
課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

行政改革の推進 総務課

02-01-06-10-01 企画係

出会い・婚活の場の提供 総務課

02-01-06-12-01 企画係

広域的な行政等の推進 総務課

02-01-06-16-01 企画係

姉妹都市交流事業 総務課

02-01-06-40-01 企画係

141 141 01 拡充

　29年度には、行政改革大綱推進
計画及び事務事業評価について、
行政改革審議会から事業担当課へ
のヒアリングを通じて意見交換が行
われた。
　すべての事業において、各種計
画の内容と目標を意識した取組に
より、住民サービス向上を図る必要
がある。

　行政改革審議会に事務事業評
価の結果及び行政改革大綱推進
計画の進捗状況を報告した。
　行政改革大綱推進計画につい
ては、未達成・未着手の項目が複
数あり、課題となっている。

拡充

　事業別予算説明書への事務事
業評価に対する行政改革審議会
の意見掲載を検討することとし
た。
　予算の増額によらず、行政改
革審議会の取組を周知し、行政
改革の推進につなげていく。

　諏訪広域連合において、30年度
は新規事業等が計画されておら
ず、予定されている事業等が概ね
順調に進められている。

現状維持

　諏訪広域連合の新年度一般会
計については、概ね前年度並み
の見込みであるが、繰越金充当
額の減により、負担金の経常経
費分が前年度より増額予定と
なっている。

2,518 593 ▲ 1,925

11,463 12,363 900

4 拡充

　30年度には、南知多町と姉妹都市提
携を締結し、さらなる友好推進を図る。
記念として町民対象のバスツアーを実
施する。小学生の交流事業では、１泊２
日の行程のうち、両町児童の交流は１
日間のみであったが、30年度は、両町
児童ともに１泊２日とすることで、より充
実した交流事業とする。
　開封市との交流は、国際情勢等を鑑
みながら、交流の機会を模索していく。

　町制施行125周年記念事業の
一環として、南知多町との姉妹都
市提携を締結し、締結記念式典
や記念品の交換、町民号バスツ
アーを実施した。
　小学生の交流事業では、定員
30名を超える33名から申込が
あったが、申込者全員参加で実
施した。

コスト低減

　小学生の交流事業のみの実施
予定のため、前年度より減額の
要求となっている。
　交流事業は南知多町へ訪問す
る年となるが、南知多町有の防
災センターに宿泊予定のため、
交流事業補助金の交付予定が
なく、通常の訪問年より減額と
なっている。

901 633 ▲ 2682 拡充

　29年度は５回のイベントを実施し、162
人の応募があり、抽選等により131名に
参加いただいた。委員のきめ細やかで
手作り感のあるイベント運営は好評を
得ているが、申込人数が応募者数を大
きく下回り開催中止イベントがあった。
　参加者のマンネリ化を防ぐためにも新
たな参加者層を開拓する必要があり、
講演会等によりプロジェクトを周知する
活動も併せて実施したい。

　新たな参加者層の開拓及び婚
活プロジェクトの周知のため、婚
活者に限定しない講演会を開催
した。
　カップル成立数においては、残
り１回のイベントを残し、年間目標
数12組を超える13組が成立して
いる。

コスト低減

　イベント開催数については、今
年度と同じ５回を予定している。
　30年度は新たな参加者層の開
拓及び婚活プロジェクトの周知の
ために、通常より費用をかけた講
演会を実施したが、31年度は通
常どおりの費用で講演会を実施
予定のため、前年度より減額の
要求となっている。

3 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も、
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、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。

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29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30年度の進捗状況
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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29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30年度の進捗状況
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H30予算額 H31予算額 増　減

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
02-01-06-34-01

企画係

（新）住民満足度調査事
業

総務課

02-01-06-038-01 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

0

755 954

7

　29年度限りの事業であり、予定
どおり当該年度中に調査の実施
及び結果の公表が終了したた
め、事業廃止となった。

廃止

1998 コスト低減
　広告料収入の安定確保に努め
るとともに、印刷費の抑制を検討
しながら作成していく必要がある。

　印刷製本費を抑制するために、
ページ数を調整して編集を行っ
た。広告掲載数は前年度同額を
確保し、１冊あたりの発行コストを
抑制した。

拡充

　例年の事業別予算の説明内容
に加えて、道路整備状況のペー
ジを作成し、町内の道路維持に
関する状況を周知する。
　町の重点事業に特化した政策
パッケージを新たに印刷・全戸配
布する。

