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１ 事務事業評価の実施について 

 

 

(１) 基本方針                                    

  

急速に進む少子高齢化など、日々変化する社会情勢の中、市民ニーズはますま

す多様化・高度化してきているものの、財政面では、健全化を目指しながらも依

然として厳しい状況を強いられている。 

   このような中、効果的で効率的な行財政運営を確立するため、既存の事務事業

を厳しく見直すことにより徹底したスクラップを行い、限られた経営資源（ヒト、

モノ、カネ、時間、情報）をニーズの高い、真に必要な事業に集中して投入する

ことが求められている。 

   そのために、最小の経費でより質の高い市民サービスを提供し、市民満足度を

高めようという行政改革の視点に立ち、業務活動の基本単位である事務事業を、

計画（Plan）・実施（Do）・評価（Check）・改善（Action）のマネジメントサイ

クルの中で管理し、併せて活動実績、成果、コストなどに関する情報を整理・分

析することにより課題を発見し、これを改善へと結びつけるとともに事業の今後

の方向性を検討し、翌年度の予算編成へ反映させる評価システムとして「事務事

業評価」を実施するものである。 

 

 

 (２) 目的                                      

ア 行政コストの削減 

   事務事業評価システムを、自己点検ツールとして指標を用いて客観的に測

定し、マネジメントサイクル（PDCA）で管理することにより、効果的で効率

的な事業の執行を目指す。 

 

イ 市民への説明責任 

   評価の結果を公表することにより、市民に対する説明責任を果たすととも

に、情報を共有することにより、多くの市民の意見を行政経営に反映させる

きっかけをつくる。 

 

ウ 職員の意識改革 

各事務事業の現状を認識し、課題や解決方法を検討することにより、職員

個々のより高い改善意識の醸成を目指す。 
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(３) 評価の概要                                 

 

ア 評価対象事業    

評価開始年度以降 

原則３年以上継続す 

る予算上の事務事業 

を基本とし、前年度 

の結果について行う 

事後評価とする。 

また、大仙市総合 

計画後期基本計画に 

示す体系図（右図） 

に当てはめることに 

より、その事務事業 

（個別事業）の目的 

を明確にする。 

 

なお、次に該当す 

るものは評価対象に 

しないこととする。 

 

① 職員の人件費・特別職報酬・交際費・公債費・債務負担・繰出金・災害復旧

費 

② 法令などに定められた義務的事業や国県委託金等、市に裁量の余地がないも 

の 

③ 臨時的経費 

④ その他、評価を行う実益がない、または極めて低いと判断されるもの 

 

イ 評価主体 

   評価は、活動結果・成果・投入コストについて数値を用いて行政活動を客観

的に測定し、その結果により必要性・有効性・効率性を判断する。 

そのため、評価者は事務事業の内容に精通していることが求められることか

ら、事務担当者が事務事業評価シートに記入・分析・評価・総合評価（今後の

方向性）をし、その後所属長（課長等）が確認を行うものとする。 

 

※投入コスト 

 当該事業にどれだけ経営資源を投入したかを人件費を含むフルコストで数値

化 

※活動結果 

 行政活動量やサービス量など事業の結果量を数値化 

※成果 

  行政活動の結果、事業の目的がどの程度達成され、市民にどれだけの便益を

もたらしたかを数値化 

 

後期基本計画の全体イメージ

市の将来都市像　　　「人が活き人が集う夢のある田園交流都市」

都市像を実現する基本理念

まちづくりの７つの柱

安心して健やかに
暮らせるまちづくり

未来を創り心豊かな人
を育むまちづくり

活き活きと希望を持って
活躍できるまちづくり

生活の基盤が
整ったまちづくり

環境と調和し快適で
安全に暮らせるまちづくり

仲間とふれあいともに
活躍できるまちづくり

計画の推進に
あたって

施策の大綱（分野）

〔例示〕　　1-1保健・医療の充実　　　1-2子育て支援の充実　　　1-3社会福祉の充実
1-4高齢者福祉の充実　　　1-5社会保障の促進

施策

〔例示〕　　1-1-1健康づくりの啓発と推進　　　1-1-2病気の予防と健康の維持・増進
1-1-3地域医療体制の充実

基本事業

個別事業

〔例示〕　　1-1-1-①予防知識の普及　1-1-1-②食育の推進　1-1-1-③運動習慣定着の推進
1-1-1-④心の健康に関する正しい知識の普及啓発　1-1-1-⑤感染症予防対策の充実

〔例示〕　　保健事業（健康相談、健康教育、訪問指導等）、健康づくり推進事業（各種講演会等）
フッ素洗口事業、結核予防婦人会活動費補助金　等

目的

手段

考え方

実施計画

後期基本計画

基本構想

人が集い地域が
躍動するまち

ともに支え合い笑顔と
豊かな心に出会うまち

人が活き地域
が輝くまち
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ウ 評価の視点（点検：評価Ｃｈｅｃｋ） 

   事務事業評価では、活動実績、成果を数値化し、実施結果を捉え、次の評価

項目について分析を行う。 

評価項目 主 な 内 容 

必 要 性 
（引き続き実施 

していくのか。） 

① 【市民ニーズ】 

・環境の変化及び市民による市政評価等により、事業の役割が薄れてい

ないか。 

・サービスの対象者や利用者が増加するなどニーズの高さが伺える材料
があるか。 

② 【市が実施する必要性】 
 ・市がやるべき事業として妥当性が高いか。 

（国・県・民間の活動と競合していないか。） 
③ 【計画上の位置付け】 
 ・施策を達成するための手段として妥当性が高いか。 

有 効 性 

（成果はあった 

か。） 

① 【成果】 
 ・成果は順調に推移しているか。 
② 【活動内容見直しの余地】 
 ・成果を向上させるため、活動（事業）内容に見直しの余地はないか。

効 率 性 
（より良く進める 

余地はあるか。） 

① 【民間の活用】 
 ・民間活力の活用（指定管理・委託等）によって、成果を下げずにコス

ト削減できないか。 
 
② 【人件費の圧縮】 
 ・担当職員の削減や臨時雇用等により人件費を圧縮できないか。 
 
③ 【コストの縮減】 
 ・その他、成果を維持しながらコストを削減できないか。 
 ・コストを増加させずに成果を増やすことができないか。 

 

