展開・対応策 要検討

優先順位の設定 その他

・

成果指標について、「生きがいづくり事業への参加人数」を採用しているが、この人数の多くは、
いこいの里や老人福祉施設の延べ利用者であり、これらの施設はリピーターが多いことから、利
用実人数とのかい離が大きい。したがって、この指標では基本目標の達成状況が把握できない
と考える。本質的な成果は「社会活動に参加している高齢者」「趣味等の生きがいを持っている高
齢者」がどの程度いるかにあり、このどちらかに「YES」と回答した人の割合を上げるための働き
かけをすることが成果につながる。したがって、次期総合計画の策定に当たっては、「趣味や社
会活動等の生きがいをもっている高齢者の割合」などの指標の設定を検討することが望ましい。
現在、介護保険事業計画等策定時に実施する３年に１度のアンケート調査では、把握可能とのこ
とである。アンケート調査を実施しない年度における数値の把握については、市政モニター制度
（登録制のWeb回答者）を活用したり、毎年の全庁的に実施する世論調査（企画や行革部門等所
管のアンケート）を活用したりするなど工夫し、状況をモニタリングすることで施策方針の柔軟な
変更につなげることが可能となる。

・

経営資源の配分 要検討

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

現在、高齢者を対象とした施策は、すこやか長寿課と長寿支援課で実施されている。事
業によって所管が異なっているが、介護予防事業など両課で実施されている事業もあ
る。配置されている保健師等の専門職を最大限有効に活用するためには、専門性が必
要な業務とそれ以外の業務を区別し、また、各担当の果たすべき役割を明確にする必
要がある。保健師の配置数にもよるが、高齢者保健福祉に関する政策立案、介護予防
事業の実施、地域包括ケア体制の運営の3つの柱を明確にしつつ、双方連携できる仕
組みを構築するなど、組織体制の見直しについても検討されることが望ましい。＜手法
改善による住民サービスの拡充＞
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03 － 03 － 02

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 後期高齢者医療制度の適正運営
作成日 令和2年6月1日 作成課 長寿支援課 作成者 関戸 哲二

（単位：千円）

152,544
大施策 03 高齢者の生きがいづくり 一般財源 2,102,449 2,156,962 2,214,185
政策 03 誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり 特定財源 149,452 148,197

総事業費 2,251,901 2,305,159 2,366,729
 うち人件費 21,614 18,557 15,132

現状と課題

 高齢化率は全国平均を下回るものの、高齢化の進展に伴い、医療や生きがい
づくりなどのニーズが多様化しています。
 これから進展する長寿社会に向けて、高齢者が豊かな知識や経験を活かし、
生き生きと暮らしていける社会づくりとともに、住み慣れた地域で安心して生
活できる環境を整備していく必要があります。

合計（=総事業費） 2,251,901 2,305,159 2,366,729

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 3.0人 3.0人 3.0人

（単位：千円）

小施策の
基本目標

 資格管理や保険料賦課などを適切に行いながら、後期高齢者医療制度
の適正な運営に努めます。

４．小施策の展開＜Action＞

100
90 - - - -

％ 100
98 98

課題

99 99

後期高齢者の増加に伴い、医療費も年々増加傾向である。75歳で保険者がかわ
ることにより保健事業の引継ぎができていない。疾病の重症化予防により費用
の適正化を行い医療費を抑制する必要がある。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 後期高齢者はり・きゅう助成事業 事業７
事業２ 後期高齢者医療特別会計運営管理事務事業他 事業８

大施策の
基本目標

 高齢者がより自分らしく生きがいのある充実した人生を送ることがで
きるよう、高齢者自身の豊かな知識や経験を活かし、地域社会に積極的
に参加できる環境づくりを進めます。
 また、高齢者が病気やけがの際に、安心して適切な医療が受けられる
よう、後期高齢者医療制度の円滑かつ適切な実施に努めます。

指標名 単位 目標値

後期高齢者医療関係手続きに関する窓口での職員説明に
対する市民理解度

小施策 02 後期高齢者医療制度の適正運営

成果の達成・
未達成の原因等

令和元年度の目標達成値は90％だった。市民からの意見として、親
切・丁寧に対応してくれたという声を多く頂いた。一方で、もう少し笑
顔が必要という意見もあった。今後も、高齢者への市民満足度を高める
ため、窓口対応のスキル向上に努めていきたい。

今後は、保険者である後期高齢者医療広域連合と保健事業の主管課であるすこ
やか長寿課と連携し、保健事業の取組を推進し、医療費の抑制に努める。

事業４ 事業10
事業５ 事業11
事業６

事業３ 事業９

対応策

事業12

5



別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 03 - 03 - 02 後期高齢者医療制度の適正運営

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

2,251,901 2,305,159 2,366,729 21,614 18,557 15,132

149,452 148,197 152,544 3人 3人 3(2)人

3,619 3,182 3,531 1,081 928 757

0 0 0 0.15人 0.15人 0.15人

2,248,282 2,301,977 2,363,199 20,533 17,629 14,376

149,452 148,197 152,544 2.85人 2.85人 2.85人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

一部市民
（含市外者

維持 6点 1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2 後期高齢者医療特別会計運営管理事務事業他 経常事業 高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 後期高齢者はり・きゅう助成事業 経常事業 中
一部市民
（含市外
者）

維持

計

5点 2

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 後期高齢者はり・きゅう助成事業
はり・きゅうの費用の一部を助成
することにより、高齢者の健康の
保持増進に寄与するため。

大野城市の後期高齢者
医療被保険者

市が指定した鍼灸院に受領証を提示すれ
ば、施術料から市が助成する分を差し引
いた額の自己負担で、はり・きゅう受領
を現物給付する。

平成30年度診療対象者　768人　被保
険者の年間医療費の削減に期待

平成30年度被保険者１人あたりの年
間医療費　1,102,822円。これは県内
11番目に低い（県60自治体）　県平
均（1,178,616円より75,794円低い）

高齢者の健康保持増進のため今後も
事業を継続し対象者の増加を図る。

2
後期高齢者医療特別会計運営管理
事務事業他

後期高齢者医療の保険者である福
岡県後期高齢者医療広域連合と連
携をし、後期高齢者医療事務の適
正運営を行う。

大野城市の後期高齢者
医療被保険者

後期高齢者医療事務の窓口相談対応、保
険料通知発送、保険料納入相談、療養費
等の受付、広域連合への送信

徴収した保険料が、高齢者の医療費
の財源となること

被保険者による確実な保険料納付を
図ることで制度の維持につながって
いる。

制度の適正運営のため、今後も事業
を継続していく。

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

後期高齢者医療制度の適正運営

7



その他（次期総合計画
策定に向けて等）

・ 成果指標について「窓口での職員説明に対する市民理解度」（アンケートで「大変よく理
解した」という選択をした割合）としているが、アンケート内容が不満足となった要因や傾
向を分析するためのものになっていない。説明の仕方、待ち時間等、もう少し細かなアン
ケート質問にすることで今後の事業改善につなげることが望ましい。

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 要検討

・ 保険証発送、保険料通知が７月に集中し、事務負担が大きい中、封入・封緘業
務については委託しているとのことである。今後、既存業務の中での委託範囲
の見直し（委託範囲を広げられないか）やさらなる委託の推進（窓口、徴収など）
の余地があれば検討する必要がある。＜外部委託化・権限委譲等＞

●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・
・
法定の事業であり、施策展開や優先順位等についてはこのままで問題ない。
事務負担が一時期に集中するなど、改善の余地はあることから、事務改善を常に意識して引き
続き外部委託範囲の見直しや広域での共同処理等について検討することが望ましい。＜外部
委託化・業務委譲等＞

小施策の展開・対応策 そのまま

8



03 － 05 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 地域包括ケア体制と介護予防の推進
作成日 令和2年6月1日 作成課 すこやか長寿課 作成者 帖地 節子

（単位：千円）

130,597
大施策 05 地域包括ケア体制と介護予防の推進 一般財源 134,903 136,566 172,515
政策 03 誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり 特定財源 114,850 109,169

総事業費 249,753 245,735 303,112
 うち人件費 38,501 38,630 56,519

現状と課題

 高齢化の進展や、医療・介護需要のさらなる増加を背景に、地域の実情や特
性に合わせた、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援のサービスを一体的
に提供できる、地域包括ケアシステムの構築を進めています。
 今後も、地域包括支援センターが中心となり、地域包括ケアシステムの深
化・推進を図る必要があります。

合計（=総事業費） 249,753 245,735 303,112

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 6.4人 5.4人 13.9人

（単位：千円）

小施策の
基本目標

 基幹型地域包括支援センターの機能強化や、地区地域包括支援セン
ター、関係機関・団体との連携により、介護予防支援と高齢者福祉を推
進し、地域包括ケアシステムの充実を図り、切れ目のないサービス提供
に努めます。

４．小施策の展開＜Action＞

9,600
5,748 - - - -

人 9,600
7,800 8,700

課題

9,000 9,300

国の評価指標による地域包括支援センターの取組状況の評価に基づき、地域包
括支援センター業務の効率的・効果的な運営を展開する。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 地区地域包括支援センター運営事業 事業8 家族介護支援事業（任意事業）
事業２ 基幹型地域包括支援センター運営等事業 事業9 生活支援体制整備事業

大施策の
基本目標

 住み慣れた地域で支え合い、医療や介護が必要な状態になっても、尊
厳を保ちながら人生の最後まで自分らしく生活ができるよう、自助・互
助・共助・公助の力を最大限に活用し、自立した日常生活を営むことが
できる環境づくりを進めます。

指標名 単位 目標値

市や支援団体などが実施する一
般介護予防事業の年間参加者数

小施策 01 地域包括ケア体制と介護予防の推進

成果の達成・
未達成の原因等

音楽サロン及び足元気教室は、開催区が固定化しており、新しく開催す
る区を増やせなかったこと、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、令
和２年2月末から一般介護予防事業を中止したことにより、目標値を下
回った。

評価結果を踏まえ、地域包括支援センターの諮問機関である地域包括支援セン
ター運営協議会での協議を通じて、改善に向けた取組みを実現していく。

事業４ 地域包括支援センター運営協議会事業 事業11 指定介護予防、介護予防ケアマネジメント事業
事業５ 介護予防教室(まどかスクール)開催事業 事業12 高齢者福祉サービス事業
事業６

事業３ 地域包括支援センターシステム事業 事業10 認知症初期集中支援チーム事業

対応策

一般介護予防事業 事業13 老人福祉施設入所支援事業
事業 7 権利擁護事業 事業14

9



別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 03 - 05 - 01 地域包括ケア体制と介護予防の推進

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

249,753 245,735 303,112 38,501 38,630 56,519

114,850 109,169 130,597 6.4人 5.4人 13.4（9）人

102,558 104,231 107,795 5,198 5,215 8,478

- - - 0.864人 0.729人 2.01人

6,605 6,895 10,305 5,198 5,215 8,478

- - - 0.864人 0.729人 2.01人

3,436 2,067 1,092 2,310 1,545 565

- - - 0.384人 0.216人 0.134人

991 988 934 770 773 565

- - - 0.128人 0.108人 0.134人

4,485 5,330 7,546 2,888 3,284 4,522

- - - 0.48人 0.459人 1.072人

10,940 10,945 15,802 2,695 2,704 3,391

- - - 0.448人 0.378人 0.804人

2,570 2,883 5,489 1,925 2,318 3,391

- - - 0.32人 0.324人 0.804人

30,504 28,739 36,839 3,465 3,670 2,826

- - - 0.576人 0.513人 0.67人

12,976 12,964 15,248 3,850 3,863 5,087

- - - 0.64人 0.54人 1.206人

6,613 6,456 7,920 3,273 3,090 3,956

- - - 0.544人 0.432人 0.938人

28,884 27,190 50,019 3,850 3,863 13,282

- - - 0.64人 0.54人 3.149人

916 2,230 4,025 770 773 283

- - - 0.128人 0.108人 0.067人

38,276 34,818 40,099 2,310 2,318 1,696

- - - 0.384人 0.324人 0.402人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

一部市民
（含市外
者）

増加

職員 維持 5点 12

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 1

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 8

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 10

8点 6

12 高齢者福祉サービス事業 経常事業 中

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 311 指定介護予防、介護予防ケアマネジメント事業 経常事業 高

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 11

10 認知症初期集中支援チーム事業
実施計画
事業

高

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 79 生活支援体制整備事業
実施計画
事業

高

8 家族介護支援事業（任意事業） その他 中

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 47 権利擁護事業 経常事業 高

6 一般介護予防事業 経常事業 高

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 55 介護予防教室(まどかスクール)開催事業
実施計画
事業

高

4 地域包括支援センター運営協議会事業 経常事業 中

一部市民
（含市外
者）

維持 6点 93 地域包括支援センターシステム事業
実施計画
事業

高

2 基幹型地域包括支援センター運営等事業 経常事業 高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 地区地域包括支援センター運営事業
実施計画
事業

高
一部市民
（含市外
者）

増加

計

8点 2

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

13 老人福祉施設入所支援事業 経常事業 中
一部市民
（含市外
者）

維持 5点 13
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1
地区地域包括支援センター運営事
業

高齢者の生活実態（心身の状況・
経済状態・家族環境・生活環境
等）を把握し適切なサービスの提
供を行うことで、生活の質を向上
し在宅生活の安定を図る。

65歳以上の高齢者やそ
の家族、及び高齢者に
関する相談者

・包括的支援事業（総合相談支援、権利
擁護、ケアマネジメント支援、介護予防
ケアマネジメント）による、高齢者が地
域に於いて自立して生活を営むことがで
きるような、包括的継続的支援。
・国の評価指標に基づく各地区地域包括
支援センターの評価

要支援者や事業対象者を含む高齢者
やその家族が、健康や生活面に於け
る複合的な問題を解決しながら、安
心して生活を送ることが出来る。

市内４カ所の地区地域包括支援セン
ターは、国の評価基準をほぼ満たし
ており、取組みに大きな差は見られ
ない。関係機関や団体と連携しなが
ら、安定した運営ができている。

各地域の特性に応じ、国の評価指標
を基準としながら各地区地域包括支
援センターの安定した運営を継続し
ていく。

2
基幹型地域包括支援センター運営
等事業

地域住民の健康の保持及び生活の
安定のために必要な支援を行うこ
とで、保健医療の向上及び福祉の
増進を包括的に支援する。

65歳以上の高齢者やそ
の家族、及び高齢者に
関する相談者、各地区
地域包括支援センター

・包括的支援事業（総合相談支援、権利擁護、ケア
マネジメント支援、介護予防ケアマネジメント）
・包括連絡会議
・包括管理者連絡会議
・包括専門職別勉強会
・その他各種会議（地域ケア会議等）
・国の評価指標に基づく基幹型地域包括支援セン
ターの評価

地域包括ケアシステムの充実に伴
い、高齢者やその家族が安心して地
域での生活を送ることができる。

基幹型包括支援センター評価の結
果、国の評価基準をほぼ満たしてお
り、各地区地域包括支援センターを
はじめ、関係機関や団体と連携しな
がら、安定した運営ができている。

各種研修会や基幹型地域包括支援セン
ター内勉強会等を通じて職員のスキル
アップを図る。また、国の評価指標に基
づいた業務の遂行、並びに各業務の充実
に努め、基幹型地域包括支援センターの
機能強化を図ると共に、各地区地域包括
支援センターの総合調整や後方支援を継
続実施する。

3
地域包括支援センターシステム事
業

よりきめ細やかな対応を可能にす
るため、基幹型包括および地区包
括間のシステムネットワークの構
築を図る。

１号被保険者及び２号
サービス利用者

システムのネットワーク構築によるＩＴ
の活用

各地域包括支援センターとの連携強
化を図り、高齢者に対するサービス
提供をスムーズに行なうことができ
る環境を整備する。また、職員の事
務軽減を図ると共に、介護予防・総
合事業利用者に適正なサービスを提
供する。

システムのネットワーク構築によ
り、ケースの情報共有等をスムーズ
に行うことができ、地域包括支援セ
ンターの効率的な運営の一助となっ
ている。

安定したシステムのネットワーク化
により、地域包括支援センター業務
の円滑な運用を図る。

4
地域包括支援センター運営協議会
事業

地域包括支援センターの適切な運
営、公正・中立性の確保、その他
地域包括支援センターの円滑かつ
適正な運営を図る。

基幹型及び各地区地域
包括支援センター職員

運営協議会委員による会議
地域の実情に応じた、地域包括支援
センターの適正な運営。

運営協議会による評価に基づき、支
障なく運営ができている。

地域包括支援センターの事業報告に
とどまることなく、事業運営上の課
題把握、解決策の検討等、運営につ
いての協議を継続して実施してい
く。

5
介護予防教室(まどかスクール)開
催事業

65歳以上の高齢者が介護が必要な
状態に陥るのを予防し、できる限
り自立した在宅生活を送ることが
できる。ひいては、介護給付費・
予防給付費等の抑制を図る。

65歳以上の高齢者で、
要支援認定を受けてい
たり、基本チェックリ
ストに該当するなど、
心身の機能低下があ
り、介護予防の取り組
みが必要な高齢者。

・運動機能向上プログラム(通所C)
・栄養改善、口腔機能向上プログラム
(訪問C)

まどかスクールに参加することによ
り、心身機能の維持、向上を図る。

介護予防をはじめ、教室参加者の約
７割が主観的健康感が維持向上する
など、生活の質の向上のために有効
な事業である。

運動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは保健師による電話によ
り参加者が微増、栄養・口腔ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
は事業形態を訪問型に変更し、より
生活実態に応じた具体的な指導が可
能になったが参加者は少ない。
今後も、参加者増に向けた周知方法
について要検討。

6 一般介護予防事業
心身の健康の維持増進及び介護予
防を図る。

65歳以上の高齢者

・足元気教室
・音楽サロン（活動支援ボランティア養
成講座を含む）
・健康づくりミニデイ

心身の健康づくりや、介護予防に関
する知識の普及啓発、他者との交流
を図ることで、介護予防に向けた自
主的な活動に取組むことができる。

自主的な介護予防のための取組みだ
けでなく、他者との交流による社会
的孤立の解消や生きがいづくりにも
効果がある。

地区によって取組みに差があること
から、未開催区や関係団体への啓
発、周知が必要。なお、音楽サロン
活動支援ボランティア養成講座受講
者については、今後地域活動を行う
ための基盤整備を要する。

7 権利擁護事業
住み慣れた地域で、尊厳ある生活
を維持することができる。

65歳以上の高齢者及び
その家族
（特に、認知症等によ
り判断能力の低下がみ
られる高齢者、被虐待
高齢者及び養護者）

・成年後見制度講演会
・成年後見市長申立て
・成年後見報酬助成
・地域包括ケアネットワーク協議会
・居宅介護支援事業者向けの高齢者虐待
防止研修会

高齢者の権利や財産を守ることがで
きる

後見人による適切な支援（身上監護
や財産管理）により安心して生活を
送ることができている。地域包括ケ
アネットワーク協議会において、虐
待を受けた高齢者や養護者に対する
支援について、専門的な助言に基づ
き適切な支援に繋げることができて
いる。

