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令和２年度　事務事業評価シート

担当所管

秘書広報課

人事課

企画政策課

ICT推進課

管財課

税務課

納税促進課

市民課

市民衛生課

生活安全課

＊R3年より「広報及び
報道機関連携事業」名
称変更・統合・報道機関に対して市政情報や行事等についての情報提供

・テレビ放映による各種イベント・行事の告知及び内容の発信
・テレビ放映による地域ブランド、市の取組の発信

複数年度

07380201 広聴事業 部局目標No.

0 87% B

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
現状維持。より良い市政運営を進めていく上で、建設的な提案を求め
るとともに、提案があった場合は、担当課と連携し、速やかに回答でき
るように努める。

【コストの方向性】
現状維持。

＊R3年より「広報及び
報道機関連携事業」名
称変更・統合・「市長への提案」により市民の意見を聴取し、建設的な意見を取り入れることに

より市民満足度の高い行政運営を目指す。
複数年度 現状維持

現状維持 現状維持

12,660,000 10,569,000 2,091,000
・広報かしば、広報かしばお知らせ版を月２回、計２３回の発行（１月号のお知ら
せ版は広報かしば１２月号の合併号として発行）
・広報紙のリニューアル及び新コーナーの開設を検討

複数年度

0 92% 0

07380103 報道機関連携事業 部局目標No.

2,330,000 80 2,120,000 2,120,000

【成果の方向性】
現状維持。市民にとってわかりやすい紙面となるように、他自治体の
広報紙を参考にしながら文字の大きさ・レイアウトなどを作成する。
【コストの方向性】
現状維持。紙面単価が上昇傾向にあるため、ページ数及び発行回数
の見直しを行う。

現状維持 現状維持

0

80 C

【成果の方向性】
・滞納分については、財産調査や現状把握をおこない滞納整理を進め
る。低額分納については、完納を目的とし、徹底した分納履行の管理
を行い徴収率の向上を図る。
【コストの方向性】・コスト的には、現状維持で県との連携協働により
培った滞納整理技術の更なる向上及び事務の効率化を図る。

・速やかな財産調査と滞納処分（45,000件）、適正な分納計画の履行（1,200件）、
適正な執行停止の遂行（350件）
・県の連携協働ﾒﾆｭｰの活用による徴収ｽｷﾙの向上（ﾒﾆｭｰ活用1件）

複数年度 現状維持 現状維持

自動判定結果 所管判断結果07370301 滞納整理適正化事業（市税） 部局目標No.

1,500,000 1,500,000 62% 1,344,000 1,344,000

99,632,000 6,632,000 93,000,000

3,555,000 3,555,000

43,707,000 36,487,000 7,220,000

1,355,000 1,355,000

826,000 751,000 75,000

2,082,000 2,082,000

6,576,000 6,576,000

5,677,000 3,327,000 2,350,000

177,000 177,000

208,000 208,000

7,485,000 6,425,000 1,060,000

5,431,000 5,431,000

1,059,000 1,059,000

20,500,000 20,500,000

0

18,035,000 16,138,000 1,897,000

84

787,000 1,500,000

現状維持

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
人材育成基本方針に沿った能力評価及び業績評価の事務処理の電
子化を実施。

【コストの方向性】
現状の予算で次年度も実施。

現状維持 現状維持

A

82

07370101 市民税・固定資産税の課税適正化事業 部局目標No.

165,000 165,000 93% 92

50% 87

・個人（法人）市民税・固定資産税（償却資産）未申告者の捕捉及び申告勧奨
・未申告者にかかる税務署調査　・国税申告の内容との突合
・未評価家屋の解消

複数年度

・シルバー人材センターの移転
・旧中央公民館、旧青少年センターの除却
・旧公民館敷地等の官民共同活用の検討
・JR香芝駅前土地、近鉄五位堂駅前土地の活用検討

複数年度

07340204 未利用公有地売却・貸付事業 部局目標No.

544,000 33% 82544,000
・未利用地売却に伴う調査、入札

複数年度 C

【成果の方向性】
　現状維持

【コストの方向性】
　現状維持

自動判定結果 所管判断結果

65,600,000

07340201 公有財産維持管理事業 部局目標No.

73,141,000 7,541,000

現状維持 現状維持

自動判定結果 所管判断結果

現状維持 現状維持

・eラーニングによるセキュリティ研修を2事業実施している。
・インターネット接続のセキュリティを確保するため、自治体セキュリティクラウドを
継続的に利用しており、またパソコンのセキュリティを確保には、二要素認証やア
ンチウイルスソフトを継続的に利用している。

複数年度 C

【成果の方向性】
・国や県のセキュリティ対策事業を利用しつつ、新たな脅威に対して必
要な対策を随時講じていく
・職員へのセキュリティ対策啓発を継続して行っていく
【コストの方向性】
現状維持

0

07360205 情報セキュリティ対策事業 部局目標No.

4,992,000 4,992,000 67% 84

自動判定結果 所管判断結果

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

16,898,000 16,898,000

・ふるさと納税協力事業者の新規獲得
・ふるさと納税返礼品の拡充およびブラッシュアップ
・ふるさと納税ＰＲ

複数年度 B

【成果の方向性】
コロナ禍による景気悪化の影響でふるさと納税市場の縮小が予測され
るが、返礼品の拡充や発信力の強化を図り現状維持をめざす。
【コストの方向性】
寄附額の増減によりコストは比例して増減することから、成果として昨
年度と同程度の寄附額をめざすことにより現状維持とする。

60,014,000

07330304 ふるさと寄附金事業 部局目標No.

90,065,000 30,051,000 99% 67 現状維持 現状維持

自動判定結果 所管判断結果

縮小 現状維持

89,953,000 29,949,000 60,004,000

・出前講座の実施についてホームページでの周知、利用状況の集約。
・㈱関西都市居住サービス（エコール・マミ）との包括協定連携協定の締結。
・マスコットキャラクターの着ぐるみ修繕、活用促進
・まちづくりパートナーの登録名簿整理（継続意思確認）
・葛城広域行政事務組合の解散に伴う調整

複数年度 C

【成果の方向性】
当事業は、次年度以降は事務として位置付け、各種加盟団体への負担金支出
や各所管における連携事業の実施状況の集約等を行う。
【コストの方向性】
葛城広域行政事務組合の解散に伴い、負担金等の支出がなくなるため,縮小と
する。（市制施行30周年を記念したカッシーLINEスタンプ作成事業の実施のた
め、一部拡大。）

R3年度から「連携調整
事務」に名称変更。
着ぐるみ修繕・活用促
進は「特命推進事務」に
移動。

0

07330302 地域力活用事業 部局目標No.

5,874,000 5,874,000 81% 61

自動判定結果 所管判断結果

拡充 現状維持

拡大or現状維持 縮小

1,100,000 1,050,000 50,000

1,500,000

07330101 総合計画進行管理事業 部局目標No.

5,658,000 4,158,000 92% 72

所管判断結果

現状維持

自動判定結果

現状維持 現状維持

2,287,000

11,870,000 9,767,000

現状維持

現状維持

A

【成果の方向性】
現状維持。新聞及びテレビでの露出が増えるように、情報収集を行
い、積極的に情報提供を行う。

【コストの方向性】
現状維持。

現状維持

現状維持

自動判定結果

現状維持

現状維持

82

2,330,000 96%

93%

自動判定結果 所管判断結果

現状維持

現状維持

現状維持

所管判断結果

現状維持

自動判定結果

次年度の方向性の内容 次年度の事業額（円）事務事業の概要 今年度の事業経費（円） 事務事業の定量評価（自動入力） 次年度の方向性

＊R3年より「広報紙発
行事業」に名称変更

2,103,000

・Facebook活用による市政情報の提供
・「市長の部屋」更新による市長視点からの市政情報等の提供

複数年度 A

【成果の方向性】
現状維持。令和２年１２月よりLINEが導入されるため、情報の内容に
応じてSNSを使い分け、市政情報の更なる発信力の強化を図る。

【コストの方向性】
現状維持。

＊R3年より「広報及び
報道機関連携事業」名
称変更・統合

部局目標No.

07380102 広報関係事業 部局目標No. 所管判断結果

07380101 広報紙等発行事業

現状維持

現状維持

（期間：○○～○○）　

今年度
評価点数

（点/100点）

前年度
目標達成度

（％）
その他 備考今年度の事業実施内容（箇条書きで記入してください。）

・
・

単年・複数年 一般財源
(自動計算)

総合評価
（A～E）

事業ＣＤ 事務事業名 部局目標No.

予算額
＊当初予算

（内訳） 所管判断結果

成果の方向性

コストの方向性

自動判定結果

成果の方向性

コストの方向性

予算額
＊当初予算

（内訳）

一般財源
（自動計算）

その他

縮小 現状維持

07350201 人材育成事業 部局目標No.

2,655,000 2,455,000 200,000 110%・研修の実施
・昇任試験の実施
・人事評価の実施

複数年度 B66 2,628,000 2,628,000

02090104

02090105

03100501

03100502

C

【成果の方向性】
　現状維持

【コストの方向性】
　現状維持

・ペイジーサービスを利用した口座振替の奨励（HP、広報、広報お知らせ版、各
種通知書（5,000枚）への折込）、
コンビニ収納の啓発、コールセンターによる電話催告（4,900件）、現年度課税分
の差押え等滞納処分の執行（70件）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持

03100601

07330501

01010103

01020102

01020103

01020201

01020203

01020204

02080101

02080104

02090101

02090103

・第5次総合計画策定に係る基本計画案の作成・編集、パブリックコメントの実施　等
・第4次総合計画進捗管理（年1回行政評価により実施）
・まち・ひと・しごと創生総合戦略進捗管理（年2回）
・都市経営市民会議（年4回、総合計画策定関係及び各計画進捗管理の審議等）

複数年度 B

【成果の方向性】
・第5次総合計画策定事業は令和2年度で完了。その他の事業は、今
年度同様に実施する。
【コストの方向性】
・事業の方向性に変わりはなく、コスト面で拡大・縮小の見直しは必要
ないと判断する。

A

【成果の方向性】
より適正な課税を実現するため、県内他市・税務署との情報共有及び
取組を参考に未申告に対する申告の催告を継続的に行い、申告数の
増加を目指す。
【コストの方向性】
継続的に未申告に対する催促を行う必要があることから、事業経費は
現状維持とする。

自動判定結果

現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

所管判断結果

現状維持 拡充

現状維持 現状維持

58,000 58,000

1,149,000 1,149,000

165,000 165,000

現状維持 現状維持

80 A

自動判定結果 所管判断結果07370201 自主納付推進事業（市税） 部局目標No.