エ 総合評価（今後の方向性：改善Ａｃｔｉｏｎ・計画Ｐｌａｎ） 

総合評価は次のＡＢＣＤＥＦの６段階で判定し、ＢＣＤとした場合には今後

の計画及び改善策を、事業の対象・事業の活動内容・事業の成果に分けて記載

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価（今後の方向性） 

Ａ現状：事業の成果が得られており、現状のままで継続することが妥当である。  

Ｂ改善：事業内容などを見直すことで成果の向上が期待できる。  

Ｃ拡大：必要性が高く事業の規模や予算を拡大して実施する。 

Ｄ縮小：引き続き実施するが事業の規模や予算を縮小することが妥当である。 

縮小しても事業の成果が低下しない。 

Ｅ廃止：事業を取り巻く環境や市民ニーズの変化等により、事業効果が薄れて 

    きたため廃止する。 

Ｆ終了：事務事業の目的を達成したため終了する。計画期間を終えて終了する。 

法改正や制度改正によって終了する。 



評価シート様式（資料） 

予算科目 会計  款 項 目

事務事業名

担当部署  電話 内線

所属長

◆事業概要：実施Ｄｏ（前年度評価で改善・拡大・縮小とした場合はその実施状況を踏まえて記載）

項目

①

②

③

①

②

③

事業を取り巻く環境

一般職員以外の年間従事人数

総コスト （決算額＋人件費） 0千円 0千円 0千円

0千円 0千円 0千円

一般職員の年間従事人数
投入コスト

決算額
一般財源

人件費

成果
（事業の成果を数値

化したもの）

活動結果
（事業の活動内容を数

値化したもの）

事業の活動内容
（具体的にどのような活
動をしたのか）

名称 単位 平成21年度 平成22年度 平成23年度

根拠法令等

◎事業の目的

事業の目的
（何のために、どのような
事を期待してこの事業を
行うのか）

事業の対象
（誰を、何を）

◎事務事業の位置づけ

総合計画の体系

施策の柱

施策の大綱

施策

基本事業

平成24年度事務事業評価シート（平成23年度分）

担当者
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評価シート様式（資料） 

◆点検：評価Ｃｈｅｃｋ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ 削減できない

Ｂ 削減できる

Ａ

Ｂ

（総合評価において、Ｂ～Ｄ評価の場合の今後の計画・改善策）

事業の対象
（誰を、何を）

事業の活動内容
（どのような手段・改善策
で）

事業の成果
（どのような状態にしたい
のか）

◆今後の方向性：改善Ａｃｔｉｏｎ・計画Ｐｌａｎ

今後の方向性
（総合評価）

　　Ａ　現状のまま継続

　　Ｂ　改善しながら継続

　　Ｃ　拡　大

　　Ｄ　縮　小

　　Ｅ　廃　止

　　Ｆ　終　了

左記評価の具体的理由

評価の理由

③【コストの縮減】
　上記以外の方法で、事業の成果を維持しながらコストの削減、またはコストを増
加させずに事業の成果を上げることはできませんか
⇒「Ｂ」とした場合は、「◆今後の方向性」に反映させること

できない

できる

余地はある

効率性

①【民間の活用】
　指定管理者制度を含む民間委託化ができませんか

できない

できる

民間へ委託済

評価の理由

②【人件費の圧縮】
　適正な人員配置（従事職員数、臨時雇用等）により、人件費を削減できますか

有効性

①【成果】
　活動した内容に対し事業の成果は順調に上がっていますか

上がっている

上がっていない

評価の理由

②【活動内容見直しの余地】
　事業の成果をさらに向上させるため、事業内容や実施方法を工夫する余地は
ありますか　⇒「Ｂ」とした場合は、「◆今後の方向性」に反映させること

余地はない

妥当性が高い

妥当性が低い

③【計画上の位置づけ】
　総合計画にある施策を達成するための事業として妥当性が高いですか

妥当性が高い

妥当性が低い

評価項目 評価

必要性

①【市民ニーズ】
　事業を取り巻く環境の変化及び市民による市政評価の結果等を踏まえ、事業に
対するニーズが薄れていませんか

薄れていない

薄れている

②【市が実施する必要性】
　市がやるべき事業として妥当性が高いですか（国・県・民間の活動と競合してい
ないですか）　⇒「Ｂ」とした場合は、「◆今後の方向性」に反映させること
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（　資　料　）

点検

【評価Ｃｈｅｃｋ】

事業概要

【実施Ｄｏ】

今後の方向性

【改善Ａｃｔｉｏｎ・計画Ｐｌａｎ】

事務事業評価
【２３年度】

決 算

事業説明書
【２３年度】

事務事業評価の見直し

○２４年度の事業実施状況・実績見込みを踏まえて
評価シートの見直しを行う。

○修正がある場合は、評価シートに赤字で修正する。

（評価結果
を決算事業
説明書に記
載）

（見直し後の評価内容を事業説明書に記載し
当初予算編成に反映させる）

当初予算編成

【２５年度】

事業説明書

【計画Ｐｌａｎ】

【評価Ｃｈｅｃｋ】 （６月）

【改善Ａｃｔｉｏｎ・計

画Ｐｌａｎ】
（１１月）

事務事業評価と予算編成の流れ

事務事業の実施

【２３年度】

【実施Ｄｏ】

－
6
－
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２ 平成２４年度事務事業評価結果について 

(１) 評価結果                                   

平成２４年度は、平成２３年度に評価した事務事業のうち、事業廃止・終了

した８事業及び評価対象事業の見直しによって整理・統合した１３事業を除い

たものに、新規に評価対象とした２４事業を加えた５３２の事務事業について

内部評価を実施した。 

 その結果、「現状」が２５３事業と最も多く、「改善」が２４６事業、「拡

大」が１７事業、「縮小」が２事業、「廃止」が７事業、「終了」が７事業と

なった。 

 今後の方向性について継続するとした事務事業は、「拡大」、「縮小」の評

価を含め５１８事業で全体の９７．４％となっている。また事務事業を継続す

るとした場合でも、その半数については、「改善」若しくは「拡大」、「縮小」

の必要性があると評価している。 

評価件数 構成比 評価件数 構成比 評価件数 構成比

現　状 253 47.6% 212 40.0% 228 44.1%

改　善 246 46.2% 290 54.8% 255 49.3%

拡　大 17 3.2% 15 2.8% 22 4.3%

縮　小 2 0.4% 4 0.8% 8 1.5%

廃　止 7 1.3% 4 0.8% 4 0.8%

終　了 7 1.3% 4 0.8% - -

計 532 529 517

※平成２３年度から総合評価に「終了」の区分を設定し、６段階としている。

総合評価
平成２４年度 平成２３年度 平成２２年度
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(２) 昨年度評価結果との比較                           

平成２４年度に評価を行った５３２の事務事業のうち、昨年度から継続して評

価を行っている事務事業は５０８事業あるが、評価結果を比較した結果、昨年度

と評価が変わった事務事業は１５２事業、昨年度と評価が変わらなかった事務事

業は３５６事業となっている。 

また、事業の実施にあたり、平成２３年度評価に応じた対応をした結果、平成

２４年度に現状のまま継続すると評価した事業は２４２事業となり、これに新規

に評価した１１事業を加えると、昨年度と比較し４１事業の増加となった。 

 

Ｈ23評価 → Ｈ24評価 件数 Ｈ23評価 → Ｈ24評価 件数 Ｈ23評価 → Ｈ24評価 件数

現状 160 現状 77 現状 3

改善 41 改善 188 改善 5

拡大 1 拡大 9 拡大 7

縮小 0 縮小 1 縮小 0

廃止 2 廃止 3 廃止 0

終了 3 終了 4 終了 0

計 207 計 282 計 15

Ｈ23評価 → Ｈ24評価 件数 Ｈ23評価 → Ｈ24評価 件数 ※

現状 2 現状 11

改善 0 改善 12

拡大 0 拡大 0

縮小 1 縮小 0

廃止 1 廃止 1

終了 0 終了 0

計 4 計 24

平成２３年度評価に対する
平成２４年度評価の変化を
示しているが、「Ｈ２３評価」
と「Ｈ２４評価」の評価件数
の差は、平成２４年度の事
務事業評価を実施する時
点で、評価対象事業を見直
しし、整理・統合を行ったこ
とによるもので、「現状」で
は５事業の減、「改善」では
８事業の減となった。

拡大
（15）

→

縮小
（4）

→
Ｈ23評価なし

（Ｈ24新規評価）

現状
（212）

→
改善
（290）

→

 

 

 (３) 総合計画の体系別評価結果                          

大仙市総合計画の体系については、この度、平成２３年度から平成２７年度ま

でを推進期間とする後期基本計画が策定されたことから、新しい施策体系におい

て各事務事業がどのように位置づけられているかを再確認し、目的を明確にした

ものである。 

事務事業評価の評価結果を総合計画の体系別に分類すると、市のまちづくりの

基本的な方針を示す７つの「施策の柱」においては、第２節の教育分野の評価件

数が１８２事業と最も多く、全体の３４．２％を占めている。また、事業規模の

見直しを含め改善を必要とする事務事業の割合（「改善」、「拡大」、「縮小」が占め

る割合）は、第６節の地域情報・交流分野が９３．８％と最も高い結果となって

いる。 
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更に、改善を必要とする事務事業の割合について個々に見てみると、第１節の

