
課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

職員の研修 総務課

02-01-01-10-01 庶務人事係

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

総合計画策定事業 総務課

02-01-06-20-01 企画係

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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

2 拡充

地域コミュニティの拠点となる施
設の利便性向上と災害時の避難
所機能向上のため、引き続き補
助制度の周知と適正な助成に努
める。令和3年度から停電時の安
全な地域コミュニティ活動の支援
と災害時の避難所機能向上の観
点から蓄電システム設置を補助メ
ニューに追加することとした。

上半期に明新館ＬＥＤ照明器具設
置及び改修事業の1件に492千円
を交付した。下半期に予定してい
る補助事業はなく、年間の目標交
付件数3件に対する実績が低調
である。今後、区及び町内会から
突発的な修繕要望等があれば、
迅速に対応する。

縮小

区及び町内会からの突発的な補
助要望に対応できるよう、改修、
太陽光活電システム設置、蓄電
システム設置、ＬＥＤ照明器具設
置、冷房設備設置、耐震診断等
のための補助額を計上する。

3,000 1,000 ▲ 2,000

拡充3

令和3年度を初年度とする行政改
革大綱後期推進計画に掲げた取
組や事務事業評価の対象事業に
おいて、住民サービスの向上を図
る必要がある。令和3年度におい
ては、押印の見直しに取り組むほ
か、自治体ＤＸの推進に取り組
む。

11月に行政改革審議会を開催
し、「第5次行政改革大綱推進計
画」の令和2年度実施状況と「令
和2年度事務事業評価」の結果を
報告した。

現状維持

行政改革審議会について、令和
4年度に新たな2年任期の委員を
委嘱し、「第5次行政改革大綱後
期推進計画」の令和3年度実施
状況と「令和3年度事務事業評
価」の結果を報告する。予算は、
審議会開催に係る委員報酬と消
耗品費を計上する。

63 63 0

4 拡充

令和元年度に実施した住民満足
度調査の結果を基礎資料として、
策定委員会において計画素案を
作成し、審議会において計画案を
作成。パブリックコメント、答申を
経て、計画を策定した。令和3年
度においては、計画書及びダイ
ジェスト版を印刷し、計画の内容
を周知する。

平成29年度及び令和元年度に実
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
総合計画審議会において計画案
を作成、パブリックコメント、答申
を経て計画を策定した。令和3年5
月には、計画書の冊子及びダイ
ジェスト版を作成し、それぞれ関
係機関、全戸に配布した。

廃止
令和3年度の計画書作成により
事業が完了した。

1,118 0 ▲ 1,118

1 手法改善

達成率が目標を下回ってしまったが、
多様化する住民サービスに的確に対
応するためには、職員資質の向上の
ための研修を継続的に実施すること
が不可欠である。従来の枠に捉われ
ない、新たな研修手法の検討と導入
により、引き続き職員に研修への積
極的な参加を働きかけ、研修で習得
した知識を業務に役立てていく。

令和2年度は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大により各種研
修会が中止となったが、Web研修
が普及し、役場でもWeb研修を受
ける環境が整ったため、職員全体
研修もWebで実施するなど、計画
通りに実施できている。

現状維持

従来の講師派遣による研修だけ
でなく、Web研修も取り入れなが
ら、職員の資質向上に繋がる各
種研修を計画・実施する。

4,146 3,785 ▲ 361

1 ／ 26



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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

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

姉妹都市交流事業 総務課

02-01-06-40-01 企画係

ふるさとまちづくり寄附記
念品贈呈事業

総務課

02-01-06-46-01 企画係

5,695 5,564 ▲ 1316 手法改善

事業実施者に支援金を受けた旨の表
示をしてもらうなどチャレンジ事業の
周知を図ることや、申請に対する適切
な支援を行うことが必要。2年度は、
町広報誌クローズアップしもすわ等を
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。

今年度から、地域の活力創生
チャレンジ事業と名称を変更し、
事業を実施している。今年度は、
6件の申請があり、その中には新
規の申請も数件あった。今後も多
くの人に事業を知ってもらうため
に周知を続けていく必要がある。

8 手法改善

町の魅力を周知し、寄付活用分
野に関心を持っていただき、寄付
に繋げるため、返礼品の拡充・PR
等の取組を進める。令和3年度か
ら総務課企画係に事業を移管す
ることとした。

現状維持

補助限度額に近い申請だけでな
く、少額の申請も多数受理したい
ことから右記の予算を計上する。
ホームページやクローズアップし
もすわでの周知も継続して行う。

10月末日現在寄付金額は約
1,000万円と前年比＋300万円ほ
どで推移している。返礼品を掲載
するポータルサイト数を1件増やし
て運用している。

現状維持

令和3年度と同程度の予算を計
上し、返礼品の拡充・ＰＲ等の寄
附額増額に向けた取組を進め
る。

277 手法改善

令和2年度は下諏訪町に南知多
町の児童を迎えて開催する予定
であったが、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響から令和3年
度に延期とし、両町児童を対象と
した記念品の交換を行ったが、直
接両町を行き来して開催する交
流事業に比べ、効果が薄かった。

新型コロナウイルス感染症拡大
の影響から直接両町を行き来し
て開催する交流事業は、令和4年
度に延期とし、オンラインで両町
をつなぎ、交流事業を行うことが
できるよう検討している。

現状維持

直接両町を行き来して開催する
交流事業を令和4年度に延期す
ることとしたため、令和3年度と同
程度の予算を計上する。

591 618

5 手法改善

令和2年度は1回のイベントを実施し、
30人の応募があり、抽選等により11
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、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、イベント実
施は1回となっている。女性や、下諏
訪町民の集客のために、新たな広報
手段を検討するとともに、プロジェクト
を周知する活動を併せて実施したい。

令和2年度から続く新型コロナウ
イルス感染症の影響から婚活イ
ベントが開催できていない。新型
コロナウイルス感染症拡大の影
響を考慮しつつ、イベントを開催
する体制を整えるとともに広報手
段の検討を進める。

現状維持

新型コロナウイルス感染症の影
響からイベントが開催できず、具
体的な広報手段の検討と効果検
証が行えないことから、令和3年
度と同程度の予算を計上する。

772 542 ▲ 230

2,836 2,883 47
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

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

男女共同参画社会づくり
の推進

総務課

02-01-06-32-01・34-01 企画係

(新)特別定額給付金給
付事業

総務課

02-01-01-28-01 企画係

(新)学生激励事業 総務課

02-01-06-44-01 企画係

11

冊子の全戸配布に代わり、ダイ
ジェスト版を「クローズアップしも
すわ6月号」に挟み込んで全戸配
布した。作成した冊子について
は、5月末に関係機関へ配布する
とともに、内容を町ホームページ
へ掲載して周知した。

縮小

関係機関配布用の冊子及び全
戸配布用のダイジェスト版の印
刷製本は行わず、作成した内容
を町ホームページへ掲載して周
知する。

0

441 0 ▲ 441

廃止 事業終了による廃止。

2,320 2,320

144 116 ▲ 28

12 廃止 事業終了による廃止。 拡充

長引く新型コロナウイルス感染症の
影響により、日常生活の中で様々な
制約を受けつつも、町外で懸命に生
活している学生に対して、「がんば
れ！未来を担う学生激励事業」とし
て地域産品を送付する。令和2年度
同様に新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金を活用して
実施する。

縮小

「第6次下諏訪町男女共同参画計画」
策定のため、令和2年度予算が増加
したが、計画策定に係る業務が完了
したため、令和3年度予算は減額と
なっている。行動計画による目標値の
達成に向けて、男女共同参画週間に
おける周知、また講演会等を開催し
て、町民の意識啓発を進める必要が
ある。

第6次の計画期間がスタートし、
関係各所に計画冊子を配布し
た。また、男女共同参画週間にあ
わせて、パネル展を実施し、男女
共同参画についての理解を深め
る機会を設けた。

現状維持

男女共同参画についてより多く
の方に考えていただく機会を設
けるため、男女共同参画週間に
あわせてパネル展を実施する。
セミナーも開催することから講師
謝礼、宿泊費、消耗品費等を計
上する。

