
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

人口問題の解決が喫緊の課題
である。

社会状況の変化に伴い、不妊及
び不育症治療に対するニーズが
高まっているため。

他の市町以上に手厚くしている。
将来に向けてよい施策である。

一部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 一部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

不妊問題に悩んでいる方々への
影響がある。

不妊及び不育症治療を行ってい
る当事者夫婦の経済的負担が増
大する。

一部の人に限られているが、み
よし市に住み続けたくなるあたた
かい取り組みである。

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

　予算は当分措置すべきである。
不妊及び不育症治療を行ってい
る当事者夫婦の経済的負担が増
大する。

　自己負担額の見直し。
金額を増やさずに、使い勝手の
よい方法はないか。

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

みよしの問題として行政が取り組
むべきである。

不妊及び不育症治療を行ってい
る当事者夫婦の経済的負担が増
大する。

　類似事業があるか。

住民負担を減らすべきだ 適正である 住民負担を減らすべきだ 判断できない 適正である 適正である

不妊問題を抱えている人に負担
を増やすことは酷である。

高額な不妊治療費に逡巡する市
民を後押しすることで、治療者２割
の子供が誕生できる。

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 拡大

不妊問題は国や地方行政が解
決する必要があり、できるだけご
本人たちに負担をかけるべきでは
ない。
また、出生率が低下している現
状では積極的に対応すべきであ
る。

当該事業は、女性の社会進出の
進展等の社会状況の変化に伴
い、不妊及び不育症治療に対する
ニーズが高まっており、その重要
性も増大していると言える。加え
て、子育てのしやすい魅力あるま
ちづくりにも大いに貢献するものと
思われる。

一般不妊治療費助成について自
己負担額1/2の見直し。

大切な事業であり、対象者は少
数であるが、効果は大きく、出生率
向上に重要である。

国の施策であり、少子化問題も
含め継続すべきと考える。

負担金助成期限の延長、通算２
年間を取り止めなど、事業の拡充
を図ったらどうか。

①不妊治療費助成金事業（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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行政の関わる範囲を限定
（対象を縮小）すべき

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

妥当である

郷土芸能を保護すべきである
が、参加者が限定されているため
に、発表会について別途の形式や
方法を工夫するなどして、何らか
の修正が必要となる。

郷土芸能に対する認識と関心を
高め、保存、伝承する活動は、大
切な郷土文化を守ることに繋がる
ので妥当と思われる。

各行政区の文化行事において発
表することが望ましい。
また、数年に一度開催してもよい
と思う。

　郷土芸能の伝承は歴史的意義がある。

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

参加者や特定地域の市民への
影響がある。

郷土芸能の保存、伝承活動に大
きな支障があると思われる。

取りやめた場合に、直接的には親への影響が
あるのみ。間接的にみても地元のお祭り行事と
して開催されるので影響はないと思われる。

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 削減の余地がある 現状のままでよい

本年度は会場費が増加するため
に予算計上額が増加しているが、
今後何らかの措置が必要となろ
う。

郷土芸能の保存、伝承活動に大
きな支障があると思われる。

市は会場費を中心とした費用負
担でよい。

現在の費用を、伝承活動への助成金としたら
どうか。

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
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
現状のままでよい

予算の削減については、参加者
の減少などの状況を見る必要があ
る。地域性が極めて強いため地域
の協働意識やコミュニケーション
の機会という点で考慮すべきであ
る。

類似事業がないため、統廃合で
きない。

　夏祭り主催団体へ委託。
文化協会等への委託を検討す
る。

委託すれば高額になり、類似事業はないので
はないか。

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 適正である

地域の芸能を維持するためには
何らかの行政の補助が必要であ
る。みよしの文化的特徴を保護す
るためには担い手を確保しなけれ
ばならない。幼い時からの意識づ
けとともに芸能に親しむ機会の醸
成ともなる。費用的な面での補助
は必要である。

郷土芸能の保存団体が参加に
かかる費用を各自負担している。

活動組織（団体）で負担するが、伝承に向けて
応援できないか。

改善 継続して実施 継続して実施 改善 縮小 改善

この事業は地域の文化としての
位置づけとなっており、芸能を通じ
て地域の交流を維持するとともに
伝統を相互に意識し伝承すること
は極めて重要である。しかしなが
ら、会場の運営の在り方や開催形
態などを工夫することが求められ
る。

