
事務事業評価結果の見直し等について

（1）　事務事業を取り巻く状況の変化に基づき見直した事業（19事業）

評価
区分

年
度

評価内容
評価
区分

年
度

評価内容

16 不動山登山
道整備

・不動山登山道整備
施設経営
管理室

廃止 R1

・不動山登山道について、道
が崩れやすく、利用が年1回
の登山イベントに限定される
ことから、令和元年度末を
もって登山道整備を廃止す
る。

見直し R2

・関係団体と協議し、登山道
の在り方の検討を行ったうえ
で、今後の登山道の整備方
針を令和2年度末までに決定
する。

・登山道の整備を行う。
あわせて地域団体が実
施する登山道の利用促
進策を支援することで
登山道の利用促進を図
る。

51
大島区地域
情報化推進
事業

・大島区地域情報通信施
設（光ファイバ等）の維持
管理

総務管理
課

見直し R1

・地元テレビ共同受信組合、
NTT東日本との貸付契約が
令和元年度末で終了すること
を踏まえ、民間事業者への施
設譲渡を含めた施設の維持
管理方針や適正な費用負担
の在り方について、関係者と
の協議を進める。

見直し －
・引き続き民間事業者への施
設譲渡を含め関係者と協議を
進める。

・令和3年度は、現行の
貸付契約を継続する。

100
安塚区地域
振興事業

101
浦川原区地
域振興事業

102
大島区地域
振興事業

103
牧区地域振
興事業

104
柿崎区地域
振興事業

105
大潟区地域
振興事業

106
頸城区地域
振興事業

107
吉川区地域
振興事業

108
中郷区地域
振興事業

109
板倉区地域
振興事業

110
清里区地域
振興事業

111
三和区地域
振興事業

112
名立区地域
振興事業

121
歴史文化資
産活用推進
事業

○城下町高田の歴史・文
化をいかした「街の再生」
・旧今井染物屋を高田の
歴史・文化を体験できる場
として活用するとともに、
城下町高田の雁木や町家
の魅力を発信する市民と
の協働イベント「越後高田
町家三昧」を行う。

文化振興
課

見直し R2

・越後高田町家三昧の町家
公開に伴う町家案内は、有償
の市民スタッフを依頼する形
態について、令和2年度末ま
でに検証した上で、市民団体
等が行うこととする。

見直し R2

・令和2年度末までに、城下町
高田の雁木や町家の魅力を
発信する市民との協働イベン
ト「越後高田町家三昧」につ
いて、関係者と協議し、在り
方について見直す。

・「越後高田町家三昧」
について、期間限定の
実施から通年の実施と
する。

122
坂口謹一郎
顕彰事業

○坂口謹一郎博士顕彰委
員会の事務局事務
・坂口博士の顕彰と業績
の紹介に関する事業の実
施

文化振興
課

見直し R4

・市と顕彰委員会それぞれの
役割を整理し、会の自主的な
活動として顕彰事業を継続で
きるよう促す。
・顕彰委員会の事務局は、令
和4年度末までに市から別の
団体へ移管する。

見直し R4

・令和4年度末までに市と顕
彰委員会それぞれの役割を
整理し、連携して顕彰事業を
継続できる体制を検討する。

・市と顕彰委員会それ
ぞれの役割を整理し、
連携して顕彰事業を継
続できる体制の検討を
進める。

124 市民相談

・一般相談…市民相談員
が、来庁・電話による相談
に対応する。
・無料法律相談…弁護士
会と司法書士会による相
談をそれぞれ週1回実施

市民課市
民相談セ
ンター・消
費生活セ
ンター

見直し R3

・オンブズパーソン制度の廃
止に伴う、市民相談の体制に
ついて、令和3年10月に整え
る。

見直し R3

・オンブズパーソン事務局と
市民相談センターの一元化に
伴い、令和3年度から市民相
談の体制について整える。

・No.1を参照

・オンブズパーソン事務
局を10月に市民プラザ
から木田庁舎に移転
し、市民相談センター、
消費生活センターと相
談業務を一体的に運用
することとし、あわせて
オンブズパーソンの勤
務時間等を見直しす
る。

・地域振興に率先して
取り組む団体への支援
の観点も含めて検討し
た結果、現行の補助の
枠組みを継続する。

№ 事業名 事業概要 課等名

評価結果（見直し前） 評価結果（見直し後）
見直しを踏まえた

R3年度の
実施内容

・市民活動団体等が実施
する事業に対し、補助等に
より支援を行う。

自治・地
域振興課

見直し R2

・地域振興事業について、事
業内容や地域間の均衡等を
考慮し、令和2年度末までに
補助の見直しを検討する。

見直し R2

・地域振興事業について、事
業内容や地域間の均衡等を
考慮し、地域振興に率先して
取り組む団体への支援の観
点も含め、令和2年度末まで
に補助の見直しを検討する。

・オンブズパーソンの勤務体
制を見直した上でオンブズ
パーソン制度を維持する。

R3見直し

・市政に関する苦情相談等に
ついては、市民相談センター
に一元化することとし、市政
の監視機能も含め、知見を有
した人員を配置するなど体制
を整えた上で、現オンブズ
パーソンの任期が終了する
令和3年9月をもって、オンブ
ズパーソン制度を廃止する。

