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ははじじめめにに  

 

今、地方自治体は大きな変革の時期を迎えています。 

平成12年に施行された「地方分権一括法」により、地方自治体には自主、自立の行財

政運営が求められ、「地方分権改革」の進展とともに今後ますます国から地方へ各種権限

や事務事業の移譲が見込まれる中、市民本位の個性ある地域づくりを進めていくことが期

待されています。 

 しかしながら、平成19年度末現在で約725億円もの市債残高を抱える関市を見てみま

すと、数年後からは高齢者の社会保障への支出がさらに増加し、その一方では、少子化に

よる人口減少社会によって経済が収縮することにより、一層厳しい財政運営が見込まれる

ことから、「行財政改革」を早急に進め、堅実で持続可能な行財政基盤を構築することが

喫緊の課題となっています。 

 また、住民主体の「住民自治」を確立することが地方自治の最重要課題であり、その実

現に向けては、単に行政サービスを補完するだけではなく、住民の地方自治への参画にも

つながる「協働」による公共サービスの拡充が有効であるとされています。 

 このような中で、平成19年９月に私が市長に就任し、これらの課題解決とともに市民

目線による真に豊かな関市づくりを目指した市政全般にわたる事務事業の総点検に着手し

ました。 

 この報告は、その総点検の結果を取りまとめたものであり、第１章で総論として「政策

総点検の概要と今後の市政」を、第２章において「持続可能な行財政基盤づくり」を、第

３章において「協働によるまちづくり」を、第４章では「事務事業ごとの点検結果」を記

載しております。 

 約１年をかけて行った政策総点検が、「市民が主役の元気な関市づくり」を進めていく

ための新たなスタートとなり、市民の皆さんと一体となった市政が進められますよう、市

民各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

平成2１年３月 

                        関市長  尾藤 義昭 
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第第１１章章  政政策策総総点点検検のの概概要要とと今今後後のの市市政政 
 

1-1 政策総点検とは 

 政策総点検（以下「総点検」という。）とは、関市が現在の行政サービスの質を保ちつ

つ、市民が主役の市政を進めるために、「市民が何を求めているか」「今よりもっと良い

方法がないか」「市が行うべき仕事なのか」などの視点から、全職員が市民目線に立って

全ての事務事業を点検の上、「廃止」、「見直し」、「継続」の検討を行ったものです。 

 点検は大まかに次の流れにより、それぞれのチェックポイントに従い行いました。 

【総点検の流れ】 

①「業務の全体像」の確認 

個々の事業の目的と成果や事業の分量などを整理 

チェックポイント１：「市民目線によりニーズを把握しているか」 

②「市役所が行う妥当性」の検討（＝「廃止」の是非） 

法令的な位置づけや公共性、経済性などから、そもそも役所が行う事業であるかどうか確認 

チェックポイント２：「市が担うべき事業か」 

③手段・方法の改善の検討（＝「見直し」の必要性） 

 ②により継続実施と判断された事業を対象に改善・見直しを検討 

チェックポイント３：「最少の経費で最大の効果が得られるような方法であるか」 

④担い手の具体的なあり方の検討 

 市の担うべき事業の市民との協働の可能性と、市の担うべきでない事業のあり方はどうか 

チェックポイント４：「市民活動にゆだねられないか」 

 なお、各事業の点検は市役所の内部において行っていますが、色々な機会を通じて寄せ

られた市民の意見などを点検結果に反映するよう、十分に留意しました。 

 

1-２ 総点検の経過と結果概要 

（１）推進体制 

推進組織として、市役所内に下記の「関市政策総点検対策委員会」を設置し、随時点検

内容等について検討しました。 
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【政策総点検対策委員会】 

〇委 員 長：森副市長 

〇副委員長：道家副市長、教育長 

〇委    員：市長公室長、市長公室次長、総務部長、総務部次長、民生福祉部長、民生福祉部次

長、環境経済部長、環境経済部次長、建設部長、建設部参事、建設部次長、水道部

長、水道部次長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長 

〇事 務 局：市長公室企画政策課 

 

（２）実施経過 

主な経過概要は、次のとおりです。 

【主な経過】 

〇職員説明会（平成19年12月12日）：点検方法を周知するための会議を開催 

〇第１次点検（平成20年１月10日～同年2月末日）： 

・点検シートによる課内点検（平成20年1月10日～同年1月31日)：課ごとに所管事務事業等

１件あたり1枚の「政策総点検点検シート」を用いて、必要事項を記入しながら廃止、改善

見直し又は継続の検討を実施 

・部長による部内検討（平成20年2月12日～同年2月末日）：課ごとの点検後、部内

横断的な検討を実施 

〇第１回関市政策総点検対策委員会（平成20年3月19日）：中間のとりまとめを実施 

〇第２回関市政策総点検対策委員会（平成20年4月28日）：平成20年度に入って再確認を図る

〇第２次点検（平成20年5月1日～同年5月20日）：課内再点検及び部内再検討を実施し、再度

全シートの記載内容を精査 

〇委員長ヒアリング（平成20年5月23日～同年6月4日）：第２次点検後、取りまとめに向け委

員長による各部長を対象としたヒアリングを実施 

〇第３回関市政策総点検対策委員会（平成20年8月12日）：取りまとめ案の検討 

〇第４回関市政策総点検対策委員会（平成20年10月3日）：取りまとめ案の検討 

〇パブリック・コメント（平成20年10月20日～平成２１年２月２８日） 

 ・市民からの意見等の募集（平成20年10月20日～同年11月19日） 

 ・意見等に対する市の考え方の公表（平成20年12月２５日～平成２１年２月２８日） 
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〇平成21年度予算への反映等（平成20年12月以降） 

＊詳しい点検内容は、資料編の「政策総点検マニュアル」「政策総点検ガイドライン」等をご覧ください。

 

（３）点検結果と対応 

 点検結果の概要は、次のとおりです。 

【点検結果】 

〇総件数：1,061件（うち事務事業841件、補助金等220件。詳細は第４章を参照） 

〇廃 止：  39件 

〇見直し  ：242件（ほかに使用料、手数料等広く事務事業全体にわたる見直し項目が12件）

〇削減見込み額：最大約２億２千万円／年（廃止事務事業の直接事業費のみを計上） 

廃止、見直しがすぐに対応可能なものは平成20年度から行い、それ以外は平成21年度

以降の実施時期を明確化し、また、準備期間を設ける必要がある案件は、実施時期に加え

て見直し期間も明確にしました。 

【廃止、見直しに向けての具体的な取組】 

① 歳入増加に向けた取組 

受益と負担の公平性確保、適正納付の推進、自主財源の拡充を進める。 

② 歳出削減に向けた取組 

土地保有の合理化、商業・観光施設の民営化、集会場施設管理の役割分担、保育の役割分担、

その他の公共施設の統廃合、保育の役割分担、を進める。 

③ 合理的な事業実施に向けた取組 

補助金・交付金の効果的交付、ルールに基づく事業推進 

④ 機能的な組織再編に向けた取組 

市の組織と職員の勤務条件の見直し、定数削減、市の活動の簡素化、公営企業等（特別会計

関係）の見直し、第三セクターの見直しなどを進める。 

【協働の推進に向けての具体的な取組】 

① 市民と行政との協働の推進 

開かれた市政のもと、様々な市民との協働を展開し、指定管理者制度など民間活力の導入、

市民と進めるまちづくりも積極的に進める。 

 

1-3 総点検から見えてきたもの 
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総点検を進める上で設けたチェックポイントからは、事務事業を推進するにあたり、次

の点を重視すべきことがわかりました。 

○チェックポイント１：「市民目線によりニーズを把握しているか」 

市民に積極的に情報を公開し、市民の意見を取り入れていく「市民主導」での市政を推進する。

○チェックポイント２：「市が担うべき事業か」 

 市が関与すべき事業、整備すべき施設を明らかにし、市政の役割を明確にする。 

○チェックポイント３：「最少の経費で最大の効果が得られるような方法であるか」 

無駄の排除と成果の向上が図られる組織、行財政運営に変革していくことにより「管理から経

営」へと転換する。 

○チェックポイント４：「市民活動にゆだねられないか」 

 協働への認識の向上と仕組み作りを進めることにより「協働による市民参画」を推進する。 

 総点検から見えてきた上記の４つの事項の進め方について、市としては今後、次のよう

な観点を重視していきたいと考えています。 

 

（１）市民主導の行政 

市民主導の行政を進めるため、市民の意見を十分に反映するとともに、納税者側、サー

ビスを受ける側の「市民目線」に立って行政を進めます。 

市は、これまでも「移動市長室」、「市政モニター」、「パブリック・コメント手続制

度」等により市民の意見を集約してきましたが、市民の意見を十分に把握できていない事

業もみられるため、今後はより一層の情報共有を進めます。 

【今後も市民にとって良い改善が進むよう市民との情報共有を進めます】 

（情報の公開） 

〇情報は市民共有のものである。 

〇情報発信は、適正な時期・内容・分量により行う。 

〇情報発信は対話、問答等双方向とするよう努める。 

（情報の管理） 

〇行政に委ねられた情報は、ファイリングシステムにより適正に管理する。 

〇情報の適正な管理と共有を図るため電子化を進める。 
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（２）市政の役割の明確化 

市の関与とは「市がヒト、モノ、カネ等の経営資源を投入すること」であり、本当に必

要な事務事業を実施し、又は補助しているかについて判断したものです。 

【市の事業実施、施設整備、及び補助金等の交付基準を明らかにします。】 

（市が必然的に関与すべきもの） 

〇法令等により市に実施、設置等が義務付けられているもの 

〇受益者が特定できないか又は特定できても対価の支払いを求めることができないもの 

〇生活困窮者への支援等 

〇民間又は国、県等が類似のサービスを提供しておらず、かつ、必要不可欠なもの 

〇環境保護等サービスの対象者だけでなく、広く効果が及ぶもの 

〇行政の内部管理 

（市民生活の向上を目指すもの） 

〇福祉施設等一定水準の市民生活を維持するため整備が必要なもの 

〇市民又は地域全体の財産といえる文化、伝統芸能の維持等 

〇防災、防犯等安全・安心な市民生活を維持し、かつ、市民一人であっても市民多数であっても

経費に大きな差が生じないもの 

〇環境保護等サービスの対象者だけでなく、広く効果が及ぶもの 

 

（３）管理から経営への転換 

簡素で効率的な組織への改革と効率的な行財政運営を図るため、今後も次のように対応

していきます。 

【常に最少の経費で最大の成果を生み出す組織運営を目指します】 

（人事組織） 

〇迅速かつ適切な対応が可能な少数精鋭の組織、職員体制に向けた改革を進める。 

〇職務と能力に応じた適正な給与支給を図る。 

〇権限移譲、事業実施等による一時的な職員不足は、臨時的任用、再任用等で対応する。 

（事業運営） 

〇建設工事の経費縮減等統一的な経費削減を継続する。 

〇電子入札、総合評価方式等入札制度の導入を進める。 
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〇｢民設民営｣に近づくよう利用料金制、包括的民間委託等の導入を進める。 

〇事業の効率性、有効性等は、行政評価で継続的に見直す。 

 

（４）協働による市民参画 

今後の地方自治には協働が不可欠であり、協働の定着に向けた市民と行政の連携を拡充

していきます。 

【住民自治の確立に向け協働の定着を図っていきます】 

（基本理念） 

〇互いに相手方を認め合い、対等な関係による連携・協力を行う。 

〇協働がもたらす成果と新しい担い手の育成を重視する。 

〇互いに信頼し合い、明確な役割分担のもとに活動を進める。 

（推進方法） 

〇市民と行政の協働は、公平性、透明性等の諸原則が適用される。 

〇協働についても行政評価に準じたPDCAによるチェックを行う。 

〇指定管理者制度は、サービスの向上と効率性に立ち返り、再評価する。 

〇協働について定期的に市役所内で検討し、具体的な仕組みづくりを進める。 

 

1-4 総点検で進める市民本位の市政 

 総点検は、約１年をかけ、全ての事務事業をチェックした取組であるものの、市民生活

の向上と地域経済の活性化を進めるために構築してきた市の政策を大きく変えることは一

朝一夕には困難であることから、「総点検は、短期の改革だけでなく、次のような考え方

に基づく長期的な今後の市政の見直しに向けた契機である。」と意義づけられます。 

【市政の姿】 「みんなでつくろう 市民が主役の元気な関市」 

 市民との対話を重ね、市民が主役となっていきいきと元気に暮らしていただくような関市づくりを目指します。 

【事務事業の推進にあたり重視すべき事項】  

（１）市民主導の行政 

（２）行政の役割の明確化 

（３）管理から経営への転換 

（４）協働による市民参画 
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【手法】 

（１）今後も市民にとって良い改善が進むよう市民との情報共有を進めます。 

（２）市の事業実施、施設整備、及び補助金交付等の基準を明らかにします。 

（３）常に最少の経費で最大の成果を生み出す組織運営を目指します。 

（４）住民自治の確立に向け協働の定着を図ります。 

【点検結果のフォローの方法】   

行政改革推進事業として今後も定期的に状況を確認していきます。 

 なお、総点検を契機とする取組は、今後「行政改革推進事業」に引き継ぎ、継続してい

きます。 

  

第第２２章章  持持続続可可能能なな行行財財政政基基盤盤づづくくりりにに向向けけてて  

関市は、自立した市民本位の市政を実現するため、新たな地域課題や行政需要、危機管

理等の緊急課題に柔軟に対応できる行財政基盤づくりに向け、固定経費を中心とした歳出

の削減と財源の確保による歳入の安定化、活力ある組織、機構による効果的な政策の形成

と弾力的な運用を進めます。 

総点検においては、自立を可能とする堅実な財政基盤づくりに向けて、権限移譲に伴う

財源の確保とともに、既存の歳入、歳出についての細部にわたる見直しが必要と判断しま

した。 

これは、この先しばらくの間の市税収入は130億円台で推移するものの、地方交付税に

ついては現在適用されている合併特例措置が平成27年度から段階的に縮減され、特例期

間が終わる平成32年度頃には現在と比べ約21億円もの歳入の減少が見込まれる一方、歳

出はすでに始まっている高齢者の増加により今後の社会保障関係費の急増が見込まれるこ

とによるものです。 

 この第２章は４部構成とし、第１部は「歳入増加に向けた取組」について、第２部は「歳

出削減に向けた取組」について、第３部は「合理的な事業実施に向けた取組」について、

第４部は「機能的な組織再編に向けた取組」について、それぞれ見直す内容を説明します。   
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＜＜＜   第第第１１１部部部   歳歳歳入入入増増増加加加ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

歳入増加に向けては、継続して安定的な歳入のため、応益負担の原則のもとに課税、利

用料金、減免制度の運用等を見直すとともに、滞納による収納率の低下を抑制し、財政運

営の安定性を確保するほか、将来の財政需要の増加にも対応できるような新たな自主財源

の確保を図ります。 

 

2-１-1 受益と負担の公平性を確保します 

「受益と負担の公平性の確保」とは、「利用する人、サービスを受ける人が費用を適正

に負担している状態とする。」ことの意味であり、市の施設を使用し、又は証明書の発

行に対する適正な負担のあり方についての統一的な基準を設け、運用を図るほか、料金

の減免が不公平な扱いとならないよう見直しを図るもので、次の６つをその内容として

います。 

（１）都市計画税課税の見直し 

（２）使用料の見直し 

（３）手数料の見直し 

（４）減免制度の見直し 

（５）全額公費負担事業の見直し 

（６）職員からの駐車料金の徴収 

 

（１）都市計画税課税の見直し 

関市は、現在、都市計画税を関地域のみで課税していますが、受益と負担の観点から、

都市計画区域の全域に課税するよう見直します。 

 都市計画税は、下水道、公園、街路等都市施設を整備する財源に充てるため、市民税、

固定資産税等の普通税とは別に目的税として課税するものです。旧関市は、都市計画区域

に都市計画税を課税し、都市施設の整備に伴う市債償還などの財源に充ててきましたが、

都市計画区域を有する旧武芸川町を始めとする旧武儀郡の町村には、都市計画税が課税さ

れていませんでした。 

この扱いは、平成17年の市町村合併以降も継続していますが、平成20年度から平成22
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年度までの間に進める都市計画マスタープランの見直し後、都市計画区域には都市計画税

を公平に課税するよう、見直しを図るものです。 

 なお、これに併せて、都市計画区域とそれ以外の区域との税負担のあり方についても調

査、研究を進めます。 

〇都市計画区域内は、都市計画税の公平な負担とする。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：税務課（都市計画課、都市整備課、下水道課） 

 

（２）使用料の見直し 

関市は、公の施設の使用料の見直しを進めます。 

市は、さまざまな施設を整備し、生活の豊かさ向上に大きく貢献していますが、一方で

は施設の運営、維持管理に多大な経費を支出し、その多くは施設使用料と市税によって賄

っています。市は、これまでにも指定管理者による運営管理等による経費の抑制とサービ

スの向上に努め、使用料を据え置いてきましたが、サービスの継続、施設の利用者と非利

用者との均衡の観点から適正な受益者負担を求めるべきものと判断し、見直しを進めます。 

 地方自治体は、地方自治法第238条の４第７項の規定により、行政財産の使用又は公の

施設の利用について使用料を徴収することができますが、一方で、施設等の使用にあたっ

ては、利用者の公平な応分負担のもとに平等な使用の機会を確保する義務があります。す

なわち、特段の理由が無い限り、優先的な利用はできないことになります。 

この見直しは、この基本原則に立ち、基本的には施設の種類ごとに統一的な使用料を定

めるほか、関連して、減免制度の見直しと施設利用の機会の均等化を図ろうとするもので

あり、市税で賄う部分を除き、受益者に応分の負担を求めるものです。 

なお、小中学校は使用料を徴収することができない施設ですが、この使用料とは教育活

動に関するものを指すことから、教育以外の目的で利用するときは徴収できることになり

ます。見直しとは、このようなことも含みます。 

〇受益者が受益に応じて負担する「受益者負担の原則」による。 

○行政負担と受益者負担の割合を明確にする。 

○概ね３年ごとに見直しを図る。 

○使用料は、地域、施設の経過年数による格差を付けない。 
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〇大幅な引上げとなる場合は、段階的に引き上げるような措置を講じる。 

〇特定団体の継続的な使用が繰り返されないよう、施設の利用機会の均等化を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（その他施設を所管する課） 

 

（３）手数料の見直し 

関市は、手数料の見直しを進めます。 

市は、各種証明、許可、督促等の多くの手数料を徴収していますが、使用料と同様この

手数料についても、サービスの受益者と非受益者との均衡等の観点から、適正な負担を求

めるべきものと判断し見直しを進めます。 

 市の手数料の額は、戸籍法に基づく証明書の交付手数料のように「地方公共団体の手数

料の標準に関する政令」に基づく金額を標準としているものもありますが、地方自治法第

227条において地方自治体は特定の者のために行う事務の場合には費用として手数料を

徴収することができるとされていることから、独自に算定しているものも多くあります。 

この見直しは、受益と負担の観点から見直す使用料、減免制度との関係が深い独自算定

分について、これらの見直しと前後して進めようとするものです。 

 基本となる考え方や算定のルールは、使用料と同様なものを予定しています。 

〇受益者が受益に応じて負担する「受益者負担の原則」による。 

○行政負担と受益者負担の割合を明確にする。 

○概ね３年ごとに見直しを図る。 

〇大幅な引上げとなる場合は、段階的に引き上げるような措置を講じる。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（その他各手数料徴収を所管する課） 

 

（４）減免制度の見直し 

関市は、使用料の見直しとともに減免制度についても見直します。 

市は、政策の推進のため必要なときには、例外的な扱いとして使用料の全部又は一部を

減免していますが、統一的な減免基準は整備されておりません。 

この見直しは、減免は条例等の定めに基づいた手続により行っているものですが、減免
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の対象となっている施設の運営は、通常の使用料収入だけでは不足し、市税等でも賄って

いることから、「特定の利用者に偏った減免制度の運用は、減免を受けられない利用者に

とっては使用料負担の増加となり、非利用者にとっては税負担の増加につながる。」と見

ることもできると判断したことによります。 

具体的には、使用料の見直しで述べたように、減免の見直しと施設利用の機会の均等化

を図るため、平成20年度から整備を進めている使用料の減免基準を厳格に適用しようと

するものです。 

〇減免基準の明確な文書化を図る。 

〇補助金交付と減免の重複は、理由を明確にする。 

〇特定団体の継続的な使用が繰り返されないよう、施設の利用機会の均等化を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（その他施設を所管する課） 

 

（５）全額公費負担事業の見直し 

関市は、事業費の全額を市が負担する事業について、応分の負担を求めるよう見直しを

図ります。 

この見直しに該当する事業には、検診や講座のほかに森林整備に関するものがあります。 

このうち、森林保全に対する費用負担のあり方については、森林所有者に負担を求める「原

因者負担」と恩恵を受ける者に負担を求める「受益者負担」との対比の中で、森林からの

受益は安全・快適な市民生活に広く影響を及ぼすものであることから、受益者負担とすべ

きもののその財源は森林税等目的税であるべきとの考え方もあるように、貴重な普通税を

財源とする事業のあり方を検討するものです。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務部総務財政（その他全額公費負担事業のある課） 

 

（６）職員からの駐車料金の徴収 

関市は、職員からの駐車料金の徴収を検討します。 

市役所庁舎を始め支所、学校、児童福祉施設等の公共施設に勤務する職員の多くは、公

共交通機関による通勤が不便なことを主な理由として、自家用車により通勤しています。
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このため、ほとんどの公共施設で、来客用駐車場とともに職員の駐車スペースが確保され

ています。 

しかし、たとえそれが通勤のためであっても、職員が公共施設の敷地内に自家用車を駐

車することは受益と負担の観点から、適正な額の使用料を徴収することが原則であると考

えます。したがって、受益者負担の観点と職員の福利厚生、勤務の特殊性等の観点を考慮

しながら、職員からの駐車料金の徴収について検討します。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：秘書課 

 

2-1-2 適正な納付・納入意識の高揚を図ります 

 「適正な納付・納入意識の高揚」とは、市民の信頼のもとに託された貴重な財源であ

る市税等を無駄なく活用しまちづくりを進めていることへの理解を深めるとともに、善

良な納税者の信頼を失うことのないよう、悪質な滞納者には断固たる対応を執るもので、

次の３つをその内容としています。 

（１）納付手段の拡充 

（２）公売の推進 

（３）効率的な債権管理の検討と司法の活用 

 

（１）納付手段の拡充 

関市は、市税を納付しやすい環境を整備するため、クレジットカードによる納付の検討

を進めます。 

市税の収納を円滑に進めるためには、市税の使途を明らかにし、納税者に期限内納付に

向けた理解を求めることが重要ですが、生活様式の多様化に対応するためワンストップサ

ービス、ノンストップサービス化を進め利便性を向上させるように、納付手段の多様化策

も必要なことから、振替納税、コンビニエンスストア納付に加えクレジットカードによる

納付も検討するものです。 

しかし、コンビニエンスストアで取り扱われる金額には上限（30万円未満）があり、

すべての納税者に対応できないこと、及びクレジットカードによる納付は収納に伴う手数
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料支払いが高額となることなど不公平な扱いとなることから、拡大に向けては課題が多い

ものといえます。 

○口座振替を推進し、口座振替率の向上を図るとともに残高不足に対する注意を促す。

〇コンビニエンスストア納付等、納付しやすい環境を整備する。 

〇クレジットカードによる納付を検討する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：税務課（国保年金課） 

 

（２）公売の推進 

 関市は、悪質な滞納者から滞納市税等の回収を図るために実施している一般競争入札や

インターネットを利用した公売を市有財産の売払いにも活用するなど、推進を図ります。 

滞納とは、納税者が市税等を期限までに納付しないことから、市は督促したものの、完

納されない状態にあることをいいます。市は、市税等が歳入の重要な財源であること、完

納した者と滞納者との間に不公平が生じることから、滞納の解消に向け、出納員、分任出

納員及び収納員による滞納世帯の随時訪問を実施し、滞納者の状況把握と納付依頼を継続

するほか、定期的な一斉滞納整理を実施することで適切な納付の回復に向けた対応を行っ

ています。しかし、それでも納付されない悪質な事案については、法令に従い差押、公売

を実施する滞納処分を行っています。 

こうした公売は、悪質な滞納者から滞納市税等の回収を図るために有効な手段ですが、

不要となった市有財産の処分にも利用できると見込まれます。 

○滞納整理の強化と納付催告や臨戸訪問を行う。 

○国民健康保険税の資格証明書、短期保険者証の交付による対応を適正に進める。 

〇公売による滞納の解消を図る。 

〇公売を物品の売払いにも利用する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：管財課（税務課、国保年金課） 

 

（３）効率的な債権管理の検討と司法の活用 

関市は、市の債権についても一元的に管理し、適正な対応、処分を進めます。 
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市は、現在債権のうち分担金、使用料、加入金、手数料及び過料等については「関市税

外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例」により、これらを除く債権については「関市公

有財産及び債権の管理に関する規則」により督促を行っています。 

一方、先進自治体では、自治体の債権を一元的に管理し、処理するための条例等が整備

され、この中で台帳作成、不納欠損見込額の把握、債務が履行されない場合の滞納処分や

強制執行のほか、滞納処分の執行停止等の手続が明らかにされています。 

善良な市民にとっては催告処分に要する経費さえも不公平なものであることから、市は

悪質な滞納者への処分を強化することは適切な対応と考えており、「効率的な債権管理の

検討」とは、地方が主役となる時代を迎え貴重な財源を自らの責任において適正に管理す

る責任を果たすとともに公平な社会づくりを進めるものであり、「司法の活用」とは、市

営住宅の使用料滞納のような場合で通常の臨戸訪問による納付指導等では対応できない悪

質なものについては、弁護士に依頼し住宅の明渡し訴訟の提起や強制執行の手続をとるこ

とにより強制的な退去や債権の回収も図ろうとするものです。 

〇関係各課の徴収部門の連携を強化する。 

○保育料は、効果的な在園中の納付催告を強化する。 

〇先進自治体の市債権管理を参考として、悪質な滞納者への対応を強化する。 

〇市営住宅使用料の悪質な滞納者に対しては、連帯保証人へ請求する。 

〇悪質滞納者に対しては、強制執行手続を行う。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22度から 

◎所管課：管財課・高齢福祉課・子育て支援課・水道課・学校給食センター 

 

2-１-3 自主財源の確保を図ります 

「自主財源の確保」とは、厳しい財政状況のもと、自主、自立による市民本位の市政

を実現するためには、地域の特性を生かし、工夫を凝らして積極的に財源の確保を図る

必要があることから、既存の制度を精一杯運用するもので、次の３つをその内容として

います。 

（１）企業誘致による税収増 

（２）ふるさと納税制度の推進 
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（３）さまざまな市の媒体への有料広告掲載の導入 

 

（１）企業誘致による税収増 

関市は、産学民官の連携による協働を強化していきますが、その中で先端産業に関する

情報を提供できる環境も整備していきます。 

これは、東海地方の主要都市には航空機関連産業の企業集積が急激に進んでおり、市も

同様に、自動車関連産業に続く航空機関連産業等先端産業の企業進出を促し、より生産性

の高いものづくり産業都市の形成を進め、税収の増加を図ろうとするものです。 

これに伴い、市は、民間主導による工場団地の造成も積極的に支援していきます。 

○先端産業を中心とした企業誘致を充実する。 

○民間主導による工場団地の造成や企業進出を積極的に支援する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：工業振興課 

 

（２）ふるさと納税制度の推進 

関市は、ふるさと納税の積極的な働きかけとこの制度を活用した魅力的なまちづくり、

くらしづくりを進めます。 

「ふるさと納税」とは、平成20年の地方税法改正により設けられた制度で、自治体に

対する寄付金のうち5,000円を超える部分について、市民税等が控除されるものです。 

市は、この制度を「遠く故郷を離れた市民が活動に代え、寄付により参画する協働」と

認識しており、透明性と納得性のもと、貴重な寄付を「なつかしく、誇りにできるふるさ

とづくり」に充てていくほか、この制度は「第二のふるさと」「心のふるさと」も対象と

なることから、市の魅力をPRし、個性的なまちづくりを推進することで「まちの応援団」

の拡大も図ろうとするものです。 

○納税により参画する協働を進める。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（税務課） 

 

（３）さまざまな市の媒体への有料広告掲載の導入 
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関市は、市広報紙「広報せき」に広告枠を設け、又は市ホームページにバナー広告を設

けるなど、公の施設や発行物、その他さまざまな媒体における民間広告の有料掲出を進め

ます。 

この広告掲載は、「市民生活と関わりが深い市内企業等の民間情報を広報せきや施設等

に掲出することは、協働の一形態である。」との考え方に立ち、広告を掲出することによ

り経済の活性化や市民生活を豊かさの創出とともに新たな自主財源の確保を図ろうとする

もので、主に市の資産や発行物などを広告媒体として、有料で提供するものです。 

媒体と情報の内容は可能な限り対象を広げ、たとえばスポーツ施設等の命名権（ネーミ

ングライツともいう。施設やイベント等に対して企業等の名称を付す権利をいう）の導入

も検討してきます。 

 なお、これとは反対に市が費用を負担する民間の路線バスへのラッピング広告は、効果

が薄らいでおり、廃止していきます。 

○広報せき、封筒、市ホームページ等への有料広告の掲載を進める。 

〇施設等への有料広告の掲示を進める。 

〇市民と行政が一体化した戦略的なPRによる市、企業のイメージアップを図る。 

〇広報せきや市ホームページの内容を精査改善し、魅力ある広告媒体とする。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：広報課（全課） 

   

＜＜＜   第第第２２２部部部   歳歳歳出出出削削削減減減ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

歳出削減に向けては、「市に不可欠な資産のみ保有」の考え方のもと、固定経費の削減

に向け不要な施設、未利用地の処分を進めるとともに、保有する施設については民間活力

を導入するほか、効率的な運営による経費の抑制を図ります。具体的には、未利用地や重

複する施設は民間による有効利用に供するため売却等を進め、市が保有を継続するものは

指定管理者制度による運営管理を図るほか、管理経費の削減につながる貸出も積極的に進

めます。さらに今後は、緊急性の低い施設、土地、物品の新規取得を停止します。 

総点検では、「市役所が行う妥当性」すなわち「市が関与する必要性」「市が主体とな

るべき妥当性」を重要なチェックポイントとしましたが、これらは事務事業だけでなく、
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土地の保有、施設の整備、物品の保有等についても広く適用されるもので、市がどのよう

に考えているかについて、公の施設を例に挙げて説明します。 

公の施設とは市民の福祉増進のための施設をいい、小中学校、福祉施設、文化施設、ス

ポーツ施設のほか、商業、観光施設や集会場施設が含まれます。市は、現在194の公の施

設を指定管理者制度により運営管理していますが、そのうち商業、観光施設については民

営化すべきものが多く含まれ、集会場施設については市が保有すべきものとそうでないも

のがあると考えています。 

今回の総点検では、市が保有するすべての施設について、「市が関与する必要性」「市

が主体となるべき妥当性」等の検討は十分にできませんでしたが、引き続き検討を継続し、

固定経費の削減に努めます。 

 

2-2-1 合理的な土地保有を図ります 

「合理的な土地保有」とは、市の普通財産及び関市土地開発公社の棚卸資産のうち、

普通財産については未利用地の一般競争入札等による売払いを進め、もう一方の棚卸資

産のうち特に長期保有土地については市による計画的な買戻しとともに、公社による民

間への売却も進め、経営の健全化を図るもので、次の３つをその内容としています。 

（１）普通財産の売却等 

（２）関市土地開発公社保有土地の処分 

（３）関市土地開発公社の規模縮小 

 

（１）普通財産の売却等 

関市は、普通財産の利活用等の方針を明らかにしたうえで未利用地については、売却等

処分を進めます。この売却収入は臨時的な収入であることから、経常的な収入とは別の扱

いとし、たとえば関市土地開発公社（以下「公社」という。）からの取得や市債の償還等

将来負担の軽減を目的とした支出に充てることも検討に加えます。 

この売却等は、管理経費の削減、一時的な歳入増加による財政状況の改善と民間による

資産の有効活用を図るため、効果の高い固定資産の処分を進めようとするものです。 

その方法は、用途廃止の道路・水路敷のような、隣接土地所有者が最も有効に活用でき

る土地は隣接者に売却しつつ、単独で活用が可能な土地は一定条件（都市計画用途や他の
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法律との整合性等）のもとに一般競争入札による売却を行います。また、未利用地のうち

売却が困難なものについては、貸付による歳入増加に努めます。 

なお、処分可能な土地の一覧は「新公会計における複式簿記の導入」に伴う資産台帳の

整備と並行して整備するものとし、境界の未確定や実測面積が不明な土地については、順

次境界の査定・測量を進めます。 

○未利用地は、原則として一般公募入札により売却する。 

〇売却が困難な未利用地は、貸付による財産収入増加に努める。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：管財課 

 

（２）関市土地開発公社保有土地の処分 

関市は、公社が保有する土地の買戻しを進めます。 

市が100%出資した公社には長期間保有が続く土地が存在し、毎年度金融機関から借換

えを繰り返す一方、地価の下落が続いたため経理上の含み損が生じています。今後も地価

上昇は期待できないことから、この含み損はさらに膨らむことが予想されます。 

 この対応としては、ひとまず「土地開発基金」を積み増したうえで公社保有の土地を市

（担当事業課）が再取得し、公社の経営の健全化を図るとともに、市有地として利活用を

図り、それ以外の保有土地は、公社が独自に売却を進める方法が考えられます。 

これは、公社が市に代わり公有地を先行取得する手法は地価上昇と景気拡大が続く時代

には有効であったものの、現在のような経済状況では思い切った手段を講じない限り「塩

漬け状態」から脱却し経営の健全化を図ることはできないとの見通しから、比較的財政状

況が健全な今のうちに、計画的な再取得を進めようとするものです。 

○公社保有地の市による取得と普通財産の処分を進める。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：関市土地開発公［公共用地課］ 

 

（３）関市土地開発公社の規模縮小 

関市は、公社の規模を縮小します。 

高度経済成長期の自治体は公共施設の整備に必要な土地取得が重要な課題であったこ



 21

とから、自治体の予算とは別に金融機関からの借入により土地の先行取得ができる公社は

重要な役割を果たし、市においてもわかくさ・プラザ、警察学校の用地取得や道路改良事

業の代替地取得等に活用してきましたが、現在では、経済の低成長が続き地価上昇の見込

みも少ないうえ、新規に広大な土地を必要とする事業も見当たらないほか、早急な用地取

得が必要なときは土地開発基金を活用することも可能です。 

このように、公社の存続目的が薄れていると判断されることから、公社の規模を縮小し

ようとするものです。 

○土地開発基金による用地取得等効率的な用地取得に努める。 

〇公社の運営経費を削減する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：関市土地開発公社［公共用地課］ 

 

2-2-2 商業・観光施設の民営化を推進します 

「商業・観光施設の民営化推進」とは、商業、観光分野の施設運営は民間事業による

べきものとの判断から、いわゆる「店子」としての賃貸借だけでなく、施設の売却を伴

う民営化を進めるもので、次の３つをその内容としています。 

（１）温泉施設等の運営見直し 

（２）道の駅・物産品販売施設の運営見直し 

（３）濃州関所茶屋の運営見直し 

 

（１）温泉施設等の運営見直し 

関市は、温泉施設の民営化を進めます 

市は、板取、武芸川、上之保地域に温泉施設を保有し、現在は指定管理者による運営を 

続けていますが、将来的には経営可能な民間事業者への売却を検討していきます。 

名  称 所在地 営業時間・料金 

板取川温泉バーデェハウス 関市板取 10時～21時  大人600円 

武芸川温泉ゆとりの湯 関市武芸川町八幡1558-7 10時～21時  大人600円 

上之保温泉ほほえみの湯 関市上之保477 10時～21時  大人600円 

市が公の施設（広場等も含む。）を設置する根拠は、概ね次のようなものです。 

（ア）法令等に市による設置の定めがあるため 
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（イ）福祉施設、セーフティネットのように一定水準の市民生活レベルを維持するため 

（ウ）文化、スポーツのような市民の生活を豊かにするため 

（エ）その他政策推進のため 

市は、「市が関与すべき妥当性」が（ア）から（エ）の順に低くなるものと考えており、

（エ）に該当する娯楽施設、商業施設、観光施設にあたる温泉施設、物産販売所、キャン

プ場、バーベキュー等の施設について、民営化を検討していきます。 

〇観光施設は民間事業とする。 

◎見直しの時期：平成24年度から 実施時期：平成26年度から 

◎所管課：商業観光課 

 

（２）道の駅・物産品販売施設の運営見直し 

 関市は、道の駅のうち経営状況の良くない施設についてはテナントの経営改善を促し、

物産品販売施設については民営化を進めていきます。 

 市は、洞戸、武芸川、武儀の各地域に設置している道の駅については、建物のみを指定

管理とし、別途テナント方式による営業を行っています。 

名   称 アクセス 営業時間 

道の駅 ラステンほらど 国道沿い 9時～18時 

道の駅 むげ川  武儀川・南武芸橋右岸 8時～19時 

道の駅 平成  平成こぶし街道沿い 9時～18時 

道の駅は、安心、快適な休憩の場、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物等の情報発信

の場、活力ある地域づくりの場等を目指し、県とともに整備したものですが、国土交通省・

「道の駅のあり方を考える研究会」が平成13年に指摘した「水準の低い施設に共通する

メンテナンスの低下、24時間のサービス提供が不十分、同じような施設が多い」等に該

当する施設もあります。 

 この見直しは、全国的には企業による運営での成功例も多く見られることから、利用者

本位のサービスが提供でき、経営改善につながるようなテナントとの契約を進め、さらに

将来的には施設全体の指定管理も含めた契約や完全な民営化を検討していこうとするもの

です。 

一方、上之保地域の物産品販売施設については、現在、建物の管理を含めた指定管理者

による運営としていますが、この施設の指定管理を止め、民間事業者への売却を進めます。 
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〇商業施設は民間事業とする。 

◎見直しの時期：平成25年度から 実施時期：平成27年度から 

◎所管課：商業観光課 

 

（３）濃州関所茶屋の運営見直し 

道の駅に性格が似た関地域の濃州関所茶屋も、道の駅と同様の方針とします。 

関市は、現在、直営で濃州関所茶屋を運営し、飲食店部門はテナント方式（行政財産の

目的外使用）としていますが、この施設についても、隠れ家的な立地条件にある施設の有

効利用と収益の安定化につながるメニューの開発が可能な指定管理者による運営に転換し、

継続的な高品質のサービスを提供することにより、固定客の定着と地域のにぎわい創出を

実現しようとするものです。 

この施設についても、将来的には底地の所有権を留保したまま、建物についてのみ、経

営可能な民間事業者への売却を検討していきます。 

〇商業施設は民間事業とする。 

◎見直しの時期：平成24年度から 実施時期：平成26年度から 

◎所管課：商業観光課 

 

2-2-3 地域と分担して集会場施設を整備します 

「地域と分担した集会場施設の整備」とは、地方自治に不可欠なコミュニティ活動の

推進のため、市は小学校区ごとに地域拠点コミュニティセンター（現ふれあいセンター）

を整備し、地域、自治会は移管を受けた公民センター等を運営管理することでコミュニ

ティ活動の活発化を図るもので、次の３つをその内容としています。 

（１）地域拠点コミュニティセンターの整備 

（２）地区公民センターの移管 

（３）地区公民センター類似施設の移管 

 

（１）地域拠点コミュニティセンターの整備 

関市は、集会場施設の設置目的、利用状況、整備状況等を勘案するとともに、市の役割
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は広域的なコミュニティ形成であるとの判断のもと、地域ごと（関地区は小学校区ごと）

に地域拠点コミュニティセンターの整備を進めていきます。 

市は、生涯学習、研修等の目的のほかに自治会の集会場としても使用されている施設と

して、ふれあいセンター（７施設）、地区公民センター（110施設）のほか、農林関係の

研修施設等を多数整備していますが、これら施設の維持管理が固定経費の増大を招いてい

ることから、これまでにも指定管理者による運営によって効率化を図ってきました。 

地 域 ふれあいセンター 
棟

数 
地区公民センター 

棟

数
地区農業研研修施設 

棟

数

関地域 安桜ふれあいセンター 7 東山公民センターほか 60 藤谷転作促進技術センターほか 8

洞戸地域 洞戸基幹集落センター 1 洞戸小瀬見集会場ほか 10 下洞戸活性化センター 1

板取地域 板取生涯学習センター 1 板取白谷集会場ほか 14 板取多目的研修会場ほか 2

武芸川地域 武芸川生涯学習センター 1   

武儀地域 武儀生涯学習センター 1 富之保雁曽礼集会場ほか 22  

上之保地域 上之保生涯学習センター 1 上之保鳥屋市集会場ほか 4  

一方、市内では１施設当たり500万円を上限とする市の補助金交付を受け、自治会によ

る集会場整備も進められています。 

この整備の見直しは、このように同じ集会場施設でありながら地域間の整備レベルや受

益者負担に格差が存在することは不公平であることから、集会場整備のルール化を図るも

ので、市は広域的なコミュニティ形成を目的とする地域（人口から関地区は小学校区を単

位とする地区ごと）の拠点となるコミュニティセンターの整備を担うものです。 

〇市は、ふれあいセンターの建設基準に基づき、地区拠点コミュニティセンターを整備

する。 

〇武芸川生涯学習センターはこの基準に該当する施設とし、洞戸、板取地域は洞戸基幹

集落センターを該当施設とし、武儀、上之保地域は武儀生涯学習センターを該当施設

とする。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：管財課（生涯学習課） 

 

（２）地区公民センターの移管 

 関市は、110箇所の地区公民センターについて、自治会共同組織への移管を進めます。 

 この移管は、上記（１）により、市が関与すべきでないと判断された地区公民センター

について、底地の所有権を留保したまま、建物と付属建物のみを地元自治会共同組織へ無
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償譲渡するものです。 

なお、多くの地区公民センターは、防災上の避難所となっていることから、地元移管さ

れた後には、改めて避難所としての利用について協定を締結することとなります。 

〇集会場施設は、地元に移管する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：管財課（危機管理課） 

 

（３）地区公民センター類似施設の移管 

 関市は、地区公民センターに類似した施設についても、地区公民センターと同様の移管

を進めます。 

 これは、地区農業研修施設の利用形態は地区公民センターに近いことから、11施設す

べてについて、地区公民センターと同様地元自治会共同組織へ無償譲渡を進めるものです。 

この手続に伴い補助金等の返還が必要となるものについては、あらかじめ関係省庁との

協議を整えたうえで地元協議を進めるほか、避難所としての利用については、地区公民セ

ンターの場合と同様の扱いとします。 

なお、市有物品である研修等資機材が存在する場合は、施設と同様、無償譲渡により移

管します。 

〇集会場に類似した施設は、地元に移管する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：管財課（農務課） 

 

２-2-４ 民間事業者と分担して保育を実施します 

「民間事業者との保育の分担」とは、保育は民間事業者による提供が望ましいとの立

場に立ち公立保育所の民営化を進めるほか、民間事業者による保育所整備が見込めない

地域においては、指定管理者制度による運営を導入し公設民営による保育の提供を進め

るものです。 

（１）保育所の民営化推進 
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（１）保育所の民営化推進 

 関市は、民間事業者による受入が可能な市中心部から段階的に公立保育所の民営化を進

めます。民間事業者の参入が見込めない地域については、保育に支障が起きないよう直営

から指定管理者による運営に切り替えていきます。 

これは、市の保育は民間事業者による提供を優先し、民間事業者による保育が提供され

ない地域においてのみ公設民営による提供とする考えによるものです。 

現在、市内には、市立の保育所が12施設、民間事業者の保育所が9施設あり、このほか

に民間事業者の幼稚園が8園あります。現在市内に待機児童は無く、この先もその心配は

少ないことから、市はこの機会に民間事業者の保育所又は幼稚園による受入を進め、段階

的に市立保育所を廃止していきますが、当面は、民間保育所等による受入が可能な市中心

部が対象となります。 

この保育所の廃止に伴い、現在保育士全体の約半数を占める正規職員の退職を臨時職員

で補う等により、サービスを低下させないよう職員の削減を図ります。 

このほか、現在、市立保育所のうちいくつかの施設については、耐震補強と老朽化によ

る更新が必要となっていますが、これらの対応も民営化スケジュールに併せていきます。 

なお、保育園は乳幼児の心身の発達のための良好な環境が求められることから、公設民

営化にあたっては、一般的な保育の能力、実績を有することは当然のこと、食育の重視等

品質やサービスの充実を求めていきます。 

○保育は、民間事業を優先する。 

〇民間事業化できない地域の市立保育所は、公設民営とする。 

◎見直しの時期：平成22年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：子育て支援課 

 

2-2-5 その他の施設の民営化・統廃合を推進します 

「その他の施設の民営化・統廃合」とは、市町村合併から３年が経過し、合併の目的

でもあった行政組織の再編を本格的に進めるにあたり、合併前の判断基準により整備さ

れた公共施設についても、公共交通体系の再編による効率性も考慮しながら、再配置す

るものです。 
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再配置に伴い不要となった施設のうち可能なものについては、売却、取壊しを進める

こととしますが、これは固定経費の増大の要因となっている維持費等を削減するための

もので、次の10をその内容としています。 

（１）支所（地域事務所） 

（２）保健センター 

（３）老人福祉センター 

（４）小、中学校 

（５）関商工高校 

（６）体育・運動施設 

（７）研修施設 

（８）生涯学習施設・図書館分館 

（９）給食センター 

（10）ごみ収集 

 

（１）支所（地域事務所） 

市は、平成20年度からの第４次総合計画において、西の２地域と東の２地域をそれぞ

れ一つの地域として整備を進めるビジョンを明らかにしましたが、これは今後の急激な人

口減少が地域自治の崩壊を招かないようにするために、基盤となるコミュニティの再編が

急務であることによります。 

現在の支所（地域事務所）は、次のような状況となっています。 

支所名 所在地 所管区域 

東部支所 関市西神野145-3 西神野、神野、上大野、志津野及び小野 

西部支所 関市小屋名110 小屋名、希望ケ丘町、上白金、下白金、山田、津

保川台1丁目、津保川台2丁目、虹ケ丘北、虹ケ

丘南、側島、保明、戸田、千疋、千疋北1丁目、

千疋北2丁目、大平台及び植野 

洞戸事務所 関市洞戸市場292-3 洞戸市場、洞戸通元寺、洞戸片、洞戸菅谷、洞戸

小坂、洞戸大野、洞戸黒谷、洞戸栗原、洞戸飛瀬、

洞戸尾倉、洞戸高賀、洞戸阿部、洞戸高見及び洞

戸小瀬見 

板取事務所 関市板取1643-17 板取 

武芸川事務所 関市武芸川町八幡1446-1 武芸川町谷口、武芸川町宇多院、武芸川町平、武

芸川町小知野、武芸川町八幡、武芸川町高野及び

武芸川町跡部の区域 

武儀事務所 関市中之保5696-1 富之保、中之保及び下之保 
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上之保事務所 関市上之保15119-1 上之保 

今後はコミュニティの再編を重視し、関係が深い東・西部支所、地域事務所の所管区域

の見直しから着手し、平成23年度に着手する土地利用計画、他の公共施設の再配置計画

との整合を図りながら、順次統廃合を進めます。 

◎見直しの時期：平成23年度から 実施時期：未定 

◎所管課：企画政策課（秘書課、広報課、市民課） 

 

（２）保健センター 

関市は、保健センターの設置についての見直しを、関わりが深い施設との関係も整理し

ながら進めます。 

市は現在、市内に６箇所の保健センターを設置しており、関地域が拠点となり、他の地

域が分所となっています。保健センターは、現在、妊産婦から乳幼児、成人に至るまでの

疾病予防、健康増進の拠点として機能していますが、今後、少子高齢化が進み、多様化す

る健康課題に対し保健師等の専門職が担う役割はますます増えるものと考えますが、正規

職員の増員は容易ではありません。 

地 域 名 称 所在地 

関地域 関市保健センター 関市日ノ出町1-3-3 

洞戸地域 関市洞戸保健センター 関市洞戸通元寺172-2 

板取地域 関市板取保健センター 関市板取6503 

武芸川地域 関市武芸川保健センター 関市武芸川町八幡1533-７ 

武儀地域 関市武儀保健センター 関市中之保5443 

上之保地域 関市上之保保健センター 関市上之保15110-１ 

この見直しは、少ない職員数でもさまざまなニーズに対応できるよう、たとえば保健セ

ンターだけでなく、地域包括支援センターとの合築、一体運用等による地域福祉を低下さ

せないような合理化を進めようとするものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：保健センター 

 

（３）老人福祉センター 

関市は、老人福祉センターの施設利用について、受益者負担の検討から着手します。 

市は、「老人福祉法」の定めにより高齢者の健康増進、レクリエーション等を目的とし

て老人福祉センターを６施設設置しており、そのうちの５施設には、無料の浴場施設が併
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設されています。 

