
課名：

事 業 名 課 名

事 業 コ ー ド 係 名 総合評価 説 明

職員の福利厚生 総務課

02-01-01-12-01 庶務人事係

出会い・婚活の場の提供 総務課

02-01-06-12-01 企画係

民公協働の推進 総務課

02-01-06-26-01 企画係

男女共同参画社会づくり
の推進

総務課

02-01-06-32-01 企画係

4 拡充

今年度は第５次男女共同参画計画を
策定し、平成２８年度から新たな計画の
下に啓発や周知を行っていくこととな
る。計画の策定段階で浮き彫りとなった
地域や企業への周知について、区長会
をはじめとする各種団体に計画の紹介
と併せて男女共同参画推進委員を中
心とした推進についても依頼するなど
し、委員を中心とした推進体制を確立し
たい。

第５次男女共同参画計画がスタート
し、例年年末から翌年初に開催がず
れ込んでいた男女共同参画推進委
員会を７月には開催し、計画の説明
等を行ったほか、１１月には委員向け
の研修会も開催するとともに、特定事
業主行動計画の推進も踏まえて「イ
クボス・温かボス宣言」なども実施し
た。

コスト低減

平成２９年度も今年度と同様の
活動を見込むが、コストについて
は削減できる費用については削
減を図る。

208 195 ▲ 13

6,041 116

863 863 0

3 拡充

チャレンジ事業の申請が減少傾向にある
中、平成２８年は御柱祭の年ということも
あり、区や町内会を主体とした事業が提
案されにくくなることが予想される。しかし
ながら、チャレンジ事業も民公協働の推進
の手法のひとつであるとの点に戻り、町民
の方との連携により町の活性化に繋がる
ものがあれば、チャレンジ事業にかかわら
ず積極的に民公協働を推進していくべき
であると考える。

御柱年ということもあり、当初の
予想どおり各地区等を中心とした
チャレンジ事業の申請がなく、予
算額まで申請額が届いていない
が、「夏休みこども研究所」などの
任意団体からの申請数について
は、前年度とほぼ同数である。

現状維持

御柱祭も終了し、各地区等での
主体的な事業が再度活性化する
ことを期待するとともに、該当し
そうな事業については町側から
積極的に案内し、申請及び支援
金の利用増加につなげていきた
い。

5,925

2 拡充

２７年度の婚活イベントには、１７２人の応募
があり、抽選などにより１１４名の方に参加し
ていただいた。委員のきめ細やかで手作り感
のあるイベント運営は変わらず好評を得てい
るが、イベント申込人数が男性に比べて女性
が低調な場合が見られはじめており、結果と
して男性の人数も絞らざるを得ない状況が出
てきている。周知方法含め、募集定員確保に
向けた検討が必要になってきている。

御柱年ということを考慮し、前年度よ
り開催回数を２回減らしている。男性
については定員以上の応募がある
が、女性の応募が減少傾向にあり、
男性についてもやむなく定員以下の
人数に抑えて開催したイベントもあっ
た。

手法改善

イベント開催回数については、前年
度と同じ６回を見込むが、課題となっ
ている女性の参加者数確保と情報
発信について、プロジェクト内で研究
し、募集定員を確保したイベント開催
につなげていきたい。また、イベント
の他に新たな結婚支援の取り組み
についても検討を行う。

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

1 拡充

健康診断、産業医の設置など、法律
で義務付けされた事業である。 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
整備や充実が一層必要である。 従っ
て、今後は健康診断の機会に合わせ
たストレスチェックへの取り組みを考
えていく。

4,456 4,649 193

今年度より義務付けとなったストレス
チェックを、８月下旬の職員健康診断
時に実施済。結果分析とともに、スト
レスを抱えている職員に対して、個々
にその後の受診、心理相談員への相
談周知を図っている。

現状維持

今後将来の職員自らの健康づくりに
対する動機付け、意識改善を図るた
めの研修会を「職員研修事業費」へ
当初予算要求し、全体研修の位置
付けの中で開催したいと考えてい
る。職員健康診断及びストレスチェッ
クは継続実施していく。
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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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

移住促進対策事業 総務課

02-01-06-500-01 企画係

事業別予算説明書の
作成と発行

総務課

02-01-08-14-01 企画係

広域的な行政等の推進 総務課

02-01-06-05-01
02-01-06-16-01

企画係

行政改革の推進 総務課

02-01-06-10-01
02-01-06-12-01

企画係

8 拡充

第４次行政改革大綱、行財政経営プ
ランの計画期間が今年度で終了し、
平成２８年度から新たな総合計画に
基づく第５次行政改革大綱、第２次
行財政経営プランの計画年度がス
タートする。年度の早い段階で職員
が計画の内容を把握し、常に取組目
標を意識した事業実施が求められ
る。