213

5,814 ▲ 60

6 拡充

　29年度は、「イクボス・温かボス
宣言」を係長職まで拡大した。男
女の差なく、働きやすい職場を作
ることが必要になってくる。
　10月に実施した、防災における
男女共同参画セミナーは、多くの
参加者が集まり、良いセミナーに
なった。

 　「男女共同参画における防災」
をテーマに、男女共同参画セミ
ナーを10月に開催した。防災の内
容は関心が高く、多くの方に参加
いただいた。女性目線の講演内
容だったが、男性も多く参加いた
だいた。
 地区役員の女性参画率は、目標
値を上回っている。

拡充

　31年度に当番町として開催する
講演会があるため、男女共同参
画推進事業費が増額。
　32年度の第６次男女共同参画
計画の策定にあたり、男女共同
参画意識調査を行うため、男女
共同参画計画策定事業費を新
規要求。

195 408

5 拡充

　広報活動を積極的に行い、チャ
レンジ事業の周知を図り、申請の
ハードルを下げることが必要。事
務局側のバックアップも必要であ
る。

　今年度は６件の申請があり、５件が
採択された。継続事業２件に加え、新
たに地域の伝統文化の保存や伝承
のための事業、地域猫活動の取組な
ど３件が採択された。
　小型除雪機貸出し事業では、業者
による定期点検を行わない年度で
あったため、各地区で動作点検を行
い、動作不良の地区においては職員
が点検を行った。

コスト低減

　チャレンジ事業は地域住民から
次年度実施の要望も出ており、
今年度と同額を要望するが、小
型除雪機貸出事業は定期点検
およびオイル交換を行う年度とな
るため、増額となっている。今年
度利用実績のないサポーター支
援事業は減額となり、全体として
減額となっている。

5,874
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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29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30年度の進捗状況
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H30予算額 H31予算額 増　減

町民講演会開催事業 総務課

02-01-08-16-01 情報防災係

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
02-01-10-16-01
02-01-10-18-01

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

02-01-12-10-01
02-01-12-12-01
02-01-12-14-01
02-01-12-16-01

情報防災係

　30年度は事業実績なし。 拡充

　31年度は、一昨年までと同様、
大勢の町民の方にお越しいただ
けるように、引き続き講師に著名
な方をお呼びしたい。
　講師選択の幅を広げるため、
拡充としたい。

09 縮小

　29年度は、舞の海秀平氏を講師に招
き開催した。当日は約700人という大勢
の方にお越しいただいた。「可能性へ
の挑戦」と題し、頭にシリコンを入れて
まで新弟子検査に臨んだ大相撲への
思いや技に工夫を凝らして大型力士と
対戦したエピソードなどで来場者を楽し
ませ、大変好評であった。
　30年度は、町制施行125周年記念式
典等の各種記念事業が予定されてい
るため、開催を見送る。

1,815

1,670 1,670

141,750 2,691

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、多くの費用を要
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
化、維持を図る。

　国の指針に基づく情報ネット
ワーク強靱化事業により、庁内
ネットワークのセキュリティが整備
され、安定的に運用されている。
　庁内情報システムサーバの更
改により、ファイルサーバ及びウィ
ルス対策サーバ等の安定化を
行っている。

現状維持

　31年度は、国が進めている総
合行政ネットワークの移行及び
自治体の情報連携に係る中間
サーバシステムの更改が実施さ
れるため、現状維持となる。

71,083 72,898

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。
　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。

　地区防災計画策定については、
予定どおり進捗しており、30年度
をもって町内全地区で策定完了と
なる。
　総合防災訓練については、消防
団からの要望を取り入れるなど、
より実践的な訓練を行ったこと
で、地域防災力の向上へ繋げる
ことができた。

拡充

　31年度は、備蓄分散化の第３
弾として、発泡スチロール製トイ
レの住民への斡旋を実施した
い。
　地区防災計画の内容を反映し
た総合ハザードマップ更新の実
施、各種訓練・研修の開催、自主
防災組織への補助等を通じて地
域防災力の向上を図る。

139,059

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉
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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

