
事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　　総　　務　　課

（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

広域的な行政等の推進 総務課

(015100・015300) 企画係

行政改革の推進 総務課

(015200) 企画係

事務事業評価 総務課

(015200) 企画係

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

▲ 978

2 拡　　充

5 手法改善

　冊子の内容や構成、厚さなど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。今後、多くの広告
料を見込めるか不透明であり、当冊子作成の主旨を理
解いただき賛同企業を増やしていくことが必要である。
また、全戸配布を必要とするか等、検討の余地が残さ
れている。

　発行3年を経過したが、行政の町民への情報発信、透明
性ある行政運営の主旨から、22年度も全戸配布する。ペー
ジ数や内容の見直しを行い、より見やすく活用しやすいも
のへと変更していく。広告掲載については、景気低迷によ
るところが大きく掲載企業も減尐しているが、新たな歳入確
保の視点から広告募集を実施し、掲載継続に向け努力す
る。

2,101 1,123

　市町村合併の進展に伴い、広域行政圏施策は、当初
の役割を終えたとし、広域行政圏は平成21年3月31日
で廃止された。しかしながら事務共同化など広域連携
の必要性は変わらないことから、地方分権の流れを踏
まえ、国・県からの権限移譲の受け皿を含め広域連合
の役割は重要である。諏訪地域ふるさと市町村圏計画
後期基本計画が平成19年度からスタートし、計画実現
に向けて、積極的に各事業の推進に努める。

　諏訪広域連合に対して、圏域の市町村と連携して行う事
務事業に必要な経費を負担する。町単独では非効率な事
業を共同で処理することにより事務の効率化を図り、諏訪
地域ふるさと市町村圏計画に基づき、現況と課題を分析し
ながら、施策の展開に掲げられた各種事業を推進してい
く。

11,601 10,467

増　減

　住民サービスに的確に対応するための職員資質の向
上と、職員個々の学習意欲に期待するとともに、特に、
専門研修への参加の促進。

　職員の学習意欲に期待し、能力・資質・専門知識の向上
を図り、もって、住民サービスの向上を目指す。また、その
時々に応じた職員全体研修を選択実施する。
　公費支出の伴わない研修の選択を考慮する。

2,200 1,803

▲ 1,134

番号
平成２０年度事務事業評価結果

平成２２年度当初予算案における考え方 H21予算額 H22予算額

▲ 397

0

3 拡　　充

　行政改革大綱、行財政経営プランの計画的な進行を
図るため、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。また、職員数の
削減を視野に入れた改革を計画的に進める。

　平成22年度は、第4次行革大綱策定年であり、組織改革
の検証も含め更に行政改革に取り組む必要がある。併せ
て、行財政経営プランにおいても、投資的事業等の見直し
から中長期の行財政経営を推進する。

113 115

0

▲ 61

2

1 拡　　充

4 拡　　充

　事務事業評価の事務は年間のスケジュール、具体的
な記載要領等を当初に示すことで、比較的スムーズに
実施され、予算へのリンクもできたが、事務事業評価
の必要性や内容の明確性など職員一人ひとりの取り
組み意識を統一していく必要がある。

　事務事業評価の必要性を再確認するとともに、予算への
反映状況等活用について更に検討し、有効な事務事業実
施のツールとして職員が利用するよう取り組んでいく。ま
た、常に職員が業務改善や事業の再見直しするという意識
の向上も含め推進していく。

0

　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、地域コミュニティに活用される
よう引き続き各地区へのＰＲが必要。３年目の事業に
対しては、自立に向けた支援が必要となる。

　チャレンジ事業支援金制度を導入して５年目を迎えるが、
各区の創意工夫ある事業が提案され、多くの地域住民が
参加参画し、活力あるまちづくりが推進されてきている。更
に住民による参画協働、民公協働のまちづくりに向けて事
業の推進に努める。

4,666 4,6056 手法改善



町政に関する町民の意
見等の反映

総務課

(019200) 企画係

防災行政ラジオ普及促進 総務課

(023350) 情報防災係

コンピュータ処理事業 総務課

(029100) 情報防災係

町営駐車場、町有土地
建物の維持管理

総務課

(011300) 管財係

拡　　充

　町の政策、施策を直接町民に伝えることは行政の説
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。

　町の方向性を具体的に町民に示し、意見を聞くことは重
要であり、「町長と語る会」により情報の共有化が図られて
きている。21年度は手法を変えて実施したが、22年度にお
いても、御柱祭等行事日程を考慮し、効果のある実施内容
を検討していく。

