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◆　平成25年度　事務事業評価結果（外部評価対象事業）

目的

評価方法

「事務事業評価」については次の手順により実施した。

①

②

③

・

・

・

④

⑤

⑥

評価基準及び評価結果

評価基準

長期に取組まれている事業

特に住民生活に影響がある事業

地域の活性化や新たな展開に対して意見を聞くもの

庁内評価結果を基に、外部評価対象以外の重要事業等について、今後の方向性を判断する
庁内最終評価。

（１）

（２）

本市の施策及び事務事業について、適時その実施状況、目的又は目標の達成状況を把握し、それら

の目的又は目標に照らして必要な評価を行い、その結果を行財政運営に反映させる。

①

（３）

外部評価の結果を踏まえ、今後の市としての方向性を判断する最終評価。

市単独事業、490事業の中から以下の観点により外部評価委員の意見を尊重して外部評価対
象事業を選定。

市で実施している約1,400ある全ての事務事業について各所管課による自己評価。

①の中から内部管理事務や各種制度に係る事務を除き、市長マニフェスト事業、新規事
業、大規模事業、継続的に取り組まれている事業などを抽出し庁内評価。

③で選定した20事業について外部評価。

①

②

③

④

⑤廃　　止 廃　　止

縮　　小

拡　　充

継

続

そのまま継続 そのまま継続

見直して継続

改　　善

※事業内容・実施方法の見直しにより対象、事業量が増大または減少した場合は、拡充または縮小を選択する

対象や事業量が増大するもの。（経済状況の好転などによる増大は除く。）

事業内容・実施方法などの見直しを行うもの。

成果が出ないなどの理由で、今後行わないもの。

今後もこれまで同様に行うもの。（経済状況の好転による増大、人口増等に
よる減少も含む。）

対象や事業量が減少するもの。（人口減などによる減少は除く。）

項目

※事業内容・実施方法の見直しとは、事業内容や対外的な進め方（民間へのアウトソーシング、市民との協働・連携等）の変更など

内　　　容
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評価結果

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

改善

縮小14

改善7

352

3

5

改善53

拡充4

7

3

廃止

6

7

9 改善

見直して継続

縮小 拡充 改善
総括

そのま
ま継続

総務課 職員研修事業

②

高齢者支援課 外出支援サービス事業
見直して
継続

№ 所管 事業名

庁舎建設推進
室

天草市庁舎建設事業

外部評価

学校教育課 スクールバス運行事業

地域政策課 乗合自動車運行事業
見直して
継続

スポーツ振興
課

天草国際トライアスロン大
会

見直して
継続

そのまま
継続

都市計画課 花菖蒲まつり事業
見直して
継続

観光振興課 観光イベント実施事業

男女共同参画
課

ＮＰＯ支援事業

農業振興課
物産地域イベント開催補
助金

見直して
継続

環境施設課
ゴミ資源化減量化対策事
業

そのまま
継続

改善

そのまま
継続

改善

最終評価

縮小2

庁内評価

改善

見直して
継続

改善

改善

1

改善5

改善

拡充

改善

見直して
継続

改善

改善10

改善

見直して
継続

改善

そのまま
継続

1

7

改善

12

13

14

15

16

17

18

19

20
そのまま
継続

縮小

改善

改善

拡充

縮小

2

2

4

7

1

5

業 継続

土木課
市道清掃ボランティア支援
事業

拡充

継続

拡充

観光振興課 天草宝島観光協会補助金
見直して
継続

7 2 縮小

1

産業政策課 ６次産業化推進事業
そのまま
継続

改善1 8

農林整備課
土地改良区管理運営補助
金

見直して
継続

改善2 7

子育て支援課 子ども総合相談事業 拡充 改善4 5 改善

改善1 1 1 6 改善

7

改善

健康増進課 健康運動事業
見直して
継続

農業委員会事
務局

農地流動化奨励金交付事
業

そのまま
継続

5

改善

健康福祉政策
課

社会福祉協議会補助金
見直して
継続

縮小

そのまま
継続

情報政策課 地域ＩＣＴ利活用事業
そのまま
継続
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

○目　的
　近年の社会経済の急速な進展や変化に対応し、地方分権型社会の構築に向けて、研修を通じて市職員の能力開発及
び資質の向上を図り、もって住民の福祉と地域の振興に資することを目的とする。

○事業内容
　第２次行財政改革大綱の基本方針である「職員能力の強化」を図るため、例年実施している一般研修（一般職、管
理職研修等）、専門研修（自治大学校、市町村職員中央研修所等研修）及び特別研修などに、目標管理研修やアウト
カム指標研究、行財政改革セミナー等を加えた各種研修を実施する。

○平成26年度事業費（計画）
　　8,874千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 職員研修事業 総務部総務課人事研修係

（総合評価）
　職員としては一生懸命やっているが、市民側から見れば意識が足りない。職員の意識改革につ
ながるような研修の実施など、工夫をする必要があるため「改善」とする。
　職員のモラルの向上につながる取組みを実施すること。また、部課長など管理職に対する研修
を充実させること。
　天草市としての将来ビジョンを示し、職員と市民が方向性を共有していくことが必要である。

（委員意見）
・研修終了後に職員による庁内報告会などを実施していただきたい。
・意識の低い職員に研修の企画をさせるなどの取り組みをしてはどうか。
研修をする際に天草市の進むべき方向を示し 職員が同じ方向を向いて取り組む必要がある

（評価者　９人）
①そのまま継続（０）
②縮小（０）
③拡充（０）

【最終評価】

○

○

○

○

方向性

・研修をする際に天草市の進むべき方向を示し、職員が同じ方向を向いて取り組む必要がある。
・職員の危機感が薄い。将来予測など今後厳しくなる市の現状を示していく必要がある。
・若手の意見を取り入れ、市政に活かしていくことが必要。
・職員のモラルの向上を含めたところの研修が必要。
・職員の自主研修の参加者が少ないようである。もう少し充実させるべき。
・メンタル面も含めたところの研修を充実させていただきたい。
・職員研修の成果などを市民へ周知していただきたい。
・受けた研修が活かされるように人事異動を少なくしていただきたい。
・職員の資質の向上につながるような研修の実施をしていただきたい。
・同じような施策に対して複数の課で別々に実施をしている。課同士の横の連携が取れるような
研修を実施していただきたい。
・市民とのパートナーシップを持って講師としての立場で出て行き研修することも必要。

　●改　善

③拡充（０）
④改善（９）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

実施にあたっての留意事項

天草市がおかれている現状を認識させるため、行財政改革等の研修をさらに充実し職員
の意識改革を行うこと。

出前講座等を活用し、職員のプレゼン能力を向上させること。

管理職の意識改革及び経営手腕を高めることを目的とした研修を充実すること。

研修を受けただけで終わりではなく、「ふり返り」を目的とした事後研修を実施するこ
と。
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○