23,692,000 8,436,000 15,256,000 113% 23,784,000 23,768,519 15,481

【成果の方向性】
・現年度課税分については、早期の催告着手、納付指導、分納履行管
理、口座振替等の勧奨を行い徴収率の向上を図る。
【コストの方向性】
・コスト的には、現状維持で個々のｽｷﾙｱｯﾌﾟ及び事務の効率化を図
る。

0

・自治会等地域住民から住居表示の要望が上がれば住居表示審議会に諮り検
討する。

複数年度 縮小or廃止 現状維持

縮小or廃止 現状維持

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
自治会等地域住民から住居表示の要望が上がれば住居表示審議会
を開催し、事業実施に向け検討する。

【コストの方向性】
住居表示地域の維持管理のプレートについては必要最低限の作成と
する。

町界町名整備及び住居表示事業 部局目標No.

177,000 177,000 100% 58

・休日マイナンバーカード交付窓口開設（８月・９月・10月　10月以降月２回実施）
・休日マイナンバーカード交付・無料写真撮影窓口開設（4月・５月・６月・７月）
・マイナンバーカード交付窓口時間延長（5月18日～22日　午後7時30分まで窓口
延長、3月市議会議員選挙期日前投票期間中延長予定）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

B

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
マイナンバーカードの交付を推し進めることによりコンビニ交付利用者
数の増加を図る。

【コストの方向性】
コンビニ交付利用者数の増加に伴い、手数料負担は増加すると考えら
れる。

コンビニ交付サービス事業 部局目標No.

8,461,000 7,581,000 880,000 87% 87

・新聞、雑誌、ダンボール等、再生利用可能な一般廃棄物を集団回収するPTA等
の各種団体に対し、奨励金の交付を実施
・家庭内で発生する生ごみ等の減量のため、電動式生ごみ処理機を購入される
方に対し、購入金額の一部の補助を実施

複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
集団資源回収については、現状維持であるが、広報等を利用して、資
源ごみを回収することの大切さを周知していきます。
【コストの方向性】
現状維持。

ごみ減量及び資源化推進事業 部局目標No.

6,521,000 6,521,000 78% 74

・不法投棄を抑制するための広報活動
・不法投棄物の撤去
・不法投棄を抑制するための監視カメラの保守点検管理
・不法投棄監視パトロール

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
監視カメラの設置した箇所については、一時的に不法投棄が減少。不
法投棄物が増えると不法投棄が止まらなくなるので、定期的なカメラの
記録をとり、場合によっては警察との連携を行い不法投棄の減少を進
めていく。
【コストの方向性】
現状維持。監視カメラの設置により不法投棄物が減少しているので、
監視カメラの記録管理を進めながら不法投棄を減少させコストを縮小
させていく。

不法投棄防止啓発事業 部局目標No.

450,000 450,000 59% 78

・自治会による地域の清掃活動の支援
・ボランティア団体等による清掃活動の支援 複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
美化清掃について、コロナの影響で必要最小限で実施される自治会
等も出てくるが、美化清掃袋や土のう袋については、在庫を切らさない
ように管理を進める。
【コストの方向性】
現状維持。現行のコストは、各世帯への協力謝礼、泥処理委託料、消
耗品購入費となる。コロナの影響で少数での実施になる自治会もある
と思われるが、当分現状維持と考える。

美化運動事業 部局目標No.

1,850,000 1,850,000 100% 59

・市内の小学校にて環境ボランティア団体と共同で環境学習を実施
複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

D

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
ごみの事についてしっかりと伝わる資料（大きく映し出せる転写機等）
の作成を行うなど、子供たちに伝わりやすい方法で、ごみに対する知
識や興味の強化を図る。
【コストの方向性】
現状維持であるが、ボランティア団体が転写機等を手に入れられたの
で、使用方法を検討していきます。

環境施策啓発事業 部局目標No.

0 45% 76

令和3年度 事務事業再
編により地球温暖化対
策推進事業を統合

・広報キャラクターを使用し、環境にかかる様々なテーマを広報にて発信
・所有者への雑草除去通知送付及び所有者から委託された雑草除去の実施
・公害苦情（騒音、振動、悪臭）の聞き取り及び行為者への改善依頼や公害調査
（自動車騒音、環境騒音、河川の大気汚染、水質検査）の実施

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

B

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
環境キャラクターを使用した情報発信に取り組んでいるところ、問い合
わせ等が増え住民の関心が向上しているように感じられるため、今後
も継続し、環境への意識改善を促す。
【コストの方向性】
継続して実施している各環境調査や雑草除去一斉通知については一
定のコストがかかるため、現状維持

生活環境保全事業 部局目標No.

18,664,000 16,767,000 1,897,000 71% 92

令和3年度 事務事業再
編により生活環境保全
事業に統合

・可燃ごみとして廃棄あるいは排水管へと流される可能性がある廃油を回収業者
に回収させる目的で公用車を貸出している。回収した廃油は、廃油を原材料とす
る様々な製品へとリサイクルされることで、温室効果ガスの排出抑制につなが
る。また、廃油を回収することで、ごみの減量や水質改善につながる。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

B

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
温室効果ガスの排出抑制の他、水質汚濁抑制、ごみの減量化などに
も効果があると考えられるため、今後も廃油回収は継続するが、事業
としては生活環境保全事業に統合する予定（第5次総合計画）
【コストの方向性】
消耗品、廃油回収車の維持に一定のコストがかかるため現状維持

地球温暖化対策推進事業 部局目標No.

124,000 124,000 0 97% 76

・防犯意識向上のために偶数月の15日（年金支給日）に啓発を行う。※コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、慣習の手渡しをせず、物品掲示による啓発を実
施
・香芝防犯協議会へ負担金を支出。

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
集客施設での啓発活動を定期的に実施するとともに、広報紙やHP・
SNSを利用した周知啓発を行い、防犯意識の高揚に努める。

【コストの方向性】
現状維持

防犯意識高揚事業 部局目標No.

1,355,000 1,355,000 100% 82

・青色パトロールによる巡視
・こども１１０番・防犯ボランティアの管理
・地域安全ニュースや不審者情報提供などによる、生活安全に関する情報の発
出
・暴力排除推進協議会へ負担金を支出

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
子ども100番の家の旗設置世帯数の増加を目指した広報活動の実施
を検討する。地域安全ニュースや広報紙・HPによる広報啓発活動に
努める。

【コストの方向性】
現状維持

生活安全推進事業 部局目標No.

996,000 995,925 75 97% 86

・毎月の香芝市交通安全デーや交通運動期間中の立哨活動を実施
・警察と連携した横断歩道での啓発活動
・秋の交通安全運動期間中に高齢者事故防止体験会を実施
・高齢者運転免許自主返納支援事業、高齢者安全運転支援装置設置費補助金
事業を実施

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 拡大

B

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
警察と連携し、コロナウイルス感染症対策を万全に期した啓発活動を
行う。
高齢者運転免許自主返納支援に取り組み、高齢者の交通事故防止を
図る。

【コストの方向性】

交通安全対策啓発事業 部局目標No.

1,800,000 1,800,000 83% 88

･平成29年度に実施した指定管理選定委員会により選定されたテルウェル西日
本株式会社を指定管理者として運営・管理を行っている。（指定管理期間：平成
30年度～令和2年度）
・指定管理選定委員会により令和3年度～令和5年度の運営・管理する指定管理
者を選定する。

複数年度 縮小or廃止 拡充

縮小or廃止 縮小

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
近鉄五位堂駅北自動車駐車場について、管理手法を変更し、利便性
を向上させ、利用者増加を図る。

【コストの方向性】
無人管理の導入により縮小する。

自動車駐車場維持管理事業 部局目標No.

10,523,000 10,523,000 83% 43

・香芝市シルバー人材センターに業務委託を行い、事業を実施。
・撤去した自転車の所有者を警察に照会し、判明次第本人に通達する

複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 拡大

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
放置自転車等の放置禁止区域及び放置禁止の目的のさらなる周知を
図り、放置自転車等の減少を目指す。
【コストの方向性】
放置禁止区域の標識について、取替修繕を実施するため拡大

放置自転車等指導・移動・保管事業 部局目標No.

3,485,000 3,135,000 350,000 80% 65

・平成29年度に実施した指定管理選定委員会により選定された香芝市シルバー
人材センターを指定管理者として運営・管理を行っている。（指定管理期間：平成
30年度～令和2年度）
・指定管理選定委員会により令和3年度～令和5年度の運営・管理する指定管理
者を選定する。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 拡大

B

自動判定結果 所管判断結果 【成果の方向性】
指定管理者による管理運営を実施し、利用者サービスの向上を図る
ため、施設の修繕等、計画的に実施していく。
【コストの方向性】
総合管理計画、個別施設計画に基づき、各施設の照明器具について
LED交換修繕のため拡大

自転車等駐車場維持管理事業 部局目標No.

98,020,000 5,020,000 93,000,000 80% 74

・香芝市地域公共交通網形成計画策定に向けた検討
・香芝市地域公共交通運行計画策定に向けた検討
・香芝市地域公共交通活性化協議会の開催（5月・9月・12月・2月）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 縮小

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
香芝市地域公共交通運行計画策定に向けた検討及び調査を実施す
る。
【コストの方向性】
香芝市地域公共交通計画策定にかかる検討及び調査の結果を一部
活用することで、運行計画にかかる調査委託料を縮小する。

地域公共交通協議会事業 部局目標No.

5,671,000 5,671,000 0 60% 86

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

コミュニティバス運行管理事業 部局目標No.

42,845,000 35,680,000 7,165,000 75% 71

【成果の方向性】

【コストの方向性】

２項目に分けて箇条書きで記入。

※特に、「次年度の方向性」の自動判定結果と
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（期間：○○～○○）　

今年度
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（点/100点）

前年度
目標達成度

（％）
その他 備考今年度の事業実施内容（箇条書きで記入してください。）

・
・

単年・複数年 一般財源
(自動計算)

総合評価
（A～E）

事業ＣＤ 事務事業名 部局目標No.

予算額
＊当初予算

（内訳） 所管判断結果

成果の方向性

コストの方向性

自動判定結果

成果の方向性

コストの方向性

予算額
＊当初予算

（内訳）

一般財源
（自動計算）

その他

【成果の方向性】

【コストの方向性】

２項目に分けて箇条書きで記入。

※特に、「次年度の方向性」の自動判定結果と
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～ R 3
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～ R 2
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～ R
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4

～ R

～ R 3

～ R 2

社会福祉課

生活支援課

保健センター

生活安全課

危機管理室

市民協働課

商工振興課

児童福祉課

・定期的な運行事業者との協議を実施（月1回以上）
・予約可能件数の変更の実施（多くの人が利用しやすい環境を整える）
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の指示（定期的な消毒作業等）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

43,707,000 36,487,000 7,220,000

42,308,000 42,308,000

２市２町広域観光ルート整備推進事業
大和まほろば相撲連絡協議会事業
葛城地域観光協議会事業
観光案内看板の設置

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

観光情報発信事業 部局目標No.

