
課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

公会所施設整備に対す
る助成

総務課

02-01-01-20-01 企画係

行政改革の推進 総務課

02-01-06-10-01 企画係

広域的な行政等の推進 総務課

02-01-06-16-01 企画係

民公協働の推進 総務課

02-01-06-26-01 企画係

3,000 7,300 4,3001 拡充

地域コミュニティの拠点となる公会所
及び公民館施設の利便性、災害発生
時には避難施設等として利用する可
能性のある建物の安全性向上のた
め、引き続き補助制度の周知を行
い、適正な助成に努めていく。令和元
年度からエアコン設置に対する補助メ
ニューを追加している。

令和元年度にエアコン設置に対する
補助メニューを追加したが、当該メ
ニューの利用実績はない。
年度当初に予定されていたトイレの
バリアフリー改修１件を行い、事業が
完了した。

拡充

改築事業１件、改修事業２件が予定
されているため、補助額が増加する
見込み。
エアコン設置に対する補助メニュー
の活用については、引き続き制度の
周知を行っていく。

▲ 17

12,871 508

2 拡充

平成30年度に開催した行政改革審議
会において、行政改革大綱推進計画
及び事務事業評価に対する行政改革
審議会の意見を広く周知していくこと
として、令和元年度版事業別予算説
明書へ掲載した。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、町長と語る会の開催結果
等を報告した。
行政改革大綱推進計画について、未
達成・未着手の項目があり、課題と
なっている。

手法改善

令和２年度に行政改革大綱の見直し
を行い、令和３年度から５年間を計
画期間とする新たな推進計画を策定
する必要があり、行政改革審議会に
おいて、計画策定の審議を行う。

141

▲ 224

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。

諏訪広域連合において、予定されて
いる事業等が概ね順調に進められて
いる。

拡充

諏訪広域連合の新年度一般会計予
算について、繰越金充当額の減額に
より、関係市町村負担金のうち経常
経費負担金が前年度より増額予定と
なっている。

今年度は10件の申請があり、８件が採択
された。継続事業４件に加え、新たに町内
中学生が地区看板を作成する事業、地域
のお話しを多くの方に知っていただく取組
など４件が採択された。
小型除雪機貸出し事業においては、業者
による定期点検を実施する年度であった
ため、各地区で定期点検を行い、動作不
良の地区においては修繕を行った。

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。小型除雪機貸出事
業は定期点検を実施しない年度とな
るため、全体として予算額は減額と
なっている。

124

5,814 5,590

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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

12,363

4 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。
補助限度額（100万円）に近い支援金
額を要望する申請が増えているが、
少額の申請でも可能であることを周
知していきたい。
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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
総 務 課

（単位：千円）

番号
平成30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

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

（新）町制施行125周年記
念式典事業

総務課

02-01-06-42-01 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

防災・減災対策の推進と
意識の高揚

総務課

02-01-10-05-01・10-01・
12-01・16-01・18-01

情報防災係

廃止 0

141,750 73,163

6

町制施行125周年としての事業であ
り、理事者からは四半期ごとの式典
開催とする計画であるため、記念式
典は単年度事業と捉えて廃止とする
ことが妥当である。

▲ 68,5878 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、総合
防災訓練や地域防災リーダー研修等
について予定通り進捗しています。ま
た、災害時用簡易組立式トイレ斡旋
についても、大変好評で当初の斡旋
数を大幅に上回ったため追加の斡旋
を行った。

現状維持

令和２年度は、平成30年度から実施
している防災行政無線デジタル化工
事が完了し予算は減額となります
が、引き続き防災力向上に力を入れ
ていきます。災害用備蓄品の斡旋
や、防災ネットワークしもすわととも
にジュニアサバイバル教室・地域防
災リーダー研修を実施していきます。

「防災」と「男女共同参画」の視点か
ら、男女共同参画セミナーを10月に
開催した。災害時に男女がお互いを
理解することの大切さなど、ワーク
ショップも交えながらご講演いただき、
多くの方にご参加いただいた。