地 域 名 称 所在地 

関地域 関市わかくさ老人福祉センター 関市若草通2-1 

洞戸地域 関市洞戸老人福祉センター 関市洞戸市場773 

板取地域 関市板取老人福祉センター 関市板取6503 

武芸川地域 関市武芸川老人福祉センター 関市武芸川町八幡1537-1 

武儀地域 関市武儀老人福祉センター 関市中之保5443 

上之保地域 関市上之保老人福祉センター 関市上之保15019 

今後、高齢者が増加していく中で、老人福祉センターのように身近な娯楽施設の利用が

高まることから、運営経費の増大と施設の老朽化に伴う修繕費の増加が見込まれます。 

この見直しは、本来ならば施設維持のため、受益と負担の観点から施設利用に対する相

当額の使用料を徴収するところですが、高齢者自らが進める健康増進等は高齢者医療、介

護費用の抑制に効果があることから、老人福祉センター施設のうち、浴場の維持経費の一

部についてのみ負担を求めていくものです。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：高齢福祉課 

 

（４）小、中学校 

関市は、小中学校の運営の見直しを進めます。 

現在市内では、新市に編入された地域を中心として、生徒数が減少しつつあります。す 

でに市内の小学校では、国が定めた学級編制基準に照らし児童の数が著しく少ないことか

ら、複数学年の児童を一学級に編制する複式学級を実施しています。 

地 域 小学校名称 所在地 学童数（人）

関地域 関市立安桜小学校 関市いろは町1 538

関市立旭ケ丘小学校 関市旭ケ丘2-1-1 409

関市立桜ケ丘小学校 関市明生町 4-1-1 514

関市立瀬尻小学校 関市小瀬 2120-4 467

関市立倉知小学校 関市段下 66-1 416

関市立南ケ丘小学校 関市倉知 4372 112

関市立富岡小学校 関市市平賀 506 549

関市立田原小学校 関市西田原 1465 423

関市立下有知小学校 関市下有知 1525-1 464

関市立富野小学校 関市西神野 270-1 89

関市立金竜小学校 関市上白金 482-1 712

洞戸地域 関市立洞戸小学校 関市洞戸市場248 109

板取地域 関市立板取小学校 関市板取 1804  53

武芸川地域 関市立博愛小学校 関市武芸川町高野 254 232
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関市立武芸小学校 関市武芸川町谷口 1336 116

関市立寺尾小学校 関市武芸川町谷口 2316 38

武儀地域 関市立武儀東小学校 関市富之保 2777-2 99

関市立武儀西小学校 関市下之保 2719 56

上之保地域 関市立上之保小学校 関市上之保 1071 91

地 域 中学校名称 所在地 生徒数（人）

関地域 関市立緑ケ丘中学校 関市緑ケ丘 2-1-10 662

関市立旭ケ丘中学校 関市旭ケ丘 2-3-1 466

関市立桜ケ丘中学校 関市桜台 3 丁目 13 番 1 号 558

関市立下有知中学校 関市下有知 3121 番地 1 196

関市立富野中学校 関市志津野 2972 番地 69

関市立小金田中学校 関市小屋名 127 番地 317

洞戸地域 関市立洞戸中学校 関市洞戸市場 566 番地 1 51

板取地域 関市立板取中学校 関市板取 2305 番地 31

武芸川地域 関市立武芸川中学校 関市武芸川町八幡 1503 番地 207

武儀地域 関市立武儀中学校 関市中之保 5700 番地 5 96

上之保地域 関市立上之保中学校 関市上之保 13502 番地 49

この見直しは、今後、各地域で少子化は進むことが予測されることから、市域全体で小、

中学校のあり方を検討していくもので、子どもの成長への配慮から、一定規模の児童（生

徒）数を目指す統廃合だけに捉われることなく、たとえば小学校・中学校併設校による運

営等の長所、短所とも比較しながら、納得できる運営形態への転換を図るものです。 

なお、学校の運営経費を抑制する目的から、学校用務員の臨時職員化又は民間委託の検

討を進めます 

◎見直しの時期：平成21年度から  

◎所管課：教育総務課（学校教育課） 

 

（５）関商工高校 

 関市は、関商工高校の将来のあり方についての見直しを進めます。 

市は、現在関商工高校の校舎の耐震化、グラウンド整備等の問題解決に向け、関商工移

転事業基本構想策定委員会を設置して検討を進めていますが、今後も少子化が続き、次第

に生徒数の減少が見込まれることから、関商工高校のあり方について、市民の声を尊重し

た検討を行う必要があると認識しています。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：未定 

◎所管課：関商工高等学校 
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（６）体育・運動施設 

 関市は、体育・運動施設の機能の充実とスポーツの推進を積極的に図ります。 

市は関市総合体育館を始めとして、陸上競技場、野球場、テニスコート、体育館等69

箇所の運動施設を設置していますが、これら施設のうちの重要なものは約41haの敷地面

積を持つ中池公園に配置されており、この中池公園の整備を「中池公園第７期拡充整備マ

スタープラン」に沿って進めます。この整備にあたっては、運動公園としての機能を高め

るため、勤労青少年ホームを取り壊します。 

 一方、市は現在多くの体育・運動施設を直営で管理しており、今後は指定管理者制度の

導入を拡大しますが、導入にあたっては、施設管理だけでなく競技指導も受けられること

から利用者の満足度が高い洞戸運動公園のような契約を目指すほか、すでに指定管理者に

よる運営管理を行っている武芸川健康プールのような施設については、民営化の検討も進

めます。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：運動公園課（市民健康課） 

 

（７）研修施設 

 関市は、少年自然の家のあり方については抜本的な見直しを図り、洞戸高賀山自然の家

については民間事業者への売却も含めて検討します。 

市は現在、宿泊研修等施設として、中池公園内の少年自然の家と洞戸地域の洞戸高

賀山自然の家を設置していますが、このうち、青少年宿泊教育施設である少年自然の家

は、昭和51年の改修以来30年余りが経過し、施設全体の老朽化に加え、耐震補強も必要

となっています。同様の施設は県内でも関ヶ原町、山県市等にいくつか存在しますが、少

年自然の家は、ベッド等の宿泊設備が古く、利用者ニーズに合わないことが多いことか

ら、利用者は減少傾向にあります。 

この見直しは、利用状況の改善を図るため、利用者ニーズに合わせた新たな施設整備の

ほか、各地域の廃校舎等を転用した運動施設又は宿泊学習施設の整備も検討に加えること

で、整備費用の抑制と遊休施設の有効利用を図ろうとするものです。 

一方、洞戸高賀山自然の家は、まとまった面積の敷地もあり、民間事業者による有効利

用を図るよう売却も含めて検討します。 
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◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：運動公園課 

 

（８）生涯学習施設・図書館分館 

 関市は、生涯学習施設の集中を図り、機能を充実することで、より効果的な学習の実現

を目指します。 

市は、現在生涯学習拠点の中心となるわかくさ・プラザのほか、各地域には生涯学習セ

ンターを設置し、関地域には小学校区ごとにふれあいセンターを整備することで学習効果

を高めています。一方、図書館は、わかくさ・プラザ内の関市立図書館のほか、武芸川地

域と武儀地域の生涯学習センターには分館を整備し、そのほかの生涯学習センターには分

室を設けています。 

地 域 代表的な生涯学習施設 主な図書施設 

関地域 わかくさ・プラザ 関市立図書館 （わかくさ・プラザ） 

洞戸地域 洞戸生涯学習センター 洞戸分室（生涯学習センター内） 

板取地域 板取生涯学習センター 板取分室（生涯学習センター内） 

武芸川地域 武芸川生涯学習センター 武芸川分館（生涯学習センター内 

武儀地域 武儀生涯学習センター 武儀分館（生涯学習センター内） 

上之保地域 上之保生涯学習センター 上之保分室（生涯学習センター内） 

 この見直しは、人口の減少が見込まれることから、施設と機能を集中し、学習効果と運

営の効率性を高めようとするもので、生涯学習センターについては利用者本位のサービス

を提供できる指定管理者による運営管理を導入し、図書館については関市立図書館、武芸

川分館及び武儀分館の３館運営とし、開館時間も統一するほか、分室はふれあい文庫とす

る検討を進めていくものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から（生涯学習施設） 実施時期：平成21年度から 

（図書館）生涯学習センターの指定管理委託後 

◎所管課：生涯学習課 

 

（９）学校給食センター 

 関市は、学校給食センターの効率化に向けた見直しを進めます。 

 市は、現在関地域の関市学校給食センターのほかに洞戸学校給食センター、板取学校給

食センター、武儀学校給食センターによる給食サービスを実施しています。学校給食は、
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文部科学省が定める「学校給食衛生管理の基準」を満たし食の安全を確保していますが、

今後も施設の老朽化は進み、新しい基準等への適応が求められることから、修繕、機材等

の整備が続くものと考えられます。 

この見直しは、将来児童生徒数が減少し収入が減少しても運営、運送等の経費は大きく

減少しないことから、早い段階からできる限り効率性を高めようとするもので、施設の統

廃合、民間委託等の検討を進めるものです。 

この見直しにあたっては、食の安全、教育の一環である食育、地産地消の推進等の政策

も重視していきます。 

○食育、地産地消の推進等に配慮しながら、効率的な給食サービスのあり方を検討する。

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：学校給食センター 

 

（10）ごみ収集 

 関市は、ごみ袋の料金の見直しを含む、ごみ収集の経費節減を進めます。 

現在、市では有料の指定ごみ袋に詰め、ステーションに出されたごみを直営（一部は委

託）で収集し選別等の処理をしていますが、このようなごみ収集に要する費用のうちごみ

袋だけでも実費を下回る費用負担となっており、多額の財源が必要となっています。 

この対応としては、平成20年９月からレジ袋の有料化を実施し、引き続き市民総出に

よるごみの減量化を進めますが、これだけでは十分でないと見込まれ、受益と負担の観点

から、ごみ袋の料金から見直していこうとするものです。 

一方、ごみ収集体制については、当分の間は直営を維持することにより、ごみ収集を通

じた不適正なごみ排出に対する指導や臨機応変な不法投棄への対応を強化していきます。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：生活環境課（清掃事務所） 

 

2-2-6 美術品等収蔵品の有効利用を図ります  

「収蔵品の有効利用」とは、保管庫に収蔵している多くの美術品等を貸出、展覧等に

より有効利用を図るものですが、収蔵品の中には紫外線による色あせ、脱色が進むおそ
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れもあることから、注意を払いながら進めます。次の２つをその内容としています。 

（１）作品の有効利用 

（２）民俗資料の整理 

 

（１）作品の有効利用 

 関市は、収蔵庫等に保管されている寄贈美術品の展示、貸出等を積極的に進め、有効利

用を図ります。 

現在、市の美術品等の収蔵庫は、文化会館、わかくさ・プラザ等に設けてありますが、

足りない状況が続き、増設が急がれています。 

この活用は、これら作品等は市民共有の財産であるとの認識から、保管から展示、貸出

等に転換し、積極的な公開と有効利用を図ろうとするものです。 

○美術品は、積極的な展示、貸出等により有効利用を図る。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：文化課 

 

（２）民俗資料の整理 

 関市は、民俗資料の有効利用に向け、整理を進めます 

市は、合併時に旧町村地域に伝わる農具、生活用品等の民俗資料を引き継ぎましたが、

いずれも十分な整理がなされないまま各地域の施設に分散した状態で保管されています。 

これは、重複した資料も多く存在し、整理がされないままとなっているものを精査し、

体系的な整理を行うことで管理経費の削減と資料の有効利用を図ろうとするものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：文化課 

   

＜＜＜   第第第３３３部部部   合合合理理理的的的ななな事事事業業業実実実施施施ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

合理的な事業実施に向けては、成果に結びつく事業を選択のうえ、集中的に経営資源を

投入します。これは、市には限られた貴重な財源を託され、最大限効率的な活用が求めら
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れていることから、この負託に応え得る行政運営を実現しようとするもので、具体的には

次のようなものです。 

〇 同一目的や類似事業を整理し、重複した事業を実施しない。 

〇 給付型の支援は、自立支援型へ転換する。 

〇 イベントは、参加者の視点に立ち、目的や効果等から見た統廃合を進める。 

〇 運営費補助から事業費補助へ転換し、原則として３年以内の終期を設定する。 

〇 市民活動等の公益性の高い活動への支援を充実する。 

〇 市民生活の安全確保、市の発展、活性化に効果的な事業に重点化する。 

〇 コスト縮減による事業量の確保と行政評価による点検を図る。 

 

2-3-1 補助金・交付金の効果的な交付を推進します 

「補助金・交付金の効果的な交付」とは、成果志向の行政運営を図るにあたり、補助

金、負担金についても具体的な成果を目指した支出とするものです。 

支出は、明確な基準や合理的な判断に基づく公平なものとし、既得権化しない運用と

するもので、次の２つをその内容としています。 

（１）成果につながる補助金交付 

（２）成果につながる負担金支出 

 

（１）成果につながる補助金交付 

関市は、団体運営費補助から事業費補助へと切り替えを進め、３年間以内の交付期間と

する等の補助金の見直しを進めます。 

現在、市が単独で交付している補助金等は総額で10億円近い金額に上ることから、突

然の大幅な見直しは、大きな混乱を招くことが予想されます。したがって、総点検では、

影響が少ないものを除き、必要な活動にのみ交付されているか、活動の成果が社会に還元

されているか、適正な金額、割合か等の観点からの点検と課題の整理に留め、本格的な見

直しは改めて統一的に進めることとしました。 

この見直しは、今後、平成18年10月に定めた「関市補助金等交付基準」を厳正に適用

し、成果につながる補助金等の交付への転換を図ることにより、組織の自立と活動を促進

するものです。 
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これにより、たとえば団体運営費補助は、成果との関係が明確でない限り廃止するか、

又は事業費補助へ切り替えるほか、地域の特産品開発のように経済的利益が得られる場合

は当然のこと、公共サービス提供の場合であっても、原則として事業に対する市の負担（関

与）割合は総事業費の２分の１以内とし、他に市による援助が存在するときは、それらも

含め２分の１以内とします。 

さらに、補助金はすべての団体等が等しく交付を受ける機会が与えられなければなりま

せんが、補助金の予算には制限があることから、同一事業者による同一事業に対する補助

は、３年間以内に限るものとします。 

 このほか、毎年多額な補助金の交付が継続しているもの、職員の人件費補助となってい

るもの、外郭団体を補助することで民間事業者の活動を阻害する結果となっているもの等

についても、十分に検証し、見直しを図っていきます。 

〇団体運営費補助金 

・３年以内に廃止し、事業費補助金に切り替える。 

〇事業費補助金 

・成果が明らかとなるような交付基準に基づき交付する。 

・事業効果、成果が確認できる報告書の様式に改める。 

・補助事業内容の不定期な検査を実施する。 

・奨励、育成目的の場合、目的達成の時点で交付を廃止する。 

・事業費の２分の１以内とする。 

・３年の期限付きサンセット方式とする。 

・補助事業者を一元で管理し、重複補助の排除を図る。 

・同一、類似事業への重複補助の排除に向け、事業の統廃合を促進する。 

○国等の制度に関連し交付する補助金の交付終期は、国等の制度に準ずる。 

○事業者（個人）の所得に基づき、補助金交付の要否を判断する。 

〇事業者（個人）の市税等の滞納がないことを交付の条件とする。 

〇補助金・交付金の圧縮が計画的に進むよう、実施計画のローリングにおいて、３年間

ごとの支出を見直す。 

○外郭団体への補助は、民間の活動を阻害しないよう公平性の確保に努める。 

○補助事業者の財務状況の積極的な情報公開を求める。 
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◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：総務財政課（その他補助金支出のある課） 

 

（参考） 

関市補助金等交付基準（抜粋） 

第２ 定義等 

１ 定義 この基準における補助金等とは、関市が地方自治法第232条の２の規定に基づいて公益上必要が

あると認めた場合に交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいい、

補助金的性格を持った負担金を含むものとする。ただし、交付金、国・県補助に伴う規定分の補助金は当

該交付基準の対象外とする。 

２ 交付対象 補助の対象は、原則として、次の通りとする。 

（1）団体 

（ア）事業費 事業に公益性があり、その実施に金銭的な援助が必要な場合とする。 

（イ）運営費 団体の存在に公益性があり、団体の設立、運営に当たり、金銭的な援助が必要な場合

とする。 

（2）個人 

個人の経済的負担軽減や一定の行為への誘導等のため金銭的な援助が必要な場合、又は事業の業績が

市勢の発展に寄与する場合とする。 

第３ 交付基準 

１ 判断基準 

（1） 公益性 

ア 共通判断基準 事業又は団体の活動や個人等に対する金銭的援助による効果が、市の施策の行政目

的の達成につながり、市が直接事業等を行うより効果的であること。 

イ 個別判断基準 次のいずれかの項目に該当すること。 

（ア） 地域での市民自治の推進、社会福祉の向上に寄与し、特定の者のみでなく多くの者に利益が

及ぶものであること。 

（イ） 学術、文化、芸術、技術、スポーツ等の振興、向上に寄与するもの。大会、イベント等の開

催が地域経済の活性化に寄与するものであること。 

（ｳ） 市の施策として推進する事業を、団体、個人に対して奨励しようとするもの。 

（エ） 地域の経済、産業の振興、雇用の促進の分野において、市が積極的に普及、支援する上で、

事業の推進を図るための援助が必要な事業。 

（オ） 行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であること。 

（2） 適格性 次のすべての項目に該当すること。 

ア 補助金等の交付に対して費用対効果が認められること。 

イ 事業・活動の目的、視点、内容などが社会・経済情勢に合致していること。 

ウ 地域における公平性を保っていること。 

エ 補助金等の支出根拠が法令・条例・規則・要綱等に基づき明確にされていること。 

オ 補助金等の支出目的・範囲が憲法89条等の法令の規定に抵触しないこと。 

カ 交付申請等の諸手続きが市の規則等に基づき行われていること。 

キ 団体の会計処理が適正に行われ、補助金の使途が適切であること。 

ク 団体の設立目的、事業内容と補助の目的との整合が取れていること。 
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ケ 団体の決算における繰越金（剰余金）が、補助額と比較し過大でないこと。 

コ 団体の構成員が会費等による適正な負担を行っていること。 

（3） 補助金等を交付することが適当でない事業・団体 

ア 本来、国、県、民間等が負担すべきもので、市の負担が適当でないもの。 

イ 状況の変化等により、事業目的、効果等が不明確となったもの。 

ウ 零細な補助金等で、事業効果が薄いと認められるもの。 

エ 団体等において、自己資金で充分運営が可能なもの。 

オ 法令等において行政が責任を持って行わなければならない事業。（原則として委託で処理する。）

（4） その他（個人に対するもののみ） 

ア 市税の未納がないこと。（市単独で定めた補助金に限る。） 

イ 財政援助を目的とする補助金については、適切な所得要件等が設定されていること。 

２ 交付額等の基準 

（1） 対象経費 

補助の対象となる経費を明確にし（個々の補助金の交付要綱等に定める）、交際費、慶弔費、飲食 

費、懇親会費等直接公益的な事業に結びつかない経費や、社会一般通念上公金でまかなうことがふさわ

しくないと考えられる経費、他団体への負担金等を目的とするものは対象外とする。 

（2） 交付額の基準 

補助額は、補助対象経費の２分の１以内とする。ただし、下記に係るものについては対象経費の２ 

分の１を超えて交付することができるものとする。 

ア 元金及び利子補給金 

イ 市が行政目的達成のために設立した団体への補助金等 

ウ 市が政策として重点的に進めることが必要な事業に係る補助金等 

エ 市の行政サービスの格差是正事業に係る補助金等 

オ その他市長が特に認める場合、又は補助率を定めて交付することが、その性格上なじまない補助金

 等 

（3） 見直し基準 

ア 見直し期間の設定 

補助金等については単年度交付が原則であり、継続的に交付するものも最長３年を目途として見直

すものとする。また、奨励を目的とする補助については、原則として終期を設定すること。 

    イ 団体運営費 

    団体運営費については、団体設立時を除き、その補助目的を明確化するため、補助対象事業を限定

した事業費補助金への移行を図る。新規設立団体についても、３年を目途に移行を図る。 

  ウ 見直し基準 

    事業内容、補助金の使途について精査するとともに、補助事業が真に目的の効果を上げているか検

証し、不適切なもの、効果の少ないもの、所期の目的を達成したものは廃止又は他事業への転換を行

う。 

（4） その他 

  交付にあたっては、支出証拠書類等により対象経費を的確に把握し、適正な額の交付に留意すること。

 

（２）成果につながる負担金支出 

関市は、負担金についても補助金の統廃合に併せ、整理を進めます。 

たとえば、負担金のうち、協議会負担金は特定の課題解決を図る組織の運営のために必
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要な経費に対する応分の負担として支出するものですが、中には市の課題解決に結び付き

にくいものも存在することから、補助金の統廃合と同様、見直しを図るべきものといえま

す。 

 この見直しは、このような負担金について「市に成果をもたらすか」「財政的な負担を

説明できるか」「担当者の調整で済ませられないか」「研修といえるか」等の観点からの

精査を進め、成果との関連が明らかでないものついては、支出を止めるものです。 

○負担金の性質を明確にする。 

・目的は妥当か、共催の場合、市の関与は必要か 

・目的、役割分担から負担割合は適正か 

・活動は効率的か、統廃合を求められないか 

・成果につながっているか 

〇研修負担金は、研修成果が明確なものに限り、支出する。 

〇実施計画のローリングにおいて、３年間ごとの支出を見直す。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：総務財政課（その他負担金支出のある課） 

 

2-3-2 ルールに基づいた事業実施を図ります 

「ルールに基づいた事業実施」は、「行政評価を反映した実施計画による計画的な事

業の実施」を基本としながらも、「マニフェスト等に基づく政策的な事業の実施」を例

示的に示すものです。 

（１）行政評価・実施計画による事業実施 

（２）耐震化を優先した建物整備 

（３）生活者視点の道路整備 

（４）複合団地用地の転用 

 

（１）行政評価・実施計画による事業実施 

関市は、ヒト、モノ、カネ等の経営資源を緊急性、重要性の高い事業へ集中して投入さ

せる合理的な事業実施を進めます。 
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市は、国の施策により、今後次第に地方交付税が減少していきますが、それを補うよう

な税収の増加は見込むことができません。一方、耐用年数の到来や耐震補強により施設整

備の需要はいっそう高まりますが、単なる更新の繰り返しは市債の増加による将来の財政

危機を招くことにもなることから、合理的な事業実施が不可欠となります。 

行政評価・実施計画による事業実施とは、行政評価システムと実施計画との一体運用す

ることにより、成果につながる事業に対し合理的に経営資源の投入を行うものです。 

今回の総点検における合理化の例としては、「敬老事業（祝金の減額、祝品の廃止）」

「健康スタンプラリー事業（参加賞の廃止）」「各種優良児童の表彰（健康優良児童表彰

の廃止）」「児童生徒、団体等への報償（新入学児童生徒への祝品贈呈の見直し）」等の

見直しが挙げられます。 

敬老事業を見直した理由は、祝金の給付よりも介護等高齢者福祉制度を充実すべきもの

と判断し、その財源として祝金の額を削減するものの、敬老意識を高めることも重要なこ

とから制度自体は残すこととしたことによります。このほかにイベント等の参加賞、入学

等の祝品等についても、別の事業を充実したほうが目的の達成につながりやすいことから

予算配分を見直します。 

○事業評価による進捗管理と事業執行上の課題抽出を行い、事業の改善を図る。 

○施策評価を実施し、事業の貢献度、重要性を相対評価し、事業優先順位付けを行う。

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（全課） 

 

（２）耐震化を優先した学校建物整備 

 関市は、学校の校舎、体育館の耐震補強を優先的に実施します。 

この優先的な整備は、東海・東南海地震の影響を受けるおそれのある市にとって安全な

避難所の確保は喫緊の重要課題であることから、公共施設のうち学校施設の耐震補強を進

め、中でも校舎、体育館の整備を優先しようとするものです。 

また、プールは緊急時の水源としても活用します。 

○重要な施設の耐震化、災害への対応は、最優先で実施する。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：教育総務課 
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（３）生活者視点の道路整備 

関市は、一般的な道路等の整備について、優先順位付けと整備の格差付けを進めます。 

市の人口は減少に向かい、市税収入も次第に減少するおそれがあることから、他の施設

整備と同様、道路整備についても、利用者や地域住民にとって不可欠なものから順に必要

十分な規模で整備を進めることとします。 

この見直しは、道路整備にあたっては通行量等を根拠としますが、辺地等一定要件に該

当する中山間地等の地区については、通行量等の比較では著しく不利な扱いとなることか

ら、使用に重大な支障が生じない程度に整備格差を付けたうえで整備を進めようとするも

のです。 

 この順位付け、格差付けにより、これまでにトンネルによる整備を県あてに要望してき

た県道北野乙狩線は、危険箇所のみの局部改良を要望することとし、小宮祖父川線整備事

業等は1.5車線での整備を進めることとします。 

なお、順位付け、格差付けの際に考慮される要因には、次のようなものが考えられます。 

〇幹線道路に接続できていない生活道路か 

〇中濃厚生病院等高次医療施設への移送に不可欠な道路か 

〇災害時にライフラインとなる道路又はその代替道路か 

〇物流に不可欠な道路か 

〇各地域を結ぶ幹線道路か 

〇生活者のための道路整備か 

〇トンネル、橋梁等は、妥当性がある場合に限り整備する。 

〇中山間地域等は、「1.5車線道路整備」による整備を導入する。 

・現道を極力生かした必要最低限の機能確保 

・待避所設置、視距確保の局部改良、２車線改良、１車線改良の組合せ 

・小型車同士が後退することなく、すれ違いできることが最低水準 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：土木課（都市計画課、都市整備課、公共用地課） 

 

（４）複合団地用地の転用 

関市は、複合団地用地として造成を予定していた土地のうち、一部は造成せず、森林の
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まま保全することとします。 

市は、これまでに志津野地内において、関市土地開発公社による関ロジスティクスセン

ター用地の先行取得を実施し、その後複合団地用地に目的を変更し、保有してきました。

この保有土地は、今後進出企業の要望に沿ったオーダーメード的な造成の後、売却します

が、その一部は整備しないものとします。 

一方、市は東海北陸自動車道の全線開通や平成21年3月の東海環状自動車道西関IC（仮

称）の供用開始等の好条件が揃い、先端産業を始めとする工場用地の旺盛な需要があるこ

とから、これらの用地確保は引き続き進めます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：公共用地課（工業振興課） 

   

<<<   第第第４４４部部部   機機機能能能的的的ななな組組組織織織再再再編編編ににに向向向けけけたたた取取取組組組   ＞＞＞   

機能的な組織に向け、簡素で効率的な組織、新たな地域課題や行政需要、危機管理等の

緊急課題に柔軟に対応できる組織への再編とこれを支える職員の育成を図ります。 

関市は、市町村合併からすでに３年が経過したことから、新市の組織、機構の本格的な

整備の時期を迎えたといえます。また、地方分権により自主、自立の行財政運営が求めら

れており、こうした状況に対応していくためには、限られた経営資源で最大の効果を挙げ

る経営型の組織への転換が必要です。 

そのため、現行の各課等の業務内容及び業務量を精査のうえ、関連する業務を再編、統

合し、市民にとって分かりやすく、かつ、社会経済情勢の変化、行政需要の多様化に即応

した行政サービスを総合的、機能的に提供できるよう、抜本的な見直しを行います。 

また、市の機能を補完するため市が出資し設立された第三セクターについても、民間事

業者の活動を阻害しないよう、十分な精査のうえ、存続の可否を含む役割の見直しを進め

ます。 

 

2-4-1 組織、勤務条件を見直し、職員の定数削減を図ります 
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「組織、勤務条件の見直しと職員の定数削減」とは、簡素でありながら新たな行政課

題、地方分権改革にも対応できる柔軟で活気ある組織の実現に向け、組織の改編と所管

事務事業の見直しを進めるもので、次の５つをその内容としています。 

（１）政策志向の組織への改編 

（２）地方分権改革への対応 

（３）早期希望退職制度の運用 

（４）人事システムの再構築 

（５）職員給与の見直し 

 

（１）政策志向の組織への改編 

関市は、地域等の課題に柔軟に対応できる、効率的な政策志向の組織の整備を進めます。 

これは、本格的な新市の組織、機構へ転換時期を迎えたことから、簡素で効率的ながら

機能的に課題へ対応できる組織、市民の声が届き易く、地域課題等に適切に対応でき、透

明性の高い組織への改編を図るため、各地域事務所、出先機関の再配置、統廃合のほか、

課等の新設や統廃合、所管事務事業の見直しを進めるものです。 

組織の改編や事務事業の見直し、業務部門の民間委託、臨時的任用等の拡大を図ること

により職員の削減を進めるとともに、政策の企画立案、監督管理等に重点的に職員を配置

し、全体として簡素な組織であるものの、有効な政策を実行できる機動性の高い行政運営

を目指します。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 

 

（２）地方分権改革への対応 

関市は、自己決定、自己責任のもと、地域の資産を生かした個性あるまちづくりを進め

るため、移譲された権限について、運用等の総合的な判断を迅速に行い、地域住民、事業

者の利便性向上と活動を促進できる組織づくりを進めます。 

 これは、岐阜県の権限移譲は約940項目の権限、事務が対象とされ、平成10年度から

手続が進められていますが、今後さらに約360項目以上の権限、事務が移譲対象とされる

見込みであり、この中には専門性、裁量性の高い権限も多く含まれることから、迅速かつ
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適切な対応ができる組織、職員体制を進めるものです。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課（全課） 

 

（３）早期希望退職制度の運用 

関市は、市町村合併前の職員１人あたり人口130人を目標とし、合併により増加した職

員を合併後10年間で150人削減する計画を進めていますが、組織の維持、活性化を図る

ためには職員の年齢構成のバランスにも配慮する必要があることから、定年前の早期退職

を勧奨する制度（退職勧奨制度）を積極的に運用するとともに、計画的な職員採用を進め

ます。  

現在、市の教職員を除く職員787人（特別職を含む。）の年齢構成は50歳から60歳ま

での年齢層が346人と全体の約41％を占め、その一方で26歳から30歳までは47人、

26歳以下は22名で合計でも９％弱となっており、年齢構成の偏りが顕著です。 

市は、退職勧奨制度を積極的に運用し、職員構成を整えるとともに、人事を刷新し、適

正な人事管理や公務の能率的な運営を図ります。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 

 

（４）人事システムの再構築 

関市は、新たな地域課題や行政需要、危機管理等の緊急課題に柔軟に対応できる組織、

権限移譲による事務事業の増加に対応できる組織とする必要があることから、職員を部局

単位で配分し、柔軟に対応できる体制を構築します。 

地方分権改革への対応には職員のスキルアップも必要となり、そのためには職員一人ひ

とりの継続的な努力の積み重ねで実現できることを組織全体が理解し、それぞれが実践す

ることが必要なことから、組織の活性化を図り、職員の勤務意欲の高揚につながる給与体

系と人事評価制度からなる人事システムの整備に取り組みます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 
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（５）職員給与の見直し 

 関市では、行政職・医療職・教育職の給料表を適用し、給料の支給を行ってきました

が、今後は現状にあった給料表の検討を進めます。 

これに併せて、関商工高等学校の教職員の給与についても見直すほか、通勤手当や住居

手当、特殊勤務手当等について、支給の有無を含めた見直し、職員の健康保持を主旨とし

た時間外勤務の削減、週休日の振替等による時間外手当等の削減に取り組みます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：秘書課 

 

2-４-２ 市の活動を簡素化します 

「市の活動の簡素化」とは、必要以上に華美や過剰な行政活動を見直すことを例示的に

示し説明するものです。 

（１）広報の発行配布の効率化 

（２）市主催イベントの削減 

 

（１）広報の発行配布の効率化 

 関市は、「広報せき」を毎月１日号のみをカラー印刷とすることで印刷経費の節減を進

めます。 

市は、昨年度まで、広報紙「広報せき」をカラー印刷により、１日号、15日号として

月２回（１月1日を除く。）発行し、このほかに自治会には班回覧の文書も配布していま

したが、平成20年度からは毎月１日号のみをカラー印刷とし、15日号は２色印刷とする

ことで印刷経費の節減を進めます。将来は、月１回の発行回数や表紙のみのカラー化（内

容は２色）なども検討します。 

また、自治会役員による配布、郵送による個人あての発送を見直し、配達業務の民間委

託、新聞折込等とすることで、配布に係る経費の削減と自治会役員の広報配布に伴う負担

軽減も検討します。 

このほか、広報せきに同封される大量の文書や回覧文書の精査を図り、できる限り効率

的な文書配布に努めます。今後は、広報せきで周知しなければならない内容と地域限定し



 46

たお知らせを区別し、地域限定情報については地域コミュニティ（市民活動団体やまちづ

くり団体など）を中心とした広報地域版を発行できるような仕組みづくりを検討していき

ます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：広報課（総務部総務財政課） 

 

（２）市主催イベントの削減 

関市は、生涯学習や地域振興を目的とするイベントは市主催を止め、市が主催するもの 

であっても協働型へと転換します。 

市が実施しているイベントには、生涯学習の定着と拡大を図るもの、地域の観光PR、物

産の販売と地域の賑わいづくりを目的とするもの、人権や環境保護等広く社会生活の基本

への認識を深める目的のもの等さまざまあり、その多くについて、市は補助金の交付に加

え、職員を従事させる等のことを行ってきました。 

この削減は、今後は、事務事業の実施と同様、市が直接関与し直営で実施する必要があ

るものを除き、原則として事業を主催しないこととし、仮に主催する場合であっても、「市

民による市民のためのイベント」の趣旨から、できる限りさまざまな担い手の参加を得る

協働型の実施に転換していこうとするものです。 

イベントの実施にあたり財政的な支援が必要な場合には、事業経費に対し補助金等を交

付することがありますが、交付は通算して３年間を上限とし、その間に活動主体が自立す

ることを条件とします。したがって、常に補助を前提とするような事業実施は、原則とし

て認められないことになります 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：企画政策課（その他イベント主催担当課） 

 

2-4-３ 公営企業等の健全経営を推進します 

「公営企業等の健全経営の推進」とは、下水道事業のように一般の歳入、歳出と区分

した経理による事業（特別会計）や公営企業である水道事業（公営企業会計）について、

独立採算制の維持に向け、長期的な展望に立った改善を進めるもので、次の５つをその
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内容としています。 

（１）水道  

（２）下水道 

（３）食肉センター 

（４）公設地方卸売市場 

（５）国民健康保険（診療所分） 

 

（１）水道  

関市の公営企業である上水道事業は、現在のところ事業収入による独立採算で事業が実

施できているほか、可能な範囲で業務委託を進めており、この点で改善の余地は少ない状

態ですが、市は工業用水を上水道から提供していることから、今後の企業立地により工業

用水の供給需要が高まることで送水設備の増設が必要となるほか、旧町村部の簡易水道施

設（特別会計）を利用した給水は効率が悪く、運営経費の削減に向けた統合を進める必要

があります。 

これら増設、統合にあたっては、将来の財政負担とならないよう合理的な整備手法を選

択するほか、将来にわたり水資源を安定供給できるよう節水意識を啓発し、漏水対策を強

化して有収率を高め、給水停止等により使用料徴収率の向上を図るとともに、維持管理の

合理化、管理労力の節減を進めることで、健全な企業経営を目指します。 

なお、料金については、合併時の協定に基づき平成20年4月から見直し、実質的には7

月からの徴収に反映されておりますが、今後も財政収支計画の検証を行いながら見直しを

検討していきます。 

〇受益と負担の公平な関係、安定経営の観点から、収納率の向上を図り、定期的に料金

を見直す。 

〇滞納者への対応を強化し、法令に基づく給水停止等の措置を強化する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：水道課 

 

（２）下水道 

関市の特別会計である下水道事業も、公営企業としての性質を持つものです。現在下水
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道事業は、現状可能な範囲で業務委託を進めておりこの点では改善の余地は少ない状態で

すが、一般会計からの繰入金に依存するところが多く、その要因となっている施設整備に

は、処理水の高度処理化や処理場の耐震化に向けた施設改修のほか、老朽化した施設の改

修や経営効率の悪い農業集落排水施設の運営経費の削減に向けた統廃合が予定されていま

す。 

この繰入れが将来の財政負担とならないよう、合理的な整備手法の選択のほか、収納率

の向上、料金見直しの検討を進めます。 

〇一般会計からの繰入金の抑制に努める。 

〇受益と負担の公平な関係、安定経営の観点から、収納率の向上を図り、３年ごとに料

金を見直す。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：下水道課 

 

（３）食肉センター 

関市が運営する食肉センター（と畜場）は、市内外の畜産業者、食肉加工業者等が使用

し食肉を加工していますが、この施設は老朽化が進んでいることから、今後多額の更新費

用とこれに伴う一般会計からの繰入れが必要と見込まれており、市は「と畜場」の継続の

ため、類似施設を持つ自治体との間で効率的な施設運営の実現に向けた協議を進めます。 

施設の運営については受益者負担の原則から関係者の負担とすべきものですが、これ以

上の利用料の見直しは生産者の負担増を招き生産意欲の低下につながること、及び食の安

全の面から需要の高い国内の畜産業等の維持が求められていることから、類似施設を持つ

自治体との間において、効率的かつ安定的な施設運営に向け、統廃合を図るよう進めるも

のです。 

〇共同設置、共同運営による効率化を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成25年度から 

◎所管課：農務課 

 

（４）公設地方卸売市場 

関市は、中濃公設地方卸売市場の施設の有効利用を図りながら、市場として必要な範囲
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で営業を継続します。 

中濃公設地方卸売市場は、地域の良質な食料の流通拠点として整備しましたが、市場外

流通の増大、本部で一括仕入れする量販店、コンビニエンスストアの増加と農産物直売施

設の整備等により、市場の取扱高が減少し、市場の経営は悪化しています。 

この見直しは、今後の少子高齢化の進展がさらに食料需要を減少させ、市場への出荷、

市場からの仕入れはいっそう減少するおそれもあり、市場機能を拡充しても改善は見込め

ないことから、民営化も模索しつつ、当分の間は、広大な敷地（20,381㎡）と施設の

有効利用を図りながら、公設市場として必要な範囲で運営を継続していこうとするもので

す。 

〇発展、効率化が期待されない場合は、民間事業者へ売却する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：未定 

◎所管課：商業観光課 

 

（５）国民健康保険（診療所分） 

関市は、質の高い医療を安定的に提供するため、診療所のあり方について、地域住民と

の協議を進めます。 

 市は、現在５ヵ所の国保診療所を運営しています。このうち「関市国民健康保険洞戸診

療所」、「同板取診療所」では医師、歯科医師を雇用し、「同門原出張診療所」では週に

１日の割合で板取診療所の医師による診療を行っています。また、「同武儀診療所」、「同

上之保診療所」では（社）地域医療振興協会による診療支援を受け、診療を行っています。 

これらの国保診療所は少子高齢化が進む中山間地域住民の身近な医療機関として、地域

医療を担っており、中核病院である中濃厚生病院との連携を強化し、保健、医療、福祉が

連携したサービス体制を提供することで日常生活に安心をもたらすものですが、医師・看

護師不足への対応に向けては、診療体制の見直しを検討せざるを得ないと考えます。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：未定 

◎所管課：国保年金課 

 

2-4-４ 第三セクターの整理統合を推進します 
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「第三セクターの整理統合」とは、民間の活動状況等を勘案し、市が設立に関与した

団体について、その存続を含む役割の見直しを図るもので、次の２つの団体を対象とし

ています。 

（１）関市社会福祉事業団 

（２）関市公共施設振興事業団 

 

（１）関市社会福祉事業団 

関市は、社会福祉事業団による運営管理施設について、施設が行っている事業等を検討

しながら、事業の民営化、民間事業者による運営管理への転換を進めていきます。 

市は、社会福祉施設の運営管理を目的として、平成４年度に300万円の出捐し、関市社

会福祉事業団を設立しており、同事業団は現在、指定管理者として関市デイサービスセン

ター、関市松風園、関市つばき荘、関市つくし作業所の運営管理を行っていますが、人件

費等のすべては市が負担しています。 

この見直しは、そもそも民間事業者が数多く行っているデイサービス事業を市が実施し、

そのうえ第三セクターである社会福祉事業団の運営とする必要はないこと、及び指定管理

者制度を導入した目的が民間のノウハウによる効率的な運営と市民満足度の高いサービス

の提供にあり、できる限り民間事業者の参入を図るべきとの判断によるものです。 

見直し後は、すべての施設について、社会福祉事業団を指定しなければならない場合を

除き、民間事業者との間における公正な競争を実施し、契約を行います。 

○社会福祉事業団は、清算に向け、調整を図る。 

◎見直しの時期：平成22年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：福祉政策課（高齢福祉課、子育て支援課） 

 

（２）関市公共施設振興事業団 

関市は、公共施設振興事業団による運営管理施設について、民間事業者による運営管理

への転換を進めていきます。 

市は公共施設の運営管理を目的として、平成元年に1,000万円の出捐し関市公共施設振

興事業団を設立しており、同事業団は、現在、指定管理者として公共施設の運営管理を行

っていますが、人件費等のすべてを市が負担しています。 
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この見直しは、指定管理者制度を導入した目的が民間のノウハウによる効率的な運営と

市民満足度の高いサービスの提供にあり、できる限り民間事業者の参入を図るべきとの判

断によるものです。 

見直し後は、すべての施設について、民間事業者との間に公正な競争を実施し、契約を

行います。 

○公共施設振興事業団も原則として、清算に向け、調整を図る。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：管財課（その他施設を所管する課） 

  

第第３３章章  協協働働にによよるるままちちづづくくりりにに向向けけてて  

 第３章は、協働で進めるまちづくりについてです。 

地方自治体は、地方分権改革により多くの課題解決も担うこととなりますが、関市には

人口減少、高齢化への対応のほか、過疎の進展により変貌する地域社会への対応のような

地域課題も加わってきます。 

市は、地方分権を「国からの権限、財源の移譲」だけでなく、地域課題の解決を通じた

創造性にあふれる地域づくりの場であるとも考えていますが、地域課題の解決のためには

行政と市民との連帯が不可欠であり、その枠組づくりが急務です。 

このような背景のもと、第３章では「協働の担い手の活動、活躍の場を広げる」「さま

ざまな市民と行政との協働を進める」「民間活力を生かす」「協働に不可欠なコミュニケ

ーション、情報共有を充実する」「市民に信頼される市政を継続する」を基本的な考え方

とし、住民自治の確立につながるような協働の場づくり、情報の取扱い、総点検による見

直しの継続による行政への信頼づくりを説明します。 

 

3-1-1 市民と行政との協働を推進します 

「市民と行政との協働の推進」は、まちづくりに対する市の権限の拡大を機会にまちづ

くりに関わる協働を拡充するもので、具体的には公共サービスでの協働についてさまざ
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まな参加者、参加形態を進めようとするものです。 

このほか、大学等高等教育機関との連携を強化することにより、知識面での協働も充

実していきます。 

（１）行政活動における協働 

（２）産学民官による知の連携 

 

（１）行政活動における協働 

関市は、協働が活発化するよう行政と市民活動団体との連携を強化するほか、「市民参

加型」から「市民参画型」の市政に高めていきます。 

市はこれまでに各種計画の策定やアダプト・プログラム活動における市民参加を進めて

きましたが、この見直しは、もう一段高いレベルでの協働が定着するよう、市民活動団体

が活動し易い環境整備等を進めるものです。 

 市は、協働を含む市民による行政への関与の形態を次のように区分しています。 

（ア） 市民参加 活動に個人的に参加する形態。組織的であっても個々での参加はこれに分類される。 

（イ） 市民参画 提言、提案、計画策定等の段階から個人的に加わり、最終的な政策づくりまで関与す

るもの 

（ウ） 協働 課題の解決や理想の実現のために事業や活動に組織的、継続的に取り組むもの 

市が協働を推進する理由は、活動目的を共有し、柔軟かつ斬新な発想、専門的な知識を

生かした市民目線による政策形成や事業実施が期待できることによります。協働が拡充す

るにつれ、さまざまな担い手が公共サービスを提供する「支え合える地域社会」が形成さ

れ、豊かさを実感できる地域社会が実現するものと考え、進めてまいります。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（全課） 

 

（２）産学民官による知の連携 

関市は、大学等高等教育機関との協働を進めていきます。 

市は、これまでにも高等教育機関の協力のもとに課題解決等を進めてきましたが、地方

分権改革により、これまで国、県が担ってきた専門的な課題解決も担うこととなったこと

から、高等教育機関との関係をこれまでのような協力でなく、協働にまで高め、知識や人
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材の提供を受け、行政活動だけでなく、経済活動や市民活動と結び付け、地域活性化、地

域課題の解決、産業振興、人材育成等を進めていきます。 

◎実施時期：平成20年度から 

◎所管課：企画政策課（全課） 

 

3-1-2 開かれた市政を推進します 

「開かれた市政の推進」は、市民と行政との協働を推進するためには行政活動の計画、

活動成果等の積極的な情報公開とともに公平な市民参画の機会づくりが重要となること

から、必要な制度化を例示的に示すものです。 

（１）審議会等委員の公募基準の明確化 

（２）情報公開の拡充 

（３）個人情報への配慮 

 

（１）審議会等委員の公募基準の明確化 

関市は、市民の意見が正しく反映されるような場づくりを進めます。 

そのため、審議会等に市民の意見が広く反映し、市民参画が促進できるよう、委員の重

複、不均衡な男女の構成比、年齢の偏り等が起きないような基準の統一化を図ります。 

〇定員枠内で公募枠の拡大を図る。 

〇市民、地域等枠はできる限り、公募とする。 

〇学識経験者等の選出区分枠についても公募を検討する。 

〇重複任用を避けるため、現に他の審議会等委員の職にある者は、できる限り委員とし

ない。 

〇募集段階から男女の構成比に配慮する。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：秘書課（審議会等の関係課） 

 

（２）情報公開の拡充 

関市は、公正で民主的な地方自治には、さまざまなプロセスの公開が不可欠であるとの
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認識から、行政情報のいっそうの公表を進めていきます。 

市は、これまでにパブリック・コメント手続制度のもと、条例等の施行や重要な計画の

実施にあたり、あらかじめ広く関係者の意見を募集し、これに回答することで、政策形成

過程の透明性を高め、合意形成を図っています。策定した計画についても、個別計画のほ

か、第４次総合計画の基本構想と基本計画を公表していますが、協働を進めるためには情

報公開がより重要なことから、これをさらに進めようとするものです。 

その一つ目として、各種委員会の議事についても公開を進めます。これは、これまで公

開していなかった各種委員会の議事録について、市ホームページ上で閲覧できるようにす

るものです。 

 二つ目は、市ホームページにおいて、総合計画の実施計画についても３年間分を事前公

表するほか、事業の実施後には、行政評価による評価結果も公表します。 

このほか、「公会計改革」への対応としては、公認会計士による直接指導を受け財務書

類（４表）の作成を進めており、信頼に足る公表に向けた整備を進めます。 

このように、適正な行政情報の公開は信頼の基礎であることから、いっそうの拡充を図

っていきます。 

一方、文書を管理するファイリングシステムが一部誤った運用となっていることから、

本来の導入目的である「５分以内に目的とする文書にたどり着け、正確な情報として相手

に提供できる」正しい運用へ回復してまいります。 

〇各種委員会の会議録を公開する。 

〇関市総合計画の実施計画を公開する。 

〇公会計改革への適正な対応を図る。 

◎見直しの時期：委員会の会議録の公開は平成21年度から、その他は平成20年度から

実施時期：委員会の会議録の公開は平成22年度から、その他は平成21年度から 

◎所管課：総務財政課（企画政策課、その他各種委員会等の関係課） 

 

（３）個人情報への配慮 

関市は、個人情報の保護にさらに配慮することとし、市民対応窓口から改善に着手して

いきます。 

窓口改善にさまざまな手法がありますが、最近いくつかの自治体において、車椅子でも

利用可能な低いカウンターを設置するほか、カウンターに仕切りを設けることで一定のプ
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ライバシーが守られるような窓口レイアウトへの改造が見られます。 

この改善は、バリアフリー化とともに個人情報の漏洩にも配慮することにより、便利で

安心な対応を実現し、信頼を高めようとするものです。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成22年度から 

◎所管課：総務財政課（全課） 

 

３-１-３ 民間活力の導入を推進します 

「民間活力の導入」も協働の一つです。市は、「市が設置すべきものは市で整備する

が、できる限り民間の創意工夫が発揮され、かつ、市民、利用者本位の高品質なサービ

スが提供されるような運営とする。」を基本的な考え方としています。 

「同じ内容ならばより効率的に提供ができるよう、同じ費用ならばより内容が充実す

るよう」を目指し、民間のノウハウを生かしていきます。 

（１）指定管理物件のモニタリングと評価 

（２）図書館の指定管理者制度の導入 

（３）文化会館の運営見直し 

（４）民間競争入札の検討 

（５）PFIの導入推進 

 

（１）指定管理物件のモニタリングと評価 

 関市は、指定管理者の運営管理をモニタリングにより評価し、契約更新時に重視します。 

市は、平成18年度から指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用した効率的で

市民満足度の高いサービスを提供できる施設運営を目指してきました。しかし、これまで

その目的を達成できた例は少なく、多くの施設では、それ以前の管理委託制度と変わりな

い状況にあるといえます。 

モニタリングの導入は、この対応として、制度の導入の本来の目的を満たす運営の実現

を図るため、指定管理者の契約基準に対してモニタリングによる評価をしようとするもの

です。 

このほかにも、契約規模が小さなことが事業者のノウハウを発揮できない要因となって
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いることも想定されることから、できる限り多くの施設を指定管理者制度の対象とするほ

