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（単位：千円）

事 業 名 課 名

（予算事業コード） 係 名 総合評価 説 明

職員研修の充実 総務課

(003300) 庶務人事係

行政改革の推進 総務課

(015200) 企画係

事務事業評価 総務課

事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書全課一覧

１９年度は、シートの簡略化、評価対象事業の明確
化 予算への反映 情報公開の４項目について見直し

昨年度、事務事業評価の手法を見直した結果、比較的
スム ズに事務が進んだと思われる 評価対象とする事

0

2 拡 充

行政改革大綱、行財政経営プランを計画的着実に
進行するため、更に各課連携をとり、情報の共有を図
り職員理解を深める中で進める必要がある。

行政改革の予算としては、主は行政改革審議会委員報
酬であるが、２１年度は委員の改選期であり条例上１０名
以内とあるため、報酬額は１０名分を計上した。また、審議
会開催は、集中審議することから年３回の開催を予定す
る。

職員提案については、年々件数も減っており職員意識改
革の視点からも、職員のアイデアを行政に活かすため啓
発に努める。

116 113 ▲ 3

1 拡 充

増 減

機構改革、グループ化により職員数の減少が懸念さ
れる中にあっても、住民サービスに適切に対応してい
くことか求められており、職員の資質向上、人材育成
に関する事業は一層拡充していく必要がある。

職員の意識改革と能力の向上を目指し、県、広域連合
等で開催する研修会に積極的に参加し、自己研鑽の意欲
を高め、もって住民サービスに柔軟に対応できるよう資質
向上に努める。

2,200 2,200

番号
平成１９度事務事業評価結果

当初予算案における考え方 H20予算額 H21予算額

1

事務事業評価 総務課

(015200) 企画係

町政に関する町民の意見
等の反映

総務課

(019200) 企画係・情報防災係

防災対策の推進と意識の
高揚

総務課

(023100/023200/023300) 情報防災係

1,4085 拡 充

温暖化により地球的規模で発生している災害に対し
ての備えからも、防災用備蓄品は必要であると考え
る。また、近年、日本各地において発生する大地震、
地震活動期に入っているといわれている現在、防災用
備蓄品は非常に重要な役割を持つため拡充が望まし
い。特に耐震補強工事における防災倉庫等の整備や
避難施設への防災倉庫の新設が必要で、防災用備品
等の整備も行っていく必要がある。

近年、地球温暖化により、日本付近に停滞する梅雨前
線や台風の接近による集中的な豪雨により多くの被害が
発生している。特に過去１０年間の風水害による被害が
もっとも多く、住民の安全を確保するために地域の危険箇
所、避難経路等調査し広く周知する必要がある。今年度
町内における浸水想定区域や避難経路の調査を行い、２
２年度、土砂災害特別警戒区域及び警戒区域を加えた新
たな総合ハザードマップを作成し全戸配布する。また、大
規模地震発生の切迫性が高まっている中、防災対策の実
効性をこれまで以上に高める必要性があることから、更な
る防災用備蓄を進めていくことが急務である。

9,471 10,879

0

4 拡 充

町の政策、施策を直接町民に伝え理解してもらうこと
は、行政の説明責任と考える。協働のまちづくりには
情報の共有化がもっとも必要であり、透明な行政を構
築することが下諏訪力に繋がると考える。また、直接
町民と向き合い地域の課題を把握し、まちづくりに活
かすためにも推進する必要がある。

１７年度よりスタートした「町長と語る会」も４年目を終了
し、概ね全町的に定着したと思われる。２１年度について
は、開催の手法、時期等を検討する中で、「町長への手
紙」と併せ、更に充実した事業として、町の方向性を示し、
住民理解を得るとともに、多くの意見を聴取し、行政に活
かしていきたいと考える。

73 122 49

3 拡 充

化、予算への反映、情報公開の４項目について見直し
を実施した。その結果、事務事業評価の事務は比較
的スムーズに実施され、予算へのリンクもできた。更
に、評価の趣旨、効果、活用等から事務事業評価の
執行に際して職員意識の向上を図り充実させる必要
がある。

