
平成１８年度

☆評価の見方
拡大・充実 ：
改善 ：
現状維持 ：
縮小 ：
統合／終期設定 ：
廃止／休止 ：

評価結果（市としての評価）
事務事業名 部 課 一次評価（所管課評価）

国民保護計画策定に関する事務 総務部 総務課 拡大・充実
監査事務 総務部 総務課 拡大・充実
徴収事務 総務部 税務課 現状維持
滞納整理事務 総務部 税務課 拡大・充実
事務事業評価制度に関する業務 企画部 企画課 拡大・充実
当初予算編成事務 企画部 財務課 拡大・充実
財政計画事務（財政見通しの推計） 企画部 財務課 拡大・充実
滞納整理事務（啓発・調整） 市民生活部 市民課 改善
住宅新築資金等貸付金償還業務 市民生活部 市民課 現状維持
滞納・集金 上下水道部 水道課 改善
下水道建設推進に関する事務（山陽処理区分） 上下水道部 下水道課 拡大・充実
スクールバス運行事業 教育委員会 学校教育課 拡大・充実

13 事務 人権教育推進事業 教育委員会 社会教育課 拡大・充実
市長・助役車の運転業務 総務部 総務課 現状維持
職員の研修に関する事務 総務部 総務課 改善
庁用車維持管理事業 企画部 財務課 拡大・充実
自動交付機管理に関する事務 市民生活部 市民課 現状維持
医療費適正化事務 市民生活部 市民課 現状維持
収集運搬業務 市民生活部 桜が丘清掃センター 現状維持
介護者教室に関すること 保健福祉部 保健福祉課 拡大・充実
査察指導員事務 保健福祉部 社会福祉課 改善
印刷・発送事務 上下水道部 水道課 改善
水道施設の点検、維持修繕、草刈等 上下水道部 水道課 改善
下水道施設管理・運営に関する事務（山陽処理区） 上下水道部 山陽浄化センター 拡大・充実
施設の環境保全事務（山陽処理区） 上下水道部 山陽浄化センター 拡大・充実
成人式開催事業 教育委員会 社会教育課 改善
青少年の環境浄化に関する事務 教育委員会 社会教育課 拡大・充実
教育集会所における自立促進・交流促進事業 教育委員会 社会教育課 改善
社会体育施設管理運営及び使用許可 教育委員会 社会教育課 改善

17 事務 スポーツ指導者育成 教育委員会 社会教育課 拡大・充実
選挙管理委員会事務 総務部 総務課 拡大・充実
旅費に関する事務 総務部 総務課 現状維持
個人市民税賦課事務 総務部 税務課 現状維持
国民健康保険税賦課事務 総務部 税務課 現状維持
固定資産税（土地）評価事務 総務部 税務課 現状維持
固定資産税（家屋）評価事務 総務部 税務課 現状維持
統計調査員の表彰者推薦に関する事務 企画部 企画課 現状維持
広報あかいわ印刷製本発行事業 企画部 企画課 現状維持
ホームページ維持管理に関する事務 企画部 企画課 現状維持
施設管理事業 企画部 財務課 拡大・充実
パソコン等導入業務 企画部 情報政策課 拡大・充実
職員登録変更業務 企画部 情報政策課 現状維持
自動交付機処理事務 企画部 情報政策課 現状維持
住民基本台帳処理事務 企画部 情報政策課 現状維持
旅券申請、交付に関する事務 市民生活部 市民課 現状維持

当該事務事業を廃止する。／当該事務事業を休止する。

二次評価

当該事務事業の手法等を改善する。
当該事務事業を現状のまま行う。
当該事務事業を縮小する。
当該事務事業を他の事務事業と統合する。／当該事務事業の終期を設定する。

