
平成平成平成平成2222９年度安城市公開行政レビューについて９年度安城市公開行政レビューについて９年度安城市公開行政レビューについて９年度安城市公開行政レビューについて

１１１１ 公開行政レビューのポイント公開行政レビューのポイント公開行政レビューのポイント公開行政レビューのポイント

①評価員①評価員①評価員①評価員１人１人との議論をより深める１人１人との議論をより深める１人１人との議論をより深める１人１人との議論をより深めるため、市民評価員の人数を変更市民評価員の人数を変更市民評価員の人数を変更市民評価員の人数を変更。

(２０人⇒１０人）

②②②②事務事業総点検から事業の「見直し」と判断した事務事業を選定することにより、

論点を明確にし、市と評価員との活発な議論。論点を明確にし、市と評価員との活発な議論。論点を明確にし、市と評価員との活発な議論。論点を明確にし、市と評価員との活発な議論。

③③③③公開行政レビューを「市の事業を知る機会」と位置づけ「市の事業を知る機会」と位置づけ「市の事業を知る機会」と位置づけ「市の事業を知る機会」と位置づけ、事業を理解していただ

き、事業をより良くする改善改善改善改善の視点での議論の視点での議論の視点での議論の視点での議論。
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●10/13

事前説明会

★★★★11/1211/1211/1211/12

公開行政レ公開行政レ公開行政レ公開行政レ

ビュービュービュービュー

見直し方針策定

●事業選定

●12/27

委員会

（評価まと

め・市長へ

報告）

●公表

●7/10

委員会

（レビューの

方針）

２２２２ スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

３３３３ 事業選定の選定区分及び事業選定の流れ事業選定の選定区分及び事業選定の流れ事業選定の選定区分及び事業選定の流れ事業選定の選定区分及び事業選定の流れ

①平成２８年度に実施した

事務事業総点検対象事業７

８３事業のうち、「見直

し」と判断した事務事業に

から

「「「「2222１１」事業１１」事業１１」事業１１」事業を抽出を抽出を抽出を抽出。

①１次選定事業から

市として外部の意見を

①１次選定事業から

市として外部の意見を

聞く必要があると考え

る事業、

②実施計画事業のうち、

市として周知を図る事

業から

「「「「７７７７」事業」事業」事業」事業をををを

選定選定選定選定。。。。

。。。。

２次選定事業から行

政評価委員会で

「３」事業、模擬レ「３」事業、模擬レ「３」事業、模擬レ「３」事業、模擬レ

ビュー１事業を選定ビュー１事業を選定ビュー１事業を選定ビュー１事業を選定。。。。

１次選定１次選定１次選定１次選定

２次選定２次選定２次選定２次選定

３次選定３次選定３次選定３次選定

【【【【選定区分選定区分選定区分選定区分①（レビューのポイント②）①（レビューのポイント②）①（レビューのポイント②）①（レビューのポイント②）】】】】

事務事業総点検から事業の「見直し」と判断した事務事業より事務事業総点検から事業の「見直し」と判断した事務事業より事務事業総点検から事業の「見直し」と判断した事務事業より事務事業総点検から事業の「見直し」と判断した事務事業より

選定選定選定選定

【【【【選定区分選定区分選定区分選定区分②（レビューのポイント③）②（レビューのポイント③）②（レビューのポイント③）②（レビューのポイント③）】】】】

実施計画事業のうち、市として周知を図る事業を選定実施計画事業のうち、市として周知を図る事業を選定実施計画事業のうち、市として周知を図る事業を選定実施計画事業のうち、市として周知を図る事業を選定



ＮｏＮｏＮｏＮｏ 課名課名課名課名 事業分野事業分野事業分野事業分野 事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 選定事業数選定事業数選定事業数選定事業数

１１１１ 秘書課秘書課秘書課秘書課 企画企画企画企画 広報あんじょう発行事業広報あんじょう発行事業広報あんじょう発行事業広報あんじょう発行事業

本番２事業、本番２事業、本番２事業、本番２事業、

模擬事業を模擬事業を模擬事業を模擬事業を

選定選定選定選定

２２２２ 環境都市推進課環境都市推進課環境都市推進課環境都市推進課 環境環境環境環境

秋葉いこいの広場施設管理運営秋葉いこいの広場施設管理運営秋葉いこいの広場施設管理運営秋葉いこいの広場施設管理運営

事業事業事業事業

３３３３ 都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課 都市整備都市整備都市整備都市整備 あんあんあんあんくるバス利用促進事業くるバス利用促進事業くるバス利用促進事業くるバス利用促進事業

４４４４ 総務課総務課総務課総務課 教育振興教育振興教育振興教育振興 私立高等学校等授業料補助事業私立高等学校等授業料補助事業私立高等学校等授業料補助事業私立高等学校等授業料補助事業

５５５５ 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習 市民盆踊りの集い開催事業市民盆踊りの集い開催事業市民盆踊りの集い開催事業市民盆踊りの集い開催事業

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 課名課名課名課名 事業分野事業分野事業分野事業分野 事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 選定事業数選定事業数選定事業数選定事業数

１１１１ 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 教育振興教育振興教育振興教育振興 学校図書館教育推進事業学校図書館教育推進事業学校図書館教育推進事業学校図書館教育推進事業
本番１事業本番１事業本番１事業本番１事業

を選定を選定を選定を選定
２２２２ スポーツ課スポーツ課スポーツ課スポーツ課 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習 ホームチームサポーター事業ホームチームサポーター事業ホームチームサポーター事業ホームチームサポーター事業