成年後見制度や高齢者虐待、消費者
被害に関する相談件数が年々増加し
ていることから、関係機関や団体と
連携し、成年後見制度の利用促進を
図ると共に、虐待防止や虐待の早期
発見及び適切な支援に努める。

地域包括ケア体制と介護予防の推進

11



番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら
されることを期待するか】

現時点の成果達成状況
【どのような成果がでているか】

課題及び方向性
【今後どのようにするのか】

8 家族介護支援事業（任意事業）

住み慣れた地域での自立した生活
を継続できると共に、家族等が安
心して介護できる環境を整備す
る。

概ね65歳以上の高齢者
やその家族

※事業により別途規定
あり

・高齢者配食サービス事業
・在宅寝たきり高齢者介護手当事業
・徘徊高齢者位置検索事業
・高齢者介護用品（紙おむつ）給付事業
・緊急まどかコール事業

介護負担の軽減を図り、安心して自
宅での生活を送ることができる。

自宅での生活を継続して送ることが
でき、家族介護者の介護負担の軽減
を図ることができている。
なお、利用可否を決定するための聞
き取り調査を行うことで、日常生活
上の困り事を把握することができ、
各種サービスに繋げることができて
いる。

在宅福祉サービスの適切な運用のた
め、適宜、サービスの改善等見直し
を行う。

9 生活支援体制整備事業

高齢者の自立支援や介護予防、要
介護状態等の軽減若しくは悪化防
止のため、互助活動が活性化した
地域づくりを推進する。

65歳以上の高齢者

・第１層協議体、第２層協議体の設置及
び運営
・生活支援コーディネーターの配置に伴
う社会資源の把握

社会資源の把握と共に、協議体に参
画する法人や団体等と連携し、本市
で求められる互助活動が活性化した
高齢者向けの生活支援体制を整備す
る。

平成30年度に第１層協議体を設置
し、第２層協議体は平成30年度に南
地区、令和元年度に東地区の設置に
至っている。なお、把握した社会資
源については、「もやい帳」として
まとめ関係機関や団体に配付するこ
とができている。

第２層協議体未設置のコミュニティ
については協議を重ね、令和２年度
末までの全地区設置を目指す。設置
済のコミュニティについては、地域
の課題抽出や解決に向けた取組みに
ついて、協議を進める。

10 認知症初期集中支援チーム事業
地域の実情を考慮し、認知症の早
期発見と医療・介護の総合的な支
援を行う。

・軽度認知障害を含む
認知症初期段階の人と
その家族
・認知症状が著明で対
応に苦慮している人と
その家族

・認知症初期集中支援チームによる訪問活動及び
チーム員会議
（認知症地域支援推進員を中心に、認知症サポート
医、地域包括支援センター保健師がチームを組み、
認知症のアセスメント、サポート医からの助言に基
づく支援、専門医への受診勧奨、適切な介護・福祉
サービスの導入、家族への助言などを支援）

認知症に対する本人・家族の不安を
解消し、混乱無く、住み慣れた地域
で生活を継続することができる。

認知症サポート医の適切な助言に基
づき専門医や相談先の紹介を行うな
ど、本人の不安や家族の介護負担を
軽減することができている。

医療機関や薬局など認知症高齢者と
接することが多い機関からの相談が
少ないため、事業周知や関係機関と
の連携について再検討が必要であ
る。

11
指定介護予防、介護予防ケアマネ
ジメント事業

高齢者が可能な限り住み慣れた地
域で、その人らしい自立した生活
を送ることができる。

要支援認定者及び事業
対象者

介護予防ケアプランの作成
住み慣れた地域で、その人らしい、
自立した生活を送ることが出来る。

利用者本人や家族の意向を把握し、
介護保険サービスなどのフォーマル
サービス、地域の見守りをはじめと
するインフォーマルサービスを調整
し、その人らしい自立した生活が送
れるよう支援することができてい
る。

指定介護予防支援事業所の基準（介
護保険法）に基づき、今後も適正に
運営していく。

12 高齢者福祉サービス事業
住み慣れた地域で、安心して自立
した生活を送ることができる。

概ね65歳以上の独居高齢者または高齢者
世帯の人
※外国人高齢者福祉手当は次の要件に全
て該当する人
・日本国籍を有しない大正15年４月１日
以前に出生した人
・生活保護未受給者
・公的年金未受給者
・外国人障がい者福祉手当未受給者

・福祉電話設置運営事業
・軽度生活支援事業
・高齢者日常生活用具給付事業
・高齢者短期入所(ショートステイ)事業
・外国人高齢者福祉手当給付事業

自立した生活が継続できる。
サービスの利用により、自宅での生
活を継続して送ることができてい
る。

高齢者が在宅での生活を継続するた
め、日常生活の質の向上を図るため
に必要な福祉サービスであることか
ら、普及啓発に努める。
※利用実績のないサービスについて
は、対象者の見直しや廃止も含め検
討を進める。

13 老人福祉施設入所支援事業

身体的・経済的な理由等により、
居宅において養護を受けることが
困難な高齢者を、養護老人ホーム
等への入所により、安全で安定し
た生活を提供する。

65歳以上の、身体的・
経済的な理由等によ
り、居宅において養護
を受けることが困難な
高齢者

入所判定委員会による措置入所の決定
安全で安定した生活を継続して送る
ことができる。

高齢者の生活状況等から、随時入所
判定委員会を開催して可否を決定
し、措置入所のための対応を行って
いる。

高齢者人口の増加、なかでも複合的
な課題をもつ高齢者の増加により、
措置入所者の増加が見込まれる。状
況により、対応可能な施設について
要検討。
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特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源

９介護特会 1 地区地域包括支援センター運営事業（介護特会分）

2 基幹型地域包括支援センター運営等事業

3 地域包括支援センターシステム事業

4 地域包括支援センター運営協議会事業

5 介護予防教室(まどかスクール)開催事業 93,695 66,632 98,990 64,620 100,093 83,262

6 一般介護予防事業

7 権利擁護事業

8 家族介護支援事業（任意事業）

9 生活支援体制整備事業

10 認知症初期集中支援チーム事業

11 指定介護予防、介護予防ケアマネジメント事業

介護予防ケアマネジメント事業

11介護特会 指定介護予防・介護予防プラン作成事業 13,897 0 8,748 0 26,696 0

一般会計 1 地区地域包括支援センター運営事業（一般会計分）

（3-1-5） 12 高齢者福祉サービス事業 7,258 29,770 4,903 29,844 3,808 39,428

13 老人福祉施設入所支援事業

114,850 96,402 112,641 94,464 130,597 122,690

（単位：千円）

計

211,252 253,287207,105合計

平成30年度決算 令和元年度決算 令和２年度予算

13



その他（次期総合計画
策定に向けて等）

優先順位の設定 要検討

・

・

この小施策を構成する事務事業の優先順位としては、地域包括支援及び介護予防事
業が高く設定されており、施策目的とも整合していることから、優先順位の考え方につい
ては問題が見られない。
フレイル（加齢により心身が衰えた状態）予防や介護予防の重要性が一層高まっている
中、教室参加者個人の効果や成果（身体機能の状況）は的確に把握されている。しか
し、今後、高齢者数、特に後期高齢者数が増加する見込みであることから、各事業ごと
の効果把握だけでなく、施策全体の効果等を把握する必要がある。特に、経営資源（財
源や人材等）は限られていることから、増加する市民ニーズに対応し、市全体としてより
大きな効果を上げるためには、今以上に施策内の取組における優先順位付け及び事業
の取捨選択の重要性が高まる。他自治体においては、根拠(データ、数値化)に基づいた
施策立案に向けた取組を進めているところもあり、今後、令和２年度から取り組まれて
いる九州大学と連携したコホート分析等により、事業の優先順位付けに活用することが
求められる。＜事業等の廃止、縮小、重点化＞

経営資源の配分 要検討

・ 「高齢者の生きがいづくり」にも記載しているとおり、事業によって所管が異なっ
ているが、介護予防事業など両課で実施されている事業もある。配置されてい
る保健師等の専門職を最大限有効に活用するためには、専門性が必要な業務
とそれ以外の業務を区別し、また、各担当の果たすべき役割を明確にする必要
がある。保健師の配置数にもよるが、高齢者保健福祉に関する政策立案、介護
予防事業の実施、地域包括ケア体制の運営の3つの柱を明確にしつつ、双方連
携できる仕組みを構築するなど、組織体制の見直しについても検討されること
が望ましい。＜効率化・集約化・ＩＣＴ活用等＞

●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・
・
基本的な施策展開・優先順位等についてはこのままで問題ない。
この小施策に関しては、制度が複雑かつ改正も多く、市民ニーズに合わせて事業目的を勘案しながら軽
重をつける必要がある。介護予防をさらに重点的に実施すること、サロン活動を活発にしたいという方針
であるため、地域（NPO、地域団体）への事業の移管、事業者への委託および既存事業の委託方法の見
直し（ＰＦＳ（Pay For Success、成果連動型の契約）を先駆的に実施する等）を検討することが望ましい。な
お、今後は根拠（データ、数値化）に基づいた施策立案のための分析事業等に注力することについて検討
することが望ましい。＜外部委託化・権限委譲等＞

小施策の展開・対応策 要検討

・

・

・

現状の本施策の展開や事業の組み合わせについては、他市町における取組と
相違なく、大きな課題は見当たらない。
個別の事業を見ると、介護予防事業については、委託範囲を見直す（集客部分
も仕様に入れ、行政負担を軽減させる等）ほか、新しい契約手法であるＰＦＳを
先駆的な実施等についても検討することが望ましい。また、既存の直営実施の
事業に関し、地域やＮＰＯへの移管等も検討する必要がある。＜外部委託化・
権限委譲等＞
コホート分析の活用だけでなく、健康ポイント事業と介護予防の成果の関係を分
析する等、介護予防事業参加者をモニタリングできる仕組みを検討することが
望ましい。
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03 － 07 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

基幹相談支援センター事業や自立支援協議会等を通じたニーズの把握、効果
的・効率的な事業設計、関係団体と連携した社会資源の整備を進めながら、事
業を実施していく。

事業４ 障がい福祉独自事業 事業10 障がい者支援センター運営事業
事業５ 障がい者（児）手当給付事業 事業11 その他
事業６

事業３ 地域生活支援事業 事業９ 障害支援区分等認定審査会運営事業

対応策

自立支援医療給付事業 事業12

課題

1,200 1,225

様々なニーズに対して、地域生活支援事業（市の自主性が発揮できる国県補助
事業）や障がい福祉独自事業（市の自主事業）をいかに効果的・効率的に実施
できるかが課題である。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 障害福祉サービス費給付事業 事業７ 基幹相談支援センター事業
事業２ 障害児通所給付費事業 事業８ 筑紫地区地域活動支援センター運営事業

大施策の
基本目標

 障がいのある人が自立した日常生活や社会参加を営むことができるよ
う、必要な支援を行うことにより、誰もが自分らしく心豊かに暮らすこ
とができる共生社会を目指します。

指標名 単位 目標値

市が提供する障がい者(児)を対象とする障害福祉サービ
ス、障害児通所給付、地域生活支援事業、障がい福祉独
自事業のいずれかのサービスを利用した実人数

小施策 01 障がい者（児）の社会参加の支援

成果の達成・
未達成の原因等

障害児通所給付事業の利用者が予想を大きく上回ったため、目標値を超
える結果となった。小施策の

基本目標

 さまざまなニーズに対応した障がい福祉サービスや地域生活支援事業
の提供体制および相談支援体制の充実を図ることにより、障がいのある
人の自立と社会参加を促進します。

４．小施策の展開＜Action＞

1,250
1,239 - - - -

人 1,250
1,150 1,175

総事業費 2,155,157 2,319,373 2,422,476
 うち人件費 44,409 44,344 56,594

現状と課題

 障害者手帳の交付者数は年々増加しています。また、障がい福祉サービスの
充実に伴い、利用者も増加しています。
 障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現の
ため、障がいのある人が日常生活または社会生活で直面する困難に着目した支
援が求められています。

合計（=総事業費） 2,155,157 2,319,373 2,422,476

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 6.5人 7.5人 8.5人

（単位：千円）

1,717,909
大施策 07 障がい者（児）の社会参加の支援 一般財源 692,001 701,408 704,567
政策 03 誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり 特定財源 1,463,156 1,617,965

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 障がい者（児）の社会参加の支援
作成日 令和2年6月1日 作成課 福祉課 作成者 石川 茂

（単位：千円）
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 03 - 07 - 01 障がい者（児）の社会参加の支援

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

2,155,157 2,319,373 2,422,476 44,409 44,344 56,594

1,463,156 1,617,965 1,717,909 6.5人 7.5人 8.5人

1,349,458 1,394,425 1,414,198 8,882 8,869 10,300

944,863 1,016,081 1,032,104 1.3人 1.5人 1.547人

490,479 621,333 631,302 7,550 7,538 9,228

368,163 454,297 466,555 1.105人 1.275人 1.386人

66,093 68,382 84,158 6,661 6,652 9,568

30,940 28,267 46,691 0.975人 1.125人 1.437人

19,018 17,840 20,612 6,661 6,652 5,320

679 244 1,566 0.975人 1.125人 0.799人

68,466 68,068 71,631 4,441 4,434 3,562

21,476 20,111 22,334 0.65人 0.75人 0.535人

137,343 127,484 134,722 4,441 4,434 3,562

93,603 95,575 115,390 0.65人 0.75人 0.535人

9,904 7,619 17,270 2,220 2,217 8,096

0 1,895 2,295 0.325人 0.375人 1.216人

6,802 6,869 7,532 444 443 340

3,432 477 822 0.065人 0.075人 0.051人

4,905 3,641 23,635 444 443 4,528

0 0 14,852 0.065人 0.075人 0.68人

468 1,493 15,666 444 443 340

0 1,018 15,300 0.065人 0.075人 0.051人

2,220 2,217 1,751 2,220 2,217 1,751

0 0 0 0.325人 0.375人 0.263人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

一部市民
（含市外者）

維持

一部市民
（含市外者）

増加 8点 1

一部市民
（含市外者）

維持 6点 3

令和1年度から、国県補助対象事業の一部
が、「8.筑紫地区地域活動支援センター運営
事業」から「7.基幹相談支援センター事業」に
移行。

令和1年度から、国県補助対象事業の一部
が、「8.筑紫地区地域活動支援センター運営
事業」から「7.基幹相談支援センター事業」に
移行。

令和2年度は特別会計（筑紫地区障害支援
区分等審査会事業）も含む。本審査会は筑
紫地区5市で共同設置しているものであり、
事務局は輪番制。令和2・3年度は本市が事
務局であり、よって特別会計を設けている。

令和1年度は施設改修工事設計監理委託
料、令和2年度は施設改修工事費を計上。

一部市民
（含市外者）

維持 5点 10

一部市民
（含市外者）

維持 5点 9

5点 8

12

11 その他

10 障がい者支援センター運営事業 経常事業 中

一部市民
（含市外者）

維持 5点 59 障害支援区分等認定審査会運営事業 経常事業 中

8 筑紫地区地域活動支援センター運営事業 経常事業 中

一部市民
（含市外者）

維持 5点 57 基幹相談支援センター事業 経常事業 中

6 自立支援医療給付事業 経常事業 中

一部市民
（含市外者）

維持 5点 75 障がい者（児）手当給付事業 経常事業 中

4 障がい福祉独自事業 経常事業 高

一部市民
（含市外者）

増加 8点 13 地域生活支援事業 経常事業 高

2 障害児通所給付費事業 経常事業 高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 障害福祉サービス費給付事業 経常事業 高
一部市民
（含市外者）

維持

計

6点 3

備考

＊令和２年度職員人数・人件費に会計年度
任用職員は含まない
（会計年度任用職員は５名。給料等は、総事
業費に含む）

下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 障害福祉サービス費給付事業

・目的：障がい者(児)が自立した
日常生活及び社会生活を営むため
・障害者総合支援法に基づく全国
一律のサービスとして実施

身体・知的・精神障が
い者(児)、難病患者

訪問系サービス（在宅）、日中活動系
サービス（通所）、居住系サービス（入
所）等

障がい者(児)が基本的人権を享有す
る個人としての尊厳にふさわしい日
常生活又は社会生活を営むことがで
きる。

障害福祉サービス実利用者数
平成３０年度６２５人

・対象者のニーズに応じたサービス
の提供を引き続き実施する。
・関係機関との連携強化による支援
体制の整備を図る。

2 障害児通所給付費事業
・目的：障がい児の療育
・児童福祉法に基づく全国一律の
サービスとして実施

身体・知的・精神障が
い児、難病患者(18歳未
満)

児童発達支援（未就学児に対する療
育）、放課後等デイサービス（小中高の
児童生徒に対する療育）等

障がい児の年齢や発達の程度に応じ
た健全な育成

障害児通所給付実利用者数
平成３０年度３２９人

・対象者のニーズに応じたサービス
の提供を引き続き実施する。
・関係機関との連携強化による支援
体制の整備を図る。

3 地域生活支援事業

・目的：障がい者(児)が自立した
日常生活及び社会生活を営むため
・障害者総合支援法に基づき、市
の地域性や市民のニーズに応じて
実施

身体・知的・精神障が
い者(児)、難病患者

日常生活用具給付、移動支援、日中一時
支援、社会参加支援、意思疎通支援、訪
問入浴、啓発事業、成年後見制度利用支
援等

障がい者(児)が基本的人権を享有す
る個人としての尊厳にふさわしい日
常生活又は社会生活を営むことがで
きる。

地域生活支援事業実利用者数
平成３０年度１０３人

・地域性や対象者のニーズに応じた
事業を創意工夫しながら引き続き展
開する。
・関係機関との連携強化による支援
体制の整備を図る。

4 障がい福祉独自事業

・目的：障がい者(児)が自立した
日常生活及び社会生活を営むため
・他事業を補完し、制度の隙間を
埋めるために市の独自事業として
実施

身体・知的・精神障が
い者(児)、難病患者、
障がい者手帳未所持者
の一部

タクシー利用助成、紙おむつ給付、配食
サービス、住宅改造助成、福祉車両購入
助成、施設通所費用助成、在宅酸素濃縮
器使用電気料金助成、難聴児補聴器購入
費助成、職場体験実習事業、障がい者相
談員事業等

障がい者(児)等が基本的人権を享有
する個人としての尊厳にふさわしい
日常生活又は社会生活を営むことが
できる。

障がい福祉独自事業実利用者数
平成３０年度７９人

・対象者に対して隙間のないサービ
スを提供するために、他事業を補完
する事業として、創意工夫しながら
引き続き展開する。
・関係機関との連携強化による支援
体制の整備を図る。

5 障がい者（児）手当給付事業

・目的：重度障がいに伴う精神的・物
質的な負担軽減を図ること
・特別児童扶養手当等の支給に関する
法律に基づく全国一律のサービスとし
て、また市独自事業として実施

