
行政の関わる範囲を限定
（対象を縮小）すべき

妥当である
行政の関わる範囲を限定
（対象を縮小）すべき

妥当である
行政の関わる範囲を限定
（対象を縮小）すべき

妥当である

　年金は全市民の将来にとって一
大関心事であるので、年金に関す
る相談に市が対応するのは妥当
である。

　法定受託事業のみ

　年金相談は各銀行でサービスし
ている。また、年金事務所も豊田
市にあることから縮小はやむを得
ない。

　市民の老後生活を支える年金に
ついてできる限り対応すべきであ
る。
　相談者の年金がすぐに確認でき
る情報を提示できた年金事務所が
派遣を取りやめたことは市民に
とって影響が大きい。

特に影響はない 多くの住民に影響がある 一部の住民に影響がある 一部の住民に影響がある 特に影響はない 一部の住民に影響がある

　年金は全市民の将来にとって一
大関心事であるので、年金に関す
る相談に市が対応するのは妥当
である。

　相談、助言は必要である。
　国の委託事務であり、国が撤退
したならばやむを得ない。

　昨年度の相談実績114件から今
年度の7月時点で2件と明らかに減
少している。
　廃止したとしても市民に与える影
響は少ない。

削減の余地がある 現状のままでよい 削減の余地がある 現状のままでよい 削減の余地がある 削減の余地がある

　年金は全市民の将来にとって一
大関心事であるので、年金に関す
る相談に市が対応するのは妥当
である。

　相談業務停止
　国の事務委託費が削減されれば
やむを得ない。

　年金制度は市職員も精通してい
るため、職員で対応可能である。
（年金事務所が所持している個人
情報については説明できない。）

外部委託や統合により削減の余
地がある

外部委託や統合により削減の余
地がある

判断できない 現状のままでよい
外部委託や統合により削減の余

地がある
判断できない

　年金全般に関する相談は、既に
別事業で実施されており、当該事
業との統合が可能と思われる。

　国の直接事務で実施すべき

適正である 適正である 受益者がいない 適正である 適正である 適正である

　年金は全市民の将来にとって一
大関心事であるので、年金に関す
る相談に市が対応するのは妥当
である。

　全市民を対象にしている。

縮小 縮小 縮小 継続して実施 廃止・休止を検討 縮小

　相談件数が激減している現状で
は、縮小が妥当である。ただ、問い
合わせについては丁寧に回答す
ることが望まれる。

　令和2年度から年金事務所から
の相談員派遣が中止されたのに
伴い、これまで同事業に対する主
なニーズであった死亡時の年金手
続き、厚生年金裁定請求などがで
きなくなったことに加え、その他業
務に関しては他事業との重複部分
が見られるため、事業規模・範囲
の見直しは必要と思われる。

　年金相談委託（社会保険労務
士）を廃止し、市職員で対応。
　法定受託事業のみ事業名を変
更して実施。

　市役所窓口にて、できる範囲の
対応で良いと思う。
　多くの人は国民年金と厚生年金
等にも加入しており、年金事務所
へも相談、手続きが必要である。

　年金事務所の派遣を中止した国
の対応が納得できない。相談を社
会保険労務士に委託しても相談者
の年金情報がなくては利用しな
い。
　市職員が分かる範囲で対応し、
あとは年金事務所に出向くこととな
る。
市民には不便であるが縮小とせざ
るを得ないと思われる。

外部評価シート一覧表

評価の理由
意見・提言

①年金相談事業（保険年金課）

妥
当
性

有
効
性

公
平
性

　行政が公費
を投入して実
施することが
妥当か（対象
を見直すこと
はできないか）

　廃止・休止し
た場合に住民
が影響を受け
るか

　サービスを低
下させずに総
事業費を削減
できないか

　外部への委
託や類似事業
との統合によ
り事業費の削
減の余地はな
いか

効
率
性

　受益者負担
は適正か

総合評価
（1次評価：縮小）
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妥当である 妥当である 妥当である
行政の関わる範囲を広げる

（対象を拡大)べき
行政の関わる範囲を広げる

（対象を拡大)べき

　安定した市民生活を確保するた
めにも、感染症予防のための対策
と環境衛生対策をすることは必要
不可欠である。

　感染症対策（マスク、消毒用アル
コール）を事前に備蓄すべき。

　新規コロナウイルス感染拡大対
策について、市民への周知を進め
られているが、今一層の制度拡充
が望まれる。
　また、関係機関からの情報収集
や医師会との連携等を行う際は、
対象範囲を広げて取り組む必要が
ある。

