
 

 

 
 
 

 
 

 

 

提 言 書 
～平成 31 年度予算編成に向けて～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１０月１０日 

 

藤枝市議会決算特別委員会 
 

 



はじめに 

 

 平成 29 年度藤枝市一般会計歳入歳出決算を認定するにあたり、11 名の委員で構成

する決算特別委員会で、4 日間にわたる審査を行い、全会一致で認定すべきものと決

定した。 

 平成 29 年度予算は、「選ばれるまち ふじえだ」づくりを目指し、４つの重点方針

と 4つの重点戦略からなる 500 億円を超える過去最大規模となった。そのことを踏ま

え、委員は、市民生活に密着した予算の執行、市債残高の減少などについて慎重な審

査を重ねた。 

 併せて 1077 に上る事業に対する市職員の評価を記載した「全事業総点検シート」

をはじめ、当委員会で決定した 26 事業に対する当局の評価と課題を記載した調書な

どの書類の提出を求め、決算審査の大きな意義である行政効果、経済効果を測定する

役割を果たすことが出来たことは大いに感謝する次第である。 

 全委員が一致した認識で作成した 17 事業に対する提言を、平成 31 年度予算編成に

生かされるよう強く求めるものである。 
 なお、編成にあたり、委員会として、以下の意見を添えて提言する。 

 

＜意見＞ 

・「指定管理者選定委員会」と評価する「公の施設はつらつ運営委員会」の委員は同

一でなく、他の委員による評価にするよう求める。 

 

・経済的な支援を行いながら、他市に誇れるべく「交通安全日本一のまち」であるた

め、自転車保険の義務化について研究を求める。 

 

・介護福祉人材、とくに発達支援にかかわる専門資格を有している人材の確保を図り、

定着できる工夫を求める。 

 

・男女共同参画推進センターの運営組織について、運営協議会をやめる方向で今年度

中に結論を出すよう求める。 

 

・部長政策費について、制度創設の目的に従い執行するよう求める。 

 

平成３０年１０月１０日 

 

藤枝市議会決算特別委員会 

 

委員長 石井通春   副委員長 多田 晃    委員 八木 勝  

委員  増田克彦   委員   遠藤久仁雄   委員 深津寧子  

委員  鈴木岳幸   委員   山根 一    委員 西原明美   

委員  大石保幸   委員   植田裕明 



平成２９年度事業評価決算審査用調書

№ 全事業№ 部名 課名 事業名

1 10 総務部 総務課 非核平和推進事業費

2 53 危機管理センター 地域防災課 感震ブレーカー等設置推進事業費

3 87 総務部 選挙管理委員会 若年層投票率向上啓発事業費

4 200 スポーツ・文化局 スポーツ振興課 東京オリンピック・パラリンピック合宿等誘致推進事業費

5 229 スポーツ・文化局 街道・文化課 子ども合唱アカデミー推進事業費

6 259 市民文化部 交通安全対策室 交通安全日本一推進事業費

7 279 健康福祉部 自立支援課 難病患者介護家族リフレッシュ事業費

8 327 健康福祉部 自立支援課 学習チャレンジ支援事業費

9 335 健康福祉部 自立支援課 放課後等デイサービス給付費

10 431 健やか推進局 健康推進課 特定不妊治療助成費

11 447 健やか推進局 健康推進課 胃がん検診ほか

12 539 商業観光局 商業観光課 ＵＩＪターン就職促進事業費

13 546 商業観光局 商業観光課
H29　空き店舗開業支援事業
（H30　空き店舗等開業支援事業）

14 617 産業振興部 農林課 有害鳥獣捕獲事業費

15 651 商業観光局 中山間地域活性化推進課 空き家バンク推進事業費

16 739 基盤整備局 道路課 くらしの道緊急修繕事業費

17 815 都市建設部 公共交通政策室 自主運行バス等運行事業費



№ 10 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

10名の中学生を長崎市平和祈念式典に派遣し、その体験をもとに、本市の戦没者追
悼・平和祈念式典や学校での集会の際に、感想文として発表した。
非核平和講演会を青島中学校と高洲中学校で行い、約500人の生徒が戦争体験者の生
の声を聴くことで平和の尊さについて学んだ。
また、非核平和都市宣言30周年記念イベント～平和についてみんなで考えよう～を開
催し、映画上映や戦争に関する展示等を行い約200人の来場があった。