コスト低減

今年度、当番町として開催した講演
会は、来年度は当番町ではないため
予算を計上をせず、男女共同参画推
進事業費が減額。

954 1,159 205

217 156 ▲ 61

7 拡充

令和元年度版には、事業別予算説明書の
目的に加えて、事務事業評価・行政改革
審議会の評価・次年度予算への反映につ
いて説明するページと道路維持補修工事
実施計画路線図のページを追加してい
る。
新たに政策パッケージとして、まちづくりの
重点項目をまとめ、事業別予算説明書に
挟み込んで配布し、事業の周知に努めて
いる。

例年の内容から事務事業評価・行政
改革審議会の評価・次年度予算への
反映について説明するページと道路
維持補修工事実施計画路線図の
ページを追加した。
政策パッケージ（A3両面印刷）を冊子
に挟み込んで配布し、事業の周知を
行った。

拡充

前年度の事業別予算説明書の内容
に加えて、「町長と語る会」開催結果
のページを追加し、開催当日に発言
のあった町への意見・要望や、町の
状況等を周知する。

5 拡充

男女の差がなく、働きやすい職場をつ
くることが必要となってくる。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。
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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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02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

02-01-12-10-01・12-01・
14-01・16-01

情報防災係

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。

拡充

令和２年度は、６市町村共同による
住民行政システム更改及び、国が進
めている自治体間の情報連携に係
る中間サーバシステム更改が実施さ
れるため、拡充となる。

72,898 82,548 9,6509 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。

〈平成30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

総合窓口 住民環境課

02-03-01-05-01・10-01・
12-01・14-01

総合窓口係

（新）コンビニ証明書交付
事業

住民環境課

02-03-01-16-01 総合窓口係

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 生活環境係

94,478 3,940

13,186 33,497 20,311

4 手法改善

特に駅東リサイクルステーションで、
分別されていないごみ出しが目立つ
ほか、各地区の収集場所において
も、未分別等の理由で収集されない
ものが散見される。適切な分別は燃
やすごみの減量や、リサイクル効率
の向上に寄与するため、啓発に強化
が必要と考える。

駅東リサイクルステーションの利用者
が増えていることから、エリア内の未
舗装路部分の舗装工事を実施し、利
便性と美化意識の向上を図った。ま
た適切な分別やリサイクル率の向上
のために、ごみ分別アプリを導入し、
啓発強化を図った。

拡充

中国の生活系廃棄物の輸入規制措
置の影響が依然強く、特に金属類の
処理費が高騰しており、予算の増額
が必要になる。既に影響があること
から、令和元年度においても補正予
算を組み対応している状況であり、
ごみ分別アプリの利用促進などを図
りながら、３Ｒの推進に努めていく。

90,538

1 拡充

総合窓口としての役割は広く住民に周知さ
れたと感じる。諸手続きのワンストップ化を進
めており、マイナンバー制度施行に伴った個
人番号カード等の関連事務も行っている。ま
た開庁日に役場に来庁できない方のために
休日窓口の開設を行う。平成３０年度からは
証明書コンビニ交付を開始したため、マイナ
ンバーカードの普及を図り、住民へのサービ
スの拡充を行っていきたい。また今後も町民
からのニーズに応えながら総合窓口の業務
を行いたい。

窓口での届出に係る各種手続きのワンス
トップ化を着実に進めており、不備な点に
ついては改善しながら順調に事業を推進
している。また本年3月からの証明書コンビ
ニ交付を開始したことに伴い、第2・第4日
曜日の休日窓口来庁者に、マイナンバー
カードを使ってコンビニで証明書を発行で
きる旨を説明しながら併せてマイナンバー
カードの取得についてもPRをしている。

拡充

令和3年のマイナンバーカードの保
険証としての運用開始を見据え、マ
イナンバーカードの普及を進めていく
中で、マイナンバーカード専用窓口を
設置するほか、庁舎外でのマイナン
バーカードの申請サポートなど積極
的に行う。

2

1,544,117

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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

1,356,410 ▲ 187,7073 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。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、減少となって
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。

現状維持

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。

5,614 250拡充

平成３１年３月からの事業開始である
ため、住民に事業の内容の周知を図
り、便利なサービスとしてマイナン
バーカードを普及させ、役場に出向か
なくても各種証明書が取得できる
サービスとしていく。