多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある

　安定した市民生活を確保するた
めにも、感染症予防のための対策
と環境衛生対策をすることは必要
不可欠である。

　市民生活に重要である。 　全市民の健康に関与

増加させるべきだ 現状のままでよい 増加させるべきだ 増加させるべきだ 増加させるべきだ

　新型コロナウイルス感染症の発
生など、同事業の対象とする感染
症の範囲を拡大するべきである。

現状のままでよい 現状のままでよい 判断できない 判断できない 現状のままでよい

　新型コロナウイルス感染症の発
生など、同事業の対象とする感染
症の範囲を拡大するべきである。

適正である 受益者がいない 判断できない 適正である 適正である

　安定した市民生活を確保するた
めにも、感染症予防のための対策
と環境衛生対策をすることは必要
不可欠である。

　全市民を対象としている。

拡大 拡大 継続して実施 拡大 拡大 継続して実施

　従来の感染症対策だけでは対応
が不可能であるコロナ対策を早急
に充実する必要がある。このような
考え方を十分理解すべきである。
　コロナは市全体で取り組んでい
るが、今後の拡大も視野に入れる
べきであり、拡大を要望する。
　今回の説明で、みよし市の取り
組みは妥当であるといえよう。

　安定した市民生活を確保するた
めにも、感染症予防のための対策
と環境衛生対策をすることは必要
不可欠である。さらに、新型コロナ
ウイルス感染症の発生などによ
り、同事業の対象とする感染症の
範囲を拡大するべきである。加え
て、PCR検査を受診する際の財政
補助等も望まれる。

　新型コロナウイルス感染対策に
ついては別事業で計上

　様々な新型コロナウイルス感染
対策を実施されているが、その基
幹事業として、情報の把握、伝達
をはじめマスク、医薬品の備蓄等
の拡大の実施が望まれる。

　備蓄を増やし、市民の安全を守
る。

　事業の方向性としては「継続」で
あるが、新型コロナウイルス感染
拡大対策については、必要に応じ
て事業拡大を図り、感染拡大防止
の対策が求められる。

②感染症対策事業（健康推進課）

妥
当
性

　行政が公費を投
入して実施すること
が妥当か（対象を見
直すことはできない
か）

有
効
性

　廃止・休止した場
合に住民が影響を
受けるか

外部評価シート一覧表

評価の理由
意見・提言

効
率
性

　サービスを低下さ
せずに総事業費を
削減できないか

　外部への委託や
類似事業との統合
により事業費の削
減の余地はないか

公
平
性

　受益者負担は適
正か

総合評価
（1次評価：現状維持）
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妥当である 妥当である 妥当である 妥当である 妥当である 妥当である

　安全な暮らしを確保するために
も、市民への防災情報の発信は必
要不可欠である。

　放送について、一部苦情がある
ようだが、全く問題ないと考える。

　防災情報を市民に的確に伝える
ために必要な経費を考える。

　防災行政は最も重要な施策のひ
とつである。

多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある

　安全な暮らしを確保するために
も、市民への防災情報の発信は必
要不可欠である。

　情報を発信することにより、市民
の不安を和らげ、的確な行動を促
すことができる。

　近年スマホでの雨雲レーダーが
生活に役立っているように、防災
情報が身近に確認できれば防災
に大変役立つアイテムになる。

現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい 増加させるべきだ

　安全な暮らしを確保するために
も、市民への防災情報の発信は必
要不可欠である。

　防災機材は必要なだけ充分に確
保されたい。

現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい 現状のままでよい

　安全な暮らしを確保するために
も、市民への防災情報の発信は必
要不可欠である。

適正である 適正である 適正である 適正である 適正である 適正である

　安全な暮らしを確保するために
も、市民への防災情報の発信は必
要不可欠である。

　全市民を対象にしている。

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施

　防災情報は的確にスピーディー
に市民の全員に届ける必要があ
る。常にチェックして伝達システム
の充実を図ることが肝要である。
早めの非難を促すためにも、微に
入り細を穿（うが）つような情報伝
達に注力することが求められる。