スムーズに事務が進んだと思われる。評価対象とする事
業についても各課検討をする中で的確に評価してきている
が、更に何をどのように改善していくかを具体的に明記に
する必要がある。今後は「現状維持」をどのように見直して
いくかが課題である。予算はゼロ予算とする。

0 0
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町営駐車場、町有土地建
物の維持管理

総務課

(011300) 管財係

事業別予算説明書の作
成と発行

総務課

(019300) 企画係

民公協働の推進 総務課

(016300) 企画係

▲ 52

8 手法改善

一人ひとりの公益活動を支えることに加え、さらに地域
活動の広がりのために地域コミュニティに活用される
よう各地区へのＰＲが必要。次年度で３年目を迎える
事業に対しては、自立に向けた支援が必要となる。

下諏訪力創造チャレンジ事業支援は３年を経過し、地域
コミュニティへの活用が図られるようになってきた。地域の
宝を活かし、地域の力を強めることが町の活性化につな
がっていく。住民主体、参画協働のまちづくりが更に推進
されるようＰＲに努めたい。桜城趾公園化事業や下諏訪宿
横町木の下まちづくり協議会は２１年度も事業継続の予定
であり、地域コミュニティ再生を図るためにも、チャレンジ
事業への多くの応募を期待する。

4,690 4,666 ▲ 24

7 手法改善

当冊子の内容について、住民が見やすく、分かりや
すくを検討し、更に工夫を加える必要がある。添付の
アンケート内容についても多くの方に意見をいただけ
るものとしていきたい。

当事業も有料広告を掲載するなど新たな財源確保の先
駆けとして実施してきた。内容も毎年度見直す中で、更に
見やすく、分かりやすい行政冊子として定着を図りたい。
広告収入は社会情勢から増は見込めないものの、作成
データ、校正等全て町で行い更に経費節減に努めたい。

2,153 2,101

6 手法改善

駐車場の利用率が低いため、契約台数を増やすよう
な方策を検討する。

低迷する町営駐車場の利用促進を図るために、大社通
り駐車場の活用について検討してきた。２０年度に出店見
込みのある事業予定者が決まり、今後「事業用定期付借
地権設定契約」等により、長期間（２０年間）に渡り賃借契
約が設定されることを期待したい。また、現段階では、細
部にわたる打合せが必要なため、２１年度当初予算には
計上していない。

なお、町営住宅の維持は、現状維持とするため、今以上
の使用料の増加はないものとなる。

2,380 0 ▲ 2,380

2

コンピュータ処理事業 総務課

(029100) 情報防災係

生ごみ減容リサイクル事
業

住民環境課

(185250) 生活環境係

湖北火葬場の運営 住民環境課

(173100) 生活環境係

健康づくりの推進 健康福祉課

(169100) 保健予防係

16,375 ▲ 321

11 拡 充

施設の老朽化に伴い、新施設への建て替え工事が
来年度より実施される。
工事期間中の火葬場利用者や、近隣の住民の方に迷
惑をかけることのないように配慮した運営が必要とな
る。

火葬場の建て替えが２０年度から始まり、２１年１０月の
仮オープン、１２月の本オープンをめざして工事が進んで
おり、建設費用が増大する。 31,921 68,871 36,950

10 拡 充

「平成２１年度末までに２,０００世帯以上の参加をめ
ざす」という目標の達成は困難となっているが、今後本
格化する湖周ごみ処理施設の建設などに向けてさら
なるごみの減量化を進めるため、生ごみリサイクル推
進委員会と協働し、地道な事業参加者の増加に向け
た活動を展開していく必要がある。

２１年度は４００世帯の参加増を目標とし、それに対応で
きる事業規模とする。処理機は現有２基をフル稼働し、処
理能力を超えた分は委託業者の施設に運び処理すること
で、経費削減を図る。 16,696