意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　９人）
①そのまま継続（０）
②縮小（７）
③拡充（０）
④改善（２）
⑤廃止（０）

（総括）

縮　小

方向性 実施にあたっての留意事項

（総合評価）
　今後の天草市の規模に対して過大である。将来の人口動向、職員数の予測などを考慮し、適切
な規模で機能性や効率性を重視した庁舎とするため「縮小」とする。
　図書館や民間施設を取り入れるなど、柔軟性のある利用方法なども検討すること。また、市民
の意見を取り入れ進めていただきたい。

（委員意見）
・ワークショップを行なうのであれば市民の意見を反映できるようにしていただきたい。
・市民の納得のいく説明責任を果たしていただきたい。
・今後の天草市の規模に対して大きすぎる。適切な規模で使い勝手のいい庁舎としていただきた
い。
・防災拠点になるのか多少の疑問がある。
・天草産材の利用について疑問がある。できればたくさん使っていただきたい。
・庁舎は必要であると思うが、機能性や市民の使いやすさなど考えて進めていただきたい。
・事業費についてもう一度見直しをしていただきたい。
・地場産業の育成のための方法を検討していただきたい。
・市役所だけではなく図書館などを入れた複合施設としての検討もしていただきたい。
・誰のための庁舎なのかを考え、市民の意見を取り入れ進めていただきたい。
・ワンストップの窓口ができるようにしていただきたい。
・デザイン優先ではなく、機能を優先して建てていただきたい。
・様々な使い方ができるつくりにしていただきたい。

庁舎の規模については、今年度見直される定員適正化計画に基づき決定すること。

天草市本庁舎建設基本計画で新庁舎の規模や事業費について提示しているが、縮小する
方向で検討を行うこと。

ワークショップを行なうなど、市民の意見を聞きながら協議したうえで進めていくこ
と。

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 天草市庁舎建設事業 総務部庁舎建設推進室庁舎建設係

○目　的
 新庁舎建設については５つの基本方針（住民自治の拠点、ユニバーサルデザインの重視、災害時の防災拠点、機能
性・効率性の重視、環境への配慮）を踏まえた本庁舎を建設することで、市民の方が安心して利用できる庁舎を目指
す。また、本館と別館等に分散している部署を統合することにより、市民の方の利便性の向上と行政事務の効率化を
図る。

○事業内容
　・天草市庁舎建設基本設計・実施設計業務（平成25年度～26年度）
　・本体工事着工（平成27年度～29年度）
　・本館解体工事、外構工事、新館改修工事、開庁

○平成26年度事業費（計画）
　　386,800千円

　●改　善

方向性
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 外出支援サービス事業 健康福祉部高齢者支援課高齢者支援係

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　８人）
①そのまま継続（０）
②縮小（３）

（総合評価）
　全体の交通弱者対策について見直しを含め、公共交通全体について一体的に見直しを進める
必要があることから「改善」とする。
　民間にできる部分は民間への委譲を進めること。

○目　的
　寝たきり高齢者等に対しては、リフト付き車両により支援を行い、公共交通機関の運行のない地域の70歳以上の高
齢者及び重度心身障害者等に対しては、福祉タクシー料金助成事業及び福祉バス運行事業による外出支援を実施する
ことにより高齢者等の福祉の向上を図る。

○事業内容
　リフト付き車両運行事業は、社会福祉協議会へ車両管理と運行事業を委託し、一般の交通機関では移動が困難な者
に対する移送サービスを実施する。
　福祉タクシー料金助成事業は、市が指定するタクシー事業者を利用した際に、初乗り料金を助成する。年間48枚交
付する。
　福祉バス運行事業は、天草町においては、10人乗り市公用車を町内タクシー業者と運転業務委託契約を締結し、河
浦町においては、9人乗りマイクロバスによる町内タクシー業者との福祉バス運行事業委託契約を締結して運行してい
る。週4日、年間195日程運行している。（利用者は個人負担３００円）

○平成26年度事業費（計画）
　　20,141千円

【最終評価】

○

○

リフト付き車両運行事業については、現在社会福祉協議会に委託実施しているが、民間
に移行する方向で検討すること。

福祉バス運行事業については、天草市公共交通連携計画の中で、他の関連する交通施策
と併せ検討を進めること。　●改　善

②縮小（３）
③拡充（０）
④改善（５）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

方向性 実施にあたっての留意事項

（委員意見）
・全ての公共交通について一体的に改革を行なう必要がある。
・リフト付きバスについては制度を見直していく必要がある。
・事業の周知が徹底していないような感じがする。周知を徹底していただきたい。
・民間にできるものは民間にお願いし、市がすべきものについてしっかり行っていただきたい。
・合併前からの継続という理由だけでの事業継続はどうかと思う。
・使いやすい仕組みづくりをお願いしたい。
・様々なタイプの方を支援できる民間事業者へ委託等を進めていただきたい。

縮
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 スクールバス運行事業 教育部学校教育課教務係

○目　的
 小・中学校の統廃合により、遠距離となった児童・生徒の通学手段を確保するため、スクールバス（ボート）を運行
する。

○事業内容
　スクールバスの運行管理業務委託事業（バス４１台（うち市有６台）、ボート１隻）
[本渡]小・中学校　４台（市有１台）、[牛深]小・中学校　６台（市有３台）、[有明]小・中学校　４台、[御所浦]
小・中学校　３台・１隻、[倉岳]小学校　２台、[栖本]小学校　１台、[新和]小学校　４台、[五和]小・中学校　６
台、[天草]小・中学校　５台、[河浦]小・中学校　６台（市有２台）
H26から　五和地区、牛深地区追加予定
補助率　1/2（統合後５年間）

○平成26年度事業費（計画）
　　295,406千円

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

　●改　善

（評価者　８人）
①そのまま継続（０）
②縮小（０）
③拡充（１）
④改善（７）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

（総合評価）
　スクールバスの重要性を再認識し、運転手の教育や子どもたちに対する細やかなケアを行なう
とともに、他の公共交通機関との連携など全体での検討が必要なことから「改善」とする。
　旧市町の学校区の見直しについて検討を行うこと。

（委員意見）
・他の公共交通との関係を見直し、最善の方法を検討していただきたい。
・地域でできるのであれば地域の業者で運行をお願いしたい。
・スクールバスのみでなく、他の利用も考えていただきたい。
・バスを降りた後の対応についてもしっかりお願いしたい。
・子どもたちの意見を聞きながら改善していっていただきたい。
・他の交通弱者との関係を考えていただきたい。

方向性 実施にあたっての留意事項

運行事業者の決定においては、国土交通省が示したガイドラインに基づき、時間制運賃
の採用とともに総合評価方式により価格だけでなく、地域性安全性を考慮した契約を今
後も引き続き実施し、スクールバスの安全運行を図り、児童生徒の安心安全な通学手段
を確保すること。