か、利用料金制の導入や異なる利用目的の施設を組み合わせた委託等も検討しながら、民

間のノウハウを活用できる契約、収益性が高まるような契約への転換を進めます。 

なお、指定管理者の契約の時期には、施設の設置の妥当性、必要性等の見直しの判断を

行います。 

○施設の設置は、できる限り「民設民営」に近づける。 

〇指定管理者制度にモニタリングによる評価を導入し、契約更新の参考とする。 

○民間のノウハウが発揮できるような契約形態とする。 

〇できる限り収益性が高まる契約内容とする。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成20年度から 

◎所管課：管財課（その他指定管理者制度を導入している課） 

 

（２）図書館の指定管理者制度の導入 

関市は、図書館の運営管理に指定管理者制度の導入を検討します。 

市は、現在わかくさ・プラザ内の図書館本館のほか、武芸川地域、武儀地域の分館と板

取地域、洞戸地域、上之保地域の分室を設置し、職員の運営により図書館サービスを提供

しています。 

この導入検討は、今後正規職員が減少する中でリファレンス等利用者ニーズの高い図書

館サービスの質を維持するとともに、県内外の図書館との間における地域図書館情報ネッ

トワークによる連携も継続していくためには、適正な事業者による指定管理者制度による

運営によるべきと判断したことによるものです。 

このほか、蔵書を管理している図書館システムの更新によるコスト削減も併せて検討し、

総合的に見て利用者に最適な運営を図っていきます。 

〇図書館システムを更新する。 

〇貸出、返却等カウンター業務の簡略化による負担軽減も検討する。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：生涯学習課 

 

（３）文化会館の運営見直し 

関市は、文化会館を市民が気軽に利用できる施設とするため、耐震化と施設・設備の改
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修の後、指定管理者制度の導入を進めます。 

市は、これまでに関市文化会館を直営で管理し、舞台装置等の操作を含む運営を業務委

託することで効率化を図るとともに、公演についても市民参加による「市民の劇場」を始

め市民ニーズに応じた提供に努めてきました。 

この導入は、このような努力にもかかわらず、入場者数は低迷し収支を大きく改善でき

ない状況が続いていることから、施設のあり方の見直しや指定管理者による運営管理の導

入を図ることで、たとえば、新たな割増を含む利用料金の設定のもと、利用者の要望に応

じた時間帯の貸出を検討する等により利用者の利便性と市民満足度の高い公演内容に転換

するとともに、収益性の改善も図ろうとするものです。 

〇市民利用の拡大を図る 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成23年度から 

◎所管課：文化課［文化会館］ 

 

（４）民間競争入札の検討 

 関市は、住民基本台帳、国民健康保険、介護保険、就学通知等の窓口業務について、民

間競争入札の実施について、検討を進めます。 

 これは、国が示した「市町村の出張所・連絡所等における官民競争入札又は民間競争入

札等により民間事業者に委託することが可能な業務の範囲等について（平成20年１月17

日内閣府通知）」によれば、住民基本台帳、印鑑登録、戸籍、国民健康保険、介護保険、

障害者手帳交付、就学通知等多くの窓口業務が「事実上の行為又は補助的業務」であり民

間委託が可能であるとされていることから、市民課を始めとする窓口業務のうち可能な範

囲について、適切な個人情報の管理と関係諸法令の順守のもと、民間事業者への競争によ

る業務委託ができないかを検討するものです。 

〇職員削減による支障が無いよう、民間競争入札の導入を検討する。 

◎見直しの時期：平成21年度から  

◎所管課：企画政策課（市民課） 

 

（５）PFIの導入推進 

関市は、文化会館、学校給食センター、市民プール等今後更新が見込まれる大規模施設
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について、より「民設民営」に近く、毎年の支払いが平準化できる「PFIの手法」による

整備を優先的に検討していきます。 

PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）」

とは、公共施設等の建設、維持、運営管理等に民間の資金、経営及び技術的ノウハウを活

用する手法です。国や地方自治体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的な公共サービ

スの提供が期待できることから、導入は増加傾向にあり、平成20年３月末現在、全国で

は国48件、地方自治体226件、その他31件の実績となっています。近隣では、可児市学

校給食センター、羽島市民プールの施工例があります。 

この検討は、今後の相当長期にわたる低成長時代を見据え、施設整備のほかに長期の運

営コスト等も考慮に加える「ライフサイクルコスト」に着目し、将来負担も重視する「資

産管理的な視点による施設整備」へ転換を図るものです。 

〇民間参入を促す効果もあるPFIによる整備を積極的に進める。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：企画政策課（その他施設を所管する課） 

 

3-1-４ 市民と共にきれいなまちづくりを進めます 

「きれいなまちづくり」とは、景観をキーワードとする協働を通じ環境美化意識の定着

を図るとともに、「まちの顔」となる市の玄関口の整備を市民と共に進めようとするも

のです。 

（１）景観重視のまち 

（２）協働による街路景観の維持 

（３）まちの玄関口づくり（公共交通等拠点施設整備） 

 

（１）景観重視のまち 

関市は、歩行に便利で統一感と連続性があり、愛着が持てる景観形成を進めます。 

市は、これまでに緑化推進、屋外広告物規制等の個別事業によりまちづくり進めてきま

したが、景観形成に配慮し、これを計画的に進める「きれいなまちづくり」の観点から個々

の促進策、規制策のあり方も検討し、進めていきます。 

 市内には、鵜飼の舞台となる長良川や四季が美しい川浦渓谷、市街地を見下ろす安桜山、
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一ツ山といった豊富な自然がありますが、先人たちが築いてきた街並み、路地を通り抜け

る風や生活から生まれる音も景観の大きな要素です。景観はそこに住む人、そこを愛する

人との関わりが最も重要なことから、景観重視のまちづくりを進めるにあたっては、市民

と行政との合意形成を大切にし、関市景観条例（仮称）や関連する計画の策定での市民参

画を拡大していきます。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成24年度から 

◎所管課：都市計画課 

 

（２）協働による街路景観の維持 

関市は、協働による街路の緑化や環境美化を積極的に進めます。 

市は、美しさがもたらす豊かさだけを求めて景観形成を進めるのでなく、協働を通じて

市民同士の連携が強化され、地域コミュニティに豊かさが生まれることも目指しています。

このほかにも、不法投棄の未然防止にも効果が期待できることから、地域の安全・安心づ

くりにも役立つものと考えます。 

市は、地域の街路美化のシンボル的活動であるフラワーロード、アジサイロードを市民

との協働により継続して実施します。 

◎見直しの時期：平成21年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：都市整備課 

 

（３）まちの玄関口づくり（公共交通等拠点施設整備） 

関市は、長良川鉄道関駅西口地区で計画していた関駅周辺整備事業については、内容を

見直すこととし、、まちづくりの拠点として最も相応しく、長良川鉄道をはじめ市内巡回バ

ス、路線バス、高速バス等の公共交通の拠点及び人々の交流拠点として最適な位置を検討

し、拠点施設の整備を進めます。 

東京・名古屋都市圏等への高速バス、市民生活の足となる巡回バス、路線バス、教育施

設関連送迎バス等の交通アクセス施設を集約配置し、市におけるバス発着の中心拠点とな

る施設を整備し、バスを中心とした交通結節機能の強化を図るとともに、サービス機能（物

産・飲食等）、集会・交流・休養機能、情報機能（観光案内所）等も一体的に整備し、さ

まざまな人々の交流ふれあいの場としての機能強化も図りながら、交通結節機能整備との
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相乗効果の発現を目指します。 

 この拠点施設の候補地選定については、市民参加の関市公共交通活性化協議会において

平成20年度中に行います。 

〇交通を重視した玄関口の建設を進める。 

◎見直しの時期：平成20年度から 実施時期：平成21年度から 

◎所管課：都市整備課（企画政策課） 

  

第第４４章章  事事務務事事業業ごごととのの点点検検結結果果  

 この取りまとめ（案）は、1,061件の事業及び補助金を対象とした点検シートによる点

検を積み上げ作成しており、第４章に点検状況を要約し、一覧にまとめものを掲載します。 

 

４－１ 点検結果の一覧（P.62～100） 

 

４－２ 見直し事業・補助金の一覧（P.101～141） 

 

４－３ 廃止事業・補助金の一覧（P.142～148） 

  

おおわわりりにに  

私たちは、この総点検を一過性のものとして終えることなく、継続した行財政改革と協

働の定着を図っていきます。 

総点検で着手した改革や改善は、定期的に成果を測定し、公表するほか、公募市民によ

る審議が行われる行政改革推進事業に引き継ぎ、確実に継続していきます。 
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資料編（P.149～163） 

 
関市政策総点検の実施要領 
 
関市政策総点検対策委員会設置要綱 

 

関市政策総点検マニュアル 

 

政策総点検ガイドライン 

 



課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

1
人事管理業務（昇格試験、勤務評定、組織機構、定数
管理）

見直し ４－１ 4

2
給与管理業務・人事給与システムの維持（給与、各種手
当）

見直し ４－１ 5

3 退職手当基金の造成 現状維持 ３－１ 6

4 育児休業中職員の代替職員等の雇用 現状維持 ４－１ 7

5 福利厚生業務・人間ドック、各種検診の実施 現状維持 ３－１ 8

6
安全衛生業務・安全衛生委員会（職場環境、労働安全
体制の整備）

現状維持 ３－１ 9

7 特定事業主行動計画の運用（職員の子育て支援） 現状維持 ３－１ 10

8
公務災害の認定・補償（嘱託職員の雇用形態と労災補
償の検討）

見直し ４－１ 11

9
職員互助会の運営（共済事業、福利厚生事業の内容検
討）

見直し ２－１ 12

10 職員互助会の運営／職員互助会事業補助金 見直し ８－５ 13

11 各職場で業務を通して行う職場研修の実施 現状維持 ３－１ 14

12 専門知識、技術を習得する職場外研修の実施 現状維持 ３－１ 15

13 人事交流、派遣研修の実施 現状維持 ３－１ 16

14 ふるさとアドバイザー事業 ふるさと懇談会の開催（実施方法、メンバーの検討） 見直し ４－１ 17

4-1 政策総点検の結果一覧表（1,061件の点検状況）

秘
書
課

人事・給与管理事業

福利厚生事業

職員研修事業

15
宿泊助成事業／関市民休暇村・関市民海の家利用者
費用助成（宿泊助成）

廃止 ７－５ 19

16
市民訪問事業（氷見市、白川村訪問事業の実施方法、
回数の検討）

見直し ２－１ 20

17 秘書業務（市長のスケジュール管理、随行、来客対応） 現状維持 ３－１ 21

18 秘書業務／原水爆禁止世界大会代表派遣事業補助金 見直し ８－４ 22

19 表彰業務（市長表彰等の実施） 現状維持 ３－１ 23

20 コミュニティ活動奨励金の交付による活動支援 現状維持 ９－３ B１

21 自治会連合会の活動促進／自治会連合会運営補助金 現状維持 ９－３ B2

22 外国人世帯を含む地域連携の自治会活動支援 現状維持 ３－１ 3

23
講座・イベントの開催など国際交流団体活動の支援／
関市国際交流協会事業補助金

現状維持 ９－３ B３

24
海外姉妹都市・友好都市との交流促進、ブラジル日本
人移民１００周年事業、モジ市４０周年記念事業

現状維持 ３－１ 5

25 海外派遣など国際交流事業の支援 現状維持 ２－２ 6

26
在住外国人への情報提供・学習機会の充実
行政情報の多言語化と多文化共生推進体制の充実

現状維持 ３－１ 7

27 在住外国人の交流事業や地域参画機会の拡充 現状維持 ３－１ 8

姉妹都市・友好都市交流事業

秘書・表彰事業

広
報
課

自治会活動支援事業

国際理解、国際交流促進事業

多文化共生促進事業

62
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整理
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事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

28 多文化共生促進事業 外国人相談員による相談事業の充実（相談員増員） 見直し ５－１ 9

29
広報せきの発行（広報内容、コーナーの創設、有料広
告の導入）

見直し ２－１ 10

30 マスメディア活用の推進（情報の発信、伝達方法） 現状維持 ３－１ 11

31 「市長と語る会」の充実 現状維持 ３－１ 12

32
「市民の声」の充実（はがき、メール、電話等の公聴シス
テムの充実）

現状維持 ５－１ 13

33
市政モニター制度の活用（モニターによる公聴事業の
充実）

現状維持 ３－１ 14

34 ホームページ活用管理事業 ホームページ活用管理事業 現状維持 ３－１ 15

35 市民フォーラムの開催（講演会、分科会の開催） 現状維持 ３－３ 1

36 男女共同参画セミナーの開催 現状維持 ３－３ 2

37
男女共同参画コーナーの運営（学習情報館での関連資
料設置）

現状維持 ３－３ 3

38 せき男女共同参画まちづくりプランの運用 現状維持 ３－１ 4

39 公共交通会議運営事業 現状維持 ３－１ 5

40 鉄道中濃新線構想の推進 現状維持 ６－６ 6

41 鉄道交通事業（事業の内容、実施方法の検討） 見直し ６－３ 7

42
沿線市町の経常損失額の強調補助／経営安定対策補

現状維持 １２ ６ 9

広
報
課

公聴広報事業

鉄道交通事業

男女共同参画事業

総合交通体系事業

42
沿線市町の経常損失額の強調補助／経営安定対策補
助金

現状維持 １２－６ 9

43
鉄道基盤整備・近代化整備／鉄道基盤整備費・近代化
施設整備の協調補助

現状維持 １２－６ 10

44 公共交通事業
長良川鉄道協力会の活動促進（協力会活動費の財源
確保）

見直し ２－１ 8

45
定住、移住事業（遊休公有地・施設の利用、公営住宅
の建設方針、融資制度の検討）

見直し ５－１ 11

46 地域審議会事業（地域住民の意見の拝聴） 現状維持 ３－１ 12

47 合併特例事業計画運用事業 現状維持 ３－１ 13

48
地域振興基金活用事業（市民活動団体に対する助成
金制度の周知）

見直し ５－１ 14

49 電源立地地域交付金事業計画運用事業 現状維持 ３－１ 15

50
地域振興事業（地域の事務所との連絡調整、各種調
査、地域振興イベントの開催・支援）

現状維持 ３－３ 16

51 地域振興事業／わかくさまつり事業補助金 見直し ８－５ 17

52
第４次総合計画策定（アンケートによる調査分析の内容
及び方法、大学との連携）

見直し ２－１ 18

53
実施計画による政策的事業管理（計画と予算間での事
業体系の調整と予算制御、作業コストの軽減）

見直し ２－１ 19

54
施策、事務・事業評価による評価の実施（マニュアル、
外部評価体制の整備）

見直し ５－１ 20

55 施策評価による資源の重点的・効果的配分 現状維持 ５－１ 21

鉄道交通事業

地域振興事業

行政評価運用事業

総合計画運用事業

企
画
政
策
課

63
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事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
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課整
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号

56 自治基本条例運用事業 自治基本条例の制定 現状維持 ５－１ 22

57 市民協働推進事業
民間活力導入マニュアルの策定（マニュアル策定、配
布で事業完了）

廃止 １－１ 23

58 ＰＦＩの導入検討（マニュアルの策定及び周知） 見直し ５－１ 24

59
包括的外部委託の導入検討（マニュアルの策定及び周
知）

見直し ５－１ 25

60
官民競争入札・民間競争入札の導入検討（マニュアル
の策定及び周知）

見直し ５－１ 26

61
市独自集計の実施と統計分析の公表（工業統計・商業
統計調査の独自集計）

見直し ５－１ 27

62 統計書の発刊 現状維持 ３－１ 28

63 関市統計協会の運営 現状維持 ３－４ 29

64 指定統計の実施／工業統計調査 現状維持 ３－１ 30

65 指定統計の実施／輸出関係調査 現状維持 ３－１ 31

66 指定統計の実施／商業統計調査 現状維持 ３－１ 32

67 指定統計の実施／就業構造基本調査 現状維持 ３－１ 33

68 指定統計の実施／全国物価統計調査 現状維持 ３－１ 34

69 指定統計の実施／住宅・土地統計調査単位区設定 現状維持 ３－１ 35

70 関市統計協会の運営／関市統計協会補助金 現状維持 １２ ４ 36

公民連携推進事業

統計事業

企
画
政
策 70 関市統計協会の運営／関市統計協会補助金 現状維持 １２－４ 36

71 関市パブリックコメント手続実施要綱の運用 現状維持 ３－１ 37

72
関市パブリックインボルブメント手続実施要綱の制定（市
民参画機会の確保）

見直し ５－１ 38

73
東海環状沿線都市地域交流連携推進協議会事業の推
進

現状維持 ６－１ 39

74
中濃地方拠点都市地域整備推進協議会事業（事務の
簡素化、事業内容の検討）

見直し ２－１ 40

75 新市建設計画運用事業 新市建設計画運用事業 現状維持 ３－１ 42

76 過疎地域自立促進計画運用事業過疎地域自立促進計画運用事業 現状維持 ３－１ 43

77 せきＣＩ推進事業
ＣＩプロジェクトチーム会議、ビジュアルＣＩの普及啓発、
ＣＩ推進委員の任命（会議開催の縮小）

見直し １－１ 44

78 バードフェスティバル事業 ジャパンバードフェスティバル（参加の取り止め） 廃止 １－１ 45

79 山村振興計画運用事業
山村振興計画運用事業（山村地域の住民の福祉向上と
地域格差の是正、計画の策定）

見直し ５－１ 46

80 辺地総合整備計画運用事業
辺地総合整備計画運用事業（他地域との格差是正、計
画の変更または新規策定）

見直し ５－１ 47

81 第４次行政改革大綱推進本部の設置 現状維持 ３－１ 48

82 関市行政改革推進委員会の運営 現状維持 ３－１ 49

83 関市行政改革推進審議会の運営 現状維持 ３－１ 50

広域連携推進事業

行政改革大綱推進事業

市民参画手続の制度化事業

策
課

64



課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
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現状維持
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84
市内巡回バスの路線と運行形態を再構築（効率性、利
便性を考慮したバス運行）

見直し ５－１ 51

85
基幹バスと連携する支線バスの運行を促進（効率性、利
便性を考慮したバス運行）

見直し ５－１ 52

86
バスステーションの改修（情報の提供等利便性の高い
停留所の確保）

見直し ５－１ 53

87
主要都市間の運行を促進（鵜沼線、関武儀線、倉知
線、岐阜上之保線の運行検討）

見直し ５－１ 54

88 高速バスの利用促進（ダイヤ改正、増便） 見直し ５－１ 55

89
支線バス、巡回バス、運行補助（補助の廃止、定期券・
１日乗り放題券の創設、上之保線運行形態の変更）

見直し ８－４ 56

90 地域情報化計画運用事業 地域情報化計画運用事業 現状維持 ３－１ 1

91 地域情報化支援事業 地域情報化支援事業 現状維持 ３－１ 2

92 情報セキュリティ対策と電子申請・届出システムの推進 現状維持 ３－１ 3

93 情報システムの最適化 現状維持 ３－１ 4

94 統合型GISの利用促進 現状維持 ３－１ 5

95 LGWAN・LGPKI運用 現状維持 ３－１ 6

96 行政情報システムの運用 現状維持 ３－１ 7

97 行政情報基盤整備運用事業 行政情報基盤整備運用事業 現状維持 ２－１ 8

98 中長期財政計画による計画的な執行 現状維持 ３ １ 1

電
子
情
報
課

バス路線整備事業

電子市役所運営事業

バス路線整備事業

企
画
政
策
課

98 中長期財政計画による計画的な執行 現状維持 ３－１ 1

99 財政運営指針による堅実な運用 現状維持 ３－１ 2

100
財政計画、財政状況公表事務（閲覧名簿の記入の廃
止）

見直し ３－１ 3

101 予算編成事務／予算査定事務（予算編成期間の短縮） 見直し ２－１ 4

102
予算編成事務／主要事業ヒアリング（総合計画の実施
計画ヒアリングとの併合）

見直し １－１ 5

103
予算編成事務／当初予算編成業務（各部局への枠配
分方式の導入）

見直し ５－１ 6

104
予算編成事務／予算書閲覧事務（閲覧名簿の廃止、予
算書のデータ化、ホームページ掲載の検討）

見直し ２－１ 7

105 交付税算定事務 現状維持 ３－１ 8

106 決算統計事務（地方財政状況調査） 現状維持 ３－１ 9

107 公会計事業 普通会計、特別会計、連結4表の作成・公表 現状維持 ３－１ 11

108 公債費適正化事業
公債費適正化事業（新規借入の抑制、補償金免除繰上
償還制度の活用）

現状維持 ３－１ 12

109 事務改善事業 事務事業の効率化・簡素化 現状維持 ３－１ 13

110 事務機器管理事業 コピー・ＦＡＸの管理 現状維持 ３－１ 14

111 法制事務事業 例規集検索システム（運用、維持管理） 現状維持 ３－１ 15

財政計画事業

予算管理事業
総
務
財
政
課
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112 法制事務事業 法令審査委員会・例規審査 現状維持 ３－１ 16

113 不当要求行為など対策事業 職員研修 現状維持 ３－１ 17

114
行政委員会事業（総務財政所
管）

選挙管理委員会事務（選挙に関する事務） 現状維持 ３－１ 18

115 選挙管理委員会事務／選挙啓発事業 現状維持 ３－１ 19

116
選挙管理委員会事務／検察審査員候補予定者・裁判
員候補予定者選定事務

現状維持 ３－１ 20

117 固定資産評価審査委員会事務 現状維持 ３－１ 21

118 公平委員会事務 現状維持 ３－１ 22

119 各種選挙 現状維持 ３－１ 23

120
投票区見直し事業／投票所の投票時間の繰り上げ（洞
戸・板取・上之保・武儀地域）

見直し ２－１ 24

121
投票区見直し事業／投票区見直し事業（投票区の分
割、統合）

見直し ２－１ 25

122 期日前・不在者投票事務支援システム管理 現状維持 ３－１ 26

123
文書集中発送・郵送料／信書、物品等の受領、配布、
発送業務

現状維持 ３－１ 27

124
広報配布手数料／「広報せき」の配布（配布方法の検
討）

見直し ６－１ 28

125 関市情報公開条例の適正な運用 現状維持 ３－１ 29

126
会議録検索システム保守（システムの利用拡大と市民

見直し ５ １ 30

選挙執行事業

総
務
財
政
課

文書管理事業

行政委員会事業（総務財政所
管）

126
会議録検索システム保守（システムの利用拡大と市民
周知の検討）

見直し ５－１ 30

127 ファイリングシステムの適正な運用 現状維持 ３－１ 31

128
文書管理の適正な運用（文書の受領、収受、起案、保
管、保存、廃棄の電子データ化）

見直し ５－１ 32

129 個人情報保護事業 関市個人情報保護条例の整備、例規等整備 現状維持 ３－１ 33

130 ふれあいセンター整備事業
瀬尻ふれあいセンター整備／瀬尻ふれあいセンターの
測量、設計、建設

現状維持 ３－１ 4

131 公民センター整備事業 板取杉原集会場の建設 現状維持 ３－２ 10

132 地区集会場整備支援事業 地区集会場の建設補助 現状維持 ９－２ 11

133 市営住宅管理運営事業
市営住宅34箇所と特定公共賃貸住宅7箇所の管理補
修と政策的空き家の実施

現状維持 ３－２ 12

134 公有財産管理事業
取得財産の登記（分筆登記の土地家屋調査士への委
託）

見直し ２－１ 17

135 土地開発基金事業 土地開発基金の管理 現状維持 ６－１ 18

136 公用車管理事業 公用車管理 現状維持 ３－２ 23

137 公民連携推進事業 指定管理者制度の適正管理と導入施設の拡大 現状維持 ３－５ 27

138
総合評価方式の導入（総合評価方式等多様な入札形
態の導入）

現状維持 ３－１ 24

139 電子入札等の拡大 現状維持 ３－１ 25

契
約
検
査
課

契約事業

管
財
課

情報公開事業
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契
約

検
査

140 契約事業 一般競争入札の拡大 現状維持 ３－１ 26

141
個人市民税の賦課（課税資料のデジタル化の検討、エ
ルタックスの導入）

見直し ５－１ 1

142 法人市民税の賦課（エルタックスの導入） 見直し ５－１ 2

143 固定資産税賦課事業
固定資産税の賦課／土地評価替基準年度の標準宅地
選定等業務

現状維持 ３－１ 3

144
固定資産税の賦課／土地現況調査による地目認定業
務

現状維持 ６－１ 4

145 固定資産税の賦課／家屋調査、評価業務 現状維持 ６－１ 5

146 固定資産税の賦課／前納報奨金交付制度 廃止 １－５ 6

147
償却資産の賦課／償却資産評価、調査業務（税務署調
査、現地調査の実施）

見直し ５－１ 7

148 都市計画税の賦課 現状維持 ６－１ 8

149 軽自動車税の賦課 現状維持 ３－１ 9

150 たばこ税・入湯税の申告納付 現状維持 ３－１ 10

151 税に関する証明書交付 現状維持 ６－２ 11

152
市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税(国民健康保険税を除く。)の徴収／収納業務（ク
レジットカード・ネットバンキング収納の検討）

見直し ６－１ 12

153
市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税(国民健康保険税を除く。)の徴収／滞納整理

現状維持 ３－１ 13

税
務
課

市民税賦課事業

税
務
課

固定資産税賦課事業

諸税賦課事業

収納事業

154 徴収嘱託員の雇用 現状維持 ３－１ 14

155 消防団員報酬、出動手当、退職報償金の交付など 現状維持 ３－１ 1

156 操法大会の開催 現状維持 ３－１ 2

157 機能別消防団員の確保（災害支援団員の採用） 見直し ５－１ 3

158 消防団事務の効率化 現状維持 ４－１ 4

159 関市消防団運営補助金 見直し ９－４ 5

160 関市消防友の会補助金 見直し ９－４ 6

161 救急救命士の育成、救急無線のデジタル化ほか 現状維持 ３－１ 7

162
救急救命士の育成、救急無線のデジタル化ほか／中
濃消防組合事業負担金

現状維持 ９－２ 8

163 総合防災訓練の実施 現状維持 ４－１ 9

164 災害図上訓練の実施 現状維持 ４－１ 10

165 関市国民保護計画および避難マニュアルの見直し 現状維持 ３－１ 11

166 危機管理対策指標策定 現状維持 ３－１ 12

167 交通安全普及事業 高齢者交通安全大学 現状維持 ３－１ 13

消防団活動推進事業

中濃消防組合負担金事業

交
通
防
災
課

防災訓練事業

国民保護計画運用事業
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号

168 交通安全キャンペーン 現状維持 ３－１ 14

169 関市交通専任指導員による交通安全教室 現状維持 ３－１ 15

170 関市交通安全女性連絡協議会 現状維持 ３－１ 16

171 関市交通安全女性連絡協議会（補助金） 現状維持 ９－２ 17

172
幼年（少年）消防クラブへの防火意識の普及啓発／関
市幼年消防クラブ連絡協議会補助金

現状維持 ９－２ 18

173
少年（幼年）消防クラブへの防火意識の普及啓発／関
市少年消防クラブ連絡協議会補助金

見直し ９－３ 19

174 一般住民への住宅用火災警報器の義務設置化 現状維持 ３－１ 20

175 予防広報の強化 現状維持 ３－１ 21

176
防火対象物などへの査察指導を強化し、事業所の自衛
消防体制の強化

現状維持 ３－１ 22

177
火災による高齢者などの死傷者防止対策の具体的な予
防措置の強化

現状維持 ３－１ 23

178
予防技術資格者取得職員の拡充による予防業務の強
化

現状維持 ３－１ 24

179 幼年・少年消防ｸﾗﾌﾞへの防火意識の普及啓発 現状維持 ３－１ 25

180 高機能消防通信指令システムの導入の検討 現状維持 ５－１ 26

181 消防・救急無線デジタル化の検討 現状維持 ３－１ 27

182 広域化に伴う消防体制の整備 現状維持 ３ １ 28

交通安全普及事業

交
通
防
災
課

火災予防事業

消防広域化事業

182 広域化に伴う消防体制の整備 現状維持 ３－１ 28

183 地域防災計画・防災ハンドブックの見直し 現状維持 ３－１ 29

184 ４ヶ国語防災マップの改訂 現状維持 ３－１ 30

185 防災行政無線（同報系）デジタル化の整備 現状維持 ３－１ 31

186 防災行政無線（移動系）デジタル化の整備 現状維持 ３－１ 32

187 防災備蓄倉庫の整備（年３基） 現状維持 ３－１ 33

188 消火栓の整備 現状維持 ３－１ 34

189 耐震性貯水槽の建設 現状維持 ３－１ 35

190 全国瞬時警報システムの整備 現状維持 ３－１ 36

191
消防団消防車庫の建設（年２棟）、消防用ホース乾燥塔
の建設（年１基）
（車庫、消防車の廃止、統合）

見直し ２－１ 37

192
消防団消防車両の購入(年ﾎﾟﾝﾌﾟ車,積載車計3～4台)
可搬式小型ポンプの購入（年３～４台）
（車庫、消防車の廃止、統合）

見直し ２－１ 38

193
消防施設管理経費一式（燃料、電気、電話、消耗品）
（車庫、消防車の廃止、統合）

見直し ２－１ 39

194 防災行政無線の運用 現状維持 ３－１ 40

課

地域防災計画運用事業

防災施設整備事業
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195 消防音楽隊事業 消防音楽隊活動 現状維持 ３－１ 41

196
自主防災組織研修会による強化（自治会での自主防災
会の編成）

見直し ４－１ 42

197 防災指導員の技術向上研修 現状維持 ３－１ 43

198 自主防災会連絡協議会の設置（自主防災会のあり方） 見直し ４－１ 44

199 公共機関、各種団体との応援協定の締結 現状維持 ３－１ 45

200 災害時要援護者支援対策の推進 現状維持 ３－１ 46

201 避難所の選定と整備 現状維持 ４－１ 47

202 防犯・防災メール配信システム業務委託 現状維持 ３－１ 48

203 女性防火クラブの育成 現状維持 ３－１ 49

204 耐震消火隊の研修 現状維持 ３－１ 50

205 防災ホームページの充実（提供情報量の充実） 見直し ５－１ 51

206
耐震消火隊の運営／関市耐震貯水槽消火隊連絡協議
会補助金

現状維持 ９－２ 52

207 女性防火クラブの運営・育成 現状維持 ９－２ 53

208
自主防災組織の強化／自主防災会等防災訓練事業補
助金

現状維持 ９－３ 54

209 関市自治防犯防災会補助金 見直し ８ ４ 55

自主防災組織支援事業

自主防災組織支援事業

交
通
防
災 209 関市自治防犯防災会補助金 見直し ８－４ 55

210 関市防災指導員連絡協議会補助金 現状維持 ９－２ 56

211
防犯灯の設置（市による設置数の増、設置費及び電気
料の自治会への補助廃止）

見直し ４－１ 57

212 防犯意識の啓発、地域安全活動、協議会運営 現状維持 ３－１ 58

213 自治会防犯灯の電気料金補助 廃止 １０－５ 59

214 自治会等防犯灯の設置補助 廃止 １０－５ 60

215 通学路の整備 現状維持 ３－１ 61

216
道路照明、道路案内標識、区画線の設置など交通安全
施設の整備

現状維持 ３－１ 62

217 道路照明電気料／道路照明灯の維持管理 現状維持 ３－１ 63

218 駐輪場の維持管理 現状維持 ３－１ 64

219 県公安委員会との交通規制協議 現状維持 ３－１ 65

220 地下道の管理 現状維持 ３－１ 66

221 岐阜県防災ヘリコプターの円滑な運営支援 現状維持 ３－１ 67

222 岐阜県防災ヘリコプター連絡協議会負担金 現状維持 ９－２ 68

防犯事業

交通安全施設整備事業

(新)岐阜県防災ヘリコプター負
担金事業

災
課
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課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

223 各種消防･救助資機材の高度化 現状維持 ３－１ 69

224 火災初動時の消防力強化（職員の増員） 見直し ５－１ 70

225 大規模災害時の救急救助体制の整備強化 現状維持 ３－１ 71

226 会計収入事業 会計収入事業 現状維持 ３－１ 1

227 会計支出事業 会計支出事業 現状維持 ３－１ 2

228 資金管理事業 資金管理事業 現状維持 ３－１ 3

監
査

229 行政委員会事業 監査委員事務 現状維持 ３－１ 1

230 人権教育基本計画推進事業
人権教育基本計画推進事業（評価設定と実施事業の
抽出、集計、分析）

見直し ３－２ 1

231 人権啓発事業（推進を担う中核的な組織の設定） 見直し ５－２ 2

232
社会人権同和教育の推進／自治会融和対策事業補
助金

現状維持 ９－２ 3

233
社会人権同和教育の推進／地区内団体運営費事業補
助金（自由同和会岐阜県本部関支部）

現状維持 ９－２ 4

234
社会人権同和教育の推進／地区内団体運営費事業補
助金（部落解放同盟岐阜県連合会関支部）

現状維持 ９－２ 5

235 社会人権同和教育の推進／地方改善事業費補助金 現状維持 ９－２ 6

236
乳幼児医療費助成制度（小学生通院分を対象とする検
討）

見直し ５－１ 7

237 母子・父子家庭医療費助成制度 現状維持 ３ １ 8

会
計
課

消火対応能力強化事業

人権啓発事業

交
通
防
災
課

237 母子・父子家庭医療費助成制度 現状維持 ３－１ 8

238 重度心身障がい者医療費助成制度 現状維持 ３－１ 9

239 精神科病院入院者医療費助成制度 現状維持 ３－１ 10

240 地域福祉計画推進事業 地域福祉計画推進事業 現状維持 ３－１ 11

241 総合福祉会館運営事業 総合福祉会館運営事業 現状維持 ３－１ 12

242 自立支援事業 自立支援事業 現状維持 ３－１ 13

243 地域福祉団体活動支援事業 現状維持 ３－１ 14

244
地域福祉団体活動支援事業／関市民生委員児童委員
協議会事業補助金

現状維持 ９－２ 15

245
地域福祉団体活動支援事業／社会福祉事業補助金
（社会福祉協議会職員の人件費補助）

見直し ９－４ 16

246 生活保護事業 生活保護事業 現状維持 ３－１ 17

247
障がい者および障がい福祉計
画推進事業

障がい者および障がい福祉計画推進事業（地域自立支
援協議会の運営）

見直し ５－２ 18

248 つくし作業所運営事業
つくし作業所運営事業（障害者自立支援法による事業
転換）

見直し ３－２ 19

249 障がい者更生援護事業 障がい者更生援護事業 現状維持 ３－１ 20

250 障がい者自立支援事業
機能回復、生活作業訓練の実施／わかば共同作業所
運営（障害者自立支援法による事業転換）

見直し ３－３ 21

福祉医療運営事業

地域福祉団体活動支援事業

福
祉
政
策
課
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現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
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号

251
機能回復、生活作業訓練の実施／わかば共同作業所
運営補助金

見直し ９－６ 22

252
機能回復、生活作業訓練の実施／心身障害者小規模
授産事業運営（障害者自立支援法による事業転換）

見直し ３－２ 23

253
機能回復、生活作業訓練の実施／心身障害者通所授
産事業補助金

見直し ９－５ 24

254
自立支援法による支援（授産所通所に係る自己負担金
の助成）

見直し ５－１ 25

255 コミュニケーション支援（手話通訳員の養成） 現状維持 ３－２ 26

256 コミュニケーション支援／友愛ファックス 廃止 １－５ 27

257 福祉ボランティア（広報音訳など）活動支援 現状維持 ３－１ 28

258 移動支援（福祉リフトバスの整備、タクシー助成の実施） 現状維持 ５－３ 29

259 日常生活用具給付 現状維持 ３－１ 30

260 在宅福祉支援事業 現状維持 ３－１ 31

261 介助用自動車購入費の助成 現状維持 ９－２ 32

262 紙おむつ・ニュー福祉機器の支給 現状維持 ３－１ 33

263
障がい者の在宅福祉を進める生き生き住宅改修助成の
実施

現状維持 ９－２ 34

264 第４期せき高齢者プラン２１の策定（調査対象の縮小） 見直し ２－１ 1

障がい者地域生活支援事業

高齢者保健福祉計画など運用
事業

障がい者自立支援事業

福
祉
政
策
課

在宅福祉支援事業

障がい者地域生活支援事業

265 老人保健福祉計画・介護保険事業計画の運用 現状維持 ３－１ 2

266
老人福祉センター（6箇所）の運営（風呂の有料化、施
設の入れ替え制の導入）

見直し ２－１ 3

267
デイサービスセンター（５箇所）の管理運営委託（施設の
廃止及び民間譲渡）

見直し ３－４ 4

268 松風園の管理運営委託、借地料の支払い 現状維持 ３－１ 5

269 養護老人ホーム（５０名規模）の設計 現状維持 ３－１ 6

270 養護老人ホーム（５０名規模）の建設 現状維持 ３－１ 7

271
老人クラブ連合会への補助、老人クラブへの補助、事
業委託／生きがいと健康づくり・友愛訪問活動事業

現状維持 ３－２ 8

272
老人クラブ連合会への補助、老人クラブへの補助、事
業委託／老人クラブ連合会活動事業補助金

現状維持 ９－２ 9

273
老人クラブ連合会への補助、老人クラブへの補助、事
業委託／老人クラブ活動事業補助金

現状維持 ９－２ 10

274
シルバー人材センターの運営補助／関市シルバー人
材センター事業補助金

現状維持 ９－２ 11

275 介護予防システムの構築推進 現状維持 ３－１ 12

276
介護予防指導（栄養改善、口腔ケア、筋力トレーニン
グ）

現状維持 ５－２ 13

277 地域で支えあう地域ケア体制の整備 現状維持 ３－１ 14（１）

278 敬老事業（祝金の減額、祝品の廃止） 見直し ２－１ 14（２）

事業

高齢者福祉施設整備事業

元気な高齢者事業

高
齢
福
祉
課

高齢者自立支援事業

養護老人ホーム運営事業
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号

279
いきがい活動支援通所事業（いちょうの家、すこやかク
ラブ、武儀、上之保）

現状維持 ３－１ 15

280 外出支援サービス 現状維持 ３－１ 16

281 配食サービスの実施 現状維持 ３－１ 17

282
地域で支えあう地域ケア体制の整備／ふれあいいきい
いサロン事業補助金

現状維持 ９－２ 18

283 敬老事業／敬老会補助金 現状維持 １２－６ 19

284
高齢者の在宅福祉を進めるいきいき住宅改善助成の実
施／高齢者いきいき住宅改善助成事業補助金

現状維持 ９－２ 20

285 地域密着型サービス事業者への支援 現状維持 ３－１ 21

286 介護サービス事業者への支援 現状維持 ３－１ 22

287
介護サービス事業者への支援／関デイ介護センター事
業補助金

廃止 ９－５ 23

288
特養借入金償還補助（ハートフル、ほほえみ福寿、寿和
苑）／特別養護老人ホーム建設資金借入金償還事業
補助金

現状維持 ９－２ 24

289 介護認定に係る事務 現状維持 ３－１ 25

290 介護サービス及び介護予防サービスの給付 現状維持 ３－１ 26

291 介護予防のための講習等の実施 現状維持 ３－１ 27

292 地域包括支援センターの運営 現状維持 ３－１ 28

介護サービス事業者支援事業
高
齢
福
祉
課

介護サービス事業者支援事業

介護保険事業

元気な高齢者事業

293 岐阜県後期高齢者医療広域連合との連携 現状維持 ３－１ 29

294 後期高齢者医療制度の円滑な運用及び充実 現状維持 ３－１ 30

295 女性相談員によるＤＶ被害、女性相談の実施 現状維持 ３－１ 1

296 関係機関と連携した被害女性、児童の保護 現状維持 ３－１ 2

297 家庭児童相談の実施 現状維持 ３－１ 3

298 家庭児童相談員の育成 現状維持 ３－１ 4

299
次世代育成支援地域計画運営
事業

次世代育成支援地域計画運営事業 現状維持 ３－１ 5

300 私立保育園の改修償還補助（倉知、童心） 現状維持 ９－２ 6

301 私立保育園の建設補助（瀬尻） 現状維持 ９－２ 7

302 私立保育園の建設補助（中濃） 現状維持 ９－２ 8

303 公立保育園の統廃合を実施（廃園と統合の推進） 見直し ２－１ 9

304 やまゆり東保育園改修（統合） 現状維持 ３－１ 10

305 富岡保育園改築（２０設計、２１改築） 現状維持 ３－１ 11

後期高齢者医療事業

人権家庭問題相談事業

保育園施設管理事業

私立保育園整備補助事業

子
育
て
支
援
課
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306 保育園施設管理事業 田原保育園改築（２２設計） 現状維持 ３－１ 12

307 子育てサロンの運営 現状維持 ３－１ 13

308
わかくさ児童センター等の運営、相談事業や子育て情
報の提供、児童厚生員の育成

現状維持 ３－１ 14

309 ちびっ子広場の整備支援 現状維持 ８－２ 15

310 放課後留守家庭児童教室の実施 現状維持 ３－１ 16

311 ファミリーサポートセンターの運営 現状維持 ３－１ 17

312 障がい児保育、乳児保育の実施 現状維持 ３－１ 20

313 留守家庭児童教室事業 見直し ５－２

314 一時保育（急用での一時預かり）実施 現状維持 ３－１ 18

315 延長保育（迎えができないとき）の実施 現状維持 ３－１ 19

316
私立保育園９園への運営補助／関市民間保育所補助
金

現状維持 ９－２ 21

317
私立保育園９園への運営補助／岐阜県児童福祉等対
策事業補助金（低年齢児保育対策費補助金、障害児
保育事業費補助金第二類）

現状維持 ９－２ 22

318
私立保育園９園への運営補助／岐阜県児童福祉等対
策事業補助金（一時保育促進事業費補助金、地域子
育て支援拠点事業費補助金）

現状維持 ９－２ 23

子育て支援事業

保育事業

保育事業

子
育
て
支
援

特別保育事業

319
市立保育園12園の保育経費（園の統廃合による経費削
減）

見直し ２－１ 24

320 児童手当の給付を実施 現状維持 ３－１ 25

321 児童扶養手当の給付を実施 現状維持 ３－１ 26

322
児童デイサービスセンター運営
事業

児童デイサービスセンター運営事業 現状維持 ５－１ 27

323 母子寡婦貸付金、小口融資の実施 現状維持 ３－１ 28

324 母子家庭自立支援教育訓練費 現状維持 ３－１ 29

325 高等技能訓練費の支給 現状維持 ３－１ 30

326 母子自立支援員による母子・父子児童相談の実施 現状維持 ３－１ 31

327 関係行政機関と連携した支援・指導の実施 現状維持 ３－１ 32

328 母子自立支援員の育成 現状維持 ３－１ 33

329 母子生活支援施設管理事業 つばき荘（定員１０世帯）の運営 現状維持 ３－１ 34

児童手当等給付事業

保育事業

母子自立支援事業

援
課
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330 戸籍事務 現状維持 ３－１ 1

331 戸籍情報システム保守・リース 現状維持 ３－１ 2

332 住民情報事務 現状維持 ３－１ 3

333 住民基本台帳ネットワークシステム保守・リース 現状維持 ３－１ 4

334 公的個人認証システム保守・リース 現状維持 ３－１ 5

335 外国人登録事務 現状維持 ３－１ 6

336 外国人登録システム保守・リース 現状維持 ３－１ 7

337 市民相談
市民相談（法律相談、行政相談、裁判所出張相談、不
動産取引相談、一般相談）

現状維持 ３－１ 8

338 医療費通知の実施 現状維持 ３－１ 1

339
人間ドック、脳ドック助成の実施／関市国民健康保険健
診料助成金（助成対象者の縮小）

見直し ９－４ 2

340 医療機器の更新（新規） 現状維持 ３－１ 3

341 医薬品の適正購入 現状維持 ３－１ 4

342 医師（看護師）の確保（指定管理者制度の導入） 見直し ５－２ 5

343 国民年金周知事業 国民年金制度についての周知 現状維持 ３－１ 6

市
民
課

住民情報事業

外国人登録事業

戸籍管理事業

健康相談事業

診療施設経営安定化事業

344 年金相談事業 年金相談事業の実施 現状維持 ３－１ 7

345 国保普及事業 国民健康保険制度の広報 現状維持 ３－１ 8

346 転入者に対する所得把握 現状維持 ３－１ 9

347 未申告者に対する申告の指導 現状維持 ３－１ 10

348 催告書の発送、電話催告、納税相談の実施 現状維持 ３－１ 11

349 広報誌による口座振替の周知、促進 現状維持 ３－１ 12

350 差押え実施 現状維持 ３－１ 13

351 臨戸訪問（滞納整理）の実施 現状維持 ３－１ 14

352 診療報酬明細書の内容点検調査の実施 現状維持 ３－１ 15

353 被保険者資格確認の実施 現状維持 ３－１ 16

354 第三者行為の把握と求償を国保連合会に委託 現状維持 ３－１ 17

355 療養諸費 現状維持 ９－２ 18

356 高額療養費 現状維持 ９－２ 19

国保財政健全化事業

医療給付の適正化事業

国
保
年
金
課
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課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

357 出産育児一時金 現状維持 ９－２ 20

358 葬祭費 現状維持 ９－２ 21

359 介護納付金 現状維持 ９－２ 22

360 高額医療拠出金 現状維持 ９－２ 23

361 保健財政共同安定化事業拠出金 現状維持 ９－２ 24

362 基本健康診査（特定健診、特定保健指導への移行） 廃止 １－４ 1

363 ニコニコ生き生きプラン-健康せき２１計画-の見直し 現状維持 ３－１ 2

364 関市保健センター駐車場用地の取得 現状維持 ５－１ 3

365
保健施設運営事業（保健センターの施設貸出しの有料
化）

見直し ６－１ 4

366
地域保健健康センター整備事
業

地域保健健康センター整備事業（国保診療所、包括支
援センターとの併設の検討）

見直し ５－１ 5

367 心の健康づくり事業 精神保健事業の実施 現状維持 ３－１ 6

368 健康プール事業 健康プール事業（民営化の検討） 見直し ５－４ 7

369 健康講演会の開催 現状維持 ３－６ 8

370 健康気象情報の提供 現状維持 ５－１ 9

健康増進計画運用事業

保健施設運営事業

健康づくり事業

医療給付の適正化事業

国
保
年
金
課

371
健康づくりスタンプラリー事業（参加賞の必要性、実施
方法の検討）

見直し ２－１ 10

372 健康づくり事業 自治会主催のウオーキングへの補助 見直し ８－４ 11

373 食生活改善事業 食育ボランティア養成講座の実施 現状維持 ３－１ 12

374
食育教室の実施／関市健康づくり食生活改善推進協
議会補助金

現状維持 １１－２ 13

375 食育情報の提供 現状維持 ５－１ 14

376 食生活改善事業（栄養士の増員、事業内容の検討） 見直し ５－１ 15

377 保健訪問指導事業 現状維持 ３－１ 16

378
在宅指導〔高齢者）の実施
（高齢福祉課との調整による効率化）

見直し ５－２ 17

379
赤ちゃん訪問事業（外部保健師、助産師への業務委
託）

見直し ５－２ 18

380 妊婦健診の実施（公費負担の実施） 見直し ６－１ 19

381 母子保健相談の実施（牛乳の支給） 廃止 １－５ 20

382 予防接種の実施（予防接種の医師会への委託） 見直し ５－２ 21

383
母子保健相談の実施（健診回数と１回あたりの受診者
数、問診票内容の検討）

見直し ５－１ 22

食生活改善事業

保健訪問指導事業

保健検診指導事業

市
民
健
康
課
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名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