【【【【選定区分①選定区分①選定区分①選定区分①】】】】

【【【【選定区分②選定区分②選定区分②選定区分②】】】】

２次選定（７事業）２次選定（７事業）２次選定（７事業）２次選定（７事業）

４４４４ 公開行政レビューの実施について公開行政レビューの実施について公開行政レビューの実施について公開行政レビューの実施について

①①①① 日程・会場日程・会場日程・会場日程・会場

１１月１１月１１月１１月１２１２１２１２日（日）日（日）日（日）日（日） 午後１時３０分～午後５時午後１時３０分～午後５時午後１時３０分～午後５時午後１時３０分～午後５時

アンフォーレアンフォーレアンフォーレアンフォーレ ホールホールホールホール

評価員評価員評価員評価員にににによる評価よる評価よる評価よる評価

（評価シートの記入）（評価シートの記入）（評価シートの記入）（評価シートの記入）

〈〈〈〈３３３３分分分分〉〉〉〉

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターかかかか

ら評価発表・総括ら評価発表・総括ら評価発表・総括ら評価発表・総括

〈〈〈〈２分２分２分２分〉〉〉〉

担当課による担当課による担当課による担当課による

事業説明事業説明事業説明事業説明

〈〈〈〈１０分１０分１０分１０分〉〉〉〉

行政評価委員による行政評価委員による行政評価委員による行政評価委員による

質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

〈〈〈〈１０分１０分１０分１０分〉〉〉〉

評価員（評価員（評価員（評価員（市民市民市民市民評価評価評価評価

員・員・員・員・行政行政行政行政評価委員）評価委員）評価委員）評価委員）

による質疑応答による質疑応答による質疑応答による質疑応答

〈〈〈〈２５分２５分２５分２５分〉〉〉〉

行政評価委員の意見行政評価委員の意見行政評価委員の意見行政評価委員の意見

〈〈〈〈５５５５分分分分〉〉〉〉

③③③③ 進め方（１事業進め方（１事業進め方（１事業進め方（１事業５５分５５分５５分５５分））））

②②②② 対象事業数（対象事業数（対象事業数（対象事業数（３３３３事業事業事業事業）））） ※※※※「５事業から３事業」「５事業から３事業」「５事業から３事業」「５事業から３事業」へ変更へ変更へ変更へ変更

※※※※「評価員「評価員「評価員「評価員にににによる評価」をよる評価」をよる評価」をよる評価」を「５分から３分「５分から３分「５分から３分「５分から３分」」」」に変更に変更に変更に変更。。。。

※※※※「行政「行政「行政「行政評価委員の評価委員の評価委員の評価委員の意見」を意見」を意見」を意見」を「３分から５分」「３分から５分」「３分から５分」「３分から５分」に変更に変更に変更に変更。。。。



⑤⑤⑤⑤ 評価の区分評価の区分評価の区分評価の区分

拡充拡充拡充拡充

事業規模（事業量、予算、人員）を拡大し、事業内容を大幅に充事業規模（事業量、予算、人員）を拡大し、事業内容を大幅に充事業規模（事業量、予算、人員）を拡大し、事業内容を大幅に充事業規模（事業量、予算、人員）を拡大し、事業内容を大幅に充

実させるもの実させるもの実させるもの実させるもの

要改善要改善要改善要改善 事業規模または事業内容は継続するが改善する必要があるもの事業規模または事業内容は継続するが改善する必要があるもの事業規模または事業内容は継続するが改善する必要があるもの事業規模または事業内容は継続するが改善する必要があるもの※※※※

現行どおり現行どおり現行どおり現行どおり 事業規模または事業内容を維持・継続するもの事業規模または事業内容を維持・継続するもの事業規模または事業内容を維持・継続するもの事業規模または事業内容を維持・継続するもの

縮小縮小縮小縮小 事業規模または事業内容を減らすもの事業規模または事業内容を減らすもの事業規模または事業内容を減らすもの事業規模または事業内容を減らすもの

廃止廃止廃止廃止 事業を廃止するもの事業を廃止するもの事業を廃止するもの事業を廃止するもの

④④④④ 評価員等の参加者評価員等の参加者評価員等の参加者評価員等の参加者

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（進行）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（進行）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（進行）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（進行） 行政評価委員会委員長行政評価委員会委員長行政評価委員会委員長行政評価委員会委員長 １名１名１名１名

評価員評価員評価員評価員

行政評価委員行政評価委員行政評価委員行政評価委員 行政評価委員行政評価委員行政評価委員行政評価委員 ５名５名５名５名

市民評価員市民評価員市民評価員市民評価員

市民抽出５００名から募集５名程度市民抽出５００名から募集５名程度市民抽出５００名から募集５名程度市民抽出５００名から募集５名程度

パートナーバンク登録者１４４名から募集５名程度パートナーバンク登録者１４４名から募集５名程度パートナーバンク登録者１４４名から募集５名程度パートナーバンク登録者１４４名から募集５名程度

（行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加した２７（行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加した２７（行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加した２７（行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加した２７

名を除く）名を除く）名を除く）名を除く）

※※※※実施実施実施実施主体主体主体主体の見直し、事業の手法・内容の一部見直し等の見直し、事業の手法・内容の一部見直し等の見直し、事業の手法・内容の一部見直し等の見直し、事業の手法・内容の一部見直し等

【取組方針の策定】

①①①① 行政評価委員会で評価結果をとりまとめ行政評価委員会で評価結果をとりまとめ行政評価委員会で評価結果をとりまとめ行政評価委員会で評価結果をとりまとめ、、、、市長へ報告市長へ報告市長へ報告市長へ報告（（（（１２月１２月１２月１２月））））

②②②② 行政評価委員会の評価結果を踏まえた取組方針を策定行政評価委員会の評価結果を踏まえた取組方針を策定行政評価委員会の評価結果を踏まえた取組方針を策定行政評価委員会の評価結果を踏まえた取組方針を策定・・・・公表公表公表公表