▲ 3,6779 コスト低減

長野県、諏訪６市町村共同利用システム利用を推進
し、共通部分の効率化を図りよりいっそうのコストの削
減を心がけていく必要がある。

再リースにより運用してきた財務会計システムの機器更
改を行う。更改にあたっては、前システムの運用費用以下
となるようコスト削減を図った。

町の顔であるホームページをよりいっそう活用し、迅速な
情報発信を行うためのシステム等新システムの導入につ
いては、費用対効果を検証し、コスト削減を図る中で導入
運用していく。

57,243 53,566

12 拡 充

法改正にともない、平成２０年度から健診、保健指導
体制が大きく変わる。本年度は改正される内容に沿っ
て保健指導を実施してきたが、行動変容を促す保健指
導は容易ではない。職員の資質の向上、情報収集、
外部講師の選定、講座、教室、個別指導等の方法検
討を行い、成果を出していきたい。

町民の健康づくりに対する意識を高めるため、地域での
啓発活動に携わる人材育成、健康づくり教室などを積極
的に進める。経費を抑えつつ効果的な情報発信ができる
よう検討していく。 820 659 ▲ 161
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心のケア相談事業 健康福祉課

(165200) 保健予防係

災害見舞金の支給 健康福祉課

(113100) 福祉係

地域活動支援センターの
運営

健康福祉課

(095200/091830) 福祉係

施設介護サービス事業 健康福祉課

(920100/920200/920300
921100特老特別会計

ハイム天白

在宅介護支援センタ 健康福祉課

236 59

被害を受けた町民にお見舞いの意を表する事業で
ある。
要綱の目的に沿った金額への見直しが必要。

近隣市町村の見舞金を参考として、見直しを行う。

60 60

13 拡 充

心を病む人は、増加傾向にあり、相談される方は電
話での相談が圧倒的に多い。専門家による相談窓口
を紹介しても、直前に予約を取り消すケースが多く、難
しさを感じている。気軽に安心して相談できる環境づく
りを検討していく必要がある。

核家族化により育児に悩んでいる母親が増加しているこ
とから、従来から実施している予約による相談とあわせ、
育児相談時に隔月で実施している臨床心理士による相談
を毎月行うことで、気軽に相談できる環境の充実を図る。

177

0

15 手法改善

障害者を取り巻く環境、特に就労に関しては厳しいも
のがあり、就労の機会を提供するとともに、通所するこ
とで規則正しい生活や人との交流を訓練することで、
地域で障害者が暮らすことができる。ただ、現在無料
となっている。利用料については、保護者の理解を得
る中で検討することも必要となる。

運営経費について、保護者会等で保護者の理解を得る
なかで金額を設定するなど検討していく。

また、建物等借上料（6,000,000円／年）についても、所
有者との交渉をしていく。 17,853 17,558 ▲ 295

14 手法改善

16 コスト低減

人件費、需要費を中心に精査に努めコスト低減を図
る。暖かな家庭の味を充分持てるような食事や接遇に
引き続き努めていく。

引き続き節減に努めて行きたい。財政状況が厳しい中に
あって、施設・設備等維持管理をする上で必要な改修は、
基金の積立額を見ながら計画的に進めて行かなくてはな
らない。

215,570 227,891 12,321

地域包括支援センターの状況と平成２１年度に実施 独り暮らし世帯の増加、高齢者のみの世帯の増加、認

3

在宅介護支援センター 健康福祉課

(099300) 高齢者係

寝たきり高齢者等家庭介
護者慰労金

健康福祉課

(099300) 高齢者係

商工業振興事業（その
他）

産業振興課

(277100/277200) 商工観光係

6,000 0

対象家庭が増加する中で、介護保険制度との２制度
で在宅の支援をすることは財政的にも厳しくなる。状況
を見ながら制度の見直しも必要である。

介護保険サービス利用により家族の介護負担は軽減さ
れているため、近隣の市並に減額。なお、在宅介護を推進
するため家庭介護者支援事業を拡大する。 15,615 10,760