9 コスト低減

令和3年度には、従来の冊子の全
戸配布に代わり、ダイジェスト版
を「クローズアップしもすわ」に挟
み込んで全戸配布することとし
た。冊子については、従来どおり
の内容で300部作成し、関係者及
び希望者への個別配布とし、内
容を町ホームページに掲載して周
知することとした。

0

10
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

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

電子自治体の推進 総務課

02-01-12-10-01・12-01・
14-01・16-01

情報防災係

広報誌の発行及び広聴
事業

総務課

02-01-08-10-01・12-01 情報防災係

統計 総務課

02-05-01-05-01・10-01、
02-05-02-12-01・30-01・
32-01

情報防災係

13,688拡充14

令和4年度は、現況システムを安
定的に運用すると共に、自治体
DX推進計画に基づく自治体オン
ライン手続推進事業を実施する。
また、窓口における障がい者と
職員の円滑なコミュニケーション
を図るための実証実験を実施す
る。

86,804 100,492

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。一方で、国、県及び諏訪地
域においてＩＴ技術を取入れた行政
サービスが推進すると予測される。県
及び諏訪地域6市町村と情報を共有
し、共同利用で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、維持管理を図る。

拡充

県及び諏訪地域6市町村との共同利
用が進んいるとともに、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。一方で、国、
県及び諏訪地域においてＩＴ技術を取
入れた行政サービスが推進すると予
測される。県及び諏訪地域6市町村と
情報を共有し、共同利用で一層のコ
スト削減を図る。

令和4年度は、引き続き新型コロナウ
イルス感染症の流行があることを念
頭に置き、小さなコミュニティでの訓
練や研修等を実施していく。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
予算額からの増額は、防災行政無
線と連携した防災情報アプリ導入に
伴うもの。

9,535

3,266 3,671

13 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、
新型コロナウイルス感染症の影
響により、総合防災訓練や防災
ネットワークしもすわによる避難
所開設訓練等は縮小しての実施
となった。

拡充

3,165 ▲ 819

26,303 16,768

15 手法改善

広報広聴手段として現状の手法は維持
していくものの、行政が行う各種事業や
タイムリーな情報を町民が知る手段の
ひとつとして広報誌が持つ役割を踏ま
え、更に読みやすく、興味を持っていた
だける広報誌となるよう随時工夫を行
う。併せて、町政への意見を集める手
段としての「町長への手紙」について
も、多くの方からお寄せいただけるよう
周知について検討を図る。

町長への手紙に関して、町政が
変わったこと、ワクチン接種が行
われたこと等もあり、例年より多く
のご意見をいただいている。

現状維持

令和3年度同様に町長への手紙
は広報誌への挟込みとし、返信
用郵便代についても同額計上と
する。その他広報誌の印刷製本
費は例年並み。

405

16 手法改善

国・県からの委託事業である基幹統
計調査は、事業の性質上、町以外で
は受託できないことから、現状維持で
行うべきである。統計グラフコンクー
ルは、毎年多くの作品の出品がある
が、今後も多くの参加と質の向上を目
指すため、広報誌による周知ととも
に、統計的な手法での状況把握によ
るまちづくりの視点も育んでいけるよ
うにしていきたい。

令和2年度は新型コロナウイルス
が小中学校の授業数や統計グラ
フコンクールに影響を及ぼし、出
品者が減少したが、令和3年度に
ついてはそれらが改善されたこと
により、出品者数も回復した。

現状維持

統計グラフコンクールに関わる準
備品や記念品に係る経費は同額
計上とし、その他基幹統計調査
に関しては県の交付金による。

3,984

4 ／ 26



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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04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

〈令和２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症拡大
の状況が見通せず廃止としたた
め、予算計上はしない。

1,762 0 ▲ 1,76217 縮小

令和2年度は新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、開催を
中止し、令和3年度の開催に向け
て検討を進めてきたが、収束の目
途が立たず、今年度も開催を見
送ることとなったため。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、開催を中止とした。

廃止

5 ／ 26



課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

個人番号関連事業 住民環境課

02-03-01-14-01 総合窓口係

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

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

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

13,367 7,824 ▲ 5,543

4 拡充

全町民のごみ出しの不安を解消する
ため、さらなる登録者の増加が必要
になります。アプリの登録が難しい高
齢者には、窓口で設定のサポートを
するなど引き続き、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。

各区の衛生自治会役員に登録を
進め、地域に広がるよう周知をお
願いする。毎月の月例収集や町
へのごみの分別についての電話
相談の際にアプリの登録をお願
いしている。町庁舎への来庁者に
対して、登録を促すためのキャン
ペーンを実施し、登録者の増加を
図っている。

現状維持 304

1 拡充

各課と連携しながら、町民にマイナン
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、
今後も企業や公民館等での出張申請
や申請サポートを行っていく。また、マ
イナンバーカードの利活用について、
他市町村の状況なども参考にしなが
ら、町としてどんな活用方法ができる
のか検討していく。

マイナンバーカードの普及率向上
のため、夜間開庁窓口を開設し、
日中時間が取れない方へのカー
ド申請の機会を設けた。また、企
業へ町職員が訪問し、カードの
PRや出張申請についての説明を
行っている。カードの利活用につ
いては、町独自の利活用につい
て、企画係と検討を行った。

手法改善

国の施策方針（令和４年度末ま
でにはほぼすべての国民がカー
ドを保有）に基づき、カード普及
率の向上のため、様々な機会で
マイナンバーカードの申請を促し
ていく。

1,3913 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
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

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、
昨年度より開始した特殊詐欺を防止す
る機能のついた電話機への補助金に
ついて、より多くの家庭に設置されるよ
うに件数を増やして対応する。

特殊詐欺防止機能付き電話機の
購入補助は２年目を迎え、予算を
増額し、一層の普及を図ってい
る。高齢者に日常的に関わる民
生委員やケアマネジャーに補助
制度を説明し、電話機購入の際
は補助金の利用を勧めてもらう。
住民に対してはクローズアップで
の周知活動を実施している。

現状維持

補助金交付の期限として予定し
ている３年目になるが、引き続き
関係者への呼びかけを行い、当
初の目的が達成できるよう努め
る。

2 拡充

マイナンバーカードを使用した
サービスであるため、まずはコン
ビニでの証明書発行のPRを推進
する。またマイナンバーカードの
普及率が向上すれば、庁舎窓口
ではなく、コンビニで証明書発行
するメリット（例えば交付手数料の
引き下げ等）を検討しても良いの
ではないかと考える。

休日窓口での証明発行時や、マイナ
ンバーカードの交付時に、コンビニで
の証明発行の案内を行ったりするな
ど、PRに努めている。９月末現在で窓
口での証明発行に対するコンビニで
の証明書交付率は、6.92%だが、昨年
は3.66%だったため、少しづつではあ
るが、コンビニで証明書を取得する人
が増えている。

現状維持

コンビニでの証明発行のPRを引
き続き行う。
また、コンビニでの証明発行に
は、マイナンバーカードは必須で
あるため、カードの普及に努め
る。

5,756 4,928 ▲ 828

1,391 0

登録者の増加のため、イベントな
どでの周知を図る。

6 ／26



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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

移動販売事業 住民環境課

02-01-09-22-01 生活環境係

狂犬病予防対策事業 住民環境課

04-01-08-14-01 生活環境係

交通災害共済事業 住民環境課

交通災害共済事業特別会
計

生活環境係

人権擁護委員、行政相
談委員の活動支援

住民環境課

02-01-09-05-01 生活環境係

8 手法改善

法務局と連携しながら啓発活動を
行い、一人でも多くの町民に理解
していただくことが必要であり、地
域ぐるみで取り組むべき事業であ
る。また、行政相談も、行政評価
事務所と連携しながら、身近な問
題から国の施策まで、幅広い相
談に随時対応していく。

人権擁護委員が学校や保育園を
訪問し、人権教室を実施してい
る。年２回の特設人権相談では利
用者が少ない状態となっている。
行政相談では特定の方からの相
談が続き、相談内容を管轄する
担当課との直接の対応も必要に
なっている。