国民健康保険の運営（共
同事業）

住民環境課

国民健康保険特別会計 国保年金係

循環バスの運行 住民環境課

02-01-09-10-01 生活環境係

一般相談・法律相談・登
記相談

住民環境課

02-01-09-14-01 生活環境係

4,688

4 拡充

　町民の悩みや困り事の解決に
各種相談事業は大きく寄与してい
る。
　多種多様な相談により迅速に応
じるため、30年度から直通ダイヤ
ルによる「なんでも相談」を実施す
る。

　４月１日から、地域住民の様々な
悩みや相談に対して、迅速で的確
な対応を行うため、なんでも相談室
専用直通ダイヤル(28-3366)を設置
し、「一般相談事業」とは別に「なん
でも相談事業」を開始した。
　４-９月(上半期)の相談件数は162
件と、様々な相談が寄せられてい
る。

現状維持

　「なんでも相談」は、専用ダイヤ
ルにより様々な相談が寄せられ
ているが、内容によっては、法律
相談や登記相談などの一般相談
事業へ繋げるとともに、関係部署
との連携が重要となり、相談員
(臨時職員)を確保しつつ、相談内
容に応じた窓口を開設し、問題
解決への道を開く。

2,675 2,701 26

0

3 手法改善

　「あざみ号」については、下諏訪
町公共交通検討委員会により、遠
隔地への利便性向上や、フリー乗
降区間の拡充、より見やすい時刻
表への変更等の改善要望等が出さ
れている。
　前回のダイヤ改正から３年が経過
したことも踏まえ、ダイヤ改正によ
る、さらなる利便性の向上を図る必
要がある。

　「あざみ号」については、下諏訪町
公共交通委員会から変更等の改善
要望等を受け、４月１日にダイヤ改正
を行った。４－９月(上半期)の利用者
は、H29の20,887人に対し24,710人
と、823人(118.3%)の増となる。
　さらに住民要望により10月から山の
神地区内への乗り入れを開始するな
ど、利便性の向上を図っている。

拡充

　「あざみ号」のマイクロバスと
「スワンバス」のアルピコ委託(外
回り線)のマイクロバスについて
は、老朽化の指摘もあり、31年度
において、車両更新を行い、利
便性、快適性の向上を図る。

51,431 56,119

1,529,321 1,544,117 14,796

2 廃止 　国保広域化に伴う事業廃止。

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。度重な
る制度改正により事務処理料が増
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。
　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、今年度は、全体的に見ると、
やや減少している状況となってい
る。また医療費は加入者の減少に
より、微減になっている。
　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、制度の底支えを図る。

拡充

　保険給付費の増大を抑えるた
めの対策として、適正化事業によ
り問題点を明らかにするととも
に、医療機関への適正受診の周
知に努めます。
　また、加入者の負担軽減のた
めの歳出削減を実施します。

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29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31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
住 民 環 境 課

（単位：千円）

番号
平成29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31予算額 増　減

資源物等の処理 住民環境課

04-02-02-10-01 生活環境係

焼却ごみの処理 住民環境課

04-02-02-010-01 生活環境係

リサイクル施設整備事業 住民環境課

04-02-02-022-01 生活環境係

0

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉

0

7 廃止

　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、28年度は
旧清掃センターの解体工事の施工
とともに、リサイクル施設の設計を
行い、29年度でリサイクル施設整
備工事を施工し完成したため、整備
事業は終了となり、廃止とする。

83,174 93,870 10,696

6 廃止

　28年12月の諏訪湖周クリーンセ
ンター稼働に伴い、下諏訪町清掃
センターにおける、ごみ焼却炉と
しての役割は終了した。
　今後は、燃やすごみの収集の
みとなることから、「資源物等の処
理」事業の中の一業務として位置
付けることから、本事業は廃止と
する。

5 手法改善

　無人で24時間資源物を出すことがで
きる駅東リサイクルステーションでは、
多くの資源物が持ち込まれている。認
知度の上昇とともに、未分別の資源物
の投入や、町外者からの持込み、粗大
ごみの投棄などにより、不純物の割合
が大幅に上昇する事態となった。
　目標値は達成したが、資源物の処理
費用が高騰するなか、分別状況の改善
が喫緊の課題となり、手法改善とした。

　資源物の処理費用が中国の政
策の影響により全体的に高騰し
ているとともに、駅東リサイクルス
テーションにおいて、特に金属類
については、違反物や未分別の
持ち込みが増えたため、８月末で
駅東での収集は廃止し、９月から
第３日曜日の月例収集とした。

