
外部点検対象事業の選定について（案） 
 
1 これまでの外部点検との比較  
 
  これまで 平成２９年度以降 

対象事業 予算レベルの事務事業 

(市の全事業約２，０００事業から抽出) 

第７次福井市総合計画実施計画に掲載された事業 

(主要な事業。 ２４３事業から抽出) 

除外要件 

 

市民対象ソフト事業であって、 

 ・総合支所に関する事業 

 ・ゼロ予算の事業 

 ・昨年度に開始した事業 

 ・終了を予定している事業 

 ・過去に点検した事業 

を除く 

 

 

ソフト事業を対象 
ただし、義務的な事業を除く 
 
※義務的な事業とは、協定、契約等で実施しなければならな 

い事業や、市の内部事務。 
例えば、県及び沿線市町との協定に基づく鉄道会社への
支援や、指定管理事業など。 
内部事務では、計画策定(都市計画マスタープラン関係)や
水道料金徴収など。 

 
※ハード関連事業は、以下の理由により点検対象から除外。 
 ・建築、土木の専門的知見が必要 
 ・社会資本整備交付金事業は、制度上、事後評価の実施、 

公表が課せられており、一定のチェック機能を有している 
 ・施設建設については、別途検討委員会で議論される 

(文化会館など) 
 ・大規模事業のチェックは議会の役割 
 ※ 「関連」とは、ハード整備に関する補助事業など 

(優建への補助など) 

 
２ 平成２９年度の点検事業の選定スケジュール 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３ 平成２９年度の想定点検対象事業  分野Ⅰ  71 事業の中から     …21 事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２－３ 

除外要件(29 年度) 

…新規(7) 

…ハード(関連)(31) 

…義務(12) 

上記で重複するものはいずれか 
ひとつに仕分けています 

事務局 点検対象候補事業の検討、外部点検の詳細設計 

行革委員会 次年度の点検の進め方、事業の選定方法説明 
 

２月 
１７日 

３月～ 
４月 

行革委員会 
５月 
下旬 点検対象事業の選定（主要な事業８事業程度） 

点検対象事業の決定通知、外部点検の対応依頼 
６月～ 
７月 

事務局→関係所属 

外部点検実施 
８月 
下旬 

事務局→関係所属 
 

５月 点検対象候補事業の周知 

点検結果の報告・公表 １０月 

２月 点検結果への対応の報告・公表、次年度に向けた検討 

委員長→市長 

行革委員会 

点検用資料 事前送付 

事業選定用資料 事前送付 

事業の方向性 部局 所属名 主要な事業 備考

建設
都市整備室・公園課

おもてなし観光推進課・自然

史博物館

足羽山魅力向上事業 ハード 1

建設 公園課 中央公園周辺再整備事業 ハード 2
都市 都市整備室 民間活力を活かした県都の顔づくり事業 3
都市 都市整備室 福井城址周辺整備事業 ハード 4
都市 都市整備室 県都デザイン戦略推進事業 新規 5
都市 都市計画課 フェニックス通り環境整備事業　※県事業 義務 6

都市
駅周辺整備課・地域

交通課
福井駅付近連続立体交差事業　※県事業 義務 7

都市 駅周辺整備課 西開発周辺道路整備事業 ハード 8
都市 駅周辺整備課 福井駅周辺土地区画整理事業 ハード 9

014 民間主体のまちづくり支援 都市 都市整備室 市街地再開発事業等支援事業 新規 10
都市 都市整備室 にぎわい交流施設管理運営事業　※指定管理 義務 11
商工 商工振興課 まちなか賑わい創出事業 12
商工 商工振興課 民間によるまちなか活性化活動支援事業 13
商工 商工振興課 コミュニティバス事業 14
商工 商工振興課 がんばるリノベ応援事業 新規 15
商工 商工振興課 おもてなし商業エリア創出事業 新規 16

023 まちなかの居住環境整備 建設 住宅政策課 居住推進支援事業（まちなか住まい支援事業） 17
都市 地域交通課 地方バス路線等運行維持事業 18
都市 自転車利用推進課 まちなかレンタサイクル事業 19

031 北陸新幹線の早期開業促進 都市 新幹線推進室 北陸新幹線建設整備事業　※整備支援機構事業 義務 20
032 並行在来線の開業準備 都市 新幹線推進室 並行在来線開業準備事業 義務 21

