
課名：

事 業 名 課 名

事 業 コ ー ド 係 名 総合評価 説 明

出会い・婚活の場の提供 総務課

02-01-01-012-01 企画係

民公協働の推進 総務課

02-01-06-026-01 企画係

男女共同参画社会づくり
の推進

総務課

02-01-06-032-01 企画係

事業別予算説明書の
作成と発行

総務課

02-01-08-014-01 企画係

755 ▲ 334 コスト低減

用紙等の値上がりの影響で、印刷製本
にかかるコストが増加しており、同じ仕
様で発注しても単価が上がっている。ま
た、御柱祭があったことで、事業者の広
告掲載数も減少し、１冊当たり単価の
大幅な上昇につながってしまった。来年
度、広告掲載数の増加（回復）に努める
とともに、印刷費の抑制方法も検討しな
がら作成していく。

今年度版の作成に当たり、ページ
数の調整で製本費が一番割安になる
ように編集を行うなどしたため、前年
度よりも印刷製本費を若干押さえるこ
とができたとともに、広告掲載数も前
年度より若干増えたため、トータルと
しての印刷製本コストを前年度より押
さえることができた。

コスト低減

概ね前年度並みの印刷製本費を
見込み、前年度よりも広告掲載数の
増を図りたいと考えているが、掲載
事業数の見直しを図らない限り、
ページ数減による製本単価の低下
は見込めないため、検討する必要が
あると感じている。

今年度は、男女共同参画セミナー
を従来の年明け以降から１０月上旬
に前倒しし、男女共同参画に防災の
視点を絡めて実施したところ、前年を
大きく上回る方に参加をしていただ
き、大きな効果があった。

地区役員の女性参画率について
は、前年度と同等程度の数値となっ
ており、目標には届いていない。

現状維持

平成３０年度についても、概ね今年
度と同様の活動を見込み、予算額も
今年度と同額を要求した。

引き続き、地区や職場等での男女
共同参画が推進されるよう、しもす
わ男女共同参画推進委員とともに取
り組んでいきたい。

195

788

195

863 901 38

2 拡充

平成２８年度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申請
が予想どおり落ち込んでしまった。来
年度以降、御柱祭の終了に合わせ
て、地域コミュニティなどでの自主的
な活動が再び活発化することを期待
しつつ、新たな申請に対する相談等
にも対応し、民公協働の機運が高ま
るよう努めていく。

今年度は当初申請数が５件（うち４件採
択）だったため、昨年度に引き続き２次募
集をしたところ５件の申請があり（うち４件
採択）、合計８件が今年度チャレンジ事業
として採択された。昨年度に引き続き防災
士資格取得をめざすものや、地域の環境
整備や人と人との交流を促す事業など多
様な事業が採択された。採択件数は目標
をやや下回っている。

現状維持

平成３０年度で開始から１２年目を迎
え、町の民公協働を代表する事業として
定着してきている。引き続き、自主的かつ
公益性のある事業が活発に行われること
を期待しながら、チャレンジ事業への申
請に結びつくよう、周知を図ることとす
る。

予算額の減額分については、貸出中の
除雪機の点検を隔年実施にしたことによ
るもの。

0

5,874 ▲ 167

3 拡充

平成２８年度は第５次男女共同参画計画
のスタート年ということもあり、新たな計画
の下で、まずは委員の研修等の機会充実
と、各地区での活動支援について見直し
た取組みを開始した。しかしながら、地域
での活動にも温度差があり、これを地道に
全町的に広げていくことと、企業に向けた
活動も手薄となっているため、「イクボス・
温かボス宣言」などの取組を企業も巻き
込んで取り組んでいく必要がある。

6,041

1 拡充

２８年度は御柱年ということで、前年よりイ
ベント開催数が１回少なかったものの、１
６４人の応募があり、抽選などにより９５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
人数の男性比が偏る場合や、当日キャン
セルが複数出たものもあり、この辺も考慮
したイベント企画が必要となっている。

前年度よりイベント開催回数を２回
増やした年間スケジュールを企画し
ている。しかし、女性の申込者数が少
なかったため開催中止となったイベン
トが１回あった。

カップル成立数においては、残り１
回のイベント前ではあるが、年間の
目標数１２組を超える１３組が成立し
ている。

拡充

イベント開催回数については、今年
度の開催回数と同じ５回を見込むが、
課題となっている女性の参加者数確保
とプロジェクトのさらなる周知のため
に、婚活者のみならず、一般の方にも
関心をもっていただけるような内容の
セミナーを検討している。また、イベン
トのほかに新たな結婚支援の取組み
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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30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
総 務 課

