
課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

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・34-1 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

02-01-06-16-01 企画係

5,590 5,695 1051 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、申請に対する適切
な支援を行うことが必要。元年度は、町
広報誌クローズアップしもすわや事業
別予算説明書への挟み込みを活用し、
事業報告の周知を行った。
補助限度額（100万円）に近い申請金額
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。

今年度は10件の申請があり、７件が
採択された。継続事業２件に加え、新
たに、避難所を開設するため事業や
毎月イベントを開催し観光客の利用
促進を図る事業など５件が採択され
た。
小型除雪機貸出事業では、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。

4

現状維持

「下諏訪力創造チャレンジ事業」
は、地域住民から次年度実施の
要望も出ている。令和２年度と同
額を計上し、名称を「地域の活力
創生チャレンジ事業」に変更した
上で事業を継続する。

従来の構成に加え、前年度に開催した
「町長と語る会」の開催結果を掲載して
広聴事業の周知に努めた。
前年度同様、まちづくりの重点30項目
をとりまとめた政策パッケージを作成
し、裏面には下諏訪力創造チャレンジ
事業の活動成果を掲載した。事業別予
算説明書に挟み込んで配布し、行政視
察等においても活用するなど、事業の
周知に努めている。

手法改善

冊子の全戸配布を取り止め、新
たに作成するダイジェスト版を全
戸配布する。
冊子については部数を削減して
作成し、関係機関への配布とす
る。

12,871

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
の増額により、関係市町村負担
金のうち経常経費負担金が前年
度より減額予定となっている。

12,468 ▲ 403

1,159 441 ▲ 718

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対応する
必要のある課題があり、令和２年
度には、これまで休止していた上
小・諏訪地域間高規格道路建設
促進期成同盟会の活動に取り組
んでいく。

諏訪広域連合において、予定さ
れている事業が概ね順調に進め
られている。

コスト低減

593 144 ▲ 4492 拡充

10月に実施した、男女共同参画セミ
ナーは「防災」をテーマとし開催した。男
女共に多くの参加者が集まった。今後
も男女共同参画に対し、町民の方の理
解が深まるようなセミナーを開催してい
く。
元年度は、第６次男女共同参画計画の
策定が令和２年度に控えていたため、
計画策定の際の基礎資料とするためア
ンケート調査を実施した。

新型コロナウイルス感染症のため、
開催できていない男女共同参画セミ
ナーは、今年度内に開催する予定。
第６次下諏訪町男女共同参画計画に
ついても、今年度内に策定する。
審議会等委員における女性の参画率
は、目標値を下回っている。

コスト低減

第６次下諏訪町男女共同参画計
画を令和２年度中に策定するた
め、計画策定事業が廃止となり、
減額。

3 拡充

令和２年度版には、これまでの内容
に加えて、前年度に開催した「町長と
語る会」の開催結果を掲載する。
「政策パッケージ」や「下諏訪力創造
チャレンジ事業」の紹介と合わせて、
町の事業について広く理解していた
だくための周知に努める。

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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

行政改革の推進 総務課

02-01-06-10-01 企画係

(新)総合計画策定事業 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・10-01・
12-01

情報防災係

▲ 63,628縮小7

令和３年度は、引き続き新型コロ
ナウイルス感染症の対策を取り
ながら防災力の向上に力を入れ
ていく。また、各区への防災用資
機材等の補助金や、防災ネット
ワークしもすわの訓練や研修へ
の補助を実施する。前年度予算
額からの減額は、防災行政無線
更新工事の完了によるもの。

73,163 9,535

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。

拡充

地域防災力の向上については、
新型コロナウイルス感染症の影
響により縮小等もあったが、総合
防災訓練や防災ネットワークしも
すわによる避難所開設訓練につ
いて、対策を取りながら実施し
た。

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

840

63 ▲ 61

6 拡充

令和元年度の実施した住民満足
度調査の結果を基礎資料として、
令和２年度には庁内の総合計画
策定委員会を組織して素案を作
成し、有識者からなる総合計画審
議会を設置して総合計画後期基
本計画を策定する。