第７次総合計画と、これに基づく
第５次行政改革大綱、第２次行財
政経営プランのほか、未来を創る
総合戦略等の計画年度がスター
トし、６月には全職員を対象に計
画の概要説明会を開催した。引き
続き計画の周知や確実な実行に
向けて取り組む必要がある。

拡充

ここ数年、行政改革審議会委員のう
ち公募委員がいない状態が続いて
いたが、ここで公募の委員も加わり、
活発な議論が行われている。
平成２９年度は審議会の開催回数を
大幅に増やし、事業担当職員の声も
聞きながら、外部評価に近い形での
審議会運営を行っていく。

141 7962

788 58

7 拡充

諏訪広域連合規約に定められた共同
処理する事務以外に、広域的に市町村
が連携して観光振興などの事業に取り
組むことが求められており、これまでの
枠組みにとらわれず、積極的に広域的
な事業の推進に取り組んでいく必要が
ある。
また、平成２８年度からは新たに行政
不服審査法に基づく第三者機関（行政
不服審査会）を共同設置することが決
まっている。

今年度から行政不服審査会が設
置されたほか、第４期諏訪広域連
合広域計画の策定作業も行われ
ており、外部有識者等からなる策
定委員会も３回ほど開催され、概
ね予定どおりに進められている。

現状維持

現在進められている第４期諏訪広域
連合広域計画の検討においても、新
たな事務等の追加は予定されてい
ない。平成２９年度は隔年実施の議
会議員視察研修が予定されている。
なお、諏訪東京理科大学公立化の
ための「諏訪広域公立大学事務組
合」が設置されるが、負担金につい
ては企画費の一般経費に計上。

14,354 14,081

3,764 ▲ 3,764

730

▲ 273

6 コスト低減

新規事業や重点事業の掲載をしつつ
も、内容を見直し、ページ数の増加を
抑えることで、作成単価を抑えるとと
もに、安定した広告掲載企業を確保
するため、充実した冊子内容となるよ
う今後も随時誌面デザイン等の見直
しを行っていく。

第７次総合計画の開始年度に当
たり、構成が変更になったことと、
紙代等の値上がりにより、昨年度
よりも印刷製本費がかなり割高に
なってしまった。
また、御柱年ということもあり、企
業等からの広告収入も前年を下
回る結果となってしまった。

現状維持

用紙代等印刷製本費が値上がり
しており、これまでどおりの単価
では作成が厳しいことから、今年
度と同数の作成を予定するが、
部数やページ数の調整等も視野
に入れたい。
また、御柱前年の平成２７年度
並みの広告料収入をめざす。

5 拡充

今年度から開始した移住定住促進住宅改修事
業補助金は、当初の見込みどおり４件の利用が
あり、うち２件で子ども加算があったことから、初
年度としてはまずまずの成果だった。平成２８年
度からは新たに多世代同居のための改修も対
象にするほか、業務を産業振興課に移管して就
業相談も含めた対応を行う。さらに広域的な取
組みとして諏訪圏移住相談センターが開設され
ることから、ますます内容を充実させた取組みを
実施していく。

産業振興課（移住定住促進室）
へ移管
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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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

総合計画の策定 総務課

02-01-06-20-01 企画係

防災・減災対策の推進と
意識の高揚

総務課

02-01-10-05-01
02-01-10-10-01
02-01-10-12-01

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

02-01-12-10-00 情報防災係

庁舎耐震補強及び大規
模改修工事

総務課

02-01-13-100-01 管財係

4,598

28,217 6,630

11 手法改善

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、多額の費用を要する事業である。県
及び諏訪地域６市町村との共同利用を更
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、国の指針に沿った情報ネットワー
クの強靱化を進め管理の強化を図る。ま
た、平成２８年度は町のホームページ更
改を行い、町民に寄り添ったシステムの構
築を図る。

国から示された情報セキュリティ強靱化に
向けて、各種の対応を行っている。
費用については、諏訪地域他市町村との
共同利用の促進を図ることでスケールメ
リットを出し、経費削減に努めている。
町の公式ホームページは、6年ぶりの更
改を行い、住民にとっての利便性を向上さ
せるとともに、高齢者や障害者に配慮した
アクセイシビリティに対応させた。