（単位：千円）

番号
平成２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

広域的な行政等の推進 総務課

02-01-06-005-01
02-01-06-016-01

企画係

埋蔵文化財センター改
修

事業
総務課

02-01-06-010-01 企画係

総合計画の策定 総務課

02-01-06-020-01 企画係

防災・減災対策の推進と
意識の高揚

総務課

02-01-10-005-01
02-01-10-010-01
02-01-10-016-01
02-01-10-018-01

情報防災係

0

8 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。

地域防災力の向上については、
地区防災計画策定・地域防災
リーダー研修等について予定ど
おり進捗しています。また、家庭
用災害備蓄品斡旋についても、
町民の方々に高評をいただき目
標斡旋数を大幅に上回ったた
め、追加斡旋を行った。

拡充

平成３０年度は、防災行政無線のデジ
タル化が本工事実施。地区防災計画
策定については、２地区を実施し全地
区での完成となります。引き続き、地
域防災力向上のため自主防災会・防
災士の方々の地域防災リーダー研修
を実施。また、町長と語る会で要望が
ありました避難所表示看板を２年計画
で全箇所設置したい。

33,743 142,848 109,105

7 廃止

平成２７年度中に策定が終了した第
７次総合計画は、今年度で計画書の
印刷製本が完了し、ダイジェスト版の
全戸配布等が予定通り終了したた
め、事業廃止となった。

▲ 2,735

6 拡充

今年度から第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
財政経営プランの計画年度がスタート
した。６月には職員向けの説明会も開
催し、計画の内容と目標を意識した事
業実施について確認し、具体的な取組
を開始している。単年度では達成でき
ない目標もあり、全職員一丸となって住
民サービス向上のための取組を行って
いく。

今年度は、行政改革審議会による各
課の事務事業評価結果等に対するヒア
リングが行われ、抽出された担当課の
事業の手法や考え方等について活発
に質疑応答が行われた。

第５次行政改革大綱推進計画の進捗
については、１年目ということもあり、ま
だ未達成の項目も多いが、未着手の項
目も複数あり、課題となっている。

現状維持

行政改革については、常に最良の
手法を採り入れて事業を実施してい
く必要があるから、様々な見地から
引き続き積極的に実施していく必要
がある。

行政改革審議会の開催予定回数
は、今年度当初の予定と同じ４回を
予定している。

141 141 0

5 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。

平成２８年度は新たな「諏訪広域連合広
域計画」（第４期）を策定した。引き続き、
構成６市町村が連携して広域的課題に取
り組んでいく。

今年度、諏訪広域連合においては
新規事業等は計画されておらず、予
め予定されている事業等については
概ね順調に進められている。

また、諏訪広域公立大学事務組合
についても、平成３０年４月の開学に
向け、概ねスケジュール通り準備が
進められている。

現状維持

平成３０年度の諏訪広域連合の一般
会計の予算規模については、概ね前
年度並みの規模となる見込みである。
ただし、繰越金を充当したことにより、
前年度より負担金は減額の予定となっ
ている。

諏訪広域公立大学事務組合につい
ても、前年度並みの予算規模となる見
込み。

14,440 11,705
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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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

電子自治体の推進
（電子計算機処理事業）

総務課

02-01-12-010-00 情報防災係

66,374 ▲ 8,7789 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。

本年度は、国の施策に基づき
ネットワーク強靱化の対策事業が
実施され整備が整い、大きな目
標が達成されました。

コスト低減

平成30年度は、庁内情報システ
ムサーバの更改があり、また、
ネットワーク強靭化に係る運用
保守、及び旧姓利用に関するシ
ステム改修が前年度から継続し
て実施されるため、現状維持と
なる。

〈平成２８年度事務事業評価シートから転記〉

75,152
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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

資源物等の処理 住民環境課

04-02-02-10-01
（清掃係）

生活環境係

焼却ごみの処理 住民環境課

04-02-02-10-01
（清掃係）

生活環境係

〈平成２８年度事務事業評価シートから転記〉

0

41,054 3,383

4

2 拡充

駅東リサイクルステーションは、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ともに、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。