384 関市特定不妊治療費助成事業 現状維持 ９－２ 23

385 関市母子保健推進員連絡協議会補助金 廃止 ７－５ 24

386
ヤング健診の実施（対象者の縮小、実施方法と検査項
目の検討）

見直し ５－１ 25

387
がん検診の実施（実施内容の変更、入札による委託、
受益者負担の検討）

見直し ２－１ 26

388 関市歯科医師会補助金 現状維持 ９－２ 31

389 中濃厚生病院移転新築建設補助 現状維持 ９－２ 27

390 中濃厚生病院放射線治療施設等建設補助 現状維持 ９－２ 28

391
一次救急医療体制（休日在宅当医制）の促進／休日在
宅当番医制事業補助金

現状維持 ９－２ 29

392
一次救急医療体制（休日在宅当医制）の促進／歯科休
日在宅当番医制事業補助金（１月１日の歯科休日在宅
当番医制事業）

見直し １１－１ 30

393
二次救急医療体制（病院群輪番制病院運営事業）の促
進／病院群輪番制運営事業補助金

現状維持 ９－２ 32

394
三次救急医療体制（救急救命センター）維持への補助
金交付／救命救急センター運営事業補助金

現状維持 ９－２ 33

395
小児救急医療や夜間医療の組織づくりの協議を実施／
初期夜間急病診療支援事業補助金

現状維持 １２－６ 34

396 市民による救命救急活動促進事業 現状維持 ３－１ 35

397 関市献血推進協議会補助金 見直し ９－６ 36

保健検診指導事業

市
民
健
康
課

地域診療体制整備支援事業

医師会救急医療体制支援事業

市民による救命救急活動促進
事業

398 関鍛冶伝承館事業 現状維持 ３－１ 1

399 濃州関所茶屋事業（指定管理者制度の導入） 見直し ３－２ 2

400
中小企業資金融資制度の充実（中小企業資金融資の
廃止検討）

見直し ２－１ 3

401 運転資金の信用保証料補給（対象融資の縮小） 見直し ２－１ 4

402 関市中小企業融資制度事業 設備資金の利子補給 現状維持 ３－１ 5

403 労働関係法令遵守の啓発 現状維持 ３－１ 6

404
新入社員激励大会、新入社員セミナー及び永年勤続
優良従業員表彰事業

現状維持 ３－４ 7

405 じん肺健診の実施 現状維持 ３－１ 8

406
勤労者住宅資金の融資、利子補給金の支給（支給要件
の見直し、利子補給内容の変更）

見直し ２－１ 9

407 勤労者の生活資金融資 現状維持 ３－１ 10

408
プレス木工安全装置設置補助、集排塵装置設置補助
（プレス木工安全装置設置補助の廃止）

見直し ２－１ 11

409 内職就業相談の実施 現状維持 ３－１ 12

410 高年齢者職業相談の実施、継続雇用制度等の啓発 現状維持 ３－１ 13

就労就業支援事業

商
業
観
光
課

関市中小企業融資制度事業

関鍛冶伝承館事業

勤労者福祉事業
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事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

411
女性、障がい者及び若年未就職者の雇用促進、職能
開発並びに就労支援（若年未就職者の就職相談室の
設置）

見直し ５－１ 14

412 外国人研修生受入事業に対する支援 現状維持 ６－６ 15

413 地元就労支援事業 地元就労支援事業 現状維持 ５－１ 16

414
勤労者福祉厚生事業（商業観
光課管理分）

勤労者福祉厚生事業（商業観光課管理分）
（平和通会館の取り壊し）

見直し ２－５ 17

415 退職金共済制度の運営 退職金共済制度の運営 現状維持 ３－１ 18

416 まちづくり活動推進事業 まちづくり活動推進事業 現状維持 ３－１ 19

417 商業施設運営事業 商業施設運営事業 現状維持 ３－６ 20

418 商業団体活動支援事業 商業団体活動支援事業 現状維持 ３－１ 21

419 商店街活性化事業 商店街活性化事業 現状維持 ３－１ 22

420 消費生活保護事業 消費生活保護事業（多重債務問題への取り組み） 見直し ５－１ 23

421 中濃公設市場管理運営事業 中濃公設市場管理運営事業 現状維持 ３－１ 24

422 温泉の整備（民営化に向けた検討） 見直し ３－４ 25

423 観光ルートの設定 現状維持 ３－１ 26

424 観光看板（歩行者用）の整備 現状維持 ３－１ 27

観光資源整備事業

就労就業支援事業

商
業
観
光

425 観光基本計画の策定 現状維持 ３－１ 28

426 関市観光物産展の実施、観光展参加 現状維持 ３－１ 29

427 ガイドブックの作成、配布 現状維持 ３－１ 30

428 観光宣伝事業 広告宣伝の実施 現状維持 ３－１ 31

429 観光イベント支援事業 刃物まつりへの補助 現状維持 ３－１ 32

430 小瀬鵜飼への補助 現状維持 ３－１ 33

431 あじさいまつりの開催 現状維持 ３－１ 34

432 花火大会の開催・ええとこ夏まつりの開催 現状維持 ３－６ 35

433 円空川まつりの開催 現状維持 ３－１ 36

434 盆踊りの開催 現状維持 ３－１ 37

435 観光協会支援事業 観光協会支援事業 現状維持 ３－１ 38

436 県立自然公園管理補修事業 県立自然公園管理補修事業 現状維持 ３－１ 39

437 安桜山遊歩道管理補修事業 安桜山遊歩道管理補修事業 現状維持 ３－１ 40

観光宣伝事業

観光イベント支援事業

光
課
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現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

438 運転資金の信用保証料補給／関市信用保証料補給 見直し ８－３ B１

439 設備資金の利子補給／中小企業設備資金利子補給 現状維持 ９－２ B2

440
新入社員激励大会、新入社員セミナー及び永年勤続
優良従業員表彰事業／関市勤労感謝祭事業補助金

現状維持 ９－２ B３

441
勤労者住宅資金の融資、利子補給／勤労者住宅資金
の利子補給

見直し １２－３ B４

442
プレス木工安全装置補助、集排塵装置設置補助／プレ
ス木工安全装置設置事業補助金

廃止 ７－５ B５

443
プレス木工安全装置補助、集排塵装置設置補助／集
排じん装置設置事業補助金

現状維持 ８－５ B６

444 各種組合等への補助／関地区労働組合協議会 現状維持 １２－６ B７

445 各種組合等への補助／関市既製服縫製協同組合 廃止 ８－５ B８

446 各種組合等への補助／関市プレス安全対策研究会 現状維持 ９－２ B９

447 就労就業支援事業
外国人研修生受入事業に対する支援／外国人研修生
受入事業補助金

現状維持 ８－６ B１０

448 地元就労支援事業
関市雇用促進協議会への支援／関市雇用促進協議会
事業補助金

現状維持 ９－２ B１１

449 商業団体活動支援事業 商業団体活動支援事業 現状維持 ９－２ B１２

450 商店街活性化事業 商店街活性化事業 現状維持 ９－２ B１３

451
小瀬鵜飼への補助／小瀬鵜飼維持保存対策事業補助
金

現状維持 ９－２ B１４

商
業
観
光
課

関市中小企業融資制度事業

勤労者福祉事業

452 円空川まつりの開催／円空川まつり事業補助金 現状維持 ９－２ Ｂ１５

453 盆踊りの開催／関盆おどり事業補助金 現状維持 ９－２ B１６

454 刃物まつりへの補助／関市刃物まつり事業補助金 現状維持 ９－２ B１７

455 あじさいまつりの開催／あじさいまつり事業補助金 現状維持 ９－３ B１８

456 観光イベント支援事業 花火大会の開催／花火大会事業補助金 現状維持 ９－３ B１９

457 観光協会支援事業 関市観光協会事業補助金 現状維持 ９－２ B２０

458
産地ブランド・地域ブランドの普及促進／ラッピングバス
広告

廃止 ４－５ 1

459
産地ブランド・地域ブランドの普及促進／関市の工業の
発刊（集計項目の簡素化、ホームページへの登載）

見直し ２－１ 2

460 関の刃物産地PR 現状維持 ３－３ 3

461 刃物セミナーの開催 現状維持 ３－２ 4

462 刃物産業連合会の支援 現状維持 ３－４ 5

463 卓越技能者の顕彰 現状維持 ３－１ 6

464 企業競争力強化支援事業 研究開発、人材育成の支援 現状維持 ３－３ 7

観光イベント支援事業

刃物産業振興事業
工
業
振
興
課
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号

465 販路開拓、競争力強化を支援 現状維持 ３－３ 8

466 企業セミナーの開催 現状維持 ３－１ 9

467 見本市出展補助 現状維持 ３－１ 10

468 企業誘致奨励制度の活用 現状維持 ５－１ 11

469 関係機関との情報交換 現状維持 ３－１ 12

470 工業団地の支援 現状維持 ４－１ 13

471
関テクノハイランド連絡協議会の支援（事務局事務、補
助金）

廃止 ３－５ 14

472 上水道施設整備負担金 現状維持 ３－１ 15

473 勤労者福利厚生事業 勤労者福利厚生事業 現状維持 ３－４ 16

474 岐阜県中小企業団体中央会一般補助金 現状維持 １２－２ B１

475 販売促進人材育成環境対策事業補助金（補助拡大） 見直し １２－４ B２

476 「刃物のまち・岐阜県関市」知名度アップ事業補助金 現状維持 １２－２ B３

477 発明協会岐阜県支部一般補助金 現状維持 １２－２ B４

478 岐阜県発明くふう展事業補助金 現状維持 １２－２ B５

工
業
振
興
課

企業競争力強化支援事業

企業誘致事業

刃物産業振興事業

479 関市発明展事業補助金 現状維持 １２－２ B６

480 技能者養成技術向上事業補助金 現状維持 １２－２ B７

481 見本市出展補助金 現状維持 １２－２ B８

482 「SEKI・JAPAN」販路開拓事業補助金 現状維持 １２－２ B９

483 地場産業等販路開拓支援事業補助金 見直し １２－５ B１０

484 企業立地促進奨励事業補助金 現状維持 １２－２ B１１

485 関テクノハイランド連絡協議会一般補助金 廃止 １２－５ B１２

486 農業者年金業務委託事業 受給者資格認定 現状維持 ３－１ 1

487
農村振興地域情報基盤運営事
業

ケーブルテレビ、ケーブルインターネットサービス提供
業務

現状維持 ３－２ 2

488 食肉センター事業 食肉センターの運営・管理（統合、再編の検討） 見直し ６－６ 3

489 畜産振興会部会活動支援事業 畜産団地事業 現状維持 ６－６ 4

490
乳用牛群能力改善事業／乳用牛群能力改善事業補助
金

廃止 ８－５ 5

491 肉豚出荷奨励事業／肉豚出荷奨励事業補助金 廃止 ８－５ 6

畜産一般経費

農
務
課

企業誘致事業

企業競争力強化支援事業
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号

492 肉牛導入・改良事業／肉牛導入・改良事業補助金 見直し ７－４ 7

493 畜産振興会事業／畜産振興会事業補助金 現状維持 ９－２ 8

494 自給飼料生産支援事業 牧野管理事業 現状維持 ３－２ 9

495
ポジティブリスト制度の定着を促進／農産物残留農薬
自主検査支援事業補助金

現状維持 １１－２ 10

496
ふるさとクリーン村推進事業の実施（他事業への組み替
え）

見直し ３－５ 11

497
関市園芸特産振興連絡協議会補助事業／関市園芸特
産振興連絡協議会補助金

見直し ９－２ 12

498
漁業協同組合活動補助事業／漁業協同組合事業補助
金（長良川中央漁業協同組合）

現状維持 ９－２ 13

499
漁業協同組合活動補助事業／漁業協同組合事業補助
金（津保川中央漁業協同組合）

現状維持 ９－２ 14

500
自給率向上作物作付助成事業／自給率向上作物作付
助成事業補助金

現状維持 １１－２ 15

501
奨励作物作付助成事業／奨励作物作付助成事業補助
金

見直し １１－２ 16

502
水稲効率防除推進事業／水稲効率防除推進事業補助
金

現状維持 ９－２ 17

503 里芋産地育成事業／里芋産地育成事業補助金 見直し １１－１ 18

504
夏秋なす産地育成事業／夏秋なす産地育成事業補助
金

現状維持 ９－２ 19

505 ゆず生産振興事業／ゆず生産振興事業補助金 現状維持 ９－２ 20

畜産一般経費

農
務
課

農業経営安定化事業

506 茶生産振興事業／茶生産振興事業補助金 現状維持 ９－２ 21

507
板取川支派川水産振興事業／板取川支派川水産業振
興事業補助金

現状維持 ９－２ 22

508
ぎふクリーン農業生産支援事業／ぎふクリーン農業生
産支援事業補助金

現状維持 ９－２ 23

509 農業施設管理運営事業（地区への事業移管） 見直し ３－４ 24

510 いちご産地育成事業／いちご産地育成事業補助金 現状維持 ９－２ 25

511 農村基盤整備支援事業 農地・水・環境保全向上対策事業 現状維持 ３－１ 26

512
中山間地域直接支払推進事業／中山間地域直接支払
事業補助金

現状維持 ９－２ 27

513 耕作放棄地防止対策の実施 現状維持 ５－１ 28

514 遊休農地情報活用事業の実施 現状維持 ５－１ 29

515 農業振興地域整備促進協議会の運営 現状維持 ３－１ 30

516
農業振興地域整備計画の見直し（職員による調査の実
施）

見直し ４－１ 31

517
担い手経営安定対策事業／担い手経営安定対策事業
補助金（補助拡大）

見直し ９－１ 32

518 地域農業組織化事業 現状維持 ３－１ 33

課

農業構造改革事業

農地保全事業

農地保全事業
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現状維持

事業、補
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り方方向
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課整
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号

519 農業経営改善支援活動事業（支援メニューの増設） 見直し ５－１ 34

520
農地利用集積助成事業／産地づくり交付金（関市農地
利用集積助成交付金）

見直し ９－１ 35

521
農業女性活動育成事業／農業女性活動育成事業補助
金（関　ふいごグループ）

見直し １２－２ 36

522
農業女性活動育成事業／農業女性活動育成事業補助
金（日本平成村特産品組合）

見直し １２－２ 37

523
集落営農組織育成支援事業／集落営農組織育成支援
事業補助金（補助拡大）

見直し １１－１ 38

524 農事改良組合活動委託事業 現状維持 ３－１ 39

525
施設など整備資金借り入れに対する利子補給（農業企
業化資金利子補給事業）

現状維持 ９－２ 40

526
施設など整備資金借り入れに利子補給（農業経営基盤
強化資金利子補給事業）

現状維持 ９－２ 41

527
地域営農推進協議会活動助成事業／地域営農推進協
議会活動助成事業補助金

現状維持 ９－２ 42

528 水田農業推進協議会活動事業 現状維持 ３－１ 43

529 農地情報システム整備事業（GISの利用） 見直し ３－１ 44

530 市民農園の運営 現状維持 ３－２ 45

531
グリーンツーリズム事業の推進／グリーンツーリズム事業
補助金

現状維持 ９－２ 46

532
関にし秋の祭典への補助金交付／関にし秋の祭典事
業補助金

見直し １０－４ 47
農
務
課

農業構造改革事業

533 中濃農業祭への補助金交付／中濃農業祭事業補助金 現状維持 ９－２ 48

534
津保川農業祭事業祭への補助金交付／津保川農業祭
事業補助金

見直し １０－４ 49

535
健康で豊かな学校給食支援事業／健康で豊かな学校
給食支援事業補助金

現状維持 １１－１ 50

536
朝市特産品づくり奨励（農業機械等導入支援）／ふれ
あい朝市等園芸産品育成対策事業補助金

現状維持 ９－２ 51

537 土地改良施設維持管理敵正化事業 現状維持 ５－１ 52

538 美濃東部区域農用地総合整備事業 現状維持 ３－１ 53

539 県単土地改良事業 現状維持 ３－１ 54

540 関市土地改良協会の事務費の補助 現状維持 ９－２ 55

541 市単農業用施設整備事業 現状維持 ３－１ 56

542 土地改良事業負担金事業 現状維持 ３－１ 57

543 県営事業負担金負担事業 現状維持 ３－１ 58

544 農業施設災害復旧事業 現状維持 ３－１ 59

545 農道台帳の整備 現状維持 ３－１ 60

課

農村基盤整備支援事業

農村基盤整備支援事業

農業体験支援事業

農村基盤整備支援事業
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農
務

546
行政委員会事業 (農業委員会
事務局所管）

農業委員会事務 現状維持 ６－６ 61

547 森林整備管理事業 森林づくり委員会の設置運営 現状維持 ５－１ １－１

548 森林づくり条例の整備 現状維持 ３－１ １－２

549 森林整備計画策定事業 現状維持 ５－１ １－３

550 森林施業計画管理事業 現状維持 ３－１ １－４

551 森林伐採管理、監視事業 現状維持 ３－１ １－５

552 災害に強い森林整備（造林、育林事業） 現状維持 ５－１ ２－１

553
間伐、高齢級間伐事業
花粉を抑制する森林施業（造林、育林事業）

現状維持 ３－１ ２－２

554 ﾗｲﾌﾗｲﾝ支障木など整備事業 現状維持 ３－１ ２－３

555 森林病害虫防除事業 現状維持 ３－１ ２－４

556
新たな森林空間整備（ふどうの森管理事業・教育のもり
整備事業）

現状維持 ３－１ ２－５

557 市民協働による森林づくりの活動推進 現状維持 ３－１ ２－６

558 里山の保全と再整備 見直し ５－１ ２－７

559 河川域倒木などの搬出処理事業 見直し ９－３ ２－８
林
業
振

多様な森林づくり事業

森林整備管理事業

560
森林経営体の育成強化、森林整備地域活動支援事業
（事業の内容、方向性の検討）

見直し ２－６ ３－１

561 事業体の育成強化 現状維持 ６－６ ３－２

562 産直住宅建設支援事業 現状維持 ６－６ ３－３

563 作業路開設事業／関市森林作業路開設事業補助金 現状維持 ９－２ ３－５

564 森林技術者、担い手対策を実施 現状維持 ３－３ ４－１

565 林業グループ活動育成事業 現状維持 ９－２ ４－２

566 しいたけ産地強化事業 現状維持 ９－２ ５－１

567
シイタケなどのキノコ類の生産拡大
木炭、竹炭生産の推進、間伐材を利用した製品の普及

現状維持 ３－１ ５－２

568 林道保全事業の実施 現状維持 ３－１ ６－１

569 適切な維持補修の実施 現状維持 ３－１ ６－２

570 林道管理補修事業 林道パトロールの実施 現状維持 ３－１ ６－３

571 里山エリア再生交付金事業 基幹林道改築事業 現状維持 ３－１ ８－１

572 県単林道改良事業 平成・祖父川法面改良 現状維持 ３－１ ９－１

振
興
課

林業経営強化事業

林業担い手育成事業

特用林産物生産支援事業

林道管理補修事業
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573 平成・水成林道改良事業 現状維持 ２－１ ９－２

574 松根林道落石防護工 現状維持 ３－１ ９－３

575 多賀坂林道法面改良 現状維持 ３－１ ９－４

576 大谷・大栃林道法面改良 現状維持 ３－１ ９－５

577 銚子谷林道法面改良 現状維持 ５－１ ９－６

578 市単林道復旧事業 銚子谷林道復旧事業 現状維持 ５－１ １０－１

579 山林農地保全事業 山林農地の保全 現状維持 ３－１ １１－１

580 有害鳥獣捕獲委託 現状維持 ５－１ １２－１

581 電気柵の設置に対する補助 現状維持 ９－２ １２－２

582
予防治山事業の実施
復旧治山事業の実施

現状維持 ３－１ １３－１

583 洞戸高見上ノ海道流路工 現状維持 ２－１ １３－２

584 洞戸高賀上外戸流路工 現状維持 ２－１ １３－３

585 上之保船山井去流路工 現状維持 ２－１ １３－４

586 林道台帳事業 林道台帳の整備 現状維持 ３－１ １４－１

林
業
振
興
課

治山促進事業

県単林道改良事業

狩猟有害鳥獣対策事業

587 狂犬病予防事業 狂犬病予防接種の実施、鑑札の交付、案内の通知 現状維持 ３－１ １

588 公衆便所管理事業 公衆便所（８箇所）の管理（管理の移管） 見直し ３－３ ２

589 公衆浴場運営支援事業
公衆浴場の運営補助事業／公衆浴場経営安定化補助
金、公衆浴場設備改善事業補助金

現状維持 ９－６ ３

590 ISO14001の理念に基づく環境保全活動の推進 現状維持 ３－１ ４

591 事業者のISO14001認証取得への協力 現状維持 ３－１ ５

592 14001サーベイランス（外部機関による監査の導入） 見直し ３－６ ６

593
省資源・省エネルギーの情報提供および民間への普及
（インターネットによる代替）

廃止 １－５ ７

594 不法投棄監視事業
不法投棄、ポイ捨て、野外焼却の防止パトロールの実
施

現状維持 ３－１ ８

595 貴重生物保護事業
身近な生き物や貴重な野生生物の保全と保護（市民団
体との強調）

見直し ５－３ ９

596 環境基本計画の運用 現状維持 ３－１ １０

597 地球温暖化防止対策実施計画の運用 現状維持 ３－１ １１

598 環境美化活動団体の活動内容の広報 現状維持 ３－１ １２

599 地域清掃活動に対する支援 現状維持 ３－１ １３

生
活
環
境
課

環境基本計画運用事業

ISO認証取得普及事業

市民協働環境美化活動支援事
業
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600 環境美化推進地区の指定（継続の必要性の希薄化） 廃止 １－５ １４

601 協働による環境美化活動への支援 現状維持 ３－１ １５

602 環境フェア・環境シンポジウムの開催 現状維持 ３－１ １６

603
ブルーリバー作戦の促進／水切りネットの販売（継続の
必要性の希薄化）

廃止 １－５ １７

604 公民協働美化活動事業 ごみゼロ運動統一行動の実施 現状維持 ３－１ １８

605
自然体験・観察などの環境教育の実施（学校教育課と
の役割分担の検討）

見直し ３－６ １９

606 地域密着型の環境教育の実施（他事業との統合） 見直し １－４ ２０

607 環境に携わる指導者の育成（他事業との統合） 見直し １－５ ２１

608 市民・事業者向け学習会・研修会の開催 現状維持 ３－１ ２２

609
民間の知識を活用した環境学習の推進（他事業との統
合）

見直し １－５ ２３

610
環境省・岐阜県の学習プログラムの導入（他事業との統
合）

見直し １－５ ２４

611
市内３０校に対するカワゲラウォッチングの実施（他事業
との統合）

見直し １－５ ２５

612 市民による環境保全活動への支援 現状維持 ９－２ ２６

613 市民と行政の情報交換と団体組織化の推進 現状維持 ３－１ ２７

環境教育事業

市民環境保護団体活動促進事
業

生
活
環
境

市民協働環境美化活動支援事
業

614 マイバッグ使用促進事業 マイバック使用の促進 現状維持 ３－１ ２８

615 指定ごみ袋の制作、販売（一般有料化方式の導入） 見直し ６－２ ２９

616 過剰包装やレジ袋の削減に向けた啓発 現状維持 ３－１ ３０

617 グリーン購入の促進 現状維持 ３－１ ３１

618
生ごみ堆肥化装置・小枝破砕装置等購入支援／生ご
み堆肥化装置購入補助金

見直し １２－４ ３２

619 集団資源回収の支援／資源ごみ集団回収事業奨励金 廃止 ８－５ ３３

620
一般廃棄物収集委託・プラスチックリサイクル委託など
／可燃・不燃・粗大ごみの収集

現状維持 ３－１ ３４

621
一般廃棄物収集委託・プラスチックリサイクル委託など
／資源ごみの収集委託

現状維持 ３－１ ３５

622
可燃ごみ収集車維持、燃料費など（中濃広域への業務
移管）

見直し ３－６ ３６

623 廃棄物処理場管理運営事業
クリ－ンプラザ中濃の管理運営の見直し及び支援（その
他プラスチックの分別梱包業務の検討）

見直し ３－２ ３７

624 最終処分場の延命 現状維持 ３－１ ３８

625
中濃広域行政事務組合（クリーンプラザ中濃）への負担
金支出／中濃広域負担金

現状維持 ９－２ ３９

626 廃食用油の再利用事業
廃食用油の再利用によるBDF製造（ごみ収集車１台へ
給油）

見直し ５－２ ４０

一般廃棄物収集事業

廃棄物処理場管理運営事業

境
課

一般廃棄物抑制事業
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627
事業活動で発生する公害の監視および指導（騒音、悪
臭、振動）

現状維持 ３－１ ４１

628 化学物質による汚染などの監視 現状維持 ３－１ ４２

629
継続的で多様な環境調査の実施／河川生物調査、廃
棄物処理場下流河川等調査（外部への調査依頼）

見直し ２－２ ４３

630 市民参加による水質調査の実施（要望なし） 廃止 １－４ ４４

631 水質汚染の監視強化 現状維持 ３－１ ４５

632 交通騒音調査の継続 現状維持 ３－１ ４６

633 市営墓地管理補修事業 市営墓地・陽光園1457区画の維持管理 現状維持 ３－１ ４７

634 総合斎苑わかくさの運営 現状維持 ３－１ ４８

635 上之保火葬場の運営（施設の老朽化と利用者減少） 廃止 １－５ ４９

636 岐北斎苑の運営支援 現状維持 ９－２ ５０

637 地域墓地整備支援事業 地域墓地の環境整備への支援 現状維持 １１－２ ５１

638 合併処理浄化槽設置支援事業
生活雑排水対策（合併浄化槽の整備など）の継続／関
市浄化槽設置補助金

現状維持 ９－２ ５２

639 都市計画マスタープランの変更 現状維持 ３－１ １

640 都市計画決定・用途地域の見直し 現状維持 ３－１ ２

生
活
環
境
課

公害防止事業

斎場・火葬場運営事業

公害防止事業

641 地区計画によるまちづくりの推進 現状維持 ３－１ ３

642 都市計画道路の見直し 現状維持 ３－１ ４

643 都市計画基礎調査の実施 現状維持 ３－１ ５

644 都市再生計画事業 都市再生計画事業 現状維持 ３－１ ６

645 地籍調査事業 地籍調査事業 現状維持 ３－１ ７

646 土地利用計画運用事業 土地利用計画運用事業 現状維持 ３－１ ８

647 土地利用規制などの対策事業 土地利用規制などの対策事業 現状維持 ３－１ ９

648 上之保残土処分場の維持（満杯による役割終了） 廃止 ３－１ １０

649 池尻残土処分場事業の建設、維持 廃止 ３－６ １１

650 景観基本計画運用事業 景観基本計画運用事業 現状維持 ３－１ １２

651 街路景観整備事業 せきサイン計画（自動車系）の運用 現状維持 ３－１ １３

652 街路景観整備事業 屋外広告物の監視の実施 見直し ５－１ １４

653 開発指導事業 開発指導事業 現状維持 ３－１ １５

都
市
計
画
課

まちづくり計画運用事業

残土処分場運営事業
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654 技術職員研修事業 技術職員研修事業 現状維持 ３－１ １６

655 道路緑化事業 緑化・花づくり事業／景観形成助成金（生垣） 廃止 １－５ １７

656 道路緑化事業 緑化・花づくり／景観形成助成金（市民団体） 廃止 ４－５ １８

657 耐震診断に対する助成／建築物耐震診断補助金 見直し １１－１ １９

658 耐震診断に対する助成／建築物耐震診断補助金 見直し １１－１ ２０

659 県道整備促進事業
主要地方道北野乙狩線（武芸川地内）の整備促進（トン
ネル案の変更）

見直し ２－１ １

660 高賀線整備事業 高賀線整備事業（バイパス案の変更） 見直し ２－１ ３

661 下有知東山線整備事業 下有知東山線整備事業（県道の交差点改良） 見直し ２－１ ４

662
西本郷塔ノ洞線（1-512号線）整
備事業

西本郷塔ノ洞線（1-512号線）整備事業（実施時期の検
討）

見直し ６－１ ５

663 東山西田原線整備事業 東山西田原線整備事業 現状維持 ３－１ ６

664 中濃横断線整備事業 中濃横断線整備事業 現状維持 ２－１ ７

665 小宮祖父川線整備事業 小宮祖父川線整備事業（１．５車線的な整備） 見直し ２－１ ８

666 本郷少合線整備事業 本郷少合線整備事業（１．５車線的な整備） 見直し ２－１ ９

667 田口杉原線整備事業 田口杉原線整備事業 現状維持 ３－１ １０

都
市
計
画
課

建築物耐震診断補強助成事業

668 杉原明石線整備事業 杉原明石線整備事業 現状維持 ３－１ １１

669 上野若栗線整備事業 上野若栗線整備事業（１．５車線的な整備） 見直し ２－１ １２

670 市道新設改良整備事業 市道新設改良整備事業 現状維持 ３－１ １３

671 坂田関線整備事業 坂田関線整備事業 現状維持 ３－１ １４

672
関鍛冶伝承館周辺道路整備事
業

関鍛冶伝承館周辺道路整備事業 現状維持 ３－１ １５

673 道路管理事業 道路管理事業 現状維持 ５－１ １６

674 生活関連道整備事業 生活関連道整備事業 現状維持 ３－１ １７

675 道路維持事業 道路維持事業 現状維持 ３－１ １８

676 関市水防計画運用事業 関市水防計画運用事業（地域防災計画との一元化） 見直し ２－１ １９

677 水防資器材整備事業 水防資器材整備事業 現状維持 ３－１ ２０

678 除雪体制整備事業 除雪体制整備事業 現状維持 ３－１ ２１

679 一級河川整備促進事業 一級河川整備促進事業 現状維持 ３－１ ２２

680 関川整備事業 関川整備事業（計画の縮小） 見直し ２－１ ２３

土
木
課
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681 準用河川桐谷川改修事業 準用河川桐谷川改修事業 現状維持 ３－１ ２４

682 普通河川・排水路整備事業 普通河川・排水路整備事業 現状維持 ３－１ ２５

683 総合治水対策促進事業 総合治水対策促進事業 現状維持 ３－１ ２６

684 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策事業 現状維持 ３－１ ２７

685 砂防事業 砂防事業 現状維持 ３－１ ２８

686 道路台帳の整備 道路台帳の整備 現状維持 ３－１ ２９

687
関市土木水利委員協議会補助
金交付事業

関市土木水利委員協議会事業補助金 現状維持 ９－２ B1

688 東山塔ノ洞線整備事業
東山塔ノ洞線整備事業（用地買収困難による事業の休
止）

廃止 １－１ １

689
西本郷一ッ山線第１工区整備事
業

西本郷一ッ山線第１工区整備事業 現状維持 ３－１ ２

690
西本郷一ッ山線第2工区整備事
業

西本郷一ッ山線第2工区整備事業 現状維持 ３－１ ３

691
末広赤尾線本町交差点整備事
業

末広赤尾線本町交差点整備事業 現状維持 ３－１ ４

692 末広赤尾線整備事業 末広赤尾線整備事業 現状維持 ６－１ ５

693 公共交通拠点施設整備事業 公共交通拠点施設整備事業 現状維持 ６－１ ６

694 小瀬長池土地区画整理事業 小瀬長池土地区画整理事業 現状維持 ３－１ ７

695
小瀬長池土地区画整理
流末排水路改修事業

小瀬長池土地区画整理
流末排水路改修事業

現状維持 ３－１ ８

696 東新地区土地区画整理事業 東新地区土地区画整理事業 現状維持 ３－１ ９

697 平賀地区土地区画整備事業 平賀地区土地区画整備事業 現状維持 ３－１ １０

698 笠屋地区土地区画整理事業 笠屋地区土地区画整理事業 現状維持 ３－１ １１

699 新田地区土地区画整理事業 新田地区土地区画整理事業 現状維持 ３－１ １２

700 倉知地区土地区画整理事業 倉知地区土地区画整理事業 現状維持 ３－１ １３

701 巾地区土地区画整理事業 巾地区土地区画整理事業 現状維持 ３－１ １４

702 住居表示の実施 現状維持 ３－１ １５

703 電子データ化 現状維持 ３－１ １６

704 街路樹の整備 現状維持 ３－１ １７

705 フラワーロードの整備 現状維持 ３－１ １８

706 アジサイロードの整備 現状維持 ３－１ １９

707 公園維持管理事業 公園維持管理事業 現状維持 ３－１ ２０

住居表示推進事業

道路緑化事業

都
市
整
備
課
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708 公園整備事業 公園整備事業 現状維持 ３－１ ２１

709 中池公園整備事業 中池公園整備事業 現状維持 ３－１ ２２

710 西ふれあいの広場整備事業 西ふれあいの広場整備事業 現状維持 ２－１ ２３

711 都市下水路管理事業 都市下水路管理事業（関係課との管理調整） 見直し ６－１ ２４

712 小瀬長池土地区画整理組合（補助拡大） 見直し １１－１ ２５

713 土地区画整理事業推進協議会 現状維持 ９－２ ２６

714 高速道路整備促進事業 高速道路整備促進事業 現状維持 ３－１ １

715 県道整備促進事業 県道整備促進事業 現状維持 ３－１ ２

716 国道整備促進事業 国道整備促進事業 現状維持 ３－１ ３

717 関市複合団地整備事業 関市複合団地整備事業 現状維持 ３－１ ４

718 庁内用地事務検討委会 庁内用地検討委員会 現状維持 ３－１ ５

719 関市土地開発公社事務事業 関市土地開発公社事務事業 現状維持 ３－１ ６

720 水道施設の点検委託／高圧受電設備点検 現状維持 ３－１ １

721 水道施設の点検委託／水道施設の点検 現状維持 ３－１ ３

土地区画整理補助事業

公
共
用
地
課

都
市
整
備
課

722
水道施設の修繕／電気・計装・機械・その他機器の修
繕

現状維持 ３－１ ７

723 水質管理／水道水水質検査の実施、職員の検便 現状維持 ３－１ ８

724 配水給水の委託／量水器取替委託 現状維持 ３－１ ９

725 配水給水の委託／地図情報委託 現状維持 ３－１ １０

726 配水給水の委託／漏水調査委託 現状維持 ３－１ １１

727 配水給水の修繕／量水器の改造修理 現状維持 ３－１ １４

728 配水給水の修繕／配水管、給水管の修理 現状維持 ３－１ １５

729
水道施設維持管理／水道施設の監視制御及び保守点
検業務

現状維持 ３－１ １７

730 配水給水／材料貯蔵品の管理業務 現状維持 ３－１ ２３

731 配水給水／給水管取出し業務 現状維持 ３－１ ２４

732 配水給水／水道に関する情報公開、広報活動 現状維持 ３－１ ２７

733
配水設備拡張／水道施設基本計画及び認可に関する
委託

現状維持 ３－１ ２８

734
配水設備拡張／水道施設拡張工事（赤谷増圧ポンプ
所築造）

現状維持 ３－１ ２９

上水道施設維持管理事業

水
道
課

上水道施設改良事業
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735
配水設備拡張／水道施設拡張工事（向山増圧ポンプ
所築造）

現状維持 ３－１ ３０

736
配水設備拡張／水道施設拡張工事（東志摩第３取水
井）

現状維持 ３－１ ３１

737 配水設備拡張／配水施設拡張工事（配水池の築造） 現状維持 ３－１ ３２

738 配水設備拡張／統合関連事業 現状維持 ３－１ ３３

739 配水設備改良／小瀬水源地施設改良工事 現状維持 ３－１ ３４

740 配水設備改良／白金水源地施設改修工事 現状維持 ３－１ ３５

741 配水設備改良／安桜山３号配水池改修工事 現状維持 ３－１ ３６

742 上水道耐震事業 地震対策事業 現状維持 ３－１ ３７

743 施設管理修繕／水道施設、機器、水道管修繕 現状維持 ３－１ ３８

744 水質管理／水道水水質検査の実施、職員の検便 現状維持 ３－１ ３９

745 保守点検委託／水道施設保守点検委託 現状維持 ３－１ ４０

746 保守点検委託／量水器取替委託 現状維持 ３－１ ４３

747 工事請負／水道施設管理修繕 現状維持 ３－１ ４６

748
水道施設維持管理／水道施設の運転操作、点検維持
業務

現状維持 ３－１ ４９

上水道施設改良事業

水
道
課

下

簡易水道維持管理事業

749 配水給水／給水管取出し業務 現状維持 ３－１ ５２

750 量水器検針 現状維持 ３－１ ５７

751 水道会計システムの運用 現状維持 ３－１ ５８

752 C/Sシステムの運用 現状維持 ３－１ ６０

753 使用料徴収 現状維持 ３－１ ６２

754 管渠の整備 現状維持 ３－１ １

755 浄化センター汚泥処理施設建設 現状維持 ３－１ ２

756 浄化センター管理運営 現状維持 ３－１ ３

757 管渠の整備 現状維持 ３－１ ４

758 広見処理場の汚泥移送設備建設 現状維持 ３－６ ６

759 処理場の管理運営 現状維持 ３－１ ７

760 白金下水処理場調整槽建設 現状維持 ３－１ ８

761 農業集落排水事業 管渠の整備 現状維持 ３－１ ９

水道使用料事業

公共下水道事業

特定環境保全下水道事業

下
水
道
課
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762 汚泥脱水処理事業 現状維持 ３－１ １０

763 農業集落排水施設の管理運営 現状維持 ３－１ １１

764 管渠の整備 現状維持 ３－１ １２

765 施設の運営 現状維持 ３－１ １３

766 下水道耐震事業 下水道施設の耐震化及び更新 現状維持 ３－１ １４

767
下水道施設などの改築更新（稲河、重竹、小屋名中継
ポンプなど）

現状維持 ３－１ １５

768 小規模下水道施設などの統合化 現状維持 ３－１ １６

769 下水道普及事業 下水道事業などの啓発 現状維持 ３－１ １７

770 下水道資源有効活用事業 下水道資源有効活用事業 現状維持 ３－６ １９

771 し尿処理事業 し尿処理施設の管理運営 現状維持 ３－１ ２０

772 高度処理化事業 高度処理化事業 現状維持 ３－１ ２１

773 浸水対策事業 浸水対策事業 現状維持 ３－１ ２２

774 都市下水路管理事業 都市下水路維持管理事業 現状維持 ３－１ ２５

775 適正な下水道使用料金 現状維持 ３－１ ２６

農業集落排水事業

下
水
道
課

コミュニティプラント事業

下水道維持管理事業

776 下水道普及事業 水洗化の促進（水洗便所設置助成金の交付） 廃止 ７－５ ２８

777 ６６０名の教職員に１人１ＰＣを貸与する 現状維持 ３－１ １－１

778 教育情報ネットワーク構築 現状維持 ５－１ １－２

779 小中学校の校舎の修繕 現状維持 ４－１ ２－１

780 小中学校の維持管理 現状維持 ４－１ ２－２

781 小中学校の維持管理／運動場管理 現状維持 ４－１ ２－３

782 小中学校の維持管理／机椅子更新（更新時期の変更） 見直し ２－１ ２－４

783
小中学校の維持管理／窓ガラス清掃（実施間隔の変
更）

見直し ２－１ ２－５

784 小中学校の維持管理／通学路管理 現状維持 ３－１ ２－６

785 小中学校の維持管理／メール配信システム管理・運営 現状維持 ５－１ ２－７

786
小中学校の維持管理／空調設備の設置（エアコン整備
から扇風機設置への業務転換）

見直し ４－１ ２－８

787 小中学校の維持管理／地上デジタル放送への対応 現状維持 ３－１ ２－９

788
小中学校の維持管理／学校施設の降雪対策（除雪作
業の一括発注）

見直し ４－１ ２－１１

教
育
総
務
課

教職員用パソコン貸与事業

学校施設管理運営事業
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789
小中学校の維持管理／事務機器リース契約、通信費、
光熱水費などの支払い

現状維持 ３－１ ２－１２

790
小中学校の維持管理／学校施設開放事業（行政財産
の目的外利用）

現状維持 ３－１ ２－１３

791 学校耐震化事業 学校耐震化事業（耐震診断の有資格者配置） 見直し ５－１ ３－１

792 学校改築事業（耐震診断の有資格者配置） 見直し ５－１ ３－２

793 学校プール整備事業（改修内容の縮小） 見直し ５－１ ３－３

794
簡易型携帯電話設備機器整備
事業

洞戸、板取、武芸川、武儀、上之保各中学校に設置 現状維持 ２－１ ４－１

795 奨学資金貸付事業 奨学資金貸付・償還事務 現状維持 ３－１ ５－１

796 総括事務事業（コンクール事業の内容の見直し） 見直し ２－２ ６－１

797 「木の造形作品の部」事業（事業内容の見直し） 見直し ２－２ ６－２

798
「俳句の部」事業（開催方法の見直し、補助対象の精
査）

見直し ２－２ ６－３

799
高等学校教職員人事・給与管
理事業

高等学校教職員人事給与管理（関商工高校への転入
教職員の給与の見直し）

見直し ２－１ ７－１

800
教育委員会会議開催事業（会議開催の定例化、委員活
動の充実）

見直し ５－１ ８－１

801 教育委員会表彰式開催事業 現状維持 ３－１ ８－２

802 関商工高等学校等優良生徒表彰事業 現状維持 ３－１ ８－３

教
育
総
務
課

学校施設管理運営事業

学校耐震化事業

関市子ども文化事業

803 学校統廃合事業 現状維持 ６－１ ８－４

804 校務員配置事業（正職員から臨時職員への切替） 見直し ３－２ ８－５

805
児童生徒、団体等への報償（新入学児童生徒への祝品
贈呈の見直し、清掃活動謝礼の廃止）

見直し ６－６ ８－６

806 公用車の管理 現状維持 ３－１ ８－７

807
スクールバスの管理運用（上之保地域における巡回バ
スとの区別化）

見直し ５－１ ８－８

808 「関市の教育」編集発行事業（法改正による義務化） 見直し ５－１ ８－９

809 教職員住宅の維持管理 現状維持 ３－１ ９－１

810 地上デジタル放送への対応 現状維持 ３－１ ９－２

811 モンゴル国立大学交換留学事業補助金 見直し ７－５ B１

812 岐阜朝鮮初中級学校運営補助金 現状維持 ９－２ B２

813 情緒障害児施設学習棟光熱水費等支払事業負担金 現状維持 ９－２ B３

814 関市学校人権同和５カ年計画 現状維持 ３－１ １

815 関市人権同和教育の刊行 現状維持 ３－１ ２

816 人権講演会 現状維持 ３－１ ３

学
校
教
育
課

人権推進教育事業

教育委員会事務局事業

教職員住宅管理事業
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817 特色ある学校経営補助金 現状維持 ９－２ ４

818 学校評議員の充実 現状維持 ３－１ ５

819 わかあゆプラン事業
わかあゆプランの充実（小学校低学年１クラス３３人以上
学級の非常勤講師の配置）

見直し ５－１ ６

820 学校各種教育事業 環境教育の推進 現状維持 ３－１ ８

821 健康教育の推進 現状維持 ３－１ ８

822 図書館教育 現状維持 ３－１ ９

823 安全教育の推進 現状維持 ３－１ １０

824 道徳教育の推進 現状維持 ３－１ １１

825 国際理解教育の推進 現状維持 ３－１ １２

826 福祉教育の推進 現状維持 ３－１ １３

827
特別支援教育の運営（特別支援学級の活動の充実、未
開設学校への新設の要望）

見直し ５－１ 14

828 ふれあい教室の充実 現状維持 ５－１ 15

829
外国人指導教育相談員の配置（外国人児童生徒への
日本語指導）

見直し ５－１ １６

830
特別支援教育アシスタントの配置（軽度発達障がい児
童生徒への支援）

見直し ５－１ １８

831 言語通級教室（各地区の小学校への設置検討） 見直し ５－１ １９

学
校
教
育
課

共生学校づくり事業

学校各種教育事業

学校各種教育事業

特別支援ふれあい教室事業

832 心の教室相談員の配置（中学校） 現状維持 ３－１ ２０

833
心のサポーターの配置（小学校）
（相談員の配置の充実）

見直し ５－１ ２１

834 メンタルフレンド・アテンダンスサポートの配置 現状維持 ３－１ ２３

835 研究校、モデル校事業 研究指定校補助金（指定校の縮小） 見直し ９－４ ２４

836 総合学習補助事業 総合学習補助金（総合学習の時間の削減） 見直し ９－４ ２５

837 図書整理員の雇用・配置 現状維持 ３－１ ２６

838 図書購入費用 現状維持 ３－１ ２７

839 幼稚園保護者の負担軽減（就学奨励の充実） 現状維持 １２－６ ２８

840
私立幼稚園適正運営支援（８園）／関市私立幼稚園運
営事業補助金

見直し １２－６ ２９

841
私立幼稚園適正運営事業（８施設）／私立幼稚園賠償
責任保険

見直し ７－５ ３０

842 幼稚園保護者の負担軽減（就園奨励の充実） 現状維持 ３－１ ３１

843 就学支援事業 要･準要保護児童生徒の就学支援 現状維持 ６－６ ３２

844 学校教材整備事業 生徒用ﾊﾟｿｺﾝ機器の整備 現状維持 ３－１ ３３

課

幼児教育補助事業

学校図書利用促進事業
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845 学校教材整備事業 学校配当備品費 現状維持 ３－１ ３４

846 市内巡回バス運行料金補助 見直し １０－３ ３９

847 学校保健事業 関市学校保健会 現状維持 ３－１ ４０

848 児童生徒体格体力運動能力総合判定の実施 現状維持 ３－１ ４１

849 各種優良児童の表彰（健康優良児童表彰の廃止） 見直し ２－１ ４２

850 たばこ、薬物保健研修会 現状維持 ３－１ ４３

851 児童健康教室（肥満児）実施 現状維持 ３－１ ４４

852 関のこども刊行 現状維持 ３－１ ４５

853 小学校体育振興会補助 現状維持 ９－２ ４６

854 中学校体育連盟補助金 現状維持 ９－２ ４７

855 学校安全事業 学校安全支援者による登下校の見守り 現状維持 ３－１ ４８

856 小中学校職員人事管理業務 現状維持 ３－１ ４９

857
小中学校教職員健康診断（特定健康診査、特定保健
指導）

見直し ５－１ ５０

858 プラネタリウムの運営（老朽化による機器の撤去） 廃止 ２－５ １

859 パソコン研修講座の開催（公共性に希薄化） 廃止 ２－５ ２

学
校
教
育
課

小中学校教職員人事管理事業

ま
な
び
セ

まなびセンター学習事業

学校保健事業

学校保健事業

学校保健事業

860
初任者、２年目研修、情報主任会、教職員研修など（研
修内容の充実）

現状維持 ３－１ ３

861 関市児童生徒科学作品展実行委員会 現状維持 ３－１ ４

862 人権講座・人権教育の実施／教育・啓発講座 現状維持 ３－１ １

863 人権講座・人権教育の実施／ライフステージ事業 現状維持 ３－２ ２

864
生涯学習まちづくり計画運営事
業

生涯学習まちづくり計画運営事業 現状維持 ３－１ ３

865  生涯学習振興大会の開催 現状維持 ２－１ ４

866 関塾・出前講座の開催 現状維持 ３－１ ５

867 ボランティアの活用支援 現状維持 ３－１ ６

868 指導者の活用 現状維持 ３－１ ７

869
ボランティアの活用支援／生涯学習推進ボランティア・
アドバイザー協議会補助

現状維持 ９－２ ８

870 生涯学習情報提供システムの運用 現状維持 ３－１ ９

871 出前講座情報の提供 現状維持 ３－１ １０

872
生涯学習ガイドブックの作成（デザインや内容の簡素
化）

見直し ２－１ １１

セ
ン
タ
ー

教育研究所事業

生
涯
学
習
課

人権啓発事業

生涯学習推進主体育成事業

生涯学習情報提供事業
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873 学習成果の発表の場（いきいきフェスタ）の開催 現状維持 ３－１ １２

874 学習情報誌「タワー」の発行 現状維持 ３－１ １３

875 大学と連携した講座の開催 現状維持 ３－１ １４

876 生涯学習施設活用促進事業 洞戸ネットサロン事業／洞戸ネットサロン事業補助金 見直し ９－５ １５

877 わかくさ・プラザの活用促進 現状維持 ３－２ １６

878
わかくさ・プラザの活用促進／わかくさ・プラザのエントラ
ンス大壁面展示事業

現状維持 ３－２ １７

879
わかくさ・プラザの活用促進／わかくさ・プラザの特別陳
列室

現状維持 ３－２ １８

880 生涯学習センターの活用促進 現状維持 ３－２ １９

881 生涯学習施設活用促進事業 ふれあいセンターの利用促進 現状維持 ３－２ ２０

882 乳幼児期家庭教育学級の開催 現状維持 ３－１ ２５

883 子育てサポーター養成講座の開催 現状維持 ３－１ ２６

884 家庭教育学級の開催 現状維持 ３－１ ２７

885 社会教育団体の活動支援 現状維持 ３－１ ３０

886 社会教育関係団体のネットワーク作り 現状維持 ３－１ ３１

887 社会教育委員の会の充実 現状維持 ３－１ ３２

生涯学習情報提供事業

生
涯
学
習
課

生涯学習施設活用促進事業

生涯学習施設活用促進事業

家庭教育講座事業

888 団体・サークルの情報交流の場の提供 現状維持 ３－１ ３３

889 関市地域女性の会連合会補助金 現状維持 ９－２ ３４

890 関市女性連絡協議会補助金 現状維持 ９－２ ３５

891
社会教育団体の活動支援／関ガイドグループ連絡協
議会補助

現状維持 ９－２ ３６

892
社会教育団体の活動支援／せきボランティアガイドの会
補助

現状維持 ９－２ ３７

893 放課後子ども教室推進事業 放課後子ども教室推進事業 現状維持 ５－１ ４２

894 地域社会との交流機会の拡充 現状維持 ３－１ ４３

895
子ども会、ジュニアリーダーズクラブ、その他青年団体・
少年団体の育成

現状維持 ３－１ ４４

896 青少年健全育成組織の活動促進 現状維持 ３－１ ４５

897 青少年健全育成組織の活動促進 現状維持 ３－１ ４６

898 PTA連合会の活動促進 現状維持 ３－１ ４７

899 子ども見守りボランティア活動の充実 現状維持 ３－１ ４８

900 自然体験事業の開催（代替事業の検討） 見直し ２－５ ４９

課

青少年健全育成事業

社会教育推進組織整備事業
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901
子ども会、ジュニアリーダーズクラブ、その他青年団体・
少年団体の育成／SEKI・YMCA補助（人材不足による
活動継続の困難）

