
課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

職員の研修 総務課

02-01-01-100-01 庶務人事係

職員の福利厚生 総務課

02-01-01-120-01 庶務人事係

民公協働の推進 総務課

02-01-06-380-01 企画係

男女共同参画社会づくりの
推進

総務課

02-01-06-460-01 企画係

4 拡充

女性の活躍は、防災・減災・復興の視点
からも必要不可欠である。行動計画によ
る目標値の達成に向けて、男女共同参
画週間における周知、また講演会等を
開催して、町民の意識啓発を進める必
要がある。

今年度「第５次男女共同参画計画」を策定し、
２８年度から目標の達成に向けて具体的な取
組みがスタートする。第５次計画の内容や具
体的な取組み、目標などの周知に努めるとと
もに、地区防災計画策定などの各種事業へ
の女性の参加を促し、引き続き男女共同参画
社会の実現に向けた取組みを進める。なお、
予算としては計画策定が終了した分減額と
なっている。

670 208 ▲ 462

3 手法改善

チャレンジ事業支援金は、様々な団体か
ら申請があり、地域活動へと広がりを見
せる一方で、趣味やサークルの域を出な
いような事業も見受けられる。そのた
め、公共性・公平性を鑑みた事業を行う
よう、周知徹底を図っていきたい。

今年度のチャレンジ事業支援金も予算額５０
０万円に対して約３８７万円と、満額の支援と
はやや離れた実績になる見込みである。しか
し、行政改革審議会でも支援金に対する評価
は高く、ぜひ満額支援に近づけてほしいとの
意見もあり、２８年度の申請受付に向けて、各
課や地区の動向にアンテナを張り、活用して
もらえるよう、「人」による周知を図っていく。

6,380 5,925

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
総 務 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

1 拡充

多種多様化する住民ニーズに応えられ
るよう、職員の資質向上が求められてお
り、恒常的な取り組みが必要である。 研
修機会の提供や情報周知など、より一
層、積極的な取り組みを行い、組織全体
の風土や意識改革を図っていく必要が
ある。

一般職員の研修費用については、これまでの
実績や組合独自要求での要望もあり、前年増
の予算計上を行った。今後も研修機会や情報
提供など、より一層の充実を図り、職員の能
力・資質・専門知識の向上を図る。
また、後期高齢者医療広域連合からの職員
派遣要請に対応し、日額旅費を計上した。

2,968 3,249

2 拡充

健康診断、産業医の設置など、法律で
義務づけられている事業である。 人員
減による仕事量の増大に伴い、心身へ
の負担は大きく、健康管理体制の整備
や充実が、より一層必要である。 また、
心理相談などメンタルヘルスの取り組み
も今後重要である。

労働安全衛生法の改正に伴い、ストレスチェック
が義務付けられたため、健康診断委託料の項
目に含め見積り依頼したが、現行単価で対応い
ただけるとのことから、概ね前年同額での予算
計上となった。
心理相談員謝礼、産業医委託料は前年同額。
また、互助会補助金についてもほぼ同額で、引
き続き職員の健康管理を推進していく。

4,544 4,456

281

▲ 88

▲ 455



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
総 務 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

移住促進対策事業 総務課

07-01-05-100-01 企画係

事業別予算説明書の作成
と発行

総務課

02-01-08-160-01 企画係

広域的な行政等の推進 総務課

02-01-06-060-01
02-01-06-160-01

企画係

行政改革の推進 総務課

02-01-06-100-01
02-01-06-120-01

企画係

06 手法改善

行政へのニーズが増大する中、事業が
多岐に渡るため、予算書のページ数が
増えてしまう傾向にあるが、掲載事業や
方法の見直しにより、さらなるコスト低減
に努める。また、広告についてもただ掲
載するだけでなく、掲載してもらった企業
や商店等の利用を促進するような手法
の検討も必要と考える。

平成１９年度から事業別予算説明書を全戸配
布して町の事業や予算の周知を行ってきた
が、ややマンネリ感も出てきている。２８年度
は配布部数を調整し、全戸配布に加え、しも
すわ未来議会に活かしてもらうために学校へ
の配布を行い、魅力ある協働のまちづくりの
ためのツールとして利用してもらうことを想定
している。