事業実施では、最終的に５５台のスクールバスを運行することとしており、当該事業の
主目的となる児童生徒の安心安全を第一に、学校ごと設定される登下校に合わせた通学
の利便性を損なわない範囲で、他の公共交通機関との連携を検討すること。
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○

（総合評価）
　本事業を含め、公共交通を一体的に見直すことが重要であり、関係部署と連携を取りながら進
めていく必要があることから「改善」とする。
　バス路線の見直しについて十分な検討を行うこと。また、コストを増やすような見直しはありえな
いことを念頭に検討すること。

（委員意見）
・公共交通の一体的な改革が必要。
・路線バスのデマンド型など、今の形にとらわれない方法を考えていく事も必要。
・「地域公共交通の総合的な体系づくりプロジェクト」の様子なども提示していただきたい。
・何が一番不便なのかを考え、今後の公共交通機関のあり方について考える必要がある。
・これ以上コストを増やさないような見直しを行なっていただきたい。
・部、課を越えた連携を取って進めていただきたい。
・天草は広いので、先ず取り組めるところから取り組み、改善しながら進めていくといいと思う。
・あっても使えなければ意味が無いので、抜本的に見直しを行なう必要がある。
・地域に応じた活用方法があると思うのでそれぞれの地域にあった方法なども考えていただきた
い。

方向性

利用状況を踏まえ、乗合自動車の運行回数等の見直しを検討すること。

路線バスについては、利用状況に応じた再編等を行うとともに、路線バスが廃止となっ
た交通空白地域や路線バスから一定の距離がある交通不便地帯への乗合タクシー等の導
入についても検討を行うこと。

今年度策定する「天草市公共交通連携計画」に基づき、市内の公共交通のあり方につい
て再検証し、市が実施している他の事業（スクールバス・福祉バス等）も含めた、より
望ましい公共交通体系の構築を図ること。

○目　的
　御所浦地域は路線バスの運行がないため、乗合自動車を運行し、地域住民の福祉の向上を図る。

○事業内容
　御所浦地域を運行する乗合バス事業者に対し、運行に係る経費から料金収入を差し引いた額を補助金として交付す
る。

○平成26年度事業費（計画）
　　9,919千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 乗合自動車運行事業 地域振興部地域政策課交通政策係

　●改　善

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　８人）
①そのまま継続（０）
②縮小（３）
③拡充（０）
④改善（５）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

実施にあたっての留意事項
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 ＮＰＯ支援事業
地域振興部男女共同参画課
男女共同参画係

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　１０人）
①そのまま継続（０）
②縮小（０）

（総合評価）
　今後、予算削減や職員削減など行財政運営が厳しくなる中、NPOの役割はさらに重要となってく
る。サポートセンターの設置など機能面の充実や、NPOの活動に対する支援の充実などにより、
NPOの一層の活躍を図るため「拡充」とする。
　職員の意識改革を行い、NPOとの協働を進めること。また、NPO支援に対する市の組織体制の
充実を図ること。
　NPOの活動について市民への周知を充実させること。

（委員意見）
・NPOを支援していく内容を充実させる改善をお願いしたい。
・事業の継続や雇用の継続などができるような支援をお願いしたい。

○目　的
　ＮＰＯ等に対する市全体の理解促進はもとより、ＮＰＯ等の活動が促進されるよう、支援していく。

○事業内容
　ＮＰＯセミナーやＮＰＯ等の事例発表などを開催し、ＮＰＯ等に対して理解を深めてもらう。またＮＰＯ等の活動
事業に補助金を交付する。

○平成26年度事業費（計画）
　　913千円

【最終評価】

○

○

公益性の高いＮＰＯの一層の活動を支援するため、情報の受発信や相談業務の拡充等
「サポートセンター」としての支援機能体制を充実すること。

職員の協働に対する意識改革については、関係部署と連携して職員研修等の取組みを行
うこと。　●拡　充

②縮小（０）
③拡充（６）
④改善（４）
⑤廃止（０）

（総括）

拡　充

方向性 実施にあたっての留意事項

・公益的な役割を担っているNPOが自立できるような支援をお願いしたい。
・NPOの各団体が何をしているか分からない。市民への周知の充実が必要。
・男女共同参画課だけでは厳しいと思うので、プロジェクトチームを作るなりして上手く運営してい
ただきたい。
・事業費を拡充するのではなく、事業内容の充実を図っていただきたい。
・NPOが行なっている活動を図書館等の公共施設などで情報提供していただきたい。
・ホームページだけでなく、広報紙等他の手段も使い幅広く周知を図ることが必要。
・NPOと市民を結びつけるためにも市民に分かりやすい名称で、市民活動を支援する専門の部署
を設置していただきたい。
・NPOが活動する際に外部の資金を活用できるような支援制度などを広く周知していただきたい。
・職員の市民活動への理解が足りない。民間の視点をもって職員改革を行なっていただきたい。
・サポートセンターを設置し、民間主体で運営を行い、センター機能を拡充していただきたい。
・単にNPOの支援ではなく、公益性の強いNPOの支援を行なう施策を実施していただきたい。

縮縮
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○
　●改　善

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　１０人）
①そのまま継続（０）
②縮小（０）
③拡充（０）
④改善（１０）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

方向性

トライアスロン大会による観光客の誘致に関する総合的な取り組みを推進することによ
り、スポーツ振興はもとより、イベントを活用した観光振興や交流人口の拡大など、天
草の魅力を高め、観光協会等と協力し、さらなる地域発展に繋げていくこと。

安全対策への取り組みや業務の円滑化に努め、観客と住民とがふれあう機会を提供する
ことにより、地域の活性化に繋げていくこと。

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 天草国際トライアスロン大会
地域振興部スポーツ振興課
スポーツ振興係

実施にあたっての留意事項

（総合評価）
　地元の方に浸透して愛され、選手の方が来たくなるような大会とするための取り組みを
行なう必要があるため「改善」とする。
　経済波及効果を狙うのであれば、その後の宿泊につながるような「フィニッシャーズナ
イト」など、様々な方策を考える必要がある。

（委員意見）
・市民の方がともに参加したくなるようなイベントとすることが必要。
・おもてなしが盛り上がっていくともっといい大会になる。
・30回を期に廃止も含めて大幅に見直す時期である。
・市民の関心が低い。天草市の活性化に繋げていくためにも、市民が関心を持って参加し
たいと思うような大会にしていく必要がある。
・時期的に他の大会と重なる事が多く、観客が非常に少ない。
・迂回路等の検討をするなど、応援しやすい環境を整えていただきたい。
・一般の方や市民が参加しやすい取り組みを行なっていただきたい。
・まちづくりや物産振興などに繋げていただいて天草の特徴を生かした出店など、関係団
体とつながりを作って進めていただきたい。
・また天草に来たいと思っていただけるような大会にしていただきたい。
・財政状況が厳しいなか、止めるという選択肢もあるが、やるのであればチャリティ枠を
設けるなど何らかの方法を考えて行く必要がある。
・市民の方に企画などを広く公募すると市民の関心も上がるのではないか。
・やるからには儲かるような仕組みを作り、コースを工夫するなど魅力のあるイベントに
していただきたい。
・効率的にやるのは大事であるが、せっかくのイベントであるので日帰りではなく、宿泊
していただくような方策を検討していただきたい。