17 縮 小

地域包括支援センタ の状況と平成２１年度に実施
される介護保険法の改正を考慮して、将来は廃止を視
野に検討する。

独り暮らし世帯の増加、高齢者のみの世帯の増加、認
知症高齢者の増加する中で実務相談や訪問活動を取り
扱う機関として存続する。 6,000

▲ 4,855

19 手法改善

諏訪圏工業メッセの開催や諏訪圏ものづくり推進機
構の設立など広域工業振興の施策はそろってきた
が、自立を目指すためにも工場立地の推進や商業施
設の充実など、下諏訪経済の活性化策について商工
会議所と共有していく。

緊急経済対策として、経営安定資金融資に１％利子補
給を１年間実施することで、町内中小事業所の経営改善
を支援する。

町内における消費拡大の視点からは、商品券にプレミア
ムを付して需要の喚起を図るとともに、他の商圏への顧客
の流出を防止し町内商業の活性化を図るため、町、商工
会議所、下諏訪商連とのタイアップ事業として「プレミアム
商品券事業」を実施し、プレミアム分及び運営費の一部３
６０万円を町が補助する。

商業者の新設等に対する助成規定を新たに設け、２００
万円の予算計上をした。また、安心安全なまちづくりとして
「耐震・リフォーム補助金要綱」を制定し、５００万円の予算
を計上した。

16,669 28,356 11,687

18 縮 小
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観光の振興 産業振興課

(279200/279400) 商工観光係

観光宣伝事業 産業振興課

(279500) 商工観光係

八島ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰあざみ
館 管理運営

産業振興課

4,278 412

20 手法改善

観光客の誘致だけでなく、住民が誇れるまちづくりと
いう観点からも「観光の振興」事業は拡充されなくては
ならない。但し、手法として行政職員が実施することに
向かない部分や専門的な知識や経験を必要とする部
分が多く、現状のやり方で目標を達成することは難し
い。

行政から独立した組織による事業展開が図れるよう、民
間事業者との連携を強めながら、効果検証に基づく事業
の見直しと事業ごとの効率的な予算執行により、経費削
減に努める。

また、町の観光を取り巻く情勢の変化に対応し、町の将
来像や観光活性化の目的、目標を明確にしながら各種団
体がそれぞれの役割の中で観光施策を計画的かつ戦略
的に推進できるよう観光振興計画を策定しており、その中
で行政として実施する事業を棲み分けていく。

25,808 48,923

八島湿原への観光客数は増加しているが、あざみ館
への入館者数は減少している。リピーター増加の仕掛
けが必要 また 平成19年度に発足した霧ヶ峰自然環

指定管理者である観光協会との連携強化を図る。
入館しやすい雰囲気作りや八島湿原ならではの魅力あ

るオリジナル商品による物販の充実と貴重な資料展示の

23,115

21 手法改善

観光交流人口を増やす努力は行政だけで行うもので
はなく、受益者となる観光事業者等との連携・調整に
よる事業実施が図られるべきである。目指すべき方向
性を共有しつつ、行うべき役割分担を明確にする作業
が必要となる。また、観光客が欲しい情報や興味を感
ずる情報発信と受け入れ側が期待する客層などにつ
いて、個別具体的な検討が必要である。本年度策定を
予定している「観光振興計画」により手法改善を目指
す。

観光振興計画の中でも情報発信のあり方について検討
が進められているが、知名度を上げるための宣伝、実際
に送客や来訪に結びつく宣伝等目的別に発信する情報の
整理を行い効果的な媒体を活用していく。
また、観光客の求める情報や素材の把握を通じ下諏訪の
魅力を発信していく。
さらに、ドライブインや旅行エイジェントへの営業活動を強
化し、滞在時間の延長と観光消費額増に努める。