（（（（平成３０年平成３０年平成３０年平成３０年１～２１～２１～２１～２月月月月））））

③③③③ 取組方針の平成２９年度の取組状況調査を行い取組方針の平成２９年度の取組状況調査を行い取組方針の平成２９年度の取組状況調査を行い取組方針の平成２９年度の取組状況調査を行い、、、、公表公表公表公表

（（（（平成３０年平成３０年平成３０年平成３０年６６６６月月月月））））

５５５５ 公開行政レビュー後公開行政レビュー後公開行政レビュー後公開行政レビュー後



６６６６ 事前準備事前準備事前準備事前準備

【【【【市民評価員募集（１０名）市民評価員募集（１０名）市民評価員募集（１０名）市民評価員募集（１０名）】】】】（事業選定後に募集）（事業選定後に募集）（事業選定後に募集）（事業選定後に募集）

①①①①市民市民市民市民抽出５抽出５抽出５抽出５00000000名名名名にににに対し、対し、対し、対し、５５５５名名名名程度を程度を程度を程度を募集募集募集募集

②行政②行政②行政②行政に関心の高いパートナーバンクに関心の高いパートナーバンクに関心の高いパートナーバンクに関心の高いパートナーバンク登録者登録者登録者登録者１４４１４４１４４１４４名名名名に対しに対しに対しに対し、、、、５５５５名名名名程度程度程度程度をををを

募集募集募集募集

（（（（行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加行政評価委員・事業仕分け・公開行政レビューに参加したしたしたした２７２７２７２７名名名名を除くを除くを除くを除く））））

【【【【事前説明会事前説明会事前説明会事前説明会】】】】（１０月（１０月（１０月（１０月１３１３１３１３日（金）日（金）日（金）日（金）午後午後午後午後1111時時時時30303030分分分分 市役所市役所市役所市役所大会議室大会議室大会議室大会議室））））

①コーディネーター・評価員①コーディネーター・評価員①コーディネーター・評価員①コーディネーター・評価員（行政評価委員、市民（行政評価委員、市民（行政評価委員、市民（行政評価委員、市民評価員）・市評価員）・市評価員）・市評価員）・市職員を職員を職員を職員を対象対象対象対象

ににににレビューの概要、調書のポイントレビューの概要、調書のポイントレビューの概要、調書のポイントレビューの概要、調書のポイント、安城市の財政状況、安城市の財政状況、安城市の財政状況、安城市の財政状況、、、、レビュー対象事レビュー対象事レビュー対象事レビュー対象事

業の概要説明等を実施業の概要説明等を実施業の概要説明等を実施業の概要説明等を実施

②本番②本番②本番②本番同様に模擬の公開行政レビューを同様に模擬の公開行政レビューを同様に模擬の公開行政レビューを同様に模擬の公開行政レビューを実施実施実施実施

７７７７ その他その他その他その他

【【【【市民評価員の質疑応答のルールを変更。市民評価員の質疑応答のルールを変更。市民評価員の質疑応答のルールを変更。市民評価員の質疑応答のルールを変更。】】】】

【【【【平成平成平成平成28282828年度年度年度年度】】】】

①より多くの方にご意見をいただく①より多くの方にご意見をいただく①より多くの方にご意見をいただく①より多くの方にご意見をいただくため、ため、ため、ため、質問質問質問質問は１人１分程度は１人１分程度は１人１分程度は１人１分程度

とし、とし、とし、とし、簡潔なもの簡潔なもの簡潔なもの簡潔なものとするとするとするとする。。。。

②②②②再質問は１回まで再質問は１回まで再質問は１回まで再質問は１回までとするとするとするとする。。。。

【【【【平成平成平成平成29292929年度年度年度年度】】】】

①評価員１人１人との議論をより深めるため、①評価員１人１人との議論をより深めるため、①評価員１人１人との議論をより深めるため、①評価員１人１人との議論をより深めるため、１人１回につき１人１回につき１人１回につき１人１回につき

１分程度１分程度１分程度１分程度とし、とし、とし、とし、簡潔なもの簡潔なもの簡潔なもの簡潔なものとする。とする。とする。とする。

②②②②再質問の制限再質問の制限再質問の制限再質問の制限はははは設けない設けない設けない設けない。。。。



【【【【会場レイアウトの変更（会場レイアウト図案）会場レイアウトの変更（会場レイアウト図案）会場レイアウトの変更（会場レイアウト図案）会場レイアウトの変更（会場レイアウト図案）】】】】

収納式座席２０９席

（傍聴者）

スクリーン

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

市民評価員市民評価員
事

務

局

市民評価員

市民評価員 市民評価員

【【【【公開行政レビュー事業評価シート（資料１参照）公開行政レビュー事業評価シート（資料１参照）公開行政レビュー事業評価シート（資料１参照）公開行政レビュー事業評価シート（資料１参照）】】】】

大項目 内容

基本事項

【事業内容】事業として何を実施しているのか。

【目的】誰を対象として行い、どのような状態にしたいのか。

事業概要

【実施内容】平成28年度に実施した主な事業、取組実績等。

【活動実績】平成26,27年度に実施した主な事業、取組実績等。

【改善取組】これまで事業をどのように見直してきたか。

【関連事業】他の同一目的事業は何があるか。

事業費

【年間事業費等】人件費を含めた平成26～28年度までの事業費。

○事業費の内訳：平成26年度～28度度における主な経費。

【財源内訳】一般財源（市が負担する費用）と特定財源（国庫・県支出

金・受益者負担等）の内訳。

参考比較

（他市の実施状況）

他の自治体との比較により、当市の事業規模やサービス水準はどう

なのか。

課題

事業を実施するにあたり、社会情勢やニーズなどの環境変化等、ど

のような課題があるか。

論点 市としてどのようにしていくか。(公開行政レビューで議論をする内容)