現状維持
クローズアップしもすわや啓発チ
ラシによる広報活動を行う。

5 拡充

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。

３か月ごとに利用者からの聞き取
りを実施し、ニーズの把握を行っ
ている。

現状維持
引き続き利用者のニーズ把握に
努める。

クローズアップしもすわや啓発チ
ラシによる広報活動を行う。

281 281

5,154

10,100 10,100 0

4,996 ▲ 158

6 手法改善

市町村長は、狂犬病予防法によ
り、犬の登録管理や狂犬病予防
注射を受けた飼い主に注射済票
を交付しなければならないとされ
ているので、引き続き事業として
接種率１００％を目指す必要があ
る。

毎年４，５月に実施する狂犬病予
防注射の際に啓発チラシを配布
する。新規の飼い主には登録届
け出時にチラシにより周知を図
る。

現状維持

90 89 ▲ 1

0

7 手法改善

交通災害を被った方の生活安定
に寄与する“相互扶助制度”であ
ることをご理解いただけるよう、一
層の周知を行い、会員数の維持
に努めていく。

申込方法の見直しを検討した。会
員募集の際に使用する申込書類
の記入及び提出方法を見直すた
め、他団体の書類を確認しながら
関係者により検討したが、新たな
ものはできなかった。募集チラシ
に向陽生徒のイラストを使い加入
を呼びかけた。

手法改善

県内で唯一、市町村単位で行っ
ている交通災害共済の制度を見
直すため、関係者による検討会
を開催し、より良い事業内容を目
指す。
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

環境の保全 住民環境課

04-01-08-05-01 生活環境係

循環バスの運行 住民環境課

02-01-09-10-01 生活環境係

資源物等の処理 住民環境課

04-02-02-10-01 生活環境係

(新)環境基本計画策定
事業

住民環境課

04-01-08-12-01 生活環境係

0

48,523 ▲ 2,558

12 廃止

環境基本計画の実践を町、住
民、事業者が一体となって取り組
むことにより、「美しくゆたかなま
ち」を創造していく。

598 424 ▲ 174

10 手法改善

「あざみ号」については、3年に1
回程度ダイヤの見直しをしてお
り、令和2年度中に検討した内容
で令和3年4月にダイヤ改正を実
施した。今後、改正の効果を検証
しながらより利便性の高いバス運
行を目指していく。

年２回、乗降調査を実施し、利用
者の意見を聞き、ニーズを把握
し、次回のダイヤ改正の参考とす
る。
災害により通行止めとなった路線
は臨時バス停を設置し、迂回でも
利用者に不便のないようできる限
りの対応を心掛けた。

現状維持

年２回の乗降調査を実施し、ニー
ズの把握に努める。通行止め区
間の解除と同時に元の路線で運
行できるよう、事業者と協力して
いく。

51,081

9 手法改善

環境基本計画に基づき、諸施策を実
施している。 環境保全活動の一部
は、美化活動など繰り返しの作業だ
が、関係機関や住民と共に継続して
実施していくことが重要である。また、
近年はヒシや外来動植物に加えて、
海洋プラスチックごみの原因となる河
川のごみも大きな問題となっており、
これら諸問題を関係機関や住民と共
に解決していく。

コロナの影響により、活動が思う
ようにできなかった。

現状維持
町内や諏訪湖にはまだごみがあ
るため、定期的な清掃活動を実
施する。

〈令和２年度事務事業評価シートから転記〉

4311 手法改善

ごみの分別の推進だけでなく、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。

駅東リサイクルステーションの利
用マナー向上のため、クローズ
アップしもすわ、班回覧チラシ、報
道により、利用者に周知した。

手法改善

駅東リサイクルステーションの違
反ごみを監視指導するための不
法投棄監視連絡員を配置する。
引き続き利用マナー向上のため
の周知を行う。

100,376 100,419

8 ／26



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 保健福祉課

03-01-01-14-01 福祉係

(新)障害福祉計画策定
事業

保健福祉課

03-01-02-20-01 福祉係

一般介護予防事業 保健福祉課

03-01-04-12-01 高齢者係

包括的支援事業 保健福祉課

03-01-04-14-01 高齢者係

414 410 ▲ 41 縮小

戦争で亡くなられた方々に町として追
悼の意を表し、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。また、参加者
の安全・安心に配慮し引続き、新型コ
ロナウイルス感染症対策を講じなが
ら実施していく。

新型コロナウイルス感染症対策と
して、式典規模を縮小し安全性を
考慮した運営を心掛けたが、式典
当日は豪雨災害のため、参加者
を大きく制限して追悼式を行うこと
となった。遺族会員には遺族会を
通し供物の配布を後日行うこと
で、式典が行われたことについて
周知した。

現状維持

戦没者への追悼の意を示し、平
和への誓いを再度確認するとい
う趣旨を持つ事業の実施自体が
将来世代に対しての訴えかけと
なると考えられるので、今年度と
同様の感染症対策及び参列者
への出席依頼により、継続してい
きたいと考える。

3,298

0

4 拡充

支援内容が多様化してきており、相談
援助や権利擁護などに加え生活支援
や認知症施策などの事業を適切に組
み合わせながら総合的・継続的な支援
を行っていく必要がある。また、新たに
国が推し進める「高齢者の就労支援の
ための体制整備」「認知症本人や家族
を地域のサポーターがチームを組み支
える取組み」などの実施に向けた検討
を進める必要がある。

複合的かつ困難な相談案件に適切に
対応できるよう、本年度から新たに地
域ケア会議推進事業を開始して多職
種協働による個別事例対応業務の強
化を図っている。また、新型コロナの
影響から親族と疎遠となった高齢者
の認知症の急激な進行等に伴う個別
支援ケースが増加し、初期集中支援
チームによる医療・介護サービス導入
への支援を行った。

拡充

認知症初期集中支援チームでの対
応ケースの増加や複雑化から専従
で対応できる職員配置を行う。認知
症地域支援・ケア向上事業について
は、新年度、地域で認知症の方を含
めた高齢者が集う「通いの場」に対
し、運営費用支援を行うための枠組
みを構築するため、所用の予算措置
を行う。

27,370

2 廃止

計画策定を進める上で、関係団
体や専門家など委員を広く募り、
策定委員会を開催した。また、障
がい者のみなさんへのアンケート
やパブリックコメントを実施し、計
画策定が完了した。

24,072

27,287

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書
保健福祉課

（単位：千円）

番号
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

26,390 ▲ 8973 拡充

コロナ禍の中、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た
が、新たに活動量計を活用した介護
予防の取り組みを開始することができ
た。今後は地域のリハビリテーション
専門職に参画いただきながら、継続し
て取り組むことができるよう必要なサ
ポートを行っていきたい。

コロナ禍においても高齢者が自主的
に介護予防に取り組むことができる
仕組みとして「楽楽ウォッチしもすわ
事業」を開始した。参加者へ歩数と中
強度の運動量を測定できる活動量計
を配布し、何気ない日々の活動から
介護予防に資する活動を視える化、
専門職による助言を行うための体制
構築を図っている。

現状維持

活動量計内に格納されているデータ
を呼び出す「楽楽ウォッチスポット」を
町内の複数箇所に設置を進めてい
く。また可搬型の機器を活用して地
区公民館などに出向き専門職による
サポートも行っていくとともに、地域
の身近な相談の場としても機能させ
ていくことで高齢者を包括的に支援
していく体制構築を図っていきたい。
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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
保健福祉課

（単位：千円）

番号
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

高齢者福祉計画策定事
業

保健福祉課

03-01-03-10-01 高齢者係

生活習慣病検診・心のケ
ア相談事業

保健福祉課

04-01-03-10-01・12-01 保健予防係

疾病の予防 保健福祉課

04-01-04-10-01 保健予防係

健康づくりの推進 保健福祉課

04-01-05-10-01 保健予防係

▲ 137

8 手法改善

ポイント付与に関する項目の追加
やポイントの配点の見直し等によ
り、健康ポイントの管理シートを改
良し、より住民の健康増進につな
がるよう取り組みを継続する。コ
ロナ禍においても食生活の改善
や運動の実践による住民の健康
づくりや疾病予防を支援し、健康
寿命延伸を目指していく。