　安全な暮らしを確保するために
も、市民への防災情報の発信は必
要不可欠である。
　具体的な活動としても風速計の
増設、新たな避難場所等への看板
設置など、防災体制の拡充・充実
ぶりが窺え、大いに評価できる。同
事業は今後も継続して実施すべき
と考える。

　南海トラフ大地震また最近の気
象変化による集中豪雨など危惧さ
れており、早期に情報発信機器の
整備を図り有事の際に市民（全家
庭）へ必要な情報を伝達できるよう
にされたい。

　防災情報の伝達は、放送、メー
ル配信等、様々な手段で市民に情
報提供を行うことが重要である。

　市民の安全、安心のため、常に
情報発信は必要である。

　大規模地震の危惧とともに、地
球温暖化による風水害は年々増
え続けている。
　より一層、防災への取組が求め
られる。

③防災情報発信事業（防災安全課）

妥
当
性

　行政が公費を
投入して実施す
ることが妥当か
（対象を見直すこ
とはできないか）

有
効
性

　廃止・休止した
場合に住民が影
響を受けるか

外部評価シート一覧表

評価の理由
意見・提言

効
率
性

　サービスを低下
させずに総事業
費を削減できな
いか

　外部への委託
や類似事業との
統合により事業
費の削減の余地
はないか

公
平
性

　受益者負担は
適正か

総合評価
（1次評価：現状維持）
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妥当である 妥当である 妥当である 妥当である 妥当である
行政の関わる範囲を広げる

（対象を拡大)べき

　有害鳥獣の増加は営農ばかりで
はなく、一般市民の生活にも影響
が大きいので、市が同事業を行う
ことは妥当である。

　南部の鳥類による被害防止も大
切だが、北部の一部地域ではイノ
シシ被害のため、耕作できない状
況である。
　農業法人も手をだせないことか
ら、農地の荒廃が進んでいる。
　行政の積極的な対策が求められ
る。

一部の住民に影響がある 多くの住民に影響がある 一部の住民に影響がある 多くの住民に影響がある 多くの住民に影響がある 一部の住民に影響がある

　有害鳥獣の増加は営農ばかりで
はなく、一般市民の生活にも影響
が大きいので、市が同事業を行う
ことは妥当である。

　農家のみならず、市民生活に影
響が大きい。

　現在は福谷、黒笹の一部だが、
徐々に区域は拡大していくと思わ
れる。

現状のままでよい 現状のままでよい 削減の余地がある 増加させるべきだ 現状のままでよい 増加させるべきだ

　有害鳥獣の増加は営農ばかりで
はなく、一般市民の生活にも影響
が大きいので、市が同事業を行う
ことは妥当である。

　猟友会への委託内容の見直し
　より有効な捕獲手段を研究され
たい。

現状のままでよい 判断できない 現状のままでよい 現状のままでよい
外部委託や統合により削減の余

地がある
判断できない

　猟友会会員の高齢化など現状を
鑑みれば、外部委託もやむなしで
はあるが、外部委託の方がコスト
高になると思われる。

　イノシシの捕獲についても、現在
の猟友会の他に、民間ノウハウを
生かした捕獲など委託ができない
か。

適正である 適正である 適正である 適正である 適正である 住民負担を減らすべきだ

　有害鳥獣の増加は営農ばかりで
はなく、一般市民の生活にも影響
が大きいので、市が同事業を行う
ことは妥当である。

　被害防止資材への補助費の拡
大や負担の軽減を考慮されたい。

継続して実施 継続して実施 改善 拡大 継続して実施 拡大

　猟友会会員の老齢化によって、
民間への委託も考慮する必要が
あるものの予算が大幅に増加する
ことが予想されるので、十分検討さ
れたい。
　駆除の対象を絞るなどの工夫も
行うべきであろう。

　有害鳥獣の増加は営農ばかりで
はなく、一般市民の生活にも影響
が大きいので、市が同事業を行う
ことは妥当である。しかしながら、
これまでの有害鳥獣捕獲成果は
有害鳥が主であり、有害獣に関し
てはあまり成果が上がっていな
い。有害獣による被害も深刻なの
で、有害獣にも対策・注力して頂き
たい。同事業は今後も継続して実
施すべきと考える。

