
【予算反映等改善事項】

議会から提案いただきました利用券の配布につきましては、老人等無料
バス券発行時に利用券を渡すなど、正確な乗降車数を把握する方法も考え
られますが、新規・更新・再交付を含め平成２１年実績では、８０８件の
申請があり、十分検討いたしましたが、現在有効期限が５年間となってお
り、すべての方に利用券を配布するためには、５年程かかることから難し
いかと考えております。
また、本事業と連携している身体障害者無料バス優待事業も同じサービス
内容であることから切り離しては考えられません。両サービスとも個人情
報・プライバシー保護の観点からも各個人に配布するといった方法は、適
切でないと思われます。
次に、平成２３年度事業費につきましては、乗車実態に即した委託料とす
るために、単年度ごとの乗降調査に基づく積算額を委託額とすることが、
事業の適正化という観点から見ても、現状では、最も望ましい方法である
と認識しております。しかしながら、調査日が１日であることから、その
調査日の老人等バス優待利用者のみをもって年間の委託料を算出します
と、年度による委託料に大きな差異が生じます。調査日を増やすなど適正
な委託料を算出する必要はあると思いますが、現状の人員体制、財政状況
では、難しい側面もあります。そこで、23年度事業費に関しましては、
過去2年間に渡って行った調査実績を反映した額と、それまでの実績額を
考慮した数値といたしました。

事 業 名

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

社会福祉憲章条例事業
（老人等無料バス優待事業）



【予算反映等改善事項】

今年度においては，支払困難な滞納者に対して督促状を6月・8月・12
月に発送し，連帯保証人にも1月に完納指導依頼書を送付いたしました。
現年度のみの未償還者につきましても，11月・１月に督促状を送付しま
した。 また，業務研修会への参加，県・先進地・近隣自治体等との情報
交換等を通した職員の知識等の習得による徴収体制の強化を図りました。
このことにより，滞納されている方が支払い方法について相談に来られ
て，その人の生活状況を聞く中で支払うことの出来る金額を示してもら
い，少しでも滞納額を減らすよう指導し，支払い誓約書を提出させまし
た。その結果，H23.1月末現在で支払意思のある者が増加し，完全償還さ
れた方が7名ありました。

今後の対策といたしましては，住宅新築資金等貸付の利用者の高齢化が
進み，納付困難な方も見受けられますが，そうしたことのないよう，臨戸
訪問による生活実態把握，連帯保証人への通知，きめの細かい納付折衝等
の徴収強化を継続して行います。また，現年度のみの未償還者につきまし
てもあらたな滞納を発生させないよう，督促状送付，丁寧な納付相談を
行ってまいります。

尚一層，こつこつとねばり強く滞納者に納入督促を行い，少しでも償還
率の向上・歳入の確保に努めてまいります。

事 業 名 住宅新築資金等貸付事業
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【予算反映等改善事項】

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

現在の小松島市環境衛生センターのごみ焼却施設は、昭和５８年３月に事
業費約１３億４０００万円を費やして１日あたりのごみ焼却処理能力は７
０トンの当時の最新鋭設備として整備され、その後、ダイオキシン類の削
減を目的として、平成１３年３月に排ガス高度処理施設整備事業を約２４
億４０００万円を費やして施設整備を行い、小松島市内で発生する一般廃
棄物の可燃ごみの焼却処理を行っており、生活環境の保全と市民生活の向
上に大きく寄与いたしております。

ごみ焼却施設の適正な維持管理と周辺地域の生活環境の保全を尽くすた
めには、ごみ焼却施設の適正な維持管理が必要不可欠でございます。本事
業である、ごみ焼却施設整備工事は、定められた性能を維持するために必
要な事業でございます。平成２３年度は排ガス高度処理施設整備事業実施
後の１０年目の年にあたり、排ガス処理施設のバグフィルターの交換時に
あたっており、施設整備後の２年間は性能保証期間中のため費用の負担は
ありませんでしたが、３年目からは、毎年３０００万円から１億１８００
万円程度の施設整備事業がなされておりました。

事務事業評価では、議会評価報告書では、評価「３」の改善・効率化し継
続という評価をいただいており、その中の評価説明では、「毎年、焼却施
設の修理に１億円近く費用がかかるのは問題である。市民の協力を求め、
分別の徹底、ごみの減量化を図る。また、機械整備等にかかる専門的な技
術職員の育成を図り、運用計画、長期計画を立て、コスト削減をするべき
である。また、施設の運用管理についても、コスト削減等を念頭に再検討
すべきである。」とのご指摘をいただいております。