保健・福祉・医療分野では「子育て支援の充実」が６９．２％、第２節の教育分

野では「生涯学習の推進」が６０．３％、「芸術、文化の振興」が６０％、第３節

の産業分野では「工業の振興」が１００％、「観光の振興」が６１．５％、「雇用

の安定、就労の促進」が６６．７％、第４節の都市基盤分野では「市街地の整備」

が１００％、「下水道等の整備」が６０％、第５節の環境・安全分野では「雪対策

の強化」が６６．７％、第６節の地域情報・交流分野では「地域情報化の推進」、

「男女共同参画社会の形成」、「国際交流の促進」がそれぞれ１００％、第７節の

財政運営・市民との協働分野では「行財政運営の効率化」が７８．９％、「市民と

の協働」が７１．４％で高い結果となっている。 

昨年度と比較し、「改善」の評価割合が減少した主なものとしては、第１節の保

健・福祉・医療分野における「高齢者福祉の充実」で、２３年度に「改善」を必

要とする事業が６３．８％を占めていたが、２４年度は４４％に減少している。

これは、高齢者相談支援事業における専門的分野の相談会の実施や家族介護慰労

金支給事業における周知方法の改善、高齢者の実態把握事業における調査方法の

変更を行ったこと等により、ある程度の成果が上がったため今後は現状のまま継

続すると評価したものである。また、第２節の教育分野における「スポーツ、レ

クリエーションの推進」では、２３年度に「改善」を必要とする事業が６１．５％

を占めていたが、２４年度は３７．５％と減少している。これは、スポーツ施設

の管理運営に指定管理者制度を導入するなど、ある一定の改善が図られたことか

ら、今後は現状のまま継続すると評価したものである。 

 

 

総合計画の体系　施策の柱 評価件数 構成比

第１節　安心して健やかに暮らせるまちづくり 112 21.0%

第２節　未来を創り心豊かな人を育むまちづくり 182 34.2%

第３節　活き活きと希望を持って活躍できるまちづくり 83 15.6%

第４節　生活の基盤が整ったまちづくり 37 7.0%

第５節　環境と調和し快適で安全に暮らせるまちづくり 41 7.7%

第６節　仲間とふれあいともに活躍できるまちづくり 16 3.0%

第７節　計画の推進にあたって 45 8.5%

総合計画の体系に該当なし 16 3.0%

合計 532  
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第１節　安心して健やかに暮らせるまちづくり　（保健・福祉・医療分野）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　保健・医療の充実　 10 6 1 1 0 2 0 20.0%

２　子育て支援の充実　 13 3 7 2 0 0 1 69.2%

３　社会福祉の充実　 22 19 3 0 0 0 0 13.6%

４　高齢者福祉の充実 50 23 21 0 1 1 4 44.0%

５　社会保障の促進　 17 15 1 0 0 1 0 5.9%

６　該当なし 0 0 0 0 0 0 0 ‐

計 112 66 33 3 1 4 5 33.0%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合

 

第２節　未来を創り心豊かな人を育むまちづくり　（教育分野）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　学校教育の充実 29 13 11 3 0 1 1 48.3%

２　生涯学習の推進　 78 31 47 0 0 0 0 60.3%

３　芸術、文化の振興　 35 14 20 1 0 0 0 60.0%

４　スポーツ、レクリエーションの推進 40 24 15 0 0 1 0 37.5%

５　該当なし　 0 0 0 0 0 0 0 ‐

計 182 82 93 4 0 2 1 53.3%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合

 

 

 

第３節　活き活きと希望を持って活躍できるまちづくり　（産業分野）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　農林水産業の振興 45 25 19 0 0 0 1 42.2%

２　商業の振興　 7 3 3 0 0 1 0 42.9%

３　工業の振興 1 0 1 0 0 0 0 100.0%

４　観光の振興 26 10 12 3 1 0 0 61.5%

５　雇用の安定、就労の促進 3 1 2 0 0 0 0 66.7%

６　該当なし 1 0 1 0 0 0 0 100.0%

計 83 39 38 3 1 1 1 50.6%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合
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第４節　生活の基盤が整ったまちづくり　（都市基盤分野）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　道路の整備　 4 4 0 0 0 0 0 0.0%

２　公共交通の整備 18 9 8 1 0 0 0 50.0%

３　市街地の整備　 2 0 1 1 0 0 0 100.0%

４　上水道の整備 8 4 4 0 0 0 0 50.0%

５　下水道等の整備　　 5 2 3 0 0 0 0 60.0%

６　該当なし　 0 0 0 0 0 0 0 ‐

計 37 19 16 2 0 0 0 48.6%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合

 

第５節　環境と調和し快適で安全に暮らせるまちづくり　（環境・安全分野）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　自然環境の保全　 5 4 0 1 0 0 0 20.0%

２　住宅環境の整備 1 1 0 0 0 0 0 0.0%

３　公園・緑地の整備　 5 4 1 0 0 0 0 20.0%

４　衛生環境の整備　 7 5 2 0 0 0 0 28.6%

５　公害防止対策の推進 1 1 0 0 0 0 0 0.0%

６　生活の安全、安心確保 19 9 9 1 0 0 0 52.6%

７　雪対策の強化 3 1 1 1 0 0 0 66.7%

８　該当なし　　 0 0 0 0 0 0 0 ‐

計 41 25 13 3 0 0 0 39.0%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合

 
 

第６節　仲間とふれあいともに活躍できるまちづくり　（地域情報・交流分野）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　地域情報化の推進 6 0 6 0 0 0 0 100.0%

２　男女共同参画社会の形成 7 0 7 0 0 0 0 100.0%

３　地域間交流の促進　 1 1 0 0 0 0 0 0.0%

４　国際交流の促進 2 0 1 1 0 0 0 100.0%

５　該当なし 0 0 0 0 0 0 0 ‐

計 16 1 14 1 0 0 0 93.8%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合
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第７節　計画の推進にあたって　（財政運営・市民との協働）

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

１　行財政運営の効率化 38 8 29 1 0 0 0 78.9%

２　市民との協働 7 2 5 0 0 0 0 71.4%

３　該当なし 0 0 0 0 0 0 0 ‐

計 45 10 34 1 0 0 0 77.8%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合

 

総合計画の体系に該当なし

現状 改善 拡大 縮小 廃止 終了

総合計画の体系に該当なし 16 11 5 0 0 0 0 31.3%

総合計画の体系
施策の大綱

件数
総合評価別 「改善」、「拡

大」、「縮小」
評価の割合

 

 

 

(４)  まとめ                                    

今回の事務事業評価では、「事務事業評価と予算編成の流れ」、「ＰＤＣＡサイ

クル」を確立させるため、評価シートの様式を一部変更し、①前年度の改善策を

踏まえた事業実績（実施Ｄｏ）、②必要性・有効性・効率性の評価（評価Ｃｈｅ

ｃｋ）、③今後の方向性（改善Ａｃｔｉｏｎ・計画ｐｌａｎ）の具体的な計画、

改善策について記載することとした。 

この評価シートを活用することにより、事業の目的を明確にするとともに、活

動結果や成果を数値化し事務事業の現状や課題を再認識するという点で、職員の

意識改革に一定の効果があったと考える。 

また、評価結果については、昨年度から予算事業説明書に記載され、予算編成

に向けて今後の方向性を検討するツールとして活用されることから、今年度は、

この事務事業評価の実施が単なる評価シートの作成や評価結果の取りまとめだ

けで終わらないために、新たに、事業の実施状況及び実績見込みを踏まえて評価

の見直しを行うこととしている。 

今後は、評価シートの有効活用と事務事業評価に対する職員の理解をより一層

深めるために、説明会等を通じて意識改善に努め、評価結果が予算編成に的確に

反映されるよう総合的な仕組み作りと評価内容の更なる充実を図っていく。 

 

 

 

 

 

 