ポイントの配点を見直し、健診以外の
取組でポイント獲得できる新しい管理
シートを配布している。受診のみで意
識せずにポイント獲得できた昨年まで
と比較し、現時点でのポイント交換者
は同時期より少ない傾向。夏から秋
にかけての検診受診者や継続的な取
り組みのポイント交換が今後増加す
ると思われる。

現状維持

健康をより意識して生活する人
が増えるよう、改良した管理シー
トを継続し、自主的な健康づくり
を促していく。

4,606 6,973 2,367

277 277

6 手法改善
日本人の2人に1人ががんに罹患
する時代であり、精度が高く受診
しやすい体制の継続に努める。

前年度は感染拡大防止のため検
診自体を中止延期したが、安全
に集団検診ができるよう受診人数
の調整や会場内の対応において
手法改善し、今年度は予定どおり
の時期に実施し、希望する方が
安心して受診できる体制を確保し
ている。

現状維持
集団検診、個別検診ともに希望
する検診で受診できるよう現状
の予算を確保していく。

27,607 27,470

5 廃止

前年度のアンケート調査、諏訪広
域連合第８期介護保険事業計画
を踏まえ、第９次下諏訪町高齢者
福祉計画の策定が完了した。

拡充

生活支援、介護予防、健康づくり、生
きがい対策、認知症高齢者支援など
各種高齢者施策を推進していくため
の高齢者福祉計画について、３年に
一度総合的な見直しを行っている
が、令和５年度が計画策定年度にあ
たるため、状況把握のために実施す
るアンケート調査に係る経費を新た
に計上する。

0

〈令和２年度事務事業評価シートから転記〉

52,959 65,421 12,4627 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
接種が受けられるよう個別接種に切
り替えたことにより、コロナ禍において
も適切に予防接種を継続実施するこ
とができた。引き続き、健診の機会や
個別通知により受診勧奨し、接種率
の向上に努める。

医療機関との連携により、個別接
種の体制が確立でき、接種を進
めることができている。

拡充

町外の医療機関での接種希望
者が増えているので、柔軟に対
応できるよう予算確保していきた
い。また、子宮頸がんワクチンの
積極的勧奨再開により接種者が
大幅に増えることから、予算の増
額による体制確保が必要。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

勤労者福祉対策事業 産業振興課

05-01-01-12-01 商工係

(新)安心安全住宅改修
補助金

産業振興課

07-01-02-10-01 商工係

(新)プレミアム付商品券
購入助成事業

産業振興課

07-01-02-12-01 商工係

(新)新型コロナウイルス
感染症予防対策製品等
補助金

産業振興課

07-01-04-10-01 商工係

0

0

4 廃止
新型コロナウイルス対策に係る緊
急経済対策として令和２年度限定
で実施されたため。

38,770 38,508 ▲ 262

3 廃止
新型コロナウイルス対策に係る緊
急経済対策として令和２年度限定
で実施されたため。

1 拡充

岡谷・下諏訪地域は中小・零細企
業の集積地であり、企業ごとに勤
労者の総合的な福利厚生メ
ニューを用意することが難しい。
中小企業の振興及び地域社会の
発展に寄与し、勤労者が働きや
すい環境を整えるため、本施策が
必要であることから、会員獲得に
努めていく。

ウェルワーク諏訪湖の会員数を
目標数値として掲げており、令和
２年度末で７７７人であったもの
が、令和３年１０月末では７８３人
と若干ではあるが増加している。
また、令和３年度の目標数値であ
る７５０人を上回っている。

現状維持

岡谷市と下諏訪町の会員数割合に
より、ウェルワーク諏訪湖への補助
金が算出されるが、会員数割合が増
加したことから、令和３年度当初予算
額より18千円増の2,808千円を計上
する。また、勤労者住宅新築等資金
利子補給金については、ここ数年の
実績を加味したうえで、280千円減の
700千円となった。

0

令和２年度からの事業であり、制
度自体が浸透していないことも考
えられるので、引き続き制度の周
知を図っていき、補助金額につ
いては令和３年度当初予算額と
同額を計上する。

3,000拡充

広報活動を積極的に行い、本補
助金の周知を図り、申請に対する
適切な支援を行うことが必要。令
和２年度は、転入者配付物の資
料として周知を行った。

クローズアップしもすわ、町ホー
ムページ等を活用し周知を行って
いるが、申請件数は４件のみであ
り、現時点では目標数値（１０件）
に達していない。

前年度の評価結果を踏まえた
上での令和３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額

2 現状維持 3,000

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２年度事務事業評価結果

R04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

前年度の評価結果を踏まえた
上での令和３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４年度当初予算に対する考え方

R03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２年度事務事業評価結果

R04予算額 増　減

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

八島ビジターセンターあ
ざみ館の管理運営

産業振興課

07-01-03-18-01 観光係

おんばしら館の管理事業 産業振興課

07-01-03-18-01 観光係

(新)観光支援緊急対策
事業

産業振興課

07-01-03-38-01 観光係

▲ 46

1,059 152

7 手法改善

新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う、臨時休館や団体ツアー
のキャンセルによって大幅な売り
上げ減少となっている。

指定管理者制度の導入初年度と
なったが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、来館者数が伸び
悩み、イベント等も中止を余儀なくさ
れた。一方で指定管理者による館
内での物販拡充や館内展示の見
直しを進め、コロナ終息後の観光客
数の回復に期待し、準備していくこ
とが必要である。

現状維持

御柱祭の開催年であり、来館者
の増加が見込まれるため、指定
管理者と連携することにより、来
館者数の推移の把握、施設の適
切な維持管理を進め、観光客の
満足度を高める環境を整えてい
くこととする。

4,001 3,955

6 手法改善

エコツーリズムやグリーンツーリ
ズムが盛んになってきており、八
島湿原に訪れる人は、増加傾向
にある。その中で、コロナ禍の新
しい生活様式を取り入れ、八島ビ
ジターセンターあざみ館として、自
然教育と収益事業の両立を検討
する。

修学旅行生やツアー等が戻り始め、八島
湿原の観光客数は回復傾向にある。しか
し、八島ビジターセンターあざみ館は、コロ
ナ対策を考えると現在の館内の広さでは
団体を受け入れることが難しく、八島湿原
の観光客が八島ビジターセンターあざみ
館の入館者数につながりにくい。館内展示
物の劣化も目立ち始めているため、順次
修繕を行い、観光客を受け入れる準備を
整えていく必要がある。

手法改善

劣化が見られる館内展示物の修
繕を行い、受け入れ態勢を整え
る。また、八島ビジターセンター
あざみ館に附随する設備の維持
修繕も行うことで、コロナ禍の新
しい生活様式の中で八島湿原の
総合案内所としての役割を果た
せるようにする。

5 拡充

周遊の拠点として、まち歩き促進の機能と
して重要な役割を担っている。収益確保の
ため、時計作り体験に関しては、自宅で体
験できるセットが好評で、コロナ渦におい
ても一定の成果を得ている。また、修学旅
行においては、コロナ禍で県内の小中学
校の利用が増加し、コロナ前を超える受入
数となった。今後もアフターコロナに向け
て、受け入れ体制の整備などを進め、さら
なる集客を図る。

新型コロナによる影響が大きく、
観光客の動きが鈍化しており、入
館者及び時計づくり体験も減少し
ている。緊急事態宣言が解除さ
れ、新型コロナの新規感染者数
が減少に転じているため、修学旅
行などの団体のお客様が戻って
きている。

手法改善

施設の老朽化が進んでおり、空調
設備や受電設備といった大規模な
施設改修が必要となっているた
め、不具合箇所の再確認を行うと
ともに、指定管理者と施設の利用
方法を検討することとする。また、
好調な時計づくり体験や矢の根や
へ誘客するために観光推進部と連
携した事業を推進する。

9,100 8,914 ▲ 186

907

8 廃止

（一社）下諏訪町地域開発公社観
光振興局が中心となり、新型コロ
ナウイルス感染症の影響が大き
い観光事業者等への支援を実施
するとともに、観光誘客ホーム
ページや情報発信システムを整
備することにより、観光情報発信
の仕組みづくりが完了した。

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

前年度の評価結果を踏まえた
上での令和３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４年度当初予算に対する考え方