4,118,000 2,218,000 1,900,000 78% 68 C

自動判定結果 所管判断結果

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
毎年実施するイベントはマンネリ化するので、リピーター及び新規来訪
者を増やす仕掛けが必要である。
【コストの方向性】
現状維持

968,000 968,000 0

【成果の方向性】
商工会や地元の商店、生産者等と連携を図り、観光に訪れた人の購
買意欲を高めることができるような商品作りや企画等を支援すること
で、観光と商工が一体となって経済効果を生み出す。
【コストの方向性】
コスト拡大と縮小の相殺により現状維持

3,831,000 2,531,000 1,300,000

岳のぼりの開催
香芝ウォークの開催
市外で行われる各種観光イベントへの参加

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

3,370,000 539,000 2,831,000
専門の相談員による消費生活に関する相談及び助言
消費生活安全のための啓発物品の作成

単年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

06270101 観光関係イベント事業 部局目標No.

968,000 968,000 83% 69 C

企業立地推進補助事業、産学連携促進補助事業、特許等取得支援補助事業、
設備投資促進事業、香芝みらい塾事業、かしば産業展事業、新規創業促進事
業、制度融資事業

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

06250301 消費生活安全事業 部局目標No.

3,283,000 541,000 2,742,000 100% 75 B

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
相談件数の増加や相談内容も多岐にわたるため、相談体制の更なる
充実や消費者行政啓発活動の推進に取り組む。
【コストの方向性】
出前講座の新規開催等による消費生活相談員の人件費が拡大。

06250105 商工振興事業 部局目標No.

54,564,000 54,364,000 200,000 71% 71 C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
地域資源を活用した新たな事業の創出や持続可能性の高い産業の創
業を推進するとともに、中小企業支援も充実させるため、各種補助金
を交付する。
【コストの方向性】
補助制度の需要については、事業者へのアンケート等で見極めてい
く。

36,400,000 36,277,000

243,739,000 237,221,000 6,518,000

40,921,000 34,884,000 6,037,000

13,449,000 6,192,000 7,257,000

9,776,000 9,093,000 683,000

658,626,000 126,617,000 532,009,000

112,334,000 61,814,000 50,520,000

18,164,000 9,833,000 8,331,000

30,466,000 29,125,000 1,341,000

82,346,000 80,736,000 1,610,000

22,310,000 7,850,098 14,459,902

4,831,000 1,628,000 3,203,000

28,814,000 8,212,000 20,602,000

4,904,000 1,784,000 3,120,000

54,000 54,000 0

12,643,000 12,643,000 0

282,000 282,000 0

84,181,000 84,180,000 1,000

123,000

7,676,000 7,676,000 0

407,000 407,000 0

3,101,000 2,956,000 145,000

2,738,000 2,738,000 0

73,899,000 70,003,000 3,896,000

9,900,000 9,900,000 0

1,505,000 1,505,000 0

2,200,000 2,200,000

06280101

06290102

06300102

06300104

06300301

06310102

06310104

05240301

05240303

05240306

03100503

02070101

02070201

02070203

06270102

02070401

・香芝市地域公共交通網形成計画策定に向けた検討
・運行経路の調査
・香芝市コミュニティバス再編の検討
・安全管理のため3か月点検と1年車検の実施
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の実施（定期的な消毒作業）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

C

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

42,845,000 35,680,000 7,165,000 75% 71

【成果の方向性】
現行維持

【コストの方向性】
現状維持

防災用品等備蓄事業 部局目標No.

5,540,000 5,540,000 92% 96

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

デマンド交通運行事業 部局目標No.

42,546,000 42,546,000 73% 71 C

自動判定結果 所管判断結果

・自主防災組織活動運営補助事業
・「防災週間（8/30～9/5）」における啓発事業（庁内における啓発パネルの設置）
・市民等に対する出前講座の実施事業
・感染症対策を踏まえた避難の考え方についての啓発事業
　（在宅避難・知人宅への避難・体調不良の場合の避難の留意点など）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、出前講座・防災訓練・イベ
ント等における啓発などの事業は実施方法の見直しを図る。
また、感染症対策を踏まえた避難の考え方（在宅避難・知人宅への避
難・体調不良の場合の避難の留意点など）について啓発を行ってい
く。

【コストの方向性】
現状維持

防災意識啓発事業 部局目標No.

1,505,000 1,505,000 100% 96

【成果の方向性】
「新型コロナウイルス感染症対策会議」の事務局として、決定された施
策の全庁周知や各種調整等を継続する。また、下水道課・土木課と連
携し、マンホールトイレ整備事業を継続する。（R１：設計、R2年度：五
位堂小学校工事、R3年度：下田小学校工事、R４年度：旭ヶ丘小学校
工事）

【コストの方向性】
現状維持

地域防災対策計画関連事業 部局目標No.

8,089,000 8,002,000 87,000 100% 96

・賞味期限を迎えた非常用食糧などの更新事業
・指定避難所となっている小中学校等との備蓄に関する調整事業
・感染症対策物品の整備事業

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】
災害時における消防団のより効果的な救助活動を図るため、「消火
用」の資機材と比較すると配備が進んでいない「救助用資機材」の整
備を継続して促進する。

【コストの方向性】
現状維持

消防団活性化事業 部局目標No.

59,984,000 3,218,000 56,766,000 67% 96

・新型コロナウイルス感染症対策事業
・国土強靭化地域計画策定事業
・マンホールトイレ整備事業

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】
次期男女共同参画プランを策定し、男女共同参画社会の実現を目指
す。
【コストの方向性】
次期男女共同参画プラン策定及び意識調査を行うため、コスト拡大

男女共同参画推進事業 部局目標No.

821,000 821,000 0 70% 84

・救助用資器材の整備
・１１/９「防火パレード」の実施
・消防団全体及び各分団における訓練の実施
・都市団長会等が実施する各種訓練等への参加

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

B

自動判定結果 所管判断結果

・「人権を考える」香芝市民集会開催
・人権啓発活動の実施

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

C

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
市民の人権意識の向上を目的に、人権啓発活動を引き続き実施す
る。
【コストの方向性】
現状維持

人権啓発事業 部局目標No.

2,994,000 2,849,000 145,000 75% 77

【成果の方向性】
今年度３自治会が香芝市自治連合会に加入するなど成果をあげてお
り、今後もさらなる自治会活動の活性化を図る。
【コストの方向性】
現状維持

自治会活動支援事業 部局目標No.

75,903,000 71,671,000 4,232,000 94% 88

男女共同参画プラン調
査支援業務委託料 予
算要求2,497千円、内示
1,000千円

・男女共同参画プラン推進事業
・女性の就職支援の実施
・男性の家庭・育児参画促進イベントの実施
・女性相談事業

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

C

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】
指定管理者と連携し、感染症対策にも留意したうえで、利用者数と稼
働率の現状維持を目指す。
【コストの方向性】
現状維持

地域交流センター管理・運営事業 部局目標No.

9,900,000 9,900,000 0 114% 79

・香芝市自治連合会事務局運営　　・自治会長謝礼金、自治会交付金の交付
・防犯灯整備補助金、消防施設整備補助金、有線放送設備補助金、自治連合会
補助金、集会所整備補助金、防犯カメラ整備補助金、無線放送設備設置補助金
の交付

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】
・まちづくり提案活動支援事業について、応募団体の増加や団体活動
の支援を目的としたセミナーを実施する。
【コストの方向性】
・感染症対策を徹底したふれあいフェスタを実施するため、コスト拡大

市民活動団体支援事業 部局目標No.

11,985,000 11,985,000 0 65% 79

・指定管理運営事業
複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

B

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】
・多文化共生施策の検討のため、在住外国人の支援ニーズの把握を
図る。
・CIRを活用し、国際交流事業を充実させる。
【コストの方向性】
・在住外国人の支援ニーズの調査を行うため、コスト拡大
・CIRを活用した国際交流事業を行うため、コスト拡大

文化・国際交流活動事業 部局目標No.

43,000 43,000 0 116% 73

・まちづくり提案活動支援事業補助金の交付
・ふれあいフェスタ、冬彩、香芝検定実施に係る負担金の交付

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 拡大

C

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】
指定管理者と連携し、感染症対策にも留意したうえで、利用者数と稼
働率の減少に歯止めをかける。
【コストの方向性】
施設の老朽化が進んでいるため、計画的な大規模改修を行い、長寿
命化を図る。

文化施設管理・運営事業 部局目標No.

220,107,000 219,988,269 118,731 82% 77

・国際交流イベントの実施
複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

B

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】　新型コロナウイルス感染症予防を講じながら利用者
が利用しやすいように環境を整える。育児不安を抱えている保護者の
相談体制を強化する。
【コストの方向性】　育児コーディネーターの配置時間の増加によりコス
トが増加及び新型コロナウイルス感染防止対策の消毒液等の消耗品
費が必要のため。

地域子育て支援拠点事業 部局目標No.

21,749,000 6,213,000 15,536,000 93% 91

文セン設計委託料
20,000千円を見込んで
いたが、R4年度に基本
設計を行うこととなっ
た。

・指定管理運営事業
・文化施設整備工事

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

B

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】　児童虐待のリスクの高い家庭に対して出産後早期
に養育支援訪問、保護者へ寄り添い型の継続した支援を行い、児童
虐待の発生予防・早期発見に努める。また家事支援が必要な家庭に
対しては、訪問支援員が支援をする。
【コストの方向性】　　コストは現状維持で事業を実施する。

こんにちは赤ちゃん事業 部局目標No.

5,061,000 1,959,000 3,102,000 96% 87

ふるさとまちづくり基金
28,000円
広陵町より
339,922円　　含む

市内4カ所で実施する。
年6回親子行事実施する。
つどいの広場委託業者と情報交換会を年10回開催する。
4ヶ月児健診にて、つどいの広場事業を個別にPRをする。（約650人）

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

A

自動判定結果 所管判断結果

【成果の方向性】　引き続き、ひとり親家庭の自立支援業務を行う。
【コストの方向性】　コストは現状維持で事業を実施する。

ひとり親家庭相談・支援事業 部局目標No.

27,029,000 6,578,000 20,451,000 93% 83

乳児のいるすべての家庭を助産師が家庭訪問をする。
家庭訪問にて、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、母子の心身の状況や養育
環境等の把握及び助言を行う。
支援が必要な家庭に対し適切なサービスの提供に繋げる。

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果

所管判断結果05240309 家庭児童相談・支援事業 部局目標No.