○目　的
　交流人口の増加と地域の活性化及び国際交流と競技力の向上を目的として行う。

○事業内容
　競技部門：スプリント（スイム 0.75㎞・バイク20㎞・ラン5㎞）、エリート・エイジ・リレー（スイム1.5㎞・バイ
ク40㎞・ラン10㎞）、アクアスロン（スイム1.5㎞・ラン10㎞）

○平成26年度事業費（計画）
　　16,316千円
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 観光イベント実施事業 観光文化部観光振興課観光振興係

○目　的
　天草の風土、歴史・文化及び年中行事等を生かした観光イベントを開催し、市内外からの観光客を誘致する。ま
た、観光客の誘致促進により、観光産業及び関連する諸産業の振興を図る。

○事業内容
　各実行委員会が開催する観光イベントに補助する。
・あったか天草椿祭り　・ありあけ夏祭りさざ波フェスタ　・天草海道フェスタ　・牛深あかね市　・しんわサマー
フェスタ　・牛深ハイヤ祭り　・倉岳えびす祭り　・下田温泉祭　・福連木子守唄＆童謡祭り　・御所浦よかとこ祭
・栖本かっぱ祭り　・しんわ楊貴妃祭り　・﨑津みなとのフェスティバル　・天草本渡ハイヤ祭り

○平成26年度事業費（計画）
　　65,123千円

（評価者 １０人）

方向性

（総合評価）
　現在のイベントは、行政頼みのものが多い。「自分たちで考えて実施しているイベント
であるのか」が重要であり、自立していくためにもイベントの補助金のあり方について見
直しが必要であることから「縮小」とする。
　全てのイベントについて一体的な見直しと、おもてなしの気持ちを持って実施できるよ
うな人づくりが必要である。

（委員意見）

意見（定性的な評価、懸案事項等）

【最終評価】

○

○

（評価者 １０人）
①そのまま継続（０）
②縮小（５）
③拡充（０）
④改善（４）
⑤廃止（１）

（総括）

縮　小

　●改　善

方向性

観光イベント補助金については、補助額・補助率ともばらつきがあるため見直すこと。

イベントについては、統一した方針で見直す必要があることから、庁内の検討体制を構
築して全庁的に見直しを行うこと。

・交流人口の増加につながっているか見えない部分がある。
・本当に地域のためにやる気があるイベントのみを実施していくべき。
・観光振興は地域振興に懸かっている。関わりを再考すべき。
・参加型のイベントになるよう検討することも必要。
・一律にカットするのではなく、地域が力をつけていくような指導を行なって欲しい。
・実行委員会のあり方や補助金のあり方について検討を行う必要がある。
・イベントに係わる人づくりができていない。
・天草のPRにはなるが、今のイベントでは島外にPRできていない。
・将来的には行政の力を借りないで自立してやっていく必要がある。
・地元で考え地元で創るイベントにする必要がある。
・観光協会自体が収益を上げることも必要ではないか。
・地域の人が本当に守りたいと思っているイベントを応援できるような仕組みに変えてい
く必要がある。
・補助率は50%未満とし、自主財源を集めることができなければ止めるべき。
・ゼロベースで見直し、天草の観光に何が必要なのかを考えるべき。

実施にあたっての留意事項
縮
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

　●改　善

（評価者　１０人）
①そのまま継続（０）
②縮小（３）
③拡充（０）
④改善（７）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

（総合評価）
　市の中で横の連携をとり、天草市のイベントを一体的に見て検討することが必要である
ことから「改善」とする。
　地域の実行委員会に主体を移していくことが必要である。

（委員意見）
・地域力のアップが必要。
・実行委員会に事務局を移し、民間委譲を早く進める必要がある。
・観光という面からすると必要性は疑問がある。
・西の久保公園は多くの市民が利用している魅力ある公園なので、その魅力を十分に生か
した活用をしていただきたい。
・関係団体と協力してイベントを実施していただきたい。
・雨天時の対策を考える必要があるが、これは他の観光イベントも含めて全体で考えてい
かなければならない。
・補助金を出す事業としては縮小していただきたい。
・公園の担当課としては公園の管理に重点を置き、イベントは他の部署で行なうなど体制
の整理が必要。
・他のイベントと併せて一体的に考えていく必要がある。
・財政が厳しくなった場合は廃止する必要がある。

事業の実施方法について、雨天対策等も含め実行委員会を中心に更なる検討を行うこ
と。

イベントについては、統一した方針で見直す必要があることから、庁内の検討体制を構
築して全庁的に見直しを行うこと。

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

方向性 実施にあたっての留意事項

○目　的
　西の久保公園を会場に「天草花しょうぶ祭り」を開催し、公園の魅力と情報を発信することにより、市民のレクリ
エーションと観光客の招致を図る。

○事業内容
　5月下旬から6月上旬の期間に「天草花しょうぶ祭り」を開催する。

○平成26年度事業費（計画）
　　4,855千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 花菖蒲まつり事業 建設部都市計画課景観公園係
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 物産地域イベント開催補助金 経済部農業振興課農政係

○目　的
　地域の活性化と産業の振興を図るためのイベント（産業祭）開催費用の一部を助成して、農業の振興と活性化を図
る。

○事業内容
　産業振興を目的とする次のイベントの開催費用の一部を助成する。
①ＪＡ本渡五和アグリフェスタ
②有明うまかもん収穫祭
③天草町ジャガジャガ祭

○平成26年度事業費（計画）
　　1,600千円

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

　●改　善

（評価者　１０人）
①そのまま継続（０）
②縮小（２）
③拡充（０）
④改善（５）
⑤廃止（３）

（総括）

改　善

（総合評価）
　事業の抜本的な見直しに向けた改善を行なうため、現在の方法は廃止し、イベントへの
市の関わり方として新たな方策を検討する必要があることから「改善」とする。
　農業振興なのか、地域振興なのか明確にする必要がある。
　補助金全体のあり方が見えない。他のイベント補助と併せて見直すことが必要であるた
め、審議会の中で継続して審議を行なう。

（委員意見）
・イベントは工夫して続けて欲しいので、今の補助のあり方を見直していただきたい。
・農業の活性化を図るという観点から目的にそぐわないイベントもある。
・天草の農産物のPRや農業振興に力を注いで欲しい。
・イベントの内容を見直し、品評会のみを残していく。
・廃止に向けた改善で将来的には廃止していただきたい。
・補助率が違っているので不公平感がある。
・同じようなイベントは一つの課で所管していただきたい。
・地域に偏りがあるので、やるのであればオール天草で取り組んでいただきたい。