廃止 ７－５ ５０

902
子ども会、ジュニアリーダーズクラブ、その他青年団体・
少年団体の育成／凧あげまつり補助

現状維持 ９－２ ５１

903
子ども会、ジュニアリーダーズクラブ、その他青年団体・
少年団体の育成／スカウト育成会補助

現状維持 ９－２ ５２

904
子ども会、ジュニアリーダーズクラブ、その他青年団体・
少年団体の育成／子ども会育成協議会補助

現状維持 ９－２ ５３

905
青少年健全育成協議会の活動促進／関市青少年健全
育成協議会補助

現状維持 ９－２ ５４

906 関市PTA連合会の活動促進／関市PTA連合会補助金 現状維持 ９－２ ５５

907 補導活動、補導員研修会の開催、広報誌の発行 現状維持 ３－１ ５６

908 関市少年補導員連絡協議会補助 現状維持 ９－２ ５７

909
15歳以上の初心者を対象とした成人学校の開講／成
人学校

現状維持 ３－３ ２１

910
20歳以上を対象とした専門講座・成人大学の開講／成
人大学講座（内容の充実と受講料の徴収）

見直し ５－１ ２２

911
65歳以上を対象としたさわやか学級の開講／さわやか
学級

現状維持 ３－１ ２３

912 親子ふれあい教室の開講／わくわくふれあい学習 現状維持 ３－１ ２４

913 成人式事業 成人式の開催を支援（会場の集約） 見直し ３－１ ２８

914 結婚相談事業 結婚相談事業（会場の集約） 見直し ２－１ ２９

915 視聴覚事業 関市社会教育視聴覚協議会補助金 現状維持 ９ ６ ３８

中
央
公
民
館

公民館講座事業

青少年健全育成事業生
涯
学
習
課

少年センター事業

915 視聴覚事業 関市社会教育視聴覚協議会補助金 現状維持 ９－６ ３８

916 コスモスまつり 現状維持 ９－２ ３９

917 公民館の管理運営、修繕 現状維持 ３－２ ４０

918 地区公民館の整備（生涯学習の拠点づくり） 見直し ５－４ ４１

919 協議会運営/関市読書サークル協議会補助 現状維持 ９－２ １

920
図書館の図書貸出（分室・分館の見直し、貸出方法の
検討、管理委託の検討）

見直し ５－６ ２

921 支所、ふれあいセンターの蔵書管理 見直し ２－２ ３

922
協議会運営、購入、貸し出し、整理、職員育成、閉架書
庫、広報などの業務、活動一切（自主事業の統廃合、
書架整理の業務委託の検討）

見直し ３－２ ４

923
ブックスタート／図書館活用促進（スタートパックの単価
削減）

見直し ３－１ ５

924 せき・わかくさ文庫の充実 現状維持 ５－１ ６

925 図書予約リクエスト事業（予約・リクエスト方法の変更） 見直し ３－２ ７

926 読書活動事業の推進（古本の利用方法の検討） 見直し ４－１ ８

927
レファレンス・情報提供の充実（案内業務の質向上、業
務委託の検討）

見直し ５－６ ９

928
図書館検索システム借り上げ料（機器更新による経費
削減）

見直し ５－６ １０

図
書
館

図書館管理業務

図書館機能高度化

社会教育施設事業
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課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

929
関伝日本刀鍛錬保存会事業・古式日本刀鍛錬の実演
補助金（観光事業との一元化）

見直し ９－２ １

930 古式日本刀鍛錬の実演 現状維持 ３－１ ２

931 赤羽刀の保存・展示 現状維持 ３－１ ３

932
獅子舞、飾り馬など伝統芸能・伝統的な行事・まつりな
どの継承・保存／関市獅子舞保存会補助金

現状維持 ９－２ ４

933
獅子舞、飾り馬など伝統芸能・伝統的な行事・まつりな
どの継承・保存／新長谷寺飾り馬保存会補助金

現状維持 ９－２ ５

934
市指定無形文化財・伝統芸能などの記録作成（内容、
作成方法の検討）

見直し ５－１ ６

935 洞戸円空記念館の運営 現状維持 ３－３ ７

936 惟念記念館の運営 現状維持 ３－３ ８

937 塚原遺跡公園展示館の運営 現状維持 ３－１ ９

938
歴史資料・民俗資料収蔵庫の整備（資料の保管、利用
方法の検討）

見直し ２－１ １０

939 市史編纂以降の歴史資料の収集と整理 現状維持 ３－１ １１

940
上之保研修センターの維持管理（古民具収蔵庫から別
目的利用への転換）

見直し ４－６ １２

941 円空館の運営 現状維持 ３－２ １３

942 武芸川ふるさと館の運営 現状維持 ３－２ １４

943 武芸川民俗資料館の運営 現状維持 ３－１ １５

資料館・展示施設管理運営事
業

資料館・展示施設管理運営事
業

資料館・展示施設管理運営事
業

郷土芸能・伝統技術保全事業

郷土芸能・伝統技術保全事業

文
化
課

944 文化会館ふるさと民具室、考古資料室管理事業 現状維持 ３－１ １６

945 上之保収蔵庫の維持管理 現状維持 ３－１ １７

946
わかくさ・プラザ特別陳列室の維持管理（維持管理の所
管変え）

見直し ４－１ １８

947 伝統行事・文化財の映像化 現状維持 ３－1 １９

948 文化財のデジタルアーカイブ化 現状維持 ３－１ ２０

949 未指定文化財の調査・研究 現状維持 ３－１ ２１

950 文化財愛護標柱設置事業 現状維持 ３－１ ２２

951 不詳文化財指定の見直し（文化財指定基準の策定） 現状維持 ３－１ ２３

952 文化財防火訓練 現状維持 ３－３ ２４

953 文化財審議会運営事業 現状維持 ３－１ ２５

954 高沢観音有形文化財の補助金交付業務 現状維持 ９－２ ２６

955
新長谷寺有形文化財の補助金交付業務（防災設備事
業補助金）

見直し ９－４ 2７

956 文化財保護事業 名木、古木の保全（補助金の補助率の検討） 見直し ３－３ ２８

文化財保護事業

資料館・展示施設管理運営事
業
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課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

957 埋蔵文化財の調査（専門職員の確保） 見直し ５－１ ２９

958
出土品の整理、埋蔵文化財調査報告書作成（専門職員
の確保）

見直し ５－１ ３０

959 現地説明会の開催（専門職員の確保） 見直し ５－１ ３１

960 弥勒寺官衙遺跡群の保存（専門職員の確保） 見直し ５－１ ３２

961 弥勒寺史跡公園の整備 現状維持 ５－１ ３３

962 弥勒寺東遺跡民有地買収 現状維持 ５－１ ３４

963 関市土地開発公社先行取得分再取得 現状維持 ３－１ ３５

964 文化協会への助成／関市文化協会事業補助金 現状維持 ９－２ ３６

965 芸術文化団体の育成及び活動支援／菊友会 現状維持 ９－２ ３７

966 芸術文化団体の育成及び活動支援／関市民吹奏楽団 現状維持 ９－２ ３８

967
芸術文化団体の育成及び活動支援／関少年少女合唱
団

現状維持 ９－２ ３９

968 文化祭事業 現状維持 ３－１ ４０

969 美術展事業 現状維持 ３－１ ４１

970 新春文芸事業／ 新春文芸作品展 現状維持 ３－２ ４２

971 教室・講座の開催／古代人の暮らし体験教室 現状維持 ３－２ ４３

文化活動支援事業

埋蔵文化財保全事業

弥勒寺遺跡公園整備事業

弥勒寺遺跡公園整備事業

文
化
課

972 教室・講座の開催／わら細工教室事業 現状維持 ３－１ ４４

973 関市出身画家などの作品の収録化 現状維持 ５－１ ４５

974
芸術文化活動を積極的に推進するための専門的指導
者の確保

現状維持 ３－１ ４６

975 文化イベントの開催（全国俳句コンクール） 現状維持 ３－１ ４７

976 文化イベントの開催（ホタルまつりへの補助） 廃止 １０－５ ４８

977 文化イベントの開催（名月と萩の夕べへの補助） 見直し １０－５ ４９

978 文化イベントの開催（アフタヌーンコンサート） 現状維持 ９－２ ５０

979 篠田桃紅美術空間の指定管理 現状維持 ３－２ ５１

980 篠田桃紅美術空間の展示内容の充実 現状維持 ３－２ ５２

981 文化会館収蔵庫整備事業 文化会館内文化課収蔵庫の整備 現状維持 ４－１ ５３

982
文化会館の管理運営／文化活動の拠点、文化会館を
適正に運営（指定管理者制度の導入）

見直し ３－２ １

983 文化会館施設の改修（年次計画に基づき改修） 現状維持 ３－１ ２

984 市民の劇場事業 文化会館　開館３０周年記念事業 現状維持 ３－１ ３

文化会館運営事業文
化
会
館

篠田桃紅美術空間運営事業

文化活動支援事業
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事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

985 市民の劇場事業
優れた芸術文化を鑑賞できる「市民の劇場」の開催（イ
ベント会社との共催）

見直し ３－２ ４

986 文化会館運営事業 文化会館の管理運営（中庭敷地の別目的利用） 見直し ３－１ ５

987 スポーツ振興計画の策定、推進 現状維持 ３－１ １

988 スポーツ審議会などの設置および開催 現状維持 ３－１ ２

989
プロ・アマチュア大会の誘致／関市スポーツイベント（Ｊ
サテライトリーグ）事業補助金

現状維持 ９－２ ３

990
プロ・アマチュアスポーツの誘致／関市ラグビーフット
ボールフェスティバル事業補助金

現状維持 ９－２ ４

991
プロ・アマチュアスポーツの誘致／関市バレーボールイ
ベント事業補助金

現状維持 ９－２ ５

992
地区スポーツ大会への支援／スポーツ振興（地区運動
会等）事業補助金

現状維持 ９－２ ６

993 スポーツ教室の開催 現状維持 ３－１ ７

994 学校開放施設の体育館やグラウンドの地域開放 現状維持 ３－３ ８

995 いきいき軽スポーツの促進 現状維持 ３－１ ９

996
スペシャルイベント／世界選手権バイクトライアル事業
補助金

廃止 ７－５ １０

997
スペシャルイベント／全日本選手権バイクトライアル事
業補助金

現状維持 ９－２ １１

998
体育館の一般開放(総合体育館、板取体育館、武芸川
体育館、武儀生涯学習センター)

現状維持 ３－１ １２

999 市民健康ウオ－キング 現状維持 ３－１ １３

スポーツ振興計画事業

文
化
会
館

ス
ポ
ー

スポーツ普及事業

スポーツ普及事業

1000
高齢者ゲートボール大会／関市高齢者ゲートボール大
会事業補助金

現状維持 ９－２ １４

1001
自治会対抗スポーツ大会／関市町内対抗野球大会事
業補助金

現状維持 ９－２ １５

1002
自治会対抗スポーツ大会／関市自治会対抗ソフトボー
ル大会事業補助金

現状維持 ９－２ １６

1003
自治会対抗スポーツ大会／関市自治会対抗バレー
ボール大会事業補助金

現状維持 ９－２ １７

1004
自治会対抗スポーツ大会／関市自治会対抗卓球大会
事業補助金

現状維持 ９－２ １８

1005 職域スポーツ大会／職域野球大会事業補助金 現状維持 ９－２ １９

1006
職域スポーツ大会／関市民友好職域ﾊﾞﾚｰボール大会
事業補助金

現状維持 ９－２ ２０

1007
関シティマラソン／刃物のまち関シティマラソン事業補
助金

現状維持 ９－２ ２１

1008
カローリングジャパンカップ（武儀）／カローリングジャパ
ンカップ補助金（補助拡大）

見直し １１－１ ２２

1009
ほらどキウイマラソン大会／ほらどキウイマラソン大会事
業補助金

現状維持 ９－２ ２３

1010 駅伝競走大会／関市駅伝競走大会事業補助金 現状維持 ９－２ ２４

1011 元旦サッカー／関市民元旦サッカー大会事業補助金 現状維持 ９－２ ２５

1012 上之保元旦ジョギング&ウオーキング大会 現状維持 ３－３ ２６

スポーツ活動事業

ツ
振
興
課
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1013
市民スポレク祭／つぼがわスポレク祭事業補助金（補助
拡大）

見直し １１－１ ２７

1014 市民軽登山（市民健康ウオーキングとの一体化） 見直し ３－３ ２８

1015 市民ゴルフ大会 現状維持 ３－４ ２９

1016
自然と冒険スポーツ村／自然と冒険スポーツ村事業補
助金

現状維持 ９－２ ３０

1017 国民体育大会事業
大会運営促進事業、選手受入対策事業、競技施設整
備事業（国体開催に向けての体制確立、施設の整備）

見直し ５－１ ３１

1018 総合体育館管理運営事業 総合体育館の管理運営 現状維持 ３－２ ３２

1019
バイクトライアルテーマ館管理運
営事業

バイクトライアルテーマ館の管理運営（施設の利用目的
の拡大、指定管理者制度導入の検討）

見直し ３－２ ３３

1020 体育指導委員(50名)の育成 現状維持 ３－１ ３４

1021
体育指導委員の研修会開催（研修内容の充実、研究大
会への参加促進）

見直し ５－１ ３５

1022
スポーツ少年団の育成／関市スポーツ少年団事業補
助金

現状維持 ９－２ ３６

1023 体育協会の育成／関市体育協会補助金 見直し ９－４ ３７

1024 自治会体育委員研修会 現状維持 ３－１ ３８

1025 全国大会出場選手への激励 現状維持 ３－１ ３９

1026 勤労者福利厚生事業
勤労青少年ホームの管理運営（利用者の減少と施設の
老朽化による取り壊し）

廃止 １－５ １

1027
中池公園スポーツ施設の管理運営（指定管理者制度導
入の検討）

見直し ３－２ ２

体育指導者育成事業

スポーツ活動事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

体育指導者育成事業

入の検討）

1028 市民球場改良（施設の改修、施設の拡充） 見直し ５－１ ３

1029
レストラン「かわせみ」の冷暖房器修繕（冷暖房機修繕
の見直し）

見直し ３－２ ４

1030 中池体育館耐震補強（利用状況をみての今後の判断） 見直し １－６ ５

1031
本郷テニスコート及び松原テニスコートの管理（管理に
ついての検討）

見直し ６－６ ６

1032 弓道場及の管理（管理についての検討） 見直し ６－６ ７

1033
神明町４丁目雑種地の管理（旧稲口グラウンド倉庫兼便
所予定地の事業廃止）

廃止 １－５ ８

1034
屋外スポーツ施設整備事業（中之保児童プールの廃止
の検討）

見直し ２－１ ９

1035
洞戸テニスコート地盤および人工芝を改修（工法の変
更）

見直し ３－１ １０

1036 武芸川南ふれあいの広場の防球ネット設置 現状維持 ５－１ １１

1037 武芸川西グラウンド防球ネット設置 現状維持 ５－１ １２

1038 板取白谷船艇倉庫管理（利用皆無による廃止の検討） 見直し １－６ １３

1039 地区体育館の管理運営（利用者減少施設の廃止検討） 見直し ２－１ １４

1040
洞戸体育館の取り壊し、板取中切体育館の取り壊し（利
用者減少による廃止）

廃止 １－１ １５

運
動
公
園
課

中池公園スポーツ施設整備事
業

屋外スポーツ施設整備事業

地区体育館管理運営事業

99



課
名
整理
番号

事業名 細事業・業務
廃止・見直し・
現状維持

事業、補
助金のあ
り方方向
性

課整
理番
号

1041
少年自然の家の管理運営（指定管理者制度導入の検
討）

見直し ６－６ １６

1042
少年自然の家耐震補強（利用状況をみての今後の判
断）

見直し ６－６ １７

1043
高賀山自然の家の管理運営（民間への売却を含めた検
討）

見直し ６－６ １８

1044
洞戸高賀山自然の家の体育館の屋根修繕（屋根葺き
替えのとりやめ）

廃止 １－５ １９

1045 地域や企業との相互交流 現状維持 ３－６ １

1046
学校施設管理、産業教育備品リース／全日制高等学校
管理

現状維持 ３－１ ２

1047
学校施設管理、産業教育備品リース／公用車管理（普
通貨物から軽車両への移行）

見直し ２－１ ３

1048
学校施設管理、産業教育備品リース／定時制高等学校
管理

現状維持 ２－１ ４

1049
学校施設管理、産業教育備品リース／定時制バス管理
（中型バスからマイクロバスへの移行）

見直し ２－１ ５

1050
学校施設管理、産業教育備品リース／産業教育実習機
器リース

現状維持 ３－１ ６

1051 教育施設・設備の整備 現状維持 ３－１ ７

1052 校舎の耐震補強、改修など 現状維持 ５－１ ８

1053 関商工施設整備事業 用地の造成、グラウンド整備 現状維持 ５－１ ９

1054 高等学校教職員研修事業 高等学校教職員研修事業 現状維持 ３－１ １０

1055 高校保健事業 高校保健事業 現状維持 ３－１ １１

関商工施設整備事業

職業教育事業

職業教育事業

関
商
工
高
等
学
校

関
商
工
高
等
学
校

少年自然の家運営事業

高賀山自然の家運営事業

運
動
公
園
課

1056 関商工授業料事業 関商工授業料事業 現状維持 ３－１ １２

1057 職業教育事業
部活動奨励補助金（岐阜国体に向けた強化のための補
助拡大）

見直し １１－１ １３

1058 学校給食センターの運営と車両などの管理 現状維持 ３－２ １

1059
給食センター統廃合・民営化の検討（武儀と上之保、洞
戸と板取の統合）

見直し ６－６ ２

1060 調理設備の更新、車両の購入 現状維持 ３－６ ３

1061 洞戸給食センター車庫の改修 現状維持 ６－６ ４

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

管理運営事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

1 人事管理業務
職員採用、人事異動、昇格試験、勤務評定、人事ヒ
アリング、異動希望調査等の実施により、適正な職
員定数管理、人事管理を行う。

課長試験において、筆記試験を廃止して面接試験、
作文試験を実施し、その他の昇格試験（係長試験、
課長補佐試験など）の実施について検討する。
勤務評定制度、組織機構及び職員定数管理の見直
し、希望退職の募集について検討する。

20 208

2
給与管理業務・人事
給与システムの維持

人事給与システムの維持・運用により、効率的かつ
正確な給与の管理、支給を行う。

庁内メールを利用して給与明細書のペーパーレス
化を行う。
給与、各種手当の見直し（当面、現業職の給料表、
特殊勤務手当、通勤手当の見直し）を検討する。

未定 100

3
公務災害の認定・補
償

公務中に被った災害に対して、適正な認定、補償を
行う。

嘱託職員の雇用をできるだけ臨時職員（日日雇用職
員）とし、労働者災害補償保険に加入できるようにす
る。

20

4 職員互助会の運営
職員相互の親睦、福利厚生の増進のため、職員の
共済事業、福利厚生事業等を行う職員互助会を運
営する。

食堂運営補助を廃止する。 20

5
職員互助会の運営
（職員互助会事業補
助金）

職員の福利厚生事業を互助会を通じて行うにあた
り、補助対象事業を精査し、補助金を交付する。

食堂運営補助を廃止する。 20 1,200

秘書課

福利厚生事業

人事・給与管理事業

4-2　見直し事業・補助金一覧（点検の結果、見直すべきと判断した事業・補助金）

6
ふるさとアドバイ
ザー事業

ふるさと懇談会の開
催

大都市圏で活躍している関市出身者をふるさとアド
バイザーに委嘱し（１７人）、懇談会（年１回）を通じて
大都市圏での情報発信、情報収集を行うとともに、
関市政についての助言、提言をもらう。

ふるさとアドバイザー制度は維持しながら、ふるさと
懇談会の実施方法及びメンバーの見直しを検討す
る。

20

7
姉妹都市・友好都市
交流事業

市民訪問事業
氷見市、白川村を訪問する市民訪問団バスツアー
の実施と相互のイベント参加を行う。

平成２０年に東海北陸自動車道が全線開通して、氷
見市への交通アクセスも向上されることから関市民
にとって益々身近な都市であること、氷見市の魅力
等を広報でPRしていく。
氷見市と白川村と別々に計画していた市民訪問団
を一体化し、年１回の訪問にする。

20 24

8 秘書・表彰事業

秘書業務
（原水爆禁止世界大
会代表派遣事業補
助金）

関市は核兵器の廃絶や平和を願う平和都市宣言を
しており、毎年開催される原水爆禁止世界大会へ参
加する団体に対し、参加者の旅費等の一部として参
加補助金を交付する。

１団体４７，５００円（定額補助）を４０，０００円に減額
する。その後の減額も検討する。

21 15

9 広報課
多文化共生促進事
業

外国人相談員による
相談事業の充実

関市への定住化が進むブラジル籍住民の行政手続
や生活相談に応じるため、ブラジル人相談員を雇
用。通訳や翻訳業務、国際交流事業への協力など
を行う。  H15、１６は県国際交流センターより派遣。
Ｈ１７より市直接雇用。

市内在住のブラジル人数は毎年増加の傾向で、今
後も増えることが予想される。また定住化が進む中で
ブラジル相談員による生活相談業務は増加していく
ことが想定され、平成２２年度から相談員を２名体制
とする。

22
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

10 広報課 公聴広報事業 広報せきの発行
１８～２４頁の広報誌２９，０００部を毎月２回、各世帯
へ配付する。

平成２０年度は、１５日号を２色、１日号をカラー刷り
として全体事業費を抑えながら、発行回数を１回（元
旦号）増やし、増加する情報量に対応する。職員提
案等を受け入れて広報内容を見直すとともに「市長
コーナー」「市民参加コーナー」などを検討していく。
また、平成２０年度から（仮称）関市広告審査委員会
を設置し、有料広告の導入に向けて検討する。

20

11 鉄道交通事業 鉄道交通事業

沿線５自治体で長良川鉄道の利用増進と安全運行
を推進する。
・長良川鉄道再生計画の進行管理
・沿線自治体での経営安定対策（経常損失）等の支
援
・岐阜県鉄道基盤整備費補助金
・鉄道軌道近代化設備整備費補助金

長良川鉄道連絡協議会事業のうちソフト事業は協力
会事業とし、近代化施設整備事業は鉄道事業者の
事業とする。

20 690

12 公共交通事業
長良川鉄道協力会
の活動促進

・長良川鉄道の利用促進事業（機関紙の発行、長良
川鉄道企画イベントへの協力、レンタサイクル事業）
・環境整備活動（駅舎等の清掃、草刈、プラットホー
ム等の花飾り）

長良川鉄道協力会の事業を長良川鉄道協力基金
（1億円）の利息で実施。負担金支出を廃止するよう
調整する。

20 196

13 定住、移住事業
定住、移住を促進し、交流人口が増加することによ
り、旧町村地域の活力を創出する。

・移住、定住を促進するためには、公有財産の公
売、民間譲渡の基本的なルールを定め、遊休施設、
遊休土地を住民活動の拠点又は地域活力を生み出
す施設へ転換可能にする。
・定住・移住は、既存ストックや空き家活用へと地域
住民の理解が変わるような住宅施策の方針、計画を
明示する。
・勤労者住宅資金利子補給制度を改正し、過疎地
域への定住促進となる融資制度又は利子補給制度
の改正を実施し、定住誘導策とする。

20

14
地域振興基金活用
事業

地域振興基金の造成を行うとともにその運用益を活
用した市民活動の支援を行い、住民協働、地域活
性化を図る。

・助成金の申請、審査などの運営を効率よく行うた
め、助成金を要望する市民活動団体に対し、助成金
の趣旨や申請書の記入の仕方等について、事前説
明会を開催し理解を深める。

21

企画政策課

地域振興事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

15
地域振興事業
（わかくさまつり事業
補助金）

市の一体感醸成と地域間交流のための民間主導・
主体の交流イベントの開催のために補助金を交付
する。

民間の創意工夫を促すために、H19補助金額より一
部減額をする。（５００千円を４５０千円にする）

20 50

16
第４次総合計画策
定

地方が主役となる時代の総合計画にふさわしく、さま
ざまな段階におけるさまざま形態の住民参画を経た
総合計画を策定する。
（業者委託による市民アンケート並びに分析、市民
50名参加のワークショップ形式の分野別検討及び地
域審議会による地域課題の集約。その他に職員に
よる計画書執筆）

計画策定に伴う外部委託は、委託先として大学を検
討するほか、アンケートについては継続した住民定
点調査により、満足度の測定できるようなシステムを
組み込む。アンケート結果の納品については、分析
とともに他の計画策定にも利用できるデータ形式に
よるものとする。

22

17
実施計画による政策
的事業管理

計画と予算との間で事業体系を整え、実施計画への
予算配当を制御し、進捗を管理することで適正な予
算執行を伴う事業執行とする。

・行政評価票による事業点検を行い、事業への予算
配分の適否を見て、実施計画査定では予算配分を
コントロールする。・庁内オンライン上に実施計画シ
ステムを構築し、データ入力の作業コストを抑制す
る。システム構築費は、５年間程度の継続使用により
コスト回収が可能となるほか、短時間で同時処理が
可能となることで、準備期間が短縮できる。財源には
合併補助金充当が可能。・別途予算事業と計画事
業のコード、名称を揃える作業を行い、計画、執行、
評価が同じデータとして管理できる。

21 △ 1,998

企画政策課

総合計画運用事業

18 行政評価運用事業
施策、事務・事業評
価による評価の実施

総合計画（PLAN）ー事業実施（DO）－事業評価
（CHECK）－実施計画ローリング（ACTION）による
PDCAサイクルにおけるＣＨＥＣＫ機能の確立するた
めに、事業の適正な評価が下されるよう、評価票、評
価基準、評価レベル等を統一する。

本格実施に向け、Ｐ－ＤーＣ－Ａの年間スケジュー
ル、実施計画への反映ルール等を明らかにしたマ
ニュアルを整備し、配布する。客観性、透明性を確
保するため、外部評価体制の整備を検討する。

20

19 ＰＦＩの導入検討

公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資
金、経営能力及び技術的能力を活用し、利用者本
位の効率的なサービスの提供を実現するＰＦＩのス
ムーズな導入を図るため、マニュアルを策定する。

ＰＦＩについての基本的事項までをとりまとめたマニュ
アルを策定し、職員に周知することで、一定レベル
の知識の定着が可能となり、以降は業務所管課にお
ける導入に向けた具体的な検討に移行する。

20

20
包括的外部委託の
導入検討

公共施設の維持管理、公共サービスの提供等を一
括して契約し、一の事業者によりサービスを提供す
る包括的外部委託の導入を図るため、マニュアルを
策定する。

包括的外部委託についての基本的事項までをとりま
とめたマニュアルを策定し、職員に周知することで、
一定レベルの知識の定着が可能となり、以降は業務
担当課における導入に向けた具体的な検討に移行
する。

20

公民連携推進事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

21 公民連携推進事業
官民競争入札・民間
競争入札の導入検
討

公共サービスを行政と民間事業者が競争し、サービ
スの提供者を決定する官民競争入札や公共サービ
スを民間事業者どうしが競争し、サービスの提供者
を決定する民間競争入札の導入についての基礎的
な知識の定着を図るため、マニュアルを策定する。

官民競争入札等についての基本的事項までをとりま
とめたマニュアルを策定し、職員に周知することで、
一定レベルの知識の定着が可能となり、以降は業務
担当課における導入に向けた具体的な検討に移行
する。

20

22 統計事業
市独自集計の実施
と統計分析の公表

工業統計調査、商業統計調査について独自集計を
し、調査結果をホームページで公表する。

調査方法が全数調査である場合に市独自集計を
し、公表する。事業所･企業統計調査を追加する。

20

23
市民参画手続の制
度化事業

関市パブリックイン
ボルブメント手続実
施要綱の制定

成案である計画（案）や条例（案）等を公表し、これに
対する市民や関係者からの意見や情報を徴取し、そ
の意見などに対する市の考え方を明らかにするとと
もに、最終案に適正に反映することにより、住民参画
を実現する。

パブリックインボルブメント制度の施行に向けた検討
を始め、早期に施行することにより、政策形成過程の
ごく初期段階における市民参画の機会が確保され、
広く市民の意見を取り入れる機会が生まれ、本市の
公民協働を進めるきっかけにもなる。

21

24 広域連携推進事業
中濃地方拠点都市
地域整備推進協議
会事業

中濃地方拠点都市の連携による人的交流事業、ＰＲ
事業の実施により、広域的な観光振興、企業誘致等
の産業振興を図る。
・中濃圏域のバスツアー
・「日本公園村づくり」助成金の交付
・中濃拠点ホームページの運用
・「日本公園村」発行　２回/年

・平成２１年度から関市が事務局になることを機に事
務の簡素化を図る。
・ふるさと市町村圏基金の運用益の活用は、構成市
町村への助成金を中心とした事業とし、バスツアー
事業は廃止を検討し、ＨＰの管理は簡素化を図る。

21
企画政策課

日本公園村」発行 ２回/年
・第２期中濃地方拠点計画の執行管理(H19～　概
ね１０年間）

事業は廃止を検討し、ＨＰの管理は簡素化を図る。

25 せきＣＩ推進事業

ＣＩプロジェクトチー
ム会議、ビジュアル
ＣＩの普及啓発、ＣＩ
推進委員の任命

・ビジュアルＣＩ…かわせみ、若草色などの市の鳥、
色などの啓発
・若手職員の発想による新たな業務転換
（ＣＩ・ＰＴ会議　…　庁内　月１回、ＣＩ推進会議　年１
回）

・ＣＩ・ＰＴ会議は、毎月（半日程度）主査・係長級職員
を１５人招集しており、特定目的がある場合に限り、
任命し招集するものとする。

20

26
山村振興計画運用
事業

山村振興計画運用
事業

国土保全、水源涵養、自然環境の保全等に重要な
役割を担っている山村の、山村振興計画を策定し、
山村地域の住民の福祉向上と地域格差の是正を図
る。

実質的に平成２０年度から計画を策定し、本格的に
事業推進を図るものである。なるべく既存の計画の
データー等を活用し業務を簡素化する。

20

27
辺地総合整備計画
運用事業

辺地総合整備計画
運用事業

辺地に係る公共施設の計画的な整備を促進するた
めに適正な辺地計画の管理運用を行い、辺地と他
地域との著しい格差の是正を図る。

現在は、辺地地域の事業推進にあたり、過疎対策債
で対応をしているが、過疎計画は時限立法であるた
め（H21年度まで）、その後の辺地地域の振興を考
慮して、現段階から過疎計画の変更と歩調を合わせ
て辺地計画を変更又は新規の辺地計画を策定して
おく。

20
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

28
市内巡回バスの路
線と運行形態を再
構築

わかくさ号・メロディー号・板取線・牧谷線の運行方
法を変更する。板取線は路線系統を分断して欠損
補助金を削減。メロディー号は定時定路線を廃止し
て、デマンド運行とする。わかくさ号は路線系統を分
け、デマンド系統と幹線系統に区分し委託費を削減
する。牧谷線は利用状況からも廃止を含めて検討す
る。

平成２１年４月を抜本的再編時期と定め、公共交通
会議を設置して各地域の実情に見合う運行方法の
導入に向け、地域審議会及び懇談会を開催して、利
用者とともに利用しやすいバス交通システムを検討
している。デマンド運行の採用や乗合タクシーの導
入、長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統の
見直しにより、利用者増と経費の削減を実現する。

21 30,000

29
基幹バスと連携する
支線バスの運行を
促進

現在は基幹バス的な運行をしている巡回バス・自主
運行バスの長大路線を分割し走行距離を短くする。
合併地域に多く見受けられる洞や谷筋、利用者が少
ない地域や幹線バス停留所まで距離がある地域に
ついて、デマンド運行や乗合タクシーによる方法や
ＮＰＯによる運営輸送とすることで、支線運行を可能
にする。

平成２１年４月を抜本的再編時期と定め、公共交通
会議を設置して各地域の実情に見合う運行方法の
導入に向け、地域審議会及び懇談会を開催して、利
用者とともに利用しやすいバス交通システムを検討
している。デマンド運行の採用や乗合タクシーの導
入、長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統の
見直しにより、利用者増と経費の削減を実現する。

21 20,000

30
バスステーションの
改修

バス利用者にとってわかりやすいバス停留所、乗り
継ぎやすい情報を記載することで利用者の利便性を
向上し、利用者の増加を図る。（市内設置の全ての
バス停３２１箇所）

平成２１年４月を抜本的再編時期と定め、公共交通
会議を設置して各地域の実情に見合う運行方法の
導入に向け、地域審議会及び懇談会を開催して、利
用者とともに利用しやすいバス交通システムを検討
している。デマンド運行の採用や乗合タクシーの導
入 長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統

21

企画政策課 バス路線整備事業

バス停３２１箇所）
入、長大路線系統をやめ路線分割化や巡回系統の
見直しにより、利用者増と経費の削減を実現する。

31
主要都市間の運行
を促進

大都市を結ぶ長距離路線バス（夜行高速バス等）や
路線バスの運行を促進する。
（東京、大阪、京都等の大都市へ乗り入れる都市間
高速バスの運行及び岐阜行きの路線バスの増発並
びに快速運行の実現）

都市間路線バスについては、コミュニティバス再編時
に検討し、事業者と協議する。岐阜関線の快速運行
や増便について、事業者に要望していく。

21

32
高速バスの利用促
進

都市間高速バス、高速名古屋線をはじめ京都・大
阪・東京方面の利用を促進する

市の広報等でＰＲする。また利用者の声を聞きダイヤ
改正や増便を実現して利用者増を図る。

20

33
支線バス、巡回バ
ス、運行補助

住民福祉の観点から、交通弱者である高齢者、障害
者、小学生について運賃補助する。巡回バスのない
地域ついて、営業路線バスとの差額を補助する。

高齢者の無料補助は廃止し、高齢者専用定期や１
日乗り放題券を発行する。岐阜上之保線は路線を
営業路線からコミュニティ路線へ変更し、運賃差額
補助等を解消する。

21
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

34 財政計画事業
財政計画、財政状
況公表事務

市の財政状況をホームページ、広報、窓口において
公表することにより、市民などに市の行財政を身近
に感じられるようにする。

閲覧の際、閲覧名簿の記入を廃止する。 20

35
予算編成事務
（予算査定事務）

各課から要求のあった予算又は補正予算につい
て、総務部長が第１次査定を行い、副市長査定を経
て、市長査定を実施し、予算を編成する。

平成21年度当初予算から、現在は個々に実施して
いる当初予算及び補正予算の副市長と市長の査定
を統合することにより予算編成期間を短縮する。

20

36
予算編成事務
（主要事業ヒアリン
グ）

当初予算編成のため、各部ごとの主要事業につい
て、ヒアリングを行う。

平成21年度当初予算から、現在、実施している主要
事業のヒアリングを総合計画の実施計画のヒアリング
のなかで行うことにより、予算編成事務量を削減でき
る。

20

37
予算編成事務
（当初予算編成業
務）

各部局からの予算要求に基づき財政部門で調整を
行い、最終的に市長が査定を行うボトムアップ方式
で当初予算（案）を編成する。

財源不足が懸念される中、更なる市民サービスの向
上を図るため、各部局への枠配分方式を導入する
検討を行う。
限りある財源を各部局が主体性を持って予算編成を
行うことにより、多様化する市民ニーズに対応するめ
の、よりきめ細かい予算を編成することができる。
また、各部局、職員においても、市財政に対する経
営意識の向上につながる。

21

予算管理事業

総務財政課

38
予算編成事務
（予算書閲覧事務）

予算書の閲覧希望者に窓口で氏名、会社名等を名
簿に記載してもらい、総務財政課の執務室内で閲覧
に供する。

・閲覧の際の閲覧名簿を廃止する。予算書をデータ
化し、ホームページに掲載する。

20
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

39
投票区見直し事業
（投票所の投票時間
の繰り上げ）

現在の５５投票所の内、８箇所の投票所で投票時間
の繰上げを行っている。この繰上げは、合併前の市
町村ごとに選挙人の数や地理的条件、交通事情等
を勘案して決定されたもので、統一的な基準で見直
す必要がある。

【洞戸地域】　市場、菅谷、下洞戸、奥洞戸投票区の
４投票所の閉鎖時間を午後８時から１時間繰り上げ
て午後７時とする。
【板取地域】　門出、上ヶ瀬、中切投票区の３投票所
の閉鎖時間を午後８時から１時間繰り上げて午後７
時とする。
【上之保地域】　河合、宮脇投票区の２投票所の閉
鎖時間を午後８時から１時間繰り上げて午後７時とす
る。
【武儀地域】　富之保第二投票区の１投票所の閉鎖
時間を午後８時から１時間繰り上げて午後７時とす
る。

20 283

40
投票区見直し事業
（投票区見直し事
業）

現在の投票区は、合併前の市町村ごとに選挙人の
数や地理的条件、交通事情等を勘案して決定され
たもので、投票区によって選挙人の数にバランスを
欠き、また、合併によって従来の行政境が廃止され、
その地域の投票区を見直す必要があることなどの観
点から投票区の見直しを行う。

同左 未定 1,958総務財政課

選挙執行事業

41 文書管理事業
広報配布手数料
（「広報せき」の配
布）

市政に関する必要な事項を市民に周知する。

案１　　　民間企業に広報配布業務を委託する（全戸
配布）
案２　　　新聞折り込みによる配布委託する
・現在行っている「広報と同時配布する文書（班回覧
等）」の受付は廃止とする。（広報に掲載する）

上記2案のいずれかを実施に向けて検討する。

21
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

42
会議録検索システム
保守

市議会定例会及び臨時会の会議録を市ホームペー
ジ及び庁内イントラネットにおいて公開するために、
会議録検索システムの新規データの追加更新及び
公開に伴う保守管理を行う。

会議録の電子化には予算を伴うため、会議開催時
期とデータの更新頻度等も検討した上で次のとおり
検討する。現在の会議録システムには、市議会のみ
の掲載となっているが、市議会以外の会議録への利
用（他の審議会等の会議録としての利用）を検討で
きないか。また、その際の事前の市民への周知（開
催時期等）の検討（会議の公開ができるかどうかも含
めて検討）ができないかを検討する必要がある。

21

43
文書管理の適正な
運用

文書の受領、収受、起案、保管、保存、廃棄を電子
データ化し、文書管理の効率化を図る。

電子決裁導入にあたり、従来の業務手順の見直し
等、検討が必要。
従来通り紙による管理が最適と思われる文書（業務）
についてはシステムへの無理な移行をしない等、シ
ステム運用の検討が必要。

22

44 管財課 公有財産管理事業 取得財産の登記
取得土地の権利移転に関する登記申請を行い、市
が取得した財産の所有権を確保する。

不動産登記法の改正により、分筆登記においては、
土地の境界確定時点からの拠証資料、また精度の
高い測量図の作成等、より専門的かつ高度な技術を
要することとなったため、各事業課において土地家
屋調査士への委託により分筆登記を行い、その後所
有権移転登記を管財課で行うこととする。

20 △ 1,200

情報公開事業総務財政課

45 税務課 市民税賦課事業 個人市民税の賦課

個人への適正、公平な課税のため、事業所が提出
する給与支払報告書や個人からの申告書受付など
の課税資料をもとに税額を確定、賦課することによ
り、安定した財源としての個人市民税の確保を図る。

①　課税資料の管理を紙ベースからデジタル化への
見直しが必要。
　現在、行政情報センターが構築した住民情報シス
テムによって、課税資料の入力をしているが、このシ
ステムの再構築をセンターが考えている。再構築に
あわせて課税資料のデジタル化（イメージファイリン
グ）の導入を検討し、事務処理の効率化と住民サー
ビスの向上を図る。なお、情報センターは２３年度か
らの再構築を目指している。
②　２１年度から年金受給者の年金からの特別徴収
が実施されることから、これに対応するためにはエル
タックスの導入は必須の環境整備である。このため、
岐阜県市町村行政情報センターが導入する共同利
用方式によるエルタックスを平成２1年１2月3１日まで
に導入する。なお、それまでの間の年金からの特別
徴収については、LGWAN文書交換システムで対応
する。

21
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

46 市民税賦課事業 法人市民税の賦課

法人への適正、公平な課税のため、確定申告書、予
定申告書等の申告書をもとに税額を確定、賦課する
ことにより、安定した財源としての法人市民税の確保
を図る。

 法人市民税の申告は現在紙ベースにより行われて
いるが、エルタックスの導入により平成23年3月まで
に電子申告制度(償却資産の申告、給与支払報告
書の提出)を整備し納税者の利便を図る。

23

47
固定資産税賦課事
業

償却資産の賦課
（償却資産評価、調
査業務）

会社、個人で工場や商店を経営している事業所の
申告受付、評価入力を行い、償却資産税の公平な
課税を行う。

税務署調査や現地調査には手間がかかるため現在
は行っていないが、このような調査は公平、適正な課
税には欠くことのできない作業である。平成２１年度
から件数は少しでも可能な限りこの作業を行うことと
する。また、これらの業務が外部委託できるよう土
地、家屋調査の外部委託と同様に調査研究を進め
る。

21

48 収納事業

市民税、法人市民
税、固定資産税・都
市計画税、軽自動
車税(国民健康保険
税を除く。)の徴収

納税者が市税（国民健康保険税を除く。）を納付し
やすくするとともに、納付が円滑かつ正確に行われ
るようにする。

　納税者の納税機会の拡大を図り利便性を向上させ
るため、コンビニ収納は平成２０年４月から導入した。
　クレジットカード、ネットバンキング等の収納につい
ては、費用対効果、他市の導入状況等を参考に導
入に向けて研究・検討していく。ただし、これらは住
民サービスの向上にはなるが手数料等が新たに発
生し、銀行等で納付されていたものがコンビニ等で
の納付となるもので、事務量の軽減には繋がらな
い。

20

税務課

。

49
機能別消防団員の
確保

消防団員が定数に満たないための、消防力の不足
を解消するため、機能別消防団員を採用して消防団
活動を活性化する。
機能別消防団員のうち、消防団員OBや消防職員
OBによる災害支援団員を採用する。

２0年度から災害支援団員を採用する予定である。
機能別消防団員には、予防広報や後方支援を行な
う女性団員、音楽による予防活動を行う消防音楽隊
などさまざまな機能別団員が考えられる。
消防団の定員は１，３１５名となっているが現在団員
数は１，２０１名であり、年々減少傾向にあることから
その定員に満たない数を目標に機能別消防団員の
確保を行っていく。

20

50
関市消防団運営補
助金

辞令交付式、操法大会、消防出初式などの市主催
行事の会場設営費や消防団の各種訓練の運営費、
各方面隊、分団の活動費、訓練強化費、県、中濃ブ
ロック、中濃連合各消防協会負担金、福祉共済加入
負担金などに対する補助金を交付する。

新旧役員懇親会、新年合同懇親会費は、その分の
補助金削減を行う。
H21年度より補助金削減の折衝を行っていく。

20

消防団活動推進事
業

交通防災課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
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51
消防団活動推進事
業

関市消防友の会補
助金

元消防団員である会員が、現役消防団員の支援、
協力し、また、市民への防災意識の高揚、啓発を活
動としている関市消防友の会に対し補助金を交付す
る。

会費と補助金で運営しており、補助率の見直しをす
る。
補助金は、合併後585,000円の定額となっている。ま
た、会費収入は、約820,000円とないる。活動内容も
補助金減額に合わせられることから３年間で３割程
度の減額を行う。

20

52 火災予防事業

少年(幼年)消防クラ
ブへの防火意識の
普及啓発（関市少年
消防クラブ連絡協議
会補助金）

少年期における、正しい火の取り扱いに関するしつ
けを研修会等を通じて行い、家庭をはじめ地域の防
火意識の高揚に努めるとともに市内少年消防クラブ
の交流を図ることを目的として活動している連絡協議
会に補助金を交付する。

中学生の活動内容を防災バスの利用に見直すこと
により、補助金額を見直す。
少年消防クラブの補助金は、廃止する。

21

53

消防団消防車庫の
建設（年２棟）
消防用ホース乾燥
塔の建設（年１基）

消防団消防車庫とホース乾燥塔の更新のための建
設を行う。消防車113台、本部指揮広報車1台の計
114台の車庫（うち木造１６棟、ﾌﾞﾛｯｸ造２棟、その他
は鉄骨造）
耐用年数50年として年２棟の建設が必要

全てを更新するためには、車庫の耐用年数が50年と
しても、年に2棟以上の更新が必要である。
車庫・消防車の配置の見直し（廃止・統合)をすること
により、経費の削減をする。
団員の減少により消防設備の維持が困難となってい
ることから、車庫の耐用年数等による建て替え時、あ
るいは 車両の更新時に随時 統合の検討実施を

20交通防災課

るいは、車両の更新時に随時、統合の検討実施を
行っていく。

54

消防団消防車両の
購入(年ﾎﾟﾝﾌﾟ車,積
載車計3～4台)
可搬式小型ポンプ
の購入（年３～４台）

防災施設のうち消防団消防車両と小型動力ポンプ
の更新をする。

車庫・消防車の配置の見直し（廃止・統合)をすること
により、経費の削減をする。
同上

20

55
消防施設管理経費
一式（燃料、電気、
電話、消耗品）

消防車庫などの消防施設を管理するために必要な
経費を支出する。

電話の設置してある車庫の見直し・・・関１２箇所、武
儀３箇所の拠点車庫のみ(その他の車庫は電話がな
い)
電気の基本契約の見直し・・・旧市町村の時代の契
約が今もそのままで、車庫により基本契約が大きく違
う。
車庫・消防車の配置の見直し（廃止・統合)をすること
により、経費の削減が可能と思われる。
同上

20

防災施設整備事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

56
自主防災組織研修
会による強化

研修会等を通じ、自主防災組織の重要性、役割等
について認識を深め、自分たちのまちは自分たちで
守るという「共助」の考えのもと、地域防災力の向上
を図る。

自治会単位で自主防災会を編成するよう検討する。
H２１年度より自治会単位での自主防災会を立ち上
げるよう進めている。

20

57
自主防災会連絡協
議会の設置

現在２２８の自主防災会が結成されているが、組織
化が図られていないことから、それぞれの自主防災
会のつながり、連携は皆無に等しい。また、災害時
等における連絡体制も確立されていない現状にあ
り、支部を単位とする連絡協議会を設立して組織化
を図り、災害時等における情報伝達体制の万全を図
る。

多くの自主防災会は２～４の自治会で組織されてお
り、会長等も自治会長が兼務しているところが多く、
単年度で役員を替わってしまうため、活動内容に差
が生じている。また、自治会役職に防犯防災部長の
職もあり、自主防災会との区別がしにくい面があるこ
とから自主防災会そのもののあり方について検討す
る。
自治会単位での自主防災会の編成を進めているた
め連絡協議会立上は編成終了後検討する。

22

58
防災ホームページ
の充実

防災に関する情報は、リアルタイムで最新のものを
提供しなければならず、ホームページによる掲載は
必要不可欠である。防災ホームページは、市民の地
震防災、風水害などに対する更なる意識高揚と防災
対策の一層の推進並びに防災に関する自由で広範
囲な情報交換と交流を図ることを目的に掲載、提供

本市の情報は、他市町村と比較しても情報量が明ら
かに少ないので、他の防災サイトへのリンクをはじ
め、災害時における市民向け情報提供用ホーム
ページの充実を図る。そのため、作成の方法につい
て県や他市町村からそのノウハウ等を提供してもら
う。また、管理業者との調整を行う。
日々ホームページの充実に努めていく

20

交通防災課
自主防災組織支援
事業

囲な情報交換と交流を図る とを目的に掲載、提供
する。

日々ホームページの充実に努めていく。

59
関市自治防犯防災
会補助金

防犯、防災知識の啓発及び活動支援のため補助金
を交付する。
＜対象事業＞
・毎月１、１５日交通安全の日及び交通安全運動期
間中における啓蒙パトロール実施
・青色防犯パトロールの実施（毎週木曜日、花火大
会、年末夜警等）
・地域安全運動期間中における地域防犯診断の実
施（神明町１～４丁目）
・関市総合防災訓練に参加（防犯パトロール実施）

自治会連合会からの活動費援助があること、会が自
立して活動できるようになりつつあることから、市の援
助を縮小することができるので補助金を削減する。
全体事業費約3,900,000円　補助金150,000円となっ
ている。金額は定額補助となっているが全体事業費
の４％弱となっていることから補助金減額を行っても
影響が少ないと思われることから５年間をかけ補助
金０とする。

21

111



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

60 防犯事業 防犯灯の設置

犯罪防止効果を高めるととも歩行者等の安全な通行
を確保するための防犯灯を設置する。
防犯灯の設置数は年間４０～５０灯、主に自治会要
望により設置するが、設置数は各自治会１、２灯であ
る。

防犯灯の設置及び管理については、市が設置し市
がその電気料を支払っているものと、自治会が市の
補助（１基１０千円）を受け設置し、電気料も市の補
助を受けて支払っているものとの二通りある。これに
より、市が直接管理するもの、市が電気料補助する
もの、その両方が今後も増え続けることから、それに
伴う経費の増大が見込まれる。このため、設置費及
び電気料に対する補助を廃止し、これに替わり、要
望により市が設置する防犯灯の数を増やすこととす
る。また、要望により設置したものの電気料も自治会
等で負担してもらう。なお、自治会で対応できない箇
所（自治会間を繋ぐ道路、山中の通学路など）につ
いては、従来どおり、市が設置及び管理（電気料の
負担を含む。）するものとする。
自治会負担の電気料補助金の廃止及び設置補助
金の廃止をH21年度より自治連等を通し説明を行い
H22度より両補助金廃止の方向で進める。