別　紙

①総合評価で「現状」と評価した事務事業　２５３事業

番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

1 弁護士関係事務 総務部総務課 現状 現状

2 法制執務関連事務 総務部総務課 現状 現状

3 電子入札システム事業 総務部契約検査課 現状 現状

4 法人市民税課税事務 総務部税務課 現状 現状

5 軽自動車税課税事務 総務部税務課 現状 現状

6 市たばこ税課税事務 総務部税務課 現状 現状

7 入湯税課税事務 総務部税務課 現状 現状

8 固定資産税課税事務 総務部税務課 現状 現状

9 国民健康保険税賦課事務 総務部税務課 現状 現状

10 後期高齢者医療保険料賦課事務 総務部税務課 現状 現状

11 収納率向上特別対策事業（国保） 総務部税務課 現状 現状

12 収納率向上特別対策事業 総務部税務課 現状 現状

13 国民保護対策事業 総務部総合防災課 現状 現状

14 消防出初式に関する事務 総務部総合防災課 現状 改善

15 消防水利整備事業 総務部総合防災課 現状 現状

16 空き家等対策事業 総務部総合防災課 現状 －

17 桜守プロジェクト事業 企画部総合政策課 現状 現状

18 神岡福祉センター管理事務 神岡支所市民サービス課 現状 現状

19 神宮寺駅舎管理運営事業 神岡支所市民サービス課 現状 現状

20 財産管理事務（神岡地域） 神岡支所市民サービス課 現状 改善

21 大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター指定管理事業 西仙北支所市民サービス課 現状 現状

22 火葬場管理・運営業務 西仙北支所市民サービス課 現状 現状

23 刈和野駅舎管理運営事務 西仙北支所市民サービス課 現状 現状

24 乗り合いタクシー運行事業（強首、土川、心像） 西仙北支所市民サービス課 現状 改善

25 強首温泉周辺環境維持事業 西仙北支所市民サービス課 現状 改善

26 観光推進事業(西仙北地域) 西仙北支所市民サービス課 現状 改善
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

27 高速自動車国道活用施設管理事務 西仙北支所市民サービス課 現状 縮小

28 大沢郷地区簡易水道施設整備事業 西仙北支所農林建設課 現状 現状

29 刈和野地区簡易水道施設整備事業 西仙北支所農林建設課 現状 現状

30 西仙北農村交流施設管理運営事業 西仙北支所農林建設課 現状 改善

31 大仙市西仙北地域産物加工販売施設管理運営事業 西仙北支所農林建設課 現状 現状

32 中仙乗合自動車利用助成事業 中仙支所市民サービス課 現状 改善

33 羽後長野駅舎管理運営事業 中仙支所市民サービス課 現状 現状

34 羽後境・峰吉川駅舎管理運営事務 協和支所市民サービス課 現状 現状

35 協和庁舎管理事務 協和支所市民サービス課 現状 現状

36 車両管理事務(協和支所) 協和支所市民サービス課 現状 改善

37 財産管理事務(協和地域) 協和支所市民サービス課 現状 改善

38 美山湖祭事業 協和支所市民サービス課 現状 改善

39 協和地区温泉管理事務 協和支所市民サービス課 現状 改善

40 協和農村文化伝承交流館管理事務 協和支所市民サービス課 現状 改善

41 まほろば唐松中世の館・物部長穂記念館管理運営事業 協和支所市民サービス課 現状 改善

42 大仙市羽後境駅東集会施設管理事務 協和支所市民サービス課 現状 現状

43 乗合タクシー運行事業（船沢線） 協和支所市民サービス課 現状 現状

44 農業体験学習館管理事務 協和支所農林建設課 現状 現状

45 簡易水道事業 維持管理事業 協和支所農林建設課 現状 現状

46 コミュニティセンター管理事業（南外地域） 南外支所市民サービス課 現状 改善

47 中山間地域等直接支払交付金事業 南外支所農林建設課 現状 現状

48 特用林産研修施設管理事業 南外支所農林建設課 現状 改善

49 南外ダム管理運営事業 南外支所農林建設課 現状 現状

50 仙北庁舎管理事務 仙北支所市民サービス課 現状 現状

51 仙北まがり家管理事務 仙北支所市民サービス課 現状 現状

52 簡易水道維持管理事業（仙北地域） 仙北支所農林建設課 現状 改善

53 財産管理事務（太田地域） 太田支所市民サービス課 現状 改善

54 中山間地域等直接支払交付金事業 太田支所農林建設課 現状 現状
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

55 高齢者等活動センター管理事務（敬愛館） 太田支所農林建設課 現状 現状

56 太田地域農産物等活用型総合交流促進施設管理事務 太田支所農林建設課 現状 現状

57 緑地広場管理事務 太田支所農林建設課 現状 現状

58 モリボの里動物舎管理運営事業 太田支所農林建設課 現状 改善

59 自主防除事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

60 公害対策事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

61 狂犬病予防対策事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

62 環境衛生事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

63 墓園管理及び整備事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

64 ごみ収集事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

65 粗大ごみ収集事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

66 一般廃棄物旧 終処分場管理事務 市民部環境交通安全課 現状 現状

67 交通安全対策推進事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

68 防犯対策関係事業 市民部環境交通安全課 現状 改善

69 安全・安心まちづくり事業 市民部環境交通安全課 現状 現状

70 国民健康保険事業管理事務 市民部国保年金課 現状 現状

71 医療費適正化特別対策事業（レセプト点検事業） 市民部国保年金課 現状 改善

72 国民健康保険審査支払い業務 市民部国保年金課 現状 現状

73 出産育児一時金支給事業 市民部国保年金課 現状 現状

74 葬祭費支給事業 市民部国保年金課 現状 現状

75 保健活動事業 市民部国保年金課 現状 改善

76 後期高齢者医療管理事務 市民部国保年金課 現状 現状

77 後期高齢者保健事業 市民部国保年金課 現状 改善

78 消費生活保護対策事業 市民部消費生活相談室 現状 改善

79 大仙市戦没者追悼式事業 健康福祉部社会福祉課 現状 現状

80 金婚式事業 健康福祉部社会福祉課 現状 現状

81 長寿祝金支給事業 健康福祉部社会福祉課 現状 －

82 老人クラブ補助金 健康福祉部社会福祉課 現状 －
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83 民生委員児童委員活動費補助金 健康福祉部社会福祉課 現状 －

84 生活支援ハウス運営事業 健康福祉部協和生活支援ハウス 現状 改善

85 生活支援ハウス運営事業（ぬくもりの郷） 健康福祉部南外生活支援ハウス 現状 現状

86 要介護者移送サービス事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

87 軽度生活援助事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

88 高齢者等相談支援事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 改善

89 家族介護用品支給事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

90 家族介護慰労金支給事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 改善

91 介護予防事業（まめまめ教室フォローアップ事業） 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

92 包括的支援事業（介護予防ケアマネジメント事業） 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

93 包括的支援事業（総合相談支援事業） 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

94 包括的支援事業（権利擁護事業） 健康福祉部地域包括支援センター 現状 拡大

95 家族介護用品支給事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 改善

96 配食サービス事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 改善

97 高齢者実態把握事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 改善

98 居宅介護支援事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

99 介護予防支援事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

100 南外地域ＡＤＬ及び栄養調査事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 現状

101 成年後見制度利用支援事業 健康福祉部地域包括支援センター 現状 －

102
地域生活支援事業（在宅心身障害児集団指導訓練事
業）

健康福祉部生活支援課 現状 改善

103 難病患者等日常生活用具給付事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

104 障がい者（児）タクシー利用券給付事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

105 人工透析通院費支給事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

106 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

107 地域生活支援事業（相談支援事業） 健康福祉部生活支援課 現状 改善

108 地域生活支援事業（日常生活用具給付事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

109 地域生活支援事業（移動支援事業） 健康福祉部生活支援課 現状 改善

110 地域生活支援事業（地域活動支援センター事業） 健康福祉部生活支援課 現状 改善
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111 地域生活支援事業（訪問入浴サービス事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