拡充

　町で収集する資源物は、中国
の影響により全体的に高騰が続
くと予想されるとともに、イオン諏
訪店の８月の閉店による資源物
の収集が増加傾向にあり、処理
費用の増額が必要となる。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

戦没者追悼式の開催 健康福祉課

03-01-01-14-01 福祉係

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

（新）経済対策臨時福祉
給付金給付事業

健康福祉課

03-01-07-014-01 福祉係

母子保健事業 健康福祉課

04-01-02-10-01 保健予防係

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉

0

326 44

3 廃止
　30年３月31日をもって事業が終
了したため。

21,883 23,991 2,108

1 コスト低減

　戦争で亡くなられた方々に町と
して追悼の誠を表し、恒久平和へ
の誓いを新たにするための事業
であり、今後も継続していくことが
適当である。
　遺族会員が高齢のため、呼び
かけ等により子孫に継承してい
く。

　遺族会員が高齢のため、追悼
式の参加者は減少傾向にありま
す。
　ただし、子孫への継承は必要な
ため、出席人員を見ながら予算計
上してまいります。

手法改善

　次年度は、菊代の高騰により
予算が拡充してしまうため、生花
台の縮小及び菊の本数の見直し
など検討が必要と考えられるな
か、生花代・供物・手数料により
調整しました。

282

4 拡充

　子どもの発達や育児に不安を
感じる親も多く、ニーズは多様化
している。妊娠、出産、育児を切
れ目なく支援できる体制維持のた
め、一層の相談支援の充実が必
要。

　30年度から２歳児相談にも臨床
心理士の個別相談を導入、また、
１歳６か月児健診に個別の栄養
相談を導入し、保護者が気軽に
相談できる体制を整え、育児不安
の軽減を図っている。
　離乳食スタート教室を隔月で開
始し、食育指導も強化している。

拡充

　29年度から産婦健診が国庫補
助事業に位置付けられ、県下で
も導入の動きが広がっている。妊
娠期からの切れ目ない支援にお
いて、不安の強い出産直後の
フォローは、産後うつ対策につな
がる重要な対策であるため、産
後健診、産後ケア事業の拡充を
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
健 康 福 祉 課

（単位：千円）

番号
平成29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31予算額 増　減

02 廃止

　前年度のアンケート調査、諏訪
広域連合の「第７期介護保険事
業計画」を踏まえて、今後３カ年
の「第８次下諏訪町高齢者福祉
計画」の策定が完了した。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

農地集積支援事業 産業振興課

06-01-01-010-01 農林係

観光の振興 産業振興課

07-01-03-05-01
07-01-03-12-01
07-01-03-30-01

観光係

観光施設の管理 産業振興課

07-01-03-10-01 観光係

廃止

　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、おもてなしをする意識の高
揚が必要と考え、現在検討委員会
で検討中の観光振興計画で方向性
を示していく。
　地域おこし協力隊を６月から委嘱
し、歴史文化を活かしたものづくり
体験や周遊ルートなど着地型旅行
商品の開発に取り組んでいる。

　農業委員会費の一般経費へ予
算組替のため、事業廃止。

1

拡充

拡充

　観光産業は様々な業種に波及
し、経済的効果も大きく、また住
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
びつけ、地域活性化に向けた事
業を拡充する必要性がある。

0

92,242 78,790

前年度の評価結果を踏まえた
上での平成30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額

2

3

H31予算額 増　減

　近年、観光地におけるトイレ等
の施設への使用のしやすさや高
級化要望は高まるばかりだが、引
き続き、受入環境の整備は必要
であるため計画的に実施する必
要がある。
　経年劣化による施設設備につ
いても計画的に整備していく必要
がある。

　老朽化が進んでいる八島高原公衆
便所については、31年の改修に向
け、基本設計及び実施設計を実施し
ている。
　八島高原木道では、県の自然環境
整備支援事業やクラウドファンディン
グにより購入した資材を活用し木道
の補修を実施しているが、木道の劣
化は急速に進行しており、補修対応
が間に合わない状況となっている。

拡充

　山岳地の公衆便所は、その観光地
の善し悪しの印象を与える尺度でも
あり、観光客にもう一度訪れたいと思
わせるためにも清潔感のある、八島
の環境に適した施設に整備する。
　木道においては、劣化が急速に進
行しており、補修対応が間に合わな
い状況となっていることから、木道全
体の改修を計画的に進めていく必要
がある。