身体・知的・精神障が
い者(児)
※重度障がい者(児)介
護手当は介護者が対象
者

・特別児童扶養手当等の支給に関する法
律法に基づくもの
特別障害者手当、障害児福祉手当
・市独自事業
重度障がい者手当、重度障がい者(児)介
護手当、外国人障がい者福祉手当

重度障がいに伴う精神的・物質的な
負担軽減

障がい者(児)手当受給者数(実人数)
平成３０年度４４９人

・法令、市要綱を遵守するととも
に、事業の周知を広く行い、対象者
に対して確実に給付ができるよう引
き続き実施していく。

6 自立支援医療給付事業

・目的：障がい者(児)が障がいの
状態の軽減を図り、自立した日常
生活及び社会生活を営むため
・障害者総合支援法に基づく全国
一律のサービスとして実施

身体に障がいがある人
で、障がいの進行防止
や障がいの状態の軽減
にかかる治療効果が期
待できる人

医療費の一部を助成
障がいの進行防止と障がいの状態の
軽減

自立支援医療給付受給者数
平成３０年度２７６人

・法令を遵守するとともに、関係機
関と連携をとりながら、対象者に対
して確実に給付ができるよう引き続
き実施していく。

7 基幹相談支援センター事業

・目的：地域の障害者(児)に関する相
談支援の中核的な役割を担う機関とし
て相談等の業務を総合的に行うことを
目的とする。
・障害者総合支援法において市町村の
必須事業と位置付けられている。

市民(障がいのある
人)、相談支援事業所、
福祉関係機関

・福祉課職員により総合的・専門的な相
談支援、指導・助言を行う
※専門性を担保するために、専門職を
（社会福祉士又は精神保健福祉士）会計
年度任用職員として雇用

・地域の障がい者(児)に対する相談
から福祉サービス提供までのスムー
ズな支援
・障がい者虐待事案や処遇困難ケー
スに対する適切な対応

基幹相談支援センター延べ相談者数
平成３０年度２，６２８人

・市の相談支援の中核として、市民
や関係機関からの相談、相談支援事
業所の指導、虐待事案への対応など
を引き続き適切に実施していく。

8
筑紫地区地域活動支援センター運
営事業

・目的：障がい者の社会参加の促
進、障がい者に対する相談支援事
業等
・障害者総合支援法において市町
村の必須事業と位置付けられてい
る。

・通所事業：精神障が
い者
・相談支援事業：身
体・知的・精神障がい
者(児)、難病患者、保
護者、介護者

筑紫地区地域活動支援センターを筑紫地
区５市で設置。指定管理施設として指定
管理者が運営。障害者総合支援法上の
「地域活動支援センター」を運営。

・通所事業：精神障がい者の創作的
活動又は生産的活動の機会の確保、
社会参加の促進
・相談支援事業：障がい者に対する
必要な情報の提供及び助言等

筑紫地区地域活動支援センター登録
者数　平成３０年度５６人

・対象者のニーズに応じたサービス
の提供を関係機関との連携をとりな
がら、引き続き実施する。

9
障害支援区分等認定審査会運営事
業

・目的：障害福祉サービスの支給
決定を行う際に用いる障害支援区
分の判定を行うことを目的とす
る。
・障害者層総合支援法に基づく全
国一律の事業として実施

障害福祉サービス(訪問
系サービス、日中活動
系サービス、居住系
サービスの一部)の利用
申請者

・筑紫地区５市共同で審査会を設置。審
査会は有識者(医師等)により構成。
・利用申請者の障害区分を審査会で認定

障害福祉サービス(訪問系サービス、
日中活動系サービス、居住系サービ
スの一部)の利用申請者の障害支援区
分の決定

障害支援区分等認定審査会開催回数
平成３０年度１６回

・法令を遵守するとともに、関係機
関と連携をとりながら、中立・公正
な審査を引き続き実施していく。

10 障がい者支援センター運営事業
・目的：障がい者(児)が自立した
日常生活及び社会生活を営むため
・市の独自事業として実施

身体・知的・精神障が
い者(児)、難病患者

本市単独で障がい者支援センターを設
置。指定管理施設として指定管理者が運
営。障害者総合支援法上の「生活介護」
「就労継続支援Ｂ型事業」「計画相談支
援」「障害児相談支援」を実施。

障がい者(児)が基本的人権を享有す
る個人としての尊厳にふさわしい日
常生活又は社会生活を営むことがで
きる。

障がい者支援センター実利用者数
平成３０年度１４１人

・対象者のニーズに応じたサービス
の提供を関係機関との連携をとりな
がら、引き続き実施する。

障がい者（児）の社会参加の支援
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・
・

・

基本的な施策展開・優先順位等についてはこのままで問題ない。
障がい者（児）福祉に関し、サービス水準を向上させるためには、多様な制度の理解や高齢者福祉、児童福
祉、教育等との連携が必要である。例えば、保育施設や教育施設における障がいに応じた配慮やサポート体
制の整備などが挙げられる。＜手法改善による住民サービスの拡充＞
現在、地域活動支援センターは広域処理されているが、サービスの窓口となる相談体制は、市単独であり、
会計年度任用職員で主に対応しており、人材の確保が難しい状況にある。今後、相談、訪問、サービスの実
施と関係機関との連携を効果的かつ効率的に行うとともに、それらに必要な人材を確保するため、市内部の
組織人員体制及び広域処理体制を含め検討することが望ましい。＜外部委託化・権限委譲等＞

小施策の展開・対応策 要検討

・

・

障がい者（児）福祉に関しては、国の制度の変更も多く、また、サービス対象者
の多様化も進む中、サービス水準を向上させるためには、多様な制度の理解や
高齢者福祉、児童福祉、教育等との連携が今まで以上に必要になっている。
そのような中、市職員において業務量の増加や専門性の確保などの課題があ
る。また、現在、地域活動支援センターは広域処理されているが、サービスの窓
口となる相談体制は、市単独であり、会計年度任用職員で主に対応しており、
待遇の面から人材の確保が難しい状況にある。今後、相談、訪問、サービスの
実施と関係機関との連携を効果的かつ効率的に行うとともに、それらに必要な
人材を確保するため、市内部の組織人員体制及び広域処理体制を含め検討す
る必要がある。＜外部委託化・権限委譲等＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

・

・

現時点では独自事業を中心とした事務手続きの職員負担は問題ないこと、さらに広域で
連携すべき業務領域は今のところないとのことである。
課員の業務状況の把握は十分といえない部分もあるとともに、制度変更がある際には
業務のやり方や流れが変更されることも予想されることから、事務軽減策を検討する余
地はないか、広域化を進める余地はないかを引き続き検討することが望ましい。

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 要検討

・

・

「小施策の展開・対応策」に記載しているとおり、現在、地域活動支援センターは広域処
理されているが、サービスの窓口となる相談体制は、市単独であり、会計年度任用職員
で主に対応しており、待遇の面から人材の確保が難しい状況にある。今後、相談、訪
問、サービスの実施と関係機関との連携を効果的かつ効率的に行うとともに、それらに
必要な人材を確保するため、市内部の組織人員体制及び広域処理体制を含め検討す
る必要がある。＜外部委託化・権限委譲等＞
人的資源配分や組織体制について、介護と障がい福祉の連携や障がい児・特別支援
教育と障がい福祉との連携など、切れ目のない支援が求められている。現在は３つの
部にまたがった施策展開となっており、これらを統括する仕組み・組織がないため、統括
課や施策立案部署の設置や主導的に横連携を促す部署を事務分掌上に位置付ける
等、切れ目のない支援の施策展開に向けて組織体制の充実を検討することが望まし
い。＜手法改善による住民サービスの拡充＞
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04 － 02 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

民間活力を取り入れる等の整備並びに運営体制を構築する。
事業４ 事業10
事業５ 事業11
事業６

事業３ 中心市街地地区整備事業 事業９

対応策

事業12

課題

6.4 13.4

整備後の高架下及び周辺がにぎわいと人の回遊性を持ったまちとなるような取
り組みが必要である

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業 事業７
事業２ 高架下有効利用及び市街地活性化計画検討事業 事業８

大施策の
基本目標

 本市の中心市街地を、便利でにぎわいにあふれる魅力的なまちとして
形成するために、連続立体交差事業の着実な推進、ならびに高架下と駅
前広場・側道などの一体的な整備に取り組みます。
 また、このことと併せて、人が集い、にぎわうための仕掛づくりに取
り組みます。

指標名 単位 目標値

「高架下利用基本計画」に基づく、高
架下や側道などの事業進捗率

小施策 01 西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用

成果の達成・
未達成の原因等

連立に関連する他課の事業を含む全事業の各年度予定額に基づいて目標
値進捗率を算出している。
令和元年度に予定する事業は全て実施しているが、達成値は決算額に基
づき算出するため率は0.2％下回っている。

小施策の
基本目標

 一体的な整備計画の策定と事業実施スケジュールの管理を行います。
また、にぎわいづくりと回遊性向上のための計画策定と推進体制の確立
に取り組みます。

４．小施策の展開＜Action＞

34.6
0.9 - - - -

％ 34.6
1.1 2.8

総事業費 1,672,998 638,000 686,758
 うち人件費 27,580 27,505 31,943

現状と課題

 本市中心部の駅周辺や鉄道沿線地域においては、西鉄天神大牟田線連続立体
交差事業を中心とした都市基盤整備事業が進められています。
 また、中心市街地への集客と回遊性を高め、活気あるまちづくりが求められ
ています。これらを実現するためには、連続立体交差事業を計画通りに完了さ
せるとともに、活性化に係る施策を計画的に推進することや、広く市民などへ
周知することが必要です。

合計（=総事業費） 1,672,998 638,000 686,758

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 4.0人 5.0人 5.0人

（単位：千円）

638,064
大施策 02 西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用 一般財源 38,113 15,620 48,694
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 1,634,885 622,380

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用
作成日 令和2年6月1日 作成課 連立･高架下活用推進室 作成者 團野 貴夫

（単位：千円）
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 11 - 01 西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

1,672,998 638,000 686,758 27,580 27,505 31,943

1,634,885 622,380 638,064 4.0人 5.0人 5.0人

1,640,694 622,674 646,501 5,516 2,751 7,986

1,634,885 622,380 638,064 0.8人 0.5人 1.25人

15,806 4,799 12,786 11,032 11,002 7,986

0 0 0 1.6人 2.0人 1.25人

16,498 10,527 27,472 11,032 13,753 15,972

0 0 0 1.6人 2.5人 2.5人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

8点 1

2 高架下有効利用及び市街地活性化計画検討事業
実施計画
事業

中

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 西鉄天神大牟田線連続立体交差事業
実施計画
事業

高 全市民 維持

計

4

全市民 増加 8点 13 中心市街地地区整備事業
実施計画
事業

低

6

5

8

7

10

9

12

11

全市民 維持 7点 3
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1
西鉄天神大牟田線連続立体交差事
業

西鉄天神大牟田線により交通渋滞
及び市街地の分断が生じているた
め、鉄道高架化によって交通の円
滑化と市街地の一体化を図る

春日原駅北側（福岡市
行政界）から下大利駅
南側（太宰府市行政
界）までの延長約3.3ｋ
ｍ

連続立体交差事業（県事業）
総事業費約557億円
地元負担率：補助事業分1/6、県単独事
業分1/4
本市負担割合81.02%(春日市18.98%)

12箇所の踏切除却及び市街地の一体
化

事業終了後、渋滞緩和等の成果が出
る見込

予定どおりの事業完了に向けた県等
への働きかけ

2
高架下有効利用及び市街地活性化
計画検討事業

高架下空間を有効活用し、中心市
街地の活性化を図り、にぎわいの
あるまちをつくる

市民
計画策定にあたっては、市民参加を基本とす
る

中心市街地及び沿線の商店街等に人
が集い、にぎわいのあるまちが形成
される

市民の高架下活用に関する期待が高
まってきている

計画に基づいた、整備の実施と整備
後の空間の活用を図る

3 中心市街地地区整備事業
連続立体交差事業に合わせ、高架
下及び周辺市街地の都市基盤を整
備し、中心市街地の活性化を図る

春日原駅から下大利駅
間の高架下及び沿線で
形成する中心市街地
（200ha）

社会資本整備総合交付金を活用した高架
下及び沿線市街地の都市基盤の整備

高架下及び沿線で形成する中心市街
地が活性化されにぎわいがうまれる

高架下利用基本計画に基づき整備す
ることで、成果が出ると見込まれる

計画に基づいた整備の実施

4

5

6

7

8

9

10

11

12

西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用
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その他（次期総合計画
策定に向けて等）

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 その他

・ 現在は１部署５名体制で対応しているが、事業のピーク時には業務量が相当程
度増加することが見込まれている。市における他の大型ハード事業の状況等を
踏まえ、組織のあり方として、広域や県との連携も見据えつつ技師の採用や配
置数のあり方等を現場の意見を聴取しながら検討する必要がある。＜組織体
制の見直し＞

●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・ 施策展開としては、福岡県施行の事業進捗状況によって左右される部分が大きく、市では直接
コントロールできない部分が大きい。
今後、市において、当該施策と同様の大型ハード事業の状況等を踏まえ、組織のあり方として、
広域や県との連携も見据えつつ技師の採用や配置数のあり方等を現場の意見を聴取しながら
検討する必要がある。＜外部委託化・業務委譲等＞

小施策の展開・対応策 そのまま

・ 施策展開としては、福岡県施行の事業進捗状況によって左右される部分が大き
く、市ではコントロールできない部分が大きい。
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04 － 03 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

福岡県及び西鉄連立事務所と調整をおこないながら事業を進める。
事業４ 飯塚大野城線（乙金２工区）関連事業 事業10
事業５ 日の浦池線整備事業 事業11
事業６

事業３ 中川久保線整備事業 事業９

対応策

事業12

課題

0.96 1.69

西鉄連続立体交差事業に関連する事業において、連続立体交差事業の進捗状況
に併せた整備、スケジュール調整を要する。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 連続立体交差関連事業 事業７
事業２ 乙金大池線（Ⅱ工区）整備事業 事業８

大施策の
基本目標

 市内外の移動の骨格となる広域幹線道路と、中心市街地と周辺住宅地
を結ぶ幹線道路の整備を推進するとともに、交通渋滞の緩和、道路交通
の安全確保に取り組みます。
 また、市民が利用しやすい公園の整備と維持管理を進め、憩いの空間
や良好な都市景観の形成を図ります。

指標名 単位 目標値

都市計画道路の整備延長

小施策 01 幹線道路の整備

成果の達成・
未達成の原因等

目標値2.4ｋｍの大部分は西鉄連続立体交差事業に関連する側道整備で
ある。連立事業の延長に伴い、成果の未達成となる可能性がある。小施策の

基本目標
 市内幹線道路および広域幹線道路の整備を進め、交通渋滞の緩和や道
路交通の安全確保に努めます。

４．小施策の展開＜Action＞

2.40
0.08 - - - -

ｋｍ 2.4
0.07 0.27

総事業費 409,933 479,782 570,971
 うち人件費 50,990 51,399 53,174

現状と課題

 新しい都市構造を形成する骨格として、また、周辺地区からのアクセス強化
としてさまざまな幹線道路の整備が進められています。今後は、新たな人の流
れを生み出す都市計画街路事業のさらなる推進が求められています。
 また、公園においては、公園施設の計画的な更新が行われており、近年で
は、公園施設の維持管理の取り組みの広がりやニーズの多様化が進んでいます

合計（=総事業費） 409,933 479,782 570,971

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 8.5人 8.5人 8.5人

（単位：千円）

468,222
大施策 03 幹線道路の整備と公園の管理 一般財源 90,378 148,082 102,749
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 319,555 331,700

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 幹線道路の整備
作成日 令和2年6月1日 作成課 公園街路課 作成者 玉井 大吾

（単位：千円）
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 03 - 01 幹線道路の整備

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

409,933 479,782 570,971 50,990 51,399 53,174

319,555 331,700 468,222 8.5人 8.5人 8.5人

98,392 62,185 185,423 22,916 30,839 23,897

69,977 22,373 159,548 3.82人 5.10人 3.82人

114,271 223,612 12,234 10,198 10,280 5,317

92,146 170,758 0 1.7人 1.7人 0.85人

140,459 182,524 308,445 10,198 7,680 10,635

113,572 138,569 270,979 1.7人 1.27人 1.70人

2,579 11,461 22,056 2,579 2,600 8,007

0 0 200 0.43人 0.43人 1.28人

- - 42,812 - - 5,317

- - 37,495 - - 0.85人

54,232 - - 5,099 - -

43,860 - - 0.85人 - -

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

備考

※特定財源に、人件費充当分は含まない。
〈人件費充当分特定財源〉
H30　3,061千円　R１　4,040千円
R2　4,800千円

下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

8点 1

2 乙金大池線（Ⅱ工区）整備事業
実施計画
事業

高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 連続立体交差関連事業
実施計画
事業

高 全市民 維持

計

4 飯塚大野城線（乙金２工区）関連事業
実施計画
事業

中

全市民 維持 7点 33 中川久保線整備事業
実施計画
事業

中

6 春日原駅前線整備事業
実施計画
事業

-

全市民 維持 6点 55 日の浦池線整備事業
実施計画
事業

低

8

7

10

9

12

11

- -- -

全市民 維持 7点 3

全市民 維持 8点 1
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 連続立体交差関連事業

西鉄連続立体交差事業に併せて道
路ネットワークの形成による交通
機能の向上をめざすとともに、幹
線道路における交通渋滞の緩和や
道路交通の安全確保を図るもの

白木原下大利線
下大利南ヶ丘線外３線
下大利歩行者専用道路
筒井小倉線
無電柱化推進事業
中心市街地区整備事業

社会資本整備総合交付金を活用した用地
取得及び改造工事

西鉄連続立体交差事業完成後の最寄
り駅へのアクセス強化および歩行者
の安全確保ならびに周辺地域の住環
境の保全

現在事業中であり、事業完了後に成
果達成となる。

事業完了に向け、引き続き進めてい
く

2 乙金大池線（Ⅱ工区）整備事業

道路ネットワークの形成による交
通機能の向上を目指すとともに、
幹線道路における交通渋滞の緩
和・通学路の安全確保図るため。
なお、本事業は乙金第二土地区画
整理地区と接続する乙金大池線
（Ⅰ工区）を延伸するもの。

乙金大池線　事業延長
166m　幅員13m

社会資本整備総合交付金（防災・安全）を活
用した用地取得及び改造工事

乙金第二土地区画整理地区と接続す
る乙金大池線（Ⅰ工区）と大野東小
学校前交差点の交通アクセス整備

現在事業中であり、事業完了後に成
果達成となる。

事業完了に向け、引き続き進めてい
く

3 中川久保線整備事業

福岡都市圏南部５市共同で最終処
分場の設置と管理運営を行うこと
としているが、平成22年7月17日に
締結した「（仮称）福岡都市圏南
部最終処分場の設置に関する協定
書」に基づき実施するもの。