資源物の収集は、駅東リサイクルス
テーションに占める割合が高くなって
きている。２８年度は御柱祭の影響に
よるものと考えていたが、御柱祭の影
響がないと思われる今年度に入って
も、収集量は増加傾向にあり、一部
の処理費用に於いて、不足が見込ま
れるため増額補正を行った。

1,535,766 1,529,321 ▲ 6,445

駅東リサイクルステーションでの資
源物収集量は、継続して増加傾向に
あり、確実に処理がされる予算を確
保し、循環型社会の形成を目指す。

37,671

平成30年度からは県が町ともに保険
者に位置付けられ、町は、資格管理、
保険給付、賦課・徴収、保健事業等、
地域におけるきめ細かい事業を引き続
き担い、県は財政運営の責任主体とし
て、安定的な財政運営や効率事業の
確保などの事業運営において中心的
な役割を担い、持続可能な国民健康
保険制度の構築を目指す。

拡充

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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

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。

保険給付費については、毎年、医療機
関への受診状況に応じて増減している
が、今年度につきましては、全体的に
見ると、やや減少している状況となって
いる。ただ医療費は医療の高度化及び
高齢化率のアップにより、増額になって
いく見込。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。

拡充

44,388 42,120 ▲ 2,2683 縮小

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、平成28年7月に稼働停止した。ま
た、ごみの分別による資源化を周知
するとともに、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
化を図った。

下諏訪町清掃センターでのごみ
の焼却処理は平成２８年７月で終
了となったため、事業費は燃やす
ごみの収集委託業務にかかる費
用のみとなっている。

縮小

燃やすごみの搬入先が変わり、運搬
距離は延長されているが、減量が進
んでいることや、これまでどおりの
サービスは維持するが、委託業者の
業務方法等見直しにより、収集委託
費用の圧縮を行う。
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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）年金生活者等臨時
福祉給付金給付事業

（低所得の高齢者向け）
健康福祉課

03-01-07-120-01 福祉係

（新）年金生活者等臨時
福祉給付金給付事業

（低所得の障害・遺族基
礎年金受給者向け）

健康福祉課

03-01-07-120-01 福祉係

（新）高齢者福祉計画
策定事業

健康福祉課

03-01-03-010-01 高齢者係

健康づくりの推進 健康福祉課

04-01-05-010-01 保健予防係

〈平成２８年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 2,984

0

3 手法改善

毎回アンケート内容について、各種
団体等の意見を取り入れ、現状に対
するアンケート内容になるように、変
更を掛けている。

目標達成率：概ね目標どおり
途中経過：独自実施したアンケー
ト結果及び広域連合で作成中の
介護保険事業計画書との整合性
をはかりながら、計画書を作成
中。今後、策定委員会を開催し、
内容の詰めを行う。

廃止
３年ごとの計画見直しのため平
成３０年度は予算要求なし

2,984 0

2 廃止
平成２９年３月３１日をもって事業が
終了したため。

0

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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

1 廃止
平成２９年３月３１日をもって事業が
終了したため。

6,350 6,329 ▲ 214 拡充

整備された環境を生かし、一次予防
の視点から運動指導に力を入れた事
業を展開している。また多様な世代
への食育推進に住民の力を活用す
るなど事業の充実をはかっている。
町長公約により健康ポイント事業を
推進し、若い世代や関心の無い人に
も健康づくりに取り組んでもらえるよう
動機付けを図っていく。

６／１から新規事業として「しもすわ健
康づくり応援ポイント事業」を開始。保
健センターで実施する特定健診やがん
検診、町公民館講座等の該当事業へ
の参加者に事業周知、参加啓発を行
い、10月末現在1,025人が特典を獲得。
当初予算の4,000人に近づくよう、ＨＰ、
新聞などで現状周知と特典交換のＰＲ
を強化している。

現状維持

健康づくり応援ポイント事業につ
いて、健康づくりの動機付け、と
いう事業本来の目的をよりア
ピールし、意欲的に参加できるよ
うポイント内容の見直しを図りつ
つ、今年度同様に継続して実施
していけるよう予算を確保する。