手法改善

国から示された情報セキュリティ強靱化
については、平成28年度中に実施する
が、実際の運用は平成29年度からになる
ことから、当町の安全管理措置を策定し
間違いのない運用を図る。特に職員はこ
れまでとは端末の扱いに大きな乖離が出
るため移行時には研修会を計画し、平成
29年7月に予定されているマイナンバー
の情報連携に備える。

70,914 75,512

1,876 0 ▲ 1,876

10 拡充

地域防災力の向上については、昨今の大
規模災害への対策として、地区において
更なる知識の習得と意識の高揚が必要で
あり、地区防災計画策定事業及び地域防
災リーダー研修等によって自助・共助の
対策強化を行う。
また、総合防災訓練等の機会を通して、
災害時を想定した実践的な訓練を行うこ
とによって自主防災会役員等の対応力強
化に努める。

地区防災計画は、年に二つの地区を選定
し策定を行う計画としていたが、平成28年
度は、第5区、第7区、第9区を対象に3つ
の地区で策定を行っている。
また、地域防災リーダー研修は、6月の週
末を利用して合計6日間実施するととも
に、新たな試みとして、小中学生を対象と
したジュニア防災リーダー研修も同時開
催を行った。

21,587

9 拡充

多くの町民の代表により検討や審議
が行われたほか、町議会特別委員
会等でも長時間の審議が行われ、総
合計画の策定が完了した。
平成２８年度は計画書の作成と町民
等への周知を行うことになるが、可能
な限り費用を抑えつつも今後１０年間
に向けた特徴が表れた冊子ができる
よう努力したい。

第７次総合計画冊子について
は、６月上旬に完成し、ダイジェス
ト版の全戸配布等も完了した。

廃止

第７次総合計画の進捗状況と、それ
に伴う町民満足度を調査し、後期基
本計画に反映していくため、平成２９
年度から隔年で住民アンケート調査
を実施する。
予算については、新たに「住民満足
度調査事業」とするため、総合計画
策定事業としての予算はゼロ計上と
した。

拡充

地区防災計画は、全町での策定を更に
進めるために、平成29年度においても3
つの地区での策定を予定している。
地域防災の担い手となる人材の育成は、
女性や子ども等も参加しやすい訓練を実
施する。
自助の観点から、各世帯単位でも災害に
備えていただく目的で、災害時家庭用備
蓄品を安価に有料頒布する。

0

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

12 廃止
庁舎耐震補強及び大規模改修工事
の完了により廃止とする.
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課名：

事 業 名 課 名

事 業 コ ー ド 係 名 総合評価 説 明

（新）ふるさとまちづくり寄
付記念品贈呈事業

税務課

02-02-02-10-01 収納係

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

0

4 0

0

3

1,407 2,295 888

2

1 手法改善

広く下諏訪町を想ってくださる寄附者
の方々の気持ちに応えるべく、町の
活性化に向けて返礼品の拡充・ＰＲ
等の取り組みを進める。

H28に於いては、町ホームページだ
けでは、全国の下諏訪町を想う寄附
者に情報提供出来ないので、民間Ｗ
ｅｂサイトと契約し、ＰＲを図るととも
に、クレジット決済を導入し、納税環
境の整備に努めた。

寄附受入額H27 実績 2,127千円
H28..11上旬 6,220千円

拡充

魅力溢れる特産品を用意して、幅広
く寄附者に対して町のＰＲを促進し、
寄附行為につなげるようにしたい。
記念品代を昨年度の当初予算より、
２倍の予算額とし、支払額が当初予
算を上回った場合は、補正で対応す
ることになったため。

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
税 務 課

（単位：千円）

番号
平成２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減
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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

04-02-02-10-01 清掃係

焼却ごみの処理 住民環境課

04-02-02-12-00 清掃係

（新）砥沢最終処分場等
の整備

住民環境課

04-02-02-18-01 清掃係

▲ 1,300

82,059 36,285

4 縮小

それぞれ処分場の法面の整形を中
心として計画した整備は完了し、景観
的にも問題のないものとなっている
が、町屋敷処分場において、２７年度
に整備した延長線上の法面が、新た
に野生動物の通路となりはじめてい
るため、２８年度にその整形及び獣
害対策を施した工事を実施する。

町屋敷法面工事は、H28.5月に実
施し終了している。

廃止
H27-28年度にかけて計画した法
面補修工事は、終了した。

1,300 0

1,533,144 1,535,766 2,622

2 拡充

平成２７年度に開設した駅東リサイクルス
テーションは、平成２８年度は収集品目の
拡大を図る。ステーションは、資源循環型
社会形成をする上で、収集量を増やし、町
民の利便性の向上を図るものであり、開
設以来、利用する皆さんには好評を得る
と共に、ステーションでの収集量は日々増
加傾向にある。今後も町民の利便性の向
上を鑑み、新たな収集ボックスの設置に
取り組んでいく。