【【【【公開行政レビューのＰＲの充実公開行政レビューのＰＲの充実公開行政レビューのＰＲの充実公開行政レビューのＰＲの充実】】】】

【【【【公開行政レビューを新規採用職員公開行政レビューを新規採用職員公開行政レビューを新規採用職員公開行政レビューを新規採用職員のののの研修として実施研修として実施研修として実施研修として実施】】】】

（アンフォーレ投稿掲示板）（アンフォーレ投稿掲示板）（アンフォーレ投稿掲示板）（アンフォーレ投稿掲示板）

○アンフォーレ投稿掲示板や庁内デジタルサイネージの活用○アンフォーレ投稿掲示板や庁内デジタルサイネージの活用○アンフォーレ投稿掲示板や庁内デジタルサイネージの活用○アンフォーレ投稿掲示板や庁内デジタルサイネージの活用

○公共施設等に公開行政レビューのチラシ配置○公共施設等に公開行政レビューのチラシ配置○公共施設等に公開行政レビューのチラシ配置○公共施設等に公開行政レビューのチラシ配置 等等等等

【【【【平成２９年度公開行政レビューの主な変更点平成２９年度公開行政レビューの主な変更点平成２９年度公開行政レビューの主な変更点平成２９年度公開行政レビューの主な変更点】】】】

。。。。

③市民評価員における質疑応答のルールの変更。③市民評価員における質疑応答のルールの変更。③市民評価員における質疑応答のルールの変更。③市民評価員における質疑応答のルールの変更。

①市民評価員の人数①市民評価員の人数①市民評価員の人数①市民評価員の人数（（（（２０２０２０２０人人人人⇒⇒⇒⇒１０人）１０人）１０人）１０人）を変更を変更を変更を変更。。。。

②②②②事業選定において、選定区分を２つ設定。事業選定において、選定区分を２つ設定。事業選定において、選定区分を２つ設定。事業選定において、選定区分を２つ設定。

③市民評価員における質疑応答のルールの変更。③市民評価員における質疑応答のルールの変更。③市民評価員における質疑応答のルールの変更。③市民評価員における質疑応答のルールの変更。

（１人１分程度（１人１分程度（１人１分程度（１人１分程度⇒⇒⇒⇒１人１回につき１分程度）１人１回につき１分程度）１人１回につき１分程度）１人１回につき１分程度）

④会場レイアウトの変更。④会場レイアウトの変更。④会場レイアウトの変更。④会場レイアウトの変更。



ＮｏＮｏＮｏＮｏ 課名課名課名課名 事業分野事業分野事業分野事業分野 事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 選定事業数選定事業数選定事業数選定事業数

１１１１ 秘書課秘書課秘書課秘書課 企画企画企画企画 広報あんじょう発行事業広報あんじょう発行事業広報あんじょう発行事業広報あんじょう発行事業

本番１事業本番１事業本番１事業本番１事業

を選定を選定を選定を選定

２２２２ 総務課総務課総務課総務課 教育振興教育振興教育振興教育振興 私立高等学校等授業料補助事業私立高等学校等授業料補助事業私立高等学校等授業料補助事業私立高等学校等授業料補助事業

３３３３ 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習 市民盆踊りの集い開催事業市民盆踊りの集い開催事業市民盆踊りの集い開催事業市民盆踊りの集い開催事業

市として市として市として市としての対象事業の対象事業の対象事業の対象事業案案案案

秋葉いこいの広場施設管理運営事業秋葉いこいの広場施設管理運営事業秋葉いこいの広場施設管理運営事業秋葉いこいの広場施設管理運営事業 ⇒⇒⇒⇒ 本番１事業本番１事業本番１事業本番１事業

あんあんあんあんくるバス利用促進事業くるバス利用促進事業くるバス利用促進事業くるバス利用促進事業 ⇒⇒⇒⇒ 模擬模擬模擬模擬

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 課名課名課名課名 事業分野事業分野事業分野事業分野 事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 選定事業数選定事業数選定事業数選定事業数

１１１１ 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 教育振興教育振興教育振興教育振興 学校図書館教育推進事業学校図書館教育推進事業学校図書館教育推進事業学校図書館教育推進事業
本番１事業本番１事業本番１事業本番１事業

を選定を選定を選定を選定
２２２２ スポーツ課スポーツ課スポーツ課スポーツ課 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習 ホームチームサポーター事業ホームチームサポーター事業ホームチームサポーター事業ホームチームサポーター事業

【【【【選定区分①選定区分①選定区分①選定区分①】】】】

【【【【選定区分②選定区分②選定区分②選定区分②】】】】

事業選定案（本番３事業＋模擬１事業）事業選定案（本番３事業＋模擬１事業）事業選定案（本番３事業＋模擬１事業）事業選定案（本番３事業＋模擬１事業）

市選定市選定市選定市選定事業事業事業事業「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」

らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。

【【【【事業事業事業事業概要概要概要概要】】】】

秋葉いこいの広場は環境展示、体験スペースや多目的室等か秋葉いこいの広場は環境展示、体験スペースや多目的室等か秋葉いこいの広場は環境展示、体験スペースや多目的室等か秋葉いこいの広場は環境展示、体験スペースや多目的室等か

らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。らなる環境学習センターとテニスコート２面を有する施設です。

環境学習センターでは、体験講座やイベントを通じて自然や環境学習センターでは、体験講座やイベントを通じて自然や環境学習センターでは、体験講座やイベントを通じて自然や環境学習センターでは、体験講座やイベントを通じて自然や

環境問題について学べる機会を提供しているほか、一般利用と環境問題について学べる機会を提供しているほか、一般利用と環境問題について学べる機会を提供しているほか、一般利用と環境問題について学べる機会を提供しているほか、一般利用と

して多目的室やテニスコート等の貸出も行っています。して多目的室やテニスコート等の貸出も行っています。して多目的室やテニスコート等の貸出も行っています。して多目的室やテニスコート等の貸出も行っています。