5 ／ 11



課名：

事 業 名 課 名

事 業 コ ー ド 係 名 総合評価 説 明

移住定住促進対策事業 産業振興課

07-01-05-100-01
移住定住
促進室

観光の振興 産業振興課

07-01-03-060-01
07-01-03-120-01
07-01-03-300-01

観光係

儀象堂の管理運営 産業振興課

07-01-03-150-01 観光係

〈平成２８年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 73,036

42,132 673

3 拡充

入館者数は減少しているものの、施
設の売りである時計づくり体験を精力
的な営業活動により増加している。こ
れにより、収支も昨年度を上回る結
果となった。今後は個人旅行者を呼
び込み、入館者の増加に繋げること
が課題である。

埋蔵文化財センターが開館したこと
により、入館者が増加した。時計づく
り体験も新たな時計づくりコースを加
え、昨年度を上回り引き続き好調で
ある。
一方で個人旅行者の入館者は低調
であり、打開する施策として儀象堂整
備を実施しているところである。

縮小

平成29年度は大規模な改修があっ
たため、膨らんだ予算となったが、平
成30年度以降はソフト面の充実を図
り、誰もが気軽に立ち寄れ、体験・交
流を味わえる施策を進めるとともに、
まち歩き観光の新たな拠点として観
光情報の提供も充実させていく。

86,810 13,774

2 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、観光客の誘致に結び
つく事業を拡大するため、拡充する必
要性がある。

イルミネーション事業は地域や団体と
の連携が進展せず、観光客の誘客に
結びつくまでに至らなかった。今年度
の反省を活かし、新たな展開で事業
を継続していく。ユニバーサルツーリ
ズムに関しては関係機関の積極的な
働きかけもあり、今後当町の観光素
材を活かして、事業（けん引式車椅子
の活用）の定着を図っていく。

17,189 26,325 9,136

観光関係団体や地域住民が産業間
連携を図りながら、観光客を受け入
れる、おもてなしする意識の高揚が
必要と考えます。町が推進するまち
歩き観光を定着させるための、ハー
ド面の環境整備も必要であるが、そ
うした地域の基盤づくりを観光振興
局と連携しながら進めていく必要が
ある。

41,459

移住交流拠点とホシスメバの交流事業
を通じた関係人口の増加をめざし、で
きる人ややりたい人を巻き込みなが
ら、移住サポーターとして、各種事業に
関わっていただく。
また、ホシスメバ基本構想を実現する
ため、多様な人が関わる事業を具体的
に推進していく。

現状維持

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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

1 拡充

国の交付金を活用することで移住定住
ニーズ調査事業や、移住者ネットワー
ク構築、移住交流拠点の整備などを進
めることができた。今後、策定した移住
定住促進アクションプランに基づき、事
業の選択と集中を十分に図り、地域お
こし協力隊の活用、労災リハビリテー
ション長野作業所跡地の再整備など、
移住促進や雇用創出の取組みを拡充
する。

移住定住促進アクションプランの戦
略に基づき、移住交流拠点や首都圏
でのイベントやセミナーを通じて、事
業の目的や流れが確立されつつあ
り、効果の高いものとなっている。ホ
シスメバの事業とも連携しながら、交
流促進、移住定住支援へつなげる具
体的な事業へ取り組んでいる。

拡充

04
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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

08-04-01-012-01 都市整備係

公園の管理・整備事業 建設水道課

08-04-03-010-01
08-04-03-012-01
08-04-03-014-01
08-04-03-016-01

都市整備係

（新）都市計画基礎調査
事業

建設水道課

08-04-01-060-01 都市整備係

国道２０号バイパスの
建設促進

建設水道課

08-04-05-010-01 関連調整係

0

29,623 79

3 廃止 5年ごとの調査のため事業完了

13,920 16,920 3,000

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。町の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
や施設等の更新整備が継続的に必要で
ある。

現在整備中の赤砂崎公園の本格的
な利用開始に合わせ諏訪湖岸の緑
地を赤砂崎公園と一体的に管理する
ことで、芝・草刈りの回数を増やすこ
とができ、良好な環境が保たれてい
る。また、公衆トイレの洋式化は計画
通り実施済みである。

拡充

専門技術者による公園遊具の定期
点検結果に基づき、不備のある施設
については修繕や更新を行う。ま
た、日常的な点検も行い公園施設の
安全性の向上に努め計画的に遊具
や公衆トイレ洋式化等の整備を行
う。赤砂崎公園及び湖岸通り線を一
体的に管理し良好な環境になるよう
維持管理を行う。