課題と解決に向けた取り組み

終戦から73年が経過し、戦争を知らない世代が多数を占める中、核兵器の怖
さや、戦争の悲惨さを学ぶ場を創出することで平和の尊さを訴え広めていく
必要がある。
今後も継続的に実施し情報発信することで、今まで以上に浸透させていく。

平成３０年度末までの事業計画

１　広島市平和記念式典に10名の中学生を派遣
２　市民団体４団体が行う平和推進事業にに対して補助を実施
３　中学校２校で非核平和講演会を実施

不用額（円）

2,700,000 2,038,052 661,948
□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

長崎市の平和祈念式典への中学生10名と随行者の派遣、非核平和講演会の講
師謝礼、加盟する日本非核宣言都市自治体協議会への負担金の支払い、市民
や市民団体が主体となって行う非核平和推進事業に補助を行う。
これらの事業を実施することにより、核兵器のない平和な世界を実現するこ
とを目的とする。

長崎市平和祈念式典への中学生の派遣は評価する。
今後も、広島市・長崎市の平和祈念式典への派遣事業を続けるよう求める。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

H22　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円）

2 1 5 備考№ 7(1)

総務課 市政報告書ページ 40
事業名： 非核平和推進事業費 担当：

総務部 決算書ページ 108～109



№ 53 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成３０年度末までの事業計画

前年度と同じ助成制度で受付を開始。
わが家の地震対策３本柱と合わせ、すぐに実施ができる家庭内対策であるこ
と及び延焼による被害の拡大から地域を守るための有効な対策であること
を、各種説明会、出前講座、地域防災連絡会等あらゆる機会を通じて周知・
啓発を図っている。

12,705,000 12,632,000 73,000

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業開始月及び終了月

わが家の地震対策３本柱と合わせて大事な家庭内対策として、引き続き市民
の高い関心を保持し、特に延焼が心配される住宅密集地に対する啓発強化を
行い、更なる設置推進を図っていく。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H28　～　H99 平成29年5月～平成30年3月

各種説明会、講演会等で啓発したこと、また、平成28年度より県内他市町に
先駆けて実施したことで市民の関心は高く、488世帯に感震ブレーカーの設置
費助成を実施した。電気を起因とする火災についての市民に対する啓発及
び、電気火災及び延焼火災による人的・物的被害の軽減する減災対策が図ら
れた。

課題と解決に向けた取り組み

大規模地震発生時、電気を起因とする火災から市民の生命、財産を守るた
め、設定以上の地震の揺れを感知すると自動的にブレーカーを落とす感震ブ
レーカーの設置費用の助成（設置費用の2/3、上限50,000円）を実施。

1

市政報告書ページ

8110～111危機管理センター

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

火災予防策として有効であり、より一層の啓発に努めるとともに、普及率が少なく、かつ災害
の拡大につながる集合住宅への設置推進に向け、アパートオーナー等への勧奨を求める。

備考№

■拡大　□継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

3(4)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

46
事業名： 感震ブレーカー等設置推進事業費

2

地域防災課

決算書ページ



№ 87 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

主権者教育として市内中学・高校（藤枝西高校：２年生約189人、藤枝北高校190
人、瀬戸谷中学校34人、岡部中学校59人）に対し選挙出前授業を行った。
また、藤枝商工会議所主催の研修会で新入社員約70人に対しての選挙制度の説明
や、成人式会場で新成人約1,100人に選挙啓発冊子の配布を行った。
その他、新有権者に対してバースデーカードの送付や、中学・高校の生徒会選挙
執行のため記載台や投票箱などの選挙資機材の貸出し等を行った。

課題と解決に向けた取り組み

出前授業では、模擬投票を行うことで実際の投票の方法とともに、投票を行
うことの大切さを学び、投票意欲の向上につなげる契機となった。
しかし、18歳の選挙権取得を目前とした高校生に対する出前授業がより効果
が見込まれることから依頼を行っているが、学校側の事情もあり、実施校が
増加していないことから、今後更に積極的な募集を行い多くの高校での実施
を目指す。

平成３０年度末までの事業計画

１　今後も引き続き出前授業(市内中学校、高校)を積極的に実施する。
２　来年度執行が予定されている県議会議員選挙に向けて選挙啓発活動を行
い、若年層の投票率向上を目指す。
３　18歳到達者に対し、政治や選挙に関する内容を掲載したバースデイカー
ドを郵送し、若年層の投票率向上を図る。