730 730

8 拡充

第４次行政改革大綱もスタートから４年目を
迎えたが、まだ職員への周知が不十分な面
もあるため、積極的に情報共有を図っていき
たい。また、職員提案制度についても、町庁
舎の大規模改修工事の開始により施設の
ハード面についての提案をしにくい状況と
なってしまっているが、職員には日々必要な
行政改革を行う意識を持ってもらうよう取り組
んでいきたい。

今年度策定作業を行っている「第５次行政改
革大綱」と「第２次行財政経営プラン」に定め
た目標を達成するための取組みが２８年度か
らスタートする。内容を職員にしっかりと周知
した上で、目標達成に向けて職員一丸となっ
て取り組む。なお、今年度計画策定が終了す
るため、策定年度分の審議会委員報酬等に
かかる費用が減額となっている。

450 268

7 拡充

地方分権の流れのなか、国・県からの権
限移譲、広域的課題の調査研究等、広
域連合の果たす役割は年々高まってい
る。 平成２７年度からは広域一元化した
消防業務もスタートすることから、諏訪地
域のさらなる広域的連携を進める必要
がある。

諏訪広域連合においては、今年度から消防
業務が広域一元化し、スケールメリットを活か
した広域連携の重要性はさらに高まってい
る。また、新たな広域連携を模索する動きも
あるため、広域連携によるメリットを活かせる
事業については積極的に検討に関わってい
く。なお、要求額は１００万円増だが、広域連
合の査定により金額は変わる可能性がある。

14,322 14,359 37

▲ 182

1,4975 拡充

２６年度はホームページの物件情報のリ
ニューアル、諏訪圏６市町村による合同
移住パンフレットの作成、合同セミナー
の開催など広域的に活動をし、移住者
の支援体制を整備した。２７年度におい
ては、より積極的に移住セミナーに参加
し、情報発信に努めたい。

今年度新たに「移住定住促進住宅改修事業補助
金」を創設し、利用実績が出ている。２８年度はこ
れまでの取組みに加えて、ふるさと回帰フェアや移
住セミナーへの参加回数を増やして町への移住を
ＰＲするとともに、移住定住促進住宅改修事業補
助金に多世代居住向けのメニューを追加するほ
か、諏訪圏移住相談センターを活用したＰＲを行う
などして、移住定住促進に向けた取組みを拡充す
る。
＜産業振興課移住定住促進室に事務移管＞

2,267 3,764



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
総 務 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

（新）総合計画の策定 総務課

02-01-06-340-01 企画係

広報誌の発行及び広聴事
業

総務課

02-01-08-100-01
02-01-08-120-01

情報防災係

電子自治体の推進（電子
計算機処理事業）

総務課

02-01-12-100-01 情報防災係

電子自治体の推進（情報
公開・個人情報保護事業）

総務課

02-01-12-120-01 情報防災係

10 手法改善

　町民が行政が行っている各種の事業などを
共有する手段のひとつである広報誌の持つ
べき役割を踏まえ、更に読みやすく、興味を
もっていただける広報誌となるような工夫をし
ていく。また、配布する範囲について町外の
方々への配布方法について研究を行う。併
せて、町政への意見を集める手段としての
「町長への手紙」については多くの方々から
提出いただけるよう工夫を行う。

広報誌の配布については、各区の行政を通して全
戸配布を行っているが、更に多くの町民に読んで
いただくために、コンビニエンスストア等へ設置し
読者層を広げる努力を行うほか、誌面構成も継続
的に改善を図る。また、平成28年度は御柱祭の年
でもあることから、この様な機会を通して誌面に多
くの町民が載っていただくことで「より身近な広報
誌」づくりを行うことで、手法改善により事業を推進
する。

2,280 2,580 300

総合計画策定に向けての基礎資料となるア
ンケート調査の回収まで終了し、平成２７年
度は本格的な策定作業に入る。職員のみな
らず、民間の方とも一緒になって、町の今後
１０年間の方向性を見出したい。

今年度第７次総合計画及び前期基本計画の
策定を行い、計画に沿った具体的な取組みが
２８年度から本格的にスタートする。２８年度
は策定した計画内容を冊子や概要版として印
刷し配布することを行うこととなるため、印刷
製本にかかる費用が増額となる。