122 122 0

8 縮　　小

　住民生活の安全・安心のまちづくりを推進していくた
めには、正確な情報の発信が不可欠であり、防災行政
無線難聴地区等における防災ラジオの普及は必要
購入希望者が減ってきているため、在庫が終わり次第
廃止

　在庫が終了次第事業終了

0 0

7

コスト低減

　総合行政ネットワークシステムの更改等で諏訪６市町
村共同利用システム利用の推進により、経費を節減す
ることができた。さらに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。
　また、個人情報漏洩事故のないよう、常にセキュリ
ティーの向上に努め、機器・システムの脆弱性をなくす
とともに、セキュリティーポリシーに基づいた運用面で
の職員の意識向上を図る。

　既存システムを維持管理していくためにかかる経費はシ
ステム更新時期でないと見直しは難しいが、H21年度事業
の入札結果や経費見直しにより若干減額とした。新規事業
（CMSと資産管理）についてはシステム選定を適切に行い、
費用対効果を検証しながら進めていく。また、６市町村や県
との共同構築などにより、効率的なシステムの導入を進め
るとともに、セキュリティの向上を図る。

53,566 55,164

0

〈H20事務事業評価シートから転記〉

1,598

10 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。
　現在の使用料が適正なものか検討すると同時に、利
用者増に向けて、より一層のＰＲに努める。

　町営駐車場の利用促進を図るために、大社駐車場を(株)
井口と「事業用定期付借地権設定契約」を締結し、長期間
（20年間）の契約締結により、安定的な収入確保が可能と
なった。
　また、駅東駐車場は植松交通への貸付等が増加したもの
の、未使用地の一層の利用促進を図りたい。
なお、町営住宅の維持管理は、新規入居者等の方針はな
いため、現入居者のための維持管理を基本とし、今以上の
使用料の増加は見込めないものとなる。

741 1,433 692

9



事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　住民環境課

（単位：千円）

事　　業　　名 課　　　　名


（予算事業コード） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

保険給付に関すること 住民環境課

国民健康保険特別会計 国保年金係

老人保健拠出金に関すること 住民環境課

国民健康保険特別会計 国保年金係

老人保健の運営 住民環境課

(801100.老人保健特別会計) 国保年金係

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

1 拡　　充

▲ 4003 縮　　小

　平成２０年度に創設された長寿医療保険（後期高齢
者保険）制度に移行したため、平成２２年度３月をもち
事業が終了する予定。

　長寿医療保険（後期高齢者保険）制度に移行したため、
それ以前の財務処理を行います。

900 500

2 縮　　小

　制度廃止により精算期間である。 　老人保健制度の廃止により、平成２０年度老人拠出金の
精算を行います。

19,905 1,857

増　減

　「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。
　平成２４年度途中にリース期間が終了し、処理機等
の所有権が町に移転するため、それ以後は事業費の
圧縮を図ることができる。
　庭置き始期コンポストの検討等各家庭の実情に合わ
せた生ごみ処理方法の選択肢を委員と共に提案できる
よう検討したい。

　湖周ごみ処理施設の建設に向けて、ごみの減量化を進
めるに当たり生ごみ減容リサイクル事業は推進委員会と協
働し参加者の増加に向けた活動が必要と考えています。住
民の方には堆肥促進剤を配布しながらコンポストとの併用
を促し、生ごみ処理の選択肢を提案しながらごみの減量化
に努めます。

16,375 14,742

62,276

▲ 18,048

番号
平成２０年度事務事業評価結果

平成２２年度当初予算案における考え方 H21予算額 H22予算額

▲ 1,633

　医療費も年々増加し、国保財政を圧迫している。その
うえ、医療制度改革により事務が煩雑化するなか、職
員はそれを十分理解し、被保険者により分かりやすく、
また、あらゆるニーズに応えなければならない。また、
疾病の早期発見及び保健予防を充実させるために医
療保険体系の一元化が望まれる。