3,866

4

館の管理運営
産業振興課

(279420) 商工観光係

下諏訪町まるごと博物館
事業

産業振興課

(279450) 商工観光係

山林の維持管理 産業振興課

(247200) 農林係

けが必要。また、平成19年度に発足した霧ヶ峰自然環
境保全協議会での協議・検討を考慮し、霧ヶ峰、車
山、八島の３つのビジターセンターの広域的な連携が
必要。

るオリジナル商品による物販の充実と貴重な資料展示の
PRに努める。また、高原と下諏訪温泉を有機的に結びつ
ける商品造成等経済波及効果のある仕掛けを考えてい
く。
霧ヶ峰自然環境保全協議会での検討結果を反映した保護
と利用のあり方を推進していく。

700 700 0

23 手法改善

効果的に資源を発掘するために必要なヒアリングや
ワークショップ形式などの手法については、事務局及
び隊員間で一定の理解は得られており、成果はあった
と考えられる。今後はそうした手法を用いて、活動の裾
野を広げる必要がある。隊員の参加動機の向上や隊
員相互の情報共有の仕掛けづくりが必要である。
また、活動をより広げるためには事務局と隊員、隊員
同士の情報共有を図りつつ、隊員の共同体意識を喚
起することで、事務局が関与しなくても活動が広がって
いく仕掛け作りが必要である。

町民が町内の既存ないし隠れた観光・文化資源等を、ヒ
アリングやフィールドワークによって掘り起こし、それを再
評価していく活動を継続しながら、地図情報やヒアリング
集作成、データベース構築により発信すべき情報を整理
する。
町民との情報共有では、ミニコミ紙による情報発信や地域
別ウオーキングツアー等隊員自らが案内人となって宝を
紹介していく場面を考えていく。また、御柱を活用したプロ
グラムとして「御柱を１００倍楽しむための町民講座」の企
画運営や着地型商品となるようなツアー造成など宝探しの
成果のまとめと活用を図っていく。

1,631 1,623 ▲ 8

22 手法改善

24 手法改善

町有林整備、その他民有林の整備の補完的事業で
ある。地域住民の大多数は森林整備の必要性等の認
識は高いが、循環林活用の場合外材の輸入拡大によ
る国産材の価格低迷等により財産収入を見込めない
苦しい状況である。取り巻く環境が苦しいときほど町有
林が他の民有林を引っ張っていく必要がある。

4,241 4,782

森林の持つ多面的かつ公益的な機能を踏まえ、いかに
低コストで効率的に整備を進めていくかあらゆる角度から
の検討を続けることに努める。 また、農林業へのニホン
ジカの被害拡大に伴い猟友会と連携を深める中で、広域
捕獲捕獲等獣害対策に力を入れていく。
町有林については、植樹祭を開催し地域森林ボランティア
の参加を促し森林整備の一部として植樹を行ってもらう。

541

4
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町有林の整備 産業振興課

(249100) 農林係

農業用施設の改修及び
農地管理

産業振興課

(233100/233200) 農林係

産業振興センター運営事
業

産業振興課

(285100) 商工観光係

砥川治水対策・承知川激
特事業等の促進

建設水道課

▲ 1,548

(４㌻同様)

町農業の維持・活性化、農用地の荒廃を防ぐために
町の関与は必要であるが、全てを町が担わなくてもよ
いと考える。

農地所有者、水利権者との役割分担を明確なものにし
理解をいただく中で、工法の見直し等により経費の削減に
努める 4,266 1,817

25 手法改善

町有林整備、その他民有林の整備の補完的事業で
ある。地域住民の大多数は森林整備の必要性等の認
識は高いが、循環林活用の場合外材の輸入拡大によ
る国産材の価格低迷等により財産収入を見込めない
苦しい状況である。取り巻く環境が苦しいときほど町有
林が他の民有林を引っ張っていく必要がある。