112 地域生活支援事業（日中一時支援事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

113
地域生活支援事業（養護学校児童生徒放課後生活支
援事業）

健康福祉部生活支援課 現状 現状

114 地域生活支援事業（生活サポート事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

115 地域生活支援事業（点字・声の広報発行事業） 健康福祉部生活支援課 現状 改善

116
地域生活支援事業（手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成
事業）

健康福祉部生活支援課 現状 現状

117 地域生活支援事業（自動車運転免許助成事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

118 地域生活支援事業（自動車改造助成事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

119 地域生活支援事業（ガイドヘルパー派遣事業） 健康福祉部生活支援課 現状 現状

120 生活保護・収入資産等把握調査事業 健康福祉部生活支援課 現状 改善

121 生活保護レセプト点検事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

122 生活保護関係職員研修事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

123 生活保護・施設入所者訪問事業 健康福祉部生活支援課 現状 現状

124 特別保育支援事業 健康福祉部児童家庭課 現状 改善

125 へき地保育所管理運営事業 健康福祉部児童家庭課 現状 縮小

126 在宅外科当番医運営委託費事務 健康福祉部健康増進センター 現状 現状

127 フッ素洗口事業 健康福祉部健康増進センター 現状 現状

128 食生活改善推進事業 健康福祉部健康増進センター 現状 現状

129 ３０・３５歳の血液健診事業 健康福祉部健康増進センター 現状 改善

130 大仙市旧清水診療所通院者交通費助成事業 健康福祉部健康増進センター 現状 －

131 農業振興地域整備計画の変更事務 農林商工部農林振興課 現状 現状

132 農林水産業功労者表彰事業 農林商工部農林振興課 現状 改善

133 都市農村交流促進事業 農林商工部農林振興課 現状 改善

134 特産品開発・消費拡大推進事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

135 大仙重点野菜生産拡大事業 農林商工部農林振興課 現状 －

136 家畜防疫事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

137 畜産共進会事業 農林商工部農林振興課 現状 改善

138 快適居住環境整備事業 農林商工部農林振興課 現状 改善
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139 土地利用調整推進事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

140 ほ場整備関連調査計画事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

141 農地・水・環境保全向上対策事業 農林商工部農林振興課 現状 改善

142 県営土地改良事業費負担金事務 農林商工部農林振興課 現状 現状

143 間伐等推進対策事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

144 有害鳥獣駆除対策事業 農林商工部農林振興課 現状 改善

145 秋田県水と緑の森づくり税関連事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

146 森林整備地域活動支援交付金事業 農林商工部農林振興課 現状 改善

147 美しい森林づくり基礎整備交付金事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

148 森林病害虫等防除対策事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

149 林道補修事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

150 鮭資源等確保活用事業 農林商工部農林振興課 現状 現状

151 大平山登山道整備事業 農林商工部商工観光課 現状 現状

152 大仙市第三セクター運営資金貸付事業 農林商工部商工観光課 現状 改善

153 商工団体補助金 農林商工部商工観光課 現状 －

154 商店街等新規開店支援助成金 農林商工部商工観光課 現状 －

155 がんばる商店等支援事業費補助金 農林商工部商工観光課 現状 －

156 出稼対策事業 農林商工部企業対策課 現状 改善

157 道路台帳作成事務 建設部道路河川課 現状 現状

158 道路維持管理事業 建設部道路河川課 現状 現状

159 除雪ステーション維持管理事務 建設部道路河川課 現状 現状

160 道路新設改良事業 建設部道路河川課 現状 現状

161 橋りょう維持管理事業 建設部道路河川課 現状 現状

162 交通安全施設整備事業 建設部道路河川課 現状 拡大

163 大曲駅東駐車場管理運営事業 建設部都市管理課 現状 改善

164 大曲駅前・駅東自転車駐車場管理運営事業 建設部都市管理課 現状 現状

165 公園維持管理事務 建設部都市管理課 現状 現状

166 河川公園管理事務 建設部都市管理課 現状 現状
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167 市民ゴルフ場管理事務 建設部都市管理課 現状 現状

168 市営住宅運営管理事務 建設部建築住宅課 現状 改善

169 合併処理浄化槽設置整備事業 上下水道部下水道課 現状 現状

170 水洗便所改造資金融資あっせん事業 上下水道部下水道課 現状 現状

171 市立大曲病院事業 市立大曲病院管理課 現状 現状

172 奨学資金貸与事業 教育指導部教育総務課 現状 現状

173 小学校スクールバス運行事業 教育指導部教育総務課 現状 改善

174 通学援助事業（小学校・中学校） 教育指導部教育総務課 現状 現状

175 中学校スクールバス運行事業 教育指導部教育総務課 現状 改善

176 学習定着度調査事業 教育指導部教育指導課 現状 改善

177 外国語指導助手等招致事業 教育指導部教育指導課 現状 改善

178 教育相談事業 教育指導部教育指導課 現状 現状

179 体験的学習の時間支援事業（小・中学校） 教育指導部教育指導課 現状 現状

180 修学旅行引率費補助金（小・中学校） 教育指導部教育指導課 現状 改善

181 小中就学援助事業 教育指導部教育指導課 現状 現状

182 特別支援教育就学奨励扶助費事業 教育指導部教育指導課 現状 現状

183 すこやか子育て支援事業 教育指導部教育指導課 現状 現状

184 幼稚園地域活動事業 教育指導部教育指導課 現状 現状

185 幼稚園教育振興費補助金 教育指導部教育指導課 現状 現状

186 出前民謡「ふるさと民謡めぐり」開催事業 生涯学習部生涯学習課 現状 現状

187 学校支援地域本部事業（学校応援団） 生涯学習部生涯学習課 現状 拡大

188 大仙市民大学教養講座開催事業 生涯学習部生涯学習課 現状 改善

189 大曲地域文化祭開催事業 生涯学習部生涯学習課 現状 現状

190 花いっぱい運動推進事業 生涯学習部生涯学習課 現状 改善

191 はぴねす大仙管理事務 生涯学習部生涯学習課はぴねす大仙 現状 改善

192 公民館管理運営事業（神岡地域） 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 現状 改善

193 スポ少野球大会開催事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 現状 現状

194 フライングディスク大会開催事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 現状 現状
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195 B&Gプール管理事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 現状 現状

196 青少年教育事業（児童生徒の学校外活動） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 現状 改善

197 西仙北少年剣道大会開催事業（西仙北地域） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 現状 現状

198 西仙北スポーツセンター管理事業 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 現状 改善

199 緑地運動広場管理事業（野球場・グラウンドゴルフ場） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 現状 改善

200 公民館運営事業 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 現状 改善

201 芸術文化振興事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

202 公民館主催事業（本館） 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

203 花いっぱい運動事業（協和地域） 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

204 協和市民センター管理事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

205 協和公民館船岡分館管理事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 改善

206 協和公民館峰吉川分館管理事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

207 協和公民館淀川分館管理事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

208 体育館管理事業（協和第２・稲沢・船岡・小種体育館） 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

209
体育館管理事業（淀川農林漁業者トレーニングセン
ター）

生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

210 その他体育施設管理事業（中淀川緑地広場） 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 改善

211
スポーツ施設管理事業（サン・スポーツランド協和、野球
場、体育館、協和多目的交流施設）

生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

212 協和公民館船岡分館主催事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 改善

213 協和公民館峰吉川分館主催事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

214 協和公民館淀川分館主催事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 現状 現状

215  なんがい地域祭開催事業 生涯学習部生涯学習課南外公民館 現状 現状

216 南外公民館管理運営事務事業 生涯学習部生涯学習課南外公民館 現状 現状

217 南外地域スマイル・ボウリング大会開催事業 生涯学習部生涯学習課南外公民館 現状 改善

218 南外地域野球大会開催事業 生涯学習部生涯学習課南外公民館 現状 現状

219 芸術文化振興事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 現状

220 仙北公民館世代別活動支援事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 現状

221 花いっぱい運動事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 現状

222 ふれあい体育館管理事事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 改善
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223 仙北ふれあい文化センター管理事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 現状