方向性 実施にあたっての留意事項

事業の抜本的な見直しについては、農業の振興・活性化に直接繋がるイベント内容（品
評会・農産物販売・各種農業体験など）を補助対象とするなど、各事業者と事業内容を
精査し、補助金の見直しを図ること。

イベントについては、統一した方針で見直す必要があることから、庁内の検討体制を構
築して全庁的に見直しを行うこと。
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　８人）
①そのまま継続（１）

（総合評価）
　事業所のゴミが多い傾向にあることから、事業系のゴミ削減に重点的に取り組むととも
に、マイバック運動によるレジ袋削減の強化などゴミの減量化・コストの縮減に努めるこ
とが必要であるため「改善」とする。
　教育部と協力して、小・中学校への環境教育の取組みを強化すること。
　ゴミステーションの拠点化について検討し、資源ごみについて、いつでも出せるような
対策を検討すること。また、生ゴミ処理の補助について、柔軟な対応策を検討すること。

（委員意見）
・市民が意識を持ってコストパフォーマンスなどを考えて取り組んでいただきたい。
・レジ袋の有料化についてある程度強制してできないのか

○目　的
　ごみに対する意識の啓発とごみの資源化・減量化を推進する。

○事業内容
　環境美化推進員の設置、地区や子供会などの資源物集団回収活動の推進、ごみの出し方カレンダーの作成、生ごみ
処理容器等設置補助、天草市レジ袋削減推進協議会の運営、環境学習会の開催等を行う。

○平成26年度事業費（計画）
　　30,055千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 ゴミ資源化減量化対策事業 市民生活部環境施設課廃棄物対策係

方向性

【最終評価】

○

○

①そのまま継続（１）
②縮小（０）
③拡充（０）
④改善（７）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

・レジ袋の有料化についてある程度強制してできないのか。
・市民全体の意識改革が必要である。そういった研修会等を実施していただきたい。
・家電品などの不法投棄について防止策を今まで以上に力を入れていただきたい。
・ゴミ資源化・減量化については一時的なものではなく継続して実施していく必要があ
る。
・空き缶の回収ボックスなどの設置について検討していただきたい。
・ポイ捨て等について市の指導を徹底していただきたい。
・絶対必要な事業であるので、よりコストパフォーマンスを考えて取り組んでいただきた
い。
・子どもたちへの環境教育の取り組みを強化していただきたい。
・レジ袋削減について、市全域での取り組みを強力に進めていただきたい。
・生ゴミについては家庭でできる取り組みを例示していただきたい。
・事業所ゴミが多い点については、料金を上げる等の取り組みをしてはどうか。
・拠点回収について、ゴミカレンダーに大きく表記するなど周知をお願いしたい。
・全ての資源ごみについて拠点回収等により、朝だけでなくいつでも出せるようにするな
ど、市民が資源ごみを出しやすい仕組みづくりに改善すべき。

方向性 実施にあたっての留意事項

事業系のごみ分別指導の強化や生ごみ処理機等設置の普及促進、広報誌やごみカレン
ダー等を活用して、ごみの分別方法・減量方法等の情報を提供し、市民のごみに対する
意識向上に更に取り組むこと。

市民・事業者・行政の協働により、マイバッグ運動の推進、市民を対象とした出前講座
等を適時実施しての環境教育の充実、公共施設等での拠点回収の実施に向けた検討を行
い、ごみの資源化・減量化を目指すこと。

●そのまま継続

縮
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

高齢化による人員確保の問題や活動地域の偏り等の問題等があるので、道路状況の把握
のための清掃台帳等の整備を行うこと。また、登録申請までの事務の簡素化の検討を行
い、事業内容についても見直しを行うこと。

新たに取り組む団体を増やすためにも、事業所等への啓発活動を行うこと。　●拡　充

（評価者　８人）
①そのまま継続（１）
②縮小（０）
③拡充（５）
④改善（２）
⑤廃止（０）

（総括）

拡　充

（総合評価）
　非常にいい取り組であり、経費削減につながっている事業であるので、取り組み者数を
増やすために作業内容の見直しや登録申請の見直しを行ない「拡充」していくこと。
　高齢化等により今後参加者が減少することが見込まれるので、作業場所を把握し、市民
の手が届かないところを事業者にお願いするなど団体を増やす取り組みを実施すること。

（委員意見）
・企業などの事業所を巻き込んでいくような取り組が必要。
・アダプトプログラム（市民と行政が協働で進める清掃活動をベースとしたまち美化プロ
グラム）の取り組みを参考にして取り組まれてはどうか。
・新たなボランティアの開拓を行い、業者委託からボランティアへ移行していくことが必
要。
・今後、団体の構成員等が減ってくるので見直しが必要。
・ボランティア活動であるが市からのお金が出ていることを知らせていくことも必要。
・ボランティアを行なう際の保険について対応をしていただきたい。
・実施されていない箇所の把握を行い、広い地域での活動ができるよう各種団体や企業と
連携して取り組む事が必要。
・清掃台帳を整備して、実施されていない路線などについて市から主体的に進めることも
必要。
・市民への周知を今まで以上に実施していくことが必要。
・自分たちの街は自分たちで良くする方向に拡充させていただきたい。
・看板を設置するなど、実施箇所をアピールする事も必要。

方向性 実施にあたっての留意事項

○目　的
　市民により組織されている清掃ボランティア団体を育成するため、その活動資金の一部として報償金（以下「報償
金」という。）を交付し、もって市民の自発的な活動による安全で快適な道路環境の整備を図ることを目的とする。

○事業内容
　報償金は、次の各号に掲げる清掃又は除草に係る活動（以下「清掃活動」という。）に対して交付する。この場合
において、実施団体は、１年につき２回以上の清掃活動を行わなければならない。
（１）市道の清掃活動の場合にあっては、当該清掃活動に係る市道の延長がおおむね５００メートル以上であるもの
（２）市道の側溝の清掃活動の場合にあっては、当該清掃活動に伴う土砂等の処分が適正に行われるもの

○平成26年度事業費（計画）
　　11,800千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 市道清掃ボランティア支援事業 建設部土木課土木管理係

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○

　●縮　小

（評価者　９人）
①そのまま継続（０）
②縮小（７）
③拡充（０）
④改善（２）
⑤廃止（０）

（総括）

縮　小

（総合評価）
　補助金のスリム化が必要であることから、行政と観光協会の役割分担を明確にし、観光
協会の自主財源の確保が図られるような方策を検討して、少しずつでもシーリングをかけ
るなどの対策を行なう必要があるため「縮小」とする。
　旧市町の枠から脱却し、天草一体として取り組む必要がある。また、天草市の観光づく
りが地域づくりにつながっていることから、市民一人ひとりの「おもてなしの心」が重要
である。