市選定市選定市選定市選定事業事業事業事業「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」「秋葉いこいの広場施設管理運営事業」

【【【【課題課題課題課題】】】】

昭和昭和昭和昭和５５５５５５５５年に建設され、年に建設され、年に建設され、年に建設され、施設施設施設施設のののの老朽化老朽化老朽化老朽化が進んできている。が進んできている。が進んできている。が進んできている。

施設の維持管理経費等を考慮しながら、施設の存廃を含施設の維持管理経費等を考慮しながら、施設の存廃を含施設の維持管理経費等を考慮しながら、施設の存廃を含施設の維持管理経費等を考慮しながら、施設の存廃を含

めた今後の施設のあり方について検討をしている。めた今後の施設のあり方について検討をしている。めた今後の施設のあり方について検討をしている。めた今後の施設のあり方について検討をしている。

【【【【施設施設施設施設管理管理管理管理】】】】

指定管理者：西三河エリアワン・エコネットあんじょうグループ指定管理者：西三河エリアワン・エコネットあんじょうグループ指定管理者：西三河エリアワン・エコネットあんじょうグループ指定管理者：西三河エリアワン・エコネットあんじょうグループ

指定期間：指定期間：指定期間：指定期間：平成平成平成平成26262626年年年年4444月月月月1111日～平成日～平成日～平成日～平成31313131年年年年3333月月月月31313131日（日（日（日（５年間５年間５年間５年間））））

市選定市選定市選定市選定事業事業事業事業「「「「あんあんあんあんくるバス利用促進事業」くるバス利用促進事業」くるバス利用促進事業」くるバス利用促進事業」



市選定市選定市選定市選定事業事業事業事業「「「「あんあんあんあんくるバス利用促進事業」くるバス利用促進事業」くるバス利用促進事業」くるバス利用促進事業」

【【【【事業事業事業事業概要概要概要概要】】】】

無料乗車券の配布等により、未利用者への乗車機会を提供す無料乗車券の配布等により、未利用者への乗車機会を提供す無料乗車券の配布等により、未利用者への乗車機会を提供す無料乗車券の配布等により、未利用者への乗車機会を提供す

ることで、ることで、ることで、ることで、あんあんあんあんくるバスの利用者増を図ります。くるバスの利用者増を図ります。くるバスの利用者増を図ります。くるバスの利用者増を図ります。

【【【【平成２８年度無料キャンペーン利用者数平成２８年度無料キャンペーン利用者数平成２８年度無料キャンペーン利用者数平成２８年度無料キャンペーン利用者数】】】】３，５７６人３，５７６人３，５７６人３，５７６人

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

夏休み小学生無料乗車キャンペーン・安城まちなかホコ天きー夏休み小学生無料乗車キャンペーン・安城まちなかホコ天きー夏休み小学生無料乗車キャンペーン・安城まちなかホコ天きー夏休み小学生無料乗車キャンペーン・安城まちなかホコ天きーぼぼぼぼー市ー市ー市ー市

選定区分①「広報あんじょう発行事業」選定区分①「広報あんじょう発行事業」選定区分①「広報あんじょう発行事業」選定区分①「広報あんじょう発行事業」

【【【【事業概要事業概要事業概要事業概要】】】】

広報あんじょうは広報あんじょうは広報あんじょうは広報あんじょうは毎月２回毎月２回毎月２回毎月２回

（１日、１５日）発行（１日、１５日）発行（１日、１５日）発行（１日、１５日）発行し、全し、全し、全し、全

戸配布を行っています。原稿戸配布を行っています。原稿戸配布を行っています。原稿戸配布を行っています。原稿

は、市役所各課、関係機関、は、市役所各課、関係機関、は、市役所各課、関係機関、は、市役所各課、関係機関、

団体から提出される原稿や広団体から提出される原稿や広団体から提出される原稿や広団体から提出される原稿や広

報担当者が独自に取材した内報担当者が独自に取材した内報担当者が独自に取材した内報担当者が独自に取材した内

容を、特集・お知らせ・その容を、特集・お知らせ・その容を、特集・お知らせ・その容を、特集・お知らせ・その

他のページの記事として掲載他のページの記事として掲載他のページの記事として掲載他のページの記事として掲載

しています。しています。しています。しています。

【【【【平成２９年６月１５日号平成２９年６月１５日号平成２９年６月１５日号平成２９年６月１５日号】】】】

発行部数：７３，０００部発行部数：７３，０００部発行部数：７３，０００部発行部数：７３，０００部

１部：１部：１部：１部：２９．５円２９．５円２９．５円２９．５円



選定区分①「私立高等学校等授業料補助事業」選定区分①「私立高等学校等授業料補助事業」選定区分①「私立高等学校等授業料補助事業」選定区分①「私立高等学校等授業料補助事業」

【【【【事業事業事業事業概要概要概要概要】】】】

保護者の経済的負担の軽減、教育の機会均等の原則を確保す保護者の経済的負担の軽減、教育の機会均等の原則を確保す保護者の経済的負担の軽減、教育の機会均等の原則を確保す保護者の経済的負担の軽減、教育の機会均等の原則を確保す

るとともに私立高等学校等の教育振興を図るために、るとともに私立高等学校等の教育振興を図るために、るとともに私立高等学校等の教育振興を図るために、るとともに私立高等学校等の教育振興を図るために、私立高等私立高等私立高等私立高等

学校等に在籍する者の保護者に対して、授業料の補助学校等に在籍する者の保護者に対して、授業料の補助学校等に在籍する者の保護者に対して、授業料の補助学校等に在籍する者の保護者に対して、授業料の補助を行ってを行ってを行ってを行って

います。います。います。います。

区分区分区分区分 補助金の額（円）補助金の額（円）補助金の額（円）補助金の額（円） 人数（人）人数（人）人数（人）人数（人） 金額（円）金額（円）金額（円）金額（円）