8,425 6,877

▲ 2,449

27 コスト低減

工業振興センターの設置後、町工業の情報発信とし
てのイルダスの運営、諏訪圏工業メッセなど展示会へ
の出展支援、産学官連携、受発注支援等成果は現れ
ている。工業振興協議会も設立後１０年の節目を経
て、新たな事業の可能性を模索している。協議会の事
業に応じて補助金額も見直もしていくが、センターは下
諏訪町の工業振興策として維持していく。

工業振興については、工業展への出展を積極的に行
い、受注のきっかけ作りに努める。工業振興協議会の事
業については、発足当初の初心に返り会員の意向を反映
して事業の見直しをしていく方向にあり、同協議会への補
助金は３部会から２部会に組織を変更し、部会ごとに事業
と予算を精査して作成してあり１２０万円の補助を行うこと
とした。

8,389 4,512 ▲ 3,877

26 手法改善

28 拡 充

今年度から承知川激特砂防事業も始まり、さらなる
県と連携した取り組みが必要となっている。

県の急傾斜地崩壊対策事業の事業手法の見直しによ
り、負担金が減ったため、全体としては減額となったが、承
知川砂防事業実施に伴う負担金は増額となっている 4 553 2 753 ▲ 1 800

5

事

(333200/343200) 都市整備係

橋りょうの維持管理 建設水道課

(317100) 建設管理係

公共下水道施設の維持
管理

建設水道課

(351100/下水道事業特
別会計)

温泉下水道係

すまいの安全「とうかい」
防止対策事業

建設水道課

(343400) 都市整備係

町道の維持管理（町道の
除雪、融雪事業）

建設水道課

(313100) 建設管理係

温泉事業 建設水道課

(温泉事業特別会計) 温泉下水道係

690 ▲ 450

28 拡 充 知川砂防事業実施に伴う負担金は増額となっている。 4,553 2,753

災害時のライフライン確保の面からも、主要道路の
埋設管・幹線も管路調査や耐震化を含めた補強工事
が必要となってくる。

下水道管の延命措置及び地震に対する耐震化を進めて
いくなかで、１０年計画で事業を進めたい。

233,503 198,288

▲ 1,800

29 拡 充

建設されてから塗装等の維持がされていない橋りょ
うも多く、橋りょう長寿命化修繕計画を立てながら、適
正な管理を行っていく必要がある。

長寿命化修繕計画を策定しながら、適正な管理を行って
いくが、小規模な橋梁で、当面修繕(塗装)の必要なものは
１５程度あり、年次計画で年間(４～５箇所)を実施してい
く。

1,140

▲ 35,215

31 手法改善

県下各地で耐震診断、耐震補強に取り組んでいるも
のの、関心が低く成果が上がっていない。更に地震の
怖さを再認識するようなピーアールが必要。

事業のＰＲに努め、町耐震化促進計画にあわせるべく、
簡易診断２５戸、精密診断１０戸、耐震補強助成２戸、合
計８８万円の増額を図った。 870 1,750 880

30 拡 充

375,100 21,800

32 手法改善

融雪剤散布については、主要町道や通学路につい
ては業者委託しているが、その他については住民によ
り行われている。除雪については、業者委託している
道路のほかは、特に歩道の除雪等住民との協働で進
められるよう検討が必要である。

住民との協働を進める。主要道路の除雪・融雪剤散布に
ついては、マニュアルに沿って行っていく。

3,200 3,360 160

33 手法改善

より一層の加入促進に努める。 余裕口のある地域を重点地域として、様々な機会をとら
え加入の働きかけを行う。財政安定のため、未収金の回
収に努める。 353,300

5
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消防団等に関わる事業
(非常備消防)

消防課

(383100/383200/383300) 庶務係

防犯・防災を進める団体
への支援

消防課

(381950) 庶務係

体育館の管理運営 教育こども課

(477200) 体育係

体育施設の管理 教育こども課

(479100/479200) 体育係

学校施設の開放 教育こども課

高齢化、少子化が進み団員の確保が難しい状況に
なっている 女性消防隊の活動状況の紹介や新入団
員の勧誘方法を工夫しながら団員確保に努めている。
事業所に消防団員が在籍していれば県の事業税が軽
減される措置もあるなど新たな試みもある。