平成27年4-9月の資源物収集量は、
391.0トンに対し、平成28年4-9月は
491,6トンと100,6トンの増となってい
る。
平成29年度は、28年度上半期の実
績を加味すると年間100トン程度の資
源物量の増が見込まれる。

拡充

駅東ﾘｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ設置等に伴う資源
物量の増加により、その処理費用を増額
し循環型社会の形成を進める。
また、H29予算では「焼却ごみ処理事業」
の事業科目「焼やすごみ収集委託料：
44,388千円」を組入れるとともに、新規事
業となる「清掃ｾﾝﾀｰ等管理運営委託」に
含まれる資源物処理委託分を清掃ｾﾝﾀｰ
管理費へ組み替える。

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。

医療費の増加に歯止めをかけるべ
く、ＫＤＢシステムを有効活用し疾病
の早期発見及び予防に重点を置き、
住民の健康を守るとともに、国保制
度の底支えを行っている。被保険者
には、わかりやすくニーズに応じた説
明を行っている。職員は研修等で制
度をよく理解し、迅速な事務処理を
行っている。

拡充

医療費については、被保険者は減
少にもかかわらず医療の高度化及
び高齢化率がアップしているため、
増額になっている。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、医療費が減
少するよう、制度の底支えを図る。

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

81,262 0 ▲ 81,2623 縮小

平成２８年７月から諏訪湖周クリーン
センターの試運転開始まで、岡谷市
の焼却ごみの受入れを考慮しなが
ら、安全で安定した焼却施設の稼働
のため、整備・運転に努めた。また、
ごみの分別による資源化を周知する
と共に、清掃センター搬入されたごみ
の内容を点検し、ごみの減量化を
図っている。

町清掃ｾﾝﾀｰで行うごみの焼却処
理はH28.6月末で終了した。

廃止

「焼却ごみ収集委託料：44,388千
円」は資源物等処理事業費へ組
替え、施設維持に係る費用は、
清掃ｾﾝﾀｰ管理費へ組替え、当
該事業は廃止とする。
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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
住民環境課

（単位：千円）

番号
平成２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

リサイクル施設整備事業 住民環境課

04-02-02-22-01 清掃係

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

5 拡充

２６年度に作成した整備計画により、
２７年度は、旧清掃センター解体に伴
うダイオキシン類等の調査や解体工
事仕様書を作成した。
これにより２８年度は、旧清掃セン
ターの解体工事の実施とともに、リサ
イクル施設の設計を進めていく。

H28年度実施の旧清掃ｾﾝﾀｰ解体
工事は、計画どおり進んでおり、
H29.3月には、旧清掃ｾﾝﾀｰのｽﾄｯ
ｸﾔｰﾄﾞ設置予定場所は、更地化さ
れ一部舗装が行われる。

拡充

H28年度実施した旧清掃ｾﾝﾀｰ解
体後の跡地へ、H29年度にｽﾄｯｸ
ﾔｰﾄﾞ設置のための工事を実施す
る。

304,952 32,379 ▲ 272,573
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課名：

事 業 名 課 名

事 業 コ ー ド 係 名 総合評価 説 明

住宅用火災警報器
給付事業

健康福祉課

03-01-01-05-01 福祉係

（新）下諏訪町プレミアム
付商品券配布事業

健康福祉課

03-01-01-060-01
（H26繰越）

福祉係

地域活動支援センター
の運営

健康福祉課

03-01-01-18-01
03-01-02-10-01

福祉係

高齢者応援カード 健康福祉課

03-01-03-14-01 高齢者係

989

0

3 手法改善

障がい者を取り巻く環境、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がい
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。

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がい者が暮
らすことができている。また、平成３０
年９月複合施設の賃貸借契約の満
了を迎えるなか、残りわずかな期間
で利用料について検討することは難
しい。

現状維持

就労継続支援事業所が増える一
方、町内に住む知的障害や身体障
害の利用者に生産活動や社会交流
の機会を提供し、作業全般や生活
指導を行う施設として必要である。

11,369 12,358

201 101 ▲ 100

2 廃止
平成２７年度のみ実施の事業のた
め、廃止となった。

1 縮小

一度限りの支給のため、申請件数の
減少が見られるが、一方で生活環境
の変化で必要とされる人もいることか
ら、民生委員等と連携して事業を進
める。

一度限りの支給のため、申請件数は
さらに減少傾向にある。来年度に向
けて情報提供の見直しを図る。

縮小

事業内容をクローズアップしもすわ、
班回覧、町ホームページ等を活用し
周知を図る。また、対象世帯をリスト
化し必要な人に給付できるよう、地
区の民生児童福祉委員と連携を図
る。