29,544

1 拡充

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
いないのが現状である。補助事業である
ため、手続きに時間を要することも事業推
進の妨げになっている。現行の補助制度
の場合、所有者負担が重く、特に高齢者
世帯の改修が進まない一因となっており、
補助上限額の見直しを行う必要がある。

補助上限額を60万円から100万円に
増額し、工事費の1/2に30万円を加
算する措置を今年度限り実施した。
耐震診断については13件、耐震改修
については10件の申込みがあった。

拡充

今後予想される地震災害に対して、住
宅の耐震化に対する理解を更に深め
てもらうため、住宅耐震化緊急促進ア
クションプログラム（平成29年3月策定）
に基づき戸別訪問を実施し住宅所有
者への普及啓発を行う。
補助対象を耐震設計等費及び耐震改
修費用を合算した額とし、改修工事費
の8割を限度、交付限度額を100万円と
する。

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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

下諏訪岡谷バイパス第1工区は、現在、東
山田地区を中心に個々の地権者と用地買
収を進めているが、来年度からは町が用地
事務を国から受託し、国と一緒に行うことと
している。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
もにルート確定及び事業化に向けた活動等
を行って行く必要がある。

4 拡充

下諏訪岡谷バイパス第1工区は、用
地交渉、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、
住民の側に立った取組が必要であ
る。諏訪バイパスについては、環境
影響評価に入り、事業化に向けて大
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終了し、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、事業化に向けて
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や事業化に向けた
活動等を行っていく必要がある。

拡充 1,341 1,229 ▲ 112
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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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

治水対策事業の推進 建設水道課

08-03-01-010-01 関連調整係

埋蔵文化財センター改
修

事業
建設水道課

08-04-01-005-01 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２８年度事務事業評価シートから転記〉

7 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。

人口減少や節水器の普及等に加え、
山王閣の廃業により、給水収益は大
幅に減少となっている。経費削減にも
努めているが、限界があり厳しい財
政状況となっている。
28年度に策定したアセットマネジメン
トに基づき、経営に関する基本計画
である水道事業経営戦略を策定する
中で、事業経営の検討を行っていく。

手法改善

29年度に策定する水道事業経営戦
略に基づき、上下水道審議会の中
で、事業のあり方、料金設定の見直
しの検討を行い、将来に渡り健全か
つ安定的な経営に努める。

465,900 419,700

5,000 10,000 5,0006 拡充
町民の安心安全の為の事業であるこ
とから、早期の着工・完成が必要であ
る。

▲ 46,200

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、現在は一部の物件
補償と用地取得（寄附）を行ってい
る。

拡充

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。

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、早期の河川を目指す。

655 拡充
町民の安心安全のための事業であ
り、早期の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へ事業促進の要
望活動を継続している。

拡充 45 ▲ 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

消防団等にかかる費用
（非常備消防）

消防課

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

庶務係

〈平成２８年度事務事業評価シートから転記〉

0

4 0

0

3

32,802 56,047 23,245

2

1 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。

安全装備品としてヘッドランプを配
備。

拡充

消防力を低下させないため、消防団
装備は計画的に補充・更新する必要
がある。

30年度は安全装備品であるヘルメッ
トを更新、不足分の保護メガネを支給
し、団員の安全確保を図りたい。

また第２分団ポンプ車を更新し、地域
防災力の強化を図りたい。

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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30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

（新）中学生海外研修
事業

教育こども課

10-03-02-036-01 教育総務係

(新)こども未来基金貸付
事業

教育こども課

10-01-03-012-01 教育総務係

（新）健康スポーツ施設
整備事業

教育こども課

10-05-05-012-01 体育係

（新）柿蔭山房公開活用
事業

教育こども課

10-04-01-010-01 博物館

223

平成３０年度も地域研究講座等
を実施し、活用の推進を図る。ま
た、柿蔭山房室内に短歌集等の
関係書籍が閲覧できるよう本棚
を整備し、学習の場として、短歌
を楽しむ場としての機能充実を
図る。

2,837 ▲ 5,098

4 拡充

土日祝祭日に公開していることをア
ピールするとともに、ギャラリートーク
などのイベントの機会を設け、歌人赤
彦のことを知ってもらうとともに、町で
は希少な茅葺の住宅について知って
もらう場として事業を推進する。