拡充

　行政と事業者等による観光振興の
目指すべき方向性の共有を図り、そ
の実現に向けた取り組みのパイプ役
としての機能を発揮するため、混在
する業務の見直し、役割分担を明確
化することで効果的で効率的な運営
を行っていく必要がある。
　31年度は観光振興局において第３
種旅行業を取得し着地型旅行商品
の消費拡大を目指す。
　また、観光客への利便性を向上す
るため、四ッ角駐車場において、町
道御田町線の美装化工事に併せた
舗装工事と公衆トイレ改築を実施す
る。

13,452

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29年度事務事業評価結果

101,545 59,41342,132
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

前年度の評価結果を踏まえた
上での平成30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31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
産 業 振 興 課

（単位：千円）

番号
平成29年度事務事業評価結果

しもすわ今昔館おいでや
の管理運営

産業振興課

07-01-03-14-01 観光係

（新）しごと創生拠点施設
整備事業

産業振興課

07-01-05-012-01 商工係

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 5,25813,774 8,5164 手法改善

　29年度は施設改修を行い、これま
での時計に特化した「時の科学館
儀象堂」から「しもすわ今昔館おい
でや」に名称を変更して、「時計工
房儀象堂」と「星ヶ塔ミュージアム矢
の根や」を一体として、地域住民や
観光客に町の歴史や文化を理解し
ていただきながら、まち歩きを楽し
んでいただくための拠点施設とし
て、事業展開を行う。

　30年度はリニューアルオープン
の１年目として、これまで以上に
施設のＰＲを実施していくととも
に、特にソフト事業に関しては来
館者のニーズや施設の再検証を
実施しながら、更なる施設の満足
度とコンセプトが明確に伝わり効
果が得られるような取り組みを実
施している。

手法改善

5 廃止

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、新たな目的地（居場
所）とするための拠点として、旧労
災リハビリテーション施設を整備し、
今後の起業創業支援及び移住定
住促進にむけて、平成30年度は、
ソフト事業を中心に新規事業「しご
と創生推進事業」として事業を推進
していく。

0

　31年度では、前年度の検証を
踏まえて、体験交流スペースを
活用した体験メニューの開発や、
２階展示コーナーの展示品の更
新等により誘客に努めるととも
に、老朽化している儀象台の床
の修繕を実施し観光客の安全性
を図る。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

町道の維持管理 建設水道課

08-01-01-05-01
08-02-01-05-01
08-02-02-10-01
08-02-03-10-01
08-02-03-12-01
08-02-04-10-01

建設管理係

治水対策事業の推進 建設水道課

08-03-01-10-01 関連調整係

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

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

▲ 3,000

4 拡充

　総体的に関心が低く、成果が上がっ
ていないが、改修補助については限
度額を100万円にしたことにより、補
強工事７件、建替え３件の申請があ
り、そのうち４件が加算措置により対
象工事費の２分の１以上の補助金交
付となった。
　所有者の費用負担が重いため、29
年度限りの加算措置に変わる補助内
容の見直しを行う必要がある。

　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100万円とした。
　耐震診断については32件、耐震
改修については６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
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に基づ
き、引き続き戸別訪問を実施し、住
宅所有者への普及啓発を行う。
　補助内容の拡充については、国・
県と歩調を合わせて検討していく。

16,920 16,920 0

45 0

3 拡充
　町民の安心安全の為の事業で
あることから、早期の完成が必要
である。

　武居地区急傾斜地崩壊対策事
業は、30年度に一部工事に着手
した。

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、長野
県諏訪建設事務所へ確実な予
算確保と事業実施を要望してい
く。

10,000 7,000

245,847 276,943 31,096

2 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、32年度までとなったが、32年
度ありきでなく、一刻も早い事業
完了を長野県へ要望している。
　承知川河川改修、十四瀬川河
川改修も同様に、長野県に対し事
業促進の要望を継続して行って
いる。

拡充

　町民の安全安心のため、事業
の早期完了を長野県への要望し
ていく。
　また、地元との合意形成を積極
的に行い、更なる事業の促進を
図る。

45

1 拡充

　年次計画による道路維持補修
工事は、当初の計画どおり実施し
た。道路パトロール、区からの要
望による損傷箇所への補修につ
いては、小規模補修工事により随
時対応を図った。
　次年度は、有利な起債事業を活
用し、財源を確保しながら、１路線
でも多く道路整備に取り組む。