中川久保線
事業延長L=1300m　幅員
W=13m

社会資本整備総合交付金（防災・安全）
を活用した用地取得及び改造工事

協定事項による周辺環境整備等を実
施することにより、最終処分場建設
の推進と稼動後の円滑な管理・運営
を図る。

現在事業中であり、事業完了後に成
果達成となる。

事業完了に向け、引き続き進めてい
く

4
飯塚大野城線（乙金2工区）関連事
業

県道飯塚大野城線（乙金２工区）
整備（延長600m　幅員27m）に伴い
用地取得・市道改修等をおこなう
もの。

県道飯塚大野城線（乙
金2工区）
事業延長L=600m　幅員
w=27m

県と用地受託事務契約を結び用地交渉を
おこなう。また本道の施工に併せて市道
の改修等をおこなう。

県道飯塚大野城線の整備をおこなう
ことにより交通渋滞解消、経済活動
の活性化、生活環境に大きく寄与す
る。

現在事業中であり、事業完了後に成
果達成となる。

事業完了に向け、引き続き進めてい
く

5 日の浦池線整備事業

本市道路網の東西軸を形成する生
活幹線道路として位置付けてお
り、南地区の住宅街と市中心部・
鉄道駅等とのアクセス強化を行な
うことで、安全で快適な道路網の
形成を図る。

日の浦池線
事業延長L=410m　幅員
ｗ=17m

社会資本整備総合交付金を活用した用地
取得及び改造工事

下大利南ヶ丘線の渋滞解消、南地区
からJR大野城駅への利便性強化、防
災面の強化（広域避難地へのアクセ
ス・緊急輸送路）が図られる。

現在事業中であり、事業完了後に成
果達成となる。

事業完了に向け、引き続き進めてい
く

6

7

8

9

10

11

12

幹線道路の整備
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・ 幹線道路の整備の全体計画によると、令和５年度頃に道路工事のピークとなることが予測され
人員（特に土木技師）確保が必要となる。他課に所属している職員（技師）の活用だけではなく民
間委託や民間事業者からの出向などの外部人材の活用も含めて対応策を検討する必要があ
る。＜外部委託化・業務委譲等＞

小施策の展開・対応策 その他

・ 全体計画の進捗状況などを勘案しながら各種工事の業務量を平準化し、必要
な人員（特に土木技師）を確保できるよう計画的に進めていくことが望ましい。＜
効率化・集約化・ＩＣＴ活用等＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 その他

・ 「西鉄連続立体交差事業の推進と高架下空間の活用」と同様に、今後、幹線道
路の整備の全体計画から考えると、令和５年度頃に道路工事のピークとなるこ
とが予測され人員（特に土木技師）確保が必要となる。他課に所属している職員
（技師）の活用だけではなく民間委託や民間事業者からの出向などの外部人材
の活用も含めて対応策を検討することが必要である。＜組織体制の見直し＞
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04 － 03 － 02

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 公園の整備と維持管理
作成日 令和2年6月1日 作成課 公園街路課 作成者 玉井 大吾

（単位：千円）

45,550
大施策 03 幹線道路の整備と公園の管理 一般財源 227,742 191,949 192,610
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 21,061 22,997

総事業費 248,803 214,946 238,160
 うち人件費 30,391 30,402 29,589

現状と課題

 新しい都市構造を形成する骨格として、また、周辺地区からのアクセス強化
としてさまざまな幹線道路の整備が進められています。今後は、新たな人の流
れを生み出す都市計画街路事業のさらなる推進が求められています。
 また、公園においては、公園施設の計画的な更新が行われており、近年で
は、公園施設の維持管理の取り組みの広がりやニーズの多様化が進んでいます

合計（=総事業費） 248,803 214,946 238,160

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 4.5人 4.5人 5.5人

（単位：千円）

小施策の
基本目標

 多様化する公園のニーズに対応しながら、計画的な補修や更新などを
進めるとともに、安全で安心な利用しやすい公園整備を進めます。

４．小施策の展開＜Action＞

100
ー ー ー ー ー

％ 100
ー ー

課題

ー ー

国庫補助金を主な財源として実施しているため、事業の進捗は補助金の内示に
大きく影響される。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 街区公園等長寿命化対策事業 事業７
事業２ 公園整備事業 事業８

大施策の
基本目標

 市内外の移動の骨格となる広域幹線道路と、中心市街地と周辺住宅地
を結ぶ幹線道路の整備を推進するとともに、交通渋滞の緩和、道路交通
の安全確保に取り組みます。
 また、市民が利用しやすい公園の整備と維持管理を進め、憩いの空間
や良好な都市景観の形成を図ります。

指標名 単位 目標値

「公園施設長寿命化計画」に基づく、
公園施設の事業進捗率

小施策 02 公園の整備と維持管理

成果の達成・
未達成の原因等

令和元年度の事業費ベースの進捗率 １００％

補助金が減額された場合、事業への影響を最小限に留めるよう部分補修等を行
いながら内示額に応じた更新を行っていく。

事業４ いこいの森施設維持管理事業 事業10
事業５ 公園施設維持管理事業 事業11
事業６

事業３ 公園活用事業 事業９

対応策

緑化推進事業 事業12
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 03 - 02 公園の整備と維持管理

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

248,803 214,946 238,160 30,391 30,402 29,589

21,061 22,997 45,550 4.5人 4.5人 5.5(1)人

22,989 10,405 16,938 3,039 3,040 4,438

19,000 6,700 30,000 0.45人 0.45人 0.825人

46,304 19,400 2,394 9,117 6,080 1,479

0 11,300 - 1.35人 0.9人 0.275人

- 3,040 20,218 - 3,040 5,918

- 0 14,300 - 0.45人 1.1人

34,406 34,671 52,356 3,039 3,040 2,959

0 0 0 0.45人 0.45人 0.55人

133,431 135,914 134,595 12,156 12,161 11,836

1,691 4,997 1,250 1.8人 1.8人 2.2人

11,672 11,515 11,659 3,039 3,040 2,959

370 0 0 0.45人 0.45人 0.55人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

8点 1

2 公園整備事業 経常事業 中

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 街区公園等長寿命化対策事業
実施計画
事業

高 全市民 維持

計

4 いこいの森施設維持管理事業 経常事業 中

全市民 増加 8点 23 公園活用事業
実施計画
事業

中

6 緑化推進事業 経常事業 低

全市民 維持 8点 35 公園施設維持管理事業 経常事業 高

8

7

10

9

12

11

6点 4

平成30年度　大野北保育所移転に
伴う広場整備事業（27,464千円）含
む
令和元年度で実施計画事業（乙金公
園整備）終了

全市民 維持

一部市民
（含市外者） 維持 5点 5

全市民 減少 5点 6
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら
されることを期待するか】

現時点の成果達成状況
【どのような成果がでているか】

課題及び方向性
【今後どのようにするのか】

1 街区公園等長寿命化対策事業
長寿命化計画策定に基づき、公園
施設の長期的及び効率的な維持管
理や更新投資を行っていくため。

都市公園・広場（149箇
所）、
いこいの森公園

公園施設長寿命化計画の策定を行い、公
園施設の計画的な更新を実施する。

市民が安全･快適に公園を利用でき
ること

現在事業中であり、事業完了後に成
果達成となる。

事業完了に向け、引き続き進めてい
く。

2 公園整備事業

安全で快適な公園の整備を行うた
め。 （根拠法令：都市公園法、同
法施行令、同法施行規則、大野城
市都市公園条例、同条例施行規
則）

公園・広場・緑地等
（165箇所）

安全で快適な公園利用ができる環境が確保さ
れていない公園について、測量設計及び工事
を行う。

市民が安全･快適に公園を利用でき
ること

施設不備による利用者の事故ゼロ
経常事業として、引き続き進めてい
く。

3 公園活用事業
未利用公園をにぎわいのある公園
にするため

都市公園・広場（149箇
所）から抽出

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ方式等で地元主体による整備を
進める。

にぎわいのある公園整備と併せ、地
元主体の維持管理の醸成を図る。

令和２年度から新規実施計画事業と
して着手。

利活用が図れない公園については廃
止を検討するが、廃止の手続きにつ
いて慎重に実施する必要がある。

4 いこいの森施設維持管理事業

安全で快適に公園を利用してもら
うため、施設の適切な維持管理を
行う （根拠法令　都市公園法、都
市公園法施行規則、大野城市都市
公園条例、大野城市都市公園条例
施行規則、大野城市公園，緑地等
管理要綱）

大野城いこいの森公園

指定管理者制度を利用（清掃･塵芥回収･
除草、樹木管理、芝管理、施設の施錠管
理及び安全点検等、維持管理のための工
事及び修繕）

市民が安全･快適に公園を利用でき
ること。利用者の増加

いこいの森公園の利用者数の増加
経常事業として、引き続き進めてい
く。

5 公園施設維持管理事業

安全で快適に公園を利用してもら
うため、施設の適切な維持管理を
行う （根拠法令　都市公園法、都
市公園法施行規則、大野城市都市
公園条例、大野城市都市公園条例
施行規則、大野城市公園，緑地等
管理要綱）

公園・広場・緑地等
（165箇所）

清掃･塵芥回収･除草、樹木管理、芝管
理、施設の施錠管理及び安全点検等、維
持管理のための工事及び修繕など

市民が安全･快適に公園を利用でき
ること

施設不備による利用者の事故ゼロ
経常事業として、引き続き進めてい
く。

6 緑化推進事業

緑化活動に対する市民の意識高
揚、都市における緑の保全及び緑
化推進を図る（根拠法令　大野城
市のみどりを守り育てる条例）

市民

「みどりの広場】の開催（花苗・肥料等
の無料配布、菊花の展示・即売、農業女
性グループによる軽食無料配布、菊花展
品評会・表彰式、ガーデニング講習、病
害虫相談）、春秋季に花苗配布、保存樹
木等の所有者に対して報償金交付、市の
花「キキョウ」配布など

公共施設等に花・緑をいっぱいにす
ることによる景観の向上、並びに花
苗・緑化活動に対する市民意識の高
揚

みどりの広場参加者数の増加
経常事業として、引き続き進めてい
く。

7

8

9

10

11

12

公園の整備と維持管理
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・ 公園に関しては、新規の施設整備から既存施設の維持・活用に重点を置く方針である。公園の
維持管理は直営で実施している（ただし、小規模公園の草刈等は地元）ため、年3回の点検に係
る業務量が多い。今後は、公園の適正配置だけではなく、維持管理の方法も公共施設全体の維
持管理を包括委託するなど、より効率的・効果的な維持管理をしていく必要がある。＜外部委託
化・権限委譲等＞

小施策の展開・対応策 要検討

・

・

今後は、新規の施設整備から既存施設の維持及び活用に重点を置く方針とさ
れている。現在、遊具等の設備の点検・管理に関する業務量が多くなっている
が、今後は、行政が担うべき業務を整理し、さらなる地元や民間事業者の活用
を検討する必要がある。＜外部委託化・業務委譲等＞
公園の活用に当たり、利用者のニーズを把握した上で、民間企業等とも連携し
た取組を検討することが望ましい。＜手法改善による住民サービスの拡充＞

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 そのまま

・

・

現在、公園の点検に多くの業務量を要している。小規模の公園は、地元区が日
常管理しているが、設備等に関しては市で直営管理している。今後は、公園点
検業務の委託や市民、郵便局、その他企業や団体と連携した点検方法の検
討、道路等も含めた点検業務の包括的委託など、安全で安心して利用できる公
園の維持管理に向けた取組についても検討することが望ましい。＜外部委託
化・業務委譲等＞
緑化推進事業は、自然・生活環境を所管している部門への移管も含め、一体的
に事業実施出来る体制とすることも検討することが望ましい。＜組織体制の見
直し＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

・ 次期総合計画の策定に向けては、整備から維持・活用が中心となることから、小施策の
基本目標の達成状況を把握できる指標の設定を検討することが望ましい（例えば、保
守・点検実施率など）。
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04 － 05 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業 7 地球温暖化防止対策推進事業 事業14

未整備の森林の把握に努め、計画的に間伐等を実施していく。また、トラスト
協会への支援を継続し、今後も適切な森林整備やボランティア育成等の事業を
実施してもらう。

事業４ ホタルの里環境整備活動補助事業 事業11 森林保全・資源活用事業
事業５ トラスト協会里山活用・保全プロジェクト補助事業(里山活用・保全プロジェクト事業) 事業12 荒廃森林整備事業(旧：(仮称)強度間伐等森林整備事業)
事業６

事業３ 市有林管理事業(市有林整備事業) 事業10 鳥獣被害防止総合対策事業

対応策

環境政策審議会運営事業 事業13 森林環境譲与税活用事業

課題

1,610 1,630

自然環境保護や地球温暖化対策の観点から、森林の適切な整備が重要だと考え
る。市においては、計画的な森林整備を実施し、また市民の取り組みとして、
トラスト市民運動のさらなる広がりを目指す等、官民連携の事業展開が必要で
ある。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 自然環境保護事務事業(第１種自然環境保護区域用地取得事業) 事業8 環境基本計画改定事業
事業２ トラスト協会運営補助事業(トラスト協会連携事業) 事業9 住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業

大施策の
基本目標

 貴重な財産である自然環境を保全・再生し、豊かな自然環境と共生するやす
らぎのまちをめざすとともに、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図り、
市民のライフスタイルの変化やごみの多種多様化にも対応した廃棄物の適正処
理を推進します。
 また、ごみの発生抑制や再資源化により、減量化を図り、循環型社会の形成
に向けた実効ある施策を構築します。

指標名 単位 目標値

市や支援団体などが実施する自然環境の保全や地球温暖
化の防止策に関する事業の参加者数

小施策 01 自然との共生

成果の達成・
未達成の原因等

現在の参加者は1,500人程度であり、固定の参加者が多いように思われ
る。今後は、幅広い方に興味を持ってもらうよう周知・啓発に努め、目
標達成を目指す。小施策の

基本目標
 自然環境の保全や地球温暖化の防止策などを、環境保護団体と連携し
ながら実施します。

４．小施策の展開＜Action＞

1,650
1,519 - - - -

人 1,650
1,570 1,590

総事業費 70,895 84,401 208,769
 うち人件費 24,039 24,051 32,455

現状と課題

 生活環境や自然環境の保全、循環型社会の構築について取り組んでいます。
 生活環境では、まちぴか市民運動などを通じて、マナーや公衆衛生の向上に
努め、自然環境では、環境保全団体と連携した取り組みなどを通じて、自然環
境の保全を推進しています。
 また、ごみの減量やリサイクルの啓発などにより循環型社会の構築も推進し
ています。

合計（=総事業費） 70,895 84,401 208,769

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 3.0人 4.0人 4.0人

（単位：千円）

79,263
大施策 05 自然や生活環境の保全と循環型社会の構築 一般財源 37,492 54,904 129,506
政策 04 誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり 特定財源 33,403 29,497

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 自然との共生
作成日 令和2年6月1日 作成課 環境・最終処分場対策課 作成者 山本 耕督

（単位：千円）
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 05 - 01 自然との共生

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

70,895 84,401 208,769 24,039 24,051 32,455

33,403 29,497 79,263 3人 4人 4人

257 250 29,830 240 241 1,623

0 0 23,700 0.03人 0.04人 0.2人

13,452 12,524 58,411 3,606 2,646 3,570

16 7 7 0.45人 0.44人 0.44人

3,737 7,261 12,871 481 241 325

1,122 4,993 0 0.06人 0.04人 0.04人

2,201 1,891 2,114 721 481 325

0 0 0 0.09人 0.08人 0.04人

9,543 6,767 10,780 2,404 2,405 2,921

7,139 0 0 0.3人 0.4人 0.36人

1,243 1,724 2,394 1,202 1,684 2,272

0 0 0 0.15人 0.28人 0.28人

1,910 1,410 1,856 1,683 1,203 1,623

0 0 0 0.21人 0.2人 0.2人

481 5,819 4,160 481 2,886 3,895

0 2,932 0 0.06人 0.48人 0.48人

13,332 14,984 17,645 2,885 2,405 3,245

10,447 0 0 0.36人 0.4人 0.4人

3,687 3,053 3,738 2,885 2,405 2,921

1,078 364 321 0.36人 0.4人 0.36人

12,627 15,999 49,439 3,606 2,886 3,245

8,805 13,052 46,194 0.45人 0.48人 0.4人

8,186 6,994 8,266 3,606 2,886 3,245

4,796 4,107 5,021 0.45人 0.48人 0.4人

- 5,486 7,265 - 1,443 3,245

- 4,042 4,020 - 0.24人 0.4人

240 241 - 240 241 -

0 0 - 0.03人 0.04人 -

- - - - - -

- - - - - -

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

15 もみじの森整備事業
実施計画
事業

- - - - - 事業費は、森林環境譲与税活用事業
に計上

14 (仮称)ホタルの里公園整備事業
実施計画
事業

- - - - -

13 森林環境譲与税活用事業
実施計画
事業

高 全市民 増加 10点 1

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

6点 12

2 トラスト協会運営補助事業(トラスト協会連携事業)
実施計画
事業

高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1
自然環境保護事務事業(第１種自然環境保護区域用地取得事
業)

経常事業 高
一部市民
（含市外
者）

維持

計

4 ホタルの里環境整備活動補助事業 経常事業 高

全市民 維持 7点 73 市有林管理事業(市有林整備事業) 経常事業 中

6 環境政策審議会運営事業 経常事業 高

全市民 増加 10点 15
トラスト協会里山活用・保全プロジェクト補助事業(里山活
用・保全プロジェクト事業)

実施計画
事業

高

8 環境基本計画改定事業
実施計画
事業

高

全市民 維持 8点 67 地球温暖化防止対策推進事業 経常事業 高

10 鳥獣被害防止総合対策事業 経常事業 高

一部市民
（含市外
者）

維持 6点 109 住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業
実施計画
事業

高

12 荒廃森林整備事業(旧：(仮称)強度間伐等森林整備事業)
実施計画
事業

高

全市民 維持 8点 311 森林保全・資源活用事業
実施計画
事業

高

一部市民
（含市外
者）

維持 6点 8

全市民 維持 8点 5

職員 維持 6点 8

6点 11職員 維持

一部市民
（含市外
者）

維持 6点 13

一部市民
（含市外
者）

増加 8点 4
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1
自然環境保護事務事業(第１種自然
環境保護区域用地取得事業)

市民の貴重な水源である牛頸ダム
の集水区域が乱開発されるのを防
ぎ、良好な自然を保全する。 （根
拠法令　大野城市自然環境保護条
例）

第一種自然環境保護区
域買取申出台帳に記載
されている筆数（平成4
年～：133筆）
※台帳記載面積120.4ha

第一種自然環境保護区域（水源涵養地区
をはじめ、市内の良好な自然を保全する
ため、特に保護することが必要な区域）
内の用地取得

毎年度、継続的に用地を取得し、森
林の公益的機能が十分に発揮できる
よう適切な維持管理を行い、良好な
自然を保全する。

平成4年から対象となっていた筆につ
いては、ほぼ買取終了。

今後も申出があれば、随時買取の検
討を行っていく。
※令和2年度に新たな申出あり。

2
トラスト協会運営補助事業(トラス
ト協会連携事業)