平成２３年度のごみ焼却施設整備事業を実施するにあたり、平成２２年
度は、自動車の車検制度にあたる、法定検査であります３年毎の、ごみ焼
却施設の精密機能検査の実施を行っており、その最終結果が２３年３月末
に出来ることから、その精密機能検査の結果により平成２３年度の整備計
画を策定することとし、このたびの平成２３年度当初予算では、ごみ焼却
施設整備工事設計委託料として８０万円の予算措置をお願いすることと
し、ごみ焼却施設整備工事費の予算措置は見送ることといたしました。

つきましては、新年度になりましたら、精密機能検査の結果を参考にし
て、議会からのご指摘等をふまえて必要最低限の整備工事について、ごみ
焼却施設整備工事の設計業務を専門のコンサルタント会社に委託して、ご
み焼却施設整備工事の内容を精査し、改めて、議会に平成２３年９月議会
を目途ととして、補正予算により、ごみ焼却施設整備事業を実施いたした
いと考えております。

事 業 名
地域活性化・生活対策臨時交付金事業

（ごみ焼却施設整備工事）



【予算反映等改善事項】

平成21年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

事 業 名 生活保護事業

生活保護法は、憲法第25条によって保障される「生存権」を実現する
ための制度のひとつとして制定されております。その基本理念として「国
が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護
を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するこ
とを目的とする」と規定されており、この自立の助長は、最低限度の生活
の保障とともに、この制度をつらぬく大原則となっています。また、社会
保障審議会福祉部会に設置された 生活保護制度の在り方に関する専門委
員会 から、昨今の社会情勢の変化を踏まえた生活保護制度の見直しの方
向性に関する報告書が提出され、制度上の問題点の指摘と 自立支援プロ
グラム の導入が提言されております。

本市においても、自立支援プログラムの取組みとして、稼働能力や意欲
がある受給者に対し、ハローワークとケースワーカーが連携して、個々の
実態やニーズ等に応じた就労支援を行う「生活保護受給者等就労支援事
業」や、稼働能力の活用が不十分な、就労に対する援助を必要とする受給
者に対しての「稼働年齢層就労指導プログラム」等を実施しており、経済
的自立のための就労支援のみならず、各受給者の状況に応じた日常生活的
な自立や、社会的自立が可能となる支援・指導の実施に努めております。

なお、受給者への適正な指導・支援として、頻回・重複受診者への受診
指導、レセプト点検の強化、収入申告をはじめとした課税調査などによる
濫給防止の取組みや、計画的な訪問調査による、生活状況の把握と面接相
談等を従来より実施しております。



【予算反映等改善事項】

本事業は、児童環境づくり基盤整備事業を活用し、国により策定
された「放課後児童ガイドライン」並びに、「小松島市放課後児童
クラブ設置運営基準」に基づいた、適正規模での運営を図るため、
幼稚園施設の一部を改修し、放課後児童クラブの分割を行ったもの
であります。

放課後児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない、
概ね10歳未満の児童に対し、授業終了後に、適切な遊びや生活の場
を提供する事業であり、子育てと仕事等との両立支援策として、重
要な事業であり、今後の核家族化や共働き世帯の増加に伴い、放課
後児童クラブ利用児童数も増加すると推測される中で、国や本市の
基準に沿って、児童の健全な育成を図るために、地域の方々並びに
関係機関のご協力を得ながら、環境整備に取り組んで参ります。

事 業 名 放課後子ども環境整備事業

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書



【予算反映等改善事項】

本事業は、議会評価において「1拡充」との評価をいただいたことか
ら、前年度決算額は11,398千円、今年度決算見込額11,160千円ではあ
りますが、新年度当初予算案において15,000千円（対前年度同額）を計
上しております。

本事業の国の実施要綱（地域支援事業実施要綱）が昨年8月に改正さ
れ、主に当事業（国の新事業名「一次予防事業」）と特定高齢者施策（国
の新事業名「二次予防事業」）に関する部分が大幅に変更されました。改
正の趣旨は、特定高齢者施策事業の対象者の把握方法の簡素化と、特に支
援が必要な場合に限りケアプランを作成すること等であり、これまでの医
療機関に委託した生活機能評価の健診結果による特定高齢者把握から、基
本チェックリストに基づく判定のみによる把握方法へと転換されます。つ
まり、これまでは大半が一般高齢者施策の対象となる特定高齢者候補者約
２千人は、全て特定高齢者施策対象者となります。