（委員意見）
・観光協会の事業を充実させ自主財源を捻出し、行政に頼らない組織づくりが必要であ
る。
・商品作りだけでなく、人が訪れたくなるような島づくりを目指して事業展開をお願いし
たい。
・観光客をいかに増やしていくかということが大事である。
・島外市民の募集を行い、情報発信をする事が必要。
・ゴミのない島づくりを目指していただきたい。
・自分たちで頑張ろうと思うのであれば、販売や会費獲得など努力をすべき。
・市民・行政・観光協会の役割の整理を行うことが必要。
・天草の特産品などを販売できる物産館の建設を検討していただきたい。
・天草の良さを外にPRしていくためにも市民の意識改革が必要。
・会員の負担金についても見直しを行ない、上げていく必要がある。
・多額の費用であるのでチェック体制の強化を図り、数字についてはきちんと把握してい
ただきたい。
・観光協会の職員の意識が低いように感じる。
・事業費は全体的にスリム化できるのではないか。

広告費収入、旅行商品の造成販売、各種事業の受託など、自主財源の確保を推進し、補
助金の削減を行うこと。

行政や市民・地域づくり団体、事業者などの関係機関と連携・調整を図り、主体的な事
業展開（観光客の誘致促進、天草の魅力開発など）の推進を図ること。

職員のスキルアップやノウハウの取得、専門知識を持った外部人材の登用などによる、
組織強化を図ること。

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

方向性 実施にあたっての留意事項

○目　的
　天草宝島観光協会を本市の観光振興を推進する中核的組織と位置づけ、天草の魅力開発や観光客の誘客促進などの
事業を展開する。

○事業内容
　①観光宣伝及び観光客誘致事業（情報発信、招待・誘致事業、フィルムコミッション他）
　②観光資源の開発と保護育成事業（旅行商品づくり、観光ルート開発他)
　③観光客受け入れ態勢の整備（第３種旅行業による旅行商品開発、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ育成他）
　④教育旅行等の誘致活動
　⑤観光圏整備事業（雲仙天草観光県整備事業の展開）

○平成26年度事業費（計画）
　　123,208千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 天草宝島観光協会補助金 観光文化部観光振興課観光振興係
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

方向性

（総合評価）
　1次産業が厳しい状況にある中、付加価値をつけて販売することが必要である。しか
し、いい品物を作っても販売面が弱いので、出口戦略の充実を図るなどの取り組みが必要
であることから「改善」とする。
　事業者の意識向上とそれを支えるサポート体制の充実を図ること。また、認知度の向上
を図るため、周知を充実させるような対策を講じること。
　雇用の確保につながる対策を検討すること。

（委員意見）

意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　９人）
①そのまま継続（１）
②縮小（０）

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 ６次産業化推進事業 経済部産業政策課６次産業推進係

○目　的
　農業法人等が、新たに加工・流通・販売等に取り組むことにより、所得の向上と地産地消の推進を図るとともに産
業の振興に寄与する。

○事業内容
　天草の資源を活用した６次産業化の可能性について調査研究
　６次産業化のための商品開発や販路開拓への助成（ソフト事業）
　６次産業化に取り組む場合に必要となる機械・施設等への支援（ハード事業）

○平成26年度事業費（計画）
　　19,950千円

【最終評価】

○

○

○

○

産業振興事業（公募型）を活用するなど雇用を生み出す事業展開に努めること。

本事業を活用して完成した新商品については、市主催の物産展や横浜市にある「あまく
さ宝島市場」等を活用し販路拡大に努めること。

商品表示に関する法令（ＪＡＳ法、健康増進法等）について保健所等関係機関と連携し
アドバイス機能の充実に努めること。

市政だよりや市ホームページ等で紹介するとともに、農林漁業団体や商工業団体等への
周知を充実させること。

　●改　善

方向性 実施にあたっての留意事項

（委員意見）
・アドバイザー機能の充実が必要。
・拡充に向けた改善戦略が必要。
・過去の事例を検証しつつ拡大を図る必要がある。
・事業者に浸透していないので十分な周知を図ることが必要。
・販路拡大のため、ソフト面での後押しが必要。
・専門的なことは分からない事が多いので、相談窓口の紹介などアドバイス機能の充実が
必要である。
・雇用を生み出すような施策にする事が重要。
・6次産業化は必要であると思うが、商品に特徴がないので天草の独自性を考えて欲し
い。
・根本的なことを知らない業者に対する指導を強化する必要がある。

②縮小（０）
③拡充（０）
④改善（８）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

縮縮
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

方向性 実施にあたっての留意事項

　●改　善

（評価者　９人）
①そのまま継続（０）
②縮小（２）
③拡充（０）
④改善（７）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

（総合評価）
　今後、市の財政が厳しくなる中、合同事務所の設置など経費削減策を検討する必要があ
ることから「改善」とする。
　役員報酬等について、人員の削減などの検討を行うこと。また、将来的には統一の土地
改良区の設立を目指すこと。

（委員意見）
・連合会等を検討し、人件費の圧縮等の検討が必要。
・役員の削減など、経費の削減に努めていく必要がある。
・農地や農業用水を守るためにも必要であると考える。
・事業費については縮小に向けて改善すること。
・市の単独事業であるので、今のうちから縮減に向けて取り組む必要がある。
・合同事務所方式を取り入れることで事務の効率化が図れる。
・賦課金の徴収方法について再度検討する必要がある。
・天草で1つの土地改良区を目指して取り組む必要がある。

改良区職員が在籍している３土地改良区については、新庁舎が建設されるまでには、合
同事務所の設置を進めること。

市職員が兼務している３土地改良区についても、事務の統合に向けて協議を行うこと。

○目　的
　土地改良区を適正に運営するための必要経費と改良区が管理する施設の維持管理費についての補助。

○事業内容
・本渡土地改良区：楠浦ダムを含む土地改良施設の維持管理を実施すると共に、土地改良事業によって生じた事業負
担金の徴収等を実施。本渡市土地改良区(人件費)
・五和土地改良区：五和ダム及び五和東部ダムを含む土地改良施設の維持管理を実施すると共に、土地改良事業に
よって生じた事業負担金の徴収等を実施。五和町土地改良区(管理費・人件費)
・羊角湾、小宮地新田、楠甫土地改良区：土地改良施設の維持管理を実施すると共に、土地改良事業によって生じた
事業負担金の徴収等を実施。羊角湾土地改良区、楠甫土地改良区(運営費)、小宮地新田土地改良区(運営費・人件費)
・教良木土地改良区：教良木土地改良区は上天草市と共同で組織されており、教良木ダムから揚水機場の電気料と教
良木ダムからの配管等及び施設の維持管理を実施。教良木土地改良区(管理費)