21 130

61
消火対応能力強化
事業

火災初動時の消防
力強化

職員定数条例改正に伴い増員計画に基づく職員採
用を行い、消防活動の強化を図る。

条例定数の１６５名を満たすよう計画的に増員する。
（現在１５５名）
また、更なる増員のために条例改正する。
増員する方向で作業を進める。

20

交通防災
課

62 福祉政策課
人権教育基本計画
推進事業

人権教育基本計画
推進事業

 平成１８年度に策定した、平成１９年度を初年度とし
て平成２８年度までの１０年間を計画期間とする、人
権教育及び人権啓発に関する基本計画の総合的か
つ計画的な推進を図る。
（女性、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題、
アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者、ハンセン病患
者等、刑を終えて出所した人の問題、犯罪被害者
等、インターネットによる人権侵害、その他の人権問
題について、課題別に施策を推進する。）

計画書に掲げる課題別施策の推進状況を評価する
ため、有効性、効率性、必要性の観点からの評価設
定と、実施事業の抽出、集計、分析を平成２１年度よ
り合わせて委託する。

21 △ 2,000
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

63 人権啓発事業 人権啓発事業

差別意識を排除し、互いに人権を尊重し合える社会
を形成するため、恒常的に人権について考え、差別
問題、人権問題の実情やその取り扱いについて学
習する機会を提供し、市民一人ひとりの人権意識を
高める。
（人権問題講演会は、市民、福祉関係者、企業、教
育関係者、市職員を対象に、年１回開催。人権街頭
啓発は、各地域で開催されたイベント会場で来場し
た市民を対象に、また、市内大型量販店では来店者
を対象に、それぞれ１回実施。）

人権問題についての基礎知識の習得、人材育成は
容易にできない。人権教育・啓発の推進を担う中核
的な組織の設置が必要である。施策の企画は行政、
運営は民間でといった体制の整備を図る。

21 △ 8,000

64 福祉医療運営事業
乳幼児医療費助成
制度

就学前児には受給者証を発行し、岐阜県内の医療
機関で提示することにより窓口での医療費が無料と
なる。ただし、小学生、中学生の入院については、一
旦、医療機関で医療費を負担してもらい、後から申
請してもらうことにより、払い戻す。

市民の要望も多く、近隣の市町村も対象年齢を拡大
しているところも多いので、小学生の通院分につい
て、検討を行う。

21

県下の社会福祉協議会に対する支援の状況を調査

福祉政策課

65
地域福祉団体活動
支援事業

社会福祉事業補助
金

社会福祉協議会の事務局に所属する職員の人件費
１７名分（委託事業で人件費相当分が市から支払わ
れている場合はその金額を除く。）を補助し、地域福
祉の推進を図る。

県下の社会福祉協議会に対する支援の状況を調査
し、支援に対する考え方について整理する中で、見
直しを図っていく必要がある。平成２０年度の人件費
補助については、社協に財政調整積立金が平成１８
年度現在9千万円あるため、助成対象職員の平均給
与のⅠ名分（５，８３５千円）の減額を行う方向で調整
中。

20

66
障がい者および障
がい福祉計画推進
事業

障がい者および障
がい福祉計画推進
事業

障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるよう、施設入所者の地域生活への移行
や一般就労への移行等に関する数値目標を設定
し、その達成に必要な障害福祉サービスや相談支
援サービス等が地域において計画的に提供されるよ
う計画を策定し、同計画の着実な推進を図る。

障がい者計画及び障がい福祉計画の推進は、関係
機関の連携による推進体制の整備、機能強化が必
要で、その体制を地域自立支援協議会に求める。平
成２０年度に協議会を立ち上げ、運営、平成２１年度
には地域自立支援協議会の運営を相談事業と合わ
せて委託することについて検討する。

21 △ 1,000
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

67
つくし作業所運営事
業

つくし作業所運営事
業

心身に障がいのある者に対して自活と、福祉就労か
ら一般就労の移行支援を目的に、生活訓練、作業
訓練を行い、障がい者の在宅生活と社会参加を支
援する。関市に住所を有する通所可能な義務教育
年齢を超えた心身障がい者が利用する定員２０名の
施設で、現在は知的障がいに合わせて複数の障が
いをもった１６名が利用している。社会福祉法人関市
社会福祉事業団に運営を委託し、所長１名、指導員
３名体制で運営している。

小規模作業所は地方交付税と県の運営補助金を財
源として運営してきたが、障害者自立支援法が施行
され、小規模作業所に対する地方交付税、県の運
営補助金が交付されないため、地域活動支援セン
ター又は個別給付事業への移行を決定しなければ
ならない。
平成２１年度に障害者自立支援法に基づく個別給
付事業に移行し、就労継続支援（非雇用型）事業と
して運営する。

21 17,403

68

機能回復、生活作
業訓練の実施
（わかば共同作業所
運営）

精神障がいのために社会に復帰することが困難な
精神障がい者を通所させ、社会生活における基本
的習慣の自立に必要な訓練を行い、作業能力及び
就労意欲を向上させることにより社会復帰を促進す
る。精神障がいのために復帰することが困難な精神
障がい者を対象とし、定員は概ね２０名で、現在は２
０人が通所している。

小規模作業所は地方交付税と県の運営補助金を財
源として運営してきたが、障害者自立支援法が施行
され、小規模作業所に対する地方交付税、県の運
営補助金が交付されないため、地域活動支援セン
ター又は個別給付事業への移行を決定しなければ
ならない。平成２１年度４月に地域活動支援センター
若しくは障害者自立支援法に基づく個別給付事業
への移行について、平成２０年度中に協議し、方向
を決定する。

21

機能回復 生活作

障害者自立支援法が施行され、小規模作業所に対
する地方交付税、県の運営補助金が交付されない

福祉政策課

69

機能回復、生活作
業訓練の実施
（わかば共同作業所
運営補助金）

精神障がい者の社会生活における基本的習慣の習
得、社会参加の促進のため、精神障害者小規模作
業所運営助成を行う。

する地方交付税、県の運営補助金が交付されない
ため、地域活動支援センター又は個別給付事業へ
の移行を決定しなければならない。平成２１年度４月
に地域活動支援センター若しくは障害者自立支援
法に基づく個別給付事業への移行について、平成２
０年度中に協議し、方向を決定する。

21

70

機能回復、生活作
業訓練の実施
（心身障害者小規模
授産事業運営）

重症障がい者の就労機会と日常生活を営む状況は
きわめて厳しい。障がいのある人の発達と自立・社会
参加を支援する施設事業をすすめ、自立した生活を
地域社会において営むことができるように支援する。
また特別支援学校卒業生の受け入れ先、地域の児
童・生徒の実習先として施設を開放し、地域に開か
れた施設活動を展開する。重症心身障がい者を対
象とする小規模訓練施設で定員は１２名、現在は６
名が通所している。

小規模作業所は地方交付税と県の運営補助金を財
源として運営してきたが、障害者自立支援法が施行
され、小規模作業所に対する地方交付税、県の運
営補助金が交付されないため、地方交付税の対象
となる地域活動支援センターに移行しなければなら
ない。平成２０年４月に地域活動支援センターに移
行する。

20

障がい者自立支援
事業

114



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

71

機能回復、生活作
業訓練の実施
（心身障害者通所授
産事業補助金）

重症心身障がい者の社会生活における基本的習慣
の習得、社会参加の促進のため、特定非営利活動
法人　あおぞら会に心身障害者通所授産事業補助
金を交付する。

障害者自立支援法が施行され、小規模訓練所に対
する県の運営補助金が平成２０年度より交付されな
いため、地方交付税の対象となる地域活動支援セン
ターに移行しなければならない。平成２０年４月から
地域活動支援センターとして委託により運営する。

20

72
自立支援法による支
援

障がい者の福祉サービス（居宅介護、児童デイサー
ビス、生活介護など）の利用料の９割を助成して、本
人の生活サポートや介護者の負担軽減につなげる。

授産所へ通所する者にとって受領する工賃より高い
利用料を払うことに大きな抵抗感があり、かねてから
支援の要望がある。よって、授産施設、更生施設、
通所（作業訓練を行う者に限る）に係る自己負担金
（利用料）を助成する。

未定

73
高齢者保健福祉計
画など運用事業

第４期せき高齢者プ
ラン２１の策定

高齢者のニーズの把握とそれに対応した計画を策
定し、平成２１年度から平成２３年度までに実施すべ
き高齢者に対する具体的な保健、福祉サービスを具
体化する。

平成２２年度に第５期せき高齢者プラン２１の策定に
向けた高齢者実態調査を行なうに際し、これまで蓄
積されたデータの活用することで調査対象者範囲と
対象者数を縮小して実施し業務委託費を節減する。

22 400

74
老人福祉センター
（６箇所）の運営

生きがいと健康づくりの場として老人福祉センターを
多くの方に利用してもらい、介護予防促進を図る。
管理運営委託　　わかくさ、板取、洞戸、武芸川、上
之保 武儀老人福祉センター

・平成２１年度、老人福祉センターの風呂を料金徴
収員を配置し有料化（２００円）することで現在のサー
ビスを維持する。概算見積　利用料収入　２００円×
４４，０００人＝８，８００，０００円、　人件費　１，８２４，
０００円、　差し引き ６，９７６，０００円（収入増）

21

福祉政策課
障がい者自立支援
事業

之保、武儀老人福祉センター
０００円、　差し引き ６，９７６，０００円（収入増）
・施設の入替え制導入　　娯楽室（カラオケ）、卓球、
囲碁の利用は時間（２時間）を区切る入替えを行う。

75
デイサービスセン
ター（５箇所）の管理
運営委託

要介護者に通所介護サービス（食事、入浴、機能訓
練等）を提供する。
管理運営委託　　関、板取、洞戸、上之保、武儀デ
イサービスセンター

関地域において、通所介護サービスの提供は多くの
民間事業者が行っているので、市が行う必要性は低
い。このため、関デイサービスセンターを廃止する。
また、併せて、他のデイサービスセンターの運営を民
間事業者に譲渡することも検討する。

24

76 元気な高齢者事業 敬老事業

祝金・品を贈呈し長寿者に敬意とお祝いの意を表す
る。
１００歳祝金　５００，０００円
９０歳以上、８８歳、金婚祝品　３，０００円程度

１００歳祝金を５００，０００円から１００，０００円に減額
し、誕生月に贈呈する。
９０歳以上高齢者への祝品贈呈を廃止する。

20

高齢福祉課 高齢者福祉施設整
備事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

77
保育園施設管理事
業

公立保育園の統廃
合を実施

公立保育園園長を中心に「保育園適正配置検討委
員会」を組織して、「関市公立保育園統廃合等実施
計画（案）」をまとめ、公立保育園の統廃合を進め、
適正配置による効率経営を目指す。
平成２３年度を目途に、１園を廃止し２園を１園に統
合する。統廃合に伴う受け皿として、関市民間保育
連盟と協議する。

・日吉ヶ丘保育園　　　　　２２年度から新規募集を停
止し、年少児が卒園する２４年度末で廃園する。
・武儀やまゆり西保育園　２２年度から新規募集を停
止し、年少児が卒園する２４年度末で、武儀やまゆり
東保育園へ統合し、廃園とする。
・武儀やまゆり東保育園　平成２５年度から、武儀や
まゆり西保育園を統合し、「武儀やまゆり保育園」とし
て保育を継続する。

24 39,593

78 保育事業
市立保育園12園の
保育経費

各公立保育園（１２園）において適正な保育事業が
実施できるように保護者のニーズや児童の保育環境
の考慮をしながら、また、近隣市町村の動向を踏ま
えつつ、予算の管理・運営をし、効率的な予算執行
に努める。

経費削減策として１９年度に「保育園適正配置検討
委員会」を組織し、統廃合計画（日吉ヶ丘の廃園、や
まゆり西とやまゆり東の統合）を、庁内行革組織であ
る「組織・機構及び民間委託に関する検討委員会」
に上程した。
今後、推進本部会議　→パブリックコメント　→関市
行政改革推進審議会を経て、父母の会等関係者へ
の説明会を開催し、２２年度新規募集停止し２４年度
末に廃園及び統合する。

24

留守家庭児童教室

市内１５小学校下で、子育てと就労の両立を応援す
るため、放課後から午後６時まで預かり保育を行って
いる。入室児童も６５０名と年々増加しており、基本

かぎっ子対策として小学校低学年を預かり保育を
行っているが、保育希望者の増加で適正規模を超
えるなど、安全面等の問題が発生している。、更に近
隣市町村に比べ格段に安い保育料のため、本来の
目的から離れた安易な利用も増えるなど 運営に支

子育て支援課

79
子育て支援事業

留守家庭児童教室
事業

いる。入室児童も６５０名と年々増加しており、基本
額月３，０００円の保育料（兄弟入室や低所得者など
は更に減額）では、指導員の確保など大幅な赤字状
態が続いているため、受益者負担として保育料を改
定し、適正運営に努める。

目的から離れた安易な利用も増えるなど、運営に支
障を来たしていることから、近隣市町村と比較し適正
な保育料に改正する。　また、対象が小学生低学年
であり空き教室の確保など教育委員会の協力が不
可欠なことから、放課後子どもプランへの統合を図
る。

22

80 国保年金課 健康相談事業

人間ドック、脳ドック
助成の実施
（関市国民健康保険
健診料助成金）

市民の健康保持、疾病予防のため、人間ドック、脳
ドック検診料に対して助成金を交付する。
人間ドック検診料　２万円以上　助成金　１万５千円
脳ドック検診料　２万５千円以上　助成金　１万円
人間・脳ドック検診料　５万円以上　助成金　２万円

４０歳から７４歳の方は特定健康診査・特定保健指導
の対象になるため、人間ドック検診料に対する助成
は４０歳以上の方は廃止し、４０歳未満の方を対象と
する。

20 1,180
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

81 国保年金課
診療施設経営安定
化事業

医師（看護師）の確
保

医師、看護師を安定的に確保し、へき地中核病院
（中濃厚生病院）との連携強化を図り、医療分野で
の住民サービスに努める。

平成２１年度から上之保診療所と武儀診療所を指定
管理者制度を利用して運営の安定を図る。
管理運営委託をすることで、施設の統廃合を含め医
師の安定確保を図るとともに運営の効率化、安定化
を図ることができる。
安定的な事業運営を目指すため、診療所自らの事
業評価、原価計算の実施さらに第三者等による評価
を加える。

21

82 保健施設運営事業 保健施設運営事業
保健センターを適正に管理運営する。
無料による貸出し。（地方自治法第２３８条の４第２項
第4号による。）

関市保健センターは昭和56年の開設以来、当セン
ターの２Fの会議室をそれぞれ武儀医師会、関歯科
医師会、関薬剤師会に地方自治法２３８条の４第2項
第4号により無料で貸し付けているが、今後は有料
化に向けて検討する。

21

関市保健センターは、改築。洞戸保健センターと板
取保健センターを統合 武儀保健センターと上之保

現在の洞戸、板取の保健センターのように、国保診
療所と併設して運営されているものもあるので、洞
戸 板取 武儀 上之保の保健センターの整備は

83
地域保健健康セン
ター整備事業

地域保健健康セン
ター整備事業

取保健センターを統合。武儀保健センターと上之保
保健センターを統合。現在６保健センターを４つにし
て、保健センターの機能を高め、効率的運営を図
る。

戸、板取、武儀、上之保の保健センターの整備は、
国保診療所との併設を含め進める。また、包括支援
センターも含めて検討すれば、高齢者等の情報を共
有でき、地域連携が図れた行政展開が今以上に効
率化できる。

25

84 健康プール事業 健康プール事業
健康な市民の増加を目指して、温水プールを利用し
た水中運動教室を開催し、プールの利用者の増加
を図る。

　平成１８年度から指定管理者制度を活用し、平成２
０年度で3年間の期間満了となる。この２年間の入場
者数の増加、水中運動教室の充実及び参加者数の
増加からみる実績は、指定管理者制度活用の成果
と考え、引き続き指定管理者制度の活用による管
理、運営をするため平成２０年度に公募、選定をする
予定。
　今後は、健康プールの管理･運営にかかる経費と
入場料等収入からみた採算性、受益者負担の適正
などをみながら、将来的には民営化をめざす。

未定

市民健康課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

85
健康づくりスタンプラ
リー事業

市民一人ひとりの自発的な健康づくりを支援するた
めに、平成19年度中に開催される健康づくりのウ
オーキングや講演会を対象とした健康づくりスタンプ
ラリーを実施し、より多くの市民の参加を得られるよう
にする。

健康づくりスタンプラリーを実施することにより、各課
にまたがる事業をスタンプラリー対象事業として市民
に周知でき、健康づくりの支援を行っていけると考え
るため、来年度以降も実施する。
ただし、スタンプラリー実施にあたり毎回配布してい
る参加賞の見直しや実施方法の工夫による経費の
削減など、より効率的に事業が実施できるよう今後内
容を検討する。

21

86
自治会主催のウ
オーキングへの補助

要綱に定める団体が実施するウオーキング事業（概
ね４キロメートル以上のコースを歩き、対象者を限定
せず広く参加できるウオーキング事業）を対象に補
助金を交付する。

ニコニコ生き生きプラン（健康せき２１計画）が平成1６
年度～２５年度の10年計画であり、平成20年度が中
間の見直しの時期であるが、本補助金交付に関して
は、ようやく定着してきたところで来年度の見直しで
は時期尚早であると思われるため、Ｈ25年の計画期
間終了時に廃止も含め検討する。

25

87 食生活改善事業 食生活改善事業

自らが自身の健康について客観的に理解して食を
はじめとする生活習慣を振り返り、問題点の明確化と
改善点を対象者と共に考え、生活習慣病の予防改
善に向けて健康的な生活を実践し続けられるよう支
援する。
乳幼児健診・健康相談･･･222回
一般成人対象の健康相談･･･12回　　　　　　　　　電
話相談 随時

平成20年度より管理栄養士職員を1名から2名に増
員し、増加する保健指導業務に対応するとともに、
各事業の内容を見直し、栄養士の賃金の適正化に

20

市民健康課

健康づくり事業

話相談･･･随時
個別健康教育（健診要指導者対象）･･･12回
健康づくり食生活改善推進ボランティア養成教室･･･
10回
食生活改善講習会（妊婦、一般市民、食生活改善
推進員、出前講座等）･･･70回

各事業の内容を見直し、栄養士の賃金の適正化に
努める。

88 保健訪問指導事業
在宅指導〔高齢者）
の実施

高齢者のみで構成される高齢者世帯の者に対し、
家庭への訪問指導を行い、日常の健康状態や生活
の様子などの把握や健康に関する相談などを行い、
高齢者と職員が直接接する機会を増やし、高齢者の
「健康面」や「心配事」、「安全」の確認などをすること
により、健康で安心、安全に暮らせる環境づくりをめ
ざす。

　高齢者への関わりを実施している他課（高齢福祉
課）との連絡調整を行い、重複したサービスの実施
を避け高率のよい業務とするよう見直しを実施する。
　２０年度からの健診制度の変更に伴い、健診事業
との関連が少なくなる「後期高齢者」に対する訪問指
導が効率よく実施できるようにする。

20
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

89 保健訪問指導事業 赤ちゃん訪問事業

母子保健法第９条「知識の普及」、第10条「保健指
導」、第11条「新生児の訪問指導」、第17条「妊産婦
の訪問指導等」及び次世代育成支援対策交付金要
綱に基づき、訪問指導を行うことにより育児不安を軽
減し、安心して出産・育児に望むことができるよう支
援する。（年間出生児800人を対象に生後早期に家
庭訪問を実施）

次世代育成支援対策交付金要綱にて、虐待予防の
観点から赤ちゃん訪問全戸訪問を平成21年度まで
に１００％実施するよう通知あり。市保健師のみでは
対応しきれないため、平成20年度より保健師・助産
師の有資格者へ出生児800人の約半数を委託して
実施する。（平成20年1月より試行的に実施）

20 △ 928

90 妊婦検診の実施

対象者：妊婦　年間約800人
妊婦一般健康診査（HBｓ抗原検査含む）7,325円×1
回
妊婦一般健康診査　6,375円×1回
超音波検査（35歳以上の妊婦）　5,300円×1回

厚生労働省からの通知「妊婦健康診査の公費負担
の望ましいあり方について」にて妊婦中の健康診査
の費用負担軽減が求められており、経済的理由にて
受診をあきらめる者を生じさせないために、最低限
必要な妊婦健康診査の5回分を公費負担を実施す
ることが原則とされており、それに向けて検討する。

20 △ 30,500

91 予防接種の実施

定期予防接種
BCG　：　生後3ヶ月～6ヶ月未満に１回　　集団接種
３６回
ポリオ　：　生後3ヶ月～90ヶ月未満　6週間以上の間
隔をおいて2回　　集団接種26回
DPT　：　Ⅰ期初回　生後3ヶ月～90ヶ月未満　3～8
週間隔で3回　Ⅰ期追加　初回3回接種後1～1年半
後に1回　　　Ⅱ期　小学6年生に1回
MR ： Ⅰ期 生後12～24ヶ月未満に1回

平成２０年度からBCG予防接種を個別接種とし武儀
医師会へ委託する。（地域保健センターは集団接
種）
平成２０年度からMR予防接種Ⅲ期（中１）、Ⅳ期（高
３）を武儀医師会 委託し実施する

20 △ 13,659

市民健康課

保健検診指導事業
MR ：　Ⅰ期 生後12～24ヶ月未満に1回
Ⅱ期　就学前の1年間（年長児）に1回
日本脳炎　：　Ⅰ期初回　生後36ヶ月～90カ月未満
1～4週間隔で2回　Ⅰ期追加　初回終了後1年後に
1回　Ⅱ期　小学4年生に1回
高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ　：６５歳以上

３）を武儀医師会へ委託し実施する。

92
母子保健相談の実
施

乳幼児各期における疾病、障害の早期発見、早期
対応を行う。
乳幼児の健康、育児知識の普及を行う。
個別相談を行い親の育児不安の軽減や適切な育児
環境での子育て支援を行う。
母性・父性を育み、子どもが心身共に健やかに育つ
ための支援を行う。
（乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、健康教室）

健診受診率向上のため、未受診者のﾌｫﾛｰを徹底す
る。
健診事後管理を充実する。
健診の精度管理や受けやすい健診を実施するため
健診回数、1回あたりの受診者数を見直す。
　・4か月健診の回数増加（１回あたり約２５人）
　・すこやか相談（県の事業、H20年度廃止）を市の
事業として継続する。
　・軽度発達障害の早期発見のため健診問診票の
内容を見直す。

20 △ 300

保健検診指導事業
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事業費削減
額（千円。
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93 ヤング健診の実施

若年層の市民の生活習慣病の早期発見・早期治療
を図るとともに、健康増進に関する意識の向上を図
る。
対象：今年度19歳～39歳を迎える者
　受信者数　１，２７７人
実施方法：集団健診(３２回）

･平成20年度から対象者を19～39歳から30～39歳
に変更し、生活習慣病の予防を効果的に行う。（生
活習慣病の指標となる主な項目の有所見者が30歳
代から増加し、有所見項目の重複状況も増加する傾
向がある。）
・平成20年度から、受診者の増加を目的に、受診券
の発行方法を変更し、ヤング健診単独受診券を対
象者に送付する。
・平成20年度から検査項目を見直し、40歳からの特
定健診の内容と同程度にしていく。
Ｈ１９年度項目　身長、体重、体脂肪、腹囲、尿検
査、血液検査（総コレステロール、ＨＤＬ、ＨｂＡ１ｃ、
中性脂肪、赤血球、血色素、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γＧＴＰ）
Ｈ２０年度項目　身長、体重、体脂肪、腹囲、尿検
査、血液検査（ＬＤＬ、ＨＤＬ、ＨｂＡ１ｃ、中性脂肪、赤
血球、血色素、ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ、ＧＯＴ、ＧＰＴ、γＧＴＰ）

20 553

94 がん検診の実施

がんの早期発見・早期治療により、がん死亡の減少
とがん罹患者のＱＯＬの向上を図る。
胃がん検診、　大腸がん検診、　肺がん検診、　子宮
がん検診 乳がん検診 前立腺がん検診

･平成20年度から、乳がん検診にて視触診単独検診
を廃止。
・平成20年度から、受診者数の増加と精検受診率を
向上するように、周知方法や事後管理を検討する。
・平成21年度委託業者の選定からは、入札とし、精

21 14,645

市民健康課

保健検診指導事業

がん検診、　乳がん検診、　前立腺がん検診
・平成21年度委託業者の選定からは、入札とし、精
度管理の基準等も選定基準とし明確にしていく。
・平成21年度から、すべてのがん検診にて受益者負
担を検討する。

95
医師会救急医療体
制支援事業

一次救急医療体制
（休日在宅当医制）
の促進／歯科休日
在宅当番医制事業
補助金

休日・年末年始に、関歯科医師会の歯科医師が在
宅当番医制により９時から１６時まで診療することに
より、歯科治療の円滑な運営を図ることを目的として
補助金を交付する。〈年間７１日程度・患者さんの1
日の平均5人程度））

1月1日の歯科休日在宅当番医制事業を実施する。 20 23

96
市民による救命救急
活動促進事業

関市献血推進協議
会補助金

事業所、学校、郊外型にスーパーで移動献血車に
よる献血事業を行い、献血者に対して１８０円程度の
粗品を贈呈する。年間の献血日数は４６日６２会場
程度で、２，８００人程度（受付）の協力を得ている。
（採血者は約２，２５０人）

献血事業を市政から離して、日本赤十字社岐阜県
支部関市地区（現在、献血協推進協議会は１５万円
の補助を受けている。）に移管する。現在の献血は、
事業所、学校、スーパーでの街頭献血と限られてお
り、民間団体でも調整できる。そのため、事務局の費
用や推進費を補助金として交付する。

22

97 商業観光課 濃州関所茶屋事業 濃州関所茶屋事業
特産品販売及び観光情報発信の拠点としての施設
を、市民及び観光客の利用に供し観光の振興に資
する。

指定管理者制度を導入し、コスト削減、サービス向
上を図る。

22

120



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

98
中小企業資金融資
制度の充実

　関市小口融資については、小規模零細企業の運
転資金、設備資金について、無担保、原則無保証
人で全額信用保証の融資を行うことによって、また、
関市中小企業資金融資については、充実した事業
資金の融資を円滑に行うことで、市内中小企業の経
営の安定を図る。

関市小口融資については、その必要意義から今後
も情勢にあった適切な改正を加えながら存続させる
が、関市中小企業資金融資については、平成20年
度においては存続させ、同年度中に平成21年度より
廃止の方向を金融機関に説明、平成21年度からの
当融資制度に係る預託金契約は締結しない。

21 32,000

99
運転資金の信用保
証料補給

市又は県の制度融資を受けた市内中小企業者等の
信用保証料を補給することで、市内中小企業の事業
の振興及び経営の安定に資する。

信用保証料補給の対象である県の制度融資のうち、
経営安定資金等の運転資金は、その内容が県の制
度融資以外の融資を受けている者の運転資金と比
べて何ら変わらないが、単に県の制度融資という理
由だけで運転資金全てを補給対象とする理由に、不
公平が生じているばかりでなく、政策的に意義が薄
いと思われるので、補給対象の融資を真に必要な融
資に限定するべきである。具体的には、平成21年度
からの施行の規則改正により、県の制度融資のう
ち、経営安定資金等をその補給対象から外し、対象
融資を関市小口、関市中小企業資金融資、県小規
模企業資金、県経営安定資金のうちの同和地区小
規模事業資金、県元気企業育成資金及び県特別経
済対策資金に限定する。

21 6,000
商業観光課

関市中小企業融資
制度事業

100 勤労者福祉事業
勤労者住宅資金の
融資、利子補給金
の支給

市内に居住し、又は居住しようとする勤労者に対し
住宅資金を融資するほか、住宅資金に係る利子ほ
補給することで、住生活の改善を促進し、もって市内
勤労者の住宅取得促進を図る。

当制度の「市内に１年以上居住し、又は市内の同一
事業所に１年以上勤務している者」という要件につい
て、市外居住者についても市内に住宅を新築した場
合には対象とする。補給期間を3年間としていること
について、申請手続きを毎年行うことは申請者にとっ
て負担があるので、補給対象融資額を500万円から
1,000万円に引き上げ、補給対象期間を3年から1年
間に、その他事務の円滑に必要な限度において規
則改正を行う。

21 5,000

121



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

101 就労就業支援事業

女性、障がい者及
び若年未就職者の
雇用促進、職能開
発並びに就労支援

(財)２１世紀職業財団との共催により、セクハラ防止
セミナーや女性の再就職準備に関するセミナー等を
開催。障がい者、若年未就職者及び外国人労働者
の適正雇用に関しては、法改正や支援策のほか、
国、県等で開催されるＩＴ関連をはじめとする技術講
習会、セミナー、各種資格試験等の日程を広報、パ
ンフレットにて周知。

　平成20年度からの若年未就職者を対象とした就職
相談室の設置
　市民及び市内事業所への就職を希望する若年未
就職者を対象に、市内の雇用機会を増進し、もって
市内産業の雇用確保の推進を目的とする。就職指
導に関するアドバイザー（岐阜県人材チャレンジセン
ター）の個別面談による、気軽に相談できる窓口を
設置し、市民及び市内事業所への就職を希望する
若年未就職者のメンタル面のケアに併せて、就職活
動に関する実務的な指導及び情報提供を行うことに
より、若年者の市内の雇用機会を増やし、市内産業
の雇用確保を推進する。

20

102
勤労者福祉厚生事
業（商業観光課管理
分）

勤労者福祉厚生事
業（商業観光課管理
分）

勤労者をはじめ、広く市民の文化、教養の向上及び
福祉の増進を図るため、アピセ・関、関市勤労会館
における施設の充実を図る。

平和通会館は、耐震性が無く老朽化しているため取
り壊し、アピセ・関の駐車場にする。
目的外使用団体との調整が必要。（関市土地改良
協会、中濃わかば会（共同作業所）、関たばこ販売
協同組合）

23 5,200

103 消費生活保護事業 消費生活保護事業

消費生活にかかわる不当な契約、悪質商法の排除
のため、関市消費生活モニター（10人）による消費者
物価動向調査を年１２回実施、計量法に基づく立ち
入り検査等を年５回実施、消費生活相談を随時実施
することにより 消費者保護を推進した

平成２０年度から多重債務問題について、司法書士
の協力により無料相談の実施する。

20 △ 156

商業観光課

することにより、消費者保護を推進した。

104 観光資源整備事業 温泉の整備

安全かつ快適な温泉施設を整備することにより、市
民の健康増進、地域の活性化及び利用客の増加を
図る。（関市板取川温泉バーデェハウス、関市武芸
川温泉ゆとりの湯、関市上之保温泉ほほえみの湯）

　温泉施設営業は民でもできる業務であり、民営化
に向けて検討を進める。
　ただし、用地問題、整備財源問題等により、当面
（H21～23）は指定管理者制度の活用により現在の
サービスを維持する。
　一方で、指定管理者制度の安定化を図るために
は、燃料高騰による経営圧迫を緩和する対策（入湯
税の見直し等）を進める必要がある。

24

105
関市中小企業融資
制度事業

運転資金の信用保
証料補給
（関市信用保証料補
給）

市内の中小企業者で、市及び県の融資制度を利用
し、借入元金1,000万円又は500万円以内の運転資
金で、県保証協会の保証料率１％以内に相当する
額を補給する。

補給対象融資の見直し。
・県の融資度の対象融資を、小規模企業資金、同和
地区小規模企業資金、元気企業育成資金及び特別
経済対策資金に限定する。（整理番号99と同じ事
業）

21

122



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

106 商業観光課 勤労者福祉事業

勤労者住宅資金の
融資、利子補給
（勤労者住宅資金の
利子補給）

勤労者の住宅建築促進と福祉の増進のため融資に
係わる利子補給をする。（市内の勤労者で、借入元
金500万円以内、年１％以内に相当する利子額を３
年間補給）

当制度の「市内に１年以上居住し、又は市内の同一
事業所に１年以上勤務している者」という要件につい
て、市外居住者についても市内に住宅を新築した場
合には対象とする。補給期間を3年間としていること
について、申請手続きを毎年行うことは申請者にとっ
て負担があるので、補給対象融資額を500万円から
1,000万円に引き上げ、補給対象期間を3年から1年
間に改正する。その他事務の円滑に必要な限度に
おいて規則改正を行う。（整理番号100と同じ事業）

21

107

産地ブランド・地域
ブランドの普及促進
（関市の工業の発
刊）

「関市の工業」を発行し、関市の刃物に関する統計
資料等により産地のＰＲを図る。（作成部数：５００部、
市内小中学校、高等学校及び一般希望者に配布）

集計項目を簡素化するとともに、ホームページによる
閲覧方式のみとする。

21

108
販売促進人材育成
環境対策事業補助
金

刃物産業の振興を積極的に推進し、産地の活性化
につなげるため、岐阜県関刃物産業連合会が行う
販売促進事業、地域ブランド構築事業、環境対策事
業に対して補助金を交付する。

他の事業（地場産業等販路開拓支援事業補助金）と
一体化して補助拡大する。

20 500

109
企業競争力強化支
援事業

地場産業等販路開
拓支援事業補助金

見本市に出展し、多くのバイヤーとの商談を進めるこ
とで販路の拡大、開拓を行う岐阜県関刃物産業連
合会に補助金を交付する。

２０年度から補助金額を1/2に縮小し、販売促進人
材育成環境対策事業と統合する。

20 △ 500

工業振興課

刃物産業振興事業

110 食肉センター事業
食肉センターの運
営・管理

畜産振興を図り肉畜の増殖を促し、食肉が安定供給
されることを目的に食肉センターを管理、運営する。

食肉センターを運営している岐阜市、関市、養老町
と今後の運営に関する協議会を設置し、統合等につ
いて検討している。広域的な事業主体による運営に
より、統合、再編されるのが理想的であると意見は一
致をみるものの、具体的なことは何も決定していな
い。また、再編されるにしても、その間の費用負担に
ついても、受益者負担として他市町村等に求めるこ
とが可能か検討している。

20

111 畜産一般経費
肉牛導入・改良事業
補助金

関市肉牛枝肉研究会が実施する事業（肉質を向上
させるための技術を構築するため、１農家あたり４頭
について血液検査を実施する。全国大会をはじめ各
種共進会や研究会に参加する。）に対する補助金を
交付する。

現在実施されている血液検査は、当面の間実施す
ることで、飼養技術の確立を目指すこととするが、そ
れ以降は農家個々の取組へ移行すべきである。しか
し、肉質向上のための新たな取組が展開されるなら
ば、事業として継続する検討を行う。

22

112
農業経営安定化事
業

ふるさとクリーン村推
進事業の実施

ふるさとクリーン村モデル事業を実施し、有機農業を
推進する。

県事業の廃止により他事業へ組み替えをする。 20

農務課

123



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

113
関市園芸特産振興
連絡協議会補助金

安心、安全、健康に良い農産物の生産拡大のため、
農産物残留農薬検査料（９検体）に対して補助金を
交付する。

安全、安心な農産物の生産、出荷のため補助金交
付は廃止できないので、他の補助と一体化する。

21

114
奨励作物作付助成
事業補助金

奨励作物(ｲﾁｺﾞ、ﾅｽ、ｻﾄｲﾓ、ｷｳｲﾌﾙｰﾂ、ゆず、ス
イートコーン)の生産、出荷拡大のため、関市農事改
良組合連絡協議会へその作付に対する補助金を交
付する。

ブルーベリーなど新たな品目を助成対象に加え、奨
励作物作付助成事業を拡大する。

21

115
里芋産地育成事業
補助金

里芋の生産拡大のため、中濃里芋生産組合へ里芋
種購入費に対する補助金を交付する。

新規生産者の加入促進をするほか、選別機を導入
し生産を拡大に努め、補助金の効果をあげる。

20

116
農業施設管理運営
事業

農業施設の管理運営業務を行う。（対象施設　１５箇
所）

農業施設管理運営事業の地区への移管を進める。 25 3,133

117 農地保全事業
農業振興地域整備
計画の見直し

社会情勢など変化に応じて関市の農業振興地域整
備計画の変更を行うための基礎調査をおこなう。

職員による調査を実施し、委託調査項目を減らす。 未定

118
担い手経営安定対
策事業補助金

認定農業者に導入機械施設の融資残補助を行う。 担い手経営安定対策事業の補助を拡大する。 20

119
農業経営改善支援
活動事業

認定農業者の経営安定化のため、指導、相談を実
施する。

支援メニューを増やし、パソコンを利用した経営方法
の導入を支援する。

20

農地利用集積助成

農務課

農業経営安定化事
業

120

農地利用集積助成
事業
産地づくり交付金
（関市農地利用集積
助成交付金）

利用権設定期間に応じて補助金を交付する。（３年
～６年　５，０００円、６年～１０年　１０，０００円、　１０
年以上　１５，０００円）

農地利用集積助成事業の補助を拡大する。
（H２１年度までは、中濃地域水田農業推進協議会
から交付する。）

21

121
農業女性活動育成
事業補助金（関　ふ
いごグループ）

農家女性グループの所得向上のため、グループ活
動の経営に補助を行う。

経営状況を見ながら削減する。 21

122
農業女性活動育成
事業補助金（日本平
成村特産品組合）

農家女性グループの所得向上のため、グループ活
動の経営に補助を行う。

経営状況を見ながら削減する。 21

123
集落営農組織育成
支援事業補助金

集落営農組織の経営改善のため、集落営農組合に
対する補助により農業機械の導入支援を行う。

担い手の育成のため、その生産性を高めて経営の
安定化が図れるよう補助を拡大する。

20

124
農地情報システム整
備事業

農地情報を更新することにより、生産調整作業の円
滑化を図る。（対象農地、４０，０００筆）

関市GISを利用して税務課の業務と一体化する。 21

農業構造改革事業

124



整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
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125
関にし秋の祭典事
業補助金

イベント開催費（洞戸、板取、武芸川）に対する補助
金を交付する。

開催内容を検討し費用を削減する。 20

126
津保川産業祭事業
補助金

イベント開催費(武儀、上之保）に対する補助金を交
付する。

開催内容を検討し費用を削減する。 20

127
里山の保全と再整
備

倒木、土砂流出等の災害から市民の安全を守るとと
もに、野生鳥獣との棲み分けゾーンを形成するた
め、居住域、道路等に面した里山において伐採、下
刈り、間伐等を行い森林の健全化を図る。

里山整備に係る費用に対し、森林所有者の費用負
担を求めることを検討する。

22

128
河川域倒木などの
搬出処理事業

倒木流出による被害を防ぐための倒木搬出に対す
る補助金を交付する。

倒木流出に係る費用に対し、森林所有者の費用負
担を求めることを検討する。

22

129 林業経営強化事業

森林経営体の育成
強化
森林整備地域活動
支援事業

森林組合を中心とした市内の林業経営体や森林整
備を担う林業関係者の育成強化のため、座談会等
を開催し支援を進めるとともに、森林整備地域活動
支援事業により森林所有者等による適正な森林施
業の実施に必要な森林の状況把握やゆ歩道の整備
等を行なうことにより、森林整備の推進を図る。

森林整備地域活動支援事業について、２１年度に事
業の効果を検証して、事業の内容、方向性を検討す
る。

21

農務課

林業振興課

農業体験支援事業

多様な森林作り事業

130 公衆便所管理事業
公衆便所（８箇所）
の管理

公衆便所を衛生的に管理する。（関口駅、洞戸大
野、洞戸阿部、洞戸栗原、洞戸小坂、上之保川合
下、板取島口、板取白谷）

平成２１年度より関口駅公衆便所を長良川鉄道に移
管する。

22 208

131
ISO認証取得普及
事業

14001サーベイラン
ス

ISO14001を維持するために、民間のサーベイランス
機関による監査を受ける。

ISO14001同等の環境監視システムを維持するため
には、外部からの監査が不可欠であり、県、他市の
援助が必要となる。また、岐阜県においては独自の
システムを構築中であり、市もその動向を見ながら共
同のシステムを考えていきたい。ただし、ISO14001と
同等の効果をもたらす独自システムの維持のために
は専門の職員の配置が新たに必要となり、経費の節
減にはならない。

未定

132 貴重生物保護事業
身近な生き物や貴
重な野生生物の保
全と保護

貴重な生物を絶滅から守る。（「うしもつご」、「二枚
貝」に対し、市内生息地の保護、拡大）

市民団体と協調しながら計画的に行動する事によっ
て簡素化（現地立合回数の半減）する。

20

133 環境教育事業
自然体験・観察など
の環境教育の実施

自然体験・観察などの環境教育の実施。（市内の小
学生を対象に環境施設等の見学、学習会を開催す
る。）

現在、学校教育課の総合学習と共同で行っている
事業であり、見学バスの手配は教育委員会で行い、
生活環境課は講師派遣等の補助的な業務を行う。

未定

生活環境課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

134
地域密着型の環境
教育の実施

自然に関する知識の普及のため、地域性を生かした
野外での自然体験教室を開催する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

135
環境に携わる指導
者の育成

環境に関する専門家の育成のため、大学教授クラス
の講師による環境指導者養成講座を開催する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

136
民間の知識を活用
した環境学習の推
進

環境に関する知識の普及のため、環境講座を開催
する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

137
環境省・岐阜県の学
習プログラムの導入

環境に関する知識の普及のため、環境講座を開催
する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

138
市内３０校に対する
カワゲラウォッチング
の実施

市内小中学校３０校を対象に環境学習講座を開催
する。

他事業（市民、事業者向け学習会、研修会の開催）
に統合する。

21

139
指定ごみ袋の制作、
販売

市内世帯（３４，０００世帯）に対し、直接あるいは小
売店を通して、指定ごみ袋約４，５９４，０００枚を販売
等する。

枚数制限方式（一定枚数以上有料化方式）から一
般有料化方式（受益者負担方式）への転換すること
により、受益者負担を上げ、業務内容を簡素化す
る。

23 3,880

140

生ごみ堆肥化装置・
小枝破砕装置等購
入支援

生ごみ処理機、小枝破砕装置、コンポストの購入費
に補助を行う

開始当初はごみの減量化を目的に当制度が機能し
ていたが、耐用年数が過ぎた等により買い換え需要
が増してきたため、補助条件の見直し（補助後１０年
経過で同一世帯で再度補助を認める ）に伴い補助

22 600

生活環境課
一般廃棄物抑制事
業

環境教育事業

入支援
（生ごみ堆肥化装置
購入補助金）

に補助を行う。 経過で同一世帯で再度補助を認める。）に伴い補助
額を縮減（補助上限を２０，０００円から１５，０００円に
縮減）する。

141
一般廃棄物収集事
業

可燃ごみ収集車維
持、燃料費など

車両の日常的な維持管理、車検・整備等の委託を
行う。

中濃地域広域行政事務組合の業務としてごみ収集
を行う。

未定

142
廃棄物処理場管理
運営事業

クリ－ンプラザ中濃
の管理運営の見直
し及び支援

資源ごみ（ペットボトル、缶、ビン、白色トレー、その
他プラスチック）のリサイクルを推進する。

その他プラスチックの分別梱包業務について、現有
施設の老朽化及び能力不足のため、新たな施設の
設置、現有施設の更新あるいは民間委託を行う。

未定

143
廃食用油の再利用
事業

廃食用油の再利用
によるBDF製造（ご
み収集車１台へ給
油）

BDF製造装置の適正運転を行い、給食センターの
廃油からBDFを製造する。

関市シルバー人材センターに業務を委託する。 20 △ 965

144 公害防止事業
継続的で多様な環
境調査の実施

市民の要望等に応え環境汚染及び不安を防ぐ。（河
川生物調査５箇所２回/年、廃棄物処理場下流河川
等調査１回/年）

河川生物調査については事業を中止し、環境ネット
せきの活動として依頼する。

20 326
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事業費削減
額（千円。
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145 街路景観整備事業
屋外広告物の監視
の実施

屋外広告物の規制や指導を行い、地域の美観を守
り、広告物の倒壊、落下等の危険を防ぐ。
道路等公共施設に掲示された違反広告物を簡易除
去することにより、良好な景観を保つ。
違反広告物は、性風俗や消費者金融に関する内容
で電柱等に設置されることが多いため、青少年の健
全育成、道路管理などの面から安心、安全なまちづ
くりを行う。

景観条例等の制定に合わせ、簡易除却事務委任要
綱を策定し、委任を受けた簡易除却協力団体により
除却事務を行ってもらう。その際、ボランティア保険
の加入や腕章、身分証の費用が必要になってくる。

24 △ 60

146

耐震診断に対する
助成
（建築物耐震診断補
助金）

建築物の耐震診断を実施する建物所有者に対して
必要経費の一部を補助する。
・木造住宅の耐震診断補助金は年間800千円、件数
は40件
・非木造建築物の耐震診断補助金は年間2,000千
円、件数は2件

木造住宅の耐震診断については、市が事業主体と
なり建物所有者の負担金をなくし、診断及び補強計
画の作成までを行う。

20 △ 750

147

耐震補強に対する
助成
（建築物耐震補強工
事費補助金）

木造住宅の耐震補強工事を実施する建物所有者に
対して必要な経費の一部を補助する。
・木造住宅の耐震補強工事費補助金は年間8,400
千円、件数は、10件

要綱の基準緩和により補助対象を拡大し、地震につ
よいまちづくりを促進する。

20 △ 3,000

主要地方道北野乙狩線は、本市の武芸川地域と洞

都市計画課

建築物耐震診断補
強助成事業

148 県道整備促進事業
主要地方道北野乙
狩線（武芸川地内）
の整備促進

主要地方道北野乙狩線は、本市の武芸川地域と洞
戸地域及び板取地域を結ぶ基幹道路として、また、
合併地域から市街地へのアクセス道路としても重要
な幹線道路でもある。しかしながら、この道路には急
勾配、急カーブで危険な箇所が多く、交通の利便性
を欠く通行しづらい道路となっている。よって、地域
間を結ぶ関市内の重要幹線としてその機能を果た
すことができるよう道路整備の促進を図る。

トンネル案は、地権者の了解が困難であるため、現
道の一部を改良する案で県に要望する。
同時に寺尾集落内のバイパス計画も併せて要望す
る。

20

149 高賀線整備事業 高賀線整備事業
高賀地区唯一の生活道路の拡幅による利便性の向
上と、高賀神社、円空館の観光振興を図る。延長=
4,020m　　幅員=　5m

バイパス案から現道改良案へと見直しを行う。
中電が管理する水管橋と交差する箇所は中電から
応分の負担を求める。

20

150
下有知東山線整備
事業

下有知東山線整備
事業

市街地周辺の市道環状道路網整備を推進する。延
長=５６０m　　幅員=１８m

建物移転が３０件以上あり事業費が莫大となりため、
計画を再検討する必要がある。現道の交差点改良
を行うことで、当面は自動車交通の推移を見守る。

20

151
西本郷塔ノ洞線（1-
512号線）整備事業

西本郷塔ノ洞線（1-
512号線）整備事業

市役所、わかくさプラザ、中濃厚生病院北側の東西
道路の整備により、周辺交通の円滑化を図る。延長
=１，５９０m　　幅員=９．７５m

庁舎以東は、交通量の推移を見守りながら実施時期
を検討する。なお、当路線に接続する境松西本郷線
と県道関美濃線との交差点を先に整備する。

20

土木課
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152
小宮祖父川線整備
事業

小宮祖父川線整備
事業

小宮祖父川線は、小宮集落から祖父川集落を経て
キャンプ場（八滝ウッディランド）結ぶ市道として重要
な道路である。キャンプ場の最盛期には通行車両が
増え、時には大型バスも通行するため、安全な市民
生活を守る目的で、一部狭隘な所を解消する。延長
=　410m　　幅員=　5m

全線にわたる狭少区間改良ではなく、まず、待避所
の設置を行い、１．５車線的な整備を行う。

25

153
本郷少合線整備事
業

本郷少合線整備事
業

本路線は、上之保地域の本郷地区と少合地区を結
ぶ基幹道路である。しかしながら、この道路には急勾
配、急カーブと崩落危険箇所が多く危険な道路と
なっているので安全性のある道路整備を図る。また、
地域住民から要望による地域巡回バス通路として、
機能を果たす利便性のある道路整備の促進を図る。
延長=　１０８３　m　　幅員=　５．０　m

全線にわたる狭少区間改良ではなく、まず、バスが
通行できるように避難所の設置も含めた、１．５車線
的な整備を行う。

20

154
上野若栗線整備事
業

上野若栗線整備事
業

上野若栗線は、上野集落から戸丁、柳瀬集落を経
て若栗集落を結ぶ市道として重要な道路である。さ
らに、主要地方道関金山線の津保川対岸を走る道
路であり、交通事故等で県道が通行不能となった際
には唯一の迂回路線としての役目をはたしている
が、一部狭隘な所があり交通渋滞が発生するためこ
れを解消する。延長=　１，７００m　　幅員=４m