2,117,000 894,000 1,223,000 92%

負担金13,000円含む

高等職業訓練促進給付金（新規2人を含む6人）
自立支援教育訓練給付金（1人）
自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定（1人）
自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｱﾌﾀｰｹｱ事業（2人）・母子生活支援施設入所措置（2世帯）

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

A

自動判定結果 所管判断結果

05240314 子育て支援計画事業 部局目標No.

54,000 54,000 0 100%

【成果の方向性】　子ども家庭総合支援拠点の支援体制構築と更なる
充実を図る。要保護児童対策地域協議会を活用し児童虐待の発生予
防と早期発見に努める。
【コストの方向性】　要保護児童等のシステム導入により大幅なコスト
が必要である。システム導入により、削減された時間を、要保護児童
の支援に活用する。

負担金258,000円含む

・児童虐待防止啓発の実施（児童虐待予防月間に啓発グッズ配付（職員、公共でのオレンジリボンキャンペーン実施、市内の保育
所等にチラシ等を配布、支援者に向けた児童虐待に関する研修の実施（民生委員1回以上、教職員1回））　・児童虐待･家庭児童
の電話･窓口相談（随時）　・要保護児童対策地域協議会の運営（代表者会議（１回）、実務者会議（16回予定も）、受理会議（課内
で随時）、支援検討会議（毎週1回、関係要対協構成機関における支援検討会議）、個別ケース検討会議（適宜）開催）
・経済的に困難な妊産婦に対し助産施設への入所措置（随時対応）　・一時的に養育困難となった児童の児童養護施設への短期
入所措置（随時対応）　・ファミリー・サポート・センター事業の整備と周知。

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

80 A

自動判定結果

地域福祉推進事業 部局目標No.

12,581,000 12,581,000 96%

【成果の方向性】　子ども・子育て会議にて、計画の達成状況の点検を
行い、施策の改善に繋げていく。
【コストの方向性】　来年度も年１回の子ども・子育て会議を行うため、
現状維持。

・子ども・子育て会議を令和３年１月に開催予定。
・計画の達成状況の点検を行い、施策の改善に繋げていく。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

94 A

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

369,006,000 369,006,000 90%

【成果の方向性】
Ｒ3年度から第3期地域福祉計画をスタートさせ、地域福祉を進展さ
せ、地域共生社会の実現にむけて取り組んでいく。
【コストの方向性】
社会福祉協議会への補助金の増（人員増のため）、第3期地域福祉計
画の策定終了に伴い委託料は減となるが、事業の方向性に変わりは
ない。

・社会福祉協議会と連携し、地域福祉推進団体の設置推進を図る
・市民のボランティア活動の推進（ボランティアセンターの運営委託）
・日本赤十字活動への補助

複数年度 現状維持 現状維持

縮小 現状維持

68 B

自動判定結果 所管判断結果04130101

115,087,000 66,797,000 48,290,000 94%

【成果の方向性】
総合福祉センター工事期間中のため管理運営事業（屯鶴峯温泉、貸
室 等）はいったん休止となる。工事完了後（R4年度以降）再開予定。
【コストの方向性】
総合福祉センター中規模修繕のR2年10月着工により、コストは前年度
と比べて大幅に増加するが、R1年度の設計に基づくものであり計画ど
おり。

・総合福祉センター及び屯鶴峰温泉の管理運営（貸室業務・会議室等の有効活
用等）　　　　・総合福祉センター設備不良個所等の改修
・総合福祉センター中規模修繕工事監理

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

62 C

自動判定結果 所管判断結果04130201 総合福祉センター管理運営事業

9,061,000 5,486,000 68%

【成果の方向性】 現状維持
【コストの方向性】 左記に示した事業のうち、精神障害者保健福祉手
帳所持者数がH30からR1にかけての増加率ほど伸びはないものの、
数値は増加しているところから、精神障害者医療費助成等の扶助費
の増加が見込まれる。一方で他の事業はほぼ横ばいで推移する見込
み。

・移動支援事業、日中一時支援事業、日常生活用具の給付事業
・聴覚障がいのある方のコミュニケーション支援としての手話通訳・要約筆記者の
派遣事業
・精神障障害者保健福祉手帳１、２級所持者に対する医療費助成事業

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

79 B

自動判定結果 所管判断結果04170103 地域生活支援事業 部局目標No.

3,552,000 115%

【成果の方向性】
・引き続き、困窮者の支援を行い、就労に繋げていけるよう努める。

【コストの方向性】
・新型コロナウイルス感染症の影響で、住居確保給付金の支給も増加
している。今後においても増加が見込まれる。
・生活保護システム改修による増額。（検討中）

・相談窓口の開設（月～金曜日8：30～17：15）
・生活困窮者の就労支援（履歴書作成支援、面接対応支援　等）
・生活困窮者の就労準備支援（職場見学、就労体験　等）
・生活保護受給者の就労支援（履歴書作成支援、面接対応支援　等）
・生活困窮者に対する住居確保給付金の支給（家賃の助成　等）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 拡大

86 C

自動判定結果 所管判断結果04180101 自立支援促進事業 部局目標No.

14,547,000

100%

【成果の方向性】　新型コロナウイルス蔓延防止のため、コロナ検査セ
ンターにてPCR検査実施の為、拡充。
【コストの方向性】　上記拡充内容によりコストは拡大。・「葛城地区病院群輪番制運営協議会」に構成市町村として負担金及び事務費を

担う。・香芝市医師会総会の開催・保健センター施設維持管理運営・骨髄ドナー
支援事業

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

93 A

自動判定結果 所管判断結果04140101 医療体制充実事業 部局目標No.

24,141,000 20,589,000

【成果の方向性】　妊婦歯科検診を個別検診で実施する。また、妊婦
健診補助券1枚（2500円分）追加し全10万円分の補助券に拡充。訪問
や乳幼児健診等母子保健事業については、計画通り実施する。
【コストの方向性】　上記拡充内容に伴いコストは拡大。

・乳幼児健診を通じて疾病・虐待の早期発見及び子育て支援を行う。
・妊娠届出で専門職が面接を実施し、個別計画作成や母子健康手帳及び妊婦健
診補助券交付を行う。
・専門職が電話支援や訪問等を実施し、育児不安の軽減、虐待の早期発見、子
育て支援に努める。

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

95 A

自動判定結果 所管判断結果04150101 母子保健事業 部局目標No.

75,360,000 73,663,000 1,697,000

【成果の方向性】　引き続き、予防接種事業を実施。現在積極的な勧
奨を差し控えている子宮頸がん予防ワクチン予防接種について、個人
通知にて情報提供をするよう厚生労働省から勧告があり、R3年度より
対象者に個人通知を実施。それに伴い、接種率が上昇すると考えられ
る。
【コストの方向性】　接種者数の増減によりコストに変動はあるが、方
向性に変わりはない。

・定期予防接種の接種勧奨と確認を行い、受診率の向上を図る。
・成人男性の風しん抗体検査および陰性者の予防接種の勧奨に努める。
・感染症の流行状態等を把握し、正確な情報の提供を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

92 A

自動判定結果 所管判断結果04150201 予防接種事業 部局目標No.

242,589,000 234,303,000 8,286,000 108%

【成果の方向性】　引き続き、各種検診事業を行うが、新型コロナウイ
ルス感染症予防のため集団がん検診の回数や定員を少なくしている
ことで、個別がん検診の受診者数が増加することが予想される。
また、計画期間終了に伴い、健康増進計画の策定（法定義務）を行
う。
【コストの方向性】　受診者数の増減によりコストに変動はあるが、事
業の方向性に変わりはない。（新型コロナウイルス感染予防対策のた

・健康診査事業（胃・肺・乳・子宮・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、生活習慣
病健康診査等）
・健康づくり推進事業（禁煙・食育・歯周病等）
・地区組織支援活動事業（ボランティア活動支援等）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

92 B

自動判定結果 所管判断結果04150301 健康づくり事業 部局目標No.

35,919,000 33,197,000 2,722,000 78%

・自殺予防対策事業（香芝市自殺対策計画の進捗管理、自殺対策連携会議（庁内1回、庁
内外1回）、ゲートキーパー養成講座・研修、心の健康講演会、相談先や相談の必要性に
ついての周知啓発等）
・臨床心理事業（心の健康相談室でのカウンセリング、心理検査、発達相談、集団ピアカウ
ンセリング等）

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

92 A

自動判定結果 所管判断結果04150309 精神保健事業 部局目標No.

13,080,000 6,038,000 7,042,000 92%

【成果の方向性】　各事業継続して実施。加えて、自殺予防の啓発の
ため市内中学４校の生徒に対し、命に関する教育を行い、SOSの出し
方や相談先を周知するためのリーフレット等を行う。
【コストの方向性】　上記拡充事業のリーフレット購入費用を増額。※
自殺対策強化補助金の補助率２／３見込み。
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介護福祉課

国保医療課

保険料収納課

都市計画課

土木課

農政土木管理課

教育総務課

06260108 地産地消推進事業 部局目標No.

98 A

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
引き続き、自給率向上事業を継続していく。
次世代の担い手と農地の確保が課題である。
【コストの方向性】
地産地消を推進するため、継続して事業を行う。

・国の経営所得安定化対策を活用し、水田での野菜等の栽培を推進することで、
学校給食や保育所給食に出荷できる農作物を創出する。
・かしば香るみその担い手の育成と安定供給を目指す。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

・市内の狭あいな道路の整備を促進する。 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

03120204 道路新設改良事業 部局目標No.

228,991,000 72,941,000 156,050,000 90 A

自動判定結果 所管判断結果
【成果の方向性】
用地取得および用地取得箇所の工事を進める。

【コストの方向性】
国庫補助金を最大限に活用できるよう事業を進める。

・JR香芝駅バリアフリー化事業の実施
・バリアフリー教室の実施

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

224,233,000 51,233,000 173,000,000

0 0

20,000,000 3,200,000 16,800,000

104,000,000 5,200,000 98,800,000

4,000,000 4,000,000 0

103,356,000 28,910,000 74,446,000

81,100,000 33,200,000 47,900,000

10,000,000 500,000 9,500,000

151,603,000 81,169,000 70,434,000

24,800,000 9,160,000 15,640,000

1,000,000 1,000,000 0

910,000 910,000 0

6,000 6,000

546,709,000 35,709,000 511,000,000

216,000,000 82,100,000 133,900,000

38,000,000 12,740,000 25,260,000

113,000 3,000 110,000

3,534,000 1,118,000 2,416,000

2,158,000 1,158,000 1,000,000

32,893,000 8,693,000 24,200,000

1,191,000 1,191,000 0

76,481,000 15,329,000 61,152,000

6,187,000 6,187,000

71,924,000 71,924,000

9,334,000 8,350,000 984,000

730,000 730,000 0

1,734,000 348,000 1,386,000

18,250,000 16,455,000 1,795,000

143,520,000 18,495,000 125,025,000

自動判定結果 所管判断結果04160101 介護保険給付適正化事業 部局目標No.