庁内の策定員会により計画素案
を作成し、有識者による審議会に
おいて計画案の審議を行ってい
る。
12月にパブリックコメントを実施
し、審議会の答申を経て、年度内
に計画を策定する。

拡充

令和２年度予算には計画策定の
ための審議会費用等を計上した
が、令和３年度予算においては、
計画書及び全戸配布するダイ
ジェスト版の印刷製本費用を計
上した。

278 1,118

5 拡充

行政改革大綱や事務事業評価に掲
げ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。令和２年度には、行政改革大
綱推進計画を見直し、令和３年度を
初年度とする向こう５年間の新たな推
進計画を策定する。

新たな２年任期の委員を委嘱し、
前年度の進捗評価と合わせて令
和３年度からの５年間を計画期間
とする「行政改革大綱後期推進計
画」策定のための審議を行ってい
る。

コスト低減

令和２年度予算に計上した後期
推進計画策定のための審議会
開催経費が不要となるため、減
額。

124
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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)個人番号関連事業 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

消費者団体の育成と消
費生活の知識普及

住民環境課

02-01-07-05-01 生活環境係

(新)ごみ分別推進アプリ 住民環境課

04-02-02-05-01 生活環境係

304 0

15,209 13,367 ▲ 1,842

4 拡充

全町民のごみ出しの不安を解消
するため、より一層の登録者の増
加が必要になります。引き続き、
住民からの問い合わせにアプリ
の登録を依頼するとともに、月例
収集等イベント時に周知を行い、
さらに充実した事業となるよう努
めていく。

電話による問い合わせ時や下諏
訪レガッタ、月例収集時にアプリ
の登録を促した。高齢の方は登
録手続きが一苦労との話しを聞く
ため、町庁舎内へのWi-Fi設置に
併せて、窓口での手続待ち時間
を利用した登録支援キャンペーン
を実施する。

現状維持

引き続きイベント時の周知や登
録の支援を実施するとともに、ア
プリのより一層の内容充実を図
る。

304

1 拡充

マイナンバーカードの安全性や機能
について理解を得られるよう努めると
ともに、職員が施設や企業等出向き、
マイナンバーカードの申請サポートを
行っていく。また、市町村独自のカー
ドの利活用などを検討し、マイナン
バーカードを使用したデジタル化行政
を推進していく。

町で行うイベント等でマイナンバーカード
の出張申請サポートを開催したほか、役場
から遠隔地にお住いの方を対象とした公
民館等での出張申請サポートを実施。更
には町内企業への出張申請受付などを
行っているが、住民のマイナンバーカード
への関心は低く、カードの普及が伸びない
ため、今後はどのような方法で普及をさせ
ていくか、マイナンバーカードの利活用も
含め検討していく。

手法改善

カードの普及にあっては、様々なイベ
ントへの出張申請を行う機会を作るほ
か、更に企業の出張申請受付を働き
かける。また、令和２年12月下旬より
カードの申請書が再送付されること
や、今後、更なるデジタル行政の推進
の観点から、申請状況を見ながら現在
とは別の場所に専用窓口を設けてマイ
ナンバーカード関連の一切の手続を行
う。

2

976

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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

1,391 4153 拡充

全町民が安心・安全な消費生活を送る
ため、必要な知識の普及をするための
各事業を実施する必要がある。万が一
生じたトラブルについては、県消費生活
センターや近隣市町村、警察等と連携
を図り、被害者の救済に努める。また、
特殊詐欺等の被害を未然に防ぐため、
対策機能が備わった電話機等を購入し
た住民に補助を行う。

消費生活センターには10月末までに
46件の相談が寄せられ、相談者への
助言や事業者との斡旋を行いトラブ
ル解決に努めた。また４月より特殊詐
欺等被害防止対策機器設置補助事
業を開始し、10月末までに38件の申
請があった。引き続き被害防止のた
め、チラシ等を配布し啓発を行う。