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

4 拡充

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、子育て応援カード協賛事業所
を高齢者応援カードにも協賛いただ
けるよう取り組みたい。

新たな店舗の掘り起こしを行い、前
年４９店舗から５１店舗に増加、目標
達成率は81.7％→85.0％（H28.11.1現
在)となっている

拡充

カード交付対象高齢者の増による周知を
するとともに、他の応援カード事業の登
録店にもサービスが拡大できるよう取り
組んでいきたい。

268 277 9
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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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減

生活習慣病検診・心のケ
ア相談事業

健康福祉課

04-01-03-10-01
04-01-03-12-01

保健予防係

疾病の予防 健康福祉課

04-01-04-10-01 保健予防係

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

6 手法改善

乳幼児の予防接種は過密になってい
るため、 適切な時期に接種を完了で
きるようスケジュールの調整や、制度
変更への対応など、きめ細やかな対
応により接種率を維持している。学童
については、安全性確保の観点から
集団接種を見直す必要がある。

学童対象の予防接種を学校での
集団接種から医療機関での個別
接種に切り替えて４月から実施。
小６対象の二種混合は上半期で
５割近くが接種済み。未接種者に
はハガキによる接種勧奨を実
施。実施方法変更による保護者
からの苦情等なく、順調に実施し
ている。

現状維持

日時を指定しないことにより接種
率が下がる恐れがあるため、き
め細かい接種勧奨につとめ、現
体制を継続する。

45,171 47,566 2,395

医療機関での検診は実施期間も
長く、集団検診に都合がつかな
い人への受け皿にもなり利便性
の向上による受診率アップが見
込まれるため周知を図る。

23,848 27,193 3,3455 手法改善
がん検診無料クーポン事業の費用対
効果を検討し、受診者がより受診し
やすい体制を整備する。

子宮乳房検診の無料クーポンを
廃止し、検診実施医療機関を全
県に拡大して利便性を上げた。申
込み者数が増加し、上半期の実
績は、子宮検診受診者が60人
増。12月末までの期間中に受診
するよう、申込んでいる未受診者
へはハガキによる受診勧奨を実
施。

現状維持
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課名：

事 業 名 課 名

事 業 コ ー ド 係 名 総合評価 説 明

住宅減災・リフォーム・エ
コエネルギー購入補助

産業振興課

07-01-02-100-01 商工観光係

移住促進対策事業 産業振興課

07-01-05-10-01
移住定住促

進室

労務対策事業 産業振興課

05-01-01-10-01 商工観光係

観光の振興 産業振興課

07-01-03-05-01
07-01-03-12-01

商工観光係

拡充

平成28年に実施した調査結果等を
もとに「移住定住アクションプラン」を
策定した。現在不足している町へ移
住希望者を呼び込むための交流イ
ベントの実施、お試し移住施策の検
討、地域のしごと創生などの事業を
新たに行い、移住希望者の各フェー
ズにあった支援体制の構築をめざし
ていきます。

3,764 14,790 11,0262

▲ 27,878

2,116 ▲ 64

4 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。

サマーイルミネーション事業は昨年
度よりも規模を拡大し、高評価を得ら
れた。しかし、地域や企業の参画した
観光まちづくりと観光消費に繋げる
工夫が必要である。
八島湿原遊歩道整備は事業実施
後、苦情件数が減り、八島湿原のイ
メージを損なわないよう更に整備を進
めていく。

拡充

サマーイルミネーション事業は地域や企
業を巻き込んむほどの魅力アップが必要
なことから、電球数を増やし、デザイン性
も高める。八島湿原遊歩道は引き続き実
施し、苦情の多い公衆便所は整備をする
ことを前提に、優位な補助金やどの様な
公衆便所にするのか調査・検討を進め
る。
（事業費の組替えにより八島関連の事業
経費は別事業コードに計上）

69,337 41,459

0

3 手法改善

「売り手市場」と呼ばれる経済状況の中で
も、就業機会の安定は望めず、地方の中
小企業が望む人材の獲得が難しくなりつ
つある。 企業の資産は資本と人材といわ
れており、地域企業の求人活動を支援す
ることで、必要な人材を確保し企業を発展
させる地域経済の活性化を図る事業。 最
近では、新卒者に加え離転職者向けの説
明会を開催したり、高校の指導教諭との
会合も開催している。

