
（１）不要 （２）国・県実施
（３）市実施
（現行のとおり）

（４）市実施
（見直し要）

（５）市実施
（民間委託化）

（６）民営化
（NPO・地域団
体含む）

消防局 予防課
（４）市実施
　　（見直し要） － － － 5人 － －

総務部 納税課 （１）不要 3人 － － 2人 － －

健康
保険部

健康長寿課 （１）不要 3人 － － 2人 － －

健康
保険部

健康長寿課
（４）市実施
　　（見直し要） － － 2人 3人 － －

福祉
子ども部

福祉政策課
（４）市実施
　　（見直し要） 2人 － － 3人 － －

福祉
子ども部

子ども
家庭課

（３）市実施
　（現行のとおり） － 1人 2人 － 1人 1人

2

5

【事業仕分け判定に係る意見】

・段階的に廃止してはどうか。（0.2％から0.1％に変更し、その後は廃止へ）
・前納者は優良納税者であるので、優遇制度がなくても影響が小さいのではないか。一旦廃止して影響が大きければ、再度
検討しても良いのではないか。
・他部局等とも調整し、廃止後の具体的な影響額を把握すること。また、0.4％から0.2％に変更した際、影響が小さかっ
た理由をしっかりと把握したうえで検討すること。
・口座振替の促進へシフトしてはどうか。
・条例上可能ならば、口座振替者のみに対して適用してはどうか。

市税納期前納付報奨金事業

【事業仕分け判定に係る意見】

・事業の趣旨や目的は理解できるが、バスの移動に限定するのはどうかと思う。事業の内容を精査し、多様化に対応するべ
きと考える。また、利用後の実績報告のチェックはしっかりするべきと考える。
・バス移動に対する必然性は見直すべきである。
・事業コストは安価で適正と思われるが、研修に行くことに対する補助ではなく、移動に対する補助というのはしっくりこ
ないので見直すべきである。
運営補助がほかにあるということなので、移動補助もそれに含めると事務の軽減にも繋がるし、電車移動などその他の移動
手段への補助にもつながるのではないか。

【事業仕分け判定に係る意見】

・少子高齢化のなかにあって重要な事業ではあるが、登録はしているが利用されない方が多数いることについてその要因を
捉えた上で改善していくべきである。また、登録料金をとるなど歳入の確保も見込めると、NPOなどに民営化して、より
利用者にとって使いやすい制度になる。
・育児の支え合いという相互扶助に市が関与し続けているが、国策としてのバックアップは不可欠である。
・市民のニーズがあるのであれば、新しいコミュニティビジネスに成り得る。シルバー人材センターで事業をされているの
であれば、市がいつまでも当事者として安価でやる妥当性が感じられない。
・事業の必要性はある。お任せ会員は、市外の方も対象にしてはどうか。
・地域で子育てというのは、正しい方向と考える。それが体制として整うまでは市がかかわる現状での取り組みが必要であ
る。人件費は削減できない状況にあるが、子育てサークルなどを視野に入れて進めてはどうか。
・現行どおりで良いとの認識である。国の補助金もどうなるかわからないなかで、預ける方、預かる方ともに手数料を徴収
するなどで自主財源の道を開いてはどうか。

【事業仕分け判定に係る意見】

・廃止も含めた抜本的な見直しが必要である。お金でなくても敬老の心を示す手段はある。
・美術館無料などの施策の方が望ましい。
・現金を配ることが老人福祉に対する理解に資するとは考えられない。学区敬老事業を手厚くし、啓発事業とするのが望ま
しい。また、この事業の経費を高齢者医療といった事業にまわすべきである。
・見直しが必要である。むしろ、できるだけ外出していただけるような健康増進施策に充てるべきである。
・お年寄りを敬うことは大賛成である。現金を渡すのが手段として妥当か検討すべき。感謝状など、お金がかからないこと
で気持ちを伝える手段もある。