拡充

特殊詐欺の手口が多様化・複雑
化する中、特殊詐欺等被害防止
対策機器設置補助事業は需要
が高いと考えられ、100件分を計
上する。消費者救済のための相
談業務や啓発活動も引き続き実
施し、トラブルの未然防止及び問
題解決に努める。

1,409,993 53,583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。

被保険者数が年々減少し、それに伴
い医療費も微減の傾向にある状況。
今年度は、コロナ禍にあり受診控え
があるとはいえ、高額療養費を中心
に費用額は予算のほぼ半分を執行し
ている。下半期に向けて医療費通知
の送付やジェネリック医薬品の利用
推奨など医療費の適正化に力を入れ
たい。

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る。
医療の高度化による医療費の増加や、継続して
医療を必要とする方の給付増加を見込んだた
め、予算的には金額が上がっているが、医療費
の適正化を図るために、人工知能を活用した受
診勧奨通知を作成し、特定健診の受診率の向
上を目指すことや、健診結果からの病気の早期
発見、重症化予防、ジェネリック医薬品利用推
進など他の事業視点からも、なお医療費の適正
化に取り組む。

1,356,410
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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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03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

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

5,8985 手法改善

レジ袋の無料配布中止を契機とし
て、普段のライフスタイルの見直
し、資源物を含めた廃棄物の発
生を抑制する意識の向上のため
の広報、周知を行う。

新型コロナウイルス感染症の影
響により、資源物では金属類や硬
質プラスチックが増加している。
資源物収集拠点の利用方法を検
討し、資源物を含めた廃棄物の
発生を抑制する意識向上のため
の広報を行う。

拡充

処理費用が安価な中国等へは
輸入規制措置により輸出でき
ず、高値の国内処理が続くため、
資源物の減量に取り組む必要が
ある。新型コロナウイルス感染症
の影響が続く場合は、家庭系の
資源物が増加傾向になるため、
補正対応が必要になる。

94,478 100,376
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

相談支援包括化推進事業 健康福祉課

03-01-01-10-01 福祉係

一般介護予防事業 健康福祉課

03-01-04-12-01 高齢者係

包括的支援事業 健康福祉課

03-01-04-14-01 高齢者係

疾病の予防 健康福祉課

04-01-04-10-01 保健予防係

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

1,076

5,303 5,303

3 拡充

地域包括支援センターが中核と
なり継続的な事業実施、機能強
化が必要である。特に認知症を
患う高齢者は増加傾向にあり関
連施策の推進が急務となってい
る。

認知症高齢者を地域で支える体制づ
くりのための対応力向上研修を行う
予定であったが、感染症対策の観点
から多数を集めず、相談希望の事業
所へ訪問する形で事業を進めてい
る。また、多世代にわたる相談支援が
増加する中、地域課題として提言を
受け、町の施策形成を検討する「地
域全体ケア会議」を開催した。

拡充

更なる認知症高齢者支援を行うため、
認知症地域支援推進員等の人員拡充
を図り、初期集中支援チームに地域の
主任介護支援専門員を加え、多角的
な支援を検討できる体制構築を行う。
地域ケア会議については、地域課題と
された多世代困難事例について多職
種検討を複数回実施することを目標と
するため、所要の予算措置を行う。

24,072

49,658 52,959 3,301

1 廃止

日頃から、各種相談機関同士で、
情報の連携や協力が行われてい
るとともに、委託する社会福祉協
議会の事業見直しにより、令和２
年度は廃止。

本事業は、令和元年度まで町社協へ
委託し、実施していた事業であった
が、一定の効果があったものとして、
令和２年度は事業を廃止したが、各相
談機関で受ける相談内容が多様化･
複雑化しており、それぞれの相談機関
で行う支援を包括的に調整する機関を
求める声も出てきているため、令和３
年度において、町社協へ委託し、実施
するもの。