窓口証明発行件数に対するコンビニ
での証明書発行件数の割合は、９月
末現在、1.9%程度である。
しかしながら、利用者の約3割は町外
のコンビニでの証明書発行であり、発
行時間の統計では役場開庁時間外
が全体の4割弱あるため事業の開始
により、利用者の利便性は良いと考
える。

拡充

コンビニでの証明書発行については
おおむね窓口証明発行件数の約
５％を目標とする。コンビニでの証明
書発行のためには、マイナンバー
カードが必要となるため、カード利便
性などをを周知し申請につなげてい
く。

5,364
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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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

（新）移動販売事業 住民環境課

02-01-09-22-01 生活環境係

〈平成30年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 5855 拡充

平成３１年４月より、地域から要望の
あった販売場所を追加し、１４ヶ所で
の販売を行っている。各販売場所で
の移動販売は、買い物弱者に対する
支援の一環となるとともに、利用者同
士の地域コミュニティの場としての機
能も果たしている。引き続き、利用者
の声や要望を聞きながらさらに充実し
た事業となるよう努めていく。

利用者はほとんどが固定客であり、
売上や利用者数は若干、減少傾向だ
が、客単価については伸びている。
１年間、四季を通しての販売は、今年
度が初めてになるため、各期ごと状
況や利用者の声を聞きながら、より充
実した事業になるよう努めていく。

現状維持

商業施設から遠隔地に居住する住
民への支援として、引き続き、事業を
実施する。リピーターによる利用定着
は図られているが、利用者数が減少
している販売場所もあり、見直し等の
必要性もあることから、委託先の新
店舗オープンにあわせて検討してい
く。

5,866 5,281
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

一般介護予防事業 健康福祉課

03-01-04-12-01 高齢者係

母子保健事業 健康福祉課

04-01-02-10-01 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

保健センターの管理 健康福祉課

04-01-01-10-01 保健予防係

〈平成30年度事務事業評価シートから転記〉

1,568

21,813 656

3 拡充

小児等の接種体制については現状維
持しつつ、今後の適切な接種体制に
ついて検討していく。平成30年度に首
都圏を中心に風しんの流行があり、
成人男性に対する国の風しん追加対
策が制度化されるため、次年度は予
算を拡充してこれに対応していく。

成人男性に対する風しんの追加対策
は、今年度の対象者約1000人に個別
通知し、上半期実績で117人が抗体
検査を受けた。そのうち予防接種を実
施したものが37人。

拡充

個別通知で周知を図っているが、全
国的に受診率が伸びていない状況
がある。未受診者には来年度も通知
し、受診率の向上に努める。
小児の予防接種について、より効果
的に実施するため、予算を拡充し、
すべての予防接種を個別接種とす
る。

49,658

3,683 4,196 513

1 手法改善

今後介護予防に取り組む必要がある
高齢者は増加していくことが見込まれ
ていることから、通所型の予防事業以
外に継続して取り組めるようなメ
ニューについて検討していく必要があ
る。

〇一般介護予防事業（包括Cに委託）
※R1.9.30現在の状況
・通所型一般介護予防事業
  7事業所 266回開催 参加者2,624人
・地域介護予防活動支援事業
  2会場 182回開催 参加者1,544人
・地域リハビリテーション活動支援事
業
13会場  84回開催 参加者数731人

手法改善

現在、月１回各地区公民館で開催し
ている医療専門職を講師とした運動
講座に加え、健康運動指導士を講師
とした介護予防講座を新たに実施す
るよう計画している。介護予防の取り
組みは継続が鍵になるので、専門的
なアドバイスをより身近で受けること
ができる体制を整えていきたい。

21,157

4 縮小
大型改修工事として計画通り完了し
た。

空調、照明器具及びトイレが改良さ
れ、快適に使用できている。

現状維持

大型改修は完了したが、給排水等改
修されていない設備については老朽
化しており、引き続き状況に応じた修
繕が必要。

48,090

23,991

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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