4,750,000 593,750 4,156,250 133%

所管判断結果04160203 生きがい対策事業 部局目標No.

17,116,000 15,217,000 1,899,000 97%

【成果の方向性】　システム導入により、ケアプランチェックの実
施数を増やすとともに、不適切な給付を点検し、給付費総額の軽
減を図る。
【コストの方向性】　適正化システムを導入したため、予算は減額
となるが、総給付費においても削減と事務の効率化が期待でき
る。

・ケアプラン点検（２００件）　　　　・認定調査票の点検（認定件数）
・医療介護の突合・縦覧点検（毎月分）
・給付費通知（介護サービス利用者にたいして年２回）
・実地指導（２０事業所）　　　　　・住宅改修・福祉用具の点検

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 現状維持

74 B

04160301 介護予防・日常生活支援総合事業 部局目標No.

119,294,000 14,911,750 104,382,250 86%

【成果の方向性】　例年続けてきている敬老事業であり、高齢社
会において対象者も増加しており、事業の縮小は難しいと考えら
れる。次年度は、健康に関する啓発を介護予防・日常生活支援
総合事業に絡めて事業を行うことを検討している。
【コストの方向性】　現状規模のコストが必要。

・老人クラブ助成事業（①老人クラブ活動助成金　②健康づくり・介護予防支援事
業補助金　③地域支え合い事業補助金　④老人クラブ活動事業補助金）
・敬老事業（①敬老会開催　②米寿・新百歳・最長寿者記念品）
・養護老人ホーム入所措置

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

73 B

自動判定結果

包括的・任意事業 部局目標No.

57,465,000 11,077,013 46,387,987 87%

【成果の方向性】　国で定められた基本メニュー。後期高齢者の増加により、訪
問型、通所型サービスの利用者の増加も必至であり、引き続き事業を実施。
【コストの方向性】　高齢化率は増加しているが、住民主体の介護予防につな
がる「通いの場」の立ち上げを推進し、中央・西・東地域包括支援センターが
各々で介護予防事業を展開することで、総合事業に係る費用の削減を目指し、
コスト面では現状維持が妥当である。

 ①介護予防・生活支援サービス事業（第１号訪問事業・通所事業・短期集中予防
ｻｰﾋﾞｽC）②介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄＡ・Ｃ）③一般介護予防事
業（住民主体の通いの場の拡充・転倒骨折予防教室・フレイル予防教室・口腔機
能向上、栄養改善教室）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

88 B

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

8,689,000 8,689,000 0 94%

【成果の方向性】　地域包括支援センターが令和２年度から３ヶ
所になったため、地域資源の整理や開発が活発となる。国で定
められた基本事業であり現状維持の事業展開が必至であり、令
和３年度は認知症総合支援事業の充実を図る。
【コストの方向性】　包括的・任意事業全体としては、前年度と同
様規模のコストが必要。

①総合相談事業、②権利擁護事業（高齢者虐待対応）、③包括的・継続的ケアマネジメント
事業、④任意事業（家族介護教室、認知症サポーター養成、緊急通報体制運営事業）⑤在
宅医療・介護連携推進事業（在宅医療介護連携推進会議・研修）⑥生活支援体制整備事
業（協議体運営、見守り協力事業者ネットワーク）⑦認知症総合支援事業⑧地域ケア会議
推進事業（自立支援型地域ケア会議・個別地域ケア会議）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

88 B

自動判定結果 所管判断結果04160302

75,714,000 11,980,000 63,734,000 80%

【成果の方向性】　本市の人口推計においても高齢化率の増加
が見込まれるため、介護予防支援利用者も増加する。
【コストの方向性】　介護予防支援利用者の増加に伴い、事業費
も若干、増加するものの方向性としては、現状維持が妥当と考え
る。

介護予防支援にかかるケアマネジメント（利用者宅訪問、アセスメント、サービス
計画原案作成、モニタリング）

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

84 A

自動判定結果 所管判断結果04160303 介護予防支援事業

10,014,000 967,000 118%

【成果の方向性】国民健康保険被保険者の生活習慣病の予防、疾病
の早期発見のため特定健診や特定保健指導、脳ドック等の受診率の
向上を図り、医療費の適正化に取り組む。
 【コストの方向性】香芝市の特定健診の受診率は年々増加している
が、国の目標値とは乖離がある。特定健診の受診者は未受診者に比
べ生活習慣病の医療費が低いため、引き続き受診費用負担の軽減を
図り、医療費の適正化を目指す。

・脳ドック・人間ドック受診費用助成・特定健診・特定保健指導実施
・特定健診、保健指導受診勧奨実施、重症化予防事業の実施
・データヘルス計画に基づ特定健診、保健指導を実施し、医療費分析を行い効果
検証を実施。

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

90 A

自動判定結果 所管判断結果04180301 医療費適正化事業 部局目標No.

0 98%

【成果の方向性】
現年度保険料のについては、早期の催告処理、口座振替の勧奨を引
き続き行い自主納付を推進していく。
【コストの方向性】
コールセンター業務等を委託から派遣へと令和2年10月より変更した
ことにより、コスト削減へと繋がった。

・夜間窓口、休日窓口を利用した納付相談。
・現年度保険料収納の滞納者に一斉催告書書の発送
・保険料コールセンターからの納期限後早期の電話催告。
・ペイジー口座振替受付サービスや口座勧奨通知による口座振替率の向上。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 縮小

83 A

自動判定結果 所管判断結果07370203 自主納付推進事業（保険料） 部局目標No.

10,981,000

102%

【成果の方向性】
奈良県徴収アドバイザー派遣事業を活用し、滞納整理適正化事務の
ノウハウを蓄積し事業を進めていく。
【コストの方向性】
事業の実施方法に変更なく、現状維持とする。

・短期保険証、切替通知書、催告書を用いた滞納者との折衝。
・夜間窓口を利用した納付相談。
・財産調査や実態調査等を行い、滞納者の現状を把握する。
・悪質滞納者への財産差押、執行停止及び不納欠損の適正処理。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

73 B

自動判定結果 所管判断結果07370206 滞納整理適正化事業（保険料） 部局目標No.

754,000 754,000

【成果の方向性】
事業用地（民有地残１筆）について、地権者と用地交渉を進める。ま
た、公園区域等に関する都市計画変更手続を進める。
【コストの方向性】
計画区域等の変更に伴う都市計画手続や具体的な整備方針の検討
を進めていく。

・総合公園事業用地（穴虫2811-1）取得に係る土地鑑定委託業務 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

86 A

自動判定結果 所管判断結果01030101 香芝総合公園整備事業 部局目標No.

451,000 451,000 0

【成果の方向性】
近年、違反広告物が減少していることから、違反広告物追放推進団体
の活動回数も減少している。今後、違反広告物が増加した場合に備
え、協力依頼を継続していく。
【コストの方向性】
違反広告物追放推進団体への協力依頼を継続していく。

・屋外広告物の新規、継続、撤去等許認可業務
・県と中和幹線沿道市町が連携し、中和幹線の良好な景観形成に向けた施策に
協働で取り組む。（県補助金活用等）
・違反広告物の簡易除却

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

80 C

自動判定結果 所管判断結果01040101 屋外広告物規制事業 部局目標No.

103,000 103,000 0 50%

【成果の方向性】
無料耐震診断事業、耐震改修工事補助事業、耐震シェルター設置工
事補助事業等の耐震化支援制度を周知し、木造住宅の耐震化率の向
上を図る。耐震改修工事補助事業について、総合支援メニューを活用
し、補助制度の拡充を行う。
【コストの方向性】国庫補助金を活用した事業実施に向け、広報誌・文
書等による耐震化啓発を行う。

・無料耐震診断事業、耐震改修工事補助事業
・ブロック塀等撤去工事補助事業
・耐震シェルター設置工事補助事業
・市民フォーラム「安全・安心　住宅耐震リフォームの講演会と相談会」

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

81 C

自動判定結果 所管判断結果02070501 住宅耐震化啓発支援事業 部局目標No.

3,510,000 885,000 2,625,000 40%

・管理不全の空き家所有者等に対し、所有者等の責務を周知するとともに、空き
家管理サービス、市場流通の促進を図る等の情報提供
・空き家の除却、利活用に要する経費の一部を補助
・納税通知書を活用した建物所有者等への情報提供

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

78 D

自動判定結果 所管判断結果03100105 空家等対策関係事業 部局目標No.

2,158,000 1,158,000 1,000,000 0%

【成果の方向性】
引き続き全ての建物所有者等に適正な管理について周知を図り、管
理不全空き家が解消されるよう働きかける。
【コストの方向性】
空き家の除却に要する経費の一部に補助を行っているが、要件であ
る不良住宅に当てはまる案件が少なく、国費対象ではない空き家を補
助対象とすることで市民の安全・安心の確保に努めていきたい。

88 A

【成果の方向性】
バリアフリー基本構想及び特定事業計画に基づきバリアフリー化を推
進していく。
【コストの方向性】
JR香芝駅のバリアフリー化事業に向けて、JRに対して補助金を交付
する。

01030301 街区公園・親水緑地整備事業 部局目標No.

0 0 100%

自動判定結果 所管判断結果03100201 バリアフリー推進事業 部局目標No.

9,627,000 2,727,000 6,900,000 92%

【成果の方向性】
国庫補助事業であり、市の財政負担を最小にするような事業の進め
方をする場合は、国の交付金に左右される。
【コストの方向性】
事業用地の取得がボトルネックとなっており、コストの増大が事業進捗
には直結しない。

・香芝市スポーツ公園（プール区域）において、造成工事を行う。
・地質調査、法面対策設計
・事業用地の交渉

複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

72 B

自動判定結果 所管判断結果01030102 香芝市スポーツ公園整備事業 部局目標No.

381,825,000 28,225,000 353,600,000 81%

浸水対策事業 部局目標No.