259 1,876 1,617

11 拡充

本事業については、行政サービスに即した新
たなシステムや機器の導入が必要であり、多
額の費用が必要な事業である。県及び諏訪
地域6市町村共同利用システムを更に推進
し、一層のコスト削減を図るとともに、情報管
理を徹底し、情報漏洩等が無いように管理体
制の強化を図る。また、平成27年度において
は町のホームページのスマートフォン対応を
行うことで利便性の向上を図る。

平成28年度は町公式ホームページのシステ
ム更改を行い、昨今の自治体による情報発
信における住民ニーズへ対応できるよう、機
能面の充実やＳＮＳ等を活用した住民との双
方向による情報発信などを行うことで事業拡
充を図る。

87,472 70,914 ▲ 16,558

9 拡充

1712 手法改善

情報公開と個人情報保護に関する法律や
解釈について、昨今の状況は大変厳格な
運用が強いられるため、常に対応していく
ことが必要になる。また、昨今の情報漏洩
による事件や事故を未然に防ぐための新
たなシステムの導入とそれに伴う職員研修
を行うことで対応を強化する。

自治体における情報漏洩の事件・事故はこれ
まで以上に対策を強化する必要があることか
ら、機器やネットワークにおける強化策は必
須であるが、それらを扱う職員の知識やモラ
ルの向上も併せて実施していくことが重要で
あり、更なる職員研修の強化については、機
会を増やし内容を改善する等の手法改善を
行い対策の強化を図る。

97 114



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
総 務 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

電子自治体の推進（緊急
情報提供サービス事業）

総務課

02-01-12-140-01 情報防災係

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 26213 拡充

住民に対する情報提供のほか、町職員、
保育園、学校の保護者など幅広く活用い
ただけるような整備を行っているが、更に
利用者の拡大を図るための整備を進めて
行く必要がある。また、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等、他
のシステムとの連携を検討し、より迅速な
情報発信を図る必要性があることから、平
成27年度には事業の拡充を行う。

メール配信サービスは、平成27年度において
システム改修を行った。改修に併せた再登録
の呼びかけに応じていただいた町民の方は
2500人を超え、順調に増えているが、機能面
で充実させた学校のクラス単位での発信等、
更に登録を呼びかけ多くの方々に利用いただ
けるような周知を図ることで本事業の拡充を
図る。

1,299 1,037



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

国民健康保険の運営（保
険給付）

住民環境課

国民健康保険特別会計 国保年金係

資源ごみの処理 住民環境課

04-02-02-100-01 清掃係

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

0

0

▲ 145,581

8762 拡充

昨年度は、町立図書館横へ古布等の24時間
無料回収ボックスの設置によるリユース及び
リサイクルの推進と、町内８箇所への小型家
電の回収ボックス設置による希尐金属類の
資源化に取り組み成果を得た。平成27年度
はこれらを継続していくとともに、駅東側町有
地へ古紙古布を中心とする資源物の24時間
無料回収ボックスを設置し、資源ごみの収
集、資源化に取り組む。

資源物収集における駅東ｽﾃｰｼｮﾝは､利便性が高
くなったと住民にも好評を得ている。H28年度は、
収集対象品目を増やし、さらに利便性を高めてい
く。
また、これまで使用していた薪割り機が老朽化の
ため、新たに購入し剪定木の資源化処理の継続を
図り、増額になっている。併せて、これまで無料配
布していた薪は100円/10kgで販売し、その売り上
げを薪割り機購入費に充てていく。

44,898 45,774

1 拡充

医療の高度化により医療費が増加し、財
政を圧迫している。 また、度重なる制度
改正により事務処理量が増加している
が、職員は制度をより十分に理解し迅速
に事務処理を行わなければならない。
加えて、年々複雑化する制度の被保険
者への適用にあたっては、わかりやすく
ニーズに応じた説明が求められる。

　医療の高度化及び高齢化率がアップしてい
るが、医療費は被保険者の減尐と本年度実
績により減額になっている。また、住民の健康
を守るために、疾病の早期発見及び保健予
防の充実を図り、制度の底支えを図る。

1,678,725 1,533,144

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
住 民 環 境 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

有料ごみ袋給付事業 健康福祉課

03-01-01-060-01 福祉係

住宅用火災警報器給付事
業

健康福祉課

03-01-01-060-01 福祉係

地域活動支援センターの
運営

健康福祉課

03-01-01-240-01
03-01-02-100-01

福祉係

（新）障害福祉計画策定事
業

健康福祉課

03-01-02-440-01 高齢者係

▲ 95

4 廃止
計画策定が終了したため、本事業は平
成２６年度で廃止。

0

3 手法改善

障害者を取り巻く環境、特に就労に関し
ては依然として厳しい状況である。就労
の機会を提供し、人との交流を訓練する
ことで地域で障害者が暮らすことができ
る。現在無料となっている利用料につい
て、保護者の理解を得る中で検討するこ
とも必要となる。