トラスト協会の運営が健全なもの
となるよう支援し、市民ボラン
ティアによる自然環境保全活動を
活性化させることを目的とする。

公益財団法人おおの
じょう緑のトラスト協
会

トラスト協会に対する助成金の交付
市民（ボランティア）の参加による
山林・緑地の保全。

同協会はこれまで荒廃した森林を再
生する等、自然環境の再生・維持に
努め、現在は5つの活動地を中心とし
て、森林の適切な整備を行ってい
る。

トラスト協会の安定的な運営のた
め、今後も支援を継続していく。

3 市有林管理事業(市有林整備事業)
市有林災害防止のための危険箇所
早期発見及び保育促進

森林近辺（東地区・南
地区）の住民

管理員による市有林の巡視・トラスト協
会、市民と協働して行う植樹・下草刈り
等の育樹活動による市有林の維持管理

市有林内の危険箇所の早期発見・ト
ラスト協会、市民との協働による維
持管理作業により市有林を下草刈り
等の森林整備作業が適切に行われ、
森林の成育環境が整っている状態に
する

毎月報告書を提出してもらってお
り、危険箇所等の早期発見につなげ
ている。

今後も継続して実施していく。

4 ホタルの里環境整備活動補助事業

ホタルの鑑賞環境の整備に要する
経費を補助することを目的とす
る。
（根拠法令等　大野城市ホタルの
里環境整備活動補助金交付要綱）

牛頸ホタル部会
ホタルの飼育や繁殖、鑑賞期間中の見物
者の対応（警備員の配置）等への補助

広く市民にホタルと触れ合う環境を
提供し、自然と人が共に生きるやす
らぎのまちづくりの推進に寄与して
いる。

毎年ホタルの見学会を実施。ホタル
の飼育にはきれいな水が必須条件で
あることから、自然環境保護にも寄
与している。

今後も継続して支援を行っていく。

5
トラスト協会里山活用・保全プロ
ジェクト補助事業(里山活用・保全
プロジェクト事業)

森林の保全、活用及び生きもの保
全を実践していくために必要な、
ボランティア等の育成、市民への
普及活動の推進を含めて、市民に
親しまれるトラスト活動地の将来
像とその実現への道筋をつけるこ
とを目的とする。

大野城市民
「里山活用及び生きもの保全計画」に基
づき緑のトラスト協会が進めるトラスト
活動地の整備事業に対する補助金の交付

トラストの５つの活動地ごとの特性
を活かした整備を行うことで、広く
市民へ親しまれる里山とする。ま
た、普及活動やボランティア等の育
成を行い、森林や生きもの保全及び
活用を持続して行えるようにする。

平成30年度から5ヶ年の短期計画に基
づき整備を行っている。

人が集う里山整備を目指す。

6 環境政策審議会運営事業

環境行政の総合的かつ計画的な推
進について調査・審議するため
（根拠法令等　大野城市環境基本
条例）

市民及び市の環境行政
（審議会より助言・指
摘等を受け環境行政を
運営する者）

基本計画の策定及び変更、環境調査を行
うために必要な指針、年次報告書、その
他環境行政の総合的推進に関する事項の
調査・審議

審議会による指摘等を、次年度以降
の環境行政に反映させる

毎年、年次報告書について、審議会
委員の意見等をいただいた上で、公
表している。

令和元年度、令和2年度で基本計画を
改定するにあたり、審議会委員の意
見等も求めていく。

7 地球温暖化防止対策推進事業
温室効果ガスの排出の抑制等のた
めの普及啓発を推進し、市民の地
球温暖化防止への意識を高める。

大野城市民

①レンタルエコバッグ（市内スーパーに
設置）②市役所にグリーンカーテンを設
置③まどかフェスティバルでエコファミ
リー（県事業）の登録受付を行う

①レジ袋の削減と次回からのマイ
バッグ持参を促し、環境問題に対す
る意識付けを行う②グリーンカーテ
ン設置により職員、市民への啓発を
図る③省エネ等に取組む「エコファ
ミリー」を募集し、家庭における取
り組みの普及啓発を行う

マイバック持参率は約80％、グリー
ンカーテンは広報での周知の実施、
エコファミリーの登録は年々増加し
ていることから、一定の効果は出て
いると考える。

地球温暖化対策には様々な取り組み
が考えられるため、本事業の取り組
みだけでな、くさらに効果的な事業
を検討していく必要がある。

8 環境基本計画改定事業

地球温暖化等の環境問題は、行
政、市民、事業者等、真剣に取り
組んでいかなければ解決できない
喫緊の課題である。また、改定か
ら10年が経過するため、現在の環
境行政を反映した具体的な行動指
針とするもの。

全市民および市内全事
業所

外部委託によるデータの収集・分析を行
う。また、アンケートやパブリックコメ
ント等の実施により、市民・事業者の意
見を徴収し、専門的知識を有する環境政
策審議会で調査審議する。

CO2排出量や森林整備面積等低炭素都
市構築のための目標が明確になり、
その達成のため、計画策定後に取り
組むべき重点施策を絞り込まれる。
また、市民や事業者に周知すること
により、意識の向上を望むことがで
きる

令和元年、令和2年の2ヶ年で策定す
る。

本事業については、令和2年度で終
了。

自然との共生
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番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら
されることを期待するか】

現時点の成果達成状況
【どのような成果がでているか】

課題及び方向性
【今後どのようにするのか】

9
住宅用太陽光発電システム設置費
補助金交付事業

温暖化防止対策に加え、省エネル
ギーが日本全体の課題となってお
り、その対策を強化するもの。

市内設置可能住宅（主
に戸建持家）

太陽光発電システム設置世帯に対する補
助金の交付

太陽光発電の普及と二酸化炭素排出
量の削減

交付実績：1,156件（H24～R01）

太陽光発電システムのメリットの1つ
である電力の買取について、年々低
下しているため、設置件数の減が見
込まれる。この対策として、令和2年
度から蓄電池を太陽光発電システム
と同時設置した場合に限り追加の補
助を行う。

10 鳥獣被害防止総合対策事業

大野城市鳥獣被害防止計画に基づ
き有害鳥獣（アライグマ・イノシ
シ等）の捕獲を行うことにより、
農作物や生活被害の防止を目的と
する。

大野城市民

鳥獣保護管理法に基づき有害鳥獣捕獲の
許可等を行う。 市が委託した駆除員に
よる巡回や銃及び箱ワナを用いた捕獲等
を行う。 市民へ箱ワナの貸し出しを行
い、アライグマやイノシシ等の捕獲を行
う。

有害鳥獣の捕獲を行うことにより、
農作物や生活被害の防止を図る。 ま
た、特定外来生物の駆除を行うこと
により日本古来の生態系の維持を図
る。

駆除員と綿密な連携をとり、アライ
グマ・イノシシ等の捕獲を行ってい
る。

駆除員の高齢化に伴う後継者につい
て懸案となっている。

11 森林保全・資源活用事業

間伐等による森林整備を行うこと
で水源かん養や土砂災害防止等の
森林の有する公益的機能を回復さ
せるとともに、間伐材等の売却等
により森林資源の有効活用を図る
もの。

市有林（スギ・ヒノキ
林）

間伐等
※森林環境保全整備事業実施要綱に基づ
く国庫補助事業等を活用する。

水源かん養・土砂災害防止・二酸化
炭素吸収・有害鳥獣出没の緩衝地帯
としての機能等の、山林の公益的機
能が回復されること。

5年間の森林経営計画に基づき、計画
的に主伐・間伐等を実施し、森林の
持つ公益的機能の維持・回復に努め
ている。

間伐材等については、売却するのみ
ではなく、公共事業等での有効活用
についても検討する必要がある。

12
荒廃森林整備事業(旧：(仮称)強度
間伐等森林整備事業)

今後10年間で公益的機能が発揮で
きなくなる恐れのある人工林に対
し間伐等を実施し、公益的機能を
長期的に発揮する森林をつくるた
め。

平成30年度から令和9年
度の10年間で公益的機
能が発揮できなくなる
恐れのある人工林

森林環境税を利用した私有林の強度間伐
等による整備の実施（強度間伐：公益的
機能を長期的に発揮させるため、間伐率
を通常より高く設定した間伐）
※補助率100％

森林の有する水源涵養、土砂災害防
止及び二酸化炭素吸収源などの公益
的機能が長期的に発揮される。

対象森林（41ha）を平成30年度から
5ヶ年で整備予定。

今後も適宜整備を行っていく。

13 森林環境譲与税活用事業
森林環境譲与税を活用し、適切な
森林管理や木材利用の促進などを
推進するもの。

大野城市民
森林経営に関する意向調査に基づく森林
整備、木材を活用した施設等の整備。

森林を適正に整備することで、森林
の公益的機能の維持管理を図る。ま
た、市民が森林に対して親しみを持
ち、木が身近にある生活を送ること
ができる。

令和元年度は、森林経営に関する意
向調査及び木材を活用した東屋を設
置した。

使途の範囲内で優先順位に留意しな
がら、譲与税を有効に活用してい
く。
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・
・
当該施策の関係事業は他市町と比較し、かなり幅広く多様な取組を行っている。
基本的に直営での事業展開が多いため、市の負担（業務量や補助金など）が大きい。専門性と
柔軟性をもった公益財団法人おおのじょう緑のトラスト協会（以下「トラスト協会」）という財政援
助団体が存在するメリットを活かし、事務の委託や連携を一層推進するとともに、近年企業で取
組が進められているＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標）とも関連
し、企業との連携についても推進することが望ましい。＜外部委託化・業務委譲等＞

小施策の展開・対応策 要検討

・ トラスト協会に対し、市が補助し、多くの事業を行っているが、今後、市が直営で
実施している業務の委託や民間企業との連携により、更にトラスト協会の自立
的な運営を促進する必要がある。例えば、現在、市で多くの業務量を要している
太陽光発電システムの補助金受付や森からつながる水環境の保全等に関する
取組の委託や、水を大量に使用する企業や工場と連携した事業の実施等検討
することが望ましい。現在、トラスト協会の事務所移転に伴い、活動の拡大につ
いても議論されているということであるので、このような事例を参考に、地域や範
囲の拡大について検討することが望ましい。＜外部委託化・業務委譲等＞

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 要検討

・

・

「小施策の展開・対応策」にも記載しているとおり、太陽光発電システム補助事
業に関し、事務手続き等に多くの業務量を要していることから、事務の外部委託
や事業そのものの見直しについて検討することが望ましい。
トラスト協会との連携範囲の拡大等も含め、市が直接実施する範囲を検討する
ことが望ましい。＜外部委託化・業務委譲等＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）
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04 － 05 － 02

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 生活環境の保全及び公衆衛生の向上
作成日 令和2年6月1日 作成課 環境・最終処分場対策課 作成者 山本 耕督

（単位：千円）

2,604
大施策 05 自然や生活環境の保全と循環型社会の構築 一般財源 92,104 85,271 96,883
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 2,554 2,549

総事業費 94,658 87,820 99,487
 うち人件費 27,065 27,078 28,148

現状と課題

 生活環境や自然環境の保全、循環型社会の構築について取り組んでいます。
 生活環境では、まちぴか市民運動などを通じて、マナーや公衆衛生の向上に
努め、自然環境では、環境保全団体と連携した取り組みなどを通じて、自然環
境の保全を推進しています。
 また、ごみの減量やリサイクルの啓発などにより循環型社会の構築も推進し
ています。

合計（=総事業費） 94,658 87,820 99,487

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 3.0人 3.0人 4.0人

（単位：千円）

小施策の
基本目標

 マナーアップの取り組みや事業所および市民総ぐるみでの美化活動の
推進などを行います。

４．小施策の展開＜Action＞

800
687 - - - -

人 800
700 725

課題

750 775

市民が快適に生活できるよう、環境美化やマナーアップの向上が重要課題であ
ると認識している。このことから、環境美化運動、迷惑行為防止のさらなる推
進を図っていきたい。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 環境美化運動事業 事業７ 自動車交通騒音調査事業
事業２ 迷惑行為防止活動推進事業 事業８ ダイオキシン類等調査事業

大施策の
基本目標

 貴重な財産である自然環境を保全・再生し、豊かな自然環境と共生するやす
らぎのまちをめざすとともに、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図り、
市民のライフスタイルの変化やごみの多種多様化にも対応した廃棄物の適正処
理を推進します。
 また、ごみの発生抑制や再資源化により、減量化を図り、循環型社会の形成
に向けた実効ある施策を構築します。

指標名 単位 目標値

市や支援団体などが実施する生活環境の保全およ
び公衆衛生の向上に関する事業の参加者数

小施策 02 生活環境の保全及び公衆衛生の向上

成果の達成・
未達成の原因等

「御笠川・牛頸川・平野川フェスタ」の参加者は例年500人前後であ
り、今後は100人増の600人前後を目指す。また、2017年度から実施
している「まちぴか市民運動統一行動」については、参加者が100人程
度であるため、今後は200人程度を目指す。

クリーンシティおおのじょうや御笠川・牛頸川・平野川フェスタの継続実施、
まちぴか市民運動登録者の増、迷惑行為防止活動推進地区の全区指定等に取り
組んでいく。

事業４ 専用水道及び簡易専用水道事業 事業10 生活保護世帯空気調和機器稼動費支援事業
事業５ 墓地管理事業 事業11 御笠川・牛頸川・平野川フェスタ事業
事業６

事業３ 畜犬登録及び狂犬病予防対策事業 事業９ 航空機騒音対策事業

対応策

筑慈苑施設組合負担金 事業12 地域猫活動支援事業
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 05 - 02 生活環境の保全及び公衆衛生の向上

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

94,658 87,820 99,487 27,065 27,078 28,148

2,554 2,549 2,604 3.0人 3.0人 4（1）人

13,641 13,394 14,106 2,707 2,708 2,815

0 0 0 0.3人 0.3人 0.4人

9,872 11,094 8,816 8,120 9,477 7,037

0 0 0 0.9人 1.05人 1.0人

6,602 6,793 8,007 2,707 2,708 2,815

1,709 1,867 902 0.3人 0.3人 0.4人

1,405 1,856 2,454 271 271 281

0 0 0 0.03人 0.03人 0.04人

5,082 4,805 3,429 1,353 1,354 1,407

0 0 0 0.15人 0.15人 0.2人

41,555 37,093 43,292 1,624 1,625 1,689

0 0 0 0.18人 0.18人 0.24人

1,298 1,356 1,342 812 812 844

14 14 14 0.09人 0.09人 0.12人

3,159 1,027 3,097 541 542 563

0 0 0 0.06人 0.06人 0.08人

6,628 5,152 7,015 5,413 4,062 5,630

0 0 0 0.6人 0.45人 0.8人

1,770 1,587 1,810 812 812 844

831 668 792 0.09人 0.09人 0.12人

3,648 3,664 3,815 2,707 2,708 2,815

0 0 0 0.3人 0.3人 0.4人

- - 2,303 - - 1,407

- - 896 - - 0.2人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

全市民 維持

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 12

全市民 維持 8点 1

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 10

全市民 維持 6点 7

7点 5

12 地域猫活動支援事業
実施計画
事業

中

全市民 維持 8点 211 御笠川・牛頸川・平野川フェスタ事業 経常事業 高

全市民 維持 7点 3

10 生活保護世帯空気調和機器稼動費支援事業 経常事業 中

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 99 航空機騒音対策事業 経常事業 中

8 ダイオキシン類等調査事業 経常事業 低

全市民 維持 6点 67 自動車交通騒音調査事業 経常事業 低

6 筑慈苑施設組合負担金 経常事業 中

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 115 墓地管理事業 経常事業 中

4 専用水道及び簡易専用水道事業 経常事業 中

一部市民
（含市外
者）

維持 5点 83 畜犬登録及び狂犬病予防対策事業 経常事業 中

2 迷惑行為防止活動推進事業
実施計画
事業

高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 環境美化運動事業 経常事業 中 全市民 維持

計

7点 4

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたらさ

れることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 環境美化運動事業
市民と行政が協働した環境美化運
動の展開によるきれいなまちづく
りの推進

大野城市民

各区で実施しているクリーンシティお
おのじょうの支援や各種団体、学校、
個人等が自主的活動として実施してい
る環境美化活動（不定期）への支援
（環境美化袋の配布と収集運搬） 。

本市の支援を被支援者、団体等が有
効に活用し、美しい大野城市が形成
され、受益者である全市民が恩恵を
受ける。

年2回（春・秋）のクリーンシティ
おおのじょうは定着しており、環境
美化の推進につながっている。

今後も各区や自主的活動に対する支
援を継続して行っていきたい。

2 迷惑行為防止活動推進事業

大野城市迷惑行為のない快適な生
活環境の確保に関する条例に基づ
き、迷惑行為を防止するための市
民活動を推進する。

大野城市民、市内滞在者

迷惑行為防止基本計画に基づき、条例に掲げ
る迷惑行為を防止するためのアクションプラ
ンの見直しを行いながら市民活動を推進す
る。

行政と市民が協働して自分たちの住
むまちの迷惑行為防止活動を推進す
ることで、快適な生活環境を確保す
る。

まちぴか市民運動（登録者数3,362
人）、迷惑行為防止活動推進地区の
指定（20区）を契機に、自主的な活
動が定着しつつある。

今後もまちぴか市民運動と推進地区
が両輪となって取り組んでいけるよ
うに推進していく。

3 畜犬登録及び狂犬病予防対策事業
狂犬病の国内での発生を防ぐ
（根拠法令　狂犬病予防法）

犬を市内で飼養している人
畜犬登録 狂犬病予防注射済票の交付
畜犬の飼養法等に対する指導等。

終生１回の登録と毎年1回の狂犬病
予防注射を全ての畜犬に対して行う
ことで、人命に関わる狂犬病の感染
を予防できる。

例年７割程度が注射済となってい
る。

注射済の割合を高めるために、周
知・啓発を徹底していく。

4 専用水道及び簡易専用水道事業

専用水道及び簡易専用水道の衛生
管理や指導を行う（大野城市専用
水道及び簡易専用水道に関する規
則）

専用水道及び簡易専用水道の管理者

専用水道及び簡易専用水道に関する業務に従
事する大野城市上下水道局職員への人件費及
び諸経費に係る費用を負担する。
（「専用水道及び簡易専用水道業務に関する
協定書」に基づくもの）