4 手法改善

１歳未満で実施する予防接種が
増える中、接種可能月齢で早期
に開始でき、かかりつけ医のもと
で安全に予防接種が受けられる
体制がより必要となる。現在行っ
ている集団接種を個別接種に切
り替え、安全・適正な体制を作り
たい。

４月からすべての予防接種を医
療機関で実施。コロナの緊急事
態宣言で集団接種が困難な自治
体もある中個別接種を継続するこ
とができ、集団接種からの切り替
えがコロナ対策の上でも有効で
あった。

拡充

令和２年10月から新たな定期接
種が始まり、１歳未満の予防接
種が増えている。かかりつけ医で
の個別接種が適切であるため、
接種率向上に努め、現体制を維
持できるよう予算確保する。

22,996

21,813

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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

27,287 5,4742 手法改善

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、集会形式による介護予防事業
については様々な制限がつき効率的
な実施が困難になっている。感染症
の影響は長期化するものと思われる
ので、リスク軽減を念頭に置いた新た
な介護予防メニューを検討する必要
がある。

新年度においても、政府の緊急事態
宣言の発令等もあり、集会形式によ
る介護予防事業は休止を余儀なくさ
れ、７月より感染症対策を委託事業
所に検討いただき、三密を避ける形
での事業再開を行った。教室形式以
外での新たな介護予防メニューの検
討の必要性は依然として高い状況で
ある。

手法改善

教室形式から、各個人でコロナ禍の
中でも自主的に介護予防の取組を
行うことができるよう、支援体制を構
築することを目指す。具体的には、
活動量計の配布と活動による健康増
進効果を可視化するための健康ス
テーション設置を行い、さらに専門職
が日々の活動に対するアドバイスを
行うことができる体制を構築する。

5 ／13



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

減災設備・リフォーム補
助金

産業振興課

07-01-02-10-01 商工係

観光振興推進、観光宣
伝、情報発信事業

産業振興課

07-01-03-22-01・26-01・
28-01

観光係

中山間地域等直接支払
事業

産業振興課

06-01-03-14-01 農林係

柿蔭山房公開活用事業 産業振興課

10-04-01-10-01 文化遺産活用係

0

0

廃止

観光振興推進事業は、令和元年度に策定し
た観光振興計画に基づき、観光情報の発
信、観光客の受け入れ体制の整備、観光振
興の活性化の推進を実施した。
また、２名の地域おこし協力隊員により町内
事業者と連携した着地型旅行商品が造成さ
れ、今後の稼ぐ観光地域づくり推進への足
掛かりとなっている。
観光事業費が多岐に渡っているため、観光
施設管理費（ハード）と観光振興事業費（ソフ
ト）に集約し、観光振興を推進している。

この補助金の補助金交付要綱
が、令和２年３月31日までの時限
の制度であったため、令和元年度
末で廃止となった。

前年度の評価結果を踏まえた
上での令和２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額

2

3 廃止

手法改善

観光振興の推進にあたっては、
行政だけでは限界があり、受益者
となる民間事業者等との連携が
必要となり、「観光地域づくり」を
推進することが必要である。

1

活動組織から当該事業を令和元
年度で終了するとの連絡があっ
たため廃止する。

拡充

観光振興事業は、観光振興局のプロ
ジェクトマネージャーが中心となり、地
域おこし協力隊・事業者と連携・協力
することで、観光体験プログラム等の
旅行品開発事業や情報発信・誘客事
業を推進し、滞在時間を増やし、観光
消費額を増加させることとする。また、
令和４年の御柱祭に向けて受入環境
整備及び地域の活性化のための取組
に注力する。

102,115 40,27861,837

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
令和元年度事務事業評価結果

R03予算額 増　減

拡充

法及び条令の趣旨に基づき、今後も
適切な維持と保存を図るとともに、町
内外を問わず多くの方へ地域の歴史
文化情報を発信する施設として、地
域の文化遺産を体感する場として、
観光部署との協調、関係団体との連
携及び住民との協働により、適切に
運営していく。