大津市事務事業評価（二次評価）事業仕分け結果【概要】

日　時：平成20年８月２３日（土）午前９時２０分～午後５時１０分
場　所：大津市役所新館大会議室及び特別会議室
傍聴者：２５０人

敬老祝金等支給事業

老人小規模住宅改造助成事業

ファミリーサポートセンター
運営事業

社会福祉管理事業
(福祉バス運行事業)

3

4

6

番号

1 自主防災組織等育成事業

【事業仕分け判定に係る意見】

・自主防災組織の立ち上げ時の支援という当初の事業目的は達成したと考えられるので、今後は組織に対する継続的な指
導･育成に重点をおいた事業に見直すべきである。
・補助対象団体が３つに分かれているのは非効率という感がある。
・補助対象となる器材等が制約されていて、地域の実情、特性に応じたものが選べるようになっていないと思われるので、
補助の方法について改善が必要である。
・連続する３年限りの補助というのも見直す必要があるのではないか。

事　　業　　名　　等

評　価　者　の　判　定

仕分け結果担当部署

【事業仕分け判定に係る意見】

・事業の必要性は認められるが、財政状況を考慮すると、所得制限の見直しによる対象者の見直しや補助対象工事の見直し
（介護保険の横出しをやめ、上乗せに限る等）が必要と考えられる。
・介護保険による住宅改修だけでは在宅生活を維持できない高齢者が、この事業によってどの程度在宅生活が可能になった
か等、事業目的に対する効果の適切な把握が必要である。
・工事内容及び経費等の精査により、補助対象工事が適切に実施されているかについて、確認を一層進めるべきである。
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（１）不要 （２）国・県実施
（３）市実施
（現行のとおり）

（４）市実施
（見直し要）

（５）市実施
（民間委託化）

（６）民営化
（NPO・地域団
体含む）

福祉
子ども部

児童
クラブ室

（５）市実施
　　（民間委託化） － － － 1人 2人 2人

教育
委員会

生涯学習課
（４）市実施
　　（見直し要） － － － 4人 1人 －

教育
委員会

市民
スポーツ課

（５）市実施
　　（民間委託化） － － － 1人 4人 －

（５）市実施
　　（民間委託化） － － － － 3人 2人

（６）民営化
（NPO・地域団体含む） － － － － 1人 4人

環境部 環境保全課
（４）市実施
　　（見直し要） － － － 3人 1人 1人

環境部 環境保全課
（４）市実施
　　（見直し要） － － － 5人 － －

環境部
ごみ減量
推進課

（４）市実施
　　（見直し要） 2人 － － 3人 － －

評　価　者　の　判　定

放課後児童健全育成事業

【事業仕分け判定に係る意見】

・成人式本来の目的を達成するため、現方式の満足度を把握し、小学校区単位への分割と新成人による実行委員会での運営
を検討してはどうか。
・事業費を次第書の広告収入で減らすことも検討してはどうか。
・新成人自らが公共場所の美化や植林など達成感を味わえるものにしてはどうか。
・財源確保のために会費制にしてはどうか。
・内容がつまらない。新成人に何かをやってもらいたい。地区単位で実施し、手作り感を出したほうが想い出になる。
趣旨は理解できるが、公費を投入する意味がわからない。

番号

成人式開催事業

社会体育施設管理運営事業

市民体育大会等開催助成事業
（市民体育大会）
市民体育大会等開催助成事業
（チャレンジ比良登山大会）

事　　業　　名　　等

7

8

12

環境保全市民運動推進事業11

9

10

ＩＳＯ１４００１推進事業

古紙再利用推進事業13

【事業仕分け判定に係る意見】

・行政が直接回収すると経費が増えるので、リサイクル意識の向上からも本事業は必要である。しかし、補助金の縮小が必
要である。業者への補助金が必要かどうかは疑問であり、業者への追跡調査が必要である。
・アルミ缶等と同じように市が回収し、業者へ売却するシステム変更するなど抜本的見直しが必要である。
・「古紙価格の低迷」という前提が変わったので、補助金の出し方を見直すべきであり、状況に応じて臨機応変に改めてい
く必要がある。
・本事業の集団回収だけでなく、古紙回収業者が個別回収も行っている。このため、集団回収で団体の事業費にあてる目的
で古紙を回収してほしいのであれば、個別回収業者と契約して売却すれば良いこととなり、行政の関与は不要である。
・団体（自治会、子ども会等）への補助金の出し方について整理が必要である。