制度改正により、当事業のみの予算の比較で前年度との差異は読み取れ
ませんが、当施については、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動事
業共に、講座等の受入れ体制の強化や、内容の見直し、実施場所の拡充に
努め、更には新規の催しを計画しております。

今後も真摯に業務を実行し、信頼される介護保険制度運営に努めてまい
ります。

事 業 名 介護予防一般高齢者施策事業

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書



【予算反映等改善事項】

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

事 業 名 公園管理事業

ＳＬ記念広場を始めとする公園施設は、供用開始から２０年近く
経過していることから、植栽の繁茂によって防犯上適当でない箇所
があることから、不必要な樹木については適宜伐採処理を施す。
また、犬猫のし尿及び遺棄に関する問題については、看板によって
注意を促すとともに、地元ボランティアの協力も得ながら対処す
る。 公園の美化については、アドプト制度を利用して、地元老人
クラブ連合会を始めとする団体による清掃活動を推進するため、草
刈機などの清掃機器を貸し出すとともに、参加者が安心して作業に
取り組めるように、ボランティア保険へも加入するものとする。



【予算反映等改善事項】

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

通常開催事業については、競輪事業経営改善のために、開催日数の大幅
な削減は避けては通れない課題であると考えている。自転車競技法に基づ
く収支改善計画を策定する中で本場開催を７節２１日削減することで約２
億８千万円の改善効果を得る予定である。この日数の削減については、自
転車競技法に基づいた交付金延納の特例期間が最長５年間となることか
ら、平成２３年度から平成２７年度までの間、現行の年間５８日開催を２
１日削減した年間３７日開催とし、延納した交付金で経営改善を図りつ
つ、強固な経営基盤を作ることにしている。

一方で、現在国においても交付金制度や競輪事業全般のあり方について
審議会等で議論しており、こうした議論に全国競輪施行者協議会を中心
に、他の競輪施行者とともに改善すべき点についての意見を進言し、抜本
的な構造改革を求めていくものとする。

当面は、収支改善計画に基づいた売上浮揚策や経費削減策に取り組みな
がら経営の立て直しを図っていくが、今後の車券売上額の減少や競輪業界
での構造改革の進捗度を見極め、事業の存廃も検討していきたいと考えて
いる。

事 業 名 通常開催事業



【予算反映等改善事項】

また、今後は市関係各課と合同で、今後の見通しなどを研究して行く。

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

市総合グラウンドは、開設以来、市内外の多くの住民にご利用いただい
ており、市民の健康な体位の向上をはじめ心身の健全な育成に寄与してき
た。また、本市のスポーツの拠点、憩いの場として、市民の健康づくりを
はじめとする様々な方面で、今日まで大きな役割を果たしている。特にテ
ニスコートについては総合グラウンドにしかなく必要性が高いため存続を
望む声が多くある。

一方，施設については老朽化が進んできており、今年度ナイター照明施
設で、特に落下の危険性がある箇所の点検・撤去を行った。

移管については、既に地権者にもご理解を得ており、当面テニスコート
とそれに隣接する児童公園分を残し、できる部分から県に対して整備を要
望している。県は、現在の財政状況等鑑みれば、当分の間は事業着手は出
来ないということであるが、今までの経緯や市の要望等があるため、何ら
かの動きをしなければならないと考えている。したがって、引き続き徳島
県への市総合グラウンド用地の移管等に向けて、県主管課と協議を進め問
題の洗い出しや協議・検討を継続する。

また照明施設自体の漏電等の不具合も見つかっており、改修するには大
幅な費用が見込まれる。他の設備に関しても利用者の安全で快適な使用を
考えれば、早急な改善の必要があると思われる。

市総合グラウンドの敷地は、徳島県が整備を進めている徳島東部都市計
画公園、日峯大神子広域公園の区域内にあることから、将来的には市有地
の部分も含めて徳島県へ移管し、現状の野球場やテニスコート以外の用途
も検討した中で、新たな施設として整備をしていくことが望ましい。