新型コロナウイルスの感染拡大
の影響及び感染予防策の必須化
により、事業を計画的に展開する
ことが困難であった。
入館者数は、対前年度比183人
減の87人であった。

拡充

令和２年度に実施できなかった
事業を実施するとともに、町外の
方にも情報発信をすることで、利
用者の増を図る。

566 725 1594
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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
上での令和２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額

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
令和元年度事務事業評価結果

R03予算額 増　減

博物館の運営 産業振興課

10-04-04-05-01 文化遺産活用係

博物館の活動 産業振興課

10-04-04-12-01・14-01 文化遺産活用係

宿場街道資料館の管理
運営

産業振興課

10-04-08-05-01・10-01 文化遺産活用係

今井邦子文学館の管理
運営

産業振興課

10-04-10-05-01・10-01 文化遺産活用係

8 拡充

町内外を問わず多くの方へ地域
の歴史文化情報を発信する施設
として、地域の文化遺産を体感す
る場として、観光部署との協調、
関係団体との連携及び住民との
協働により、適切に運営していく。

新型コロナウイルスの感染拡大
に伴う臨時休館及び感染予防策
の必須化とアウトドアの流行が影
響し、利用者数を伸ばすことが困
難であった。
上半期の入館者数は、対前年度
同期比で1,297人減の506人で
あった。

現状維持

観光部署等との協調・連携の方
針の下、新しい生活様式をふま
えた上で、多くの方に利用いただ
けるよう適切な運営を図ってい
く。歴史的建造物であることか
ら、修繕を施すことで安心して利
用いただける施設とする。

1,962 1,958 ▲ 4

5 拡充

地域の歴史文化を保存伝承する施設
として、また地域の歴史文化に関する
知的要求に応える学習施設として、ま
た当町の魅力を体感しに来ていただ
けるよう、きっかけ提供の場として、観
光部署との協調、関係団体との連携
及び住民との協働により、適切に運
営していく。

新型コロナウイルスの感染拡大
に伴う臨時休館及び感染予防策
の必須化とアウトドアの流行が影
響し、利用者数を伸ばすことが困
難であった。
上半期の入館者数は、対前年度
同期比で1,462人減の746人で
あった。

拡充

観光部署等との協調・連携の方
針の下、新しい生活様式をふま
えた上で、多くの方に利用いただ
けるよう適切な運営を図ってい
く。

6,509 8,619 2,110

6 拡充

早期に企画内容を固めることにより、
興味をそそるような周知を図る。
また事業参加をきっかけとして地域の
歴史文化を再認識できるよう内容を
充実させるとともに、観光部署との協
調により、まちあるきへと誘う観光的
視点を加味することで町内外を問わ
ず多くの方に参加していただける事
業を展開していく。

新型コロナウイルスの感染拡大
の影響及び感染予防策の必須化
により、事業を計画的に展開する
ことが困難であった。
計画した企画展はほぼ開催でき
た反面、人を集める講座等はほと
んどを中止とした。

拡充

新しい生活様式をふまえた事業
の企画化が課題であるが、可能
な事業は積極的に展開していく。
また当町を訪れる方にも参加い
ただける事業を観光部署と連携
し実施していく。

773 1,252 479

7 拡充

町内外を問わず多くの方へ地域
の歴史文化情報を発信する施設
として、地域の文化遺産を体感す
る場として、観光部署との協調、
関係団体との連携及び住民との
協働により、適切に運営していく。

新型コロナウイルスの感染拡大
に伴う臨時休館及び感染予防策
の必須化とアウトドアの流行が影
響し、利用者数を伸ばすことが困
難であった。
上半期の入館者数は、対前年度
同期比で5,678人減の2,878人で
あった。

拡充

観光部署等との協調・連携の方
針の下、新しい生活様式をふま
えた上で、多くの方に利用いただ
けるよう適切な運営を図ってい
く。歴史的建造物であることか
ら、修繕を施すことで安心して利
用いただける施設とする。

673 3,247 2,574
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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
上での令和２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額