【事業仕分け判定に係る意見】

・ＩＳＯは段階的廃止が良い。会社の知名度も含めて環境に取り組むための意義があるが、
行政は環境保全への対応は当然でありＩＳＯへの財政支出は必要ないと考える。
・事業費の拡大をしても良いと考える。ＩＳＯは必要と認識している。外部、事業者にむけてのＰＲがもっと必要である。
・一種のブームとして取得しているところがある。仕組みが確立し、市民の手本としてできていれば、ＩＳＯを持ち続ける
ことにこだわる必要は無い。
・取ってからの内容が大切である。
・私自身ＩＳＯを知らない。一般の者は、評価ができない人が大半ではないだろうか。成果のわかりやすさが大切と思う。

教育
委員会

市民
スポーツ課

【事業仕分け判定に係る意見】

・琵琶湖に対する市民の環境意識は高い中で、行政がコーディネートする必要性はある。
・事務局の人件費の効率化、削減に向けて、事務の外部委託などを考えていく必要がある。

担当部署 仕分け結果

【事業仕分け判定に係る意見】

・指定管理者に移行する方向とのことだが、利用料金制を導入いただきたい。また、全体としての収支バランスの確保と計
画的な修繕費の積立てを検討いただきたい。乗馬場の民営化も検討していただきたい。
・施設の一元管理をぜひやってもらいたい。
・借地施設の整理と利用率の精査、低利用施設の廃止を検討いただきたい。また、一元管理の検討も必要である。
・市民も有料にするなど歳入の確保を考えては。
・収支バランスが悪い。委託料を安くする工夫をしていただきたい。一方で、稼動率９割は立派な数字である。利用者が不
便を感じないような仕組みの導入を検討いただきたい。
・使用料の増収を考えるべきである。また、駐車料金きちんと取るべき。ネーミングライツも可能性がある。収入を増やす
努力をした上で、利用料金制を導入するべきである。

【事業仕分け判定に係る意見】

・市民体育大会、チャレンジ比良登山大会ともに、直営で実施する事業ではない。
・市民体育大会は、体育協会への委託が適当であり、市職員の人件費関与をなくすべきである。
・登山大会については、ＪＲ西日本等の事業実施によって利益を得る企業による民営化を検討すべきである。

【事業仕分け判定に係る意見】

・これだけの運営規模であれば、民間（企業、ＮＰＯ等）に事業運営についての関心もあるのではないか。委託や指定管理
者制度の導入によって運営の効率化とサービス向上を図るべきと考える。
・地域の特性を考慮した上で、基幹になるところは直営を残すなど段階的に民間委託し、最終的には個別ニーズに対して
は、ビジネス（民営）として考えるべきである。
・利用者から見た他の類似事業と受付窓口を統合することを検討すべきである。
・公営で実施していることにより、サービスの基準が統一されているということは評価される。また、嘱託職員等の起用に
よって運営コストも低く抑えられている。しかしながら、事務に従事している正規職員のコストについては、業務効率を高
めるよう検討されたい。
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（１）不要 （２）国・県実施
（３）市実施
（現行のとおり）