○平成26年度事業費（計画）
　　33,165千円

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 土地改良区管理運営補助金 経済部農林整備課施設管理係

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○

　●改　善

専門職の配置や職員研修等により専門性の向上を図り、子どもの支援や保護者の子育て
支援を行い、「子どもが安全に生活し、かつ保護者が安心して子育てできる」という目
的達成のため事業の充実を図ること。

健康増進課（母子保健）、教育委員会等との連携をより一層図りながら「相談事業の一
本化」について検討を行うこと。

「子育て支援者サポート事業」は、保育所（園）の現状把握と子育て支援者サポート事
業の評価を行い、実施方法等の検討を行うこと。

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　９人）
①そのまま継続（０）
②縮小（０）
③拡充（４）
④改善（５）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

（総合評価）
　子育て支援は早めの対応が重要であることから、様々な団体とのネットワークを構築し
て連携の強化を図りながら進めていくことが必要であるため「改善」とする。
　保護者支援が非常に重要になる。そのために相談にこられない方のための受け皿づくり
を行うこと。また、教育委員会など他部局との連携を強化し、一体的に事業を実施するこ
と。
　専門性を保てるような人事異動となるよう考慮すること。

（委員意見）
・複数の部署で同じような事をやっている。効率的な組織への改善が必要。
・NPOなど外部の支援団体との連携（ネットワーク）が必要。
・いつまでにやるというのが見えていない。ロードマップの作成が必要。
・親になるための学び、親としての学びが必要。
・行政の意識付けが足りない。職員の質の向上が必要。
・全ての子どもたちに手が差し伸べられるような制度としていただきたい。
・子どもの支援だけでなく親支援が大切。
・長く継続して支援できる体制づくりを進めていただきたい。
・相談に来られた方への対応をしっかりしていただきたい。
・専門職員の育成、配置が必要。
・同じような事業であれば一体的に実施し、別にやるのであれば独自性を出す必要があ
る。

実施にあたっての留意事項方向性

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 子ども総合相談事業 健康福祉部子育て支援課子ども相談係

○目　的
　専門的、効率的、効果的な支援を提供できる体制の充実と子どもや子育て支援の中核機能の強化を図るために子ど
も総合相談事業の拡充を図る。

○事業内容
　・子どもや子育てに関する総合的な相談窓口の設置
　・相談や支援に対応する専門職（心理士、保健師、保育士等）の支援力の向上のための研修
　・ケースの支援・援助の体制強化（児童虐待等の要保護児童に対する個別支援）
　・要保護児童対策協議会の充実、関係機関との連携調整、ケース支援の調整・管理
　・子育て支援機関の支援（子育て支援者サポート事業の実施）
　・子育て短期支援事業（ショートステイ事業、トワイライトステイ事業）による子育て家庭の支援

○平成26年度事業費（計画）
　　2,199千円
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

意見（定性的な評価、懸案事項等）

（総合評価）
　事業内容は非常に素晴らしい事業であるが参加者が頭打ちになっているため、実施方法
等について見直す必要がある。また、参加された方が自主的にできるような仕組みづくり
を検討する必要があることから「改善」とする。
　民間の力を活用して、行政から民間団体へ移行していくこと。
　限られた人だけでなく、市民全体が参加できるような方策を検討すること。

医療費との関連性がはっきり見えるようなデータを整理し市民 周知すること

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 健康運動事業 健康福祉部健康増進課健康増進係

○目　的
　継続的な運動は生活習慣病予防に最も効果があるため、年齢・体力に応じた個別プログラムを作成・提供すること
で、市民の生活に運動を習慣付けし健康増進を図る。

○事業内容
・健康運動教室は各健診及びメディカルチェックで運動可能とされた市民を対象としている。開始時の体力テストの
結果により、年齢・体力に応じた個別運動プログラムを提供している。筋力トレーニング及びエアロバイクやウォー
キングなどの有酸素運動を市の健康運動指導士の指導を基に実践。週２回運動教室を実施し、段階的に自主教室へ移
行する。
・体験型教室は運動習慣を定着するためにウォーキングの正しいフォームや継続する方法等についてセミナー等を開
催。３拠点（中央・東・西）で実施する。
・健康づくり講演会では、一般市民および事業参加者を対象として健康づくりの啓発を行う。

○平成26年度事業費（計画）
　　2,650千円

方向性

【最終評価】

○

○

○

方向性 実施にあたっての留意事項

医療費との関連性がはっきり見えるようなデータを整理し市民へ周知すること。

（委員意見）
・行政としての係わりを整理し、民間の力を活用していくことが必要（ＮＰＯ、推進員、
体育協会、体育部会、地区振興会など）。
・グループづくりの手引きを作成されてはどうか。
・市民が全員参加できるような方策の検討が必要。
・将来的には市民の自主活動へ移行していくことが必要。
・医療費削減、健康維持の面から必要であるが、市が行うべき事業なのか検討が必要。
・市民全体が運動することへの意識付けが必要。
・ＮＰＯなど民間への委託を行っていく必要がある。
・事業自体は素晴らしい事業であるが、大幅な事業内容の改善を行なわなければこのまま
では意味がなくなる。
・ｽﾏｰﾄｳｪﾙﾈｽｼﾃｨと併せて市民全体で取り組めるような方策を検討する必要がある。
・市がきっかけを作り、後は市民が自立できるような事業となることが必要。
・会場の使用料の補助をするなど市民が自発的にできるやり方へシフトすることが必要。
・財政状況が今後厳しくなる中、現状であれば将来は中止になる可能性が大きい事業。
・将来的に持続可能となる仕組みづくり、魅力のある仕組みづくりを検討する事が必要。

健康運動教室については、より多くの市民が参加できるよう、また、教室終了後も自主
的に運動が継続できるよう、運動教室参加者への支援体制の見直しを図ること。

運動教室参加者の協力のもと、医療費の推移を把握することにより、運動教室の医療費
削減効果を検証すること。

平成26年度から実施するスマートウェルネス推進事業と一体的に事業展開を行い、健康
運動教室参加者のみではなく、市民誰もが気軽に参加でき、市民全体で運動に取り組め
るような体制づくりを進めること。

（評価者　９人）
①そのまま継続（１）
②縮小（１）
③拡充（１）
④改善（６）
⑤廃止（０）

（総括）

改　善

　●改　善
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○

　●縮　小

社会福祉協議会は、地域福祉推進の中心的立場として欠かせない存在であり、公益性の
高い事業・活動が中心であるため、採算は難しく何らかの財政支援は必要である。

現在、補助対象を３２名の事務職員としているが、本所及び支所の人員配置の検証を行
うと共に、各事業及び各種団体の事務局を担う職員として必要な事務職員数を精査し、
補助対象職員の見直しを行うこと。

補助金額については、本市の財政状況等を踏まえ、計画的に削減を図ること。

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　８人）
①そのまま継続（０）
②縮小（７）
③拡充（０）
④改善（１）
⑤廃止（０）