従来の「就職説明会」に加え、雇用者
の定着を図るための「人材研修・交
流会」を開催。また、企業が山梨の大
学及び東京に直接出向いて、会社説
明を行い、学生の就職活動のための
情報提供を行っている。
よって、雇用の確保に向けた人材の
定着と新たな人材発掘を行ってい
る。

現状維持

就職説明会に加え、人材定着の取
り組み、新たなネットワークづくりへ
と展開している。
また、勤労者の待遇・維持を行うた
めの各種事業、補助金は、企業の
動向や利用状況に合わせて見直し
た。

2,180

1 廃止

平成２５年度から平成２７年度まで、
減災工事に対しリフォーム工事とは
別に補助を行う制度とし、住民が利
用しやすい補助制度であった。
平成２８年度は、今後の動向を見据
え、新たな補助事業を平成２９年度に
向けて、検討する。

拡充

今年度から開始した移住定住促進住宅改
修事業補助金は、当初の見込みどおり４
件の利用があり、うち２件で子ども加算が
あったことから、初年度としてはまずまず
の成果だった。平成２８年度からは新たに
多世代同居のための改修も対象にするほ
か、業務を産業振興課に移管して就業相
談も含めた対応を行う。さらに広域的な取
組みとして諏訪圏移住相談センターが開
設されることから、ますます内容を充実さ
せた取組みを実施していく。

移住定住促進室を設け、専任の職員
による相談、各種相談会への積極的
参加を行い、あわせて国の地方創生
加速化交付金の採択を受けたため、
調査事業等これまで以上に移住受入
環境の整備は進んでいる。また、改
修事業補助金も例年どおり利用され
ている。（5件：230万円）

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増 減
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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
産業振興課

（単位：千円）

番号
平成２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増　減

奏鳴館の管理運営 産業振興課

07-01-03-140-01 商工観光係

（新）お祭り広場整備事
業

産業振興課

07-01-11-100-01 商工観光係

鳥獣被害防止対策事業 産業振興課

06-01-03-16-01 農林係

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

7 拡充

野生動物による農地や山林等の被
害原因を除去するうえで必要であり、
今後、更に有害動物の駆除を進めて
いく。

鳥獣被害被害対策実施隊による
シカの捕獲は76頭であり目標の
100頭には達していない。要因と
しては生息数の減少が考えられ
る。また、鳥獣被害防止電気柵等
設置事業補助金については、申
請は現在、申請件数は2件であ
る。

現状維持

町野生鳥獣対策協議会への補
助金により鳥獣被害対策実施隊
への罠の貸与を行い捕獲の強
化を図る。また、鳥獣被害防止
電気柵等設置事業補助金につ
いては、同額の予算により、町民
に広報などにより周知を図り、被
害防止に努める。

2,155 1,778 ▲ 377

5 廃止

指定管理者制度を廃止し、地元企業
の貸借により、全面的な管理運営に
切り替わった。施設は平成２８年３月
にリニューアルオープンをし、企業の
独自性と創造性を発揮し、町の観光
振興に寄与することを期待する。

0

0

6 廃止

建築、設備、電気の全ての工事につ
いて、当初の設計どおり完成した。ま
た、オープン時には御柱祭の開催が
重なることもあって、地域の方や観光
団体の期待度も高く、お祭り団体等
各種団体の協力も得てることができ
た。
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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

08-04-01-12-01 都市整備係

公園の管理・整備事業 建設水道課

08-04-03-10-01
08-04-03-12-01
08-04-03-14-01

都市整備係

国道２０号バイパスの
建設促進

建設水道課

08-04-05-10-01 関連調整係

治水対策事業の推進 建設水道課

08-03-01-10-01 関連調整係

▲ 40

29,544 ▲ 4,716

3 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、境界立会い、用地買収が
順次始まっている。今後も地元対策委員
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、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、境界立会い、用地買収が
順次始まっている。今後も地元対策委員
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、平成28年11月4日に
対応方針の決定を受け、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。

拡充

下諏訪岡谷バイパス第１工区は、現在、
宮久保地区、東山田地区を中心に個々
の地権者と用地買収を進めている。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、国による対応方針が決定し、今後は
環境アセス、都計道の変更手続き等、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。

1,381 1,341

12,629 21,949 9,320

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
れている諏訪湖人工なぎさを含む湖岸線
及び高木運動公園、一部供用が開始され
た赤砂崎公園を含む都市公園の維持管
理、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。