専用水道及び簡易専用水道の使用者
が、安全で衛生的な水道利用ができ
る。

専用水道及び簡易専用水道の管理を
徹底することで、安全で衛生的な水
道利用ができている。

大野城市上下水道局に依頼し、専用
水道及び簡易専用水道の管理を徹底
する。

5 墓地管理事業

公有財産である墓地敷地の使用実態に
あわせた適正な管理運営を行う
市街地分→5箇所（4.965㎡）
（根拠法令　墓地、埋葬等に関する法
律）

市名義の市街地における要管理墓地
墓地敷地の除草、高木等の剪定、フェ
ンスの補修　無縁墓地への献花（年1
回：お盆） 。

市管理墓地が、近隣住民に対し迷惑
施設とならない。

樹木や雑草の繁茂抑制。
害虫の発生抑制。

苦情がないよう管理し、合わせて安
全対策を行う。
使用者不明の墳墓の管理が課題と
なっている。

6 筑慈苑施設組合負担金

4市1町（筑紫野市、春日市、大野
城市、太宰府市、筑前町）で火葬
場の設置、管理及び運営に関する
事務の共同処理を行うための負担
金

構成市（左記4市1町）の市民 筑慈苑の運営や施設の維持・管理等。
広域で設置している筑慈苑の安定的
な運営ができる。

構成市からの負担金により、安定的
な運営ができている。

長期的な施設の運営にあたり、将来
的な施設の維持・管理への対応が課
題となっている。

7 自動車交通騒音調査事業

自動車交通騒音の実態を把握する
ことにより、自動車交通騒音公害
対策に資する。 （根拠法令等
騒音規制法）

騒音規制区域（市内全域）に居住する
市民

国道および県道における自動車交通騒
音調査を実施する 。

測定値が環境基準を超えないこと。
環境基準を大きく超える地点はな
い。

国土交通省へ毎年度、調査結果を報
告する。

8 ダイオキシン類等調査事業

ダイオキシン類等による環境の汚
染の防止及びその除去等をするた
め(根拠法　ダイオキシン類対策
特別措置法）

大野城市民

各種調査（大気・地下水・土壌・河川
水質）を毎年1回1項目ずつ実施し、市
域内のダイオキシン類等による汚染状
況の常時監視を行う。

ダイオキシン類等における数値の低
減及び国の環境基準値の達成 ホー
ムページ及び広報等による調査結果
の公表

環境基準を超えたことはない。
環境基準を超えていないことを市民
に知らせ、安心してもらう。

9 航空機騒音対策事業

航空機騒音に悩む市民の住宅に防
音工事等の補助を行う （根拠法
令　公共用飛行場周辺における航
空機騒音による障害の防止等に関
する法律）

第1種区域内に、当該区域指定の際、
現に所在する住宅の世帯

騒音防止工事を行う住宅の所有者等に
対し、防音工事等に必要な経費を助成
する。

騒音指定区域内対象世帯に対する騒
音による生活環境の保全

既存住宅内における航空機騒音の緩
和。

航空機騒音対策として設置したエア
コンの更新、修理の助成制度の受付
の継続。

10
生活保護世帯空気調和機器稼動費
支援事業

航空機騒音対策として行った民家防音
工事で設置した空気調和機器（冷暖房
機）の夏場の電気料金を補助し、航空
機騒音障害に悩む生活保護等世帯の生
活を支援するため。

申請年度の7月～10月までの間に、生活保
護等世帯の世帯主であり、国の補助を受け
て設置された空気調和機器が設置された住
宅に居住し、交付対象期間に係る電気料金
を支払った市民

大野城市生活保護等世帯空気調和機器
稼動費補助金交付申請書を資格申請者
へ送付し、申請があったものについ
て、審査を行い、補助金交付業務を行
う。

本事業は、申請主義となっているため、補助
金申請資格者への周知を確実に行う。また、
額の大小に関わらず、補助金交付申請資格者
のうち補助金交付対象者へ対する補助率が高
水準になることを期待する。

熱中症対策の効果のほか、航空機騒
音障害に悩む生活保護等世帯の生活
が維持される。

通知漏れがないよう、対象世帯に確
実に通知する。

11
御笠川・牛頸川・平野川フェスタ
事業

市民主体の河川清掃活動事業に対
する補助

御笠川・牛頸川・平野川フェスタ実行
委員会

毎年11月最初の日曜日（まどかフェス
ティバル内において）に、御笠川、牛
頸川、平野川を5地点に分けて河川沿い
の清掃を行う。

河川の清掃活動を通して、環境美化
に対する意識付けを行う。

毎年500人前後の参加者あり。
河川に親しみながら、楽しく清掃参
加の達成感を感じている。

今後も継続して実施し、さらなる参
加者増を目指す。

12 地域猫活動支援事業
飼い主のいない猫を減らし、フン
尿や鳴き声の問題を解消する地域
猫活動を推進するため。

地域猫活動を行う地域のボランティア
団体

事業実施に向けた地域住民の合意形成
を支援するとともに、不妊去勢手術費
用の助成を行う。

行政と市民が協働して自分たちの住
むまちの地域猫活動を推進すること
で、快適な生活環境を確保する。

令和2年度からの新規事業。
地域猫活動の取り組みを市内全域に
広めていきたい。

生活環境の保全及び公衆衛生の向上
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・

・

福岡県内において、政令指定都市以外で唯一迷惑行為防止に関する条例を有するなど他自治
体にない取組を行っている。
本施策について、行政主導で担っている範囲が大きいため、地域への移管やトラスト協会への
委託、移管など、既存の団体・活動を活かした展開を行うことが望ましい。＜外部委託化・業務
委譲等＞

小施策の展開・対応策 要検討

・ 小施策の目的達成のためには、市民や事業者の意識や行動をいかに促すか
が重要である。そのためには、市だけでなく、トラスト協会等の団体やＳＤＧｓに
取り組む企業、地域団体等との連携が必要となる。市が直接実施、運営する事
業をできるだけ、これらの活動に取り組む企業や団体主体の活動とし、市は、全
体の調整や連携などに注力する必要がある。＜外部委託化・業務委譲等＞

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 要検討

・

・

各種の啓発活動については、「自然との共生」にも記載しているトラスト協会との
連携や業務委託によって対応できるものがあると思われる。トラスト協会の安定
経営に向けても事業の多角化が重要であることから、委託等の可能性のある事
業を検討する必要がある。＜外部委託化・業務委譲等＞
そのほかの事務事業においても、事業主体を実行委員会形式とし、市のほか各
種団体等が参加して事業を実施する場合がある。その目的は、行政主導ではな
く、広く関係者が主体的に活動することで、企画において知見を集め、実行にお
いて関係者が連携することで、事業の効果を高めることにあるが、実態を見る
と、実行委員会の事務局業務と実働の大部分を所管課が担い、行政が主導せ
ざるを得ない状況となっている事例も見受けられる。＜外部委託化・業務委譲
等＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

・ 施策の進捗を計測する指標について、市民がどの程度活動に参加しているかという本
質的なものとするべきではないか。例えば、「まちぴか運動や地域での清掃活動に年に
1度以上参加している市民の割合」など、市民の生活環境保全や公衆衛生保全意識に
関するものを定期的なアンケートで聴取することで、施策の進捗を管理することが望まし
い。
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04 － 05 － 03

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

事業24
事業23

事業５ 家庭系ごみ減量推進事業(生ごみ処理機利用促進支援事業) 事業18 大野城太宰府環境施設組合負担金
事業６

春日大野城リサイクルプラザ・浄化センター環境監視委員会

事業13 一般廃棄物処理基本計画改定事業

分別収集促進事業

事業９
事業10
事業11

ごみ減量啓発事業
一般廃棄物収集運搬事業
有害物・動物等収集運搬事業
ごみ袋作製販売事業

事業12 高齢者等世帯粗大ごみ搬出サービス事業

事業７
事業８

事業20

現状と課題

 生活環境や自然環境の保全、循環型社会の構築について取り組んでいます。
 生活環境では、まちぴか市民運動などを通じて、マナーや公衆衛生の向上に
努め、自然環境では、環境保全団体と連携した取り組みなどを通じて、自然環
境の保全を推進しています。
 また、ごみの減量やリサイクルの啓発などにより循環型社会の構築も推進し
ています。  うち人件費 28,211 28,225

1,181,121

4.0人

（単位：千円）

493518 512 506 499

1,108,686

目標値

30,137
1,533,198

1,533,198

令和２年度計画

493

特定財源 321,938 331,056

総事業費 1,253,790 1,439,742

合計（=総事業費） 1,253,790 1,439,742

平成30年度実績 令和元年度見込

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 循環型社会の構築
作成日 令和2年6月1日 作成課 環境・最終処分場対策課 作成者 山本 耕督

（単位：千円）

352,077
大施策 05 自然や生活環境の保全と循環型社会の構築 一般財源 931,852

事業２

ｇ
536 -小施策の

基本目標

大施策の
基本目標

 貴重な財産である自然環境を保全・再生し、豊かな自然環境と共生するやすらぎのま
ちをめざすとともに、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図り、市民のライフスタ
イルの変化やごみの多種多様化にも対応した廃棄物の適正処理を推進します。
 また、ごみの発生抑制や再資源化により、減量化を図り、循環型社会の形成に向けた
実効ある施策を構築します。

小施策 03 循環型社会の構築

（職員人数） 4.0人 4.0人

指標名 単位

政策 04 誰もが自分らしくすこやかに生活できるまちづくり

福岡都市圏南部最終処分場周辺環境整備事業
(最終処分場周辺山地部の保全及び公園化)

事業21 福岡都市圏南部最終処分場周辺環境整備事業
(片池周辺整備及び外周道路の設置)

４．小施策の展開＜Action＞

課題
市民が快適に生活するために、公衆衛生の向上を目指し、適切なごみ収
集に努めている。一方で、ごみの減量は重要課題であるため、リサイク
ルや食品ロス等、様々な啓発事業をさらに実施していく必要がある。

対応策
令和元年度から食品ロス削減のため「食べきり３０１０運動」を実施し
ていく。また出前講座等を活用し、市民に対しごみ減量の意義について
理解してもらい、意識向上につなげていきたい。事業22 大野城環境処理センター環境保全委員会運営事業

事業17 春日大野城衛生施設組合負担金(ごみ処理)
事業３ ごみ減量推進事業 事業16 し尿収集運搬業務縮小に対する補填

古紙回収促進支援事業 事業19 福岡都市圏南部環境事業組合負担金

 資源の再利用やリサイクルを推進するとともに、ごみの減量化を進めます。
また、「環境処理センター」および「春日大野城リサイクルプラザ」、「ク
リーン・エネ・パーク南部」、「グリーンヒルまどか」など、各ごみ処理施設
について、各一部事務組合と十分な調整を図り、施設の適正管理に努めます。

市民一人一日あたりの家庭系ご
み排出量

事業系ごみ減量推進事業(食べきり３０１０運動事業) 事業15 春日大野城衛生施設組合負担金(し尿処理)

成果の達成・
未達成の原因等

平成30年度までは、順調にごみ排出量が減少している。今後も、新たな取り組みである
「食べきり３０１０運動」の推進や、出前講座の積極的な活用等を通して、目標達成を
目指す。
※令和元年度の達成値は令和２年６月末時点の数値であり未確定（例年、秋頃確定）。２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 

事業１ 事業系ごみ減量推進事業(事業所ごみ減量推進事業) 事業14 不法投棄対策事業

- - -

事業４ 家庭系ごみ減量推進事業(ダンボールコンポスト普及事業)
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 05 - 03 循環型社会の構築

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

1,253,790 1,439,742 1,533,198 28,211 28,225 30,137

321,938 331,056 352,077 4人 4人 7(3)人

2,297 2,200 2,330 1,411 1,411 1,507
0 0 29 0.2人 0.2人 0.2人

846 2,177 3,832 846 1,694 3,014
0 482 0 0.12人 0.24人 0.4人

5,406 4,986 5,794 846 565 5,689
211 36 37 0.12人 0.08人 2.08人
1,108 1,099 1,384 846 847 904
262 252 480 0.12人 0.12人 0.12人
803 813 836 564 565 603
239 248 233 0.08人 0.08人 0.08人

22,244 21,473 22,051 1,693 1,694 1,808
20,551 19,779 20,243 0.24人 0.24人 0.24人
1,070 565 656 846 565 603
224 0 48 0.12人 0.08人 0.08人

631,923 645,466 684,523 2,821 2,823 3,014
0 0 0 0.4人 0.4人 0.4人

2,515 2,539 2,603 564 565 603
0 0 0 0.08人 0.08人 0.08人

68,437 74,137 63,133 1,411 1,411 1,507
67,026 72,712 61,626 0.2人 0.2人 0.2人
6,047 6,948 10,079 564 565 3,146
974 990 1,021 0.08人 0.08人 1.08人
774 846 942 564 565 603
210 281 339 0.08人 0.08人 0.08人
- 5,101 4,193 - 3,014
- 0 0 - 0人 0.4人

888 708 357 846 565 301
0 0 0 0.12人 0.08人 0.04人

18,387 21,906 18,887 564 565 603
0 0 0 0.08人 0.08人 0.08人

12,282 12,282 12,301 282 282 301
0 0 0 0.04人 0.04人 0.04人

169,357 165,830 169,952 846 847 603
110,378 74,360 77,478 0.12人 0.12人 0.08人
116,093 116,678 135,741 846 847 603

0 0 0 0.12人 0.12人 0.08人
174,329 329,723 349,232 1,693 1,694 1,507
113,079 147,848 154,046 0.24人 0.24人 0.2人
6,052 4,655 39,414 4,232 4,234 3,014
1,820 421 36,400 0.6人 0.6人 0.4人
11,108 17,785 3,014 4,232 4,234 3,014
6,875 13,550 0 0.6人 0.6人 0.4人
1,217 1,226 1,303 1,128 1,129 1,205
89 97 97 0.16人 0.16人 0.16人
605 606 644 564 565 603
0 0 0 0.08人 0.08人 0.08人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

23 春日大野城リサイクルプラザ・浄化センター環境監視委員会 経常事業 中 職員 維持 5点 19

22 大野城環境処理センター環境保全委員会運営事業 経常事業 中 職員 維持 5点 18

21
福岡都市圏南部最終処分場周辺環境整備事業
(片池周辺整備及び外周道路の設置)

実施計画
事業

中 全市民 維持 7点 7 令和２年度事業実施なし

20
福岡都市圏南部最終処分場周辺環境整備事業
(最終処分場周辺山地部の保全及び公園化)

実施計画
事業

中 全市民 維持 7点 6

19 福岡都市圏南部環境事業組合負担金
実施計画
事業

高 職員 増加 8点 3

18 大野城太宰府環境施設組合負担金 経常事業 高 職員 維持 6点 13

17 春日大野城衛生施設組合負担金(ごみ処理) 経常事業 高 職員 維持 6点 12

16 し尿収集運搬業務縮小に対する補填 経常事業 中
一部市民
（含市外者）

維持 5点 23

15 春日大野城衛生施設組合負担金(し尿処理) 経常事業 中 職員 維持 5点 22

14 不法投棄対策事業 経常事業 中 職員 維持 5点 20

13 一般廃棄物処理基本計画改定事業
実施計画
事業

高 職員 維持 6点 9

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

6点 11

2 事業系ごみ減量推進事業(食べきり３０１０運動事業)
実施計画
事業

高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 事業系ごみ減量推進事業(事業所ごみ減量推進事業)
実施計画
事業

高
一部市民
（含市外者）

維持

計

4 家庭系ごみ減量推進事業(ダンボールコンポスト普及事業) 経常事業 中

全市民 維持 7点 53 ごみ減量推進事業 経常事業 中

6 古紙回収促進支援事業 経常事業 高

一部市民
（含市外者）

維持 5点 165 家庭系ごみ減量推進事業(生ごみ処理機利用促進支援事業) 経常事業 中

8 一般廃棄物収集運搬事業 経常事業 高

全市民 維持 6点 157 ごみ減量啓発事業 経常事業 低

10 ごみ袋作製販売事業 経常事業 高

全市民 維持 7点 89 有害物・動物等収集運搬事業 経常事業 中

12 高齢者等世帯粗大ごみ搬出サービス事業 経常事業 中

全市民 維持 7点 1411 分別収集促進事業 経常事業 中

一部市民
（含市外者）

維持 5点 21

全市民 維持 8点 4

全市民 増加 10点 1

6点 10

令和２年度　福岡魚滓処理対策協議
会負担金（39千円）　含む

一部市民
（含市外者）

維持

一部市民
（含市外者）

維持 5点 17

全市民 維持 8点 2
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたらさ

れることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1
事業系ごみ減量推進事業(事業所
ごみ減量推進事業)

事業所ごみの減量・リサイクルに積極
的な取り組みを行っている事業所を優
良事業所・推進事業所として認定・登
録し、市民等へ事業所の取り組みを広
く周知する。

市内事務所

ごみ減量指導員の事業所訪問を中心に、
広報やＨＰにより、事業への参加募集・
周知を行う。なお、推進・優良事業所に
ついては、認定書・ステッカー等を配
付。

優良事業所・推進事業所として認
定・登録することで、事業所のごみ
減量・リサイクルに対する意識を向
上させ、その取り組みを広く市民に
周知する。

優良事業所は年々増加しており、一
定の成果がでている。

事業所ごみの排出量は横ばいの傾向
があるため、さらなる意識向上を図
りたい。

2
事業系ごみ減量推進事業(食べき
り３０１０運動事業)

市内飲食店から排出される食べ残し等
によるごみの減量を図る。

市民、市内事業所、
市民団体等ならびに
市内飲食店

市民及び市内事業所や市民団体等に周
知・啓発活動を行い、市内の飲食店の協
力のもと、市全体が「食べ残しを無く
す」意識付けを行う。

事業所ごみの減量を目指し、可燃ご
みの処理を行う福岡都市圏南部環境
事業組合における構成市町負担金割
合を減少させる。

今年度より事業着手。
今後も継続して周知・啓発を行って
いく

3 ごみ減量推進事業 ごみ減量に係る啓発活動。 大野城市民
リサイクルやごみ減量についての啓発チ
ラシを作成し、全市民に配布。

ごみの分別やリサイクル等を啓発す
ることにより、ごみの減量の意識を
向上させ、ごみの排出量を減らす。

大野城市の人口は僅かに増加してい
るものの、家庭から排出されるごみ
の量は微減傾向であり、一定の成果
が見られる。

今後も、既存の啓発活動を継続して
進めていくとともに、市内の各区や
団体等へ出前講座を開催すること
で、さらなる周知・啓発を行ってい
きたい。

4
家庭系ごみ減量推進事業(ダン
ボールコンポスト普及事業)

本市が目指す循環型社会の構築の一つの手
段として、ダンボールコンポストを普及啓
発し、家庭から排出される可燃ごみのうち
生ごみの堆肥化を促進することで可燃ごみ
の減量を図る。

大野城市民

生ごみ堆肥化の普及促進のため、生ごみ
リサイクル講習会・出前講座・広報等で
ダンボールコンポストの購入費補助制度
の周知及び補助金の交付。

生ごみ堆肥化の普及促進による利用
者数の増と、一般家庭から排出され
る可燃ごみの減量。

毎年ある程度の購入者はいるもの
の、思うような普及につながってい
ない。

生ごみ減量の重要性を知ってもらう
ため、多くの出前講座を実施する
等、積極的な周知を行っていきた
い。

5
家庭系ごみ減量推進事業(生ごみ
処理機利用促進支援事業)