不用額（円）

1,000,000 262,712 737,288
□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

藤枝市明るい選挙推進協議会を組織し啓発活動を行っているが、特に最近で
は投票率が著しく低い若年層の投票率向上のため、将来の有権者となる中高
生を対象とした出前授業を行っている。
民主主義の根幹である選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる
機会を通じて選挙人の政治参加意識の向上に努める（公職選挙法第６条第１
項）ことを目的とする。

小中学生の選挙への関心の取組に比べ、高校生・大学生への取組は一部に限られており、
本市の投票率の向上につながっていない。
住民票を残して、都市部へ引っ越している学生等への対策に努められたい。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

H28　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円）

2 4 2 備考№ 1(2)

選挙管理委員会 市政報告書ページ 109
事業名： 若年層投票率向上啓発事業費 担当：

総務部 決算書ページ 132～133



№ 200 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

日本ライフル射撃協会の協力によるイタリアライフル射撃連合のキーパーソ
ンとの国内での接触を契機に、イタリア現地での直接誘致活が実現した。そ
の結果、イタリア射撃チームの事前合宿に関する覚書の締結の内諾を得るこ
とができた。

課題と解決に向けた取り組み

ライフル射撃競技の覚書締結後の合宿実施に向けて、銃に関する規制等ライ
フル射撃競技受入体制について、関係機関と具体的な協議を進める必要があ
る。※日本ライフル射撃協会、県ライフル射撃協会・警察等

平成３０年度末までの事業計画

ライフル射撃競技の覚書締結後の合宿実現に向けた関係機関との協議。
イタリア格闘技連盟等の人脈の有効活用、さらには中央競技団体や国内ホス
トタウン関係者との連携を取り、サッカーの誘致に関する情報を収集してい
く。
　

不用額（円）

2,125,000 1,927,406 197,594
□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

2020年東京五輪・パラリンピック事前合宿誘致に向け、静岡県や中央競技団
体等と連携し、ホストタウン対象国のイタリア共和国におけるライフル射撃
競技、サッカーの誘致活動（キーパーソンの招聘等）を精力的に進める。

イタリアのライフル射撃・柔道チームと、事前合宿に関する覚書の締結をしたことについて評
価する。それに伴い、市民がイタリアを身近に感じ、イタリアチームを応援するような機運醸
成に努められたい。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

H26　～　H32 平成29年4月～平成30年3月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円）

10 5 1 備考№ 3(1)

スポーツ振興課 市政報告書ページ 353
事業名：

東京オリンピック・パラリンピッ
ク合宿等誘致推進事業費

担当：
スポーツ・文化局 決算書ページ 262～263



№ 229 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成３０年度末までの事業計画

学校における合唱レベルの底上げを図るため、学校や中学生・音楽教諭対象
の講習会等に専門家を派遣し、指導者及び子ども達に合唱指導を行う。ま
た、市内の子ども達を対象にプロアーティストとの共演を通じて合唱の魅力
を発信する音楽コンサートを9月30日に開催する。
◆専門家派遣回数述べ18回　音楽教諭対象の研修会３回　コンサート１回

4,000,000 3,996,056 3,944

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業開始月及び終了月

専門家派遣事業への参加校を増やすため、校長会などを通じて事業の趣旨や
学校側のメリット等の周知を行い、事業を受け入れやすい環境づくりに努め
る。また、事業拡大には教育委員会の理解と協力が不可欠であり、情報提供
を丁寧に行い、事業調整をしていく。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H29　～　H99 平成29年6月～12月

目標としていたＮＨＫ全国学校音楽コンクール静岡県大会中学校の部には、
県内13校中本市から７校が出場し、専門家派遣事業を実施した西益津中学校
が銀賞を受賞した。近年、中学校においては、合唱に力を入れていく動きが
見られ、合唱アカデミー事業の実施により、生徒や音楽教諭の合唱に対する
モチベーションを高めることができた。
◆専門家派遣回数述べ10回　参加人数1,466人　コンサート１回

課題と解決に向けた取り組み

小中学校に合唱指導の専門家を派遣し、子ども達の合唱技術や音楽教諭の指
導力の向上を図る。また、市内の子ども達を公募し、プロのアーティストと
の共演を通じて、歌うことの楽しさや魅力を伝える音楽コンサートを開催す
る。