R03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２年度事務事業評価結果

R04予算額 増　減

山林の整備 産業振興課

06-02-02-12-01、06-02-
03-10-01

農林係

農業委員会の運営 産業振興課

06-01-01-05-01 農林係

町民菜園の貸付管理 産業振興課

06-01-03-12-01 農林係

農業の振興 産業振興課

06-01-03-10-01 農林係

25

12 拡充

コロナウイルスの影響により、ライ
フスタイルが変わり農業を始める
人が増加傾向にある。農業の楽
しみややりがいをPRすること、外
部講師に営農指導を依頼し、実
践的な技術指導を行うなど、農業
振興を図り、遊休農地の解消や
住民のニーズにあった事業を行う
ことが必要。

農業祭や八王子メッセなど、コロ
ナウイルスの影響によりイベント
が中止となり、農業振興を図る機
会が少なかった。新規就農希望
者や朝市参加希望者がおり、担
い手の確保を図ることができた。

現状維持
農業共済（収入保険）の負担割
合の変化により減額となる。その
他は例年通りの見込み。

2,172 2,165 ▲ 7

5,802 ▲ 14

11 拡充

当町の農地は高齢化や担い手不
足により、遊休農地の発生が増
加傾向にある。遊休農地の解消
のため、また、農業振興を図るた
めにもより一層の取り組みが必要
な事業である。

町民菜園の総数ついては、条件
に合う農地がなかったため、新規
開設はなく現状維持であった。利
用者の人数については、コロナ禍
により農業へ興味を持つ方が多
く、昨年より増加となった。

拡充
遊休農地の増加、菜園利用者の
増加により、新規開設が必要な
ため増額となる。

357 382

10 拡充

令和2年度の農地パトロールによ
り把握した遊休農地の意向調査
を活用し、借り手、貸し手を結び
つける。

今年度においては、農地パトロー
ルを行い、新規遊休農地の意向
調査を行っていく。

現状維持

意向調査の結果を基に借り手と
貸し手の結び付けを行う。
また、遊休農地のリストを作成
し、貸し手の情報のとりまとめを
行う。

9 拡充

民有林の整備は、町土保全の観
点からも必要不可欠である。今
後、アンケート等の実施により所
有者の意向を把握し、林業事業
体と協力し県事業等を導入しなが
ら森林の計画的整備を進める。ま
た、令和2年度に未実施とした区
域の整備に取り組む。

今年度においては、森林環境譲
与税を原資として林地台帳を整
備し、区域を限定し、未整備の森
林についてアンケート調査を行っ
た。森林整備の基盤である路網
整備を行っている。

拡充
アンケート結果を基に集約し、間
伐を進める。

6,086 8,093 2,007

5,816
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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３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４年度当初予算に対する考え方

R03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２年度事務事業評価結果

R04予算額 増　減

山林の保全 産業振興課

06-02-02-10-01 農林係

森のエネルギー推進事
業

産業振興課

06-02-02-14-01 農林係

農業用施設の維持管理 産業振興課

06-01-04-10-01 農林係

柿蔭山房公開活用事業 産業振興課

07-01-07-16-01 文化遺産活用係

17

200 ▲ 100

15 縮小

予算の範囲内で緊急性の高い箇
所を優先して実施したことにより、
目標の箇所数に達しなかった。ま
た、令和2年度で農業用施設点検
診断が終了したため予算の縮小
となった。

緊急性の高い汐から随時改修を
行っている。

現状維持
個別計画に基づき計画的に整備
を進めるともに、緊急性の高い汐
の整備を行う。

2,867 2,884

4,459 4,219 ▲ 240

14 手法改善

長野県産の木材等の利用促進を
図るために、継続的に実施すべき
事業であるので、町民へホーム
ページに加え新たに新聞等のメ
ディアを活用しＰＲを行う。

ペレットストーブの要望が今年度
においては、現在1台である。ま
た、募集期間中においては、町の
ホームページを活用してペレット
ストーブの周知活動に努める。

現状維持

来年度については、今年度と同
様にペレットストーブの普及活動
に努める。また、過去の実績等を
踏まえながら、県にペレットストー
ブの補助要望を行っていく。

300

13 手法改善

町民の安心安全の増進及び緑豊か
な里山環境の維持のために民有林の
有効な保全が必要である。また、鳥獣
による農林業被害は依然として甚大
であり、鳥獣被害防止計画により計
画的に駆除を行う必要があり、事業
の存続が必要である。今後、猟友会
主催の有害鳥獣駆除従事者育成講
座の開催により従事者の確保を図
る。

昨年度の有害鳥獣駆除従事者育
成講座により猟友会に１名の会
員の入会があった。

現状維持

猟友会員の減少及び高齢化によ
り単独の支部での有害鳥獣駆除
の捕獲頭数は増えないので広域
的な駆除を重視する。また、従事
者育成講座を継続的に行う。

手法改善

新型コロナウイルス感染症の影
響が続く中、ガイドライン等に沿っ
た感染対策を施す中で、できる範
囲で事業を再開していく。

新型コロナウイルス感染症の影
響が続いているが、9月末時点で
130人の入館者があった（目標は
150人）。下半期は来期の受け入
れ環境整備に取り組み、感染症
が落ち着いてからの入館者増に
つなげていく。

現状維持

新型コロナウイルス感染症の対
策を取りながら開館する。来館者
に江戸時代の建物を楽しんでい
ただけるよう解説などを工夫し拡
充を図る。施設の維持管理につ
いては入館者の多寡にかかわら
ず必要なので、当初予算に計上
させていただく。

725 766 4116
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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３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４年度当初予算に対する考え方

R03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２年度事務事業評価結果

R04予算額 増　減

博物館の活動 産業振興課

07-01-06-12-01・14-01 文化遺産活用係

宿場街道資料館の維持
管理

産業振興課

07-01-06-18-01 文化遺産活用係

今井邦子文学館の維持
管理

産業振興課

07-01-06-20-01 文化遺産活用係

伏見屋邸の維持管理 産業振興課

07-01-06-22-01 文化遺産活用係

19 手法改善

新型コロナウイルス感染症の影
響が続く中、ガイドライン等に沿っ
た感染対策を施す中で、できる範
囲で事業を再開していく。

新型コロナウイルス感染症の影
響が続いており、9月末時点の入
館者数は517人と低迷している。
目標は4,000人であり達成は難し
い状況である。下半期は来期の
受け入れ環境整備に取り組み、
感染症が落ち着いてからの入館
者増につなげていく。

現状維持

新型コロナウイルス感染症の対策
を取りながら開館し、古色を帯びて
いる常設展を改善していく。また、
気軽に立ち寄れる雰囲気づくりを
工夫し環境整備を図る。施設の維
持管理については入館者の多寡
にかかわらず必要なので、当初予
算に計上させていただく。

1,958 1,944 ▲ 14

17 手法改善

新型コロナウイルス感染症の影
響が続く中、ガイドライン等に沿っ
た感染対策を施す中で、できる範
囲で事業を再開していく。

新型コロナウイルス感染症の影
響が続いており、9月末時点の入
館者数は986人と低迷している。
目標は5,000人であり達成は難し
い状況である。下半期は来期の
受け入れ環境整備に取り組み、
感染症が落ち着いてからの入館
者増につなげていく。

現状維持

新型コロナウイルス感染症の対
策を取りながら開館し、少人数で
も実施可能な事業に取り組む。
また、各館の常設展示が古色を
帯びているため、説明板などを
変更する必要があるので、3年度
に近い金額の予算計上をさせて
いただき、展示の充実化を図る。

1,252 1,026 ▲ 226

18 手法改善

新型コロナウイルス感染症の影
響が続く中、ガイドライン等に沿っ
た感染対策を施す中で、できる範
囲で事業を再開していく。

新型コロナウイルス感染症の影
響が続いており、9月末時点の入
館者数は3,906人と少なめになっ
ている。目標は11,000人であり達
成は難しい状況である。下半期は
来期の受け入れ環境整備に取り
組み、感染症が落ち着いてから
の入館者増につなげていく。

現状維持

新型コロナウイルス感染症の対策
を取りながら開館し、企画展による
活性化を図る。空調設備がなく、通
りに面した窓は民家からの要望で
開けることができないため夏季は
大変な高温になり、古民家のため
冬季は低温状態になる。館内の環
境整備のため、エアコンの設置を
計上させていただく。

