
令和２年度事務事業評価の総括 

１ 事務事業評価結果 

 ⑴ 総事務事業数 560事業  

 ⑵ 評価対象外事務事業 98事業 ※人件費、還付金、繰出金、企業会計など 

 ⑶ 評価対象事業数 462事業 ※令和２年度現在で行われている評価対象事業数は 454事業 

 

※（ ）内は前年度数値 

   

事業の方向性を「見直し（拡大・改善・縮小・統合とした事業）」「廃止・休止」とし

た事業は 76事業で、構成比が 16.7%となりました。 

なお、事業名については以下のとおりです。

事業の方向性 内     容 事業数 構成比 

現 状 維 持 現状維持の状態で事業を継続するもの 378 (413) 83.3% (85.4%) 

 

拡 大 
対象の拡大や手段の充実により事業を 

拡大するもの 
28 (18) 6.2% (3.7%) 

改 善 
事業の実施方法や内容などを見直し 

改善するもの 
23 (26) 5.1% (5.4%) 

縮 小 
対象や手段の絞込みなどにより事業を 

縮小するもの 
8 (4) 1.7% (0.8%) 

統 合 
目的が関連・類似する他の事業と統合 

するもの 
16 (20) 3.5% (4.1%) 

廃止・休止 

社会情勢の変化等により事業を廃止 

もしくは休止するもの（当初の計画 

どおり終了するものを含む） 

1 (3) 0.2% (0.6%) 

計 454 (484) 100% (100%) 

見 

直 

し 



【拡大】２８事業 

施策名 事務事業名 担当課 

心豊かな子どもを育てよう 

小学校コンピュータ整備事業 教育行政課 

小学校施設整備事業 教育行政課 

中学校コンピュータ整備事業 教育行政課 

みよし市教育振興基本計画推進事業 学校教育課 

小中学生夢の作品展事業 学校教育課 

中学校部活動支援事業 学校教育課 

外国語指導助手派遣事業 学校教育課 

豊かに暮らせるようにみんなで助け合

おう 

地域包括支援センター運営事業 長寿介護課 

生活支援体制整備事業 長寿介護課 

地域密着型介護サービス給付事業 長寿介護課 

訪問看護事業 長寿介護課 

生涯にわたって健康に暮らせるように

しよう 

感染症対策事業 健康推進課 

プール開放事業 教育行政課 

スポーツ教室開催事業 スポーツ課 

地域で支え合い、災害に強いまちをつく

ろう 
防災情報発信事業 

防災安全課 

交通事故や犯罪のないまちをつくろう 高齢者交通安全事業 防災安全課 

工業のさらなる成長をささえよう 中小企業補助事業 産業課 

まちのにぎわいや魅力を生み出そう 駅周辺整備事業 道路河川課 

地域の農業と多面的機能を持つ農地を

守り、次代につなげよう 
有害鳥獣捕獲事業 

産業課 

緑を守り育て、まちを美しくしよう 

家庭ごみ計画収集事業 環境課 

都市公園整備事業 公園緑地課 

公園維持管理事業 公園緑地課 

環境にやさしいまちにしよう リサイクル推進事業 環境課 

便利で快適な住環境をつくろう 
公共交通推進事業 企画政策課 

地区計画区域内施設整備事業 道路河川課 

効果的・効率的で安定した行財政運営 
市税収納管理事務 納税課 

滞納整理事業 納税課 

その他 体系外 電算システム管理運用事業 広報情報課 

 

 

 

 

 

 

 

 



【改善】２３事業 

施策名 事務事業名 担当課 

安心して子どもを産み、育てられる環境に

しよう 

こども相談・虐待防止事業 子育て支援課 

母子保健指導事業 健康推進課 

文化に親しみ、交流が盛んなまちにしよう 

明越会館管理運営事業 協働推進課 

友好の森維持管理事業 産業課 

市民情報サービスセンター図書コ

ーナー整備事業 

生涯学習推進課 

豊かに暮らせるようにみんなで助け合お

う 

総合福祉フェスタ開催事業 福祉課 

障がい者福祉センター事業 福祉課 

生涯にわたって健康に暮らせるようにし

よう 

体育施設管理運営事業 スポーツ課 

みよし市スポーツ大会等開催事業 スポーツ課 

まちのにぎわいや魅力を生み出そう 
市民憲章推進事務 協働推進課 

地区拠点施設整備事業 協働推進課 

地域の農業と多面的機能を持つ農地を守

り、次代につなげよう 
農業経営基盤強化事業 産業課 

緑を守り育て、まちを美しくしよう 記念樹配布事業 産業課 

透明性の高い開かれた市政 

ホームページ制作管理事業 広報情報課 

財政分析諸表作成公表事務 財政課 

議会だより発行事業 議事課 

効果的・効率的で安定した行財政運営 

電子自治体基盤管理事業 広報情報課 

ふるさと納税返礼品ＰＲ推進事業 財政課 

職員採用事務 人事課 

その他 体系外 

職員互助会補助事業 人事課 

職員福利厚生事務 人事課 

政務活動費交付事業 議事課 

議会庶務事務 議事課 



 

【縮小】８事業 

施策名 事務事業名 担当課 

心豊かな子どもを育てよう 青少年補導員活動事業 教育行政課 

文化に親しみ、交流が盛んなまちにしよ

う 
国際交流事務 

秘書課 

豊かに暮らせるようにみんなで助け合お

う 
年金相談事業 

保険年金課 

生涯にわたって健康に暮らせるようにし

よう 

退職被保険者等療養給付事業 保険年金課 

退職被保険者等療養費支給事業 保険年金課 

退職被保険者等高額療養費支給事

業 

保険年金課 

退職被保険者等高額介護合算療養

費支給事業 

保険年金課 

工業のさらなる成長をささえよう 企業立地推進事業 産業課 

 

【統合】１６事業 

施策名 事務事業名 担当課 

安心して子どもを産み、育てられる環境

にしよう 

幼稚園支援事業 子育て支援課 

いきいき子育て講座開催事業 教育行政課 

生涯にわたって健康に暮らせるようにし

よう 

健康相談事業 健康推進課 

健康の道等整備事業 健康推進課 

地域で支え合い、災害に強いまちをつく

ろう 

市消防操法大会開催事業 防災安全課 

出初・観閲式・任命式開催事業 防災安全課 

地域の農業と多面的機能を持つ農地を守

り、次代につなげよう 

緑と花のセンター管理運営事業 産業課 

産業フェスタみよし実行委員会補

助事業 

産業課 

さんさんの郷イベント実行委員会

補助事業 

産業課 

効果的・効率的で安定した行財政運営 臨時職員雇用事務 人事課 

その他 体系外 

公共施設等総合管理計画事務 財政課 

公有財産管理事業 財政課 

人事・給与システム維持管理事業 人事課 

給与支給事務 人事課 

住民基本台帳事務 市民課 

印鑑登録事務 市民課 

 

【廃止・休止】１事業 

施策名 事務事業名 担当課 

その他 体系外 農地管理システム維持管理事業 産業課 

 