4

市政報告書ページ

1248～249スポーツ・文化局

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

専門家派遣による効果は評価できる。今後は、市内全域の小中学校に取組を拡大していく
ように求める。

備考№

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

3(3)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

332
事業名： 子ども合唱アカデミー推進事業費

10

街道・文化課

決算書ページ



№ 259 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

1(1)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

43
事業名： 交通安全日本一推進事業費

2

交通安全対策室

決算書ページ

高齢者の事故防止対策として、市内全地区を対象とした自動車学校での体験型の
「高齢者交通安全教室」をはじめ、高齢者交通事故防止推進モデル地区事業、高
齢者運転免許証自主返納支援事業を実施する。
子どもの交通事故防止対策としては、昨年に引き続き、市内公立中学校３校でプ
ロのスタントマンによる交通安全教室を実施し、加えて、親子三世代を対象とし
た交通安全教室を実施し、「交通安全日本一の都市の実現」に向けた事業を展開
する。
◆市内人身交通事故発生件数【年間】目標値　1,190件
◆通学路での登下校時の小中学生の交通事故発生件数【年間】目標値５件

1

市政報告書ページ

7110～111市民文化部

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

真に交通安全日本一として、他市に誇れる数値の明確化を掲げるべきである。また、免許
返納者の返納後の交通手段の充実と併せて、推進を図るよう求める。

備考№

平成２９年度 事業開始月及び終了月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H23　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

課題と解決に向けた取り組み

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成３０年度末までの事業計画

従来から実施している各季交通安全運動や市民総ぐるみの運動として展開す
るふじえだ交通事故ゼロ作戦や高齢者事故防止対策事業、高校生交通安全意
識向上対策事業、中学生の自転車マナーアップ教室に加え、ＩＣＴを活用し
た交通安全教育や高齢者体験型交通安全講習を実施し、さらに新たに損保会
社との連携協定による交通安全事業など全世代を対象とした活動を展開する
ことで、市民全体の交通安全意識の向上を図る。

10,000,000 9,255,069 744,931

平成２９年度 進捗状況及び成果

依然として、高齢者が関係する交通事故の割合が高いため、引き続き高齢者
を対象とした交通安全教室を実施していく。
免許返納の促進については、自らが自覚する取り組みと併せ、返納につなが
る効果的な支援策を検討する。

自動車学校での高齢者交通安全教室は、市内全地区を対象に22回開催し、389人
の参加があり、高齢者交通事故防止の啓発を図った。
高齢者運転免許証自主返納支援事業による運転経歴証明書発行手数料の助成につ
いてはH29年度末で437人となった。
中学校３校で実施したスタントマンによる交通安全教室では、自転車と自動車が
衝突する事故の再現など、交通事故の恐ろしさを体験したことで生徒や教員の事
故防止意識の向上を図ることができた。
◆H29実績値（人身事故件数）　1,207件
◆H29実績値（登下校時事故件数） ６件

・

・

・

・

・

・

・



№ 279 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成３０年度末までの事業計画

リフレッシュ事業の事業内容や目的を周知することで積極的な利用を促進す
る。
在宅支援：延30回、　通学支援：延３人

900,000 132,552 767,448

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業開始月及び終了月

委託可能な事業所については、随時、委託契約を行い、関係家族等に対する
適切な支援を実施する。
藤枝市地域自立支援協議会（重症心身障害児者プロジェクト部会、相談支援
部会）で、支援のあり方等について協議を実施する。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H24　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

平成28年度は２つの訪問看護事業所との委託契約であったが、平成29年度は
３つの訪問看護事業所と委託契約を締結した。
平成28年度の実利用実績の２名（延べ利用７回）に対し、平成29年度は３名
（延べ利用６回）であった。なお、もう１名が申請利用予定であったが、利
用前に死去してしまった。

課題と解決に向けた取り組み

在宅で人工呼吸器を使用している若しくは気管切開で頻回に吸引を必要とす
る特定疾患患者や、指定難病患者、小児慢性特定疾患児童、筋ジストロ
フィー患者、重症心身障害児者に対して、訪問看護等を実施するための費用
の一部を助成し、難病患者の介護に従事している患者家族のリフレッシュを
図る。

1

市政報告書ページ

2142～143健康福祉部

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

県制度を利用しないと、市の制度が利用できないので、利用しやすい制度に緩和するよう求
める。

備考№

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

1(1)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

121
事業名：

難病患者介護家族リフレッシュ事
業費

3

自立支援課

決算書ページ



№ 327 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

事業名： 学習チャレンジ支援事業費 担当：
健康福祉部 決算書ページ 150～151 3 1 9 備考№ 1(3)