21,228 ▲ 2,7632 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。

新規事業として、産婦健診、妊婦歯科
健診、宿泊型の産後ケア事業を導入
し、妊娠期から産後の支援を拡充し
た。産婦健診は上半期の出生21人に
対して延べ30人が利用しており、高い
利用率となっている。

現状維持
新規事業の定着をはかり、必要な人
を十分な支援につなげられるよう事
業を周知し、継続していく。

6 ／13



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

07-01-03-12-01
※令和2年度から大事業の
内容を整理

観光係

観光施設の管理 産業振興課

07-01-03-10-01
※令和2年度から大事業の
内容を整理

観光係

多面的機能支払事業 産業振興課

06-01-03-20-01 農林係

▲ 39,708

〈平成30年度事務事業評価シートから転記〉

0

観光客の滞在時間の延長と観光消費額
の増加を図るため、観光振興局と地域お
こし協力隊が観光資源を活用したマーケ
ティングとプロモーションに一体的に取り
組み、農業・飲食業・商工団体や学生にも
協力をいただきながら、産学官連携によ
る観光地域づくりを推進する。また、eバイ
クを活用したサイクルツーリズム等新たな
着地型旅行商品の造成に取り組む。

61,837拡充

老朽化により清潔感が損なわれてい
た八島高原公衆トイレは、水洗化・洋
式化・浄化槽土壌浸透式のトイレに
改修を実施した。また、八島高原木道
は破損している箇所は緊急的に補修
を行いながら、自然環境整備支援事
業を活用し108箇所の改修を行った。

人口減少や少子高齢化は続くことが
予想され、これに伴い産業の衰退も
懸念される中、稼げる可能性のある
産業は交流人口を増やし、外貨を獲
得する「観光」が重要となってくること
から、他産業や住民等も一体となって
旅行者を受け入れる「観光地域づく
り」に向けた事業を拡充する必要性が
ある。

4月に策定した観光振興計画に基づ
き、観光情報の発信、観光客の受入
体制の整備、観光振興の活性化の推
進とともに、観光振興局が旅行業の
資格を取得し消費拡大を目指す。ま
た、地域おこし協力隊を新たに委嘱
し、2名の隊員により着地型旅行商品
の開発、SNSを活用した情報発信に
取り組んでいる。

前年度の評価結果を踏まえた
上での令和元年度の進捗状況

（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額

2

3 廃止

拡充

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、観光地のイメージ
を損なわないように、引き続き、受入
環境の整備は必要である。 八島湿原
の木道においては、経年劣化による
破損が激しく危険な状態であるため、
拡充して整備していく必要がある。

1 手法改善

30年度で計画期間が満了し、令和元
年度以降については、地元と協議し
た結果、廃止とする。

101,545

拡充

令和2年度は、懸案事項であった老朽化
により清潔感が損なわれていた春宮公衆
トイレを防災機能を兼ね備えたトイレの建
設を進める。また、改修した八島高原公
衆トイレの維持管理を行い、水量を確保
するための配水施設の改修を実施する。
木道においては、劣化は急速に進行して
いることから、令和2年度から3年計画で
全体の改修を進める。

147,103 54,86192,242

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30年度事務事業評価結果

R02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

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・12-
01、08-02-04-10-01、08-
02-05-12-01

建設管理係

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

公園の管理・整備事業 建設水道課

08-04-03-10-01・12-01・
14-01・16-01

都市整備係

治水対策事業の推進 建設水道課

08-03-01-10-01 関連調整係

32 ▲ 13

276,943 327,788 50,845

4 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年間事業延伸され、令
和２年度までとなったが、一刻も早い
事業完了を長野県へ要望している。
承知川及び十四瀬川の河川改修も
同様に長野県に対して事業促進の要
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
期完了を長野県へ要望していく。
砥川については、完了までの区間が
福沢川から上流部のみとなってきた
ことから、地元住民との合意形成を
図り、令和２年度完了に向けて調整
を図る。

45

1 拡充

年次計画による道路維持補修工事は
当初の計画通り実施した。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。新規事業とし
て、諏訪湖周の利便性の向上を図るた
め、太陽光発電式街路灯設置事業、諏
訪湖周ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ整備事業等が進
められ、道路環境の整備が図られた。