幅員４ｍを確保できている区間もあり、計画区間をし
ぼり込む必要がある。１．５車線的な整備を行う。

21

土木課

155
関市水防計画運用
事業

関市水防計画運用
事業

台風等の異常降雨の際に適切な対応が取れるよう
水防上必要な事項を具体的に定め、これによる被害
を軽減するとともに人命及び財産の保護を図る。

交通防災課所管の関市地域防災計画との一元化を
進める。

20

156 関川整備事業 関川整備事業

関川の洪水被害の軽減に向けて、流域の治水安全
確保と環境整備を図る。延長＝２，０６０ｍについて
河積を拡大し、４ｍ以上の市道兼用管理道路を確
保、整備する。

両岸にわたり用地を買収して河川管理道を整備する
計画であったが、右岸だけとし、左岸は当面現状の
ままとする。また、改修区間も本町までとする。

21 1,192,000

157
都市下水路管理事
業

都市下水路管理事
業

地域住民のために、安全な都市排水を確保するた
めに適正な維持管理を図る。（都市下水路管理延長
Ｌ＝３，２３０ｍ）

都市下水路の維持管理を都市整備課、下水道課、
土木課がそれぞれの路線を管理しているので統一し
効率化を図る。

21

158
土地区画整理補助
事業

小瀬長池土地区画
整理組合

関市小瀬長池土地区画整理事業（組合員40名、
A=5.6ha)に対し補助金を交付する。

土地区画整理事業を着手する上での問題は「減歩」
であり、事業を早期に着手し効果を上げるためには
補助金を増額し「減歩率」の軽減を図る。

20

159 教育総務課
学校施設管理運営
事業

小中学校の維持管
理（机椅子更新）

机、椅子を更新することで、児童生徒が快適に教育
を受けられるようにする。（机　７４０台　椅子　７４０台
各学校１学年分を隔年で更新）

隔年で１学年分更新するのではなく、損傷がひどく
使用が困難な物のみ買換えする。

20 12,605

都市整備課
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160
小中学校の維持管
理（窓ガラス清掃）

窓ガラスを清掃することで、児童生徒が快適に教育
を受けられるようにする。（市内小学校１９校窓ガラス
１５，４９２㎡　市内中学校１１校窓ガラス１１，７３０㎡）

毎年行っている専門業者へのガラス清掃の委託を、
隔年にする。

21 2,200

161
小中学校の維持管
理（空調設備の設
置）

地球温暖化等による気温の上昇や一般家庭への空
調設備の普及に伴い、空調設備のない教室等では
夏場の授業等に支障をきたしていることから、空調設
備を整備し学校環境の改善を図る。（普通教室308
教室、特別教室322教室、管理諸室179教室）

エアコン整備から扇風機設置へ変更することで、少
ない経費で迅速に整備することが可能になる。

未定

162
小中学校の維持管
理（学校施設の降雪
対策）

降雪の多い地域の学校施設において、適正かつ迅
速な除雪作業等を実施し円滑な学校運営を実現す
る。（市内小中学校３０校へ凍結防止剤の配布、板
取小中学校の除雪委託業務）

教育委員会所管の施設について、業務発注および
支払い業務の事務軽減を図る。（一括発注）

未定

163 学校耐震化事業

校舎などの耐震改修を計画的に行い、児童生徒の
安全効果を高め、安心して学校生活を送れるように
する。また、体育館は関市の避難所に指定されてい
るため、耐震補強を実施することにより、災害に強い
街づくりを目指す。（小学校　11校　　校舎　17棟
体育館　8棟　　中学校　 7校     校舎 　9棟　　体育
館　3棟　　　計　　18校　　37棟 ）

平成２０年度からの業務拡充の推進にあたり、県が
定める有資格者の配置増を進める。
「公立学校施設担当者会議」耐震診断チェックリスト
より
①診断者（市町村）は、１級建築士であること。
②（財）日本建築防災協会の講習を受講しているこ
と。

20

学校施設管理運営
事業

教育総務課
館 棟 計 校 棟

164 学校改築事業

校舎などの耐震改修による耐震化が、施設の老朽
化等により行えない校舎等について、児童生徒の安
全効果を高め、安心して学校生活を送れるようにす
る。また、体育館は関市の避難所に指定されている
ため、本事業を実施することにより、災害に強い街づ
くりを目指す。

平成２０年度からの業務拡充の推進にあたり、県が
定める有資格者の配置増が必要である。
「公立学校施設担当者会議」・耐震診断チェックリス
トより
①診断者（市町村）は、１級建築士であること。
②（財）日本建築防災協会の講習を受講しているこ
と。

20

165
学校プール整備事
業

老朽化した学校プール改修を計画的に行い、児童
生徒の安全効果を高め、安心して学校生活を送れ
るようにする。また、学校は避難場所として指定され
いるため緊急時の水源確保として機能させる。小学
校プール改築　3校・下有知小・富野小・富岡小
中学校プール改築　2校・旭ヶ丘中・緑ヶ丘中
小学校プール改修　4校・武儀西小・博愛小・武儀東
小・上之保小

全面取り壊し改築計画を、必要最小限の改修に振り
分けて、計画の見直しを行った。なお本計画をすす
めるには人員が必要である。

21

学校耐震化事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

166 総括事務事業

全国の小中高及び特別支援学校の児童生徒を対
象に、準備年の１１月ごろから開催年の９月まで応募
をしてもらうためのPR活動（要項配布、報道機関訪
問など）を実施する。また、これと並行してコンクール
作品展開催に係るPRは開催年の９月、１０月に重点
的に行う。

子どもたちを対象にした子ども文化事業は、廃止せ
ずに継続していくことが望ましい。事業内容について
全体的な見直しを行い、準備年から事業にあった最
小限の予算で進める。

20 1,440

167
「木の造形作品の
部」事業

全国コンクールを目標にしている子どもたちを対象
に、毎年夏休みに木の造形創作教室を行う。また、
学校現場においても図工の時間や総合学習の時間
の中での創作活動に対し、講師の派遣をして子ども
たちの造形学習を支援する。

事業内容について全体的な見直しを行い、準備年
から事業にあった最小限の予算で進める。

20 1,066

168 「俳句の部」事業

全国コンクールを目標にしている子どもたちを対象
に、毎年５月から８月にかけて俳句教室を行う。ま
た、学校現場においても国語の時間や総合学習の
時間の中での俳句への取り組みに対し、講師の派
遣をして子どもたちの俳句学習を支援する。

　「俳句の部」事業は基本的に現状維持ではある
が、「木の造形作品の部」との同時開催を見直し「俳
句の部」を十分にPRしていく必要がある。また、現在
の事務事業費について過去の実績を再度精査し、
スリム化を進める。

20 △ 527

169
高等学校教職員人
事・給与管理事業

高等学校教職員人
事給与管理

関市立関商工高等学校の教職員の人事給与の適
正な管理に努める。

県立高校に準じた管理を行う。 21 5,000

関市子ども文化事
業

教育総務課

170
教育委員会会議開
催事業

円滑な教育行政の運営と民意の反映（教育委員5名
による合議制　　年間12回程度開催）

会議開催の定例化。毎月下旬に定例会を開催し、
計画的に、議案を上程したり、協議案件を準備でき
るようにする。教育委員の現地視察や研修の機会を
増やす。提言がしやすい仕組みを作る。
委員報酬については、他市の状況をふまえ見直しを
行う。

20

171 校務員配置事業
学校内の清掃、美化、給食準備、使送等を業務とす
る校務員を配置する。

正職員から臨時職員への切替　　平成１９年度現在
小学校･･･正職員１５人、嘱託２人、臨時２人
中学校･･･正職員６人、嘱託３人、臨時２人　　平成２
０年度より嘱託職員（元職員）を別単価の臨時職員
へ切替予定であるが、同じ業務の中に２種類の単価
ができることに問題はある。

21

教育委員会事務局
事業
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172

児童生徒、団体等
への報償（新入学児
童生徒への市長祝
品贈呈、激励金支
給、クリーン活動謝
礼）

教育委員会より祝品、報償金を支給する。　　　<祝
品の内訳>　通学用帽子（＠４８３円）、おけいこセット
（＠１，３６５円）、さんすうセット（＠１，８６７．３円）　自
転車用ヘルメット（＠２，０３７円）　単価は１９年度の
もの　　<激励金>市内在住の児童生徒1人あたり５，
０００円　<清掃活動>１団体１００，０００円

清掃活動については、実施団体がスポーツ少年団
のみとなっており、補助金の二重交付的なことにもな
りかねないため廃止する。また、市長祝品について
は、本来保護者負担するものを市がどこまで支援す
るかが課題となっている。（清掃活動は平成２０年度
より廃止する。祝品については、他市の状況を調査
し見直しをする。）

20

173
スクールバスの管理
運用

小・中学校スクールバスを管理運用する。
洞戸小学校･･･１台　　板取小学校･･･１台　　武儀東
小学校･･･３台　　洞戸中学校･･･１台　　板取中学
校･･･１台　　　　　計７台

遠距離通学者の通学手段がなくなるため廃止は不
可能。　現在、運転手は地域在住の日日雇用職員
で対応しており、民間委託すれば今よりコストがかか
るため、現状維持が望ましい。
上之保地域は現在市内巡回バスとスクールバスを併
用しているが、市民の意見もあり区別することが検討
課題。また、今後、学校の統廃合によりスクールバス
を増やすことも必要となってくる。

21

174
「関市の教育」編集
発行事業

「関市の教育」を編集発行し、市内小中学校及び教
育関係機関等に配布する。

教育基本法及び地方教育行政の組織及び運営に
関する法律の改正により、市の教育委員会の基本計
画策定や事業評価が義務付けられたことにより、こ
の教育冊子を編集するが発行を大幅に削減する。

20
教育総務課

教育委員会事務局
事業

175
モンゴル国立大学
交換留学事業補助
金

留学生への奨学金、渡航費用の支給及び宿舎の提
供を行う。

教育委員会として直接の効果はあまり期待できな
い。平成２１年度からの執行を検討する。

21 2,320

176 わかあゆプラン事業
わかあゆプランの充
実

小学校低学年で1クラス33人以上の学級に非常勤講
師を配置する。非常勤講師は、1日5時間以内で、
TTで授業等を行ったり、学級を2つに分け少人数で
学習したりして、学校生活に慣れ、学習内容を確実
に身につけられるようにする。

平成16年度より岐阜県の小学校1年生の定数が35
人となった。2年生は平成17年度より実施された。し
かし、県への再三の要望にもかかわらず、県では事
業の拡大を見込めない状況である。小学校3年生よ
りが40人学級となり、「小三プロブレム」は発生してお
り、児童が落ち着いて生活できない状況が生まれて
いる。平成20年度より、小学校1～3年生の33人以上
の学級に「わかあゆプラン非常勤講師」を配置する。
現在、関市内では、社会の世相を反映して、大変指
導困難な児童の増加や中一ギャップへの対応が課
題となっている。他市においても市単独で35人学級
の実現や非常勤講師の配置など対応が進められて
おり、関市においても子どもたちが健全に育成でき
るよう、充実する。

20
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177
特別支援教育の運
営

障がいのある児童生徒に対して適切な指導及び必
要な支援を行うことができるよう、特別支援学級の新
設、復級を行う。

現在開設されている特別支援学級の活動内容をより
一層充実させ、障がいのある児童生徒一人一人が
もっている力を高め、自立や社会参加ができる力を
確実に身につけさせていくようにする。そうした特別
支援学級の役割を明確にし、現在該当児童生徒が
在籍する学校で保護者も希望しながら特別支援学
級が開設されていない学校については、新設できる
よう強く要望していく。

20

178
外国人指導教育相
談員の配置

ポルトガル語や中国語など外国人児童生徒の母語
を理解でき、かつ学校の教育活動に十分協力できる
教育相談員を、在籍する外国人児童生徒人数に応
じて小中学校に派遣する。
（日本語指導を必要とする外国人児童生徒の人数
が１～９名の場合：週１回、１０名以上の場合：週２回
の訪問を原則とする。）

小学校入学時において、日本語を理解できないた
めのトラブルが発生している。入学前の幼児期から
の指導が必要であり、そのためには他課との連携を
図る。（学習支援指導する専門の部署が必要）

21

179
特別支援教育アシ
スタントの配置

軽度発達障がい児童生徒に対して特別支援教育ア
シスタントを適切に配置したり、研究会を開催したり
して、充実を図る。

現在、特別支援教育アシスタント配置の希望は各学
校現場のみならず、多くの保護者からの要望があ
る。児童生徒の実態を把握しながら、適切に配置し
ていく。

20

180 言語通級教室
言葉の教室を設置し、言葉の教室に通級が必要で
ある児童の通級に関する事務手続きを行う。また 言

言葉の発音に障がいのある全児童が早期治療を受
けることができるよう、洞戸、板取、武芸川、武儀、上
之保 各地区 小学校に言葉 教室を設置して

22

学校教育課

特別支援ふれあい
教室事業

180 言語通級教室 ある児童の通級に関する事務手続きを行う。また、言
語指導に必要な備品、教材の充実を図る。

之保の各地区の小学校に言葉の教室を設置してい
くことを検討する。

22

181
特別支援ふれあい
教室事業

心のサポーターの配
置（小学校）

学校の実態に応じて相談員（心のサポーター）を配
置し、不登校やいじめなど心の悩みを持つ児童や保
護者への教育相談を行うことにより、学校や学級に
おける集団生活や授業への参加意欲を高める指導
援助を行う。また、地域社会や関係機関等との連携
を図る。

小学校における相談活動は、不登校児童の早期発
見、早期対応に不可欠である。ますます、悩みを持
つ児童の増加とともに、家庭環境の悪化に伴い、相
談活動の充実が急務となっている。小学校への相談
員（心のサポーター）の配置を拡充していく。

20

182
研究校、モデル校
事業

研究指定校補助金
研究指定校に補助金を交付する。
補助事業：指定を受けた内容について、開発研究を
行い、最終年に研究成果を公表する。

全小中学校の教育水準を平均して向上させるため、
小中学校を研究指定し、底上げを図っている。平成
２５年度までに、ほとんどの学校が指定を受けるの
で、平成２５年度より、研修校各小中１校、研究開発
校各小中１校、課題研究校各小中１校の計６校へと
縮小を図る。

25
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183 総合学習補助事業 総合学習補助金
総合学習の充実を図るため、市内小中学校３０校に
対し１校一律１００，０００円の補助金を交付する。

指導要領改定に伴い、小学校は平成２３年度から、
中学校は平成２４年度から完全実施されることによ
り、総合的な学習の時間が削減される。そこで、特色
ある学校経営補助金と統合する。

23

184

私立幼稚園適正運
営支援（８園）
（関市私立幼稚園運
営事業補助金）

幼稚園の運営事業に要する経費について補助金を
交付する。
　補助金算出基礎　・幼稚園割　300,000円
　　　　　　　　　　　　・教諭数割　1人　42,000円

私立保育園に対する助成とのバランスを考慮し、水
準を合わせる。

21

185

私立幼稚園適正運
営事業（８施設）/私
立幼稚園賠償責任
保険

賠償責任保険加入の推進のため助成する。
1人295円×園児数

「小中高及び市立、私立保育園との整合性を図る」と
いう観点から、見直しを図る。

21

186
市内巡回バス運行
料金補助

遠距離通学（片道4キロ以上）の児童生徒のバス通
学代金を負担する。

市内巡回バスの利用及びスクールバス導入の検討
を含め、他課との連携を図る。

21

優良な児童生徒を表彰し、歯科保健や健康づくりに

学校教育課

幼児教育補助事業

187 学校保健事業
各種優良児童の表
彰

優良な児童生徒を表彰し、歯科保健や健康づくりに
対する理解と関心を高める。
表彰対象
歯の優良児童・・・小学校６年生　人数の制限なし
健康優良児童・・・小学校６年生、中学校３年生　各
校男女とも１名

健康優良児童表彰にかかる予算の削減
（健康優良児童表彰については、平成１９年度より廃
止）

19 △ 27

188
小中学校教職員人
事管理事業

小中学校教職員健
康診断

人間ドック受診者を除き、小中学校職員の各種検査
の希望を各学校へ確認し、業者へ委託する。結核健
診等早期に実施しなければいけない健診は、全教
員対象に実施する。
（胃検診、大腸がん検査、血液検査、聴力検査、心
電図健診、結核健診、尿検査）

平成２０年度より人間ドック受診者を除く４０歳以上の
教職員の健康診断を業者へ委託し、特定保健指導
の実施に必要なデータを公立学校共済組合へ提供
する。
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平
成２０年度より４０歳以上の職員に特定健康診査及
び特定保健指導の実施が義務づけられたことによる
ものである。

20

189 生涯学習課
生涯学習情報提供
事業

生涯学習ガイドブッ
クの作成

市民にできるだけ多くの学習情報を提供できるよう、
講座やイベント、学習施設の情報を掲載したガイド
ブックを市民に配布する。

平成20年の生涯学習情報提供システムの運用開始
に合わせて、ガイドブックのデザインや掲載内容を簡
素化し、広報紙への組み込む。

21 90
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190
生涯学習施設活用
促進事業

洞戸ネットサロン事
業補助金

洞戸ネットサロン事業の目的を遂行するために要す
る経費として補助金を交付する。

ネットサロン事業を直営事業とし、施設の指定管理
者に業務を委託して実施することで、効果的な運営
を行い、補助金を廃止して予算の削減を図る。

21

191
青少年健全育成事
業

自然体験事業の開
催

大自然の中で自然体験活動を通じて心の豊かさや
たくましさを育むこと、家庭や学校ではできない経験
を積むことで、たくましさや信頼感等を培う。

多数の参加希望があり、参加者の教育効果もある
が、人的負担が大きいため、直営での開催は止め
て、ＮＰＯ法人等への委託等による継続の可能性を
検討する。

21

192 公民館講座事業

20歳以上を対象とし
た専門講座・成人大
学の開講
（成人大学講座）

国際理解や一般教養など幅広い知識を獲得するた
めに、その道の専門的な講師を招いて学習する。
（市内在住または在勤の２０歳以上の成人を対象に
講座の開催　定員５０人　年間１１回）

内容を充実させ、成人学校と同様に受講料を徴収
する。

22

193 成人式事業
成人式の開催を支
援

成人としての自覚を持ち、自らの努力で人生を切り
開こうとする新成人を祝い励ますために「成人式」を
開催する。

成人式の開催は、いままでどうり地域の会場で実施
し、地域の方が地域の成人を祝う方式を継続する。
板取、上之保　１０：００　洞戸、武儀　 １１：００　武芸
川　１２：００　関　１３：００

23
中央公民館

生涯学習課

194 結婚相談事業 結婚相談事業
男女の出会いをお手伝いするため、結婚相談所を
運営する。

現在は、中央公民館、洞戸生涯学習センター、武儀
生涯学習センター３箇所で結婚相談を実施している
が、洞戸生涯学習センター、武儀生涯学習センター
での相談件数が少ないことから、今後開催会場の集
約を検討していく。

22

195 中央公民館 社会教育施設事業 地区公民館の整備
・西部地区公民館、東部地区公民館の管理、運営、
受付業務を行う。
・地区公民館の施設の修繕を行う。

東部地区、西部地区にふれあいのまちづくり推進委
員会を設立させ、各種事業等を自主的に開催し、地
域の生涯学習の拠点になるよう指導する。
地域で自主的に事業を計画・実施できるため、より
発展的な学習形態が期待できる。

22
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

196 図書館管理業務 図書館の図書貸出
本館、分館で来館者に図書・ビデオテープ・CDの貸
出、分室で図書の貸出する。

施設改修等が困難で蔵書点数、利用者が少ない
為、分室の廃止、分館の設置場所等を見直す。分
室蔵書は、郷土資料を除き、ふれあい文庫に移管。
市外在住者の貸出で１カード１０点の貸し出しを改め
本人カードのみ使用可の厳格運用を実施する。同
一本の購入は３冊を上限とし、ＤＶＤの貸し出しを在
住関市民限定で開始を検討する。H２６にカード更
新を行い利用者ﾃﾞｰﾀｰ等の整理を行う。　業務の指
定管理委託化を検討する。

21

197
支所、ふれあいセン
ターの蔵書管理

旭ヶ丘・桜ヶ丘・田原・下有知・倉知・千疋ふれあい
センター、東部・西部支所、柳町公民館利用者を対
象とした図書貸出し委託並びに蔵書管理をする。

現在配架されている図書（ふれあい文庫）は古書と
入れ替えるか、施設維持担当課で予算計上し配架
する。各ふれあいセンター、公民館、東・西部支所の
図書は引き上げ、新た設置する（ふれあい文庫）の
図書とする。なお、業務見直しをH２２　２箇所Ｈ２３
２箇所　H２４　２箇所　H２５　２箇所　H２６　２箇所を
廃止、３箇所の図書館分室をH２４からふれあい文庫
とし、施設管理担当課に業務移管を検討する。

24

協議会運営 購入

図書館管理業務

図書館

198

協議会運営、購入、
貸し出し、整理、職
員育成、閉架書庫、
広報などの業務・活
動一切

蔵書の購入、開閉架書庫・蔵書整理、職員育成、岐
阜県・美濃地区公共図書館協議会、広報掲載文の
作成、自主事業（おりがみ教室、ふるさと講座、読書
週間講座、読み聞かせ講座、図書館祭り等本館５
回、分館分室８回）の開催を行う。

本館、分室、分館の平成１９年度自主事業１４を見直
し、平成２１年度までに自主事業の統廃合を検討す
る。また、日々の書架整理は委託業務として検討す
る。

21

199 ブックスタート

保健センターで実施される７ケ月検診時に、幼児、
母親を対象にボランティアの力を借り、絵本の読み
聞かせを実践、図書活用、館利用のＰＲ並びに読み
聞かせの重要性のＰＲを行うと同時に絵本の寄贈を
行う。

２冊の絵本とパンフレット、カバンのスタートパックを
進呈しているのを見直し、対象者が増加した場合等
を考えスタートパックの単価削減をする。

22 336

200
図書予約リクエスト
事業

予約リクエストカード、インターネットで借りたい本、
読みたい新刊、貸し出し中の蔵書、蔵書の貸し出し
予約を受け付け後日、電話等で予約者に連絡し図
書館で貸し出す。

予約、リクエストは、同一用紙を使用しているため、
予約、リクエストをそれぞれに分け、リクエスト（要望）
は、要望をいただくだけに留め広報等を通し入荷
後、新着新刊とし広く市民に知らせ新着図書開架書
架から貸し出す。また、１人の予約点数を１０点として
いるが、限定１回予約５点までとし、待ち時間の解消
をはかるとともに予算を適正に執行する。なお、ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄ予約点数は従前のままとする。

21

図書館機能高度化
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
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201
読書活動事業の推
進

読書サークル活動を通し、または、図書館事業に参
加するなどの機会を通し読書の大切さを啓発したり、
研修を行いそして会員を募集しボランティアを育成
する。

寄贈等で収集した古本全量を図書館まつりで市民
等に配布しているのを改め、一部を公共施設に配架
し読書活動推進を図ることを検討する。

20

202
レファレンス・情報提
供の充実

来館された利用者の問い合わせ、質問による本の紹
介または、貸出・返却カウンターでの話しかけから行
う。

図書案内業務の資質向上を図るため、岐阜県主催
事業等への参加を行う。また、業務は今後、指定管
理を検討する。

21

203
図書館検索システム
借り上げ料

図書館利用者に蔵書、ＡＶ等備品を貸し出すため
に、蔵書検索予約するコンピュターシステムの借り上
げをする。

現在使用しているコンピュター機器・システムの機器
補修部品のストック期間が過ぎ部品供給がH２０年度
後半より危ぶまれる。このため、機器更新をしなけれ
ば図書館運営に支障が生じる。機器更新によりリー
ス料の減額を行う。

20

204
郷土芸能・伝統技術
保全事業

関伝日本刀鍛錬保
存会事業・古式日本
刀鍛錬の実演（補助
金）

古式日本刀鍛錬及び研磨外装等技術一般公開の
実施、刃物まつりなど各種イベントに参加協力に対
して補助を行う。

各種観光イベントの実施や刀剣の展示は、商業観
光課が管理する関鍛冶伝承館で行われており、同
課が事務局となっている観光協会からも補助金を得
ている。補助金交付の統合を検討する。

21

図書館機能高度化図書館

205
郷土芸能・伝統技術
保全事業

市指定無形文化財・
伝統芸能などの記
録作成

無形文化財や伝統芸能・技法を後世に残すため、
それらを映像化する。
・獅子舞、獅子芝居の撮影
・わら細工製作工程の撮影

記録映像の作成方法を今後検討していく必要がある
が、どこまでの内容を記録するのか（獅子舞の場合
各種演目があり、それぞれ１時間以上かかる）、どう
やって記録するのか（映像製作会社へ委託するの
か、またどこで撮影するのか）によって経費が増大す
る可能性もあり、慎重に協議する必要がある。

21

206
歴史資料・民俗資料
収蔵庫の整備

旧関市、旧武儀郡各町村の歴史資料及び民俗資料
を保存し、活用に向けて整備する。（民俗資料、歴史
資料を寄附採納の要望があった時に、貴重な物で
あれば、収集・保存・活用を行う。）

ほとんどの民俗資料は、使用しなくなった体育館等
の施設に臨時的に収納されているだけで、１つ１つ
の資料についての記録や台帳類も整理されていな
い状況である。保管されている建物も壁の剥がれ、
雨漏りなど老朽化が著しい施設もある。市内に散在
している民俗資料について保管・利用方法の検討を
進める。

21

207
上之保研修セン
ターの維持管理

上之保研修センター（旧上之保東小学校校舎）を古
民具の収蔵庫として管理する。

適正に管理するためには、現在収蔵している古民具
の移動・整理補修・処分作業が必要である。

21

資料館・展示施設管
理運営事業

文化課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
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208
わかくさ・プラザ特別
陳列室の維持管理

関市にゆかりのある文化資料（惟然、日本刀、円空、
鵜飼、遺物）を常設展示する。年数回の企画展も開
催する。

条例等根拠がなく、文化財に固執した展示を取りや
め、本来の施設管理担当課（生涯学習課）が施設利
用について検討し（他の展示スペースと同様に公募
により一般に貸し出すなど）、展示等を実施するよう
検討する。

21

209

新長谷寺有形文化
財の補助金交付業
務／新長谷寺防災
設備事業補助金

国指定重要文化財（建造物）を火災から守るための
消化設備（防火水槽２００㎥、放水銃８基、炎感知器
３個、火災通報装置１台等）と防犯設備（電動カメラ、
照明付人感センサー）の設置に対する助成を行う。

市指定文化財の補助金限度額及び補助率の設定
を早急に検討し、決定していく。

21 33,804

210 文化財保護事業 名木、古木の保全

名木、古木は、先祖伝来多くの人たちによって神宿
る木として、また、生きた歴史として守られ、現代の私
たちに受け継がれ保全されてきた。こうした、生きた
名木、古木を人間の歴史と同じように保全する。（名
無木、宗休寺サザンカ、正武寺サザンカ等保護）

一般所有の名木、古木の保護については、関市指
定文化財に限り決裁によって保護経費の一部を補
助している。地域住民の保護活動が必要であるの
で、協力を求めていく。

22

211 埋蔵文化財の調査
開発によって失われる埋蔵文化財を調査によって記
録保存する。

大規模開発に伴う発掘調査が多いため、発掘調査
の専門職員が不足している。また、日々の調査に追
われ、報告書作成のために十分な時間を確保でき
ず、未刊行の報告書が年々累積している。専門職員
の確保を行う。

20

資料館・展示施設管
理運営事業

文化課

212
出土品の整理、埋
蔵文化財調査報告
書作成

出土した遺物を整理し、広く知っていただくために発
掘調査報告書を刊行し、調査成果を市民に還元す
る。

大規模開発に伴う発掘調査が多いため、発掘調査
の専門職員が不足している。また、日々の調査に追
われ、報告書作成のために十分な時間を確保でき
ず、未刊行の報告書が年々累積している。専門職員
の確保を行う。

20

213 現地説明会の開催

発掘の成果を広く知らせると共に周辺地域住民に周
知の遺跡範囲であること知らせる。市民に埋蔵文化
財発掘調査事業を実施した場合には、成果の説明
会を開催する。

発掘調査のできる人材が不足しているため、調査成
果を十分に市民に還元することができない。人材の
確保を行う。

20

214
弥勒寺史跡公園整
備事業

弥勒寺官衙遺跡群
の保存と活用

弥勒寺官衙遺跡群の保護（発掘調査を実施し、学
術的成果をまとめて、国史跡の追加指定申請をす
る。）

保護すべき遺跡の範囲を、発掘調査の進捗によっ
て、その都度、整備計画を勘案して見直しを図る。そ
のためには、埋蔵文化財の調査、保護の業務に携
わることのできる人材の確保を行う。

20

埋蔵文化財保全事
業
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215 文化課 文化活動支援事業
文化イベントの開催
（名月と萩の夕べ補
助金）

市役所周辺が市民の憩いの場となるよう、また、芸
術、文化、交流の場として積極的に活用されることを
願って、初秋の夕べを体感するにふさわしい心落ち
着くコンサートを中心に、名月や萩の題で予め募集
した短歌、俳句、俚謡、川柳、狂俳の入選作の発表
などを行う。このような活動に対し補助金を交付す
る。

市庁舎に気軽に訪れることができるよう市主導で企
画された事業であり、庁舎建築後１４年が経過し当
初の目的は達成したと思われる。今後の開催につい
ては、市民主導で企画運営できるように見直す。

21

216 文化会館運営事業

文化会館の管理運
営／文化活動の拠
点、文化会館を適正
に運営

大・小ホールの舞台設備、照明設備、音響設備に故
障または事故が発生しないよう、利用者に安心して
使用して貰う。

会館管理、貸館業務について指定管理を導入す
る。

21～23

217 市民の劇場事業
優れた芸術文化を
鑑賞できる「市民の
劇場」の開催

一定水準の市民生活を確保するために「市民の劇
場」を開催する。

民間イベント会社との共催を図り、チケットの販売力
の増強や、宣伝告知などの充実を図る。

21～23

218 文化会館運営事業
文化会館の管理運
営

中庭に芝山、噴水を設置し、樹木が植栽され自然に
恵まれた環境のを整備する。

中庭にある芝山、噴水を撤去し、整地・舗装し、災害
時の避難所として整備をする。また、平常時の会館
駐車場の不足を補うため、会館駐車場として利用す
る。

23 1,000

子どもから高齢者まで年齢、性別、体力に関係なく
誰もが気軽に参加できる軽スポーツである。カローリ
ング協会を立ち上げたことにより 関市がこの競技の

文化会館

219

カローリングジャパ
ンカップ（武儀）
（カローリングジャパ
ンカップ補助金）

カローリングジャパンカップの開催にかかる費用に対
し補助金を交付する。

ング協会を立ち上げたことにより、関市がこの競技の
メッカとして全国に情報発信できる可能性が大であ
る。しかし、現在、武儀地域教育事務所１８セット（９
コート分）、上之保地域教育事務所２セット（1コート
分）、スポーツ振興課5セットしかなく、大会の時は日
本カローリング協会で借りて来なければ運営が出来
ない状況であるため、今後、備品の充足が必要であ
る。このため、補助金を拡大する。

20

220
市民スポレク祭
（つぼがわスポレク
祭事業補助金）

つぼがわスポレク祭の開催にかかる費用に対し補助
金を交付する。

参加者が武儀，上之保地域に留まらず拡大してお
り、今後も増加することが考えられる。
スポーツの日常化を目指すのに、ふさわしい事業と
いえる。このため、補助金を拡大する。

20

221 市民軽登山
軽登山を通した健康づくりの推進と市民の健康意識
の向上を図る。

市民健康ウオーキングと目的が類似しており、登山
の要素をウオーキングに取り入れ一体化する。

20

スポーツ活動事業
スポーツ振興
課
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222 国民体育大会事業

大会運営促進事
業、選手受入対策
事業、競技施設整
備事業

安全で安心し利用できる競技施設の整備を推進し、
市民と行政の協働による受入、支援体制を確立す
る。
（国民体育大会の37競技中、「剣道」、「ラグビーフッ
トボール」、「ゴルフ」、「ライフル射撃（センターファイ
アピストル）」の４競技種目を開催）

２０年度　市準備委員会設立　市：庁内準備（推進）
組織
２１年度　実行委員会設立（切替）　市：推進事務局
設置（切替） → 庁内推進本部設置（切替）
２２年度　市：プレ国体実施本部設置
２３年度　プレ国体開催
２４年度　国体開催　市：本大会実施本部設置
　　　　　　障害者スポーツ大会開催
２５年度　事業の総括、事務処理を完結する。（後催
県への情報提供）

20

223
バイクトライアルテー
マ館管理運営事業

バイクトライアルテー
マ館の管理運営

テーマ館の管理運営（板取BMX・MTBコース維持管
理含む）
（自転車の展示や今までの大会の記録映像を放映
しバイクトライアルの普及啓発を行う。）

（仮称）「板取・文化スポーツ交流の館」のような他用
途への転換をする。併せて指定管理者制度導入の
検討をする。

21

224
体育指導委員の研
修会開催

体育指導委員の資質向上（熱意ある指導ができるよ
うに）のため、文部科学省、岐阜県教育委員会、体
育指導委員連絡協議会等が主催による研究大会に
積極的に参加する。

研修会の内容を充実すること、各種研究大会につい
て、積極的な参加を呼びかけることにより、資質の向
上に努める。

20

225
体育協会の育成
（関市体育協会補助

加盟団体の育成と組織強化、技術力の向上を図る
国体を契機に、更なる市民のスポーツ振興と健康づ
くりに寄与するため、組織の確立・体制づくりの充実

20

体育指導者育成事
業

スポーツ振興
課

225 （関市体育協会補助
金）

加盟団体の育成と組織強化、技術力の向上を図る
関市体育協会に対し補助金を交付する。

くりに寄与するため、組織の確立 体制 くりの充実
に努める。今後も、取り組みに対して、指導・助言を
行っていく。補助金については削減に向け見直す。

20

226
中池公園スポーツ
施設の管理運営

施設を充実させ、スポーツに親しむ環境を整える。

中池公園　　中池体育館　　鮎の瀬公園グラウンド
十六所公園グラウンド　　無料グラウンド（稲口、本
郷、松原、下有知、肥田瀬、肥田瀬第２、片倉）
地区グラウンド（保戸島、植野、広見、小屋名、下白
金、池尻、田原、千疋）

指定管理者制度の導入の検討（平成２１年度）
　中池公園及び鮎の瀬、十六所を指定管理者制度
に移行するための調査研究を行う。

21

227 市民球場改良

市民球場は昭和52年に建設され3１年が経過してい
るため本部席やベンチ、トイレ等は老朽化が著しく、
更衣室等もないため、改修し利用者の利便性及び
快適性の向上を図る。

１　事業の維持
　（１）トイレを改修する。(平成21年度)
　（２）更衣室を整備する。(平成21年度)
　（３）本部席及びスコアボードを改修する。（平成22
年度）
２　事業の拡大
　（１）シャワー施設を整備する。(平成21年度)
　（２）夜間照明施設を整備する。(平成25年度)

21

中池公園スポーツ
施設整備事業

運動公園課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

228
レストラン「かわせ
み」の冷暖房器修繕

中池公園内レストハウスの冷暖房機は平成6年に設
置され14年が経過していることから、近年では故障
が多く発生し、レストハウスの営業に支障をきたす恐
れもあり、交換をする。

事業の見直し
　冷暖房機修繕についてレストハウス使用者と調整
する。

22

229 弓道場の管理
弓道場及び武道場の管理運営を行い、市民の心身
の健全な発達を促し、明るく豊かな地域社会の形成
に寄与する。

事業の見直し（平成22年度）
　弓道場を利用団体の管理に移行するよう調整する
とともに、必要に応じて改修する。

22 80

230
中池体育館耐震補
強

中池体育館は、耐震診断において補強が必要との
判定がなされているため、補強工事を行うことによ
り、利用者の安全を図る。

事業の見直し（平成21年度）
　中池体育館の利用状況をみながら、施設廃止に向
け検討する。

21

231
本郷テニスコート及
び松原テニスコート
の管理

本郷テニスコート及び松原テニスコートの管理運営
を行い、市民の心身の健全な発達を促し、明るく豊
かな地域社会の形成に寄与する。

事業の見直し（平成22年度）
　本郷テニスコート及び松原テニスコートの管理方法
について、検討調整を行う。

22

屋外スポーツ施設の管理運営を行い、市民の心身
健全な 達 促 豊 な 域社会 形成

中池公園スポーツ
施設整備事業

運動公園課

232
屋外スポーツ施設
整備事業

管
の健全な発達を促し、明るく豊かな地域社会の形成
に寄与する。
（洞戸運動公園　　洞戸テニスコート　　板取運動公
園　　板取テニスコート　　武芸川南ふれあいの広場
武芸川西グラウンド　　武芸川テニスコート　　武芸川
スポーツ公園　　富之保グラウンド　　中之保グラウン
ド　　中之保テニスコート　　下之保グラウンド　　上之
保ふるさと広場　　上之保鳥屋市山村広場　　上之
保船山山村広場　　明ヶ島運動公園）

中之保児童プールを、将来的に廃止する方向で調
整する。

21

233
洞戸テニスコート地
盤および人工芝を
改修

洞戸テニスコートの4面のうち、2面の地盤が沈下し、
コート面にくぼみができたことにより使用に支障をき
たしている。よって、地盤の改良及び人工芝の張替
えをし、利用者の快適な利用を図る。

見直し（平成23年度）
　経済的な工法に変更し、工事費を削減する。

23

234
板取白谷船艇倉庫
管理

板取白谷船艇倉庫の管理を行う。
事業の見直し（平成21年度）
　利用がなく、また、指導を行う体制も整備されてい
ないため、事業を廃止する方向で検討調整する。

21

屋外スポーツ施設
整備事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 見直しの概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

235
地区体育館管理運
営事業

地区体育館の管理
運営

利用者が安全快適に利用できるように施設の管理を
行い、多くの人に利用されるようにする。

廃止の検討（平成21年度）
　板取島口体育館、板取白谷体育館、板取保木口
体育館の廃止について地域との調整を行う。

21

236
少年自然の家の管
理運営

少年自然の家の管理運営少年を自然に親しませ、
集団生活を通して心身の健全な育成を図るため、少
年自然の家の管理運営を行う。

少年自然の家は昭和51年に建設され老朽化が進ん
でおり、将来の方向をみながら、施設廃止に向け検
討する。

21

237
少年自然の家耐震
補強

耐震診断において補強が必要との判定がなされた
ため、補強工事をすることにより、利用者の安全を図
る。

少年自然の家は昭和51年に建設され老朽化が進ん
でおり、将来の方向をみながら、施設廃止に向け検
討する。

21

238
高賀山自然の家運
営事業

高賀山自然の家の
管理運営

青少年が社会人として成長できるよう、環境を整備
し、自立を促すことを目指し、自然体験を通じ青少年
を育成する高賀山自然の家を適正に運営する。

事業の見直し
　すでに指定管理を導入しているが、民間への売却
を含めた検討を行う。

21

学校施設管理 産 車両の整備 点検（車検等） 日常点検 清掃等を行 普通貨物（バン） トラ クに いては使用形態から

運動公園課 少年自然の家運営
事業

239
学校施設管理、産
業教育備品リース
（公用車管理）

車両の整備・点検（車検等）、日常点検、清掃等を行
い安全な運行管理をする。（普通貨物（バン）、トラッ
ク、マイクロバス各１台）

普通貨物（バン）、トラックについては使用形態から、
買い替えが必要になったとき、軽車両に移行し維持
費を削減する。

21

240
学校施設管理、産
業教育備品リース
（定時制バス管理）

定時制生徒の通学に使用するバスの運行管理を行
う。（中型バス）

買い替えが必要になったとき、現在の中型バスから
マイクロバスに縮小する。

25

241 部活動奨励補助金

部活動育成会に補助金を交付する。
県大会出場：交通費補助、東海大会出場：交通費補
助、全国大会出場：交通費、宿泊費補助、部活動補
助：各部の運営補助

平成２４年に開催される岐阜国体に向け強化する。 20

242
学校給食セン
ター

管理運営事業
給食センターの統廃
合・民営化の検討

合併後６給食センターあったものを最終的に３セク
ターに統合する。また、施設改修を見据え民間委託
を含み最善の事業手法を検討し更なる経費節減を
図る。

給食センターの統廃合については、平成２０年度
武儀、上之保給食センター、平成２２年度　洞戸、板
取給食センターを統廃合するよう進める。また、民営
化については、関市においてどのように進めるか施
設改築を見据え早急に最善の事業手法を選定し取
り組む。

20

関商工高等学
校

職業教育事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

1 秘書課
姉妹都市・友好都市
交流事業

宿泊助成事業
市民海の家（氷見市）、市民休暇村（白川村）の利用
者に宿泊助成をする（大人１，０００円、小人８００
円）。

現在の宿泊助成制度については、国内友好都市の
PRや交流促進という目的があるものの、既に白川村
とは２２年、氷見市とは８年が経過していること、ま
た、この助成は個人の宿泊費の一部を市費で負担
するという制度であること等の状況から、この制度は
既に使命を終えていないか、個人に助成をしてまで
実施すべき事業であるか等について十分検討を重
ねた上で廃止を検討する。

21 670

2 市民協働推進事業
民間活力導入マ
ニュアルの策定

公共サービスの提供において、民間事業者の参入
が限定的な範囲に終わることなく、民間事業者のノウ
ハウが生かされ、利用者本位、市民本位の公共サー
ビスの提供が実現されるよう、全庁的なマニュアルを
策定し、運用を図る。

民間活力の導入に向けた基本的なマニュアルを策
定し、各課配布し当該事業を終了する。

20

3
バードフェスティバ
ル事業

ジャパンバードフェ
スティバル

ジャパンバードフェスティバル（千葉県我孫子市）に
参加し、ビジュアルＣＩ（かわせみ、若草色などの市の
鳥、色など）の啓発を行う。

ジャパンバードフェスティバルに参加は取りやめる。 20 215

4 税務課
固定資産税賦課事
業

固定資産税の賦課
（前納奨励金交付制
度）

税収の早期確保と納税意識の向上のため前納奨励
金を交付する。

　資力のある方のみ納付できる制度である。市県民
税では給料天引きされるサラーりーマンには適用さ
れないなど、同一税目でも取り扱いが異なり不公平
である。この制度は戦後の混乱した社会情勢と不安
定な経済状況を背景に、税収の早期確保と納税意
識の向上を目的に創設されたもので、現状況では解
消されている。

21 16,979

４-３　廃止事業・補助金一覧（点検の結果、廃止すべきと判断した事業・補助金）

企画政策課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

5 交通防災課 防犯事業
自治会防犯灯の電
気料金補助

交付対象となる自治会等が管理する防犯灯は、中
部電力株式会社と公衆街路灯に関する契約を締結
しているもので、補助金の額は、毎年１２月３１日に
おける防犯灯の契約区分ごとの防犯灯の数に、当
該防犯灯の区分に応じた額を乗じて得た額の合計
額として年１回交付する。

防犯灯の設置及び管理については、市が設置し市
がその電気料を支払っているものと、自治会が市の
補助（１基１０千円）を受け設置し、電気料も市の補
助を受けて支払っているものとの二通りある。これに
より、市が直接管理するもの、市が電気料補助する
もの、その両方が今後も増え続けることから、それに
伴う経費の増大が見込まれる。このため、設置費及
び電気料に対する補助を廃止し、これに替わり、要
望により市が設置する防犯灯の数を増やすこととす
る。また、要望により設置したものの電気料も自治会
等で負担してもらう。なお、自治会で対応できない箇
所（自治会間を繋ぐ道路、山中の通学路など）につ
いては、従来どおり、市が設置及び管理（電気料の
負担を含む。）するものとする。
（自治会負担の電気料補助金の廃止及び設置補助
金の廃止をH21年度から自治連等を通し説明を行い
H22年度から両補助金廃止の方向で進める。）

21

6 交通防災課 防犯事業
自治会等防犯灯の
設置補助

自治会等が新設する防犯灯に対して、１灯につき１
０，０００円を助成する。

同上 21

7 福祉政策課
障がい者地域生活
支援事業

コミュニケーション支
援
（友愛ファックス）

聴覚障がい者の人たちに、外出先から自宅などへの
緊急時の連絡手段として使用するファックスを本庁
総合案内所横と総合福祉会館１階に設置している。
友愛ファックスの１回の使用料は１００円で、９０秒間
使用可能。

携帯電話による通信が主流となり、ファックスの利用
回数が減少し、平成１９年１１月末現在、本庁、総合
福祉会館での利用回数は１４回となった。このような
状況から、平成２０年度に撤去し、機器をリース元に
返却する。

20 78

8 高齢福祉課
介護サービス事業
者支援事業

介護サービス事業
者への支援
（関デイ介護セン
ター事業補助金）

要介護者、要支援者に対するケアマネジメントを行う
居宅介護支援事業者に補助金を交付する。

市内の他の居宅介護支援事業所には補助金を交付
しておらず、関デイ介護センターのみに交付すること
については、廃止の方向で検討したほうがよいと思
われる。平成２１年度から廃止することは困難と思わ
れるので、数年間にわたり逓減し、最終的に廃止す
るよう進める。

未定 2,706

9 市民健康課
健康増進計画運用
事業

基本健康診査

生活習慣病等の予防と早期発見・早期治療により、
健康の保持増進を図る。
対象者：４０歳以上　　見込み人数１５，６３０人
実施方法：個別健診（通年）・集団健診（２４回）

老人保健法に基づき実施していた基本健康診査
は、健診制度の改正により平成19年度で終了する。
平成20年度以降は医療保険者による特定健診・特
定保健指導へ移行していく。

20 164,583
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

10
母子保健相談の実
施（母子栄養食品の
支給）

低所得者である妊婦と産後3か月までの産婦に対
し、1日1本の牛乳を支給する。

事業開始当初と比較して、生活状況や社会情勢が
大きく変化し、妊婦および産婦の栄養状況も良好な
時代となってきている。牛乳の支給が栄養状態をよく
する一つの方法であると考える時代は過ぎた。平成2
０年度をもって廃止する。

21 105

11

母子保健相談の実
施
（関市母子保健推進
員連絡協議会補助
金）

下記事業を対象に補助金を交付する。
・５～６か月児家庭訪問（160件）　・乳幼児健康相談
託児（8回）
・乳児健診にて推進員活動紹介と託児（20回）　・7か
月児離乳食相談にて離乳食づくり（28回）
・1歳6か月児相談において事故予防教育（20回）　・
3歳児健診の介助と事故予防教育（20回）
・講演会、教室、サロン等での託児育児相談（20回）
・研修会(4回）

開始した頃は、子育て支援を行う団体も全くない時
代であり、保健行政と地域の親子をつなぐパイプ役
として発足し、子育て中の育児不安の軽減、孤独化
防止に努めてきた。近年は、多々ある子育て支援団
体が多方面で活躍するようになり、当協議会の役割
を担うようになってきている。長年努めてきた協議会
の活動目的は十分に達することができたと考え、平
成１９年度をもって団体の存続を廃止する。

20 48

12

プレス木工安全装
置補助、集排塵装
置設置補助
（プレス木工安全装
置設置事業補助金）

労働者の労働災害防止と、安全な職場環境の確保
のため、プレス木工安全装置設置事業者を対象に
補助金を交付する。

最近では申請が無く、２１年度から設置補助金を廃
止する。

21 20

13

各種組合等への補
助
（関市既製服縫製協
同組合）

組合員の経営技術の改善、向上、知識の普及を図
るための事業を行う関市既製服縫製協同組合に対
して補助金を交付する。

昭和５０年から、組合の育成と縫製業の振興を図る
ため、補助金を交付しているが、組合の成熟と小額
の補助のため、今後の事業補助金を廃止する。

21 100

14 刃物産業振興事業

産地ブランド・地域
ブランドの普及促進
（ラッピングバス広
告）

高速路線バスの車体にラッピング広告を掲載し「刃
物と鵜飼のまち関」をＰＲし、産地のイメージアップを
図る。（大阪線及び京都線：１日１往復　　名古屋線：
１日１～３往復）

ラッピングバスによる産地のイメージアップ効果は乏
しいため、２０年度から運行台数を縮小し、２１年度か
ら全て廃止する。なお、今後のPR方法は、ポスター、
パンフレットによる商業観光課の業務と一体化して
行う。

21 4,284

15 企業誘致事業
関テクノハイランド連
絡協議会の支援

関テクノハイランドに立地した企業相互の協働を促
進し、企業の発展、業績向上及び地元企業との交流
促進を図るため補助金を交付するとともに、事務局と
して関与する。（関テクノハイランド連絡協議会　１２
企業）

事務局としての事務は２２年から廃止 24

工業振興課

保健検診指導事業市民健康課

商業観光課 勤労者福祉事業
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

16 工業振興課 企業誘致事業
関テクノハイランド連
絡協議会一般補助
金

関テクノハイランドに立地した企業相互の協働を促
進し、企業の発展、業績向上及び地元企業との交流
促進を図るため、関テクノハイランド連絡協議会に補
助金を交付する。