自立支援課 市政報告書ページ 131

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

学習チャレンジ支援事業参加者（中学３年生）高校進学率100％

就学援助事業対象者まで、援助を広げて取り組んだことは評価する。
現状の取組を維持されたい。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

H25　～　H29 平成29年6月～平成30年3月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

8,500,000 8,498,412 1,588
□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

参加対象者を就学援助事業対象者まで拡大し、50人が参加。
高校進学を予定していた中学３年生（15名）全員が高校進学。
※公立高校７名（藤枝東１、焼津中央１、藤枝北１、島商１、島工３）
　私立高校８名（島田樟誠２、城南静岡１、静清２、藤枝順心１、島田実２）

課題と解決に向けた取り組み

子どもの学習支援については、単に高校進学のためではなく、生活困窮世帯の
子どもを取り巻く生活環境や親の教育意識向上についても支援を行う必要があ
るので、子どもの学習・生活支援として、生活習慣や育成環境の改善、教育及
び就労（進路選択）支援を含めた広い範囲での取り組みを行っていく。

平成３０年度末までの事業計画

学習支援教室は継続して実施する。実施期間は例年同様。
平成30年度は進学を希望している中学３年生を主に募集するとともに、親の教
育意識向上のため、教育支援員による家庭訪問や親を含めた教育相談を強化し
ていく。



№ 335 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

事業名： 放課後等デイサービス給付費 担当：
健康福祉部 決算書ページ 160～161 3 3 3 備考№ 2(2)

自立支援課 市政報告書ページ 164

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

学校教育法に規定する学校（幼稚園・大学を除く）に就学している障害のあ
る子どもに対し、放課後や夏休み等の長期休日日において、生活能力の向上
のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。

事業所の拡大に応じて、市が責任を持ち、事業所間の横のつながりを構築されたい。また、
子供にとって、生活の場として、安全や環境が整備されるよう、質の向上に努めるよう求め
る。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

H24　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

363,748,000 353,367,561 10,380,439
□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成29年度中に、市内に新たに３つの事業所が開設し、現在、全部で15事業
所があり、上記の目的に基づき、約250人（実人数）の児童に支援を行ってい
る。

課題と解決に向けた取り組み

市内に15事業所あり、必要な支援について充足してきているため、今後は、
支援内容の質の向上について取り組んでいく。まずは、事業所間の横のつな
がり（ネットワーク）を構築し、個別支援計画の内容について協議し、計画
作成のスキルアップを図る。

平成３０年度末までの事業計画

自立支援協議会の障害児支援部会を中心に保護者向けに事業所説明会を開催
し、放課後等デイサービスの適正な利用を促し、あわせて、各事業所の特徴
について保護者の方に把握していただいた上で、その児童の個性と照らし、
適合する事業所を選択していただくことを推進する。



№ 431 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成３０年度末までの事業計画

特定不妊治療の助成金額を拡大し、１回あたり上限30万円（対象経費の
7/10）とする。
ホームページや健康カレンダーへの掲載及び不妊治療専門医院へのちらしの
配架を依頼する。

18,000,000 16,123,913 1,876,087

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業開始月及び終了月

助成費用の限度額については、県や近隣市の動向を踏まえ拡大する。
特定不妊治療をはじめ男性不妊治療、一般不妊治療、不育症治療など拡大さ
れた制度の周知に努める必要がある。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H21　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

助成件数：173件　　実人数：111人　　男性不妊治療：０件

治療に係る経済的な負担の軽減により、子どもを希望する夫婦が治療を受け
やすくなっている。助成を受けた夫婦のうち、治療の結果53人（47.7％）が
妊娠できた。（H30.7月末現在）

課題と解決に向けた取り組み

少子化対策の一環として、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図る。

保険適応外の特定不妊治療（体外受精、顕微授精）および男性不妊治療を対
象とする。
助成金額：特定不妊治療　１回あたり上限10万円　年間２回　通算５年
　　　　　男性不妊治療　１回あたり上限10万5千円

1

市政報告書ページ

2174～175健やか推進局

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

男性不妊治療の助成実績がないので、この助成の周知方法を見直すよう求める。

備考№

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

2（1）
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

187
事業名： 特定不妊治療助成費

4

健康推進課

決算書ページ



№ 447 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

H28 受診数(ピロリ)3,833人  受診率45.5％　がん発見者16人
H29 受診数(ピロリ)3,912人  受診率53.1％　がん発見者10人

判定結果「Ａ？」（現在異常ないが以前ピロリ菌に感染していた疑いのあ
る）者と「Ａ」（異常なし）で胃酸分泌抑制剤内服者への内視鏡検査
H28 該当者518人　受診者271人　受診率52.3％
H29 該当者511人　受診者272人　受診率53.2％