224 仙北第2武道館管理事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 －

225 仙北武道館管理事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 改善

226 仙北健康広場管理事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 改善

227 仙北球場管理事業 生涯学習部生涯学習課仙北公民館 現状 改善

228 芸術文化祭事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

229 文化講演会開催事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

230 花いっぱい運動事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

231 家庭教育学級・子育て講座開催事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

232 公民館主催事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 改善

233 太田生活改善センター管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

234 太田東部地区生活改善センター管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 改善

235 太田農村環境改善センター(文化プラザ)管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

236 太田北部地区多目的研修センター管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

237 太田体育館クラブハウス管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

238 大仙市太田テニスコート管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

239 大仙市太田トレーニングセンター管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

240 多目的グラウンド管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 改善

241 多目的運動広場管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

242 太田体育館管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

243 大仙市営太田球場管理事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 現状 現状

244 図書館システム統一事業 生涯学習部生涯学習課総合図書館 現状 改善

245 開館時間及び開館日数拡大事業 生涯学習部生涯学習課総合図書館 現状 現状

246 図書資料選書事業 生涯学習部生涯学習課総合図書館 現状 現状

247 大曲市民会館自主事業 生涯学習部生涯学習課総合市民会館 現状 改善

248 大曲市民会館管理・運営事業 生涯学習部生涯学習課総合市民会館 現状 改善

249 大曲中央公民館管理・運営事業 生涯学習部生涯学習課総合市民会館 現状 改善

250 大曲交流センター管理・運営事業 生涯学習部生涯学習課総合市民会館 現状 改善
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

251 埋蔵文化財発掘調査事業 生涯学習部文化財保護課 現状 現状

252 国指定史跡　払田柵跡環境整備事業 生涯学習部文化財保護課 現状 現状

253 選挙啓発事業 選挙管理委員会事務局 現状 現状

②総合評価で「改善」と評価した事務事業　２４６事業

番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

1 行政改革関連事業 総務部総務課 改善 改善

2 指定管理者制度導入推進事業 総務部総務課 改善 拡大

3 文書関連事務 総務部総務課 改善 改善

4 行政協力員関連事務事業 総務部総務課 改善 現状

5 事務事業評価事業 総務部総務課 改善 改善

6 福利厚生事業（メンタルヘルス） 総務部総務課 改善 拡大

7 福利厚生事業（基本健診・胃部検診） 総務部総務課 改善 改善

8 アーカイブズ関係事業 総務部総務課 改善 －

9 契約事務 総務部契約検査課 改善 改善

10 個人市民税課税事務 総務部税務課 改善 改善

11 口座振替促進事業（国保） 総務部税務課 改善 改善

12 口座振替促進事業 総務部税務課 改善 改善

13 大曲庁舎管理事務 総務部管財課 改善 改善

14 財産管理事務 総務部管財課 改善 改善

15 車両管理事務（本庁） 総務部管財課 改善 改善

16 水防訓練事業 総務部総合防災課 改善 改善

17 総合防災訓練事業 総務部総合防災課 改善 改善

18 防災対策事業 総務部総合防災課 改善 拡大

19 水害対策事業 総務部総合防災課 改善 改善

20 消防団管理運営事業 総務部総合防災課 改善 改善

21 消防施設維持管理事業 総務部総合防災課 改善 改善

22 消火用資機材整備事業（小型ポンプ、積載車） 総務部総合防災課 改善 改善
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

23
消火用資機材整備事業（格納庫、サイレン、ホース乾燥
塔）

総務部総合防災課 改善 改善

24 浸水被害防止用土のう購入助成事業 総務部総合防災課 改善 －

25 広報発行及び広報活動事業 企画部総合政策課 改善 改善

26 業務改善奨励事業 企画部総合政策課 改善 改善

27 非核平和都市宣言事業 企画部総合政策課 改善 改善

28 行政評価推進事業 企画部総合政策課 改善 現状

29 デマンド型乗合タクシー運行事業（大曲地域） 企画部総合政策課 改善 改善

30 ふるさと納税制度関連事務 企画部総合政策課 改善 現状

31 地域協議会関連事務 企画部総合政策課 改善 改善

32 地域振興事業（地域枠予算） 企画部総合政策課 改善 改善

33 市内循環バス運行事業 企画部総合政策課 改善 改善

34 生活ﾊﾞｽ路線運行維持対策補助金交付事業 企画部総合政策課 改善 改善

35 花火伝統文化継承事業 企画部総合政策課 改善 －

36 移動通信用鉄塔施設整備事業 企画部情報システム課 改善 改善

37 地域イントラネット基盤施設管理事業 企画部情報システム課 改善 改善

38 電子計算管理運営事務 企画部情報システム課 改善 改善

39 パソコン基礎講習会開催事業（ゼロ予算事業） 企画部情報システム課 改善 改善

40 地域情報プラットフォーム導入事業 企画部情報システム課 改善 改善

41 料理教室開催事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

42 男女共同参画活動支援事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

43
男女共同参画に関する写真・一行詩コンクール開催事
業

企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

44 男女共同参画に関する事業所研修会開催事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

45 男女共同参画に関する出前講座開催事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

46 男女共同参画講演会等研修会開催事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

47 審議会等への女性の参画促進事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

48 国際教養大学交流事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

49 ペアーレ大仙管理運営事業 企画部男女共同参画・交流推進課 改善 改善

50 デマンド型乗合タクシー運行事業（神岡地域） 神岡支所市民サービス課 改善 改善
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

51 神岡総合情報センター管理事業 神岡支所市民サービス課 改善 現状

52 神岡庁舎管理事務 神岡支所市民サービス課 改善 改善

53 車両管理事業（神岡総合支所） 神岡支所市民サービス課 改善 改善

54 茶屋っこ一里塚管理事業（道の駅かみおか） 神岡支所市民サービス課 改善 改善

55 神岡農林水産物処理加工施設管理事務 神岡支所農林建設課 改善 改善

56 大仙市神岡農業総合指導センタ-負担金事務 神岡支所農林建設課 改善 改善

57 簡易水道　維持管理事業（神岡地域） 神岡支所農林建設課 改善 改善

58 庁舎管理事務(西仙北庁舎) 西仙北支所市民サービス課 改善 改善

59 財産管理事務(西仙北地域) 西仙北支所市民サービス課 改善 改善

60 車両管理事務　（西仙北支所） 西仙北支所市民サービス課 改善 改善

61 簡易水道維持管理事業（西仙北地域） 西仙北支所農林建設課 改善 改善

62 大仙市西仙北農業総合指導センター事業 西仙北支所農林建設課 改善 現状

63 庁舎管理事務（中仙） 中仙支所市民サービス課 改善 改善

64 財産管理事務（中仙） 中仙支所市民サービス課 改善 改善

65 車両管理事務（中仙） 中仙支所市民サービス課 改善 改善

66 地域農業総合管理施設事業 中仙支所市民サービス課 改善 改善

67 中仙農村環境改善センター管理事業 中仙支所市民サービス課 改善 －

68 簡易水道維持管理事業（中仙地域） 中仙支所農林建設課 改善 現状

69 大仙市中仙農業総合指導センター事業 中仙支所農林建設課 改善 改善

70 大仙市まほろば唐松公園（わんぱくの森）管理運営事業 協和支所市民サービス課 改善 改善

71 道の駅「協和」関連施設管理事務 協和支所市民サービス課 改善 改善

72 協和温泉「四季の湯」管理事務 協和支所市民サービス課 改善 改善

73 蓄養殖施設等管理運営事業 協和支所農林建設課 改善 改善

74 大仙市協和農業総合指導センタ－事業 協和支所農林建設課 改善 改善

75 南外庁舎管理事務 南外支所市民サービス課 改善 改善

76 財産管理事務（南外地域） 南外支所市民サービス課 改善 改善

77 車両管理事務（南外地域） 南外支所市民サービス課 改善 改善

78 デマンド型乗合タクシー運行事業（南外地域） 南外支所市民サービス課 改善 改善
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