道路維持補修工事は、当初計画７路
線の内、６路線が完了。道路維持小
規模補修工事は、90件、約2,700万円
を実施。引き続き、要望等を踏まえ対
応を図る。道路新設改良事業では、
太陽発電式街路灯、足元灯の設置が
完了。東山田東町線改良事業では、
残る1件の用地取得が完了。

拡充

計画的に行う道路維持補修工事、道路、
側溝等不良箇所の補修工事、拡幅改良
工事を行い道路機能の維持向上を図る
ほか、橋梁長寿命化修繕計画を基に計
画的に事業を進め、健全性の確保を図
る。諏訪湖周では、街路灯、足元灯の整
備、ジョギングロードの舗装補修、サイク
リングロード整備を計画的に進め、道路
環境の整備を図る。財源については、交
付金、有利な起債を活用し進めていく。

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。赤砂崎公園についてはR2年
度に右岸広場開設に伴い、管理人を増や
し、湖岸通り線と一体的に管理し良好な
環境になるよう維持管理を行う。

30,058

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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

2 拡充

耐震改修補助については、補強設計等費
及び補助対象工事費の8割を合算した額
（限度額100万円）にしたことにより、補強
工事3件、建替え2件の申請があり、そのう
ち1件が補強設計等費を含む補助金交付
となった。他の2件の補強工事費用は257
万円～367万円となっており、所有者負担
が重いため、今後も補助内容の見直しを
行う必要がある。

耐震改修補助については、前年度と
同様に補強設計等費及び補助対象
工事費の8割を合算した額（限度額
100万円）とした。
耐震診断は19件の申込みがあった。
耐震改修は3件の申込みがあり、そ
のうち1件が補強設計等費を含む申
請であった。

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。

37,571 7,513

16,920 16,950 30

3 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。

平成29年度より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。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
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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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02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

〈平成30年度事務事業評価シートから転記〉

4,0005 拡充
町民の安心安全のための事業である
ことから、早期の完成を要望していく。

武居地区急傾斜地崩壊対策事業は、
平成３０年度に事業着手されている。
令和元年度では、国が進める防災・
減災・国土強靱化のための緊急対策
事業により事業の進捗が図られてい
る。

拡充

国による防災・減災・国土強靭化の
ための緊急対策事業が令和２年度
にも対象となる見込みから、従来計
画を前倒しで実施する。

7,000 11,000
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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・05-01・
10-01・12-01

庶務係

〈平成30年度事務事業評価シートから転記〉

58,225 35,543 ▲ 22,6821 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２年計画（１年目）で
防火衣を、救助能力向上のため
チェーンソーを配備。
着用頻度の高い活動服は２着目を支
給する３年計画の２年目。
ポンプ車を更新し、第７分団に配備し
た。

現状維持

２年度は消防団車両の更新計画年
度ではないため、予算要求額は減額
となるが、消防団装備として低水位
ストレーナーを支給したい。
・活動服支給計画３年目
・防火衣支給計画２年目

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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02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

こども未来基金貸付事業 教育こども課

10-01-03-12-01 教育総務係

こども未来基金活用事業 教育こども課

10-01-03-14-01 教育総務係

総合文化センターの維持
管理と自主事業（維持管
理）

教育こども課

10-04-09-05-01・10-01 生涯学習係

総合文化センターの維持
管理と自主事業（自主事
業）

教育こども課

10-04-09-12-01 生涯学習係

12,9253 56,387 69,312拡充

予算内での修繕を行っているが、設
備等の経年劣化により保守点検時
における指摘事項が増加している。
文化活動の拠点として利用者に安心
安全に利用していただくためには設
備改修が必要になってくる。大規模
改修前の調査と基本設計を実施し、
緊急を要する設備改修は、大規模改
修を待たずに実施していきたい。

本年度は、給水装置整備工事を行
い、修繕として空調設備のフィルター
交換と水中ポンプの交換を行った。

1,526

2 拡充

この基金は、こどもの教育支援を目
的としているため、目標に掲げた給付
事業件数だけで評価するものでなく、
他の制度では救えない児童生徒に向
けたものであるから、貸与事業も含め
多種多様なケースに対して支援して
いくことが望まれている。