市民税の課税の基準となる課税総市民税の課税の基準となる課税総市民税の課税の基準となる課税総市民税の課税の基準となる課税総

所得金額が所得金額が所得金額が所得金額が230230230230万円以下の世帯万円以下の世帯万円以下の世帯万円以下の世帯

１８，０００円１８，０００円１８，０００円１８，０００円 244244244244 4,392,0004,392,0004,392,0004,392,000

市民税の課税の基準となる課税総市民税の課税の基準となる課税総市民税の課税の基準となる課税総市民税の課税の基準となる課税総

所得金額が所得金額が所得金額が所得金額が230230230230万円を超える世帯万円を超える世帯万円を超える世帯万円を超える世帯

１２，０００円１２，０００円１２，０００円１２，０００円 858858858858 10,296,00010,296,00010,296,00010,296,000

納付すべき授業料の額が補助額に納付すべき授業料の額が補助額に納付すべき授業料の額が補助額に納付すべき授業料の額が補助額に

満たない場合など満たない場合など満たない場合など満たない場合など

上記以外上記以外上記以外上記以外 26262626 190,980190,980190,980190,980

【【【【平成２８年度実績平成２８年度実績平成２８年度実績平成２８年度実績】】】】

選定区分①「市民選定区分①「市民選定区分①「市民選定区分①「市民盆踊り盆踊り盆踊り盆踊りの集い開催事業」の集い開催事業」の集い開催事業」の集い開催事業」

【【【【事業事業事業事業概要概要概要概要】】】】

安城市青年団協議会（青少年団体）の活動のアピールの場安城市青年団協議会（青少年団体）の活動のアピールの場安城市青年団協議会（青少年団体）の活動のアピールの場安城市青年団協議会（青少年団体）の活動のアピールの場

として、行っており、盆踊りを通して、市内外の青少年団体として、行っており、盆踊りを通して、市内外の青少年団体として、行っており、盆踊りを通して、市内外の青少年団体として、行っており、盆踊りを通して、市内外の青少年団体

のみならず、各種団体との交流を深めています。のみならず、各種団体との交流を深めています。のみならず、各種団体との交流を深めています。のみならず、各種団体との交流を深めています。

【【【【平成平成平成平成28282828年度実績年度実績年度実績年度実績】】】】

日日日日 時：平成時：平成時：平成時：平成28282828年年年年8888月月月月27272727日日日日((((土土土土))))

場場場場 所：安城市総合運動公園所：安城市総合運動公園所：安城市総合運動公園所：安城市総合運動公園

実施主体：市実施主体：市実施主体：市実施主体：市から「安城市青年団協議会」にから「安城市青年団協議会」にから「安城市青年団協議会」にから「安城市青年団協議会」に委託委託委託委託

（人）（人）（人）（人）

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

3,0003,0003,0003,000

H22H22H22H22 H23H23H23H23 H24H24H24H24 H25H25H25H25 H26H26H26H26 H27H27H27H27 H28H28H28H28

盆踊りの集い参加人数盆踊りの集い参加人数盆踊りの集い参加人数盆踊りの集い参加人数

実施実施実施実施日日日日を２日を２日を２日を２日

から１日に変更から１日に変更から１日に変更から１日に変更



選定区分①「市民選定区分①「市民選定区分①「市民選定区分①「市民盆踊り盆踊り盆踊り盆踊りの集い開催事業」の集い開催事業」の集い開催事業」の集い開催事業」

【【【【課題課題課題課題】】】】

社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢の変化の変化の変化の変化に伴い、青に伴い、青に伴い、青に伴い、青