（４）市実施
（見直し要）

（５）市実施
（民間委託化）

（６）民営化
（NPO・地域団
体含む）

環境部 生活衛生課
（４）市実施
　　（見直し要） － － － 3人 2人 －

政策
調整部

男女共同
参画ｾﾝﾀｰ

（５）市実施
　　（民間委託化） 1人 － － 1人 3人 －

市民部　
国際文化
交流課

（４）市実施
　　（見直し要） － － － 4人 1人 －

市民部　 戸籍住民課 （１）不要 3人 － － 2人 － －

産業
観光部

産業政策課
（４）市実施
　　（見直し要） 1人 － － 3人 － 1人

産業
観光部

農林水産課 （１）不要 2人 － 1人 1人 1人 －

建設部 道路管理課
（３）市実施
　（現行のとおり） － － 4人 1人 － －

公衆便所維持管理事業14

番号 事　　業　　名　　等

16 在住外国人支援事業

男女共同参画センター管理
運営事業

15

大津市勤労者互助会育成事業18

自動交付機設置事業17

【事業仕分け判定に係る意見】

・ふれあいのもりと放牧場との一体管理なら、民営化（指定管理者制度等）しても何の問題もない。
・ビジョンが見えてこない。２軒の畜産農家に施設管理を委託することも検討してみてはどうか。
・ふれあいのもりの機能をはっきりさせるべきである。
・放牧場は２事業者のためだけなので廃止の検討をすべきである。飼育動物は、利用ニーズを把握すること。子どもたちが
動物とふれあうことによって、その楽しさや生き物を大切にする気持ちを育ててほしい。
・現状の課題整理が先決である。
・畜産振興としての放牧場は、その使命は終えている。その後の利活用の検討が必要である。

市道路線管理事業20 【事業仕分け判定に係る意見】

・委託業者が1社だけということで、複数個所の修繕に対応できないのではないか。
・エリアを分けて、分割して委託することも検討すべきである。

19
森林レクリエーション施設管理
運営事業（市営放牧場）

【事業仕分け判定に係る意見】

・地域性もある中で、２ヶ所に増設しても一部の利用となり、効果が薄い。
・縦割り行政の壁を破って、市としての電子自治体実現に向けた取り組みとして、検討されたい。
・住民ニーズ、コスト面などの検証をすべきである。
・カードの利便性を高めて、自動交付機の利用状況の改善に取り組むべきである。
・一市民としては、いらない。

【事業仕分け判定に係る意見】

・勤労者互助会への加入率が８．５％程度で今後事業が運営していけるか、ニーズを把握して、方向性を考えるべきであ
る。行政も厳しい姿勢で関わるべきである。
・すべての中小企業のニーズにあった福利厚生事業を展開するとともに、行政がさらにかかわり、見直しを行う必要があ
る。
・加入していない企業との整合性がつかない。福利厚生の充実と中小企業の育成とのつながりが見えてこない。
・勤労者互助会の自助努力を促す仕組みが必要である。事業の精査等を行い、効率的・効果的な事業運営を促すべきであ
る。

【事業仕分け判定に係る意見】

・公衆トイレがどこにどれだけ必要なのか、住民のニーズの正確な把握が必要である。
・維持管理を民間に委託することを早急に考えるべきである。

【事業仕分け判定に係る意見】

・男女共同参画の必要性は十分あるが、このセンターでしかできないような事業が必要である。利用者のニーズの把握に努
め、生涯学習などと連携をとる必要がある。
・現状は、講座を開催しているだけであり、相談委託と合わせて、民間委託を拡大することが必要である。
・事業費ベースで１講座１８０万円程度、参加者２０名で、１名１０万円近くかかっている。市民活動センターや男女共同
参画を進めているＮＰＯに委託すべきである。
・男女共同参画の政策は必要であるが、男女共同参画センターで実施する効果が感じられないので不要である。施設の維持
管理のみに感じられる。また、委託するにも市の積極的な姿勢がないと無理である。人権でも男女共同参画はできる。
・今後、講座の企画段階からＮＰＯなどの団体と協働で実施し、徐々に民間委託の方向にもっていくべきである。

担当部署 仕分け結果

評　価　者　の　判　定

【事業仕分け判定に係る意見】

・ニーズの再把握が必要である。
・地域や民間企業を巻き込んでの事業展開をしていただきたい。
・市役所全体で総合的に取り組むべきである。
・今後、多様化・個別化が予想されるニーズに対して、本当に行政だけで対応しきれるのか、当事者同士のコミュニケー
ションが大切ではないか。
・主権者である在住外国人が、主体として生活していけるように、行政だけでなく民間のサポートも必要ではないか。
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