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
令和元年度事務事業評価結果

R03予算額 増　減

伏見屋邸の管理運営 産業振興課

10-04-11-05-01・10-01 文化遺産活用係

文化財保護事業 産業振興課

10-04-06-10-01 文化遺産活用係

星ヶ塔ミュージアムの管
理運営

産業振興課

10-04-12-05-01・10-01 文化遺産活用係

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

9 拡充

法の趣旨に基づき、今後も適切な維
持と保存を図るとともに、町内外を問
わず多くの方へ地域の歴史文化情報
を発信する施設として、地域の文化
遺産を体感する場として、観光部署と
の協調、関係団体との連携及び住民
との協働により、適切に運営してい
く。

新型コロナウイルスの感染拡大
に伴う臨時休館及び感染予防策
の必須化とアウトドアの流行が影
響し、利用者数を伸ばすことが困
難であった。
上半期の入館者数は、対前年度
同期比で4,591人減の1,433人で
あった。

現状維持

観光部署等との協調・連携の方
針の下、新しい生活様式をふま
えた上で、多くの方に利用いただ
けるよう適切な運営を図ってい
く。歴史的建造物であることか
ら、修繕を施すことで安心して利
用いただける施設とする。

3,567 3,376 ▲ 191

10 拡充

観光部署との協調による文化財
の魅力情報の発信や文化遺産を
体感できるような事業の展開を図
ることで、文化財を大切にする心
を醸成し、また誘客を促進させ
る。

新型コロナウイルスの感染拡大
の影響及び感染予防策の必須化
により、事業を計画的に展開する
ことが困難であった。

拡充

観光部署等との協調・連携の方
針の下、文化財の整備及び活用
を図っていく。また「下諏訪町の
文化財」概要版を作成すること
で、指定文化財の普及を図るとと
もに、保護を啓発していく。

2,663 5,053 2,390

11 手法改善
事業展開を集中的に図る体制と
する。

新型コロナウイルスの感染拡大
の影響及び感染予防策の必須化
により、事業を計画的に展開する
ことが困難であったが、計画した
「星ヶ塔遺跡発見100周年記念事
業」については、観光部署との協
調・連携により、ほぼ開催すること
ができた。

手法改善

施設の目的及び位置付けから、
観光係から文化遺産活用係へ移
管し、博物館ネットワークの中で
事業展開を図る体制とする。

4,417 3,352 ▲ 1,065
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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、08-01-01-
10-01、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

公園の管理事業 建設水道課

08-04-03-10-01・12-01・
16-01

都市整備係

赤砂崎公園整備事業 建設水道課

08-04-04-10-01 都市整備係

都市計画マスタープラン
策定事業

建設水道課

08-04-01-05-01 都市整備係

105,640325,489 431,129

0

31,650 34,388

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

0

今年度より全体の供用を開始し
た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、草刈り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。更新整備においては、H29
年度より行っているトイレ洋式化
が今年度で全て終了する。

拡充

公園緑地管理に関しては、引き
続き遊具点検や緑地管理の徹底
を行い、良好な環境の保全を図
る。また、赤砂崎公園への公募
設置管理制度導入に向けたサウ
ンディング型市場調査実施する。

4 廃止

平成30年度及び令和元年度の２
か年に渡る業務であり、平成30年
度に基本構想、令和元年度に地
域別構想を策定し、これらをまと
め下諏訪町都市計画マスタープ
ラン策定が完了したため。

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。諏訪湖周の道路環境の向上を
図る上では、町道湖岸通り線等街路灯整
備事業、諏訪湖周サイクリングロード整備
事業が継続的に進められ、新規事業とし
て高木橋の概略設計、ジョギングロード新
設事業が進められ、道路環境の維持、向
上が図られた。

道路維持補修工事は、当初計画
７路線の内、４路線が年内に完了
予定。道路維持小規模補修工事
は、区からの要望等を踏まえ51件
の工事を実施。道路新設改良事
業では、太陽発電式街路灯の設
置工事が一部区間で完了。町道
下の原砥川東線及び町道寺林道
線改良工事は契約が完了。