3,247 1,384 ▲ 1,863

3,376 3,300 ▲ 7620 手法改善

新型コロナウイルス感染症の影
響が続く中、ガイドライン等に沿っ
た感染対策を施す中で、できる範
囲で事業を再開していく。

新型コロナウイルス感染症の影
響が続いており、9月末時点の入
館者数は517人と低迷している。
目標は4,000人であり達成は難し
い状況である。下半期は来期の
受け入れ環境整備に取り組み、
感染症が落ち着いてからの入館
者増につなげていく。

現状維持

新型コロナウイルス感染症の対
策を取りながら開館し、可能な範
囲で事業を再開し回復を図る。
施設の維持管理については入館
者の多寡にかかわらず必要なの
で、当初予算に計上させていた
だく。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

前年度の評価結果を踏まえた
上での令和３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４年度当初予算に対する考え方

R03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２年度事務事業評価結果

R04予算額 増　減

(新)星ヶ塔遺跡発見100
周年記念事業

産業振興課

07-01-07-18-01 文化遺産活用係

〈令和２年度事務事業評価シートから転記〉

21 廃止
記念事業としては終了するが、見
学会については継続して実施して
いく。

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

道路の維持管理 建設水道課

08-01-01-05-01、08-01-10-
01、08-02-01-05-01、08-02-
02-10-01、08-02-03-10-01・
12-01、08-02-04-10-01、08-
02-05-10-01・12-01・08-02-
06-10-1

建設管理係

水防事業 建設水道課

08-03-02-10-01 建設管理係

公園の管理・整備事業 建設水道課

08-04-03-10-01・12-01・
16-01

都市整備係

街なみ環境整備事業 建設水道課

08-04-05-10-01 都市整備係

2 手法改善

近年各地でみられる局地的な豪
雨に対処するため、日ごろから水
害や土砂災害に対する意識を持
ち、水防資機材の整備や情報収
集並びに初動体制の強化を図
る。コロナ禍で目標達成は困難で
あるが、令和３年度より建設水道
課に主管を移し、関係機関の連
携強化を図りたい。

水防訓練はコロナ禍により未実
施。一級河川砥川河川改修工事
の現地視察を行い、水害に備え
た情報共有を図った。

現状維持

災害に備えた訓練の実施及び防
災に対する啓発を推進するととも
に、関係機関との連携強化を図
る。

61

各まちづくり協議会への助成、修
景施設整備補助を引き続き行っ
ていく。グランドデザインの事業
促進にあたり、詳細計画の作成
を行う。ハード整備については、
大社通り北側歩道において県事
業の進捗に合わせ、街路灯（足
下灯、灯籠）の電線用ケーブル
の設置を行う。

69,010

061

拡充

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金事業の活用により、赤砂崎公園にバスケット
ボールコートの整備と車中泊場の開設を目的と
する電源設備の整備を行った。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、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。

公園緑地管理に関しては、住民要望
の赤砂崎公園内の水たまりを解消す
る舗装修繕や、町内24公園及び諏訪
湖緑地帯の草刈りを計画的に行うな
ど、良好な環境保全を図った。また、
赤砂崎公園砥川ふれあい渚において
は、公募設置管理制度導入に向けて
サウンディング型市場調査を行った。

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、赤砂崎公園砥川ふれ
あい渚への公募設置管理制度に
おける指針の策定から事業者選
定を行い、将来の公園サービス
向上を図る。

433,456 341,798 ▲ 91,658

7,098

1 拡充

道路維持補修工事は計画通り実施し
た。区からの要望箇所については、
局所的に補修工事を実施した。町道
湖岸通り線等街路灯整備事業等、道
路改良事業を実施し、道路環境、利
便性が向上した。橋りょう関係では、
橋りょう長寿命化修繕計画を基に、補
修設計のほか、二巡目の橋りょう点
検を計画的に実施し、橋りょうの健全
性を確保した。

道路維持補修工事は5路線が完了。
道路新設改良工事は町道砥川西線
及び諏訪湖周ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰド一部区間
の工事が完了。町道湖岸通り線街路
灯設置工事、町道赤砂砥川西線改良
工事はR4.3月完了予定。橋りょう関係
は、法定点検44橋を計画的に実施。
注連掛橋及び樋橋改良工事はR4.3
月完了予定。

現状維持

道路維持補修工事、道路局所補
修工事、道路新設改良工事を行
い、道路機能の維持向上を図る
とともに防災機能の強化を図る。
橋りょう関係は、計画的に点検を
実施し健全性の確保を図る。新
規事業として鰻沢周辺の冠水対
策を推進する。

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
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

▲ 61,912

34,388 38,635 4,247

4 拡充

下諏訪町歴史的風致維持向上計
画に基づき、事業の進捗を図る。
特に、各まちづくり協議会への助
成、修景施設整備補助は引き続
き支援を行っていく。また、県事業
の進捗に併せ道路美装化や公共
施設整備等のハード整備の拡充
を図る。

ハード整備においては、町道御田
町線の道路美装化工事が１２月
に完了、大社通り・四ツ角小公園
（四ツ角湯けむりひろば）整備が３
月に完了予定である。

コスト低減

3
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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
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

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

急傾斜地崩壊対策事業 建設水道課

08-04-01-06-01 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

2,908

0

7 手法改善

財政状況は年々厳しくなってきて
いるが、計画的かつ健全な運営
を継続するため、上下水道事業
経営戦略に基づき、経営基盤の
強化と財政マネジメントの向上に
取り組んでいく。

８月豪雨災害による特別損失など
により引き続き厳しい財政状況と
なる見通しであるが、経常損益に
ついては前年度に比べて改善傾
向にある。

現状維持

将来に渡り安定的な事業を継続
していくため、中長期的な基本計
画を基にした経営戦略の見直し
を実施する。
また、計画的かつ健全な運営を
継続するために、今後の人口減
少を見据えた施設維持のあり方
の検討を行う。

6

〈令和２年度事務事業評価シートから転記〉

2,381 ▲ 527

406,857 389,013 ▲ 17,844

廃止
令和２年度事業において完了の
ため。

5 拡充

下諏訪岡谷バイパス第1工区は、発掘調査
や用地交渉、用地買収が順次始まってい
る。また、（仮称）山田トンネル掘削に付いて
は、施工業者が決定し、岡谷市長地地区よ
り工事が進められる予定となっている。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、環境影響評価の調査も概ね終了
し、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都市計画決定に
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については、（仮称）
山田トンネルの本体工事が令和3年10月
より開始された。諏訪バイパスについて
は、環境影響評価準備書に対する意見に
ついて、都市計画決定権者である県より見
解書が令和３年１２月に示され、町長意見
書を令和４年１月末に長野県に提出した。
また、諏訪バイパスのアクセス道路となる
（仮称）高木・大和アクセスについては、必
要性などを検討する調査を諏訪市と共同
で実施している。

現状維持

バイパス事業については、地元
対策委員会との協力等が不可欠
であり、引き続き地元対策委員
会の活動を支援するとともに、
（仮称）高木・大和アクセスの住
民への周知等についても行う必
要があるため調査費を計上し現
状維持とする。
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課名：

事　　業　　名 課　　名

事　業　コ　ー　ド 係　　名 総合評価 説　　　　　　明

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２年度事務事業評価シートから転記〉

44,010 53,752 9,7421 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。

コロナ禍で操法大会等中止に
なったが、8月の豪雨災害等で消
防団員は、地元の現場対応、避
難誘導等に力を発揮した。災害
現場へ土のう等を搬送するため
の車両が12月に納車された。

拡充
消防団車両整備計画により、消
防ポンプ自動車を更新したい。

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
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04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

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

平和体験研修 教育こども課

10-03-01-05-01 教育総務係

中学生海外研修事業 教育こども課

10-03-02-36-01 教育総務係

教職員住宅の管理 教育こども課

10-01-04-10-01 教育総務係

550 550 0

3 手法改善

年度当初から新型コロナウイルス
感染症の影響により、実施が困
難な状況であった。それでも、終
息を願いつつ、事業準備期限ま
で受入先であるニュージーランド
の情勢を注視していたが、実施す
ることが叶わなかった。