都市 都市計画課 都市計画マスタープラン推進事業 義務 22
都市 都市計画課 都市計画道路整備事業 ハード 23
都市 地域交通課 えちぜん鉄道施設改善事業 ハード 24
福祉 地域包括ケア推進課 多機能よろず茶屋設置事業 25
都市 都市整備室 景観推進事業 26
都市 都市整備室 景観支援事業 27
総務 東京事務所 東京 de ふるさと福井創出事業 新規 28
総務 まち未来創造室 未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト 29

建設 住宅政策課
居住推進支援事業
（空き家ストック循環利用促進事業）

30

建設 住宅政策課 居住推進支援事業（移住定住サポート事業） 31
044 里地・里山・里海の活性化 農林 農政企画室 里地・里山活性化事業 32

都市 地域交通課 地域コミュニティバス運行支援事業 33
都市 地域交通課 地域バス整備事業 34
都市 地域交通課 バス利用促進事業 新規 35
都市 地域交通課 （再掲）えちぜん鉄道支援事業　※沿線市町協調支援 義務

都市 地域交通課 （再掲）福井鉄道支援事業　※沿線市町協調支援 義務

都市 新幹線推進室 えちぜん鉄道・福井鉄道相互乗入関連施設整備事業 ハード 36
都市 地域交通課 えちぜん鉄道支援事業　※沿線市町協調支援 義務 37
都市 地域交通課 福井鉄道支援事業　※沿線市町協調支援 義務 38
建設 河川課 里川保全事業 39
建設 河川課 足羽川水辺空間美化事業 新規 40
建設 公園課 市内公園環境整備事業 ハード 41
建設 公園課 総合運動公園整備事業 ハード 42
建設 公園課 ガーデンシティふくい推進事業 43
建設 監理課・道路課 交通安全施設設置事業 ハード 44
建設 道路課 道路橋りょう改修事業 ハード 45
建設 道路課 道路舗装事業 ハード 46
建設 道路課 歩道整備事業 ハード 47
建設 道路課 過疎対策事業（道路・消雪） ハード 48
建設 河川課 河川・水路整備事業 ハード 49
建設 河川課 馬渡川整備事業 ハード 50
建設 河川課 底喰川整備事業 ハード 51
建設 河川課 浸水対策事業 ハード 52
下水 下水管路課 雨水対策事業（浸水対策） ハード 53
下水 下水施設課 ポンプ場整備事業 ハード 54

074 建築物の耐震化推進 建設 建築指導課 木造住宅耐震化促進事業 55
075 土地区画整理事業の推進 建設 区画整理課 森田北東部土地区画整理事業 ハード 56

建設 市営住宅課 市営住宅ストック改善事業 ハード 57
建設 市営住宅課 東安居団地整備事業 ハード 58
下水 下水管理課 浄化槽維持管理補助事業 59
下水 下水管路課 公共下水道普及拡大事業 ハード 60
下水 下水管路課 下水道管路改築事業 ハード 61
下水 下水施設課 汚水処理場整備事業 ハード 62

082 下水道事業の健全経営 下水 下水管理課 下水道アセットマネジメント 義務 63

企業
ガス･水道整備課

ガス･水道施設課
第７次整備事業 ハード 64

企業
ガス･水道整備課

浄水管理事務所
水道施設改良事業 ハード 65

企業 簡易水道課 簡易水道整備事業 ハード 66
企業 ガス･水道整備課 ガス導管耐震化事業 ハード 67

企業
ガス･水道お客様課

ガス･水道施設課
都市ガス保安確保事業 義務 68

企業 ガス･水道お客様課 水道料金徴収事業 義務 69

企業
ガス･水道整備課

ガス･水道施設課
（再掲）第７次整備事業 ハード

企業 ガス･水道お客様課 ガス料金徴収事業 義務 70
企業 ガス･水道お客様課 都市ガス需要開発事業 71

021 まちなかのにぎわい創出

024 まちなかの交通アクセス向上

012 魅力的な都市基盤の整備

013 福井駅周辺の整備

011 市民が利用しやすい空間の形成

022 まちなかの出店・開業支援

052 まちなかと地域を結ぶ交通の円滑化

041 日常生活機能が集約した地域拠点づくり

の促進

042 地域の景観形成

043 移住定住の促進

061 河川環境の保全・創出

062 公園の整備・維持管理

051 地域の交通システム構築

071 市道等の整備・維持管理

072 治水環境の整備

073 浸水対策の推進

076 市営住宅の整備・維持管理

093 水道事業の健全経営

081 汚水処理施設の維持管理

091 水道施設の維持管理

092 ガス施設の維持管理

094 ガス事業の健全経営