町健康スポーツゾーン構想に位置付けられている諏訪
湖人工なぎさを含む湖岸線及び高木運動公園、一部供
用が開始された赤砂崎公園については、緑地の芝・草
刈りの回数を増やしたことで、通年で良好な環境が保た
れている。老朽化している遊具・施設等更新整備につい
ては、公園利用者が減少する冬季を活用してリニューア
ル工事を行う計画である。また、住民要望が多数寄せら
れているいずみ湖マレットゴルフ場の公衆トイレ洋式化
も閉園期間を活用して施工する計画である。

手法改善

専門技術者による公園遊具の定期点検を実施し、点検
の結果、不備の施設について、計画的に補修及び施設
の更新を行う。また、定期点検と平行して月に1回の日
常点検を実施し、公園施設の安全性の確認を行い安心
安全な公園環境を維持するとともに、公園の利用環境
促進のために、公衆トイレの洋式化や老朽化した遊具
の更新整備を計画的に行う。また、緑地帯の管理業務
を見直し、赤砂崎公園と諏訪湖畔の緑地を一体的に維
持管理することとした。

34,260

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。改修については、補助対象工事費の限度
額を１２０万円として、その２分１の６０万円を限度に国・
県・町で補助を行っているが、当町における平成２７年度
の改修費用の実績では、１８６万円～５１９万円までと
なっており、過去３年の平均でも２５０万円程度と高額で
あり、現行の補助制度の場合、所有者負担が１９０万円
と重く、特に高齢者世帯の改修が進まない一因となって
おり、補助上限額（６０万円）の見直しや、耐震シェルター
補助などを検討する必要がある。

４月１４日に発生した熊本地震により、住
民の耐震改修に対する関心が高くなって
きており、耐震診断・耐震改修の問い合わ
せ増加している。耐震診断については、昨
年度１３件であったが本年度は２１件の申
し込みを受けている。耐震改修について
は、１件で工事着手されており、１件で改
修を検討されており、問い合わせも１５件
となっている。

拡充

今後予想される地震災害に対して町民の生命、財産を
守ることを目的として「下諏訪町耐震改修促進計画２期
（平成28年3月策定、H28～H33）」に基づき、更に多くの
方が耐震診断を行い、必要な耐震改修を行えるよう耐
震改修補助金限度額を60万円から100万円に引き上げ
るとともに、住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
により、町内全域を重点地区に指定し、100万円を限度
に30万円まで上乗せ加算を行い、耐震改修の促進を図
ることとした。

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増　減

4 拡充
町民の安全安心のためという事業の
趣旨からして、早期事業完了が望ま
れる。

砥川については、平成28年度までの事業
完了が4年間事業延伸し平成32年度まで
となった。しかし、長野県への要望活動に
より平成32年度ありきではなく、一刻も早
い事業完了を目指している。承知川河川
改修、十四瀬川河川改修も同様に長野県
建設部長に要望活動を実施した。

拡充

町民の安全安心のためという事業の趣旨
から、治水対策事業に関する全ての予算
確保を諏訪建設事務所に要望し、早期
事業完了を目指す。

45 65 20
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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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増　減

急傾斜地崩壊対策事業 建設水道課

08-04-01-05-01 関連調整係

水道事業 建設水道課

水道事業会計
水道温泉経理係
上水道管理係

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

6 手法改善

人口減少や節水思考によって給水収
益が減少傾向になっており、財政状
況は厳しくなっている。今後は中長期
的な経営の基本計画により、経営基
盤強化と財政マネジメントの向上に
取り組むことが必要。

28年度の料金収入は、御柱祭の影
響もあり4，6月調定においては伸び
ているが、8月以降の調定では前年
を下回っており、給水収益は前年度
に対し2,500千円程の減収を見込ん
でいる。
27年度から2年がかりで実施している
アセットマネジメントが今年度策定と
なり、今後はこの計画を基に事業経
営の検討を行っていく。

手法改善

28年度に策定したアセットマネジメン
トの計画を基に、水道事業の経営戦
略を検討し、上下水道審議会の中
で、事業のあり方、料金の見直しの
検討を行う。

530,800 465,900 ▲ 64,900

本事業は年度事業費の10％の地元自治
体負担金が必要である。今後も早期完成
に向け、諏訪建設事務所による確実な予
算確保を要望する。

7,000 5,000 ▲ 2,0005 拡充
町民の安全安心のためという事業の
趣旨からして、早期着工が望まれる。

武居地区急傾斜地崩壊対策事業は、平
成28年度に住民説明会、境界立会いを実
施し、今後は一部の物件補償と用地取得
（寄附）を行っていく。

拡充
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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

