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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。 
 

 



 150

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。 



 157

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 