　疾病構造の変化や医療技術の高度化などにより、医療
費は年々増加していますが、疾病の早期発見及び保健予
防を充実していきます。

1,471,779 1,534,055

▲ 52,747

4 拡　　充

〈H20事務事業評価シートから転記〉

5 拡　　充

　施設の老朽化に伴い、新施設建設が進められてい
る。
工事期間中の火葬場利用者に迷惑がかからないよう
仮設火葬場を建設し、近隣の住民の方に迷惑をかける
ことのないように環境に配慮した新施設である。
　湖北火葬場事業経常費分担金割合は１８年１０月の
人口割合で２９．３％。

　湖北火葬場は、昨年１２月に新たな施設として完成しまし
た。新施設は、利用者及び近隣住民の方の環境に配慮し
た施設となりました。
　今後の管理運営については、費用削減に努めていきま
す。

68,871 16,124



事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　健康福祉課

（単位：千円）

事　　業　　名 課　　　　名


（予算事業コード） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

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

介護予防事業 健康福祉課

(099610) 高齢者係

町独自の介護予防事業 健康福祉課

(099620) 高齢者係

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

生活習慣病検診事業 健康福祉課

(165100) 保健予防係

1,863

5 コスト低減

6 拡　　充

　検（健）診申込に対する受診率、要精検者の精密検
査受診率を向上させるため、保健補導委員を通じ検
（健）診を受けることの大切さ、その結果を生かすことの
大切さを地域住民に周知すると共に、保健センターで
実施する事業の参加者にも周知する等、受診率向上
の手だてを講じてきた。本年度から後期高齢者人間
ドック助成事業を実施している。

　受診率を向上させるため、効果的に検（健）診受診の大
切さを住民に情報発信し、周知できるよう検討し、一定の年
齢に達した女性に対し、子宮頸がん及び乳がん検診の無
料クーポン券、検診手帳を交付することにより、健診受診
率の向上を図ることを目的とする「女性特有のがん検診推
進事業」を実施します。

23,158 25,021

234,268

▲ 1,444

4 拡　　充

　平成１８年度から介護保険法の地域支援事業と位置
づけられており、平成２０年度は総給付費の３％を介護
予防事業と任意事業として予定している。

　平成２２年度も総給付費の３％を介護予防事業と任意事
業として事業展開することとなっており、これまでの事業を
継続するもその中身を拡充していく。 8,213

6,377

1 手法改善

8,208 ▲ 5

3 拡　　充

　平成１８年度から始まった制度であり、平成２０年度
から特定高齢者の把握事業が介護保険法で行うように
なった。包括支援センター、保健センターと連携して行
う。

　高齢化率が３０%を超えている状況の中、高齢者を単に支
えるという視点だけではなく、自分たちも自立して健康を維
持していくんだという予防が重要になってくる。その事業を
包括支援センターと保健センターと連携し事業内容を精査
し拡充していく。

17,706 16,262

2 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。

　保護者会役員に現状を説明し、保護者に理解を求め、時
期、金額については、今後検討していく。

11,558 11,481

増　減

0

▲ 77

　向こう10年間の財政状況を試算する中で人件費、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。

　経年により必要とされる改修工事、設備、備品の更新等
については、財政が大きくひっ迫することから、今後１０年
の収支状況見込み、基金の残高等を総合的に捉え、年次
計画的に整備を進め、健全な財政運営が図られるよう努め
ていきます。

227,891

番号
平成２０年度事務事業評価結果

平成２２年度当初予算案における考え方 H21予算額 H22予算額

　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。
支給金額の見直しを検討。

　当初予算に於いては、置き予算のため特に変更はない
が、「下諏訪町災害見舞金支給要綱」の見舞金額の見直し
と県の見舞金との併給を可能とする見直しを行った。 60 60



母子保健事業 健康福祉課

(163100) 保健予防係

健康づくりの推進 健康福祉課

(169100) 保健予防係

心のケア相談事業 健康福祉課

(165200) 保健予防係

6,9417 拡　　充

　こどもを案心して産み育てることのできる環境を整え
るため、各種健康診査による疾病や異常の発見、相談
や訪問を通じての栄養指導や育児不安への対応、こど
もの発達や育児に対し、必要に応じたフォローアップを
行い、心身両面においての保健指導の充実を図ること
が重要。本年度は、妊婦一般健康診査は2回から5回
に助成回数を増やした。
将来を担う子どものため、安心して生み育てる環境づく
りは重要な課題であり、当事業の更なる充実が必要で
ある。