　道路維持補修工事は、当初計画
９路線の内、８路線が着手、12月末
で５路線が完了予定（契約額ベー
ス90％）。１路線は次年度で計画。
　道路維持小規模補修工事は、現
時点で予算3,000万円に対し2,800
万円の支出を見込んでおり、要望
等に対して次年度での対応となるこ
とも予想される。

拡充

 道路機能の維持と保全を図るため、
計画的に道路維持補修工事を実施
し、道路の不良箇所は小規模補修工
事により迅速な対応を図る。
　また、道路の拡幅工事等の改良工
事を実施し、通行時の安全性利便性
の向上を図る。
　財源については、交付金や有利な
起債事業を活用し整備を図っていく。

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29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31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
建 設 水 道 課

（単位：千円）

番号
平成29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31予算額 増　減

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
08-04-03-16-01

都市整備係

29,623 29,758 135

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉

5 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。

　昨年度から赤砂崎公園と諏訪
湖岸の緑地帯を一体的に管理す
ることにより、芝・草刈の回数を増
やすことができ、良好な環境を保
つことができた。
　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。
　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。
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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

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29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31予算額 増　減

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ルメット、保
護目メガネを配備。
　着用頻度の高い活動服は２着
目を支給する３年計画の１年目。
　ポンプ車を更新し、第２分団に
配備した。

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・拡充
する必要がある。
　31年度は各分団にチェーン
ソー、２年計画で防火衣を支給、
第７分団のポンプ車を更新し、地
域防災力の強化を図りたい。
　活動服支給計画２年目。

56,047 58,208 2,161

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

こども未来基金事業 教育こども課

10-01-03-12-01
10-01-03-14-01
10-01-03-16-01

教育総務係

柿蔭山房公開活用事業 教育こども課

10-04-01-10-01 博物館

博物館資料の保存整理 教育こども課

10-04-04-16-01 博物館

（新）地域資料保存事業 教育こども課

10-04-05-12-01 図書館

▲ 176

4 拡充

　県の地域発元気づくり支援事業
の補助を３年計画で受けており、
最終年である31年度には、イン
ターネットによる情報発信・小冊
子の発行を予定している。

　写真の保存は順調に進んでお
り、合計1,600枚をデジタル化し
た。16㎜フィルムのＤＶＤ化は、こ
れからの発注となる。

拡充

　保存してきた写真をインターネッ
ト公開するために、システム使用
料を計上した。また、この事業が今
後も継続できるよう住民の協力を
呼びかける講演会を企画する。
　冊子については、本年度125周
年記念誌「下諏訪今昔絵巻」が制
作され、本事業と内容が重なるた
め制作しない。

490 936 446

431 ▲ 319

3 手法改善

　現在収蔵されている資料の計画
的な整理、収集時に整理まで行う
作業工程の確立と徹底を行うこと
により、未整理資料の減少に努め
る。

　臨時職員を中心に、計画的な資
料整理を実施し、未整理資料は
減少している。
　一方で新規収蔵資料について
は、学芸員実習及び中高生の職
場体験の際に整理を行うことで、
未整理の増加を防いでいる。

現状維持

　引き続き計画的な整理を行う。
整理に必要な保存用封筒の印刷
代24千円増。
（対H30比▲176千円は、H30に
おいて収蔵庫燻蒸調査委託（700
千円）があったことによる減。）

262 86

1,732 7,706 5,974

2 拡充

　活用事業については、文化財と
しての特徴やアララギ派歌人の
島木赤彦という人物に興味を持っ
てもらえるような企画を検討する
一方で、余裕をもった周知方法に
より、参加者の増を図る。

　クローズアップに開館中である
旨の記事を掲載し周知を図った
が、事業を実施できなかったこと
もあり、入館者の増へは結びつか
なかった。
　目標達成率：57.0%

拡充

　計画的な講座等事業の実施及
び開館に係る早めの周知。事業
実施に係る事業用消耗品費８千
円増。
（対H30比▲319千円は、H30に
おいて棚設置工事（300千円）が
あったこと、実態を踏まえた効率
化の面から光熱水費及び管理の
見直しを行ったことによる減。）

750

1 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は、貸付
事業のみであったが、新たに、こ
どもらんど事業やこどもの居場所
づくり事業など給付事業を加え、
利用方法を改善した。