当該事業は、郷土芸能に対する
認識と関心を高め、保存、伝承す
る活動を通じて、大切な郷土文化
を守るための非常に重要な事業で
あるので、開催方法等についても
現状維持でよいと思われる。

各地区において囃子、巫女舞など
祭り奉納のため伝承活動が行われ
ており、例年発表会は、9月に行わ
れているが各地区の祭り終了後の
11月以降が良いと思います。（観覧
者を増加するには文化祭（展）と同
一時期、場所で開催）

実施時期、方法を検討し、市民全
体に親しまれる事業にしたい。

各地区の伝承活動が活発でない
ので、各地区の盛上がりを期待した
い。

発表会の観覧者は親である。地元での状況も

同じだが親子の思い出に残る催しである。発表

会を取り止めても各地元での行事としては綿々

と引き継がれていく。コロナを機会に再考する

時期かもしれない。

しかし、市として今後とも歴史的活動を把握し

盛り上げていくために、現状の開催費用を、棒

の手の傷害保険、太鼓や巫女舞衣装、小道具

の修繕などの補助金に繰り替えて、活動を支援

したらどうか。

外部評価シート一覧表

評価の理由
意見・提言

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）

②郷土芸能伝承活動発表会開催事業（歴史民俗資料館）
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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

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

商工会主導で運営されたものの、年間
負担額や人的なカバーが不可能となった
ため、シルバー人材センターに委託して
いるのが現状である。

「三好ケ丘駅」駅前の活性化とに
ぎわいの創出は、より魅力的なま
ちづくりに不可欠であると思われ
る。

北の玄関口として一翼を担うとい
う行政の役割のひとつと捉えてい
る。

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

みよしの文化や産物の紹介が主要な
目的であり、みよし市民よりも外部からの
訪問者向けである。

将来的には大きな影響があると
思われる。

現在の利用状況からすれば、在
住市民への影響はないというべき
であろう。

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

現状の予算規模で情報発信機能を充
実すべきである。

現行では、必ずしも「情報プラザ」
としての機能、役割を十分に果た
しているとは言えず、抜本的な見
直しが必要であると思われる。

センターの情報発信について疑
問があれば、２階サンネットの職員
と連絡を取り合ったらどうか。

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 外部委託や統合により削減の余地がある 現状のままでよい

シルバー人材センターへの委託を見て
も外部委託には限界があろう。

現行では、必ずしも「情報プラザ」
としての機能、役割を十分に果た
しているとは言えず、抜本的な見
直しが必要であると思われる。

観光協会等との協同運営はでき
ないか検討したい。

シルバー人材センターの就労先
としても一定の役割を果たしてい
る。

判断できない 受益者がいない 受益者がいない 適正である 住民負担を増やす（設定する）べきだ 受益者がいない

　受益者は考慮不能である。
行政の役割のひとつとしている。
負担すべきような受益者はいな
い。

改善 改善 廃止・休止を検討 改善 縮小 継続して実施

情報発信機能を充実させるための工夫
が必要である。ボランティアなどを採用し
たり、コンサルの評価を導入することも考
えられる。
また、活性化アイデアを公募するのも
良い方法であろう。訪問者が興味を持つ
工夫として、様々なコンテストを実施する
ことも一つの方策である。
お菓子コンテストやみよしの観光資源
を題材としたフォトコンテストなどが考え
られる。これらのイベントには組織版や人
材が必要となり、情報発信には、一層の
予算措置が求められる。

「三好ケ丘駅」駅前の活性化とに
ぎわいの創出は、より魅力的なま
ちづくりに不可欠であると思われ
る。
しかしながら、現行では当該事業
は必ずしも「情報プラザ」としての
機能、役割を十分に果たしている
とは言えないため、ビジターセン
ターの役割や活用方法の抜本的
な見直しが必要であると思われ
る。

当該事業は、シルバー人材セン
ターに管理委託され数年経過した
が、事業効果が見受けられないの
で、廃止の方向で検討されたい。

立地場所はよいが、規模が小さ
過ぎないか。他の施設との一体運
営、駐車場の拡張等、改善事項は
多数ある。

民間に賃貸し、民間による活性化を図る
べきだと思います。

トイレ使用の来店者を含め、年々
利用者数は増えている。
市の玄関口に核となる案内、情
報基地を持たせるといった位置づ
けからも、センターの認知拡大など
今後とも利用者増への取り組みを
行いながら、しばらく事業継続をす
べきか。

③ビジターセンター管理事業（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）
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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