障害者を取り巻く環境、特に就労に関しては
依然として厳しい状況である。就労の機会を
提供し、人との交流を訓練することで地域で
障害者が暮らすことができる。現在無料と
なっている利用料について、保護者の理解を
得る中で検討することも必要となる。

17,104 17,009

25

2 手法改善
ひとり暮らし高齢者や身体障害者等を火
災から守るために必要であり、関係者等
と連絡を密に交付及び設置を進める。

ひとり暮らし高齢者や身体障害者等を火災か
ら守るために必要であり、対象と思われる世
帯を抽出し関係者と連絡を密に交付及び設
置を進める。

335 201 ▲ 134

1 手法改善

町内の生活困窮世帯等に対する経済的
負担を軽減するための支給事業であり、
ほぼ支給対象世帯に支給されているた
め、継続していくことが適当である。

町内の生活困窮世帯等に対する経済的負担
を軽減するための支給事業であり必要不可
欠である。過去３年間の実績及び対象者への
周知をはかり事業の推進に努める。

531 556

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
健 康 福 祉 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
健 康 福 祉 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

（新）高齢者福祉計画策定
事業

健康福祉課

03-01-03-100-01 高齢者係

高齢者応援カード 健康福祉課

03-01-03-160-01 高齢者係

「ハイム天白」の運営（施設
介護サービス事業）

健康福祉課

特別養護老人ホーム
事業特別会計

ハイム天白

「ハイム天白」の運営（通所
介護サービス事業）

健康福祉課

特別養護老人ホーム
事業特別会計

ハイム天白

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 9,564

8 廃止 平成２６年度で事業廃止 0

7 手法改善

人件費、経年に伴う修繕費等が増大す
るなか、経費節減に努め、健全経営が
図れるよう手法改善を行い、引き続き利
用者が安心して生活できるよう処遇を行
う。

サービス収入の減額改定があり財源の確保
が難しく、一層厳しい運営を強いられる状況
であるなか、事業を継続するためには、運営
する上で必要最小限の整備にとどめ、歳出の
抑制を行い事業費を削減。
ただし、人件費（臨時介護職員）については、
人員確保の難しさを踏まえ、５年間据置の賃
金の見直し（３％増）を実施。

124,610 115,046

0

▲ 366 拡充

７０歳を迎える高齢者に対しては、カード
送付が速やかにできており、２６年度で
は事業所へのアンケート調査による事業
検証を踏まえ、町ＨＰへ事業内容、カード
利用時における各協賛事業所提供サー
ビス内容の周知を図っている。今後は協
賛店舗の拡充に向けた検討を進めてい
く。

町社協に依頼している「配達サービス」は平
成22年の事業創設時から実績はゼロ。26年
度に実施した協賛事業所アンケート調査によ
り、店舗独自の配達サービスがある状況か
ら、今後も社協経由の配達サービスのニーズ
は伸びないと予想されるため要求額を削減。
応援サービスが利用可能な店舗数の拡大に
取組んでいきたい。

304 268

5 廃止

平成２６年度で計画の策定は終了したた
め、本事業は廃止となるが、当町では高齢
化率や要介護認定者数が右肩上がりで上
昇していることから、計画の見直しに当た
る平成３０年に向けて、今後３年間の動向
に注視しながら計画に沿った事業展開を
進める。計画策定の手順については現状
と同様の手法が適切である。



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

観光の振興 産業振興課

07-01-03-060-01
07-01-03-120-01

商工観光係

林業専用道整備事業 産業振興課

06-02-06-100-01 農林係

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

0

0

▲ 9,471

02 廃止 本事業は平成２６年度で終了となった。

1 拡充

観光客の誘致だけでなく、住民が誇れる
「まちづくり」という観点からも「観光の振
興」事業は拡充されなくてはならない。
観光振興局が行うべき事業を更に検証
し、観光客誘致に結びつく事業を拡大す
るため、拡充する必要性がある。