　こどもの居場所づくりは、新規団
体等による２件の給付決定を行っ
たが、目標値は下回っている。
　貸付事業では、教育支援として
１件あり、奨学金条例の規定に当
たらない大学生に対し、貸付けを
行った。

拡充

　給付事業のこどもらんど事業と
こどもの居場所づくり事業は、多
くの団体に活用いただくよう周知
に努める。
　教育支援事業については、給
付型奨学金を設け、そのほか
様々なケースに応じた柔軟な対
応を図れるよう展開していく。

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29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31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
教育こども課

（単位：千円）

番号
平成29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30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31年度当初予算に対する考え方

H30予算額 H31予算額 増　減

（新）埋蔵文化財センター
の管理運営

教育こども課

10-04-12-10-01 博物館

スポーツの振興
教育こども

課

10-05-01-05-01
10-05-01-10-01
10-05-01-14-01

スポーツ振興係

（新）スポーツ推進計画
策定事業

教育こども課

10-05-01-012-01 スポーツ振興係

東京オリンピック・パラリ
ンピック推進事業

教育こども課

10-05-06-10-01
10-05-06-12-01

スポーツ振興係

〈平成29年度事務事業評価シートから転記〉

0

8 拡充

　引き続き効果的な誘致方法を検
討し、現地視察、さらには、合宿
の協定調印に繋げるため、誘致
活動を拡充する必要がある。
　ホストタウン事業についても、ス
ポーツ交流や国際交流に繋がる
事業を企画する。

　29年度に視察に訪れたドイツの
誘致はかなわなかったが、ブルガリ
アで開催された世界ボート選手権
大会でＰＲ活動を実施し、折衝でき
た国に対して交渉を進めている。
　町民スポーツ祭にオリンピアンを
招き陸上教室を開催、また、下中２
年生を対象にオリンピック教室を開
催しオリンピックに対する機運の醸
成を図った。

拡充

　オリンピックプレ大会として８月に
東京海の森水上競技場で開催さ
れる世界ボートジュニア選手権に
あわせ、視察の受入れを行い、事
前合宿実現に向けた協定を結びつ
けたい。
　また、オリンピックに対する機運
の醸成を図るため、オリンピアン、
パラリンピアンとの交流事業を継
続していきたい。

4,694 4,915 221

6,775 ▲ 2,713

7 廃止

　本計画の期間は、平成30年度か
ら34年度（2022年度）までの５年間
であり、策定が完了したため事業終
了となった。
　次期計画の策定は2022年度であ
り、新たに計画に盛り込む事項が
生じた場合や内容に変更が生じた
場合には、必要に応じて計画を見
直す。

6,658 3,195 ▲ 3,463

6 拡充

　スポーツは、人々に心身の健康
をもたらし、人と人との交流が生
まれることで地域コミュニティの活
性化を図るなど、多くの可能性を
秘めている。
　町は、”生涯一町民一スポーツ”
を基本理念に、住民の健康づく
り、健康長寿への取組みを継続
する。

　６月に健康スポーツ都市を宣
言。諏訪湖や健康スポーツゾーン
を活用した事業の展開、各種事
業を記念事業と位置付け、さらな
る健康づくりとスポーツの推進に
向けた啓発を進めている。
　スポーツ用具・設備の整備につ
いては、３年計画の最終年度とな
り、着実に整備を進めている。

拡充

　町民のニーズをとらえ、運動・ス
ポーツに取り組むきっかけづくり
や、関心を高めるため、スポーツ
推進委員会、町スポーツ協会と連
携し、より一層のスポーツの推進
に向けた取り組みを強化してく必
要がある。
（事業費の減は、スポーツ用具整
備事業が終了したことによる。）

9,488

5 手法改善

　30年度から指定管理制度によ
る運営となることから、メリットを最
大限に活用し、適切な維持管理を
行っていく。

　時計工房儀象堂と一体化した
「しもすわ今昔館」として指定管理
者により適切に運営されていると
ともに、入館者の増に結びついて
いる。

現状維持

　引き続き指定管理者による適切
な運営を補助するとともに、企画展
等の事業を実施することで、入館
者の更なる増加に結び付けたい。
（対H30比▲3,463千円は、H30に
おいて展示製作及び銘板製作
（1,342千円）及び管理委託料
（1,896千円）があったことによる
減。）
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