妥当である

SDGsの展開が世界的に行われ、国を
挙げて取り組むべき課題となっている。
ゴミ焼却による二酸化炭素や有機ガスの
発生を極力少なくするためには、リサイク
ル率をあげる必要がある。

現在社会において再利用資源の
有効利用及びごみの減量化は、行
政の取り組むべき重要課題の一つ
であると思われる。

みよし市のリサイクルへの取り組
みは適切に行われていると感じ
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 特に影響はない 多くの住民に影響がある

上記のことから廃止や休止は考えられ
ない。

現在社会において再利用資源の
有効利用及びごみの減量化は、行
政の取り組むべき重要課題の一つ
であると思われる。

リサイクルステーションを３箇所
に増設し、市民の利便性向上に寄
与している。

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

リサイクル施設を増やす必要があり、
削減することは不可能である。

現在社会において再利用資源の
有効利用及びごみの減量化は、行
政の取り組むべき重要課題の一つ
であると思われる。

古紙等の回収は、民間に任せれ
ばよい。

法律改正により、プラスチック製
品の分別収集が発生し、事業費は
増加する。

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
外部委託や統合により削減の余地が

ある
現状のままでよい

外部の業者もリサイクル事業に参入し
ている中で、便宜性を提供するために
は、行政が担う部分が必要であり、外部
委託は難しい。

現在社会において再利用資源の
有効利用及びごみの減量化は、行
政の取り組むべき重要課題の一つ
であると思われる。

直営体制にてゴミ収集が行われ
ている市町もあるが、組織管理や
経費など考慮すると、みよし市は
業者委託にて効率的であると感じ
る。

適正である 判断できない 適正である 適正である 適正である

受益者負担を求めることはできない。
むしろ住民の自主性を期待しつつ、リサ
イクルの成果を高める必要がある。
ボランティアの協力を求めることも考え
たい。

法律改正により、プラスチック製
品の分別収集が増加するようだ
が、リサイクル率向上へ積極的に
働きかけられたい。

拡大 拡大 継続して実施 継続して実施 縮小 継続して実施

SDGs関連事業は今後拡大傾向にあ
り、リサイクルセンターなどの増設も予想
される。このことから、予算規模を拡大す
ることも必要であろう。加えて、SDGｓの
趣旨を一般市民にも認識していただくと
ともに、更なる啓発活動も必要となる。
温暖化は、世界各地で大災害を生じて
いる。子々孫々のための課題解決は
待ったなしの状況にあり、100年、200年
先を見越して考えて、今なすべきことを
確実に実行していかなければならない。
これは、人類全体かつ地球的な課題でも
ある。

現在社会において再利用資源の
有効利用及びごみの減量化は、行
政の取り組むべき重要課題の一つ
であると思われる。加えて、プラス
チックに関する法律の公布等、行
政の取り組むべき範囲は拡大方向
にあるので、当該事業の重要度は
ますます高まっていると言える。

家庭生ごみは極力、各家庭で処
理できるよう指導、支援を強化す
る。

リサイクルの推進をするため、業者
に再利用を委託（電化製品、ペットボト
ル、古紙）し、行政の負担を軽減すべ
きと思います。

「みよしのごみ収集は、可燃物、
不燃物の処理が簡単でありがた
い。」といった声も聞くが、ＳＤＧｓ推
進が求められているなかで、多くの
市民が積極的に分別リサイクルに
取り組めるよう意識改革が必要で
ある。

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：拡大）

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

④リサイクル推進事業（環境課）

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）
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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
妥当である

道路を整備することは、地域の
生活上の安心・安全を確保するた
めに重要である。

道路の安全確保、維持管理は、
安全な市民生活を送るためには不
可欠であると思われる。

　最も基本的な公的事業である。

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

道路の安全確保、維持管理は、
安全な市民生活を送るためには不
可欠であると思われる。

安全な道路環境を守ることが市民生
活、経済活動等すべての基である。

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

道路の安全確保、維持管理は、
安全な市民生活を送るためには不
可欠であると思われる。

計画していたものと緊急的なものに対応
できるよう、当初予算、補正予算、優先的
な予算確保が望まれる。

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
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