09-01-02-05-00 庶務係

消防団等にかかる費用
（非常備消防）

消防課

09-01-02-03-00
09-01-02-05-00
09-01-02-10-00
09-01-02-12-00

庶務係

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

0

4 0

32,802 ▲ 6,308

3

1,801 1,601 ▲ 200

2 拡充
災害発生時には、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。

昨年度からの２箇年計画で配備しき
れなかった無線機を年内に配備す
る。これにより全分団班長以上への
配備が完了する。

縮小

消防団無線機は全分団班長以上へ
の配備が２８年度で完了。
消防力を低下させないため、消防団
装備は計画的補充、更新する必要
がある。
来年度は全分団員に行き渡ってい
ない安全装備品（保護メガネ、ヘッド
ランプ）の不足分を補充したい。（コ
ミュニティー助成事業申請済み）

39,110

1 縮小

防犯灯のＬＥＤ化は十分に浸透したと
思われるため、ＬＥＤ防犯灯新設のみ
補助する。また消火栓ホース等の更
新については、自主防災組織活動事
業と統合することで、地域の利便性
が図れる。

今年度からＬＥＤ防犯灯の新設とそ
れに伴う支柱設置のみの補助とした
が、ここまで新設６基、支柱２本の申
請があり補助金を交付した。地域か
らの要望には随時対応したい。

現状維持

ＬＥＤ防犯灯の新設には地域の財政
負担が伴うため、負担軽減のために
も現行の補助制度は必要である。
防犯モデル地区の立看板、横断幕
は２８年度に整備済。

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増　減
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

天井等落下防止対策事
業

教育こども課

10-02-01-160-01
10-03-01-140-01

教育総務係

学校支援地域本部事業
教育こども

課

10-03-02-280-01 教育総務係

子育て世帯臨時特例
給付金給付事業

教育こども課

03-02-07-100-01 子育て支援係

博物館の活動
（企画・特別展）

教育こども課

10-04-04-14-01 博物館

0

0

3 廃止

平成２６年度の１回限りの制度であっ
たものが、２７年度も引き続き実施さ
れたが、２８年度は実施されないた
め、廃止事業となる。

0

2 廃止

平成２８年度より、「学校支援地域本
部」と「学校評議員会」を統合し、新た
に「下諏訪町学校運営委員会」が設
置されることに伴い廃止。

1 廃止

平成26年度建物調査を行い、平成27
年度設計監理と吊り天井の撤去工事
を行い、平成27年度をもって事業が
終了した。

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２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増　減

802 586 ▲ 2164 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、貸ギャ
ラリー的要素が強かった。知の情報
発信基地である博物館の自主展示
の内容としてふさわしいか検討し、転
換を図る必要がある。

今年度は自主企画の企画展を１回、
民間団体の協力による企画展を２回
開催している。個人所有のコレクショ
ン展示の域から脱することができた。
自主企画の展示も開催することがで
き、転換が図られてきた。

現状維持

２９年度は、特別展・企画展を昨年の3回
から２回に減らすとともに、館の所蔵品を
活用して学芸員が企画する展示にするこ
とによって、資料借用や講師派遣に伴う
保険料・謝礼が減額となった。２９年度は
地域をよく知ることを目的とした企画展を
開催する計画であり、知の情報発信基地
としての役割を果たしたい。
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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
教育こども課

（単位：千円）

番号
平成２７年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での平成２８年度の進捗状況
（目標達成率、途中経過等）

左記の進捗状況を踏まえた上での
平成２９年度当初予算に対する考え方

H28予算額 H29予算額 増　減

博物館資料の保存整理 教育こども課

10-04-04-16-01 博物館

〈平成２７年度事務事業評価シートから転記〉

5 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
ことが必要。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。

今年度は正規職員が１名減となった
こと、埋蔵文化財センターの改修工
事が始まったことなどから上半期は
整理作業に手が付けられなかった
が、現在資料台帳のフォーマットを検
討しており、下半期には整理作業に
着手する計画である。

現状維持

２９年度は、２年に一回の収蔵庫資
料燻蒸を実施しないこと、28年度に
赤彦童謡曲集の印刷が終了したこと
から、前年度から減額となった。従
来年４回開催していた企画展や特別
展を２回のロングラン展示に変更し、
資料整理期間を確保するよう、事業
バランスを見直し取り組むこととした
い。

615 105 ▲ 510
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