7,000,000 1,700,000 5,300,000 100%

【成果の方向性】
市内全域の公園・緑地の配置や地元要望等をふまえた中で、新たな
街区公園や親水緑地の整備箇所の検討を行う。
【コストの方向性】
次年度は設計・工事事業がないため、事業計画額としては縮小だが、
将来の整備に向け国庫補助金を最大限に活用できるよう事業を進め
る。

7,000,000 7,000,000 0

・今年度は設計・工事事業がないため、予算を計上していないが、将来の整備に
向け国庫補助金を最大限に活用できるよう事業を進める。

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

92 A

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

65,000,000 6,200,000 58,800,000 88%

【成果の方向性】
浸水地域の解消に向け、継続して現況調査や原因究明し、対策を行
う。
【コストの方向性】
近年頻発している集中豪雨等の異常気象に伴い増加している浸水危
険箇所について、対策の実施を継続して行う必要がある。

・市管理河川及び水路の浸水対策を行う。また、県管理河川に係る事業計画と
連携して浸水地域の解消を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

92 A

自動判定結果 所管判断結果02070601

104,000,000 5,200,000 98,800,000 100%

【成果の方向性】
畑地区のため池において、治水対策の工事を行う。
【コストの方向性】
今年度の詳細設計に引き続いて、国庫補助金および県補助金を最大
限に活用し、工事を実施する。

・瓦口地区の2箇所のため池において、治水対策の工事を行う。
・畑地区の3箇所のため池について、治水対策の詳細設計を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

97 A

自動判定結果 所管判断結果02070602 大和川流域総合治水対策事業

1,500,000 13,500,000 100%

成果の方向性】
今年度は補助金の配分状況により実施できなかったが、次年度は用
地取得を行う。
【コストの方向性】
国庫補助金を最大限に活用できるよう事業を進める。

・土地の価格算定を行い、地権者に対して用地取得交渉を行い、取得する。 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

83 A

自動判定結果 所管判断結果03100203 既存道路バリアフリー化事業 部局目標No.

336,400,000 86%

【成果の方向性】
今年度は鉄道事業者との協議に日数を要したことから実施できなかっ
たが、次年度は工事を行う。
【コストの方向性】
限られた広場空間であることを踏まえ、交通空間としての機能性を最
大限向上できるよう、鉄道事業者と連携して整備を進める。

・近鉄二上山駅前広場の整備に伴う用地取得および設計業務の委託を行う。 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

89 A

自動判定結果 所管判断結果03110301 駅周辺整備事業 部局目標No.

15,000,000

100%

【成果の方向性】
順調に成果が出ている。
【コストの方向性】
適切な費用対効果が得られている。

・尼寺関屋線および畑分川線（Ⅰ工区）の築造工事を実施する。
・尼寺関屋線および畑分川線（Ⅰ工区）の地権者に対して用地取得交渉を行い、
取得する。
・畑分川線の仮設工法検討業務を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

84 B

自動判定結果 所管判断結果03120102 主要幹線道路整備事業 部局目標No.

360,999,000 24,599,000

【成果の方向性】
年２回の草刈・剪定を行っているが、定期的な剪定等を実施できてい
ない箇所も多くある。
【コストの方向性】
年月が経ち生長しすぎた樹木の強剪定・伐採や、植え替えが必要であ
り、今後は費用が増加する。

・定期的な道路の草刈、街路樹の剪定、側溝等の清掃を行う。
・地域の美化活動に伴うゴミ、草等を改修する。

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

98 A

自動判定結果 所管判断結果01040201 街路美化推進事業 部局目標No.

36,500,000 36,500,000 100%

【成果の方向性】　年２回の草刈・剪定および、地元要望により臨時の
剪定・伐採を行っている。数年以上手入れがされていない樹木がほと
んどであり、多くの高木について間引きや剪定が必要である。
【コストの方向性】　手入れされていない樹木が非常に多いため、通常
の草刈・剪定に加えて、巨木の剪定が必要なため費用が増加する。ま
たトイレや遊具等の公園施設の長寿命化に伴う工事費が増加する。

・都市公園における樹木の剪定、遊具等の安全点検を定期的に行い、適切な維
持管理を行う。
・旭ケ丘近隣公園、観正山近隣公園のトイレについて、施設更新の工事を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

98 A

自動判定結果 所管判断結果01040204 都市公園維持管理補修事業 部局目標No.

113,687,000 84,687,000 29,000,000 100%

・市管理河川、水路の土砂あげ、河川敷の草刈り等を行う。
・市管理河川、水路の点検、維持補修工事を行う。
・市管理水路改修工事を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

98 A

自動判定結果 所管判断結果01040205 河川維持管理事業 部局目標No.

34,957,000 34,957,000 100%

60,823,000 60,343,000 480,000

自動判定結果 所管判断結果02090201 交通安全施設整備事業 部局目標No.

5,700,000 3,700,000 2,000,000 106%

【成果の方向性】　引き続き市管理河川・水路の草刈・土砂上げを行っ
ていく。関屋北（祇園荘）において、水路整備工事を行う。

【コストの方向性】　高齢化により、地元で対応できなくなった水路が増
加しており、浚渫回数・区間等の工夫は必要であるが、職員により対
処していくにも限界がある。水路整備の工事費が増加する。

32,277,000 8,477,000 23,800,000

4,000,000 3,000,000 1,000,000

所管判断結果03100204 歩道等バリアフリー化事業 部局目標No.

23,000,000 11,500,000 11,500,000 100%

【成果の方向性】
引き続き、交通安全対策プログラムおよび地元要望に基づき、区画線
等の設置・更新を行っていく。
【コストの方向性】
要望等について、計画的に整備を行っていく。交差点の安全点検によ
り選定した危険箇所の改良を行う。

・通学路安全対策プログラムに基づき、要対策箇所の整備を行う。 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

100 A

03120202 道路維持管理補修事業 部局目標No.

131,000,000 24,446,000 106,554,000 81%

【成果の方向性】
工事により段差解消や視覚障害者用誘導ブロックの設置により、歩道
のバリアフリー化を行う。
【コストの方向性】
誘導ブロックの設置にあたり、老朽化しているインターロッキング舗装
の更新が必要である。

・真美ヶ丘幹線の歩道について、バリアフリー化工事を行う。 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

98 A

自動判定結果

橋梁点検及び長寿命化修繕事業 部局目標No.

26,000,000 11,700,000 14,300,000 56%

【成果の方向性】
地元要望を中心に維持管理を行っているが、事後保全ではなく予防保
全型の維持管理が必要である。
【コストの方向性】
長期間更新していない舗装が多くあるため、維持管理費が増加する。
舗装修繕計画に沿って事業を推進していくには予算の確保が必用で
ある。

・道路の路面状況等について、定期的なパトロールを行うとともに、市民から寄せ
られた情報を元に補修を行い、道路機能の維持管理に努める。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

90 B

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

1,000,000 1,000,000 71%

【成果の方向性】　５年サイクルで橋梁212橋・大型カルバート1箇所・
歩道橋２橋の点検を行っている。2巡目の橋梁点検の実施を行うた
め。また、橋梁長寿命化対策事業として、橋梁修繕工事を行う。
【コストの方向性】　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、点検結果により
早急に修繕工事を実施する必要がある。

・橋梁長寿命化計画を基に、１巡目の点検結果でⅢ判定となった橋梁について、
修繕設計を行なう。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

92 C

自動判定結果 所管判断結果03120203

800,000 800,000 100%

【成果の方向性】
年間８０頭を目標にイノシシを、また４０頭を目標にアライグマを捕獲す
る。

【コストの方向性】
毎年捕獲実績があり、また目撃例や農作物被害が起きているため、罠
等による捕獲を継続する。

・香芝市有害鳥獣被害防止計画に基づき、香芝市有害鳥獣防止対策協議会でイ
ノシシ捕獲罠等の購入を行い、奈良県猟友会北葛城支部香芝地区の主導のも
と、イノシシによる農作物被害のある地域に罠等を設置し、有害鳥獣の捕獲を推
進する。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

97 B

自動判定結果 所管判断結果06260101 農産物鳥獣被害防止事業

6,000 107%

43%

【成果の方向性】
社会教育団体などに活躍の場を提供するため、引き続き、学校教育に
支障のない範囲内で学校施設の使用許可を行っていく。
【コストの方向性】
コストは現状維持（申請用紙を作成するための、用紙・トナー代）。

・学校教育に支障のない範囲内で、社会教育団体等に学校教育施設の使用許
可を行う。

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

73 B

自動判定結果 所管判断結果05190203 学校資源利用事業 部局目標No.

6,000

85%

【成果の方向性】
老朽化が激しく運営に支障が生じる設備の更新、施設整備など及び
真美ヶ丘東幼稚園の認定こども園化。
【コストの方向性】
真美ヶ丘東幼稚園の認定こども園化に向け、工事請負費の増加。

・真美ヶ丘東幼稚園下水道管路改修工事
・施設の老朽化に伴い、整備、改修を行い、安全な教育環境を提供する。

単年度 拡充 拡充

拡大or現状維持 拡大

77 D

自動判定結果 所管判断結果05200202 幼稚園・認定こども園施設整備事業 部局目標No.

8,173,000 8,173,000

【成果の方向性】
学校施設等長寿命化計画に基づき実施する改修及び点検などで判明
した老朽化が激しく運営に支障が生じる設備の更新、施設整備など。
【コストの方向性】
老朽化対応のための、設計委託料・工事請負費。R2年度より増額とな
るが、実施内容の違いによるものであり計画どおり。

・真美ヶ丘東・真美ヶ丘西小学校下水道管路改修工事、鎌田・真美ヶ丘西小学校受変電設備改修工事
・真美ヶ丘東小学校トイレ改修工事【Ⅱ期】（繰越明許：35,000,000円）
・配膳室空調設備設置工事及び設計業務（繰越明許：10,240,000円）
・ＩＣＴ教育環境整備業務（繰越明許：271,800,000円、6月補正44,144,000円）
・学校施設老朽化に伴い、整備、改修を行い、安全な教育環境を提供する。

単年度 現状維持 現状維持80 B

自動判定結果 所管判断結果05210205 小学校施設維持管理事業 部局目標No.

95,600,000 95,600,000
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85%

【成果の方向性】
学校施設等長寿命化計画に基づき実施する改修及び点検などで判明
した老朽化が激しく運営に支障が生じる設備の更新、施設整備など。
【コストの方向性】
老朽化対応のための、設計委託料・工事請負費。R2年度より増額とな
るが、実施内容の違いによるものであり計画どおり。

・真美ヶ丘東・真美ヶ丘西小学校下水道管路改修工事、鎌田・真美ヶ丘西小学校受変電設備改修工事
・真美ヶ丘東小学校トイレ改修工事【Ⅱ期】（繰越明許：35,000,000円）
・配膳室空調設備設置工事及び設計業務（繰越明許：10,240,000円）
・ＩＣＴ教育環境整備業務（繰越明許：271,800,000円、6月補正44,144,000円）
・学校施設老朽化に伴い、整備、改修を行い、安全な教育環境を提供する。 現状維持 現状維持

80 B95,600,000 95,600,000

【成果の方向性】
学校施設等長寿命化計画に基づき、トイレの洋式化工事を進める（R3
年度は香芝中学校の工事に着手）。また、老朽化が激しく運営に支障
が生じる設備の更新、施設整備など。
【コストの方向性】
香芝中学校トイレ改修工事設計に伴い、設計委託料・工事請負費が
増加するが、実施校の違いによるものであり計画どおり。

・香芝東中学校下水道管路改修工事
・香芝東中学校トイレ改修工事（繰越明許：90,000,000円）
・香芝西中学校トイレ改修工事【Ⅱ期】（繰越明許：36,000,000円）
・配膳室空調設備設置工事及び設計業務（繰越明許：13,320,000円）
・ＩＣＴ教育環境整備業務（繰越明許：119,200,000円、6月補正18,791,000円））
・学校施設老朽化に伴い、整備、改修を行い、安全な教育環境を提供する。

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

80 B

自動判定結果 所管判断結果05210206 中学校施設維持管理事業

・保育施設老朽化に伴い、整備、改修を行い、安全な保育環境を提供する。 単年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

77 B

自動判定結果 所管判断結果05240201 保育所施設整備事業 部局目標No.