R3廃止

総務管理
課オンブ
ズパーソ
ン事務局

・市政運営に対する市民
の苦情を適切かつ迅速に
処理するとともに、市政運
営に問題があった場合
は、市の機関等に対し意
見の表明等を行う。また、
市政運営を監視し、自己
の発意に基づく調査を行
う。

オンブズ
パーソン費

1

※各事業の「№」は令和元年11月公表時のもの 1/2



事務事業評価結果の見直し等について

（2）　コロナ禍へ対応するため見直した事業（4事業）

評価
区分

年
度

評価内容
評価
区分

年
度

評価内容

167
地域商業活
性化事業補
助金

・商店街振興組合等が主
体となった地域商業の活
性化に資する取組を支援
する。

産業政策
課商業・
中心市街
地活性化
推進室

見直し R3

・より効果的な制度とするた
め、現行の制度を見直し、令
和3年度以降は、消費税率引
上げ後の市内経済の動向を
注視しつつ、一般枠と特別枠
を統合した新制度により支援
する。

見直し R4

・新型コロナウイルス感染症
の感染拡大が、市内経済に
影響を及ぼしている状況を踏
まえ、令和3年度は現行の制
度を継続し、経済対策の面か
らの支援を継続する。令和4
年度以降は、引き続き市内経
済の動向を注視しつつ、より
効果的な制度とするため、一
般枠と特別枠を統合した新制
度により支援する。

・令和3年度は、現行の
補助制度を継続する。

・現行の補助事業を一
年間延長し、令和3年
度も継続する。

・補助上限額を引き上
げる等の拡充を行った
上で、補助事業を令和3
年度も継続する。

・レンタルオフィス・サ
ポート事業、建築資金
借入利子前払事業及
び進出企業奨励金（駅
東側）は申請受付期限
を廃止し、令和3年度も
継続する。

見直しを踏まえた
R3年度の
実施内容

№ 事業名 事業概要 課等名

評価結果（見直し前）

R2

・優良建築物等整備事業につ
いては、民間の大型建設事
業が概ね終了しており、制度
の活用が想定される事業所
等への聞き取りからも、新規
利用見込みがなかったため、
申請受付期限を設定し、令和
元年9月をもって受付を終了
した。
・レンタルオフィス・サポート事
業、建築資金借入利子前払
事業及び進出企業奨励金
（駅東側）については、企業進
出の一層の促進を図るため
申請受付期限を令和２年度
末としていたが、コロナ禍によ
る上越妙高駅周辺地区商業
地域における土地利用状況
の悪化及び企業活動の停滞
により、企業の早期進出を促
す状況にないことから、申請
受付期限を廃止する。
・なお、進出企業奨励金（駅
西側）については、営業開始
期限に到達し、補助を終了し
ている。

・優良建築物等整備事業につ
いては、民間の大型建設事
業が概ね終了しており、制度
の活用が想定される事業所
等への聞き取りからも、新規
利用見込みがなかったため、
申請受付期限を設定し、令和
元年9月をもって受付を終了
した。
・レンタルオフィス・サポート事
業及び建築資金借入利子前
払事業については、進出企業
の動向を踏まえ、今後の概成
に向け、企業進出の一層の
促進を図るため申請受付期
限を令和2年度末に設定す
る。
・進出企業奨励金について
は、駅西側は営業開始期限
に合わせ令和元年度末、駅
東側は進出企業の動向を踏
まえ、今後の概成に向け、企
業進出の一層の促進を図る
ため令和2年度末を申請受付
期限とする。

評価結果（見直し後）

見直し R229

新幹線新駅
周辺地区ま
ちなみ形成
推進事業

・上越妙高駅周辺地区に
おいて、平成22年度に策
定した土地利用方針、まち
なみ形成構想に沿ったま
ちづくりを進める。

交通政策
課

見直し

地域経済活
性化店舗等
改装促進事
業補助金

13

・住宅リフォーム補助金は、コ
ロナ禍における地域経済の
活性化と居住環境の向上を
図るため、令和3年度は事業
の規模等を拡充して継続す
る。

R3拡充

・住宅リフォーム補助金は、
緊急経済対策として平成22年
度に開始し、消費税率8％へ
の引上げ後は景気の下支え
として実施してきた事業であ
り、所期の目的を概ね達成し
たことから、一定の経済状況
であれば令和2年度末をもっ
て廃止する。

R2廃止

・ハード面主体の地域経済活
性化店舗等改装促進事業補
助金は、コロナ禍における地
域経済の維持のため一年間
延長し、令和3年度末をもって
廃止することとし、商業者によ
る事業の自律的展開につな
げる取組への支援として、よ
り効果的な制度を検討する。

R3

産業政策
課商業・
中心市街
地活性化
推進室

廃止

・消費税率引上げ後の市内
経済の動向にもよるが、ハー
ド面主体の地域経済活性化
店舗等改装促進事業補助金
は令和2年度末をもって廃止
することとし、商業者による事
業の自律的展開につなげる
取組への支援として、より効
果的な制度を検討する。

R2廃止

建築住宅
課

・住宅リフォームに要する
費用の一部を支援する。

住宅リフォー
ム促進事業

22

・小売・飲食・宿泊・サービ
ス業の中小企業者又はこ
れら事業者等で構成され
る団体が行う集客力や
サービスの向上又は経費
削減を目的とした店舗等
の改装を支援する。

※各事業の「№」は令和元年11月公表時のもの 2/2