　県の実施要項が改正される方向で検討されていることか
ら、現行の妊婦一般健診14回に超音波健診4回が加わり
助成金額が大幅に増やされる見込みである。

19,438 26,379

　本件度からスタートした特定保健指導は、試行錯誤
で実施してきたが、参加者はそれぞれに結果を出すこ
とができた。各種団体とも連携を取る中で、「町ぐるみ
の健康づくり推進」のため、次年度に向けて本年度の
内容検証をし改善をしながら、更に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に育成するため、ヘルスアップ推進
員養成講座を実施します。また、熟大メイトを活用した健康
づくり教室などを積極的に進める。年間を通して効果的な
保健指導が行えるよう検討する。
　また、健康づくり事業全体の一元化と町民の健康づくり事
業の推進を図るため「健康づくり推進室」を設置し、より一
層の強化をします。

659 2,709 2,050

0

8 拡　　充

〈H20事務事業評価シートから転記〉

9 拡　　充

　専門家による相談窓口の利用者を増やしていくため
に、安心して利用できる環境をつくることが重要であ
る。

　育児不安を抱える母親が増加していることから、予約によ
る相談に会わせ、育児相談時に心理判定員による相談を
行うことで、気軽に相談できる環境を整える。 236 236



事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　産業振興課

（単位：千円）

事　　業　　名 課　　　　名


（予算事業コード） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

産業振興センター運営事
業

産業振興課

(285100) 商工観光係

山林の維持管理 産業振興課

(247200) 農林係

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

番号
平成２０年度事務事業評価結果

平成２２年度当初予算案における考え方 H21予算額 H22予算額

　町有林整備事業、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。
　地域森林ボランティアの里山整備への参加等を促
し、町有林整備の一部を担ってもらうことも今後は必要
となる。

1

6,877 10,361

増　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。

　平成２１年度より地域産業活性化推進室の設置に伴い、
経費はより削減となっています。
　工業振興協議会の事業については、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
助金は部会ごとに事業と予算を精査し２２年度予算要求額
を８０万円とした。

4,512 3,001

4,782 4,542 ▲ 240

▲ 1,511

3,484

　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、農林業への鳥獣被害の防止についてハクビシン等の
小動物などは職員が捕獲対応し、ニホンジカ及びイノシシ
については猟友会と連携を図る中で、広域捕獲等獣害対
策に力を入れていく。
町有林については、森の里親促進事業の導入により企業
の支援により森林整備を行う。3

コスト低減

2 手法改善

手法改善

▲ 323

〈H20事務事業評価シートから転記〉

4 手法改善

　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、水利関係者等との役割分担を明確に
し、さらなる事務事業の効率化を図る。

　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

1,817 1,494



事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　建設水道課

（単位：千円）

事　　業　　名 課　　　　名


（予算事業コード） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

住宅・建築物耐震改修促
進事業

建設水道課

(343400) 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

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

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

温泉事業 建設水道課

(温泉事業特別会計) 温泉下水道係

2,300

4 手法改善

　町民が安全に生活できるよう、計画的に予防保全を
目的として維持管理しなくてはならない。特に施設の機
能水準の保守・延命化・環境に対する悪影響の防止を
図っていくため、維持管理の必要性が求められている。

　地域住民の衛生的かつ快適な生活が送れるよう、計画的
な維持管理をしなくてはならない。特に施設の機能水準保
守、延命措置、生活環境に対する悪影響の防止を図ってい
くため、維持管理の必要性が求められている。

89,280 71,470 ▲ 17,810

1 拡充

　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。
広報誌（クローズアップしもすわ）、新聞等を利用し、町
民の関心を高めていくことが必要。

　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。全世帯向けに住宅耐
震診断・耐震補強普及啓発用パンフレットを利用し啓発に
努める。広報誌（クローズアップしもすわ）、新聞等を利用
し、町民の関心を高めていくことが必要。

1,750 4,050

増　減番号
平成２０年度事務事業評価結果

平成２２年度当初予算案における考え方 H21予算額 H22予算額

2 拡　　充

　長寿命化修繕計画により、適正な維持管理を行って
いく必要がある。

　平成25年度までに橋りょうの点検及び修繕計画策定を行
わねばならない。また、地元要望による橋りょうの補修工事
がある。 690 2,628 1,938

　業者委託には限界があり、生活道路や歩道について
は、住民との協働が不可欠となっている。例えば、町内
会等が核となり協働の内容検討が必要である。
　地区により状況の違いがあるが、協働の内容の検討
が必要である。