本市が目指す循環型社会の構築の一つ
の手段として、生ごみ処理機等を普及
啓発し、家庭から排出される可燃ごみ
のうち生ごみの堆肥化を促進すること
で可燃ごみの減量を図る。

大野城市民

生ごみ堆肥化の普及促進のため、生ごみ
リサイクル講習会・出前講座・広報等で
生ごみ処理機等の購入費補助制度の周知
及び補助金の交付。

生ごみ堆肥化の普及促進による利用
者数の増と、一般家庭から排出され
る可燃ごみの減量。

毎年ある程度の購入者はいるもの
の、思うような普及につながってい
ない。

生ごみ減量の重要性を知ってもらう
ため、多くの出前講座を実施する
等、積極的な周知を行っていきた
い。

6 古紙回収促進支援事業

古紙等の集団回収活動を支援すること
により、資源の有効利用を促進すると
ともに、森林保護等地球環境への配慮
並びに廃棄物の減量化等循環型社会へ
の推進を目的とする。

大野城市民
古紙等集団回収奨励金の交付 ・古紙等
回収倉庫の貸し出し

古紙等集団回収の促進によって回収
量を増加させる ・古紙等回収倉庫
の各公民館における普及率を向上さ
せる

約100団体により集団回収を実施し
ている。ただし、新聞・雑誌の購入
者の減少により、回収量は減少して
いる。

リサイクルについての意識向上のた
め、今後も継続して実施したい。

7 ごみ減量啓発事業

ごみの分別・減量及びリサイクルの意
識向上させるため、啓発する。（根拠
法令　廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第４条）

大野城市民

広報での啓発や生ごみリサイクル講習会
及び出前講座での啓発、まどかフェスタ
等でのエコグッズ配布やパネル展示を行
う。

ごみの分別やリサイクル等を啓発す
ることにより、ごみの減量の意識を
向上させ、ごみの排出量を減らす。

まどかフェスタで実施しているイベ
ントについては、リサイクル工作会
等を実施し、来場者数が増加してい
る。

今後もイベント内容を工夫し、効果
的な普及・啓発に努めていきたい。

8 一般廃棄物収集運搬事業

廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔
にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛
生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活
を確保する（根拠法令　廃棄物の処理及び清掃に
関する法律第6条の2）

大野城市民
家庭から排出される一般廃棄物を定期収
集 可燃ごみ月8回 不燃ごみ等月5回

家庭から排出されるごみを定期的に
収集し、未収集のごみがなく、ごみ
が散乱していない環境の確保

市内3業者により、安定的なごみ収
集が行われている。

今後も3業者と連携を図りながら、
生活環境維持のため適切なごみ収集
を行っていく。

9 有害物・動物等収集運搬事業

有害物（蛍光管・乾電池）のリサイクル推進のた
めの拠点回収と道路等の小動物の死骸収集による
生活環境の維持（根拠法令：廃棄物の処理及び清
掃に関する法律、大野城市廃棄物の処理及び再利
用の促進に関する条例）

大野城市民

有害物収集→拠点回収（42箇所：公民館
等）→市から各収集業者へ収集を依頼し
て回収動物等収集→市民の通報等による
収集→市から各収集業者へ収集を依頼し
て回収

有害物の適切な処理及び地域の快適
な生活環境の維持

市内3業者により、安定的なごみ収
集が行われている。

今後も3業者と連携を図りながら、
生活環境維持のため適切なごみ収集
を行っていく。

10 ごみ袋作製販売事業

「ごみ袋の有料指定化」を行うことによって、ご
み排出者責任の明確化、負担の公平性の確保、市
民一人ひとりの発生抑制及び循環利用の意識付け
をするため。 （根拠法令：大野城市廃棄物の処
理及び再利用の促進に関する条例及び施行規則）

大野城市民
8種類のごみ袋及び粗大ごみシールの作
成し、小売店を通じての販売を行う。

ごみ袋有料制による、ごみ発生量の
減量化。 適正な在庫管理。

ごみ袋作製にあたり、平成29年度に一部不良
品が見受けられたものの、全品回収するなど
の対応を行った。その他、販売代行業務等を
通して、小売店から市民へ販売するまでの業
務については、滞りなく実施できている。

ごみ袋作製業務にあたり、不良品等
が出ることがないよう、検査や請負
業者への指導を徹底していきたい。

11 分別収集促進事業

収集日の翌日に各地区のごみ収集ステー
ションを巡回する等、適切なごみ処理を促
す業務を実施。また、啓発冊子等を作成
し、分別収集の周知・啓発を行っている。

大野城市民

不燃ごみの不法投棄・散乱防止の監視体制強
化のため、ごみ収集日の翌日に各地区のごみ
収集ステーションを巡回。また、ごみの正し
い出し方を毎年作成の上、全戸配布を実施
し、分別方法の周知・啓発を行っている。

廃棄物の適正な分別・収集・運搬等
の処理を円滑に進めることで、生活
環境の保全及び公衆衛生の向上を図
る。

分別の誤りや排出日誤りなどによる未回収の
ごみ袋の件数は、横ばい状態ではあるが、お
盆や年末年始の収集休み中に誤って排出され
るごみはほとんど見受けられず、市民への周
知は浸透しているものと考える。

引き続き、啓発物等で周知を行っていくとと
もに、不適切なごみ出しがあった地区に対し
ては、区と連携を図り個別にポスティングや
指導を行うなど、分別収集の周知・啓発を強
化していきたい。

12
高齢者等世帯粗大ごみ搬出サービ
ス事業

粗大ごみの収集運搬を適正に処理する
ことにより、生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図る （根拠法令　大野城
市廃棄物の処理及び再利用の促進に関
する条例第18条第3項）

搬出サービス対象者（65歳
以上もしくは肢体又は視覚
に障害がある、傷病等によ
り粗大ごみの搬出が困難な
人）

市において、粗大ごみ排出希望者より申
し出を受け、ごみ収集業者へ依頼する。
収集日にごみ収集業者がごみ排出者を訪
問し、粗大ごみをごみ置場まで搬出、収
集する。

高齢者等の粗大ごみ搬出に対する負
担や不安を解消することで、より良
い生活環境を構築し、市民が安心し
て生活できる。

市内3業者により、安定的なごみ収
集が行われている。

今後も3業者と連携を図りながら、
生活環境維持のため適切なごみ収集
を行っていく

循環型社会の構築

42



番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたらさ

れることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

13 一般廃棄物処理基本計画改定事業

長期的・総合的視野に立って一般廃棄物処
理を計画的に推進するため、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律第６条に基づき策定
した計画を改訂する。

市民・市内の事業所

①一般廃棄物の発生量及び処理量の予測、②
一般廃棄物の排出抑制のための方策、③分別
収集する一般廃棄物の種類及び区分、④一般
廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者、
⑤一般廃棄物の処理施設の整備、を定める。

一般廃棄物の発生量及び処理量の予
測等、計画に定めたものをもとに、
適正な一般廃棄物の処理を行う。

令和元年、令和2年の2ヶ年で計画を
改定する。

令和2年度に改定終了

14 不法投棄対策事業

廃棄物の不法投棄による生活環境の破
壊防止のため、回収された家電リサイ
クル対象品目を適正に処理することを
目的とする。

テレビ、冷蔵庫、洗
濯機・乾燥機、エア
コン

回収された左記対象家電をリサイクル業
者にて処理するための費用

不法投棄された家電リサイクル対象
品を適正に処理する。

不法投棄により回収した家電につい
て、適正に処理を行っている。

不法投棄については定期的にパト
ロールを実施中。今後も未然防止に
努める。

15
春日大野城衛生施設組合負担金
(し尿処理)

春日市との共同により、し尿処理施設
の管理運営を行う。

大野城市民、市内事
業所

春日市との共同によるし尿処理施設の管
理運営

本市域から排出されるし尿の適正な
処理を図る。

構成市からの負担金により、安定的
な運営が図られている。

し尿の搬入量が負担金割合に影響す
るため、引き続き、上下水道局と協
力して、下水道整備計画区域内のし
尿汲み取り人口の減少に努める。

16
し尿収集運搬業務縮小に対する補
填

し尿収集業者に対し、し尿収集運搬業
務の安定及び合理化等を促進するため
の補填

大野企業株式会社
令和3年6月まで、1,000千円/月を限度と
して補填する

補填期間終了までに、し尿収集運搬
業務の安定及び合理化等を検討して
もらう。

平成30年度下半期の状況から、一般世帯
については月平均44戸、事業所について
は月平均77件の収集で、毎月の収入額は
概ね80万円程度であり、毎月、限度額の
100万円を補填している状況である。

令和3年6月で補填終了

17
春日大野城衛生施設組合負担金
(ごみ処理)

春日市との共同により、不燃物処理施
設である春日大野城リサイクルプラザ
の管理運営を行う。

大野城市民、市内事
業所

春日市との共同による不燃物の中間処理
施設及び最終処分場の管理運営

本市域から排出される不燃物の適正
な処理を図る。

構成市からの負担金により、安定的
な運営が図られている。

ごみの搬入量が負担金割合に影響す
るため、さらなるごみ減量に努め
る。

18 大野城太宰府環境施設組合負担金
太宰府市との共同により、せん定枝や
刈草、廃木材等を受け入れる大野城環
境処理センターの管理運営を行う。

大野城市民、市内事
業所

太宰府市との共同により、最終処分場の
浸出水処理及びせん定枝や刈草、廃木材
等の受け入れを行う。

本市域から排出されるせん定枝や刈
草、廃木材等の適正な処理・リサイ
クルを図る。

構成市からの負担金により、安定的
な運営が図られている。

平成30年度に焼却施設が解体され、
今後は緑のリサイクルが主な事業と
なる。

19
福岡都市圏南部環境事業組合負担
金

福岡都市圏南部5市（本市、福岡市、春
日市、太宰府市、那珂川市）共同によ
り、一般廃棄物の中間処理施設と最終
処分場の管理運営を行う。

大野城市民、市内事
業所

福岡都市圏南部５市共同の中間処理施設
及び最終処分場の管理運営

本市域から排出される一般廃棄物の
適正な処理を図る。

構成市からの負担金により、安定的
な運営が図られている。

ごみの搬入量が負担金割合に影響す
るため、さらなるごみ減量に努め
る。

20
福岡都市圏南部最終処分場周辺環
境整備事業(最終処分場周辺山地
部の保全及び公園化)

福岡都市圏南部５市で構成される一部事務組合に
より最終処分場の設置と管理運営を行っている
が、平成22年7月17日に締結した「福岡都市圏南
部最終処分場の設置に関する協定書」に基づき、
最終処分場の周辺環境整備について実施するもの
である。

大野城市民
最終処分場周辺山地部の保全及び公園化
事業の実施

最終処分場建設にあたり、地元と締
結している協定に基づき、周辺整備
を実施することにより、最終処分場
周辺の良好な環境を整備し、最終処
分場の円滑な管理・運営を図る。

地元の監視委員会と協議中
監視委員会と協議を行いながら、事
業を進めていく。

21
福岡都市圏南部最終処分場周辺環
境整備事業(片池周辺整備及び外
周道路の設置)

福岡都市圏南部５市で構成される一部事務組合に
より最終処分場の設置と管理運営を行っている
が、平成22年7月17日に締結した「(仮称)福岡都
市圏南部最終処分場の設置に関する協定書」に基
づき、最終処分場の周辺環境整備について実施す
るものである。

大野城市民
片池周辺整備及び外周道路等の設置事業
の実施

最終処分場建設にあたり、地元と締
結している協定に基づき、周辺整備
を実施することにより、最終処分場
周辺の良好な環境を整備し、最終処
分場の円滑な管理・運営を図る。

地元の監視委員会と協議中
監視委員会と協議を行いながら、事
業を進めていく。

22
大野城環境処理センター環境保全
委員会運営事業

大野城環境処理センター周辺地域住民
の健康保持及び生活環境の保全を図る
（根拠法令　大野城環境処理センター
環境保全委員会設置規程）

センター周辺地域住
民（牛頸・月の浦・
平野台・若草）

定例会議を年２回開催し、センターが実
施する水質及び土壌等の周辺環境調査結
果等について報告を受け、問題があれ
ば、検討・協議を行う。

センター施設が適正に管理運営さ
れ、かつ周辺住民にその情報が周知
されることにより、地域住民が安心
して生活することができる

年2回の定例会議において、周辺環
境調査の結果等を報告し、意見交換
等を行っている

今後も周辺地域住民のために、定例
会議を継続して実施していく

23
春日大野城リサイクルプラザ・浄
化センター環境監視委員会

春日大野城リサイクルプラザ・浄化セ
ンター周辺地域住民の健康保持及び生
活環境の保全を図るため（根拠法令
春日大野城リサイクルプラザ・浄化セ
ンター環境監視委員会設置規程）

施設周辺地域の住民
（上大利区）

定例会議を1回開催し、春日大野城衛生
施設組合が行う事業運営や周辺の水質管
理等の報告を受け、検討・協議を行う

施設の状況の監視及び改善措置や意
見要望を提言することにより、施設
の健全な運営を図り、安心して生活
できる環境を構築する

年2回の定例会議において、周辺環
境調査の結果等を報告し、意見交換
等を行っている

今後も周辺地域住民のために、定例
会議を継続して実施していく
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・

・

ごみ処理に関しては、広域で処理されており、市としては、減量化やリサイクル及び意識啓発を
担っている。
家庭系ごみに関しては、生ごみと紙ごみの減量に重点的に取り組まれており、これ以上の減量
化は難しいところまで来ていると考える。今後、粗大ごみ搬出サービスといった高齢者支援やご
み処理に係る財源確保の観点から、ごみの収集方法について、検討する必要がある。＜手法改
善による住民サービスの拡充＞

小施策の展開・対応策 要検討

・

・

ごみ袋の色が事業系・家庭系で類似しているため一部、混乱がある。次回の変
更に向けて事業者と調整する必要がある。また、不燃ごみの戸別収集への切り
替えに関しては中期的な課題であるが、コスト負担を勘案し、収集曜日の変更
（収集日の回数減）を含め慎重に調整していく必要がある。＜手法改善による
住民サービスの拡充＞
コールセンターがごみ関係の軽微な問い合わせに対応していることで、職員の
業務軽減に結びついているが、その一方で、市民からの具体的な質問内容や
質問パターンが把握できていない状況であることから、今後の施策展開の検討
や啓発活動等に大きく影響するため、コールセンターが受けた質問内容の提出
を受け、分析することで新たな施策展開に結びつけることが望ましい。＜手法改
善による住民サービスの拡充＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 そのまま
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04 － 11 － 01

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

自主防災組織への支援や訓練を通して、防災・減災意識の醸成を図る。
事業４ 消防施設維持管理事業 事業10
事業５ 水防事業 事業11
事業６

事業３ 消防団事業 事業９

対応策

春日大野城那珂川消防組合事業 事業12

課題

2,600 2,650

自助・共助の考えのもと、地域の実情にあった防災・減災の行動が取れるよう
啓発する必要がある。

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 災害見舞金事業 事業７
事業２ 防災事業 事業８

大施策の
基本目標

 自然災害などの危険や犯罪、交通事故、また、悪質商法や空き家・空き地の
不適正な管理などの住環境の悪化から市民の身体・生命・財産を守るため、警
察や消防など、関係機関との連携を強化することで公助の拡充を図りつつ、住
民・地域が、自らの安全を自ら守るという自助・共助の意識の高揚や自主防
災・防犯体制の活性化を支援し、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを
目指します。

指標名 単位 目標値

市や支援団体などが実施する地域防災
力の充実強化事業への参加者数

小施策 01 地域防災力の充実強化

成果の達成・
未達成の原因等

令和元年度から、新たに市民総ぐるみ防災訓練を実施し、参加住民は
3,191人であったことから目標は達成したが、小中学校や保護者を巻き
込んだ総数は18,016人であったため、令和2年度より目標を見直し、参
加者を20,000人とする。

小施策の
基本目標

 災害危険箇所のハード対策、消防団の充実強化、防災関係機関との連
携など、公助による防災体制の強化を図るとともに、自主防災組織によ
る防災訓練や防災意識の啓発事業の企画・実施を支援することで組織の
活性化を図り、自助・共助による地域防災力の強化を進めます。

４．小施策の展開＜Action＞

2,700
3,100 - - - -

人 2,700
2,500 2,550

総事業費 1,088,238 1,154,578 1,282,644
 うち人件費 38,977 42,761 39,462

現状と課題

 自主防災組織や自主防犯組織への支援、総合防災訓練の実施など、関係機関
や地域と連携し、防災、防犯についての啓発や各種対策を推進したことによ
り、自主的な防災訓練などの活動が活性化され、また犯罪認知件数、交通事故
発生件数も減少傾向にあります。
 しかし、近年では異常気象による災害や、インターネットを利用した犯罪、
空き家・空き地の増加など、社会情勢の変化により、新たな課題も浮き彫りに
なっています。

合計（=総事業費） 1,088,238 1,154,578 1,282,644

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 5.5人 6.5人 6.5人

（単位：千円）

179,983
大施策 11 安全安心なまちづくりの推進 一般財源 940,049 1,021,703 1,102,661
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 148,189 132,875

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 地域防災力の充実強化
作成日 令和2年6月1日 作成課 安全安心課 作成者 光野 直隆

（単位：千円）
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 11 - 01 地域防災力の充実強化

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

1,088,238 1,154,578 1,282,644 38,977 42,761 39,462

148,189 132,875 179,983 5.5人 6.5人 6.5人

414 475 664 354 395 364

0 0 0 0.05人 0.06人 0.06人

181,838 196,992 266,043 21,402 23,486 21,674

146,352 128,123 167,138 3.02人 3.57人 3.57人

36,505 36,213 44,482 7,795 8,552 7,892

1,835 4,664 12,843 1.1人 1.3人 1.3人

7,680 8,329 14,506 3,898 4,276 3,946

2 88 2 0.55人 0.65人 0.65人

5,571 4,413 4,128 3,543 3,881 3,582

0 0 0 0.5人 0.59人 0.59人

856,229 908,156 952,820 1,984 2,171 2,003

0 0 0 0.28人 0.33人 0.33人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）

施策目標に対する貢献度は低いが、
被災者の生活再建のために不可欠
な事業である。

4点 5

2 防災事業
実施計画
事業

高

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 災害見舞金事業 経常事業 低
一部市民
（含市外
者）