79 南外地域市民バス運行事業 南外支所市民サービス課 改善 改善

80 簡易水道事業　維持管理事業 南外支所農林建設課 改善 改善

81 生活改善センター等管理事業（南外地域） 南外支所農林建設課 改善 改善

82 南外農林漁業者創作研修センター管理事業 南外支所農林建設課 改善 改善

83 森林公園維持管理事業（南外地域） 南外支所農林建設課 改善 改善

84 財産管理事務（仙北地域） 仙北支所市民サービス課 改善 現状

85 車両管理事務（仙北支所） 仙北支所市民サービス課 改善 改善

86 大仙市立仙北就業改善センター管理事務 仙北支所市民サービス課 改善 現状

87 柵の湯管理事務 仙北支所市民サービス課 改善 改善

88 大仙市仙北農業指導センター負担金事業 仙北支所農林建設課 改善 改善

89 コミュニティバス運行事業 太田支所市民サービス課 改善 改善

90 真木真昼県立自然公園管理事業 太田支所市民サービス課 改善 改善

91 太田庁舎管理事務 太田支所市民サービス課 改善 改善

92 車両管理事業（太田支所） 太田支所市民サービス課 改善 改善

93 太田交流の森・大台スキー場管理事業 太田支所市民サービス課 改善 改善

94 太田ふれあいの里・太田農村体験の里管理事業 太田支所市民サービス課 改善 現状

95 中里温泉管理事業 太田支所市民サービス課 改善 改善

96 太田交流プラザ朝市・夕市事業 太田支所農林建設課 改善 改善

97 廃棄物減量化対策事業 市民部環境交通安全課 改善 改善

98 ごみ不法投棄防止事業 市民部環境交通安全課 改善 改善

99 福祉医療費給付事業 市民部国保年金課 改善 現状

100 法人立介護保険施設等補助金 健康福祉部社会福祉課 改善 －

101 老人デイサービス事業特別会計繰入金 健康福祉部社会福祉課 改善 －

102 敬老会事業 健康福祉部社会福祉課 改善 改善

103
通所介護・介護予防通所介護サービス事業(やすらぎの
里）

健康福祉部協和生活支援ハウス 改善 改善

104 介護予防デイサービス事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

105 ふれあい安心電話整備事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

106 高齢者等除雪サービス事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善
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107 はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 現状

108 温泉ふれあい入浴サービス事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

109 介護予防事業(まめまめ教室) 健康福祉部地域包括支援センター 改善 拡大

110 介護予防事業（地域高齢者健康教室） 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

111 介護予防事業（介護予防講演会） 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

112 生活管理指導員派遣事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

113 包括的支援事業（介護支援専門員学習会） 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

114 家族介護者交流事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

115 家族介護教室事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

116 認知症予防対策事業（認知症サポーター養成講座） 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

117 相談取次窓口業務委託事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

118
地域介護予防活動支援事業（介護予防いきいき隊養成
講座）

健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

119 介護予防事業（出前講座） 健康福祉部地域包括支援センター 改善 改善

120 認知症予防対策事業 健康福祉部地域包括支援センター 改善 現状

121 精神障がい者相談事業 健康福祉部生活支援課 改善 改善

122 児童館管理事務 健康福祉部児童家庭課 改善 改善

123 子どもの遊び場管理事業 健康福祉部児童家庭課 改善 改善

124 地域児童健全育成推進事業（放課後児童クラブ） 健康福祉部児童家庭課 改善 改善

125 地域子育て支援拠点事業（センター型） 健康福祉部児童家庭課 改善 改善

126 法人立保育所補助金事務 健康福祉部児童家庭課 改善 改善

127 要保護児童支援事業 健康福祉部児童家庭課 改善 現状

128 母子・父子及び寡婦家庭対策事業 健康福祉部児童家庭課 改善 改善

129 献血推進事業 健康福祉部健康増進センター 改善 現状

130 パパママ教室開催事業 健康福祉部健康増進センター 改善 改善

131 菜の花作付拡大実証事業 農林商工部農林振興課 改善 現状

132 集落営農法人化推進事業 農林商工部農林振興課 改善 改善

133 農業振興情報センター（総合営農支援事業） 農林商工部太田農業振興情報センター 改善 現状

134 大仙市大曲農業総合指導センター事業 農林商工部農林振興課 改善 改善
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135 大仙市秋の稔りフェア開催事業 農林商工部農林振興課 改善 現状

136 放牧場管理運営事業 農林商工部農林振興課 改善 改善

137 農林道等維持管理事業 農林商工部農林振興課 改善 改善

138 観光宣伝事業 農林商工部商工観光課 改善 改善

139
イベント支援事業（川を渡るぼんでん・新作花火コレク
ション）

農林商工部商工観光課 改善 現状

140 大仙市大曲観光物産協会負担金交付事務 農林商工部商工観光課 改善 改善

141 観光地の魅力づくり事業 農林商工部商工観光課 改善 改善

142 中心市街地賑わい創出事業（花火庵管理運営委託） 農林商工部商工観光課 改善 拡大

143 技能功労者表彰事業 農林商工部商工観光課 改善 現状

144 中小企業振興設備資金融資利子補給金 農林商工部商工観光課 改善 －

145 商店街環境整備事業補助金 農林商工部商工観光課 改善 －

146 大曲地域職業訓練センター管理運営事業 農林商工部企業対策課 改善 改善

147 企業誘致対策事業 農林商工部企業対策課 改善 現状

148 雇用奨励助成金 農林商工部企業対策課 改善 －

149 車両管理事務 建設部道路河川課 改善 改善

150 除雪対策事業 建設部道路河川課 改善 改善

151 建設技術管理事務 建設部都市管理課 改善 改善

152 ねむのき駐車場管理運営事業 建設部都市管理課 改善 改善

153 大曲駅前第二地区土地区画整理事業 建設部土地区画整理事務所 改善 現状

154 大仙市公共下水道事業（大曲・神岡・西仙北） 上下水道部下水道課 改善 改善

155 大仙市農業集落排水事業 上下水道部下水道課 改善 改善

156
大仙市公共下水道事業（西仙北・中仙・協和・南外・仙
北）

上下水道部下水道課 改善 改善

157
学校施設管理、維持補修・施設整備事業（小・中学校、
幼稚園）

教育指導部教育総務課 改善 改善

158 学校給食食材購入事業 教育指導部教育総務課学校給食総合ｾﾝﾀｰ 改善 改善

159 学校給食センター管理事業 教育指導部教育総務課学校給食総合ｾﾝﾀｰ 改善 改善

160 調理運搬業務 教育指導部教育総務課学校給食総合ｾﾝﾀｰ 改善 改善

161 心ふれあうさわやか大仙事業 教育指導部教育指導課 改善 改善

162 教師用教科書及び指導書購入事業（小・中学校） 教育指導部教育指導課 改善 現状
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

163 大仙市立中学校生徒海外派遣事業 教育指導部教育指導課 改善 改善

164 小中学校芸術鑑賞事業 教育指導部教育指導課 改善 改善

165 法人立幼稚園補助金 教育指導部教育指導課 改善 －

166 法人立幼稚園特別支援教育費補助金 教育指導部教育指導課 改善 －

167 大仙市芸術文化祭開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 現状

168 大仙市民交流将棋大会開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

169 生涯学習推進事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

170 放課後子ども教室推進事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

171 市民囲碁大会・子ども囲碁大会開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 現状

172 放課後囲碁教室開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

173 大仙市民短歌大会開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

174 大仙市民俳句大会開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

175 大仙市民席書大会開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

176 大曲高齢者大学開催事業 生涯学習部生涯学習課 改善 改善

177 勤労青少年ホーム管理事務 生涯学習部生涯学習課青少年ホーム 改善 改善

178 大仙市職場対抗バレーリーグ戦開催事業 生涯学習部生涯学習課青少年ホーム 改善 改善

179 産業展示館管理事務 生涯学習部生涯学習課産業展示館 改善 現状

180 女性センター管理事務 生涯学習部生涯学習課女性センター 改善 改善

181 女性センター開催事業 生涯学習部生涯学習課女性センター 改善 改善

182 サンクエスト大曲管理事務 生涯学習部生涯学習課サンクエスト大曲 改善 現状

183 サンクエスト大曲主催事業 生涯学習部生涯学習課サンクエスト大曲 改善 現状

184 はぴねす大仙主催事業 生涯学習部生涯学習課はぴねす大仙 改善 －

185 公民館管理運営事業（花館公民館） 生涯学習部生涯学習課花館公民館 改善 改善

186 公民館主催事業（花館公民館） 生涯学習部生涯学習課花館公民館 改善 改善

187 公民館管理運営事業（内小友公民館） 生涯学習部生涯学習課内小友公民館 改善 改善

188 公民館主催事業（内小友公民館） 生涯学習部生涯学習課内小友公民館 改善 改善

189 公民館管理運営事業（大川西根公民館） 生涯学習部生涯学習課大川西根公民館 改善 改善

190 公民館主催事業（大川西根公民館） 生涯学習部生涯学習課大川西根公民館 改善 改善
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番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