　有害鳥獣による農作物への被害
は拡大していると思われる。従来
からの猟友会への委託内容（特に
鉄砲による捕獲）の見直しが必要
と思われる。

　ハクビシン、ヌートリアの被害防
止対策は未知の分野が多いが、
早急に有効な対策が望まれる。

　外部委託も視野に入れて継続し
てもらいたい。

　イノシシを原因とした農地の荒廃
は、みよし市農政にとっても甚大な
影響を及ぼす。
　更なる対策強化とともに、イノシ
シが越境してくる豊田市との調整
も図られたい。

④有害鳥獣捕獲事業（産業課）

妥
当
性

　行政が公費を投入
して実施することが
妥当か（対象を見直
すことはできないか）

有
効
性

　廃止・休止した場
合に住民が影響を
受けるか

外部評価シート一覧表

評価の理由
意見・提言

効
率
性

　サービスを低下さ
せずに総事業費を
削減できないか

　外部への委託や
類似事業との統合
により事業費の削減
の余地はないか

公
平
性

　受益者負担は適
正か

総合評価
（1次評価：現状維持）

資料１



妥当である 妥当である 妥当である 妥当である
行政の関わる範囲を限定
（対象を縮小）すべき

行政の関わる範囲を限定
（対象を縮小）すべき

　緑と花のセンターを活用した市民
の交流の活性化や地産地消の促
進事業は、地域の発展に大いに貢
献していると思われる。

　ふれあいフェスタで行うふれあい
バザールの実施効果が少ないた
め、見直しが必要である。
　※購入人数1,172人、売上
433,000円（R1実績））

一部の住民に影響がある 多くの市民に影響がある 特に影響はない 一部の住民に影響がある 特に影響はない 一部の住民に影響がある

　緑と花のセンターを活用した市民
の交流の活性化や地産地消の促
進事業は、地域の発展に大いに貢
献していると思われる。

　市民の参加は多数であり、事業
の継続は必要である。

削減の余地がある 削減の余地がある 判断できない 削減の余地がある 削減の余地がある 削減の余地がある

　現状では、他の事業との重複す
る部分が大きく、重複部分につい
ては統合が可能である。

外部委託や統合により削減の余
地がある

外部委託や統合により削減の余
地がある

外部委託や統合により削減の余
地がある

外部委託や統合により削減の余
地がある

外部委託や統合により削減の余
地がある

外部委託や統合により削減の余
地がある

　現状では、他の事業との重複す
る部分が大きく、重複部分につい
ては統合が可能である。

　ふれあいフェスタ単独では効果
が少ないが、同種事業である産業
フェスタと統合実施することによ
り、相乗効果が期待できる。

適正である 適正である 判断できない 適正である
住民負担を増やす（設定する）べき

だ
適正である

　緑と花のセンターを活用した市民
の交流の活性化や地産地消の促
進事業は、地域の発展に大いに貢
献していると思われる。

統合 統合 統合 統合 統合 統合

　類似の行事を統合する意向との
こと、コロナに伴う経済状況の下降
が懸念される中、経費削減の必要
が求められる。
　産業フェスタとの統合によって、
企画や準備などに十分時間をかけ
ることができる。また、参加者や市
民が十分楽しめる行事として発
展、進化させることもできよう。

　緑と花のセンターを活用した市民
の交流の活性化や地産地消の促
進事業は、地域の発展に大いに貢
献していると思われる。近年では
子供向けのお祭りイベントとして定
着しており、郷土愛を育むことにも
貢献していると思われる。
　しかしながら、他の事業との重複
する部分も大きく、重複部分に関し
ては統合が可能である。

　産業フェスタみよし実行委員会補
助事業への統合

　内容が類似する「産業フェスタ」
等と統合する。

　産業フェスタ実行委員会の傘下
で活動すべきです。

　同施設内の市民農園と合わせ
て、施設利用の増大を目的に実施
されてきたが、産業フェスタは年々
盛大となり利用度は増している。統
合が妥当である。

外部評価シート一覧表
⑤さんさんの郷イベント実行委員会補助事業

（産業課（緑と花のセンター））

評価の理由
意見・提言

効
率
性

　サービスを低
下させずに総
事業費を削減
できないか

　外部への委
託や類似事業
との統合によ
り事業費の削
減の余地はな
いか

公
平
性

　受益者負担
は適正か

総合評価
（1次評価：統合）

妥
当
性

　行政が公費
を投入して実
施することが
妥当か（対象
を見直すこと
はできないか）

有
効
性

　廃止・休止し
た場合に住民
が影響を受け
るか

資料１