教育支援事業として新たに給付型奨
学金制度を設け、経済的に就学が困
難な家庭に対する支援を開始した。

現状維持

生活が困窮する家庭の児童生徒に
均等な学習機会を与え、健全な成長
に資する施策を明確に絞り込み、事
業を実施していく。
新規：要保護児童生徒への各種検
定試験（英検、漢検等）の受験料補
助

7,700 6,053 ▲ 1,647

6 6 01 拡充

この基金は、他の制度では救えない
児童生徒に向けたものであるから、
多種多様なケースに応じた支援が望
まれている。

昨年度まで、こども未来基金事業とし
て、支援事業も含めた予算立てで
あったが、事業を分別して、本事業で
は積立金を計上する科目とした。
具体的な事業施策は、下段の「こども
未来基金給付事業」になる。

現状維持
預金利子等の積立てのみの事業で
ある。

拡充

予算内での修繕を行っているが、設
備等の経年劣化により保守点検時に
おける指摘事項が増加している。文
化活動の拠点として利用者に安心安
全に利用していただくためには設備
改修が必要になってくる。

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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

1,542 164 手法改善

映画会は開館以来継続して開催して
おり定着している。人形劇まつりも１２
年を経過し定着してきた。
予算、人員面で現状維持か見直しが
課題。
今回好評であったふるさとワクワク劇
場は宝くじの助成があったために開
催可能だったが、町独自では不可能
である。

映画会開催は夏の開催は終了してい
る。人形劇まつりも１３年目を迎え、多
くの方の来場があった。映画会の冬
開催分は２月に開催した。

手法改善

映画会は開館以来継続して開催し定着し
ている。夏の会の入場者数は若干である
が増えてきている。人形劇まつりも定着し
てきており、入場者数が増えてきている。
大規模改修を控えて、予算面で建物の老
朽化対策が課題であり、現段階では自主
事業の予算は現状維持に近いものとし、
入場者が多く来場してもらえる内容につ
いて検討していく。

11 ／13



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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

スポーツの振興 教育こども課

10-05-01-05-01・10-01・
14-01

スポーツ振興係

学校体育施設の開放
教育こども

課

10-05-04-10-01 スポーツ振興係

教育総務係

（新）総合運動場管理施
設改築事業

教育こども課

10-05-05-14-01 スポーツ振興係

地域資料保存事業 教育こども課

10-04-05-12-01 図書館

1,002

0

拡充

廃止

5

7

6,775 7,777拡充

スポーツ推進委員の協力のもと、体
力づくり教室、出前講座を通じて、ス
ポーツの裾野を広めるとともに、町ス
ポーツ協会とも連携しつつ、下諏訪
ローイングパーク「ＡＱＵＡ未来」の完
成や東京オリンピック・パラリンピック
開催も契機として、生涯にわたってス
ポーツに取り組める環境を拡充して
いく。

スポーツは、人々に心身の健康をも
たらし、また、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。

事業主体は町であるものの、計画段
階から利用団体等との協議を進め、
利用者のニーズも反映した工事を完
了させることができた。本事業は工事
完成により廃止となる。

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
進めている。

891 1,636 7456 手法改善

予約時の利用人数から算出していた
従来の集計方法を、より実態に即した
集計方法に見直した。利用に対する
ニーズはあるため、今後も利用促進
を図る。

児童生徒の学校終業後や社会人の
一日の仕事の後でなければできない
サッカー、ソフトボール等社会体育の
活動拠点として、北小を除く３校の校
庭を夜間開放している。

手法改善

照明設備は、設置から約４０年が経
過し、安心安全に夜間開放ができる
よう現状の設備の点検を行い、今後
の修繕計画を立てたい。他県におい
て学校校庭の老朽化した照明設備
の倒壊事故が発生した事案もあり、
県からも十分な管理を求められてい
る。Ｒ２年度から、教育総務係で所管
する。

8 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
ある平成31年度にはインターネットに
よる情報発信を行う。また、この事業
は今後も継続的に資料を保存し、文
化の継承と地域活性化に役立ててい
く。