すでに一部（剪定など）を外部委
託しているため、これ以上の委託
は不要であろう。

他事業との統合で修繕作業の効
率化及び事務時間の削減が見込
まれる。

　削減すべきではない。

適正である 受益者がいない 受益者がいない 適正である 適正である 受益者がいない

住民ボランティアなどを導入して
道路状況のチェックや若干の補修
等を行うことも考えられる。

市民によるパトロールも重要であ
る。

　負担を求める事業ではない。
特に舗装修繕にかかる予算について補
正しつつ交通に支障なきようにされたい。

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 拡大 拡大

道路はライフラインであるとの認
識を持って整備する必要がある。
そのための予算は減少させること
はできない。
災害などの緊急時には道路通行
が必須であり、むしろ、整備強化が
求められている。

当該事業による道路の安全確
保、維持管理は、安全な市民生活
を送るためには不可欠である。加
えて、新規の道路施設は増大傾向
にあり、それに伴い今後のコストも
増大するので、より一層の対応策
を検討する必要があると思われ
る。

道路の安全確保、維持管理を行
うためには重要な事業である。より
充実した管理を要望します。

交通の安全確保に大変重要であ
る。年々事業量が増加するが、十分
な対応を期待します。

歩車道分離を強力に推進し、安
全・安心な道路行政を推進してくだ
さい。
また、環境美化のため、草刈り、ゴ
ミ拾いを市民と一体となって進める
よう望みます。

よく聞く言葉だが、「新しく築くより、現在
の施設を安全に維持することが求められ
ている。」
特に舗装修繕は、危なくなる前に手当て
できるように舗装の状態を数値化できるよ
うな方法があるとよい。
愛大跡地住宅の状況をみると、高木な
樹木、多様で特殊な構造物の維持を懸念
する。
また、豊田知立線の市道移管もあり、
益々維持費は膨らむばかりであろう。

⑤道路維持管理事業（道路河川課）

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
行政の関わる範囲を広げる

（対象を拡大)べき
妥当である

地域の交通安全は常に確保され
なければならない。

交通の安全を確保するために
は、市道の危険箇所に交通安全
施設の設置や歩道設置は不可欠
である。

特に、交通弱者である老人、子
供にとって大切な施策である。

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

交通安全は生活上欠くべからざ
るものである。

交通の安全を確保するために
は、市道の危険箇所に交通安全
施設の設置や歩道設置は不可欠
である。

毎年行われている通学路点検や
地元の声を参考に、これからも適
切な事業推進を図られたい。

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 増加させるべきだ 現状のままでよい

　事業費の確保が肝要である。

交通の安全を確保するために
は、市道の危険箇所に交通安全
施設の設置や歩道設置は不可欠
である。

多くの事業要請への取り組みも
必要である。

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 現状のままでよい

安全点検などは外部に委託する
ことは極めて困難である。

法令等との関係上、仕様等の変
更は不可能。

庁舎内の連絡調整を密にすべき
である。

判断できない 適正である 適正である 適正である 受益者がいない

　通学路の安全を図られたい。

継続して実施 継続して実施 継続して実施 継続して実施 拡大 継続して実施

千葉県での集団通学児童の交
通事故の犠牲は痛ましい。将来を
担う世代を大切にいつくしむ観点
から、交通安全は絶対に確保すべ
きである。
みよし市においても、国の通達に
より安全点検がされたようである
が、市民の安心安全を維持するた
めには、交差点や歩道の安全性
の全面的な点検と整備を行う必要
があろう。

当該事業による市道の危険箇所
の交通安全施設設置や歩道設置
は、交通の安全を確保するために
不可欠である。加えて、新規の道
路施設は増大傾向にあり、それに
伴い交通安全施設等の設置件数
も増大が見込まれるので、ますま
す重要度も高まっていると言える。

交通の安全を確保するために
は、非常に重要な事業である。今
後とも適正な管理を要望します。
学校周辺で非常に危険と思われ
る通学路があり、関係機関と調整
（交通規制・道路拡幅など）のうえ、
安全な通学路になることを期待す
る。

各行政区の要望を積極的に取り
入れ実施している。
なお、２ｍ未満の歩道への自転
車の乗り入れ禁止を配慮してほし
い。

通学路に関して、歩車道分離を
推進し、安全対策を講じてくださ
い。

現状で利用可能な道路に付加し
ての交通安全整備は、優先度が
低くなりやすいと思う。
計画的な歩道整備と併せて、今
すぐに対応可能な小規模安全施
設工事を早めに前倒してお願いし
たい。
通学路の安全点検にあわせて、
ルートの見直しや交通安全指導増
強など庁内調整推進をお願いした
い。

外部評価シート一覧表

⑥交通安全施設整備事業（道路河川課）

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）

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
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