維持

計

4 消防施設維持管理事業
実施計画
事業

中

全市民 維持 7点 23 消防団事業
実施計画
事業

中

6 春日大野城那珂川消防組合事業 経常事業 -

全市民 維持 7点 25 水防事業 経常事業 中

8

7

10

9

12

11

-

＊平成30年度普通財産災害復旧事
業（202千円）、ハザードマップ更新事
業（6,661千円）含む

＊平成30年度公共施設マネジメント
推進事業（698千円）含む

- -

一部市民
（含市外
者）

増加 7点 2

全市民 増加 10点 1
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 災害見舞金事業 被災者に対する支援のために
市内で発生した災害の
被災者又はその遺族に

災害見舞金
被災者に再建へ向けての準備の一助
となることを期待

被災者が生活再建に向け取組んでい
る

今後もこの制度を継続し推進する

2 防災事業
自助、共助による地域防災力や災
害危険箇所対策を強化するために

全市民・全事業所に

防災専門官設置事業
防災対策推進事業
総合防災訓練事業
自主防災組織活動等助成事業
急傾斜地崩落危険箇所対策事業
砂防・治山管理事業
災害時避難行動要支援者支援事業
災害時避難行動要支援者支援システム運用事
業
避難所サイン整備事業

災害による被害を最小限に抑える
防災訓練等への住民参加が増加して
いる

今後も防災訓練の参加者増加のため
に訓練の充実を行い、危険箇所の災
害対策事業をさらに進めていく

3 消防団事業
非常備消防である消防団の充実強
化のために

消防団員に
消防団設置運営事業
女性消防団設置運営事業
おおのじょう少年消防クラブ補助事業

災害時時に消防団が機能的に活躍す
ることができる

大雨時に消防団が土のう設置や避難
勧告世帯に声掛け活動を行った

消防団活性化計画に基づきさらなる
充実強化を図る

4 消防施設維持管理事業 消防の活動支援のために 消防団や消防署に
消防施設維持管理事業
消防車両維持管理事業
消防格納庫改修事業

災害時時に消防団や消防署が機能的
に活躍することができる

消防資機材を活用し訓練等を通して
消防力の強化が進められている

消防団活性化計画に基づきさらなる
充実強化を図る

5 水防事業
大雨や台風に伴う災害に備えるた
めに

浸水想定区域や土砂災
害警戒区域に

水防資機材等管理事業
大雨や台風時に事前に防災や減災の
措置が行える

浸水想定区域や土砂災害警戒区域に
防災のための土のう等の設置が行え
ている

今後も計画的に土のうなどの資機材
の備蓄を行う

6 春日大野城那珂川消防組合事業 常備消防のために 消防組合本部に 春日大野城那珂川消防組合分担金
本市を含めた、地域住民の消防、救
急の迅速で適確な対応ができる

防災・防火体制の強化
構成団体である２市及び消防組合本
部と協議しながら、負担金の支援を
行う

7

8

9

10

11

12

地域防災力の充実強化
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●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・ 近年、災害が頻発する中、地域防災力の充実強化対策は、重要度が上昇している。災害発生
直後は、行政の動きは取りづらいことから、自助や共助の重要性は高い。市全体としての防災
意識の底上げを図るためにも、学校教育との連携に取り組むとともに、若年層や女性等も含め
た消防団の団員確保や地域の自主防災活動への幅広い世代の参加などに取り組む必要があ
る。＜手法改善による住民サービスの拡充＞

小施策の展開・対応策 要検討

・

・

・

小施策は大きく分けると、防災のソフト事業、防災のハード事業、消防団（水防を含む）及
び消防施設の運営・維持管理に分けられる。防災のソフト事業では、市全体の防災意識の
向上をはじめとする地域防災力の向上が目的であるが、若年層や集合住宅の住民の意識
向上や訓練への参加が課題となっている。そのため、学校やＰＴＡとの連携を一層進める
必要がある。＜手法改善による住民サービスの拡充＞
防災のハード事業では、急傾斜地崩壊対策工事等は工事費もかかり、必要な箇所すべて
の整備には、コストと時間を要することから、費用対効果を勘案した事業の取捨選択を行う
とともに、技術職員の有効活用の観点から建設環境部との業務分担についても検討する
必要がある。＜組織体制の見直し＞
消防団等の運営に関しては、本市がベッドタウンであることなどから、活動可能な消防団
員の確保が困難であり、女性消防団員も確保が難しい状況にある。本市だけの課題では
ないが、若年層や女性の加入促進のため、若年層や女性が担う役割を整理した上で、消
防団のあり方について検討することが望ましい。＜手法改善による住民サービスの拡充
＞

その他（次期総合計画
策定に向けて等）

・ 現総合計画においては、地域防災力の充実強化事業への参加者数を指標とされている
が、防災訓練について実施方式が、地域ごとに輪番で開催する方式から全市一斉で実
施する方式に変更されているため、数値にかい離が見られる。
次期総合計画に向けては、この指標のほか、市民の災害備蓄状況や防災意識に関す
るアンケート調査の実施などについても検討することが望ましい。

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 そのまま
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04 － 11 － 0２

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 地域防犯の強化
作成日 令和2年6月1日 作成課 安全安心課 作成者 光野 直隆

（単位：千円）

1,200
大施策 11 安全安心なまちづくりの推進 一般財源 50,054 53,384 52,920
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 1,355 0

総事業費 51,409 53,384 54,120
 うち人件費 16,112 19,207 13,449

現状と課題

 自主防災組織や自主防犯組織への支援、総合防災訓練の実施など、関係機関
や地域と連携し、防災、防犯についての啓発や各種対策を推進したことによ
り、自主的な防災訓練などの活動が活性化され、また犯罪認知件数、交通事故
発生件数も減少傾向にあります。
 しかし、近年では異常気象による災害や、インターネットを利用した犯罪、
空き家・空き地の増加など、社会情勢の変化により、新たな課題も浮き彫りに
なっています。

合計（=総事業費） 51,409 53,384 54,120

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 2.3人 2.3人 2.3人

（単位：千円）

小施策の
基本目標

 防犯意識の高揚に向けた意識啓発や、防犯灯、防犯カメラの設置、交
番の適正配置を推進し、総合的に犯罪防止策の強化を図ります。

４．小施策の展開＜Action＞

510
573 - - - -

件 510
630 600

課題

570 540

自主防犯組織は増加傾向にあるものの、メンバーの高齢化が進んでいる。
２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 暴力追放・防犯運動事業 事業７
事業２ 防犯灯整備・維持管理事業 事業８

大施策の
基本目標

 自然災害などの危険や犯罪、交通事故、また、悪質商法や空き家・空き地の
不適正な管理などの住環境の悪化から市民の身体・生命・財産を守るため、警
察や消防など、関係機関との連携を強化することで公助の拡充を図りつつ、住
民・地域が、自らの安全を自ら守るという自助・共助の意識の高揚や自主防
災・防犯体制の活性化を支援し、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを
目指します。

指標名 単位 目標値

市内の刑法犯認知件数

小施策 0２ 地域防犯の強化

成果の達成・
未達成の原因等

春日署警察署及び自主防犯団体との連携による見守り活動や防犯見守り
カメラの設置が効果的に行われたことにより、春日署管内の犯罪認知件
数が減少した。

若年層が自主防犯組織に参加しやすいような仕組や仕掛けを構築する。
事業４ 事業10
事業５ 事業11
事業６

事業３ 事業９

対応策

事業12
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 11 - 02 地域防犯の強化

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

51,409 53,384 54,120 16,112 19,207 13,449

1,355 0 1,200 2.3人 2.3人 2.3人

21,529 22,039 23,844 11,208 13,361 9,356

1,355 0 1,200 1.6人 1.6人 1.6人

29,880 31,345 30,276 4,904 5,846 4,093

0 0 0 0.7人 0.7人 0.7人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

全市民 維持 7点 2

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2 防犯灯整備・維持管理事業 経常事業 低

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 暴力追放・防犯運動事業
実施計画
事業

高 全市民 増加

計

10点 1

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 暴力追放・防犯運動事業
市内の暴力追放及び犯罪の抑止、
減少のために

全市民・全事業所に

防犯専門官設置事業
地域防犯活動事業(防犯対策推進プラ
ン）
街頭見守りカメラ設置事業
安全安心まちづくり推進事業所登録事業
交番適正化配置事業(未計上）

犯罪の減少と抑止効果の増大 犯罪認知件数の減少
今後も関係機関・部署と連携し防犯
を推進する

2 防犯灯整備・維持管理事業 夜間の防犯と犯罪抑止のために 市内の街頭及び通路に
防犯灯維持管理事業
防犯灯LED照明化事業

犯罪の減少と抑止効果の増大 犯罪認知件数の減少
今後も各行政区と協議しながら、防
犯灯の設置と維持管理を行う

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

地域防犯の強化
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その他（次期総合計画
策定に向けて等）

優先順位の設定 そのまま

経営資源の配分 要検討

・

・

防犯灯の維持管理事業に関し、約6,000台の電気代の支払い業務が毎月あり
業務量も多い状況である。他の課でも発生している同様の事務と合わせて総務
事務センターで一括して対応するなど事務改善を検討する必要がある。＜効率
化・集約化・ＩＣＴ活用等＞
防犯カメラが警察からの要望もあり増加傾向にあるが、それに伴い、業務負担
も増加することが予想される。また、設置費用は県からの補助があるが、更新
費用や維持管理費用は市の負担となるため、防犯カメラの運用体制についても
今後検討することが望ましい。＜組織体制の見直し＞

●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・
・

・

基本的な施策展開・優先順位等についてはこのままで問題ない。
防犯運動に関しては、地域防犯活動の担い手が高齢化しており、担い手の確保が必要である。
多様な世代が参加できる方策について学校や企業などとの連携も踏まえ検討することが必要で
ある。＜手法改善による住民サービスの拡充＞
防犯灯の維持管理事業には、多くの事務作業を要しており、道路や公園等の電灯と併せ一括し
て対応するなど、市全体としての業務効率化についても検討が必要である。＜組織体制の見直
し＞

小施策の展開・対応策 要検討

・ 春日警察署設置以降、犯罪認知件数は減少傾向であったが、下げ止まりの状
況であるため、今後の手法・方針を再考する必要がある。例えば、これまでの取
組を継続・拡充、防犯パトロールの強化地区の設定、犯罪発生データのマップ
化・情報発信、市民への啓発による意識の醸成などが考えられる。＜手法改善
による住民サービスの拡充＞
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04 － 11 － 03

１．小施策の位置づけ＜Plan＞ 収入

支出

３．小施策における客観的成果（主な指標）＜Check＞
上段：目標値 下段：達成値

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

都市将来像 未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミュニティ都市 平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

令和２年度 小施策評価シート 小施策 生活安全の推進
作成日 令和2年6月1日 作成課 安全安心課 作成者 光野 直隆

（単位：千円）

2,912
大施策 11 安全安心なまちづくりの推進 一般財源 32,423 32,274 35,282
政策 04 都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり 特定財源 2,781 5,714

総事業費 35,204 37,988 38,194
 うち人件費 18,736 15,038 16,473

現状と課題

 自主防災組織や自主防犯組織への支援、総合防災訓練の実施など、関係機関
や地域と連携し、防災、防犯についての啓発や各種対策を推進したことによ
り、自主的な防災訓練などの活動が活性化され、また犯罪認知件数、交通事故
発生件数も減少傾向にあります。
 しかし、近年では異常気象による災害や、インターネットを利用した犯罪、
空き家・空き地の増加など、社会情勢の変化により、新たな課題も浮き彫りに
なっています。

合計（=総事業費） 35,204 37,988 38,194

平成30年度実績 令和元年度見込 令和２年度計画

（職員人数） 3.2人 3.2人 3.2人

（単位：千円）

小施策 03 生活安全の推進

小施策の
基本目標

 交通事故防止や飲酒運転の撲滅、また、消費者被害の未然防止や相談
体制の充実のほか、空き家・空き地対策の推進など、社会情勢の変化に
機敏に対応した生活環境の安全安心を推進します。

４．小施策の展開＜Action＞

410
446 - - - -

件 410
500 485

成果の達成・
未達成の原因等

春日署警察署及び自主防犯団体との連携による見守り活動や防犯見守りカメラの設置が
効果的に行われたことにより、春日署管内の犯罪認知件数が減少した。

指標名 単位 目標値
上段：目標値 下段：達成値

消費相談における相談解決率 ％

事業３ 交通安全推進事業 事業９

事業12

460 435

２．小施策を構成する事務事業＜Do＞（詳細は別紙①、②参照） 
事業１ 空き家・空き地対策事業 事業７
事業２ 青少年対策事業 事業８

大施策の
基本目標

 自然災害などの危険や犯罪、交通事故、また、悪質商法や空き家・空き地の
不適正な管理などの住環境の悪化から市民の身体・生命・財産を守るため、警
察や消防など、関係機関との連携を強化することで公助の拡充を図りつつ、住
民・地域が、自らの安全を自ら守るという自助・共助の意識の高揚や自主防
災・防犯体制の活性化を支援し、誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを
目指します。

指標名 単位 目標値

市内の交通事故件数

事業４ 消費者行政推進事業 事業10
事業５ 事業11
事業６

成果の達成・
未達成の原因等

前年度より1ポイント増えたものの、目標達成できていないため、相談解決で
きるよう相談員のスキルアップを図る。

91.0

課題

対応策

89.8
91.5
-

92.0
-

92.5
-

93.0
-

93

刑法犯罪以外にも、消費者や空き家問題など、社会情勢の変化に伴い、生活環
境を悪化させる多様な問題が発生する。

社会情勢に注視しつつ、関係機関や団体と連携や情報共有を図り、協力しなが
ら対応を行う。
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別紙①　小施策構成事務事業一覧表 小施策 04 - 11 - 03 生活安全の推進

Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算 Ｈ30年度決算 Ｒ１年度見込 Ｒ２年度予算

【前々年度】 【前年度】 【現年度】 【前々年度】 【前年度】 【現年度】

35,204 37,988 38,194 18,736 15,038 16,473

2,781 5,714 2,912 3.2人 3.2人 3.2人

8,547 13,060 9,474 5,621 3,760 4,118

118 3,188 750 0.96人 0.8人 0.8人

4,164 3,600 3,988 2,810 2,256 2,471

162 0 0 0.48人 0.48人 0.48人

8,034 8,011 8,637 4,684 4,511 4,942

0 0 0 0.80人 0.96人 0.96人

14,459 13,317 16,095 5,621 4,511 4,942

2,501 2,526 2,162 0.96人 0.96人 0.96人

※事務事業名・・・・・他課へ移管した事務事業も記載。その場合は、備考欄に「○年度に○○課へ移管」と記載。
※事業区分・・・・・・・実施計画事業、経常事業、義務的事業、その他のいずれかを記入。また、資産を形成する事業（資本的支出に該当する事業）は、行を水色で表示。
※貢献度、公平性・重点化・・・現年度４月１日時点で記入。
※優先順位・・・・・・・優先順位設定基準により設定。廃止予定の場合は、廃止時期を備考欄に明記。
※職員人数・・・・・・・職員人数には、再任用職員と任期付職員、フルタイムの会計年度任用職員を含む（各１人と算定）。会計年度任用職員については、人数の内数を（）で記入。
　　　　　　　 　　 　 　　（令和元年度までは、再任用職員と任期付職員のみ含み、嘱託職員は含まない。）各年度４月１日時点の職員配置を基に記入。
　　　　　　　　　　　　　　課長等が小施策に跨っている場合は、小施策数で按分することとし、小施策が２つならば0.5、３つならば0.3もしくは0.4（合計で１）とする。

一部市民
（含市外者） 維持 6点 3

一部市民
（含市外者）

維持 5点 4

12

11

10

9

8

7

6

5

4 消費者行政推進事業
実施計画
事業

高

全市民 維持 8点 13 交通安全推進事業 経常事業 高

2 青少年対策事業
実施計画
事業

中

事業
番号

事務事業名 事業区分

所管部署による評価

貢献度 公平性 重点化 合計点 優先順位

1 空き家・空き地対策事業
実施計画
事業

中
一部市民
（含市外者）

増加

計

7点 2

備考
下段：特定財源（単位：千円） 下段：職員人数（業務量）（単位：人）

上段：左記上段のうち人件費（単位：千円）上段：総事業費（単位：千円）
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別紙②＿小施策構成事務事業　各概要 小施策

番号 事務事業名 目的【何のために】 対象【何・誰を対象に】 手段【どんな事業を実施して】
成果【誰にどのような成果がもたら

されることを期待するか】
現時点の成果達成状況

【どのような成果がでているか】
課題及び方向性

【今後どのようにするのか】

1 空き家・空き地対策事業
空き家や空き地の適正管理による
住環境の維持ために

空き地空き家所有者に
空き家対策推進事業
空き地管理事業

市民の快適な住環境の確保 空き家件数の減少
今後大野城市空き家等対策計画に基
づき、発生予防啓発や利活用支援を
実施する

2 青少年対策事業 青少年の非行防止のために 青少年やその保護者に

少年相談員会支援事業
青少年対策連携部会実施事業
春日警察署少年補導員連絡会大野城支部
支援事業

青少年の犯罪関与の防止 少年補導件数の減少
今後も警察や少年相談員と連携し非
行防止を推進

3 交通安全推進事業
交通事故の予防と安全運転推進の
ために

市民に
交通安全推進・啓発事業（交通安全指導
員）
飲酒運転撲滅事業

市民の安全な交通移動 交通人身事故件数の減少
今後も警察や交通安全指導員と連携
し交通事故防止を推進

4 消費者行政推進事業
市民の消費者トラブル防止のため
に

市民に
消費生活相談事業（消費生活センター）
消費生活相談支援事業

市民の安全な消費活動 消費生活相談の増加
今後も消費生活センターの活用をＰ
Ｒし、消費者トラブルを減少させる

5

6

7

8

9

10

11

12

生活安全の推進
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その他（次期総合計画
策定に向けて等）

優先順位の設定 要検討

・ 空き家対策に関し、空き家実態調査の結果を見ると、空き家件数は減少してお
り、市域の特性上、市と関係団体が連携して取り組んでいることから空き家発生
の予防ができているものと考えられる。今後は、高齢化の進展に伴い、空き家
の増加が予想されるため、空き家発生予防の観点からの取組に重点を移すこと
も必要である。＜手法改善による住民サービスの拡充＞

経営資源の配分 要検討

・ 青少年対策事業に関し、非行の防止という観点からみると、青少年の健全育成
に関する事業を所管している部門への移管も含め、一体的に事業実施出来る
体制とすることも検討することが望ましい。＜組織体制の見直し＞

●診断結果（意見及び指摘事項等）

総括

・ 本施策の事業に関し、所管している安全安心課の職員は、危機管理課とともに、各種危機管理
事業の対応にも当たっていることから、生活安全に関する問題の未然防止と発生後の対策の面
から、これらの注力方法や、担当部署について、再検討することが望ましい。＜組織体制の見直
し＞

小施策の展開・対応策 要検討

・ 青少年対策事業や交通安全、消費者問題等に関し、新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、街頭啓発やキャンペーンの実施は難しいため、今後は非
接触型の啓発方法など新たな手法による取組を検討する必要がある。＜手法
改善による住民サービスの拡充＞
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