191 公民館管理運営事業（藤木公民館） 生涯学習部生涯学習課藤木公民館 改善 改善

192 公民館主催事業（藤木公民館） 生涯学習部生涯学習課藤木公民館 改善 改善

193 公民館管理運営事務（四ツ屋公民館） 生涯学習部生涯学習課四ツ屋公民館 改善 改善

194 公民館主催事業（四ツ屋公民館） 生涯学習部生涯学習課四ツ屋公民館 改善 改善

195 公民館管理運営事業（角間川公民館） 生涯学習部生涯学習課角間川公民館 改善 改善

196 公民館主催事業（角間川公民館） 生涯学習部生涯学習課角間川公民館 改善 改善

197 神岡地域文化祭開催事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 改善 現状

198 嶽友大学運営事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 改善 現状

199 おもしろ講座事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 改善 現状

200 バレーボール大会開催事業 生涯学習部生涯学習課神岡中央公民館 改善 改善

201 西仙北中央公民館管理事務（西仙北地域） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

202 婦人教育事業（各種講座の開催） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 現状

203 高齢者教育事業（寿楽大学） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

204 地域活動事業（亀田街道まつり） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 現状

205 芸術文化振興事業（にしせんぼく文化祭） 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

206 刈和野地区公民館管理事業 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

207 土川地区公民館管理事務 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

208 大沢郷地区公民館管理事業 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

209 強首地区公民館管理事業 生涯学習部生涯学習課西仙北中央公民館 改善 改善

210 芸術文化振興事業 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

211 中仙公民館主催事業 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

212 中仙公民館分館運営事業 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

213 ドンパル施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

214 中仙公民館長野分館施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

215 中仙公民館清水分館施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

216 中仙公民館豊川分館施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

217 中仙公民館豊岡分館施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 現状

218 中仙公民館鑓見内分館施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 現状
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H24

総合評価
H23

総合評価

219 中仙公民館鴬野分館施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 現状

220 ドンパルホール施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

221 ドンパルトレーニングルーム施設管理事務 生涯学習部生涯学習課中仙公民館 改善 改善

222 スポーツ・レクリエーション事業（協和地域） 生涯学習部生涯学習課協和公民館 改善 現状

223 協和スキー場運営事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 改善 改善

224 協和市民センター主催事業 生涯学習部生涯学習課協和公民館 改善 改善

225 交流促進施設管理事業（大盛館） 生涯学習部生涯学習課協和公民館 改善 現状

226 公民館主催事業(南外地域） 生涯学習部生涯学習課南外公民館 改善 現状

227 花いっぱい運動推進事業（南外地域） 生涯学習部生涯学習課南外公民館 改善 現状

228
仙北ふれあい文化センター自主事業（総合市民会館運
営費委託）

生涯学習部生涯学習課仙北公民館 改善 改善

229 民謡「秋田おはら節」全国大会負担金事務 生涯学習部生涯学習課太田公民館 改善 改善

230 ふれあい通学合宿事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 改善 改善

231 行政ビジネス支援事業 生涯学習部生涯学習課総合図書館 改善 改善

232 ブックスタート事業 生涯学習部生涯学習課総合図書館 改善 改善

233 国指定名勝　池田氏庭園環境整備事業 生涯学習部文化財保護課 改善 現状

234
国史跡払田柵跡　総合案内所・野外復元整備地管理事
業

生涯学習部文化財保護課 改善 改善

235 国指定名勝池田氏庭園　維持管理事業 生涯学習部文化財保護課 改善 改善

236 スポ－ツ少年団補助金交付事業 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

237 スポ－ツ少年団大会派遣費補助金交付事業 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

238 大仙市体育協会補助金交付事業 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

239 大曲体育館管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

240 野球場管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

241 大曲武道館管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

242 市民プール管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

243 テニスコート管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

244 大曲ファミリーキャンプ場管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

245 大曲ファミリースキー場管理事務 生涯学習部スポーツ振興課 改善 改善

246 大仙市農地等情報総合ネットワーク管理事務 農業委員会事務局 改善 現状
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③総合評価で「拡大」と評価した事務事業　１７事業

番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

1 職員研修事業 総務部総務課 拡大 拡大

2 大仙市歴史資料調査研究事業 総務部総務課 拡大 改善

3 自主防災組織育成事業 総務部総合防災課 拡大 改善

4 韓国唐津市交流事業 企画部男女共同参画・交流推進課 拡大 改善

5 嶽の湯温泉管理事業 神岡支所市民サービス課 拡大 改善

6 デマンド型乗合タクシー運行事業（仙北地域） 仙北支所市民サービス課 拡大 改善

7 環境学習推進事業 市民部環境交通安全課 拡大 拡大

8 病児・病後児保育事業 健康福祉部児童家庭課 拡大 現状

9 地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 健康福祉部児童家庭課 拡大 改善

10 自殺予防対策事業 健康福祉部健康増進センター 拡大 拡大

11 特産品流通化事業 農林商工部商工観光課 拡大 改善

12 大仙市観光情報センター管理運営事業 農林商工部商工観光課 拡大 拡大

13 国土調査事業 建設部道路河川課 拡大 拡大

14 消雪施設等補助事業 建設部道路河川課 拡大 拡大

15 教職員コンピュータ管理事業 教育指導部教育総務課 拡大 改善

16 小中学校コンピュータ及びインターネット環境整備事業 教育指導部教育総務課 拡大 改善

17 学校生活支援事業 教育指導部教育指導課 拡大 拡大

番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

1 荒川鉱山跡地管理事務 協和支所市民サービス課 縮小 改善

2 世代交流福祉施設管理事業 健康福祉部社会福祉課 縮小 縮小

番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

1 大仙市太田国民健康保険診療所事業 市民部太田国民健康保険診療所 廃止 改善

2 介護予防事業（まめまめ健口訪問） 健康福祉部地域包括支援センター 廃止 改善

④総合評価で「縮小」と評価した事務事業　２事業

⑤総合評価で「廃止」と評価した事務事業　７事業
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3 健康管理支援事業 健康福祉部生活支援課 廃止 縮小

4 豊岡へき地診療所運営事業 健康福祉部健康増進センター 廃止 現状

5 中小企業振興緊急経営安定資金融資利子補給金 農林商工部商工観光課 廃止 －

6 西仙北西中学校寄宿舎運営事業 教育指導部教育総務課 廃止 現状

7 健康教室事業 生涯学習部生涯学習課太田公民館 廃止 改善

番号 事務事業名 課名
H24

総合評価
H23

総合評価

1 林道開設事業費（補助分） 協和支所農林建設課 終了 現状

2 地域福祉推進事業 健康福祉部社会福祉課 終了 改善

3 特定高齢者把握事業（生活機能評価事業） 健康福祉部地域包括支援センター 終了 改善

4 認可保育所管理運営事業 健康福祉部児童家庭課 終了 現状

5 介護老人保健施設介護サービス事業（幸寿園） 健康福祉部幸寿園 終了 改善

6 介護老人保健施設介護サービス事業（八乙女荘） 健康福祉部八乙女荘 終了 改善

7 幼稚園バス運行事業 教育指導部教育総務課 終了 現状

⑥総合評価で「終了」と評価した事務事業　７事業
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