今年度は土日の公開時に、赤彦
のこととともに古民家としての柿
蔭山房を知ってもらう地域歴史講
座「柿蔭山房と赤彦」を３回開催
し、活用の推進を図った。

現状維持 371 594

河川占用許可を受けた後、建築
確認申請を行い、３１年度の新
艇庫建設に向けた準備と、財源
確保の検討を進める。また、建
設地では、県施工によりスロープ
等造成工事を進める。

7,9353 手法改善

２９年度は、新艇庫建設に係る河川
法の制限に対する許可申請に向け、
地積測量、地盤調査、基本設計など
を業者に委託し、県や関係団体等と
協議を進める。

地積測量、地盤調査、基本設計
を完了し、河川占用許可申請に
向け、関係団体との協議と、実施
設計を進めている。

現状維持

▲ 5

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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

▲ 2,520

平成30年度は、海外研修生徒派遣人
数は12人で考えている。海外渡航費用
が為替レートや物価等の影響も考慮し
ている。また、旅行業法の定めにより、
町が個人の旅行代金を徴収すること
ができないため、個人負担分は町の会
計に繰り入れない予算計上とする。

1 拡充

平成２８年度の春休みに下諏訪在住の
中学２年生を対象とした、ニュージーラ
ンドへのホームステイを行い、ハイス
クールにおける語学研修やホストファミ
リーとの交流を通じて、英語教育の体
験を肌で学ぶことにより、国際感覚豊か
な人材の育成の礎に寄与する事業であ
る。今後も継続していくことに意味があ
り、体験生徒数を２名増員する。

平成28年度は19人応募のところ10人
の海外研修派遣を行い、平成29年度
について2人増員として予算要求を
行った。今年度は19人の応募があ
り、12人の選出を行った。11月以降、
事前研修を行い、3月18日から10日
間ニュージーランドへの派遣を実施
する予定。

手法改善 7,023 4,503

2 17 12拡充

利子及び寄附金の積立てに関しては基
金管理の面からも、今後も維持していく
必要がある。
こども未来基金の使途については、H29
に見直しを行い、こどもらんど事業やこ
どもの居場所づくり事業など新たな事
業を付け加え、利用方法を改善した。

寄附金については、こども未来基金とし
てこども未来寄附金、ふるさとまちづくり
寄附金として基金額が増加しており、基
金管理面は、今後も正確に行っていく。
こども未来基金の使途については、今
年度見直しを行い、11月にこどもらんど
事業給付事業利用団体として1団体が
申請した。海外研修貸与事業の希望者
も現在数人いる。

現状維持

平成30年度の支出関係は、貸与
事業、給付事業ともに基金部分
から支出し、予算計上としては、
給付事業分のみ計上していく。
新しい使途について見直しが行
われた場合、予算部分について
補正等も含めて対応していきた
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２８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２９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３０年度当初予算に対する考え方

H29予算額 H30予算額 増 減

博物館資料の保存整理 教育こども課

10-04-04-016-01 博物館

埋蔵文化財センター
改修事業

教育こども課

10-04-12-010-01 博物館

5 手法改善

6 拡充

埋蔵文化財センターの整備は町民を
はじめ多くの人々の知的活動に寄与
するものであり、観光資源としても有
効に活用できることから開館に向け
て整備を推進する。

〈平成２８年度事務事業評価シートから転記〉

埋蔵文化財センター改修事業は
２９年度で終了のため事業は廃
止となる。平成３０年度からは歴
史体験ゾーンの一角を担い、儀
象堂との一体的な活用を図って
いくことになるので、展示内容に
変化をもたせるよう工夫を凝ら
し、活用推進を図る必要がある。

69,228 0 ▲ 69,228

155 262 107

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。

充実した展示を実施できるよう、本年
度は博物館協議会の委員とともに博
物館運営の基本方針を検討してい
る。博物館法に加え、文部科学省に
よる「博物館の設置及び運営上の望
ましい基準」にもとづいた基本方針を
策定する方向で進めているところで
ある。

現状維持

平成３０年度からは、２９年度に
策定する博物館運営の基本方
針に則して、所蔵資料の整理を
進め、資料の調査研究にもとづ
いた自主展示を展開する。企画
展だけでなく常設展の更新も検
討する。

埋蔵文化財センターは２９年４月
末にオープンすることができた。
町民や観光客など多くの来館者
があり好評を得ている。オープン
時から９月末まで愛称の募集を
行い２１９件の応募があった。

廃止
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