【赤磐市事務事業評価結果一覧】

現状維持

改善

当該事務事業を拡大・充実させる。



無料法律相談事業 市民生活部 市民課 現状維持
地区集会所補助金事務 市民生活部 生活環境課 拡大・充実
交通安全指導・啓発事業 市民生活部 生活環境課 拡大・充実
し尿処理に関する事務 市民生活部 生活環境課 現状維持
赤磐市環境衛生推進協議会に関する事務 市民生活部 生活環境課 現状維持
生ごみ処理容器購入補助事業 市民生活部 生活環境課 現状維持
資源回収団体報奨金事業 市民生活部 生活環境課 現状維持
ごみ受付業務 市民生活部 桜が丘清掃センター 現状維持
在宅当番医制事業 保健福祉部 保健福祉課 現状維持
栄養委員研修会開催 保健福祉部 保健福祉課 現状維持
乳児検診 保健福祉部 保健福祉課 現状維持
３歳児健康診査 保健福祉部 保健福祉課 現状維持
介護保険料の賦課に関すること 保健福祉部 保健福祉課 現状維持
介護認定審査会に関すること 保健福祉部 保健福祉課 拡大・充実
新予防給付のケアマネジメント 保健福祉部 保健福祉課 拡大・充実
障害者などの自立支援給付事務 保健福祉部 社会福祉課 現状維持
シルバーカード発行事務 保健福祉部 社会福祉課 現状維持
児童館運営事業 保健福祉部 社会福祉課 現状維持
現業員活動事業 保健福祉部 社会福祉課 現状維持
農業者年金事業 産業建設部 産業振興課 現状維持
ため池利子補給事業 産業建設部 産業振興課 現状維持
利子補給事業 産業建設部 産業振興課 現状維持
用地事務 産業建設部 建設課 現状維持
市営住宅事務 産業建設部 建設課 現状維持
道路河川認定廃止事務 産業建設部 建設課 現状維持
道路維持事業（交通安全施設） 産業建設部 建設課 現状維持
都市公園管理事業 産業建設部 建設課 現状維持
建築基準法申請事務 産業建設部 建設課 現状維持
漏水調査（維持管理） 上下水道部 水道課 現状維持
受益者負担金賦課及び徴収事務（山陽処理区） 上下水道部 下水道課 拡大・充実
水洗化のための融資利子補給に関すること（山陽処理区） 上下水道部 下水道課 拡大・充実
浸入不明水対策に関する事務（山陽処理区） 上下水道部 下水道課 拡大・充実
教育委員会事務 教育委員会 教育総務課 現状維持
学校耐震補強事業 教育委員会 教育総務課 拡大・充実
学校施設管理事業（学校給食センター整備事業） 教育委員会 教育総務課 拡大・充実
小中学校教職員研修事業 教育委員会 学校教育課 拡大・充実
教職員表彰事務 教育委員会 学校教育課 現状維持
学校保健事業（健康診断） 教育委員会 学校教育課 現状維持
資料館講座・歴史セミナー 教育委員会 社会教育課 拡大・充実
決算調整事務 会計課 現状維持
窓口業務に関する事務 会計課 現状維持

57 事務 歳入歳出伝票審査事務 会計課 現状維持
児童扶養手当事務 保健福祉部 社会福祉課 縮小
園芸補助事業 産業建設部 産業振興課 現状維持
商工振興対策事業 産業建設部 産業振興課 現状維持
観光開発及び振興 産業建設部 産業振興課 現状維持

5 事務 人事管理事務（職員採用事務） 教育委員会 教育総務課 拡大・充実
下水道施設の管理・運営に関する事務（山陽処理区） 上下水道部 桜が丘西浄化センター 統合

2 事務 施設の環境保全事務（山陽処理区） 上下水道部 桜が丘西浄化センター 統合
備前国分寺跡発掘調査事業 教育委員会 社会教育課 拡大・充実

2 事務 財務システム管理事務（出納に関すること） 会計課 廃止
合計 96 事務

縮小

行政改革推進室

廃止／休止

現状維持
つづき

統合／終期設定