事 業 名 市総合グラウンド管理費



【予算反映等改善事項】

小松島市行政改革「集中改革プラン」(第二幕)(推進期間平成22年度か
ら平成26年度まで)においては、平成21年度導入した管理の受委託の効
果を検証するとともに、退職者不補充を継続することとし、平成22年度
を目途にバスに関する検討委員会を立ち上げ、幅広く議論をしていただく
中で、市営バスの方向性や中期の経営計画のとりまとめを行うこととして
おります。
これまでの市営バス事業は、乗客の安全輸送を第一とし、本市のまちづく
りとの連携を図りながら、市民生活に必要不可欠な「市民の足」として、
愛され親しまれることをめざして、事業運営に努めてまいりました。しか
しながら、交通手段の多様化、長引く景気の低迷、急速に進展する少子高
齢化や人口減少の局面を迎え、事業運営の根幹をなす輸送人員は減少傾向
にあり、今後も引き続き減少が見込まれるなど、経営環境は一段と厳しさ
が増すものと予想されます。
こうした経営環境のもと、市営バス事業と密接な関係にある市一般会計や
競輪事業特別会計の状況、また規制緩和による民間事業者との競合の中、
公営企業としての「経済性の発揮」と、市場原理にそぐわなくなった「市
民の足の確保」という相反する使命を帯びた公営交通が今後どうあるべき
か、望ましい事業の運営形態等について、抜本的な検討が求められており
ます。
このようなことから、今後の市営バスの事業運営について、「市民の足の
確保」を踏まえ、市営バス事業が担っていくべき役割や課題とその対策等
について、様々な角度から幅広くご審議をいただくため、小松島市運輸事
業経営審議会を平成２２年10月に立ち上げ、市営バス事業のあり方につ
いて、諮問をいたしております。今後は、小松島市運輸事業経営審議会か
らの答申を受け、平成23年度中には経営計画等(乗合・貸切を含めた。)と
してとりまとめることといたしております。 結果といたしまして、一般
貸切旅客自動車運送事業の平成23年度小松島市自動車運送事業会計当初
予算については、事業継続に基づいた予算編成となっております。

事 業 名 一般貸切旅客自動車運送事業

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書



【予算反映等改善事項】

小松島市行政改革「集中改革プラン」(第二幕)(推進期間平成22年度か
ら平成26年度まで)においては、平成21年度導入した管理の受委託の効
果を検証するとともに、退職者不補充を継続することとし、平成22年度
を目途にバスに関する検討委員会を立ち上げ、幅広く議論をしていただく
中で、市営バスの方向性や中期の経営計画のとりまとめを行うこととして
おります。
これまでの市営バス事業は、乗客の安全輸送を第一とし、本市のまちづく
りとの連携を図りながら、市民生活に必要不可欠な「市民の足」として、
愛され親しまれることをめざして、事業運営に努めてまいりました。しか
しながら、交通手段の多様化、長引く景気の低迷、急速に進展する少子高
齢化や人口減少の局面を迎え、事業運営の根幹をなす輸送人員は減少傾向
にあり、今後も引き続き減少が見込まれるなど、経営環境は一段と厳しさ
が増すものと予想されます。
こうした経営環境のもと、市営バス事業と密接な関係にある市一般会計や
競輪事業特別会計の状況、また規制緩和による民間事業者との競合の中、
公営企業としての「経済性の発揮」と、市場原理にそぐわなくなった「市
民の足の確保」という相反する使命を帯びた公営交通が今後どうあるべき
か、望ましい事業の運営形態等について、抜本的な検討が求められており
ます。
このようなことから、今後の市営バスの事業運営について、「市民の足の
確保」を踏まえ、市営バス事業が担っていくべき役割や課題とその対策等
について、様々な角度から幅広くご審議をいただくため、小松島市運輸事
業経営審議会を平成２２年10月に立ち上げ、市営バス事業のあり方につ
いて、諮問をいたしております。今後は、小松島市運輸事業経営審議会か
らの答申を受け、平成23年度中には経営計画等(乗合・貸切を含めた。)と
してとりまとめることといたしております。 結果といたしまして、一般
乗合旅客自動車運送事業の平成23年度小松島市自動車運送事業会計当初
予算については、平成２２年度の事業内容と同規模での予算編成となって
おります。

事 業 名 一般乗合旅客自動車運送事業

平成２１年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書