写真のデジタル化は総数で2000枚に
なり、説明文も半数はできている。今
年度インターネット公開を行うが、長
野大学と共同研究ということで契約を
交わした。システム構築の打ち合わ
せも3回行い、3月7日に町民向け講
習会を実施し、公開を開始する予定
である。

現状維持

県の補助が終了し、自主財源の事業
となる。町民がこの事業に積極的に
かかわるよう講習会は継続し、町民
自身がデータをアップし、アーカイブ
がより豊かになることを目指す。

936 451 ▲ 485
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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30年度事務事業評価結果 前年度の評価結果を踏まえた

上での令和元年度の進捗状況
（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
令和２年度当初予算に対する考え方

R01予算額 R02予算額 増　減

柿蔭山房公開活用事業 教育こども課

10-04-01-10-01 博物館

博物館の活動 教育こども課

10-04-04-12-01・14-01 博物館

今井邦子文学館の管理
運営

教育こども課

10-04-10-05-01・10-01 博物館

星ヶ塔ミュージアムの管
理運営

教育こども課

10-04-12-05-01・10-01 博物館

〈平成30年度事務事業評価シートから転記〉

▲ 1,20912 拡充
事業を通じて館のＰＲを図ることによ
り、入館者の数を増やす。

日本遺産を含めた事業展開の面で苦
戦している。思うように利用へ結び付
けられなかったこともあり、９月末現
在の入館者数（今昔館入館者数）は
対前年度同月比で1,288人減の6,091
人であった。

手法改善

令和２年度は、星ヶ塔遺跡が学術的に調
査されてから100年となることから、同遺
跡の再認識及び普及に資する特別展、講
座、見学会等の事業を実施する。併せ
て、当町の埋蔵文化財に関する情報を発
信していく。なお、博物館の産業振興課へ
の所管替えに伴い、星ヶ塔ミュージアムを
今昔館と一体的に管理するため観光係へ
移管。併せて管理に係る予算も観光係へ
移管。

5,626 4,417

9 拡充

早期の、またあらゆる媒体を使った案
内により、公開中である旨の周知徹
底を図るとともに、公開に合わせ、島
木赤彦と柿蔭山房にちなんだ講座等
の事業を実施することにより、訪問者
の増加を図る。

諏訪市の甲州街道を歩く会の利用（３
回107人）及び期間中４回の講座を実
施（41人）したことにより、対前年度比
134人増の220人に利用いただけた。

現状維持

江戸時代の住居であり、歌人島木赤
彦が住んだ家として、内部公開に対
する早期周知徹底及び文学や生活
に関する事業を実施することにより、
利用者の増を図る。
併せて文化財保護の普及を図るとと
もに、適切に維持管理を行うことによ
り、後世に伝えていく。

580 566 ▲ 14

10 拡充

年間を通じて計画的に事業を展開す
ることで、早期の周知を徹底するとと
もに、内容を充実させることにより、利
用者の増加に結び付ける。

当初の事業計画に沿い、また周囲の
要望等により事業を追加することで、
企画展２回（1,275人）、講座２回（延
べ84人）、体験教室２回（34人）、その
他（文学賞51・無料開放67）を実施。
10月末現在の入館者数は2,579人で
対前年度同月比で147人増となってい
る。

現状維持

地域を知り、地域を自慢できる、地域
愛を育むため、文化遺産の活用及び
調査研究に基づく情報を発信してい
く。また各種団体等と連携により、事
業展開を図っていく。

800 773 ▲ 27

11 拡充
邦子忌のほか、年間を通じて計画的
に講座等の事業展開を図ることによ
り、利用者の数を増やす。

当初の事業計画に沿い、また周囲の
要望等により事業を追加することで、
邦子忌（97人）、企画展１回（315人）、
講座１回（12人）を実施。10月末現在
の入館者数は1,972人で対前年度同
月比で118人増となっている。

現状維持

事業を通じて今井邦子に関する情報
を発信していく。
また邦子忌実行委員会及び住民と
の協働により、邦子の功績の伝承と
普及を図る。

1,963 1,962 ▲ 1
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