　前年度に比べ減額予算となっているが、観光客
を通年において誘客し、滞留させ、町の主施策で
あるまち歩きに結びつけるため、木落し坂横を広
場として整備する。
　また、サマーイルミネーション事業の規模を拡大
し、夏場の誘客をより広げ、夏のいこいの場を創出
する。　両事業共に地域の皆さんや各種団体、事
業所等と協働で進めるように計画する。

78,578 69,107

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
産 業 振 興 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

住宅・建築物耐震改修促
進事業

建設水道課

08-04-01-180-01 都市整備係

公園の管理・整備事業 建設水道課

08-04-03-100-01
08-04-03-120-01
08-04-03-160-01
08-04-03-220-01

都市整備係

高木運動公園改築事業 建設水道課

08-04-04-200-01 都市整備係

グリーンニューディール基
金事業

建設水道課

08-04-04-120-01 都市整備係

0

4 廃止

本照明灯は、太陽光をエネルギー源とし
ており、有事の際においてもその機能を
果たせるため、赤砂崎公園整備事業と
同調して事業を実施し完了したため廃
止。

0

3 廃止

下諏訪町「健康スポーツゾーン」構想に
基づき、高木運動公園を諏訪湖畔の健
康増進の拠点の一つとして改築整備を
実施し完了したため廃止。

460

2 拡充

公園管理に関しては、安心安全なオープ
ンスペースの持続的な維持が必要であ
り、適正な管理に関する住民要望も多数
寄せられている。町健康スポーツゾーン
構想に位置付けられている高木運動公
園の維持管理、各公園の老朽化してい
る遊具・施設等更新整備が継続的に必
要である。

髙木運動公園が整備されるとともに、赤砂崎
公園の整備が進み、防災拠点としての公園
の適切な維持管理の拡充が必要である。
また、従来の都市公園は老朽化が進んでい
るので、子供からお年寄りまで誰もが安心・安
全に利用できる公園にするためにも、施設の
更新整備の拡充と適切な維持管理が必要で
ある。

27,062 34,260 7,198

1 拡充

大震災直後は耐震診断及び耐震改修に
ついて若干関心が高い傾向が見受けら
れたが、総体的に関心が低く成果が上
がっていない。補助事業であるため、手
続きに相応の時間を要することも事業推
進の妨げになっていると思量される。

平成２７年度で策定した「下諏訪町耐震改修
促進計画（第Ⅱ期）」に基づき、住宅の倒壊等
の被害から町民の生命と財産を守り、震災時
の膨大な復旧費の軽減を図るべく制度の周
知に努め耐震改修を推進していく必要があ
る。

12,169 12,629

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
建 設 水 道 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
建 設 水 道 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

国道２０号バイパスの建設
促進

建設水道課

08-04-05-100-01 関連調整係

▲ 102

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

5 拡充

下諏訪岡谷バイパス第１工区は、地元対策
委員会との設計協議が完了し、住民説明会
を開催後、用地幅杭設置まで完了した。今
後、用地買収に入っていくことになり、地元対
策委員会と連携した取り組みが必要である。
諏訪バイパスについては、計画段階評価手
続に入り、事業化に向け大きく動き出してお
り、建設促進期成同盟会とともにルート確定
に向けた活動等を行っていく必要がある。

下諏訪岡谷バイパス第１工区は、現在、宮久
保地区を中心に個々の地権者と用地買収を
進めている。また、岡谷市境から鋳物師沢ま
での境界立会いも終了し、今後はより地元対
策委員会と連携した取り組みが必要である。
諏訪バイパスについては、計画段階評価手
続に入り、事業化に向け大きく動き出してお
り、建設促進期成同盟会とともにルート確定
に向けた活動等を行っていく必要がある。

1,483 1,381



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

防犯・防災を進める団体へ
の支援

消防課

09-01-01-060-01
09-01-02-060-01

庶務係

諏訪広域消防 消防課

09-01-01-100-01
庶務係

消防団等にかかる費用（非
常備消防）

消防課

09-01-02-050-01
09-01-02-060-01
09-01-02-100-01

庶務係

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 12,012

0

3 拡充

消防団員の減尐傾向は全国的に深刻な
状況であり、勧誘活動を行うものの団員
確保は極めて困難な現状にあります。特
に大規模な災害が発生した場合、地域
における消防団員の役割は大きく、更に
充実・強化する必要がある。