課題と解決に向けた取り組み

ピロリ菌胃がんリスク判定を節目年齢に実施し一巡した。H28に国の指針が改
正され、胃内視鏡検査が検診項目に加えられた。H30から、市の検診において
も本格実施する体制を整備した。

平成３０年度末までの事業計画

・H25ピロリ菌胃がんリスク判定対象の未受診者に受診勧奨。
・ピロリ菌胃がんリスク判定を受診できない者（問診除外者）に、胃内視鏡
検査の受診券送付。
・H25ピロリ判定結果「Ａ」の者に、胃内視鏡検査の受診券送付。
・H30新40歳にピロリ菌胃がんリスク判定対象者に受診勧奨。

不用額（円）

14,545,000 13,319,597 1,225,403

平成２９年度予算額（円）

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

・胃がん早期発見の推進を図ることによりがんの死亡率を減少させることを
目的として実施。
・平成25年度から節目年齢に実施している「ピロリ菌胃がんリスク判定」が
５年間で一巡した。

全国平均の2倍の受診率は評価する。
更なる受診率の向上に努めるよう求める。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

　S59　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

平成２９年度決算額（円）

4 1 6 備考№ 1（2）

健康推進課 市政報告書ページ 193～195
事業名： 胃がん検診 担当：

健やか推進局 決算書ページ 176～177



№ 539 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

担当：事業名： ＵＩＪターン就職促進事業費
186～187商業観光局 5(1)

214

5

商業観光課

決算書ページ 1

市政報告書ページ

1

平成30年度より焼津市が参加し、３市の経済団体やハローワークと設置した
志太３市連携ＵＩＪターン就職促進協議会で、志太３市への若者や学生のＵ
ＩＪターン就職を支援する。主に首都圏や中京圏からの若手人材の確保に向
け、地元企業のＰＲに努め、人口増と地域産業の活性化を図る。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

事業効果の測定が正確にされていないので、セミナー受講後の後追い調査等で、就職に結
びついているか検証するよう求める。また、新卒だけでなく、再就職者への同様の取組も進
めるよう求める。

以下、決算特別委員会　決算審査用

島田市と連携し、藤枝市・島田市への若者や学生のＵＩＪターン就職を支援
するため、両市と両市の経済団体、ハローワークで志太２市連携ＵＩＪター
ン就職促進協議会を設置し、地域が一体となって、若手人材や学生への地元
企業情報の提供などに努め、主に首都圏や中京圏からの人材確保に向け、地
元企業とのマッチングを支援した。

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

課題と解決に向けた取り組み

1,500,000 1,361,901 138,099

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成３０年度末までの事業計画

備考№

平成２９年度 事業開始月及び終了月

より効果的にＵＩＪターン就職のＰＲを行うためには、焼津市も加え、志太
地域が一体で取り組む必要がある。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H28　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

・企業向けセミナーを開催し、採用力をアップさせる方法を伝授できた
・インターンシップ交流会を開催し、学生と地元企業の交流の場を効果的に設定でき
た
・東京で業界研究会を開催し、首都圏の学生に地元企業の業界の特色を伝えられた
・東京でランチ女子会を開催し、首都圏の女子学生に地元で働いた時のイメージを伝
えられた
・名古屋市で合同企業面接会を開催し、中京圏の学生に地元企業をＰＲできた



№ 546 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

備考№

平成２９年度 事業開始月及び終了月

対象となる物件と本制度の効果的な情報発信がカギであるため、創業支援室
や静岡県宅地建物取引業協会等と連携し、情報発信力の強化に努めている。
また、支援対象を空き店舗のみならず、商業施設の空き区画や現に営業して
いる空きスペースにも拡大することで、更なる商業地の魅力向上を図る必要
がある。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H28　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

商店街等の空き店舗での開業を目指すチャレンジャーに、改装費支援を実施
することで、昼間の賑わいづくりと商業地の魅力向上を図った。

課題と解決に向けた取り組み

5,000,000 2,518,500 2,481,500

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成３０年度末までの事業計画

1

市政報告書ページ

2

商店街等の空き店舗に加え、商業施設の空き区画、更には、現に営業してい
る店舗の空きスペースへの新規出店者に、改装費の一部を補助し、開業チャ
レンジャーが意欲を形にするための支援強化を図ることで、商店街の賑わい
づくりや地域コミュニティの更なる活性化を図る。
　併せて、創業支援室や静岡県宅地建物取引業協会等との、より一層の連携
を図り、情報発信力の強化に努めていく。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