年団活動が衰退している。年団活動が衰退している。年団活動が衰退している。年団活動が衰退している。

盆踊りの開催が重荷となっ盆踊りの開催が重荷となっ盆踊りの開催が重荷となっ盆踊りの開催が重荷となっ

ていることから、継続実施ていることから、継続実施ていることから、継続実施ていることから、継続実施

の可否について検討する時の可否について検討する時の可否について検討する時の可否について検討する時

期にきている。期にきている。期にきている。期にきている。

選定区分②「学校図書館教育推進事業」選定区分②「学校図書館教育推進事業」選定区分②「学校図書館教育推進事業」選定区分②「学校図書館教育推進事業」



選定区分②「ホームチームサポーター事業」選定区分②「ホームチームサポーター事業」選定区分②「ホームチームサポーター事業」選定区分②「ホームチームサポーター事業」



平成２８年度公開行政レビュー　事業評価シート

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

所属

【実施状況】

【野菜づくり入門コース】

・春夏野菜づくり（１２期）期間：４月３日～８月７日　　全３２回（週１～２回）

参加者数：３０人（うち男性２５人、女性５人）

講座出席率：９５．４％

・秋冬野菜づくり（１３期）期間：８月２５日～翌１月２９日　　全３２回（週１～２回）

参加者数：３０人（うち男性２３人、女性７人）

講座出席率：９５．８％

【スポット講座】

・一坪農園（春夏野菜）

開催日：４月２５日～６月２７日　全６回　　　参加者：２７組６６人

・ミニトマトプランター植付体験　　

開催日：５月９日　　参加者：１４組４０人

・親子サツマイモ植付・収穫体験

開催日：５月１６日（植付）、１０月１７日（収穫）　　参加者：３４組１２４人

・親子秋ジャガ植付・収穫体験

開催日：８月２９日（植付）、１１月２１日（収穫）　　参加者：１７組５７人

・一坪農園（秋冬野菜）

開催日：９月５日～翌１月１７日　全６回　　参加者：２０組５６人

・親子イチゴプランター植付体験

開催日：１１月７日　　参加者：２３組７０人

【体験農園】

・とうもろこしもぎ取り体験　　　開催日：７月４日　　参加者：３６人

・野菜づくり入門コース 　　春夏野菜づくり：３０人、秋冬野菜づくり：３０人

・スポット講座　　　ミニトマト：１６組４１人、親子サツマイモ：３３組９７人

　　　　         　　　親子秋ジャガ：２７組５８人、プランター野菜植付：６組１２人

        　   　　　　　一坪農園：１８組２３人、イチゴプランター：２５組７３人

・体験農園　   　とうもろこしもぎ取り体験：３９人

・野菜づくり入門コース　　　春夏野菜づくり：３０人、秋冬野菜づくり：３０人

・スポット講座　　　　 ミニトマト：２２組６８人、親子サツマイモ：３０組９６人

               　　 　　　親子秋ジャガ：２０組６１人、プランター野菜植付：１０組２５人

　　                    　イチゴプランター：２６組７５人

・体験農園　  　　とうもろこしもぎ取り体験：４０人

3333 事業名事業名事業名事業名 アグリライフ支援事業アグリライフ支援事業アグリライフ支援事業アグリライフ支援事業

産業振興部農務課農政係 事業開始年度 平成１９年度

事業

内容

市民が野菜栽培の基礎知識や技術を習得し、家庭菜園での野菜づくりができるようになるよ

う、食と農に関する研修、講座等の開催や栽培技術等の相談を行います。

目的

平成27年度

実施内容

４～５カ月の長期講座「野菜づくり入門コース」と、１回～６回の短期講座「スポット講

座」、「体験農園」を開催。

農業未経験者・初心者等に農業にふれあうきっかけを提供し、農業を楽しむことのできる心豊

かな暮らしづくりを進める。

改善取組

(これまでの改善内容)

応募者の利便を図るため、応募方法を見直し、電子メール、インターネットでの申し込み

を可能としました。また、講座の見直しを行い、プランター野菜植付講座の廃止や新た

に一坪農園講座の開設をしました。

関連事業

（同一目的事業等）

　なし

活動

実績

平成

25

年度

平成

26

年度

平成２８年度公開行政レビュー　事業評価シート 資料１

【事業費】

No 平成27年度

① 事業費（決算額） （千円） 6,964

1,908

1,500

1,108

434

622

539

190

663

人件費 16,206

従事職員数 (人) 4.00

③ 総事業費（①＋②）　　　　　 　            　(千円) 23,170

一般財源 (千円) 22,110

(千円) 1,060

　　　　　財源合計　　　　　　          　　　　　　　　(千円) 23,170

【参考比較】

・担い手づくりコース

・農地活用帰農コース

担い手：２年

農地活用：１年

農地活用：１１人

【課題】

【論点】

年間事業費等

の推移

区分 平成25年度 平成26年度

6,501 7,496

1,908 1,908

　人件費負担金（ＪＡ） 1,500 1,500

　消耗品（肥料、苗、農薬など） 1,067 961

　修繕費 180 1,206

4.00

　委託料（館内清掃、警備システムなど） 556 568

　その他（水道・電話代・コピー機など） 622 587

　傷害保険料 143 164

　電気代 525 602

事

業

費

内

訳

　借地料

23,231 23,874

財源内訳

22,230 22,849

特定財源（講座参加費） 1,001 1,025

23,231 23,874

②

16,730 16,378

4.00

他市の

実施状況等

公開行政レ

ビューでの論点

課題

活動実績・事業成果等を踏まえて記入

豊田市

（農ライフ創生センター）

旬の野菜づくりコース

・春夏野菜科、秋冬野菜科

・育てて食する下山体験塾

定年退職者などを新たな担

い手とし、遊休農地の活用と

高年齢者の生きがいづくりを

進める。

（新規就農科、地産地食科、

山間営農科下山、山間営農

科旭）

担い手：３１人

遊休農地の活用と農業後継

者育成、及び定年退職者の

生きがいの場をつくる。

野菜づくり研修

１年

２０人

アグリライフ支援センターは開設から８年を迎え、野菜づくり入門コースの修了生は第１４

期までで２４１人となりました。これまでの取り組みの効果を検証し、今後の講座（野菜づ

くり入門コース、スポット講座等）の実施方法、募集人数、抽選方法等について、継続し

て検討する必要があります。併せて、施設のあり方・実施主体についても見直しを含め

た検討の必要性があると捉えています。

当センターの８年間の実績を踏まえ、抽出された課題の改善を図りながら、今後も事業

を継続実施していきたいが、どうか。

刈谷市

(刈谷生きがい楽農センター)