２７年度に配備しきれなかった消防団無線機
の更新(コミュニティー助成事業申請済み）
消防団消防車両等更新計画に基づき、25年
を経過し老朽化した消防団車両３台を更新
し、消防力の強化を図る。

50,439 38,427

▲ 2,236

▲ 9,8772 手法改善

平成２７年４月から諏訪広域消防の一元
化を迎え、広域消防が連合に完全移管
され、組織・指令体制・職員処遇等が広
域として統一されたが、今後も継続的に
検討する必要がある。

諏訪広域消防一元化から１年を経過するが、
継続的に成果を検証していく必要がある。

251,175 241,298

1 拡充

平成２３年度に「下諏訪町防犯灯設置事
業補助金交付要綱」を改正してから、地
域の要望状況により対応している。 区
及び町内会では、節電や環境対策を配
慮した防犯灯のＬＥＤ化も浸透してきてお
り、今後も更に推進するべき事業であ
る。

防犯灯設置事業については補助金交付要綱
で、従来型からの機種変更及び自動点滅器
の更新は、平成２７年度末で補助金交付を終
了することとしているため、新設に対する補助
金のみとする。
消火栓用ホース等購入補助は、「下諏訪町自
主防災組織活動事業補助金交付要綱」で対
応する。

4,037 1,801

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
消 防 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

南小学校改築事業 教育こども課

10-02-03-100-01 教育総務係

（新）学校整備事業 教育こども課

10-02-01-120-01
10-03-01-120-01

教育総務係

（新）大門教職員住宅解体
事業

教育こども課

10-01-04-100-01 教育総務係

（新）南小学校学童クラブ
棟改築事業

教育こども課

10-04-12-100-01 子育て支援係

4 廃止 平成２６年度をもって、事業終了した。

0

0

1 廃止

0

3 廃止
保有住宅のうち、大門教職員住宅につ
いては、平成２６年度解体工事が終了し
たため。

平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

2 廃止 平成２６年度をもって、事業終了した。

南小学校の改築工事は、特に事故もなく
ほぼ計画どおり進捗し、児童、学校に対
する学習環境及び安全対策にも配慮し、
平成２７年３月２７日完成した。

0

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
教 育 こ ど も 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明
平成２８年度当初予算における考え方 H27予算額 H28予算額 増　減

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
教 育 こ ど も 課

（単位：千円）

番号
平成２６年度事務事業評価結果

博物館の活動
（体験教室等の開催）

教育こども課

10-04-04-120-01 博物館

博物館の活動
（企画・特別展の開催）

教育こども課

10-04-04-140-01 博物館

博物館資料の保存整理 教育こども課

10-04-04-160-01 博物館

615

27

5 手法改善

▲ 178

〈平成２６年度事務事業評価シートから転記〉

7 手法改善

未整理資料の所在、数量を確認したうえ
で、年間計画に資料整理期間を設けて
計画的な資料整理を実施する。収集した
資料の整理保存が博物館の本来の業
務であることを踏まえて、事業の優先順
位を確認し、資料整理が確実にできるよ
う事業バランスを見直すことが必要であ
る。

未整理の収蔵資料が多数存在しているため、
２８年度は資料の購入をいったん休止し、学
芸員が計画的に資料整理を実施する。

793

6 手法改善

従来の特別展・企画展は、必ずしも諏訪
湖博物館・赤彦記念館の名にふさわしい
内容のものではなく、貸しギャラリーの要
素が強かった。町立博物館として行うべ
き展示のあり方を検討し、地域の文化向
上に資する展示へ転換を図る。

２８年度は赤彦生誕１４０年・没後９０年の節
目の年であるため、赤彦を基軸とした企画展
を博物館係が企画し、年間を通じ実施する計
画である。

775 802

▲ 308

従来の事業のなかには、諏訪湖博物
館・赤彦記念館が果たす役割とは無関
係の事業もあるため、博物館の果たす
役割に即した活動とするために、事業の
内容を吟味し、取捨選択の上、町の自
然・歴史・文化の理解を深める活動を展
開する。

２８年度は諏訪湖博物館・赤彦記念館の展示
内容に即した活動として、諏訪湖の風物詩で
あった四つ手網の復元や赤彦に関する講演
会、国史跡星ヶ塔遺跡の見学会など、町の自
然・歴史・文化の理解を深める活動を実施す
る。

801 493