拡充

道路維持補修工事、道路局所補修工事を
行い、道路機能の維持を図る。道路新設改
良事業、橋りょう新設改良事業は、道路機
能の向上、橋りょうの健全性の確保に向
け、計画的に整備を行う。財源については、
交付金や有利な起債を活用し、道路環境の
整備に努める。サイクリングロード整備事
業、橋りょうの法定点検（2巡目）及び橋りょ
う改良工事のほか、新規事業として、道路
冠水対策に伴う雨水対策事業を進めて行く
ため、全体事業費が増額。

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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

2,738

3 廃止
事業完了により、今後は公園の
管理・整備事業にて施設の適切
な維持管理を行っていく。

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。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

消防団にかかる費用 消防課

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

庶務係

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

0

0

34,120 44,010 9,890

2

3

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い。さらに
充実・強化する必要がある。

複数年で計画していた活動服、防
火衣、雨具の支給が完了した。
コロナ禍で各種訓練、操法大会
等中止となったが、感染対策を徹
底し、訓練を再開している。
区理事者にご協力いただき、団
員の確保に努めている。

拡充

消防団車両整備計画により第３
分団ポンプ車が更新時期を迎え
るが、多くの資機材を積載できる
資機材搬送車を導入し頻発する
自然災害に対応したい。また、今
後に導入する車両についても消
防団と協議し実情に合った車両
を選定する。

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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03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

コンピュータ教育事業 教育こども課

10-02-02-22-01、10-03-
02-24-01

教育総務係

宇宙教育事業 教育こども課

10-02-02-28-01、10-03-
02-30-01

教育総務係

中学校外部講師導入事
業

教育こども課

10-03-02-28-01 教育総務係

私立幼稚園就園奨励費
補助

教育こども課

10-01-02-05-01 教育総務係

03 300現状維持

新型コロナウイルス感染状況に
より、講師招聘が難しい場合もあ
り得るが、学校運営委員会と学
校教職員が連携を図りながら、
講師のマッチングを検討し、実施
していく。なお、必要な経費は令
和２年度から学校運営補助金
（65万円×２校）に含めて実施す
る。

254

教職員の働き方改革の推進及び
地域に関連した様々な講師の選
定を効率よく柔軟な対応を行うた
めに、学校運営員会にコーディ
ネートを依頼する手法改善を行っ
た。
予算措置は学校運営委員会補助
金に外部講師導入経費分を上乗
せして交付した。

300

2 拡充

この事業を通じて、宇宙と自分た
ちの関わりについて、貴重な学習
体験ができ、宇宙科学に興味を
持たせることができる。
令和元年度はＪＡＸＡとの連携が
行き届かず、講師を招聘しての事
業を行うことが出来なかったが、
従来の取り組みを実施していく。

新型コロナウイルスの影響によ
り、JAXA講師の招聘が出来ない
状況や学校休業に伴う学習の遅
れを取り戻すことから、従来の取
り組みを行うことが厳しい状況で
ある。

現状維持

新型コロナウイルスの影響によ
り、JAXA講師の招聘が難しい場
合は、リモートによる宇宙教育授
業の実施や各学校独自の宇宙
科学教育を実施していく。

256

手法改善

15,679 24,631 8,952

▲ 2

1 拡充

情報化社会の中では、小学校か
らコンピュータ授業は必要であり、
効果的な教育を進めるためにも、
事業を継続する必要がある。

国が示すGIGAスクール構想の実
現に向けた加速化により、学校
ネットワークの高速化、１人１台端
末の早期配備を実施し、概ね計
画どおり進捗している。

拡充

令和２年度に完了した機器及び
設備の保守料や使用料が主な
経費になる。また、１人１台端末
によるオンライン学習を想定し、
インターネット環境の家庭へのモ
バイルルーターの貸与とインター
ネット接続料を公費負担する。

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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