参加

者数

短期講座

設置主体

(施設名）

なし

設置目的

長期

講座

種類

期間



資料２

事業の

必要性

改善の

必要性

1

環境都市

推進課

環境

秋葉いこいの広場

施設管理運営事

業

環境展示、体験スペースや多目的室など

からなる環境学習センターとテニスコート

２面を有する施設です。

環境学習センターでは、体験講座やイベ

ントを通じて自然や環境問題について学

べる機会を提供しているほか、一般利用

として多目的室やテニスコートの貸出も

行っています。

24,729 18,429 6,300 継続 見直し

利用状況や、社会情勢の変化、老朽化及び今

後の維持管理経費等を考慮しながら、存廃を

含めた今後の施設のあり方を検討する。

【論点】

秋葉いこいの広場の廃止及び環境

学習機能の移転について

【選定理由】

秋葉いこいの広場は施設の老朽

化が進んできていることから、現行

の指定管理が終了する平成30年

度末をもって廃止したいと考えてお

り、施設の廃止にともなう環境学習

機能の移転について意見をいただ

きたい。

無

2

都市計画

課

都市整備

あんくるバス利用

促進事業

無料券の配布などにより、未利用者への

乗車機会を提供することで、あんくるバス

の利用者増を図ります。

1,685 425 1,260 継続 見直し

あんくるバスの無料乗車キャンペーンについ

て、平成２９年度までの実績を踏まえた効果検

証を行い、廃止・継続の検討を行う。

【論点】

あんくるバスの無料乗車キャン

ペーンの今後の方向性について

【選定理由】

あんくるバス利用促進事業は事業

開始から６年が経過し、効果検証

を行う必要がある。

また、事業内容もわかりやすく、市

民にとって身近な事業であることか

ら模擬レビューの対象事業とした

い。

無

平成29年度安城市公開行政レビュー対象事業候補一覧表

選

定

区

分

№ 課名 事業分野 事務事業名 事務事業の内容

H28

年間

経費

（千円）

（Ａ＋Ｂ）

H28

事業費

（千円）

（Ａ）

市

選

定

H28

職員

人件費

（千円）

（Ｂ）

事務事業総点検の結果を踏まえた取組方針

論点及び事務局選定理由

過去のレ

ビュー等実

施の有無

取組方針

（見直しの方向性）



資料２

事業の

必要性

改善の

必要性

1 秘書課 企画

広報あんじょう発

行事業

現在、広報あんじょうは毎月２回（１日、１

５日）発行し、全戸配布を行っています。

原稿は、市役所各課、関係機関、団体か

ら提出される原稿や広報担当者が独自

に取材した内容を、特集・お知らせ・その

他のページの記事として掲載していま

す。

64,404 43,614 20,790 継続 見直し

他自治体の先進事例を調査研究し、その結果

等を踏まえた上で広報紙の発行回数のあり方

等を総合的に検討する。

【論点】

広報紙の発行回数等のあり方につ

いて

【選定理由】

ウェブサイトの拡充と広報紙の発

行回数のあり方（月２回⇒月１回）

について、調査研究をしているが、

回数の減少に伴い、タイムリーな

情報発信等について課題があるた

め、意見をいただきたい。

有

H23仕分け

2 総務課 教育振興

私立高等学校等

授業料補助事業

保護者の経済的負担の軽減、教育の機

会均等の原則を確保し、あわせて私立高

等学校等の教育振興に寄与するため

に、私立高等学校等に在籍する者の保

護者に対して、授業料の補助を行ってい

ます。

18,417 16,212 2,205 継続 見直し

私立高等学校に在籍する者の保護者の経済

的負担の軽減と教育機会の均等を図るため、

高所得者に対する支給制限と低所得者から中

所得者までの補助内容をあわせて検討し、最

適な補助制度への見直しを行う。

【論点】

私立高等学校等授業料補助の見

直しについて

【選定理由】

限られた財政状況の中で、真に支

援を必要とする方への補助制度に

内容を見直したい。

無

3

生涯学習

課

生涯学習

市民盆踊りの集い

開催事業

今年で、47回目を迎える市民盆踊りの集

いは、安城市青年団協議会（青少年団

体）の活動のアピールの場として行って

います。盆踊りを通して、市内外の青少

年団体のみならず、各種団体との交流を

深めています。また、市民に対しても日

本の伝統文化である盆踊りを開催して、

夏の一大イベントとなっています。

2,945 2,000 945 継続 見直し

社会情勢の変化に伴い、青年団活動が下火に

なっており、盆踊りの開催が重荷となっている

ことから、市民盆踊りの集い開催事業について

は関係機関と協議し、今後のあり方を検討す

る。

【論点】

市民盆踊りの今後のあり方につい

て

【選定理由】

社会情勢の変化に伴い、青年団活

動が衰退し、市民盆踊りの開催が

重荷となっていることから、市内の

青年団体の活躍の場の創出を目

的として始まった本事業の継続実

施の可否について意見をいただき

たい。

無

①

H28

職員

人件費

（千円）

（Ｂ）

事務事業総点検の結果を踏まえた取組方針

論点及び事務局選定理由

過去のレ

ビュー等実

施の有無

評価内容

平成29年度安城市公開行政レビュー対象事業候補一覧表

選

定

区

分

№ 課名 事業分野 事務事業名 事務事業の内容

H28

年間

経費

（千円）

（Ａ＋Ｂ）

H28

事業費

（千円）

（Ａ）



資料２

1

学校教育

課

教育振興 学校図書館教育推進事業

子どもの読書活動を推進するために、平成２９年度から全小中学

校に学校司書を配置するとともに、図書情報館（アンフォーレ）と学

校を結ぶ図書物流ネットワークを県内で初めて導入しました。学校

図書館の利用促進に向け、司書教諭や地域ボランティア、図書情

報館と連携を図りながら、読書活動及び学習活用支援の更なる充

実を図っていきます。

【選定理由】

平成29年度から各校1名体制に向けて学校司書を配置しており、司書配置による期

待される効果やアンフォーレとの連携等について市民に周知を図りながら、事業効

果を高めるために意見をいただきたい。

無

2 スポーツ課 生涯学習 ホームチームサポーター事業

スポーツを見る楽しさを感じ、さらにスポーツをするきっかけにつな

がるよう、安城市をホームとする全国レベルの企業チームのトップ

レベルの試合が観戦できる機会の充実を図るとともに、その企業

チームを市民が応援し、また選手がジュニア世代に技術指導等を

行うことで、よりスポーツに親しみが持てるような魅力あるまちづく

りを目指していきます。

【選定理由】

第8次総合計画に掲げる「幸せつながる健幸都市」の実現に向けた健幸事業の1つ

であるとともに、平成27年度から実施している新規事業である。事業内容や今後の

事業展開等について市民に周知を図りながら、事業効果を高めるために意見をい

ただきたい。

無

選

定

区

分

②

過去のレ

ビュー等実

施の有無

事務局選定理由

平成29年度安城市公開行政レビュー対象事業候補一覧表

№ 課名 事業分野 事務事業名 事業概要