学童保育所施設維持管理事業 部局目標No.

1,060,000 1,060,000 0%

部局目標No.

21,000,000 21,000,000 77%

【成果の方向性】
老朽化が激しく運営に支障が生じる設備の更新、施設整備など。

【コストの方向性】
老朽化対応のための、設計委託料・工事請負費。R2年度より増額とな
るが、実施内容の違いによるものであり計画どおり。

115%

【成果の方向性】
旭ケ丘幼稚園内設置学童保育所の旭ケ丘小学校空き教室への移
転。

【コストの方向性】
設計委託料の増加。

7,054,000 7,054,000 92%

・学童保育所施設の整備、改修を行い、安全な保育環境を提供する。
単年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

67 D

自動判定結果 所管判断結果05240502

所管判断結果05210202 教育相談支援事業 部局目標No.

2,037,000 1,048,000 989,000 61%

【成果の方向性】　授業実践及び研修を通じて得られた成果を踏まえ、
今後も質の高い授業を展開していく。また、児童生徒のニーズに合っ
た図書を充実させ、読書活動の効果を高める。外国語が教科化したこ
とに伴い、外国語指導助手の授業時数をより充実させる必要がある。
【コストの方向性】　上記事業実施のため、コストは拡大。

・スクールカウンセラーの配置
・学校と適応指導教室の連携・不登校児童生徒の入室率の向上
・ハートフレンド派遣

単年度 現状維持 拡充

自動判定結果 所管判断結果05210101 学力向上事業 部局目標No.

10,406,000 10,406,000 0
・ALT（外国語指導助手）の市内各小学校への派遣による外国語教育の充実
・図書室の蔵書冊数の充実、貸出システム活用による図書室稼働率の向上

単年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

74 B

05210203 特別支援教育推進事業 部局目標No.

18,027,000 15,772,000 2,255,000 91%

【成果の方向性】　さまざまな問題を抱えている児童生徒やその保護
者は増加傾向にあり、いずれの事業についても今後も継続していく必
要がある。
【コストの方向性】　相談は増加傾向にあり、カウンセリングの受入れ
は制限している状況である。一層の予算措置が必要である。

現状維持 拡大

87 C

自動判定結果

就学支援事業 部局目標No.

51,000,000 50,850,000 150,000 136%

【成果の方向性】　発達障害など何らかの障害があり、学校生活での
困難さを抱えている児童生徒数は増加している。すまいるノートの活
用や支援員の増員によって、成果は着実に伸びている。
【コストの方向性】　インクルーシブ教育の普及により、すまいるノート
の充実と、今後より重度な障害を抱える児童生徒のための支援が必
要となる。支援員の増員はせず、コスト増を抑えつつ、研修の実施等
により質の向上を目指す。

・特別支援教育支援員の配置
・香芝すまいるノート

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

87 A

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

1,336,000 1,336,000 0 86%

【成果の方向性】　引き続き制度の周知を徹底しつつ、認定の審査基
準を引き下げることにより、申請者数、認定者数の拡大を図る。
【コストの方向性】　予算規模を拡大し、審査基準や支給額を国基準と
同等にすることにより、義務教育の機会均等、就学の保障を図る。

・　香芝市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、各学校を通じて就
学援助制度の通知を行い、保護者からの申請をもとに審査をした上、認定者に
給食費や学用品費等の援助を行う。
・　支給は９月、１２月、３月の３回に分けて行う。

単年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

89 A

自動判定結果 所管判断結果05210208

63,400,000 63,305,000 95,000

1,190,000 1,190,000 0 175%

【成果の方向性】　これまでの各学校や学校教育課主催の研修を見直
し・上積みを図り、教職員と教育内容の質を高めていく。
【コストの方向性】　現状の予算を有効に活用できるようにこれまでの
執行や予算要望を精査していく。

・香芝市立小・中学校の校内研修の効率化・合理化を図り、内容の充実により質
の高い教育を目指す。指定研究事業の拡大により、各校・各研究グループの研
究内容を市内に発信・共有して、香芝市全体の教育の質の向上を目指す。

単年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

87 B

自動判定結果 所管判断結果05210301 教職員資質向上事業

28,821,000 102%

【成果の方向性】　引き続き、学校評議員制度から学校運営協議会制
度への円滑な移行を図る。また、持続可能で地域に開かれた香芝市
教育の日の在り方を目指し、各校の開催支援を行う。
【コストの方向性】　委員謝礼（委員数の増加）が増加するが、すべて
の学校が学校運営協議会制度へ移行することに伴うものであり、現状
維持と判断。

・学校が地域や家庭との連携を図り、それぞれが一体となって子どもの健やかな
育成を目指す。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

86 A

自動判定結果 所管判断結果05210302 開かれた学校づくり推進事業 部局目標No.

92%

【成果の方向性】
引き続き幼稚園、保育所、認定こども園の職員研修、交流研修を行う
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら慎重に進
める。
【コストの方向性】
正規職員と会計年度任用職員を当初予算通り配置し、予算通り事業
を行う。

・職員研修（年２０回）を行う
・幼稚園・保育所・認定こども園の交流研修（年７回）を行う。

複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

77 B

自動判定結果 所管判断結果05200101 人事・職員資質向上事業（就学前） 部局目標No.

28,821,000

100%

【成果の方向性】
経年劣化のため買い換える物品が多いが、統一を行い各施設共通で
使えるように進めていきたい。
【コストの方向性】
再編計画を見据え現状を維持しながら、購入計画に沿って備品等の
購入を行いたい。

・適切なクラス定員の設定・教諭の配置など、効率的な幼稚園運営の方法を検討
する。

複数年度 拡充 現状維持

拡大or現状維持 現状維持

69 B

自動判定結果 所管判断結果05200106 幼稚園・認定こども園運営事業 部局目標No.

41,631,000 41,631,000

【成果の方向性】
経年劣化のため買い換える物品が多いが、統一を行い各施設共通で
使えるように進めていきたい。
【コストの方向性】
再編計画を見据え現状を維持しながら、購入計画に沿って備品等の
購入を行いたい。

・適切なクラス定員の設定・保育士の配置など、効率的な保育所運営の方法を検
討する。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

78 B

自動判定結果 所管判断結果05240205 保育所運営事業 部局目標No.

46,320,000 46,320,000

【成果の方向性】
引き続き幼稚園、保育所、認定こども園の職員研修、交流研修を行う
が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら慎重に進
める。
【コストの方向性】
正規職員と会計年度任用職員を当初予算通り配置し、予算通り事業
を行う

・職員研修（年２０回）を行う
・幼稚園・保育所・認定こども園の交流研修（年７回）を行う。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

80 B

自動判定結果 所管判断結果05240207 人事・職員資質向上事業（保育環境） 部局目標No.

27,106,000 27,106,000 124%

【成果の方向性】
引き続き延長保育、預かり保育、病児保育を実施していく。
【コストの方向性】
現状維持を基本とするが、保育ニーズにあわせて柔軟な対応が必要
と考える。

・延長保育、預かり保育、病児保育を実施し、保育サービスを行う。 複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

90 A

自動判定結果 所管判断結果05240208 特別保育等補助事業 部局目標No.

202,088,000 202,088,000 94%

・保護者の就労等により、家庭での保育が困難な児童を対象に保育サービスを
行う。

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

92 A

自動判定結果 所管判断結果05240501 学童保育運営事業 部局目標No.

250,356,000 250,356,000 85%

自動判定結果 所管判断結果05190101 生涯学習関係団体育成事業 部局目標No.

1,594,000 1,594,000 0 94%

【成果の方向性】
引き続き指定管理者制度による適切な運営を実施する。
【コストの方向性】
待機児童対策として、民間学童保育所等の施設整備を行う。
※民間学童保育所「seika after school」「ハルナ保育園アフタースクー
ル」増設。

所管判断結果05190201 学校・地域パートナーシップ事業 部局目標No.

6,426,000 2,209,000 4,217,000 103%

【成果の方向性】
引き続き各団体の生涯学習活動の支援を行い、家庭教育学級は、学
級間や学級生同士のコミュニケーションの活性化につながる取組を実
施する。
【コストの方向性】
現状規模のコストを維持した中で、成果拡充の取組を進める。

・各団体への運営補助金の交付 複数年度 拡充 拡充

拡大or現状維持 現状維持

61 B

05220101 青少年体験交流推進事業 部局目標No.

5,503,000 5,503,000 0 95%

【成果の方向性】
地域コーディネーターの活動により、学校と地域の両方で子どもを育
てるとともに、地域住民にも充足感が持てるよう促進していく。
【コストの方向性】
コーディネーター謝礼は、コミュニティスクール関係用務を付加する意
向により、拡大を考えている。

県費補助金4,703(千円)
学校・地域パートナー
シップ補助金・コミュニティ協議会

・コーディネーター会議
・放課後子ども教室
・地域みらい塾

複数年度 拡充 拡充

拡大or現状維持 拡大

63 B

自動判定結果

青少年健全育成事業 部局目標No.