　雪害対策マニュアルによる作業基準に沿った凍結防止剤
散布や除雪業務を実施してきたが、凍結等天候状況のき
め細かい把握により弾力的運用を図る。

3,360 3,354 ▲ 6

3,300

3 現状維持

〈H20事務事業評価シートから転記〉

5 手法改善

　より一層の加入促進に努める。
　新たな加入促進の手段を検討し実施する。

　温泉施設の経年劣化に対処し、適切な維持管理と余裕
口の加入促進を行う。
　また、財政安定のため、未納金の回収に努める。 375,100 378,400



事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　消　防　課

（単位：千円）

事　　業　　名 課　　　　名


（予算事業コード） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

消防団活動 消防課

(383100/383200/383300) 庶務係

防犯活動支援事業 消防課

(381950) 庶務係

消防防災施設の維持管
理・整備

消防課

(385100.385200) 警防係

水防事業 消防課

(387100) 警防係

平成２２年度当初予算案における考え方 H21予算額 H22予算額

5

1 拡　　充

増　減

　全国的に消防団員が減尐する中、地域と密着した魅
力有る消防団活動をテーマに団員確保に取り組んでゆ
きたい。東海地震等大規模災害を想定すると更なる団
員の増加が望ましい。

　近年各地で発生している豪雨災害への対応力を強化す
るため、全消防団員への雨衣の支給を行う。また、分団運
営交付金交付要綱をあらたに制定し分団運営の充実を図
る。

29,224 31,475

番号
平成２０年度事務事業評価結果

▲ 20,826

4 拡　　充

2,251

2 拡　　充

　町内の犯罪防止と安全と安心の町づくりを更に推進
する必要がある。

　全国で悪質犯罪が増加する中、地域安全運動では街頭
宣伝などの啓発活動に努めるとともに、防犯灯設置補助金
制度などで町内の犯罪防止と安全、安心のまちづくりを更
に推進する必要がある。

2,257 2,262

3 拡　　充

　高齢化社会に対応していくために、取扱いやすい地
上式消火栓は１基でも多くの個数が必要である。また
地域防災の要でもある消防団屯所の維持管理は災害
に強い町づくりを目指すためにも必要である。

　消防団員のサラリーマン化と日昼の空洞化に備えて、女
性や高齢者でも取扱いやすい地上式消火栓の設置や消火
栓用４０㎜ホースセットの普及活動により、さらなる地域防
災力の向上に努める。

25,246 4,420

　消防、町関係者ばかりでなく一般町民の参加の水防
訓練ができるようになれば自助、共助の社会的秩序の
確立につながる。

　近年各地で発生している豪雨災害への対応力を強化す
るため、危機管理室で購入する土のう製作器２器の活用を
図り、水防訓練の充実はもとより地域防災力の強化をしま
す。

80

〈H20事務事業評価シートから転記〉

80 0



事務事業評価結果の当初予算への反映状況調書

課名　　教育こども課

（単位：千円）

事　　業　　名 課　　　　名


（予算事業コード） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

文化財普及体験事業 教育こども課

(453120) 生涯学習係

埋蔵文化財発掘調査 教育こども課

(453150) 博物館

学校施設の開放 教育こども課

(481100) 体育係

体育館の耐震事業 教育こども課

(482200) 体育係

02 廃　　止

　２０年度で四王前田遺跡発掘調査のすべては終了。

0

H21予算額 H22予算額

　地域の文化財についての理解を得るため、このような
取り組みは必要である。開催時期・内容等について再
検討し、継続的に実施したい。

　生涯学習の推進を図ると共に、地域の文化財等について
理解を得るため、継続的に実施する。内容については、
コースの変更・サブテーマの設定など、これまでと違った視
点から十分に検討し、新規の参加者の獲得に努める。

1621 手法改善 77

3 手法改善

　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）の見直しを検
討する必要がある。

　校庭使用は学校教育との管理管轄の問題もあるが、夜
間開放については夜間を利用しスポーツに親しむ社会人に
必要な事業であるので、今年度についても継続する。今
後、学校の施設利用の問題も含んでいるので学校教育と
の調整が必要。

1,427

増　減

▲ 85

番号
平成２０年度事務事業評価結果

平成２２年度当初予算案における考え方

〈H20事務事業評価シートから転記〉

972 ▲ 455

4 廃　　止

　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。

　平成２０年度で事業完了。

0 0