昨年度同様に海外研修は難しい
状況。並行して代替事業を検討
し、内容を絞ったが、費用対効果
が低いため、実施は難しい。

現状維持
新型コロナが終息し、平常通り行
う予定で予算を計上する。

4,096

2 手法改善

中学生の平和教育体験研修を通
じ、貴重な体験を肌で感じたこと
を広く発信し、つないでいくこと
が、平和教育の推進を継続する
意義である。新型コロナウイルス
感染症により、現地での体験研修
が叶わくても、代替事業を行う必
要がある。

昨年度同様に体験研修は中止し
たが、平和教育においては代替
事業を計画し、実施することがで
きた。

現状維持
新型コロナが終息し、平常通り行
う予定で予算を計上する。

1 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。新型コロ
ナウイルス感染症により、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。

昨年度同様にJAXAからの講師
招聘は難しい状況であるが、当初
計画にない宇宙教育関連の授業
を実施する予定で進めている。

現状維持
新型コロナが終息し、平常通り行
う予定で予算を計上する。

254

32 0 ▲ 32

0254

4,096 0

4 廃止

民間借上げ方式による教職員住
宅の長期賃貸借契約満了に伴
い、教職員の減少等により入居
者の確保が難しいことから、令和
３年度以降の借上げを行わない
ことを決定した。これにより、町が
有する教職員住宅は平屋２棟の
みとなったため、事業終結により
廃止とする。

町が有する教職員住宅２棟の修
繕料、手数料、火災保険料のみ
の予算となっている。

廃止 予算計上なし。

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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

12,826
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

(新)小学校開校50周年
記念事業

教育こども課

10-02-02-30-01 教育総務係

子育てふれあいセンター
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

児童の居場所づくり推進 教育こども課

10-04-02-10-01 子育て支援係

研修の家管理運営 教育こども課

10-04-02-14-01 子育て支援係

0

▲ 366手法改善

県内でも無料でキャンプを行える
数少ない施設の一つであり、町民
のみでなく、県内外の方からご利
用いただいる。利用者には報告
書を提出いただいているが、好評
の声が多い。施設の老朽化が懸
念されるため、事故のないよう施
設の維持管理に努める必要があ
る。

春先に、未利用申請者の焚火の
不始末による小火を発生させてし
まった。キャンプ場はコロナ禍で
あっても利用の問い合わせが県
内外問わず多く、利用者のマナー
も指摘されているが、現状の出来
る範囲での対応を行っている。

現状維持

管理体制は現状維持としつつ、
利便性の改善を図りながら、い
ずみ湖を取り巻く施設の見直し
を、建設水道課と行いながら、よ
り多くの利用が増える様に検討
をしていく予定で予算を計上す
る。

1,87710,664

現状維持

コロナの影響に左右されないイ
ベントを模索しつつ、例年と同額
の補助を交付し継続していく予定
で予算を計上する。

150 150

8,787

8

拡充

7 手法改善

コロナ禍の影響で受入時間の短
縮や利用制限、講座の中止等が
行われた。周知は町HPほか、直
接利用者へ連絡を入れ対応し
た。8月豪雨の影響により、一時
的に実施場所を文化センターで
行うなど、柔軟な対応で、子育て
親子の居場所確保に努めた。

手法改善

5

6

ボランティアによる推進員会が、
毎年創意工夫して開催している。
例年夏休み中の利用者は多い
が、春休み中の利用者が少なめ
であるため、推進員会と連携しな
がらイベントの内容を考えていき
たい。

コロナ禍の影響により昨年からイ
ベントを中止していたが、夏休み
イベントを開催した。継続して推
進員会と連携しながら、コロナ禍
でも対応できる児童の居場所づく
りのイベントを考えていく。

コロナ禍の影響で受入時間の短
縮や利用制限、講座の中止等が
考えられるが、事業の主目的で
ある子育て世帯の親の相談は多
様性を持ちながら増加しており、
こうした相談支援体制を強化しな
がら、事業継続をしていく予定で
予算を計上する。

1,116

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。

1,482

廃止 0

新型コロナウイルス感染症の影
響により、当初計画していた事業
の縮小や内容変更があったが、
拡大防止対策を講じ、児童生徒
の心に残る事業が実施された。
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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
教育こども課

（単位：千円）

番号
令和２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

青少年健全育成事業 教育こども課

10-04-02-16-01 子育て支援係

放課後子ども教室の推
進

教育こども課

10-04-02-18-01 子育て支援係

(新)子育て応援商品券発
行事業

教育こども課

03-02-05-16-01 子育て支援係

(新)子育て世帯臨時特別
給付金

教育こども課

03-02-05-14-01 子育て支援係

4

1,899 0 ▲ 1,899

0

新規計上は無し。

0

手法改善

児童、保護者に大変好評である。
活動内容やスタッフの人員確保
等については、児童を最優先に
考えて進めていき、引き続き児童
の参加しやすい環境づくりに努め
たい。

コロナ禍の影響と、学校の意向も
あり、第5波時は中止としたが、児
童、保護者にも喜ばれている事業
である。

現状維持

引続き児童の参加しやすい環境
づくりに配慮しつつ、コロナ禍で
も受入れが可能な形を模索しつ
つ、現状維持で継続していく予定
で予算を計上する。

1,838 1,842

青少年の健全育成及び非行防止
を進めるため、町民及び各種団
体との連携を強化する。また、指
定施設利用奨励補助金について
は、事業内容の周知を図っていく
ものであるが、コロナ禍の状況を
注視しながら実施すべき事業であ
り、慎重に対応していく。

青少年健全育成等の街頭啓発は形
を変え実施した。また敬老の日に合
わせた小学生から高齢者へのメッ
セージも形を変え高齢者施設へ送る
ことができた。PTAと協力して講演会
は、インターネットを活用して実施し
た。指定施設利用は第5波の影響も
あり利用は1家族のみ。温泉施設利
用は11月実施。

現状維持

コロナ禍の影響も長引く中、これ
まで継続してきた各種事業も、形
を変えながら実施することが出来
始めており、暫くは試行錯誤しな
がら予算的には現状維持で継続
していく予定で予算を計上する。

手法改善 1,726

本事業はコロナ対策の交付金等
を活用し、令和２年度限りで行わ
れたため、令和３年度は、事業精
算のための繰越分のみの実施と
なる。

事業は5月末で終了。 廃止

1,7269

10

11

12 廃止
本事業は全額国庫負担ということ
で令和２年度限りで行われた。

縮小
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

総合文化センターの維持
管理

教育こども課

10-04-06-10-01 生涯学習係

公民館活動事業 教育こども課

10-04-03-10-01 生涯学習係

公民館各区分館への支
援

教育こども課

10-04-03-10-01 生涯学習係

勤労青少年ホームの活
動

教育こども課

05-01-02-10-01 生涯学習係

14 手法改善

新しい生活様式の中で、実施可
能な講座を検討し、受講者の人
数を制限しながらも多くの町民が
活動に参加できるよう工夫をして
いく。

公民館の感染予防ガイドラインを
遵守した対策を徹底することで計
画どおり事業を実施中。上半期参
加者は546人。（令和３年度目標
値に対する割合は68.3％）

拡充

勤労青少年ホーム事業と合わ
せ、オンラインによる開催、また
配信ができるよう、関連機器の購
入費を予算計上。（161千円）

3,994 236

▲ 61,969

文化芸術の特質と短期的な経済
効率性を両立させる。「あり方検
討会（仮称）」により施設運営の
基本的な方針と、真に必要な改
修箇所の選別を行う。また年明
け早々に故障した空調機と軽体
育室の雨漏りを緊急修繕として
実施する。

56,276

実施設計を実施中。合わせて、ト
イレ及び雨漏りの改修について検
討中。災害復旧事業やコロナ禍
など財政的に多くの懸案事項が
あること、また各方面からの意見
をもとに施設のあり方と改修箇所
を精査する必要があると考えるこ
とから、大規模改修を１年先送り
することとした。

手法改善 118,245

3,758

拡充

令和２年度には大規模改修に向
けた事前調査・基本設計を実施し
た。３年度は基本設計を踏まえ
て、改修工事の詳細な実施設計
を行い、４年度以降改修工事を進
めていく。