21年度から補助金額を徐々に縮小し、23年度までで
廃止する。

24 298

17

乳用牛群能力改善
事業
（乳用牛群能力改善
事業補助金）

優良育成牛を導入した場合、一農家あたり二万円／
頭を３頭まで、自家育成牛の場合は、一農家あたり
一万円／頭を３頭までを助成する。

乳価の低迷と飼料価格の高騰により、酪農経営は大
変苦しい状況にあり、導入や乳質の改善による牛群
の改善事業とその助成は当面の間、必要であるが、
農家の自己責任において実施されるよう移行する。

25 280

18
肉豚出荷奨励事業
（肉豚出荷奨励事業
補助金）

市内農家が、関市食肉センターへ出荷した肉豚１頭
に対し１４０円を助成する。

１９年度から、使用料が２００円値上げしたため、当事
業による助成は経過措置としての意味はある。市内
農家の利用率を高めるためにも有効であると思われ
るが、センターの状況等（処理能力が限界になって
いる）も考慮し、廃止する。

22 369

19
ISO認証取得普及
事業

省資源・省エネル
ギーの情報提供お
よび民間への普及

市内企業及び市民に対し、省資源・省エネルギーの
知識の普及を行う。

環境情報はインターネットの普及により、全世界から
簡単に取得できる時代となったため、当業務の役割
は終了した。また、利用者が無く、廃止の影響はな
い。

31

20
環境美化推進地区
の指定

地域の環境美化のため、環境美化推進地区を指定
し、清掃委託する。

環境美化推進地区の指定が困難（住民に新たな負
担を強いることとなる。）また、現行の制度（ボランティ
ア活動への支援）で十分対応できる。また、地域清
掃活動への手厚い支援を行っているため、当事業
の必要性がなくなっている。

20

21
ブルーリバー作戦の
促進

下水道未接続（合併浄化槽未設置）の市民に対し、
水切りネットを販売する。

下水道及び合併浄化槽の普及により、生活排水に
よる河川の汚染は改善されている。また、ホームセン
ター等で安価にて供給されているため、水切りネット
の販売中止の影響はない。

21 31

畜産一般経費

生活環境課

市民協働環境美化
活動支援事業

農務課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

22
一般廃棄物抑制事
業

集団資源回収の支
援
（資源ごみ集団回収
事業奨励金）

古紙リサイクルの促進のため，市内小中学校３０校
のPTA、幼稚園、保育園、子供会及び自治会に奨
励金を交付する。

開始当初は古紙の逆有償であり、ごみの減量化及
び啓発を目的に当制度が機能していたが、現在で
は古紙の価格が高騰し、また、市による回収も行わ
れているため、補助をする妥当性がなくなってきた。
なお、当事業については、教育委員会がPTA補助
金として補完する。

20 3,900

23 公害防止事業
市民参加による水質
調査の実施

市民の行う水質調査結果等について助言することに
より、市民の河川の状況への理解を深める。

要望がないため、廃止の影響はない。要望があれば
環境ネットせきに依頼する。

21

24
斎場・火葬場運営事
業

上之保火葬場の運
営

上之保地区の需要に応え、適正に火葬が行われる
ようにする。

上之保火葬場は老朽化が進み、更新の必要に迫ら
れているが、利用件数が年間３０件と少なく、総合斎
苑わかくさの利用の利便性を高めることにより、廃止
が可能となる。

27 1,264

25
上之保残土処分場
の維持

上之保地域を中心として発生した建設残土を適正
処理する。
総埋立計画量＝２００，０００ 
現在の埋立量＝１９０，０００ 

平成２１年度中には、当処分場は、満杯となり処分場
としての役割は終了することから今後は跡地をどう利
用するかが課題となってくる。

22 500

26
池尻残土処分場事
業の建設、維持

市内の公共事業に伴う建設残土を適正処理するた
め残土処分を運営する。
関市池尻字坂田西洞1619-１ほか９８筆
総面積＝１８６，９７９㎡

自前の残土処分場を廃止する前提には、建設工事
設計時に残土処分費を計上する必要があることから
設計基準の見直しが必要である。また、予定地であ
る土地は、取得済であるため、今後の利用検討が必
要である。

20

27
緑化・花づくり事業
（景観形成助成金
（生垣））

関市うるおいのあるまちづくり要綱に規定する生垣を
施行する者からの申請により事業費の２分の１（限度
額３万円）を補助する。

平成２３年度を目処に景観条例の制定を目指してい
る。この条例制定と同時にうるおいのあるまちづくり
要綱を廃止する。

24 150

28
緑化・花づくり
（景観形成助成金
（市民団体））

地域の道路沿いや公共的空間に花の苗や樹木の
植栽及び管理、花と緑を愛する心を育てる啓蒙普及
活動、緑豊かな地域づくりの推進等を行う景観形成
市民団体に助成金を支給する。

平成２３年度を目処に景観条例の制定を目指してい
る。この条例制定と同時にうるおいのあるまちづくり
要綱を廃止する。
廃止した場合、花代や管理費などの事業費不足に
より活動が停滞する市民団体も発生することも考えら
れるが、市から花の苗等の支給のみで活動している
団体もあることから補助金は、廃止する。

24 150

残土処分場運営事
業

都市計画課

道路緑化事業

生活環境課
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

29 都市整備課
東山塔ノ洞線整備
事業

東山塔ノ洞線整備
事業

用地買収を行い道路整備工事を実施する。（東山４
丁目～塔ノ洞字東之洞間　　整備計画延長　Ｌ＝３０
０ｍ、計画幅員　Ｗ＝９ｍ、　用地取得面積　Ａ＝８０
０㎡）

民々の境界が確定出来ず、用地買収が困難で事業
休止状態となっている。廃止する方向で調整し、既
存計画道路整備を推進する。

21

30 下水道課 下水道普及事業 水洗化の促進
供用開始後３年以内に、水洗便所を住宅に新設し
た場合、設置助成金を交付する。

関市は他の市町村に比べ、下水道を普及させるた
め早くから事業に取り組み、平成１９年４月１日現在
における水洗化率は関市全体で９２％を超えてお
り、水洗化促進に向けての初期の目的は達成したも
のと判断する。

22 500

31
プラネタリウムの運
営

一般投影（対象：関市民及び近郊の市町村の住民）
を土、日、祝日、春休みや夏休み及び冬休みに実
施。
団体投影（対象：市民、幼稚園児・保育園児、小中
学生や高校生、その他の団体）を火曜日から金曜日
の平日に実施。
子供向け天文教室「コスモスクール」（年６回）を実
施。
市民天体観測会（年１４回）を実施。

一般投影における番組を平成２０年度は半分（幼児
向け番組を2本から1本に。家族向け番組を4本から2
本に）にした。２１年度以降は、土、日曜日に行って
いた一般投影を止め、保育園、幼稚園向けの幼児
向け番組（1本）と小中学校の児童生徒向けの学習
団体投影のみを実施したい。
保育園、幼稚園向けには幼児向け番組を年1本委
託制作し、学習団体投影は平成１９年度に作成した
学習投影番組を活用する。また、市民向けの各種イ
ベント（季節に応じた天文情報の提供、屋上天文台
の活用）開催し、天文学習に応える。
プラネタリウムの運営は、老朽化に伴う機器の維持
できる期間（平成２３年度頃）までとする。その後は機
器を撤去し、児童生徒向けの科学教室、科学作品
（映画、スライド等）の上映を行う。また、プロジェク
ターを使った１００人までの教職員研修を行う多目的
ホールとして活用する。

24

32
パソコン研修講座の
開催

市民でパソコン初心者を対象に「はじめてのパソコン
講座」、「WORD初級・中級」、「EXCEL初級・中級」、
「ホームページ作成」などコンピュータ講座を３０講座
開催する。

民間企業を圧迫する恐れはあるが市民からの要望
が大きいため、今後は講座内容をさらに初心者向け
に特化し講座数を絞り込み、民間との差を是正する
ため受講料を値上げする。さらにパソコン学習を望
む市民には民間業者を利用していただく。
現在、四日間で開催している講座を、講師負担料の
安い方法（二日間にする。平日のみとする。など）を
選択して、実施していく。
また、平成２３年度のパソコン機器のリース終了時に
は、市によるコンピュータ講座及びパソコン研修室は
廃止する。

24

まなびセンター学習
事業

まなびセン
ター
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整理番号 課　　名 事業名 細事業（業務） 業務内容 廃止の概要 実施年度
事業費削減
額（千円。
増加△）

33 生涯学習課
青少年健全育成事
業

子ども会、ジュニア
リーダーズクラブ、そ
の他青年団体・少年
団体の育成/SEKI・
YMCA補助

体験活動（年２回程度）や奉仕活動（年数回程度）を
行うSEKI・YMCAに対し補助金を交付する。

市町村合併に合わせて、各地域の青年活動の中心
となる連合組織を立ち上げ、補助金と参加費により
活動を続けてきたが、いわゆる青年団的な青年活動
組織が求められておらず、教室などで人を集めても
単発の事業となり、継続して団体に参加する人材が
出てこないため、立ち上げ時のメンバーが残るだけ
であり、活動の継続が困難となった。

20 150

34 文化課 文化活動支援事業
文化イベントの開催
（ホタルまつり補助
金）

市内の各地で、ホタルを始めとする多種多様な生物
が住める環境を取り戻し、豊かな自然を守り、次の世
代に伝えるという意識と活動が深く根付いてゆくこと
を願って、ホタルに関する俳句作品の展示やホタル
コンサートを開催している。このような活動に対し補
助金を交付する。

活動の主旨であるホタルが生息できる環境の整備、
自然破壊に対して不特定多数の住民に改善策を訴
えていくことは、ひいては環境問題に付随することで
あるため、文化振興の事業としては成り立たなくなっ
てきている。

21

35
スポーツ振興
課

スポーツ普及事業

スペシャルイベント
（世界選手権バイク
トライアル事業補助
金）

世界選手権バイクトライアル最終戦日本大会・関板
取の開催に係る費用に対し補助金を交付する。

20年度は現状維持で進めることとするが、外国選手
のプロモートやコース設定の委託金額が高額のため
イベント会社との折り合いがつかない可能性がある。
委託先が競技団体からイベント会社へ代わることで、
興業の意味合いが強く、スポーツイベントとしての位
置付けが薄くなる。このため、平成２１年度から補助
金交付を廃止する。

21 25,000

36
勤労者福利厚生事
業

勤労青少年ホーム
の管理運営

快適に利用できるように施設の管理を行い、勤労青
少年の福祉増進に資する。

事業の廃止（平成22年度）
　勤労青少年ホームの廃止に必要な手続きを行い、
取り壊しを行う。

22 1,209

37
中池公園スポーツ
施設整備事業

神明町４丁目雑種
地の管理（旧稲口グ
ラウンド倉庫兼便所
予定地）

神明町４丁目雑種地の管理運営を行い、市民の心
身の健全な発達を促し、明るく豊かな地域社会の形
成に寄与する。

稲口グラウンドの倉庫兼便所用地として購入した土
地について、地域の承諾が得られず建設が中止に
なり、今後も見込がないため、事業を廃止する。

21

38
地区体育館管理運
営事業

洞戸体育館及び板
取中切体育館の取
り壊し

利用度の低い地区体育館を取り壊し、維持費を削減
する。

１　洞戸体育館を廃止し、取壊しする。（平成21年
度）
２　板取中切体育館を廃止し、取壊しする。（平成22
年度）

21 1,322

39 運動公園課
高賀山自然の家運
営事業

洞戸高賀山自然の
家の体育館の屋根
修繕

体育館は昭和45年に建設され38年が経過している
ため老朽化が著しく、とくに屋根は全体に錆が発生
しているため、葺き替えをする。A=415㎡

本館及び体育館とも老朽化しており、体育館のみ改
修しても効果的でないため、葺き替えをとりやめる。

21

運動公園課
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関市政策総点検の実施要領 
 

平成１９年１２月１２日 
 
市長のマニフェストのひとつとして掲げられている「政策総点検による行政改革」

を推進するため、次のとおり総点検の実施要領を定めるものとする。 
 
１ 政策総点検のねらい 
  関市においても、少子高齢化による市税の伸びの停滞、地方交付税の減少、医
療費の増加などにより、今後深刻な財源不足が予想され今までと同じサービスの
維持が難しくなってくる。また、関市のまちづくりのためには、新しい事務事業
に取り組むことも必要である。一方、職員の数も定員適正化計画に基づき漸次削
減を進めていく。 
しかし、このような状況下にあっても、行政サービスの質を保ち「市民が主役

の市政」を行うため、「市民が何を求めているのか」、「今よりもっと良い方法
が無いか」、「市が行うべき仕事なのか」などあらゆる角度から事務事業の見直
しを行い、「最少の経費で最大の効果」を上げられるよう、全職員参加で政策の
総点検を行う。 
 

 ２ 政策総点検の組織 
   庁内に副市長を長に、関市政策総点検対策委員会（以下「委員会」という。）
を置く。組織は、別紙１のとおり。あて職で任期は、作業終了までとする。 

 
 ３ 実施方法 

①職場ごとに職場の長の指示の下、全職員が参加して、市民の目線に立って、
事務事業の見直しを行い、事務事業のレベル又は施策のレベルで、「廃止」、
「見直し」又は「継続」の判定を行い、政策総点検票（様式１）を作成する。
この際には、各種市民との会議等で出された意見を考慮すること。 
②各部内での検討（部内会議）を経て、各部でとりまとめて、政策総点検票を
委員会に提出する。 
③委員会は、総合的に審査・検討を行い、「廃止」及び「見直し」の対象とな
ったもの並びに「継続」となったもののうち市民から具体的な意見をもらって
いるものを政策総点検結果表（様式２）により、市長に報告する。 
④再検討・指示事項がなければ、パブリック・コメント手続制度により政策総
点検対象事業一覧表（様式３）及び政策総点検結果表を３０日間公開し、市民
の意見を聴取する。 
⑤パブリック・コメントにおいて市民の意見があったものは、それに対する市
の考え方を付けて最終の政策総点検結果表を公表した後、速やかに、予算およ
び政策に反映させる。 
 

 ４ 実施日程 
   別紙２のとおり（資料４－３「総点検シート（エクセル）」内） 
 
 ５ その他 
   ①総点検に当たっては、市民から日頃寄せられている意見や会議などで聴いた

意見を十分検討すること。 
   ②総点検に当たっては、現在行っている行政評価の考え方及び評価済みの事業

等にあっては評価の結果を反映させること。 
   ③スクラップ・アンド・ビルドの事業にあっては、必ず代替案も記載すること。 

④総点検結果は、パブリック・コメントの対象であること。 
   ⑤総点検結果は、すぐにできるものを除いて、原則として平成21年度予算およ

び施策に反映されるものであること。 
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関市政策総点検対策委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 関市を取り巻く社会・経済環境の変化及び市の財政状況を鑑み、現在の行政

サービスの質を保ち「市民が主役の市政」を行うため、「市民が何を求めているの

か」、「今よりもっと良い方法が無いか」、「市が行うべき仕事なのか」などあら

ゆる角度から、全職員参加で政策の総点検を行った結果について審議を行い、施策

等へ反映させるため、関市政策総点検対策委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 （１） 政策総点検の実施に関すること。 

 （２） 政策総点検結果の施策等への反映に関すること。 

 （３） その他委員会が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は森副市長を、副委員長は道家副市長及び教育長をもって充てる。 

３ 委員は、別表に定める職をもって充てる。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

 （会議） 

第５条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要に応じて、構成員以外の者（職員に限る。）に会議への出席を求

めることができる。 

 （事務局） 

第６条 委員会に事務局を置き、市長公室企画政策課において庶務を行う。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年１２月１２日から施行する。 

附 則（平成20年４月１７日決裁） 

 この要綱は、平成20年４月１７日から施行する。 

（別表省略） 
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関市政策総点検マニュアル 

 

Ⅰ 政策総点検の概要 

１ 政策とは 

行政評価システムにおける政策とは、施策の上位に位置づけられるものであるが、

今回実施する政策総点検（以下「総点検」という。）における政策とは、施策、事業

（事務・事業）、細事業及び業務（最小単位の行政活動）を含む広義の政策をいう。 

 

２ 総点検の流れと行政評価・実施計画との関係 

 総点検の結果は、行政評価・実施計画により管理されることとなる。 

（スタート）事業、細事業又は業務を選択  

 ↓ 

市が関与すべき事業か →      いいえ関与すべきでないので廃止・民営化を検討  

 ↓                          ↓ 

関与すべき事業である                  ↓                  

 ↓                          ↓ 

必要な事業か → ない   →        廃止・民営化に伴う影響 → ない → H20年度

中に廃止・民営化 

 ↓                          ↓     

必要である                      ある → 廃止・民営化のシナリオを６－

③に記載 

 ↓                              ・・・廃止・民営化の進捗を実施

計画で管理 

改善の余地 → ない → 現状を維持・・・行政評価を継続 

 ↓ 

余地がある  

 ↓ 

改善は代替案を伴うか → いいえ →  改善内容を６－③に記載・・・行政評価の対象 

 ↓                            

はい 

 ↓ 

代替案検討 → 改善内容を６－③に記載するとともに、必要な場合には代替案検討シートを作成 

・・・代替案を委員会、実施計画等で検討 

 

３ 廃止・見直しの主な着眼点と進め方 

１）着眼点 

① 市が関与すべきものか、事業は成果に結びついているか 

② 市民協働の範囲にあるものではないか。 

③ 同一目的の事業や類似事業を整理できないか。イベントは、目的や効果ごとに統

廃合できないか。 

④ 支援は、自立につながっているか。そもそも補助すべき団体か。 

⑤ 補助金は、事業費補助とし、終期設定を設定できないか。 

 

２）点検の進め方 

①事業を実際に担当する係員による記載を予定している。 
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②政策体系一覧に掲載全事業を対象とするので、少なくとも事業の数だけ点検シート

を起こす。政策体系一覧に無い事業を対象とする場合は、コード欄のみを空欄とし、

「（新）○○事業」「（新）△△細事業」「（新）□□細事業」とする。 

③事業はもちろんのこと、事業の一部である細事業又は業務についても廃止・民営化・

改善見直しができない場合は、その事業は現状維持による継続となり、「現状維持」

を選択して作業終了 

④事業全体を廃止・民営化・改善見直しする場合は、「廃止・民営化」又は「縮小・

簡素化・業務拡大・事業転換」を選択し、その内容を６－③記載するとともに６－

④に改善見込み額を記入する。 

ア 同じ事業に属する別々の細事業（業務）がいずれも「縮小」であるような場

合は、点検に支障が無い限り、1枚の点検シートにまとめることができる。 

  イ 施設管理（運営）を伴う場合の記載は、上記アに準ずる。 

⑤補助金・交付金についても、原則として全件について点検シートを起こす。ただし、

「対象者が異なるだけで内容が同じようなもの」は、点検に支障が無い限り、1枚と

することができる。 

 

Ⅱ 事業（細事業・業務）点検シートの記載方法 

【表面】１ 業務区分 

 点検の対象とする段階まで記入する。たとえば、事業レベルで精緻な点検が可能で

ある場合は、業務区分の各欄のうち、コード、事業名までを記入後、細事業、業務を

空欄とし、⑤会計以降⑧予算事業を記入。事業レベルでは精緻な点検ができない場合

は、細事業を点検の対象とし、細事業まで記入後、業務を空欄とし、以下同様⑧予算

事業まで記入する。さらに細かなレベルでの点検を必要とする場合は、業務・活動を

対象とし、この場合は、すべての欄を記入する。事業、細事業、業務のいずれを対象

として点検するかの判断は、業務担当課の判断に委ねる。 

なお、点検シートは、業務レベルでの点検を想定して各欄の表題を設けてあるので、 

特別な指示がされていない限り、２ 業務の全体像以降の項目は、適宜業務を細事業

又は事業と読み替えて作業を行うこと。 

①コード：かわせみnet中の情報ライブラリーから「政策体系一覧.doc」を入手し、

事業コードの数字を転記する。 

②事業、③細事業、④業務：コードと同様に、事業名、細事業又は業務を転記する。

政策体系一覧に該当事業等の記載が無いときは、適宜新規に起こすこと。なお、

新規の場合の表記は、「（新）○○事業」「（新）△△細事業」「（新）□□細

事業」とすること。 

（参考） 政策体系一覧 

事 業 

市民の男女共同参画への理解を促進します。 

男女共同参画事業・・・事業名 （事業コード）101020 1・・・事業コード 企画政策課 

事業期

間 
H20年～H29年 

細事業 

 

市民フォーラムの開催・・・細事業 
H20年～H29年   

企画政策課   

男女共同参画セミナーの開催・・・細事業 
H20年～H29年   

企画政策課   

マスメディアを活用した情報発信・・・業務・活動 H20年～H29年   
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企画政策課   

市民の意見収集・・・・業務・活動 
H20年～H29年   

企画政策課   

男女共同参画コーナーの運営 
H20年～H29年   

企画政策課   

各種委員会委員の選出方法の見直しを依頼 
H20年～H29年   

企画政策課   

女性人材リストの作成と活用 
H20年～H29年   

企画政策課   

せき男女共同参画まちづくりプラン（第二次）の運用 
H20年～H29年   

企画政策課   

男女共同参画推進委員会の開催 
H20年～H29年   

企画政策課   

男女共同参画基本計画策定 
H20年   

企画政策課   
 

業務とは、細事業の下位に位置する「市民意見の募集」「マスメディアイを活用した情報発信」といった」といった最小単位の行

政活動をいう。一般的に「男女共同参画事業＞男女共同参画基本計画策定＞市民意見の募集」の関係が成立する。 

⑤会計 １一般会計 ２特別会計 ３企業会計の別を記載 

⑥款・項・目：事業が属する会計科目コード 

⑦予算コード：予算事業コード 

⑧予算事業：予算事業名 

 

２ 業務の全体像 

①業務期間：業務の開始（元号・年・月）、終了予定（元号・年・月）。終了予定

年月は、明らかな場合以外には空欄となる。 

②進捗：平成19年度現在の進捗率（整数。単位％）及び状況（良好、遅延、停止か

ら選択） 

③事業・業務の目的：事業の目的には、事業の目的を記載する。業務の目的は、点

検の対象を業務とした場合には、上位の細事業の目的を達成するための手段とし

ての業務の目的を記入し、又は細事業を点検の対象として場合は、上位の事業の

目的を達成するための手段としての細事業の目的を記入する。（事業を点検の対

象とする場合は、「事業の目的」欄のみに記載する。） 

（例）業務「督促状送付」の場合は、上位細事業「滞納整理細」を意識して「保険税の収納率の向上と未納の早期解消を目的とし

て、毎月、定期的に督促状を送付する。」等の表記をする。次の④から⑥を使用しないで、この欄のみの記載で終わるケースもあ

る。 

④対象と数量：「誰」又は「何」を対象とし、「どれくらい」（回数、時間等の量）

の働きかけを行っているかを説明する。 

⑤事業場所：「どこで」「どこにいる人」など、業務の場所について記載する。工

事の場合は、字（あざ）、代表地番等まで記載することで特定し易くする。 

⑥手段：「手段」「方法」等を記載する。 

（例）事務では「職員に直営による」、施設管理では「委託による。」施設運営では「直営３０%、委託６０%、嘱託１０%」、細かな業務を

対象とする場合は「郵送による」等の表記となる。 

⑦業務の結果・成果：可能な限り、「市民生活の質がどれくらい向上したか」の成

果としても記載すること。」少なくとも、イベントの参加者数、利用者数等アウ
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トプット及び主な内容を付した科目別支出状況を記載する。 

（例）施設管理委託料○○千円、修繕料△△千円、光熱水費◇◇千円、消耗品□□千円。参加者20 ０人。「来場者アンケート

の結果、昨年と比較し、男女共同参画とは何を目指す活動かを理解する市民の割合が約○○%高まった。」 

⑧業務の課題：進捗状況で「遅延」又は「停止」を選択した場合は、その理由を明

記するほか、業務の実施にあたり問題となっていること等を記載すること。 

 

３ 施設管理のコスト 

 点検の対象に施設が含まれる場合は、施設管理に必要な年間の直接事業費及び人件

費について、平成19年度決算額、平成20年度予算額を記載する。いずれも金額は、単

位千円。 

直接事業費の内訳：委託料、修繕料、嘱託職員に支払う人件費等指定したものにつ

いては、内訳を記載し、その他の経費は、光熱水費・通信運搬費等の合計にまと

めて記載する。その他（   ）は課題とすべき費用が存在するときに記載し、

改善の対象とする。 

人件費：人件費は、点検の対象とする事業、細事業又は業務について、年間に「何

人・日」の労働量が必要であったかを数値（小数点以下２桁）を記入すること。 

＊人工（にんく）とは、作業員の作業時間の単位をいう。1人工=作業員1名が１日（8時間）働くことを意味する。 

 

【裏面】４ 業務の性格 

①業務の性格：業務（業務・細事業よりも事業が好ましいときは、事業を判定の対

象とすること。）について、市の関与が必要か否かを見る。１～９のいずれにも

該当しない場合は１０を選択する。 

1 法令で市が行うことになっている業務（施

設。以下同）である。 

都市公園法による公園、学校教育法による小中学校の設置など 

 

２ 不特定多数の市民にサービスを提供する

業務・サービスの対価を徴収できない業

務である。 

市道、橋梁整備、消防業務、義務教育の実施など 

３ 一定水準の市民生活を確保するために実

施する業務である。 

老人福祉施設、児童福祉施設、障がい者福祉施設、市営住宅、文化施

設、スポーツ施設の設置、運営など。（公共の福祉） 

４ 市民の生命、財産、権利を擁護し、又は

安全・安心につながる業務である。 

公害監視・規制、防犯パトロール、消費生活相談、各種相談事業、在

宅支援など 

５ 社会的・経済的弱者に対し、生活を支援

する公助としての業務 

生活保護、ひとり親支援、在宅支援など 

６ 民間だけでは質、量ともに十分なサービ

スが提供できない政策・そもそも民間で

は業務そのものが成立しない。 

この判断をする場合は、現状だけを見て「民間事業者だけでは十分

でない」又は「民間事業者だけでは完遂できない」と判断してはなら

ない。 

７ 地域や不特定多数で維持される文化、芸

能など市民全体の財産といえるものに関

わる業務である。 

祭、山車、伝統芸能、日本刀、惟然、円空への支援など 

８ 予算管理、財産管理等の内部管理で直接

市民に関係のない業務である。 

予算、決算、財産管理、条例の起案、職員管理、議会対応、各種委員

会事務、委託業務に対する監督業務等管理執行 

９ 特定の対象者へのサービスであるが、経

由して、市民全体にサービスが行き渡る

業務 

医師会・歯科医師会支援、公益法人事業など 
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１０ １～９までに分類され、原則として、

市が関与する必要はない。 

廃止を市が関与すべきではないと判断される事業 

 

②業務の状況：市の関与の必要であっても、問題点は無いかを検討すること。 

（複数選択可） 

1 開始当時の社会情勢から大きく変化し、時

代遅れな政策となっている。 

政策を取り巻く社会情勢に変化はないかを精査すること。 

２ 利用者、受益者が少ない状況になってい

る。 

ニーズそのものが無くなっているのではないかを精査すること。 

３ 業務は、他の自治体と比べ、対象の範囲、

レベル、行政の負担などが適正とはいえ

ないサービス過剰な状況 

利用料金、対象者などは適正であるかを見ること。 

４ 国や県で同種のサービスが実施され、メ

ニューが重複した状況にある。 

同種とは、同様の成果が得られるものも含まれる。 

５ 受益者負担とサービスの関係を見直し、

業務を縮小又は拡大すべき状況となって

いる。 

受益者負担と市を含む公費負担との比率等を比較し、適正な負担とサ

ービスの関係とする。市の負担を下げるだけでなく上げることも検討

すること。 

市の負担を（上げる又は下げる）×サービスを（上げる又は下げる）

６ 特定に利用者に偏ったサービスとなって

いる。 

広く市民を対象としている事業であるにもかかわらず、利用者が限ら

れているような場合が相当する。 

７ 民間と競合し、又は民間活動を阻害して

いる。 

同種の民間事業が存在する場合に該当しがちである。 

８ 緊急性がなく、又は優先順位が低い政策

を実施している。 

行政評価における施策評価による優先順位付けによることのほか、客

観的事実による判断も可とする。 

９ その他（           ） その他の観点（括弧内に観点を記載）で見て問題となっている。 

 

５ 廃止・民営化・縮小・拡大の検討 

①市民の意見：廃止、見直し等の判断を行うにあたり、これまでに市に届いている

市民の意見等もできる限り反映すべきであることから、意見の傾向とその割合を

示しながら記載すること。 

②廃止の可否と影響：廃止・民営化の可否を判断し、「可否」の判断を下した根拠

等を簡潔に記載すること。 

③改善可能性：②で廃止・民営化ができないと判断された場合は、改善見直しを行

うこと（複数選択可）。 

１ 代替手法がある。 代替手法はないかを精査する。 

２ 他（課）の事業と一体化できる。 同じ対象者に別々に事業が実施されている場合、統合できないかを精

査する。 

３ 指定管理等民間活力の導入を図ることが

できる。 

指定管理者制度の導入拡大を含む、民間活力の導入を図る。 

４ 業務処理を簡素化できる。 一連の業務を見直する。 

５ 処理の一部を外部委託できる。 事務を精査し、外部委託を検討する。 

６ 包括的委託、一括委託による事務の簡素

化ができる。 

個別の契約を複数まとめ一括委託契約とすることや機器整備と保守管

理を一体で契約する包括委託等を検討すること。 

６ 受益者が自助努力、自己負担で実施でき 相当の財産を持つ事業者であるなら、公的な関与そのものが不要では
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る。 ないかを検討 

７ 電算化による軽減ができる。 電算システムとともに作業も外注する等システム導入だけにとらわれ

ない電算化を検討すること。 

８ 適正な受益者負担とすることができる。 ４－②２を選択したものについては、よく検討すること。 

 

６ 点検結果 

①廃止・民営化：廃止又民間化と決定した場合に「いつから」「どのように」「ど

んな理由により」を明記すること（理由は複数選択可）。実施年度と１又は２（１

廃止 ２民営化）を記入すること。 

１ 市が業務を行う妥当性がない・民間事業

とすべきものでもない。 

事業を廃止しても問題ないか、又は受益者の自助努力・自己負担とす

べきもの 

２ 業務ニーズが減少し、又は変化したこと

から、業務を継続する必要がない。 

 

３ 業務は、目的の達成手段として不適切で

あるか、又は効果が見込めない 

 

４ 受益者の自助努力、自己負担で実施でき

る。 

 

５ 民間が実施すべき分野 売却等、民営化の手法を６－③に明記すること。 

６ ＮＰＯなどに委ねるべき分野 受入可能なＮＰＯが実存する場合のみ選択すること。 

７ 国、県が実施すべき分野 止めるにあたっては、国、県の意向を十分把握すること。 

８ その他

（                 

） 

具体的な理由を簡潔に記載する。 

 

②見直し：改善見直しを決定した場合に「いつから」「どのように」「どんな理由

により」を明記すること（理由は複数選択可）。実施年度と数値（１縮小 ２簡素化 ３

現状維持 ４業務拡大 ５事業転換 ）を記入すること。 

１ 他の事業に転換する。（代替案検討シートへ） ２ 他（課）の業務と一体化する。 

２ 指定管理等民間活力の導入を図る。 ４ 業務の簡素化を図る。 

５ 処理の一部を外部委託する。 ６ 包括的委託、一部委託による契約を導入する。 

７ 電算化を図る。 ８ 受益者負担を上げ、業務内容を維持する。 

９ 受益者負担金を上げ、業務内容も拡大する。 １０その他（ 内容を簡潔に記載） 

（例）費用負担を維持し、サービスを下げるは１縮小、費用負担を上げ現在のサービスを維持は２簡素化、費用負担を維持し

サービスも維持は３維持（この場合の記入は、年度を記入しないで３のみを記入すること。）。費用負担を上げサービスも上

げるは４業務拡大。費用負担を見直し、別のメニューによるは５事業転換等 

③省略 

④削減効果：削減が見こまれる主な科目ごと削減額（増加の場合は負の値）を入力。

人件費については、年間削減可能人工数（人・日。少数点以下２桁）を記入。 

 

Ⅲ 補助金・交付点検シートの記載方法 

【表面】１ 業務区分 

 点検の対象とする補助金を扱う事業、細事業又は業務について、記載すること。 

①コード、②事業、③細事業、④業務：記載要領は、（事業・細事業・業務）点検

シートに準ずる。 
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⑤会計 １一般会計 ２特別会計 ３企業会計の別を記載 

⑥款・項・目：事業が属する会計科目コード、⑦予算コード：予算事業コード、⑧

予算事業：予算事業名 

 

２ 補助金・交付金の全体像 

①事業者：補助金・交付金の交付対象事業者名称 

②施設の根拠法令等：要綱の場合は要綱の写しを添付して提出。決裁等による場合

は、理由欄に交付の主旨を公益性の観点から簡潔に記載すること。 

③市の負担割合とその根拠：国○％ 県 △％ 市 ◇％の○、△、◇の各値を小

数点以下２桁まで記入すること。市の割合について、その根拠となる理由を１つ

選ぶこと。 

④交付対象事業の内容：交付対象事業者の実施する事業の内容を簡潔に記載するこ

と。 

⑤通算交付期間：点検対象となる補助金・交付金の通算の交付期間を明らかにする。

単年度補助であっても、繰り返し交付されているような場合は、当初に交付され

た年・月を記入。終了予定は、要綱、決裁等で明らかにされている場合以外には

空欄となる。 

⑥交付対象事業の結果・成果：直接の効果には事業者から出された実績報告に記載

されるような事業者から見た成果等を記載する。波及効果には、補助金の所管課

から見た成果等を記載する。 

（例）直接の効果：事業者主催によるイベント事業○○千円。波及効果：もう一度訪れてみたいと思う観光客の割合が１０%アップ

等 

 ⑦交付対象事業の課題等：交付対象事業又は事業者が持つ課題等を記載すること。 

 ⑧交付対象事業の収入内訳：公費負担分は、平成19年度交付実績、平成20年度予算

について、予算額事業実績報告等に記載された国（関係団体を含む。）、県（同）

及び市による支出金額を記載する。事業者負担分は、補助対象事業者の支出のう

ち、指定した内訳については、すべて記載し、それ以外は「上記以外の事業者負

担」に一括して記載すること。いずれも千円単位。 

 

【裏面】３ 事業・事業者の状況 

 ①交付対象事業の支出内訳：平成19年度交付実績、平成20年度予算について、該当

する区分の支出の有無及びその金額をすべて記載すること。（平成20年度分が不

明なときは、記載は不要）  

なお、個々の金額を記載した結果表示される交付対象事業費＊１は、２－⑧の

交付対象事業費と一致する。 

②事業者の事業等状況：交付対象事業者の平成19年度及び平成20年度（見込み）の

決算時における年間総事業費、繰越金の総額、預金・積立金の総額を可能な範囲

で記載すること。 

③事業者が市から受ける他の支援：自由記載欄には、対象事業に対し支払われる他

の補助金等の名称、交付額を箇条書きで記載し、このほかに、該当する項目すべ

てを選択すること。 

④県等の直接支援：市を経由しないで直接的に補助等が実施されている場合は、名

称及び交付額又は支援内容を箇条書きで記載すること。 

⑤交付対象事業の状況：３－③、３－④も踏まえ、事業に問題点は無いかを検討す

ること。 
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１ 事業開始の社会情勢から大きく変化した。時代遅れな事業となっている 

２ 利用者、従事者が少ない事業として実施されている。 

３ 事業は、補助を受けない他の民間事業と競合し、又は民間活動を阻害している。 

４ 補助の目的に合致した事業成果が上がっていない。 

５ 過剰な補助となり、適正な事業者負担とはいえない。 

６ （交際、慶弔、飲食、旅費、翌年度繰越、預金、積立金の）特定支出に偏った事業である。 

７ 国、県又は市による他の補助を加えると、過剰な支援となっている。 

８ その他（内容を簡潔に記載） 

 

４ 補助の廃止・代替支援方策の検討 

①市民の意見：廃止、見直し等の判断を行うにあたり、これまでに市に届いている

市民の意見等もできる限り反映すべきであることから、意見の傾向とその割合を

示しながら記載すること。 

②廃止の可否と影響：廃止の可否を判断し、「可否」の判断を下した根拠等を簡潔

に記載すること。 

 ③③改善可能性：②で廃止できないと判断された場合は、改善見直しを行うこと。

（複数選択可） 

１ 補助金交付以外に代替の支援がある。 ２ 他の補助と一体化できる。 

３ 補助対象とする部分を見直しできる。 ４ 補助率を見直しできる。 

５ 補助を拡大することでより高い成果が得られる。 ６その他（内容を簡潔に記載） 

 

５ 点検結果 

①（補助を）廃止：廃止と決定した場合に「いつから」「どのように」「どんな理

由により」を明記する。（理由は複数選択可）実施年度と１（１廃止）を記入すること 

１ 市が補助する妥当性がない 

２ ニーズが減少した・ニーズが変化した事業である。 

３ 補助対象事業は、目的の達成手段として不適切であるか、又は効果が見込めない事業である。 

４ 事業者が自助努力、自己負担で実施すべき事業である。 

５ 補助することは、他の民間事業者との均衡がとれない。 

６ 国、県の制度内で補助を受けるべき事業 

７ 少額又は低率な補助であり、補助効果が明確でない。 

８ その他（内容を簡潔に記載） 

 

②（補助の）見直し：実施年度と数値（１縮小 ２統合 ３現状維持 ４拡大 ５別

支援）を記入すること。 

１ 縮小 ２ 他の補助と一体化 

３ 現状維持 ４ 補助を拡大 

５ 別の支援策による。  

③省略 

④削減効果：削減が見こまれる主な科目ごと削減額（増加の場合は負の値）を入力。

人件費については、年間削減可能人工数（人・日。少数点以下２桁）を記入。 
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政策総点検ガイドライン 

 

Ⅰ 総点検、行政評価及び行政改革大綱の特長 
１ 総点検 

行政評価の視点には妥当性、効率性及び有効性がある。評価対象事業だけにと

らわれがちな行政評価においては、妥当性（事業実施、事業継続）が「是（この

事業は必要である。継続すべき。）」とされがちである。これに対し総点検は、

広く全事業を見比べることから、廃止、大胆な見直しによる「政策の転機」が期

待できる。 

２ 行政評価 

 一定基準をもって事業を継続して評価を繰り返すことが可能であることから、

長期間にわたる改善を計画的に継続できる。次年度以降も事業の状況との兼ね合

いから対応するとされた場合は、行政評価（実施計画）による点検に委ねる。 

３ 行政改革大綱（79項目） 

 組織の見直しのような大きな改変は、行政改革大綱の取組（専門委員会、検討

部会）が効果的である。総点検に伴い組織の見直しが必要とされた場合は、行政

改革大綱との連携を図ることとなる。 

 

Ⅱ 総点検のチェックポイント 

１ 総点検の視点 

   行政活動の基本ルールとしていくつかの原則がある。この原則を忘れることな

く点検作業を進める必要がある。主な原則は、次のとおり。 

〇平等の原則：サービスの提供、金銭の給付等は平等であること。 

〇必要性の原則：行政がその活動に関与すべき合理的な理由が存在すること。 

〇効率性の原則：活動の成果と費用の効率が高いこと。 

２ 点検シートで何を見る、何を考える。 

① 事業の目的は何か？ 成果に結びつく状況か？ 

【点検シートＡ ２ 業務の全体像】 

【点検シートＢ ２補助金・交付金の全体像・③事業・事業者の状況】 

    主に平等、効率性を見る。互いに事業を見比べることで「偏り」を見つけ出

すことも可能。見るべき視点の一例としては、 

〇事業の目的、趣旨も視野に入れた上で対象者、実施場所、事業量・数量が平

等、公平といえるか。 

〇補助金・交付金の給付は、過剰又は均衡を逸していないか、又は補助対象外

の目的に使用がなされていないか。 

〇事業の目的、趣旨から手段・事業量は適切か。 

〇補助金の交付は、自立を妨げていないか。 

〇施設運営費用に比べ使用料は適正か、他市同等施設の使用料と比較してバラ

ンスは良いか。 

経営資源（ヒト・モノ・カネ）の適正な投入についての説明責任の原則を果た

すこと。 

② そもそも市が担うべきか？ 

【点検シートＡ ４ 業務の状況】 

行政が事業を実施し、又は施設を運営しなければならない理由は、次のとお

り（該当しないときは、事業を止める判断を優先すること）。 
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〇法的に実施、設置、運営等が義務付けられているから（法的とは、国の法律・

政令等をいい、市が独自に設けた例規等によるものではないこと。）。 

〇道路、公園のように、受益者が特定できないか、又は特定できても対価の支

払いを求めることができないものであるから。 

〇一定レベルの市民の生活水準を維持するため税により整備が必要なものであ

るから。 

〇市民、地域全体の財産といえる文化、芸能等であるから。 

〇防災、防犯、権利擁護のように、平和な市民生活を維持し、かつ、受益者が

一人の場合であっても市民多数の場合であっても、経費に大きな差が生じな

いものから。 

〇生活保護、福祉医療のように、所得の再配分として生活困窮者等に対する安

全網（セーフティーネット）であるから。 

〇民間事業者、国、県、その他公共的団体等による類似サービスの提供が無い

から。 

〇環境保護、義務教育のようにサービスの対象者だけでなく、広く効果が及ぶ

から（利用人数多いほどサービスの効果が高まることから、関与に妥当性が

ある。）。 

〇内部管理のように行政が主体的に関与すべきものであるから（市場化テスト

に供するものであってもひとまずここに分類しておき、別途民間活力の導入

を検討する。） 

    この検討により、「実施すべき」判断とされたものであっても 

〇時間の経過等の理由によりニーズを失っている。 

〇他市と比較して均衡を逸するようなヒト、モノ、カネの投入となっている。 

〇偏りがある（応分負担か。減免は適切か。特定利用者に便宜が偏っていない

か等）。 

〇ニーズとの関係から、サービスの質・量を見直すべきである。 

〇民間事業者が活動し、又はやる気のある民間事業者の活動を阻害している。 

これらに該当する状況にあるときは、現状を見直すべきる判断 

「誰（市、県・国、民間事業者、市民・市民活動団体）が担うべき事業か」「事業実施は必要

か」「事業は需要・目的に合致しているか」といった原点から見直す作業を「仕分け」ともいう。

  ③ 手段、方法を中心に改善することはできないか？ 

【点検シートＡ ５ 廃止・民営化・縮小・拡大検討 】 

以上までの点検により、量の一部見直しはあるものの「継続実施」と判断さ

れたものについて、手段、方法を中心に改善を考える。 

    これまでに市に届いている市民の意見等を記載し、これも参考にしながら、

現実的な対応を考える。その主な視点としては、 

〇市民として見たとき、利用料金を払う気になるか、そのサービスに満足する

か等 

〇品質・スピードは向上できないか（電算化、担い手、処理プロセス、組織改

変等による。）。 

〇費用対効果は妥当か（費用を半分にできないか。他の施策、事業等を代用で

きないか。職員の従事が必要か等）。 

  ④ 担い手の具体的あり方はどうか？・⑤ 事業、補助金交付をどうしていくの

か？ 
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【点検シートＡ ５ 廃止・民営化・縮小・拡大の方向及び６ 点検結果①、②】 

【点検シートＢ ４ 補助の廃止・縮小・拡大方向及び５ 点検結果①、②】 

    点検、検討の結果、事業、補助金交付等をどうしていくべきか。 

〇事業の担い手は誰（市、市民・市民団体、民間事業者）か。 

〇市が担うべき事業に民間活力を導入（指定管理者、包括的業務委託等）でき

ないか。 

〇対象（対象者、対象事業）は適切か（偏り、過少・過剰等）。 

〇事業量は適切か（増やすべきか、減らすべきか。増えるものか、減るものか）。 

〇事業の内容（手法、質等）は適切か。特に市民が求める内容か。 

等の視点から、「事業（補助金）は本来どうあるべきかの判断」が「総点検の

ひとまずの
、、、、、

まとめ」（次頁「事業の方向性」から最適な結論を選択し、点検

シートのコメント欄に記号（例：６－２）を記載すること。） 

 

＊（⇒別表１） 

 

⑥ そのうえで、ひとまず現実的な対応はどうすべきか？ 

【点検シートＡ ６点検結果③及び点検シートＢ ５点検結果③】 

現に受益者、利用者等が存在することその他の理由から、即座に改める（平

成21年度予算に反映）ことはできないことから、時間をかけて進めるものにつ

いては、 

事業は本来どうあるべきか（結論）。を書く 

・事業の対象、量、質及び担い手等はどうあるべきか。 

・補助対象事業の対象、量、内容はどうあるべきか等 

そのために必要な周辺整備を書く 

・例規等を含む制度、全体の枠組の見直し 

・対象者、受益者の納得、変化への準備対応等 

・段階的削減等の激変緩和策 

・市役所内部の組織の見直し 

なぜ今できないか、及び今後進めるシナリオを書く。 

・今できること、今行うべきことは何か。今はそれしかできない理由 

・来年度行うべきこと、できることは何か。その先はどうか。 

・平成〇〇年にできるのか、平成〇〇年までできないか等 

これらを点検結果③欄内に明記し、かつ、計画的に改善を重ねる。 

 

Ⅲ 行政評価及び行政改革大綱による改善の継続 

「Ⅱ 総点検、行政評価及び行政改革大綱の特長」のとおり、今回の総点検において、

時間をかけて改善すべきとされた案件は、行政改革大綱（専門委員会、検討部会で

の検討）、行政評価、実施計画に組み込み進捗を図ることとする。 

  このようにして、総点検が刺激となって、個々の行政管理システムが一段高いレ

ベルで活動を始め、メリハリある改革、改善を継続することで、全体として最適な

成果（自立した自治体づくり）の実現につながることが、総点検の趣旨である。 
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別表 ア 「事業の方向性」 
（ア）（細）事業については、Ａ及びＢの検討結果の交わるところが「事業は本来どうあるべきかの判断」となる。 

    実施主体 
 
 
事業展開 

Ｂ 官民の役割・市の関与（市直営・市事業として実施）のあり方から見て、事業は誰が担うべき 

直営による管理、実

施等市の直接的な

関与を継続すべき 

民間委託・指定管

理等により直接的な

関与は縮小すべき 

事業全体のうち一

部を民間事業(NPO

含む。)とすべき 

事業全体を民間事

業（NPO含む。)とす

べき 

事業廃止、施設廃

棄等によって市は事

業を手放すべき 

現状では結論付け

不能又は今後も継

続して検討すべき 

Ａ
  
 
需
要
と
事 
業
の
関
係 
は
ど
う
か 

現状は、需要が無
いか（それに近い）。
事業は廃止される
べき（不要事業） 

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ 

現状需要に対する
事業量が過剰又は
今後需要が減少。
事業を縮小すべき
（供給過剰） 

２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ 

現状需要に対する
事業量は適正、今
後の需要も不変。
現状の事業を維持
すべき 

３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６ 

需要に対する事業
内容が不適合。別
事業を実施すべき 
（手段の誤認） 

４－１ ４－２ ４－３ ４－４ ４－５ ４－６ 

現状需要に対する
事業量が不足又は
今後需要が増大。
事業を拡大すべき
（供給不足） 

５－１ ５－２ ５－３ ５－４ ５－５ ５－６ 

現状では結論付け
不能又は今後も継
続して検討すべき 

６－１ ６－２ ６－３ ６－４ ６－５ ６－６ 
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（イ） 補助金交付については、公益性を持つ事業量をコントロールすることで、市民生活を豊かにすることを考える。Ａ及びＢの検討結果の
交わるところが「補助金は本来どうあるべきかの判断」となる。 
補助率

 
事業展開 

Ｂ 補助・交付割合（市負担率）はどうあるべきか

補助・交付率を上げ
るべき 

補助・交付率は現
状維持すべき 

補助・交付の内容を
変えるべき。融資等
によるべき 

補助・交付率を下げ
るべき 

補助・交付を止める
べき 

現状では結論付け
不能又は今後も継
続して検討すべき 

Ａ 
 
補
助
対
象
事 
業
は
市
民
生
活
に
寄
与
貢
献
し
て
い
る
か 

事業は生活に寄与
貢献していないか又
はほぼ同様の状況
にある（公益性の無
い事業）。 

７－１ ７－２ ７－３ ７－４ ７－５ ７－６ 

現状市民生活の必
要量を超えて供給
され、又は将来必要
量が減少する。（供
給過剰） 

８－１ ８－２ ８－３ ８－４ ８－５ ８－６ 

現状市民生活の必
要量が適正に供給
され、今後の需要も
不変である。現状の
供給を維持すべき 

９－１ ９―２ ９－３ ９－４ ９－５ ９－６ 

事業内容が生活向
上に結び付いてい
ない。適正な内容の
事業で実施される
べき（手段の誤認） 

10－１ 10－２ 10－３ 10－４ 10－５ 10－６ 

現状市民生活の必
要量に足りていな
い、又は将来需要
が増す。 
（供給不足） 

11－１ 11－２ 11－３ 11－４ 11－５ 11－６ 

現状では結論付け
不能又は今後も継
続して検討すべき 

12－１ 12－２ 12－３ 12－４ 12－５ 12－６ 

※本来どうあるべきかの判断に加え、受益者、利用者、市民生活、企業活動等への配慮から、いつまでに、どのような段階を踏んで進めていくべきかが

総点検での結論となる 