一定期間の家賃補助など、開業後の支援体制を併せて実施し、より一層新規開店が行いや
すい取組とするよう求める。

以下、決算特別委員会　決算審査用

商店街等の空き店舗への新規出店を推進するため、開業する際の改装費の一
部を支援することで、開業時の負担を減らし、開業チャレンジをしやすく、
商業地の魅力向上につなげることを目的としている。

■数値目標：開業チャンス！応援事業利用件数（店舗所有者利用分除く）
【H28年度より累計】
目標値：４人　　実績値：８人

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

担当：事業名：
 H29　空き店舗開業支援事業費
(H30　空き店舗等開業支援事業費)

204～205商業観光局 6(6)

241

7

商業観光課

決算書ページ



№ 617 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4
  【有害鳥獣捕獲頭数】 【捕獲団体：６団体】

・イノシシ 777頭 ・猟友会藤枝地区３支所（委託）

・ニホンジカ 4頭 ・中田地区　・藤枝地区

・サル 2頭 ・中薮田地区

・ﾊｸﾋﾞｼﾝ･ｱﾅｸﾞﾏ･ﾀﾇｷ 42頭

・カラス 52羽 【捕獲用箱罠：５基】

5

6
  【有害鳥獣捕獲見込み】 【捕獲団体：６団体】

・イノシシ 704頭 ・猟友会藤枝地区３支所（委託）

・ニホンジカ 5頭 ・中田地区　・藤枝地区

・サル 5頭 ・中薮田地区

・ﾊｸﾋﾞｼﾝ･ｱﾅｸﾞﾏ･ﾀﾇｷ 20頭

・カラス 40羽 【備品購入（捕獲用箱罠）：５基】

イノシシ等の野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、志太猟友会藤枝
地区３支所（藤枝第１・藤枝第２・岡部）等の捕獲団体と連携して有害鳥獣
捕獲を実施し、個体数の減少を図る。

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

平成２９年度 事業開始月及び終了月

平成２９年度予算額（円）

平成29年4月～平成30年3月

課題と解決に向けた取り組み

H6　～　H99

平成３０年度末までの事業計画

11,832,000 11,789,920 42,080

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

高齢化等による捕獲者の減少を防ぐため、後継者の育成が急務となっている。県（志
太榛原農林事務所）と連携し、狩猟免許取得者への有害捕獲への参加の働き掛けや技
術指導等の取り組みを行っていく必要がある。
捕獲頭数は、毎年度一定の成果を挙げているが、より効果的に被害軽減を図るために
は、「捕獲」に加え、防護フェンスを設置して農作物を守る『被害防除』や、緩衝帯
を整備して隠れ場所や余分な餌をなくす『生息環境管理』など、地域が一体となった
取り組みが必要となる。

備考№

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

以下、決算特別委員会　決算審査用

猟師の高齢者問題が喫緊の課題であるため、対策を進められたい。また、野生動物の生息
区域で対応できるように、本市だけでなく、近隣市や県と情報を連携するよう求める。

農林課

2（1）

市政報告書ページ 233

決算書ページ 198～199 6 2 1
事業名： 有害鳥獣捕獲事業費 担当：

産業振興部



№ 651 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

事業名： 空き家バンク推進事業費 担当：
商業観光局 決算書ページ 194～195 6 1 4 備考№ 3(3)

中山間地域活性化推進課 市政報告書ページ 225

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

【事業内容】
　空き家所有者と利用者のマッチングを行うとともに、空き家バンク登
　録物件への移住者に対し改修費用、移転費用の一部を支援する。
【目的】
　中山間地域の空き家を活用した移住・定住促進
【目標値】
　空き家バンク物件登録数：H23～の累計　H32目標42件　H29実績54件

利用者とのマッチングに必要な優良物件所有者に対し、本事業の意味や効果を周知させる
よう求める。

平成２９年度 事業開始月及び終了月

H23　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

3,000,000 2,389,000 611,000
□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度 進捗状況及び成果