1,436,000 1,436,000 0 88%

【成果の方向性】
子どもフェティバルは、今後も継続して実行委員会で新たな催し物を検
討していきたい。成人式は、昨年から総合体育館で実施しているが、
実行委員会の意見をより反映させた心に残る式典を指向していく。
【コストの方向性】
現状規模のコストを維持した中で、成果拡充の取組を進める。

青少年センター除却工
事費3,500(千円)含む。

・成人式、年1回成人の日に開催
・青少年野外活動センター、5月～3月にかけ自然体験交流施設として開設
・子どもフェティバル、毎年11月第1日曜に開催
・青少年団体管外研修（バス借上）

複数年度 拡充 拡充

拡大or現状維持 現状維持

75 B

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

1,427,000 1,427,000 0 69%

【成果の方向性】
青少年の健全育成に資するべく、青少年指導員活動や見守り活動に
ついて地域の人的資源、社会資源等を活用し、また啓発活動を継続し
て行うことで住民意識のより一層の向上を図る。
【コストの方向性】
現状規模のコストで事業のバリエーションを模索する。

・青少年健全育成協議会 総会、合同研修会、市民集会、美化奉仕活動
・青少年指導員協議会 体験学習3回、子どもフェスティバル
・下校巡視(毎週、式)、祭礼巡視6回、夏・冬期夜間巡視(各2回)、県合同立入
・強調月間啓発活動 7月(青少年の非行・被害防止)、11月(子ども・若者育成支
援)

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

78 B

自動判定結果 所管判断結果05220201

45,136,000 42,136,000 3,000,000 100%

【成果の方向性】
市民公開講座については、次年度から技能を持つ市民を講師に、
ワークショップ形式の子ども向け講座を開催し、市民と作る生涯学習
講座を目指す。また、第2次香芝市生涯学習推進基本計画終了に伴
い、第3次計画の策定を行う。
【コストの方向性】
主に計画の策定に伴う委託料等の増加。

生涯学習推進基本計
画策定事業費1,833(千
円)含む・市民公開講座、毎年度10～11月に4回開催

・生涯学習講演会、12月に年1回開催
・美術展覧会、毎年度11月開催
・社会教育委員

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

75 C

自動判定結果 所管判断結果05230101 生涯学習機会提供事業

3,990,000 0 65%

【成果の方向性】
公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するべく、年２
回審議会を実施する。また、活動支援を通じて、人と人、人と地域が繋
がる事業を展開し、若年層の利用も促進する。
【コストの方向性】
事業の成果を維持するためには、現状規模のコストが必要と考えてい
る。

指定管理者光熱水費
負担金3,000(千円)

・公民館運営審議会委員 複数年度 現状維持 現状維持

縮小 現状維持

69 B

自動判定結果 所管判断結果05230403 公民館維持運営事業 部局目標No.

131,000 121%

【成果の方向性】
スポーツイベントについては、スポーツ推進委員等を絡めて市民のス
ポーツ活動促進を図っていきたいと考えている。
【コストの方向性】
現状維持で考えている。

・スポーツ推進委員
・市町村対抗子ども駅伝
・ニューポーツデー

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

69 C

自動判定結果 所管判断結果05230704 スポーツ活動支援事業 部局目標No.

3,990,000

97%

【成果の方向性】
観覧者数や事業参加者数は、年々増加傾向にある。市民に地域の魅
力ある歴史資源を活用した質の高い生涯学習の機会を提供していき
たい。また、五位堂鋳物師遺品文化財の調査を進める。
【コストの方向性】
現状維持

その他雑入(ワーク
ショップ事業収入、博物
館実習費)130(千円)・企画展示

・スポット展示
・公開講演会
・市民の歴史講座

複数年度 拡充 拡充

拡大or現状維持 現状維持

72 B

自動判定結果 所管判断結果06320101 博物館活性化事業 部局目標No.

7,807,000 7,676,000

【成果の方向性】
文化資源の普及啓発と保存のための事業を積極的に開催する。ま
た、葛城修験日本遺産をPRし、活用事業を進める。
【コストの方向性】
現状維持

県費補助金(文化資源
活用補助金)

・文化財保護審議会
・諮問物件調査
・文化財防火デー（防火訓練）
・文化財巡視

複数年度 現状維持 拡充

現状維持 現状維持

82 A

自動判定結果 所管判断結果06320301 文化財保護啓発事業 部局目標No.

2,606,000 2,446,000 160,000

【成果の方向性】
電子図書館や郵送・施設との連携等による資料の提供で、来館による
直接的な利用が困難な人への図書館サービスの展開を図る。
【コストの方向性】
現在の図書館サービスのレベルは維持しながら、電子図書館の基盤
の整備を行う。

・ニーズを把握した選書と蔵書更新
・収集資料の閲覧、貸出、コピー等での提供とレファレンスの実施
・電子図書館の運営
・来館が困難な方への郵送等による資料の提供

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

67 B

自動判定結果 所管判断結果05230501 図書館資料提供事業 部局目標No.

36,343,000 36,343,000 93%

【成果の方向性】
学校等と連携した取組みの実施で、読書環境の整備や読書意欲の喚
起を行うとともに、ICTを活用した取組みを進める。
【コストの方向性】
学校等の連携先の状況にあわせて、支援事業の内容の精査を行うこ
とで、より効果的な事業の実施に努める。

・おはなし会等の定例行事、子ども対象やボランティア育成等の事業の実施
・学校等の関係機関との連携による団体貸出、巡回文庫、学級訪問等の搬送・
訪問事業及び読書啓発活動の実施
・季節やテーマに応じた図書の特集展示

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

71 B

自動判定結果 所管判断結果05230502 子どもの読書活動推進事業 部局目標No.

121,000 121,000 92%

・資料展示
・ライブラリーゼミ（図書館講座）、万葉絵合わせかるた関連事業の開催
・他部署との連携によるパネル展示等の実施
・ホームページやSNS等での情報提供

複数年度 拡充 拡充

拡大or現状維持 現状維持

60 B

自動判定結果 所管判断結果05230503 図書館利用促進事業 部局目標No.

76,000 76,000 102%

自動判定結果 所管判断結果01050301 経営健全化事業 部局目標No.

########## ########## 99%

【成果の方向性】
他部署・市民団体等との連携による事業やホームページ・SNS等によ
る情報提供を強化する。
【コストの方向性】
図書館から様々な情報を提供していく際、市や図書館のホームペー
ジ・フェイスブックを活用する等により、できるかぎり効率化を行う。

所管判断結果01050302 業務委託適正化事業 部局目標No.

52,715,000 52,715,000 100%

【成果の方向性】
・健全な企業経営を目指す。コストに反映されない業務も含め、水道事
業の健全化を進めていく。
【コストの方向性】
・今後も技術継承のため若手育成が必須であり、直ちに人件費を削減
することは難しいが、コスト削減の可能性について検討していく。

・経営戦略策定業務
・検針方法変更等に係る業務
・経理事務の効率化（支払業務等）
・県域水道一体化の検討に係る業務

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

75 B

01050303 お客さまサービス向上事業 部局目標No.

46,000 46,000 100%

【成果の方向性】
・料金オープンシステム導入に伴う最適な委託内容及び職員体制を目
指す。
【コストの方向性】
・契約範囲内での内容の最適化・充実を図る。料金システムオープン
化に伴い委託可能となる業務を増やし、委託料と人件費のコストバラ
ンスを図る。

・滞納者に関する情報共有及び対応に係る委託業者との協議（年18回）
・検針及び開閉栓等業務委託等の仕様書検討に係る業務
・料金オープンシステム導入に係る業務

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

75 B

自動判定結果

管末水道水質管理事業 部局目標No.

440,000 440,000 100%

【成果の方向性】
・お客様サービスの改善・充実についての情報収集・検討に努める。

【コストの方向性】
・費用対効果を重視し、お客様サービスの改善に取り組む。

・来庁及び電話応対時でのペイジー利用案内
・キャッシュレス決済の検討に係る業務

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

77 B

自動判定結果 所管判断結果

部局目標No.

13,200,000 13,200,000 101%

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

・全項目・定期水質検査
・項目指定水質検査
・管理目標設定項目・鉛水質検査

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

82 A

自動判定結果 所管判断結果01050101

509,989,000 509,989,000 101%

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

・配水管・給水管漏水修理
・消火栓修理

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

79 B

自動判定結果 所管判断結果01050102 漏水防止対策事業

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

90 A

自動判定結果 所管判断結果01050201 水道施設耐震化及び管路更新事業 部局目標No.



担当所管

次年度の方向性の内容 次年度の事業額（円）事務事業の概要 今年度の事業経費（円） 事務事業の定量評価（自動入力） 次年度の方向性

（期間：○○～○○）　

今年度
評価点数

（点/100点）

前年度
目標達成度

（％）
その他 備考今年度の事業実施内容（箇条書きで記入してください。）

・
・

単年・複数年 一般財源
(自動計算)

総合評価
（A～E）

事業ＣＤ 事務事業名 部局目標No.

予算額
＊当初予算

（内訳） 所管判断結果

成果の方向性

コストの方向性

自動判定結果

成果の方向性

コストの方向性

予算額
＊当初予算

（内訳）

一般財源
（自動計算）

その他

【成果の方向性】

【コストの方向性】

２項目に分けて箇条書きで記入。

※特に、「次年度の方向性」の自動判定結果と

～ R

4

～ R

～ R 2

～ R 2

～ R 2

～ R 2

工務課

下水道課

429,194,000 413,194,000 16,000,000

1,370,000 685,000 685,000

0

542,423,000 541,923,000 500,000

0

1,232,000,000 36,000,000 ##########

509,989,000 509,989,000 101%

1,006,500 87%

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

・配水管布設替
・鉛製給水管布設替

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

90 A

########## 100%

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

・非常用給水袋購入
・応急給水施設及び連絡管の点検・確認
・応急給水用品・資機材等の整備・管理

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

81 B

自動判定結果 所管判断結果01050202 応急給水施設資機材管理事業 部局目標No.

1,006,500

100%

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

五位堂・北今市・鎌田・別所・良福寺・上中・逢坂・穴虫・高・今泉・畑・瓦口地内に
おいて下水道管渠約6.5kmの整備を実施

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

94 A

自動判定結果 所管判断結果01060101 公共下水道管渠整備事業 部局目標No.

##########

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

公共下水道を使用している飲食店等の事業所への調査・啓発について、５０箇所
を目標に実施する。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

83 A

自動判定結果 所管判断結果01060102 下水道維持管理事業 部局目標No.

372,647,000 351,647,000 21,000,000

【成果の方向性】
現状維持

【コストの方向性】
現状維持

公共下水道未接続者への普及啓発を専門に行う「下水道接続推進員」を雇用
し、前年度啓発数(1,８５８件）を維持するよう実施する。

複数年度 現状維持 現状維持

現状維持 現状維持

87 A

自動判定結果 所管判断結果01060106 水洗化促進事業 部局目標No.

1,362,000 681,000 681,000 96%

【成果の方向性】
今年度以上に適切な施設の保全管理の拡充をする。
【コストの方向性】
下水道の蓋に加え雨水の蓋の更新を、R3年度より実施することから、
事業費が増大

令和２年度補正予算に
て100,000,000円を前倒
し西真美地内において管渠更生約0.24km、旭ヶ丘・真美ヶ丘・西真美・瓦口地内に

おいてマンホール蓋取替え20１個を実施
複数年度 現状維持 拡充

現状維持 拡大

87 A

自動判定結果 所管判断結果01060201 長寿命化下水道事業 部局目標No.

70,000,000 70,000,000 100%