13

15 手法改善

少子高齢化による人手不足や新
型コロナウイルス感染症の影響
により、分館役員の負担が増加し
ている。そこで、分館役員の負担
を軽減するために、分館が連携し
て行う合同事業の推進や、本館と
の合同事業の推進など、分館に
対する新たな支援を行っていく。

コロナ禍の影響により、事業中止
を余儀なくされた区が多く、区間
合同による事業は思うように進ん
でいない。それに伴い、「歴史文
化伝承事業補助金」の申請数も
伸びていない。

現状維持

コロナ対策を施すことで公民館
の目的である実際生活に即する
講座や集会等の学習活動を止め
ることなく行えるよう、本館として
調整、支援するとともに、災害時
には指定避難所となる側面から
の、区民が集いやすい雰囲気を
つくるにはどうしたらよいのかを
ともに考えていく。

2,784 2,781 ▲ 3

16 手法改善

新しい生活様式の中で、実施可
能な講座を検討し、受講者の人
数を制限しながらも多くの勤労青
少年が活動に参加できるよう工夫
をしていく。

公民館の感染予防ガイドラインに
準じた対策を徹底することで計画
どおり事業を実施中。上半期参加
者は638人。（令和３年度目標値
に対する割合は79.8％）

手法改善

公民館事業と合わせ、オンライン
による開催、また配信ができるよ
う、関連機器の購入費を予算計
上。（公民館活動事業費に161千
円を計上）

924 924 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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

勤労青少年ホームの維
持管理

教育こども課

05-01-02-05-01 生涯学習係

総合文化センターの自主
事業

教育こども課

10-04-06-12-01 生涯学習係

生涯学習・社会教育の推
進

教育こども課

10-04-01-12-01 生涯学習係

人権意識の高揚と啓発
活動

教育こども課

10-04-07-10-01 生涯学習係

276

1,875手法改善

引き続き、感染予防ガイドライン
に準じた感染対策を遵守するとと
もに、オンライン配信を含めた対
応で、できる限り実施の方向性を
探る。特に成人式（二十歳を祝う
会（仮称））については、令和３年
度同様にオンラインによる同時
配信を委託により行う。

1,826

17 手法改善

コロナ禍においても実施可能な活
動を模索し、勤労者の学びの場、
楽しみの場としてとして施設を運
営していくことが必要である。

公民館の感染予防ガイドラインに
準じた対策を徹底するとともに、
利用者には使用後に部屋の消毒
作業を実施していただくことで通
常どおり開館している。上半期の
新コロ拡大による利用停止は12
日間。（期間9/3-9/12）

現状維持

引き続き、公民館の感染予防ガ
イドラインに準じた対策を徹底す
るとともに、利用者にも協力いた
だくことで施設を運営していく。

105 108 3

18 手法改善

新しい生活様式のなかで、安心
安全に、町民の皆さんに楽しんで
いただける催物を検討する必要
がある。

県及び劇場、音楽堂等の感染予
防ガイドラインに準じた対策を徹
底することで、ほぼ計画どおりの
事業を実施中。自主事業入場者
数は172人。（令和３年度目標値
に対する割合は57.3％）なお、夏
の映画会は感染警戒レベルの上
昇に伴い中止した。

現状維持

引き続き、感染予防ガイドライン
に準じた感染対策を遵守するとと
もに、オンライン配信を含めた対
応で、できる限り実施の方向性を
探る。

1,486 1,486 0

19 手法改善
新しい生活様式の中で、安心安
全に学べる生涯学習の実践方法
を検討する。

県及び分野ごとの感染予防ガイド
ラインを遵守することで計画どお
り事業を実施中。自然観察会参
加者は26人。（6/5実施　／令和３
年度目標値に対する割合は
65.0％）なお、町民大学の参加者
は46人。（目標対象外）

▲ 49

20 手法改善
新しい生活様式の中で、安心安
全に人権について学べる実践方
法を検討する。

県及び関係する分野ごとの感染
予防ガイドラインを遵守することで
計画どおり事業を実施。人権教育
研修会参加者は47人。（9/16実
施／令和３年度目標値に対する
割合は67.1％）

現状維持

引き続き、感染予防ガイドライン
に準じた感染対策を遵守するとと
もに、オンライン配信を含めた対
応で、できる限り実施の方向性を
探る。

275 1
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

高浜健康温泉センターゆ
たん歩ﾟの運営

教育こども課

10-05-04-10-01 健康サポート係

スポーツの振興 教育こども課

10-05-01-05-01・10-01・
12-01

スポーツ振興係

スポーツ施設の整備充
実

教育こども課

10-05-02-10-01・10-05-
03-05-01・10-01

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・12-01 スポーツ振興係

▲ 7,48426,390現状維持

一部施設の利用制限を行ったも
のの、対策を取りながら通常どお
り開館しており、利用者数も回復
しつつある。引続き感染予防対策
を徹底し、安心してご利用いただ
ける運営に努める。

手法改善21

施設内の定期的な消毒等の感
染予防対策を取ったうえで、従前
の運営を行うための予算を計上
する。（委託料・備品購入費等が
減額となったが、上記の考え方
に変更なし）

供用開始以降、令和元年度までの利
用者数は増加傾向にあり、地域住民
の日常的利用のみでなく、観光客等
の立ち寄り湯としても定着しつつある
ものの、令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響により利用者数が
落ち込んだ。感染症対策の実施等、
「コロナ後」を見通した手法の改善が
必要。

22 手法改善

スポーツ推進委員や町スポーツ
協会の協力もあり、スポーツ振興
に一定の効果があったと考えてい
る。引き続き、”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。

下諏訪町スポーツ推進計画に掲げる「生
涯一町民一スポーツ」を基本理念に、ス
ポーツのまち しもすわとして町民の体力
向上、健康志向、いきがいづくりの場とし
て、地域に根差した生涯スポーツ社会の
実現を目指す。ＮＰＯ下諏訪町スポーツ協
会には、イベント等の開催を委託し、また、
スポーツ推進委員によるニュースポーツ教
室等の軽スポーツは、子どもから高齢者ま
で町全体に普及しつつある。

現状維持

新型コロナウイルス感染対策を
行いながら、イベント開催等施設
運営を行う。第２期スポーツ推進
計画満了に伴う、新たな５年間の
計画となる第３期スポーツ推進
計画策定を行うための予算を計
上。

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。令和3年度の目標
値は事前合宿を行う国とする。

県などと協力し、今後のオリンピッ
ク・パラリンピックに関する情報を
逐次掴んでいく。7月10日から7月
28日まで、アルゼンチンボート・カ
ヌーチーム、イタリアボートチーム
の事前合宿を受け入れた。

廃止

23 手法改善

総合運動場の施設整備や管理に
ついては、ＮＰＯ下諏訪町スポー
ツ協会及びシルバー人材セン
ターへの委託を継続する。施設予
約については令和3年度に新シス
テムが稼働。

総合運動場の施設整備や管理に
ついては、ＮＰＯ下諏訪町スポー
ツ協会及びシルバー人材セン
ターへの委託を継続する。令和３
年度から施設予約新システムを
活用している。

拡充

24 手法改善

30,377

新型コロナウイルス感染対策を
行いながら、イベント開催等施設
運営を行う。令和5年開催予定の
全国市町村交流レガッタに向け
て、老朽化しているナックルフォ
ア艇7艇の更新を行うための予
算を計上。

東京オリンピック・パラリンピック
終了に伴い廃止。

2,959

9,256 8,706 ▲ 550

33,874

4,64035,017

0 ▲ 2,959
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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２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３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４年度当初予算に対する考え方

R03予算額 R04予算額 増　減

諏訪湖活用推進事業 教育こども課

10-05-01-16-01 スポーツ振興係

健康スポーツ施設整備
事業

教育こども課

10-05-05-12-01 スポーツ振興係

〈令和２年度事務事業評価シートから転記〉

26 廃止

健康スポーツゾーン構想の西の
拠点として整備していた、健康ス
テーション、健康フィールドの完成
により、健康スポーツ施設整備事
業は終了。

25 廃止
地方創生推進交付金の計画期間
終了により廃止。

0

0
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