中山間地域にある空き家を活用し、地域活動に意欲のある家族の移住に結び
付けることができた。
　移住世帯数：８世帯　物件改修費：６件　移転費補助：２件

課題と解決に向けた取り組み

空き家バンク制度の認知度が高まり物件登録が増える一方で、改修費用が莫
大にかかる物件も多いことから、状態の良い物件の確保が求められる。

平成３０年度末までの事業計画

状態の良い物件は移住に結びつきやすいため、引き続き、空き家所有者や地
域住民への制度理解を求め、状態の良い物件確保に繋げる。



№ 739 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

■拡大　□継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

1(1)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

252
事業名： くらしの道緊急修繕事業費

8

道路課

決算書ページ

道路パトロールや、地元町内会、市民などからの情報提供により、道水路の
不良個所について、現場調査を迅速に行い、修繕工事にて安全な道路環境を
維持する。

1

市政報告書ページ

2210～211基盤整備局

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

更なる予算の充実を求める。

備考№

平成２９年度 事業開始月及び終了月

道路舗装の老朽化等により、修繕の必要な箇所が増加傾向にある。
そのため、舗装の修繕で打ち替え工事など根本的な修繕が必要な箇所につい
ては、国の交付金（舗装長寿命化事業）を活用し、舗装改善を図っていく。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H99　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

職員による道路パトロールや要請・情報提供を受けた、緊急措置を必要とす
る道水路の修繕工事を８２８件実施し、市民の安全・安心の確保を図った。
・請負工事（小工事）　４７５件
・直営による作業　　　３５３件

課題と解決に向けた取り組み

平成３０年度末までの事業計画

市民の安全・安心を確保するため、緊急措置を必要とする箇所の対応を迅速
に行い、安全な道路環境の維持に努める。

150,000,000 149,996,506 3,494

平成２９年度 進捗状況及び成果



№ 815 平成２９年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３１年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成３０年度末までの事業計画

・市民の生活交通として、駅南循環善左衛門線・大洲小学校線等５路
　線、乗合タクシー１地区２路線の運行を行う。
・乗合タクシー藤枝駅光洋台線を増便する。
・出前講座や地区協議会に出向き、バスに対する意識を高める。
・バスの利用促進のため、イベント、バス＆バーベキュー（BBコン）、
　街コンなどを行う。

121,170,000 119,999,016 1,170,984

平成２９年度 進捗状況及び成果

平成２９年度 事業開始月及び終了月

路線維持のために路線バス、乗合タクシー利用者の確保が必要である。
ノンステップバスの導入、バスマップ、携帯型時刻表の作成や、停留所整
備、ドライブレコーダー設置などの環境整備を行った。
利用者の確保のためには、更にバスの利用を促すため利用環境を改善する必
要がある。

平成２９年度予算額（円） 平成２９年度決算額（円） 不用額（円）

H13　～　H99 平成29年4月～平成30年3月

H29年度路線バスと乗合タクシーの利用人数は、1,360,232人と目標値
1,407,000人に達しなかったが、乗合タクシーの利用人数はH28年度6,623人が
H29年度8,339人と増加した。
また、藤枝駅善左衛門線東ルート・西ルートを、駅南循環善左衛門線と駅南
循環大洲小学校線と名称を改め、経路を明確にした。

課題と解決に向けた取り組み

市民の生活交通を確保するため、自主運行バス駅南循環善左衛門線・大洲小
学校線等５路線、乗合タクシー１地区２路線の運行を行った。

H29年度目標値　路線バスと乗合タクシーの利用者数　1,407,000人

5

市政報告書ページ

1224～225都市建設部

平成２９年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

地域に根差した交通網を整備するため、対象地域や利用者の声が、真に反映できるよう検
討することを求める。

備考№

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

7（1）
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

285
事業名： 自主運行バス等運行事業費

8

公共交通政策室

決算書ページ


	01表紙
	02決算委員会提言書　かがみ案
	03目次：H29事業評価・決算審査用調書
	10決算審査用調書【総務課】
	53決算審査用調書【地域防災課】
	87決算審査用調書【総務課】
	200決算審査用調書【スポーツ振興課】
	229決算審査用調書【街道・文化課】
	259決算審査用調書【交通安全対策室】
	279決算審査用調書【自立支援課】
	327決算審査用調書【自立支援課】
	335決算審査用調書【自立支援課】
	431決算審査用調書【健康推進課】
	447決算審査用調書【健康推進課】
	539決算審査用調書【商業観光課】
	546決算審査用調書【商業観光課】
	617決算審査用調書【農林課】
	651決算審査用調書【中山間地域活性化推進課】
	739決算審査用調書【道路課】
	815決算審査用調書【公共交通政策室】