（総括）

縮　小

（総合評価）
　天草市自体が、今後、事業費を縮小して行く中で、社会福祉協議会の補助金についても
当然見直していく必要があるため「縮小」とする。
　社会福祉協議会の事業、人件費を精査し、職員の適正配置等を行なっていくこと。
　市の財政状況を考えて補助金のあり方について検討すること。

（委員意見）
・補助金は縮小せざるを得ない。それを前提とすべき。
・事業所の統合について検討する必要がある。
・将来的に自立していくように指導する事が必要。
・他事業者へ委託できるところを整理する必要がある。
・社協以外に受け皿がなければ、民間団体が向上していくような指導を行なう必要があ
る。
・必要な組織であるが、マンネリ化して市民の側にも社協に対して甘えがある。
・事業内容を精査し、民間に任せられるものは民間に任せていく事が必要。
・社協の事業に人件費を当ててみて本当に必要な費用を算出する必要がある。
・社協でしかできない事業を精査し、それ以外は外へ出していく必要がある。
・公平性の精査を行い、民間との公平な競争を行なう必要がある。

方向性 実施にあたっての留意事項

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 社会福祉協議会補助金 健康福祉部健康福祉政策課地域福祉係

○目　的
　誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現を目指し、公共性・公益性の高い活動を行っており、行政では
できない地域住民に密着した福祉サービスを行う。

○事業内容
　社会福祉協議会に対する人件費補助（時間外勤務手当、退職共済積立を除く）

○平成26年度事業費（計画）
　　180,628千円
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○
　●改　善

（評価者　９人）
①そのまま継続（０）
②縮小（０）
③拡充（０）
④改善（７）
⑤廃止（２）

（総括）

改　善

（総合評価）
　農地の有効活用、耕作放棄地の削減のためにも有効な事業であるが、もっと広く貸し出
しできるような方法を検討するなど、借りたい人が借りやすい様な体制づくりが必要であ
るため「改善」とする。
　担い手の育成という観点からは借り手に手厚くしていくことが望ましい。また、国の制
度と同時に該当する場合の検討が必要。
　所有権と使用権を分離した形で農地バンクなどを創り、一般に貸し出すなどの制度の検
討を行うこと。

（委員意見）
・農地の利用集積という観点と市民農園的な貸し出しをする観点など使い分けが必要。
・借り手だけでいいのではないか。
・休耕地の図面を作成し、借りたい方が借りやすいような体制づくりが必要。
・制度自体の必要性を検討する必要がある。
・一般市民へ情報を公表し広く貸し出すような制度の検討をしていただきたい。
・市民農園としての活用なども検討してはどうか。
・条件の悪い所は今までと違うマーケットにアピールするような方策を検討していただき
たい。
・市民等に農業を楽しんでもらう場として、市民農園や農地バンクのような制度を整備し
広くＰＲする事で、今までになかった天草の魅力になりえる可能性がある。
・国の政策としてあるのでそちらを活用すればいい。

農地の有効利用や担い手の集積を促進するためにも、借り手側の支援を充実するなど制
度の見直しを行うこと。

国や県の助成制度と重複して交付される場合の取り扱いについても検討を行うこと。

農地バンクについては、本制度の改善作業と分けて検討すること。

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 農地流動化奨励金交付事業 農業委員会事務局農地庶務係

○目　的
　認定農業者等担い手農家への農地の利用集積を促進し、担い手の育成・確保及び遊休農地発生防止等農用地の有効
利用を図る。

○事業内容
　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定促進事業により、存続期間３年以上の賃貸借権が設定された一定のも
のについて、契約当初年に下記の金額を交付するものである。
  対象者に通知を行い、申請・請求案内を送付する。
　（１０ａ当り交付金額）
　期間　３年以上６年未満　　３，０００円
　　　　６年以上　　　　　　６，０００円

○平成26年度事業費（計画）
　　7,530千円

方向性 実施にあたっての留意事項
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担当部課係名

【事業概要】

【外部評価】

【最終評価】

○

○

○

○

●そのまま継続

利用促進メールの配信、ホームページへの掲載等を行い、加入者増を図ること。また、
ホームページ以外の機能についてもＰＲを行い、理解と活用を推進すること。

アンケートシステムについて、協議・検証を行うこと。

ネットショップについて、６次産業化の取り組みも踏まえ、関係部署との協議・連携を
行い円滑な運用・充実を図ること。また、民間運用についても早期移行を目指すこと。

セキュリティ対策において、常に点検・監視を行い、個人情報の取扱には細心の注意を
払うこと。

方向性 意見（定性的な評価、懸案事項等）

（評価者　９人）
①そのまま継続（５）
②縮小（０）
③拡充（０）
④改善（４）
⑤廃止（０）

（総括）

そのまま継続

（総合評価）
　農林水産物など天草の特産品の天草外への販路拡大や、市民の安全・安心のため防災
メールの発信などにより、利用者、登録者ともに年々増加しており、市民ニーズの高い事
業であることから「そのまま継続」とする。
　利活用について周知の取り組みが重要であるので、その対策を検討すること。また、市
民からの意見など双方向からの情報発信ができるようなシステムへの検討を行うこと。
　民間に出せる部分は民間に出し、経費の削減に努めるとともに、セキュリティ対策につ
いては細心の注意を行うこと。

（委員意見）
・まだ知らない方が多いのでお知らせしながら進めていただきたい。
・システムを使うための研修会等を開いていただきたい。
・Webの駅は少しゴチャゴチャしている感じがあるので整理が必要。
・この費用でやっていけるのであればいい。
・市民からの意見を汲み取れるようなシステムの構築をお願いしたい。
・市民の声を聞くアンケートシステムを充実させていただきたい。
・天草外への販売が出てきていることは大変いいことである。
・防災関係の住民サービスについて、上天草、苓北が使っている事は市民にとっても大変
いいものである。
・Webの駅の使い方や利便性などを市民に知らせていただきたい。
・行政がすべき部分と民間に任せる部分の整理が必要。

方向性 実施にあたっての留意事項

H26～H28実施計画　事務事業評価票

事業名 地域ＩＣＴ利活用事業 総合政策部情報政策課情報政策係

○目　的
　「天草Webの駅」の管理運用及びシステムの利活用を図り、情報発信、コミュニティ支援及び収益事業等の支援によ
る地域活性化を図ることを目的とする。

○事業内容
　●活性化業務
　　・システムの利活用促進（宣伝、研修、説明会）、防災、教育、健康等への拡張
　　・収益事業（宿泊予約、ﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ等）にかかる加入促進活動及び運用支援
　　・民間運用にかかる協議を継続する。
　●安定運用
　　・システムの保全（機器保守、システム保守）
　　・システムの安定運用及び利用者の意見収集によるシステム改善
　　・セキュリティの確保、維持

○平成26年度事業費（計画）
　　11,000千円

- 22 -