04 廃止
幼児教育無償化制度の制定によ
り事業の廃止。

講師の選定や派遣に係る教職員
の負担が大きく、毎年、同じような
内容で実施している状況である。
様々な分野の講師を招き、芸術
や文化に触れながら心に幅を持
たせた豊かな人間形成を目指す
本事業をより充実させるため、改
善する必要がある。
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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
教育こども課

（単位：千円）

番号
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

子育てふれあいセンター
管理・運営事業

教育こども課

03-02-06-10-01・12-01・
14-01・16-01

子育て支援係

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

10-04-06-10-01 生涯学習係

学校体育施設の開放 教育こども課

10-01-02-16-01 教育総務係

(新)水上防災拠点施設・
艇庫整備事業

教育こども課

10-05-05-16-01 スポーツ振興係

▲ 14,501

▲ 925

手法改善

手法改善

5

7

23,288 8,787

711

手法改善

縮小

利用者ニーズのある各種講座な
どは必要最低限開催し、ゼロ予
算事業として各種イベントの開催
などにより利用者増を図りたい。
前年度予算からの大幅な減額
は、線路下子育て支援施設関係
予算を減額したため。

学校施設全体として、計画的な
設備、機器の更新を行っていく。
校庭の夜間照明の更改は、令和
４年度以降に順次進めていく。

118,245

子育て親子や高齢者がふれあえ
る場所として、引き続き事業を
行っていく。
少子化が進行するなかではある
が、各種講座の周知方法など検
証し、必要な方への情報が届い
ているか検証する。

夜間校庭は各種スポーツ団体に
活用されており、引き続き行う必
要があるが、より効率的な管理方
法を考える必要がある。

成果指標を年間延べ利用者数と
している。コロナの影響で思うよう
な集客対策が出来ず、利用者を
制限しての運営が続いている。

これまで、学校校庭はスポーツ振
興係、学校体育館は教育総務係
で受付、管理を行っていたが、施
設全般の管理や利用者の利便性
を考慮し、学校施設の一体的な
管理として教育総務係が行うこと
にした。

1,636

65,967 52,2786 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、劣化
具合に応じた計画的な設備改修が必
要になってくる。ホールについては改
修の見通しが立ったので令和２年度
以降改修事業を進めていく。

令和４年～５年に改修工事を予
定し、２年度は改修のための事前
調査及び基本設計を実施してい
る。上半期に現状を把握し、問題
点を洗い出す事前調査がほぼ終
了し、その調査結果を基に基本
設計を年度末にかけて行う。

拡充

基本設計を踏まえ、３年度は
ホールの天井脱落防止対策工
事をはじめ、改修工事内容を具
体化させる実施設計を行う。前年
度からの増額は、改修工事の詳
細設計を行う実施設計が予算化
されたため。

8 廃止
施設完成により、事業終了。
今後は、施設の適切な管理運営
と活用の促進に努める。

0
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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
令和元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２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３年度当初予算に対する考え方

R02予算額 R03予算額 増　減

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・12-01 スポーツ振興係

〈令和元年度事務事業評価シートから転記〉

新型コロナウイルス感染拡大の
状況により、見通しが立たない
が、パラローイング日本代表チー
ムの受け入れ、対外的には事前
合宿の実施を希望する国の受け
入れを行う。具体的には、アルゼ
ンチンの出場枠獲得の状況を注
視し、事前合宿の誘致をめざす。

5,260 2,959 ▲ 2,3019 手法改善

令和２年３月２４日、新型コロナ
ウィルスの影響により東京オリン
ピック・パラリンピックの１年程度
の延期が決定。今後は、新型コロ
ナウィルスの影響などを十分注視
しながら、事業の在り方について
検討を進める。

パラローイング日本代表チームの受
入について、協議を進めている。
対外的には、世界選手権で出場枠を
獲得できなかった国は、各大陸予選、
世界最終予選が出場枠の獲得機会
となるが、それら大会の開催見通しが
立っておらず、具体的な誘致活動が
行えない状況。

コスト低減
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