実施計画の消防団員法被等被服購入事業は、国の地
域活性化・生活対策事業として前倒しで実施された。車両
更新の見直しに伴い、車両修繕代の増額をし、維持管理
に努めたい。団員募集の桃太郎旗を購入し団員確保に努
めたい。

29,770 29,224 ▲ 546

35 拡 充

安全安心の町づくりのため防犯灯設置により犯罪件
数を抑えることができる

諏訪防犯協会連合会負担金が、町人口減により削減。
町防犯指導員１人減となる。

2,318 2,257 ▲ 61

34 拡 充

4,145 3,020

36 拡 充

耐震補強設計実施。体操器具等備品の整備が必
要。

耐震補強工事２０年度完了。体操器具は年次計画により
購入を図る。２０年度において跳馬購入。（寄附３０万円）
次年度は平均台購入のため予算計上。（寄付金３０万円）

5,322 4,859

平成１８年度からジュニアサッカーの夜間の校庭使
用が増えている。夜間解放の使用料は、その大部分
が照明電気料にあてられており、今後は施設使用の
拡大を図るとともに 減免や使用料（電気料含）の見

懸案事項である減免団体については、受益者負担の適
正化から、サービスやコストに見合ったものであるかなど
検証をする中で、今後関係各課と連携を取り早期に検討
する必要がある

1,065 1,010

▲ 463

37 拡 充

当面の施設整備については、２１年度開催の全国規
模のボート大会開催が予定されているので、錬成の家
の整備が必要である。

２１年度の全国マスターズレガッタ及び全国市町村交流
レガッタの開催のため、艇庫・錬成の家の整備をはかり、
地元開催として町補助金を計上。

1,125

▲ 5538 拡 充

6

(481100) 体育係

体育館の耐震事業 教育こども課

(482200) 体育係

文化センター主催の催物 教育こども課

(463400) 生涯学習係

今井邦子文学館の管理
運営

教育こども課

(465100/465200) 博物館

子育て応援カード事業 教育こども課

(131950) 子育て支援係

研修の家管理運営事業 教育こども課

(443500) 子育て支援係

1,247,903 1,151,552 -96,351

拡大を図るとともに、減免や使用料（電気料含）の見
直しを検討する必要がある。

する必要がある。
1,065 1,010 ▲ 55

39 拡 充

公共建築物は、防災上、避難施設として特に重要な
ので施設の整備に努める。

２０年度において工事完了。

150,382 0 ▲ 150,382

38 拡 充

1,683 ▲ 63

40 手法改善

実行委員会を立ち上げてしもすわ人形劇まつりを実
施。 今後は共同企画を検討する。

２０年度より、業者依頼の大きな自主事業は実施を取り
やめた。共同企画も検討中。 1,140 1,140

協賛事業所の拡大を図り、子育て応援カードの利用
の枠が広がるようにしていくこと。また、カードの交付
後の１年間の有効期間も検討の必要と思われる。

平成２０年１０月よりカードの有効期間を３年間に延長、
また協賛事業所の拡大も図ってきた。更に利用者の利用
増大につながるよう協賛事業所の増加を目指していく。

219 212

0

41 手法改善

管理運営を地域のまちづくり協議会に委託すること
を検討する。

２０年度湯田町まちづくり協議会に受付・管理業務を委
託したが、２１年度も同協議会に委託する。また、委託した
ことにより、従来の委託料より削減が図られ、今後も効率
的に受付・管理業務を実施していきたい。

開館日数３０９日分。（シルバー補完分含む）

1,746

▲ 7

43 手法改善

研修の家の使用料は、現在無料であるが、適正な受
益者負担を図っていきたい。

平成２０年度の研修の家使用料の有料化を引き続き継
続し、適正な受益者負担のもとに２９４千円の使用料を計
上。

1,217 1,156 ▲ 61

42 手法改善
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