
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


（事業通番） 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

(015200) 企画係

事業別予算説明書の作
成と発行

総務課 1,123 840 ▲ 283

(019300) 企画係 818 535 ▲ 283

増　減

　住民サービスを的確に対応するためには、職員の資
質向上を常に図る必要がある。また、自らの仕事をより
深めるために専門研修への参加が必要であると考えて
いる。今後とも職員に研修メニューを周知し研修参加を
促したい。

　住民ニーズに沿った行政サービスを行うため、これらを担
う人材の育成は必要であり欠くことができない。このような
状況を踏まえ、従来からの全職員、幹部職員、海外、専
門、一般研修等をより充実し実施する。また、今後とも職員
に研修メニューを周知し研修参加を促していく。

1,803 1,781

番号

▲ 221

  総合計画後期基本計画策定、第4次行政改革大綱策定、
行財政経営プランの見直しを行い平成23年度から5年間の
第2ステージがスタートする。各計画の進捗状況の確認と
評価をすることで事務事業の効率的な運用に結びつけて
いきたい、また、併せて更なる職員の意識改革向上が必要
となることから、3計画の共通認識を持つための機会をつく
り、徹底したい。予算については、事務経費のみとし、削減
に努める。

115

3 手法改善

　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、評価事務処理の改
善を実施してきたが、評価する事務事業の取捨選択と
事務事業評価の必要性など取り組みへの職員意識を
向上させる必要がある。
　事務事業評価が予算編成、今後の事業の見通しに
必要であることを再認識していただくよう、更に課員へ
の意識づけを図る。

　事業の仕分けの一つとして、事務事業評価の重要性を更
に周知し、精度の高いものとしたい。単なる結果を明記する
のではなく事務事業の内容を分析し、予算、実務に活かし
ていきたい。
予算は、ゼロ予算で実施。

2 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。機構改革を契機
に職員の意識改革も更に必要となる。
　身近な係内、課内の連携強化を図り、各年度の進捗
状況の確認と評価をすることで効率的な事務事業の実
施に結びつける必要がある。

62

平成２２年度(21年度分)事務事業評価結果
当初予算案における考え方 H22予算額 H23予算額

拡　　充

0 0

▲ 53

0

4 手法改善

　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実施の方法を
検討する必要がある。
　実施の手法を見直し、多くの町民が気軽に参加でき
る場とする。

　事業別予算説明書の作成の意味を再確認し、より町民に
分かりやすく説明するため、工夫を加えていきたい。平成
22年度版では大幅に内容、構成を変更しスリムなものとし
た結果、作成経費の削減につながった。23年度も内容を明
確に構成、文章はわかりやすく、見やすいものとしたい。
広告収入も1枠金額を下げたことにより、件数は増えたの
で、安定した広告収入があるよう努めたい。

広告収入分充当 



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

505

6 20

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実施の方法を
検討する必要がある。
　実施の手法を見直し、多くの町民が気軽に参加でき
る場とする。

　町民への情報提供や意見を聞く機会の充実は必要であ
り、町長と語る会、しもすわ未来議会、町長への手紙・メー
ルなど実施方法について、多くの方が参加できるよう対象
や時期、手法を検討しながら実施する。

122 172

縮　　小

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

　現在保有している在庫終了次第廃止

20

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。
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。

　諏訪６市町村が共同で利用しているｼｽﾃﾑの共通部分等
については、共同利用、購入などを順次導入しコスト低減
に努めてはいるが、平成２３年度は庁内情報ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞ
(公開ｻｰﾊﾞ、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱｻｰﾊﾞ等)の保守期限満了に伴い、
ｻｰﾊﾞ更新や公共施設予約ｼｽﾃﾑ更改等費用が嵩む業務
が増えたため増額となる。

55,164 58,0037

0

〈H21事務事業評価シートから転記〉

2,839

8 手法改善

　駐車場の利用率が低いため、契約台数を増やす方策
を検討する。
　利用者の利便性を考え、現在の区画割りが最適なも
のか検討すると同時に、利用者増に向けて一層のＰＲ
に努める。

　町営駐車場は、利用促進を図り貸付区画は増加したが、
未利用地の一層の利用促進に努めたい。
　町営住宅の新規入居者募集の方針はない。現入居者の
ための施設維持管理であり、使用料の増加は見込めな
い。

1,889 4,808 2,919



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


（事業通番） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

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

〈H21事務事業評価シートから転記〉

2 拡　　充

　施設の老朽化に伴い、新施設建設が進められ、１２
月に完成を迎えた。
工事期間中の火葬場利用者に迷惑にならぬよう仮設
火葬場を建設し、近隣の住民の方に対し環境に配慮し
た新施設であり、今後経費削減を図る必要がある。

　新設された湖北火葬場（湖風苑）の利用者及び近隣住民
の方の環境に配慮した施設であります。岡谷市と協働で管
理運営については費用削減に努めます。

15,263

番号
平成２２年度(21年度分)事務事業評価結果

当初予算案における考え方 H22予算額 H23予算額

18,0721

　「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。

増　減

　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。また、２３年４月からごみ有料化に向けて多くの
参加者が見込めることから処理機器を１基増設しセンター
の拡充に努めより一層の推進に努めます。

19,760

2,809

3,636

拡　　充

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


（事業通番） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

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

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

▲ 248

　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。

　健全な財政運営に努めて行きますが、維持管理上必要と
する施設設備の改修等については、基金残高・財政状況を
見ながら計画的に整備を実施して行きます。 234,2142 コスト低減 241,930 7,716

1 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。

　4月から障害者自立支援法による通所施設の利用料につ
いて、利用者が市町村民税非課税の場合無料となったこ
と、今国会で障害者自立支援法が改正され、応能負担を原
則とする内容であり、さらに今後現障害者自立支援法が廃
止され新しい法が制定される見込みもあるため、しばらく状
況を見ていきたい。

17,121 16,873

番号
平成２２年度(21年度分)事務事業評価結果

当初予算案における考え方 H22予算額 H23予算額

▲ 175

増　減

　本年度は国等の補助により、諏訪湖畔に野外健康器
具を設置したり、インターバル速歩を行い、町民の健康
づくりを考えてきた。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」のためさらに成果を出していき
たい。

　２１年度からスタートした、インターバル速歩、ヘルスアッ
プの各講座を継続して実施し、町民の健康づくりに対する
意識をより高める。また、２３年度は１９年に策定された健
康づくり計画の最終年度であり、次期に向けての計画の見
直しをする。

2,709

30

　育児不安を抱える母親が増える中、心理判定員により気
軽に相談できる環境を整える。また、ストレス社会と言われ
る今、不安定な人間関係等で悩みを持つ方も多く、不況の
影響もあり、相談窓口の拡充は必要と考える。

236 266

2,5343 拡　　充

〈H21事務事業評価シートから転記〉

4 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作ることが大切である。



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


（事業通番） 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

21,443

平成２２年度(21年度分)事務事業評価結果
当初予算案における考え方 H22予算額 H23予算額

1 手法改善

番号

18,442

〈H21事務事業評価シートから転記〉

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
業に応じて補助金も見直もしていく。
　ものづくり支援センターの設置も提言されている。

　産業振興センター内に「ものづくり支援センター」を設置
し、町・商工会議所など町内の工業関係経営資源を集約
、情報の発信で企業間の強固なネットワークを形成し、連
携による新分野・新市場展開への支援、受注確保や技術
の高度化に対する支援、販路開拓やマーケティング強化
への支援､人材育成や後継者育成事業、経営サポートの
充実などを行うことにより、工業の活性化を図る。
　また、町・商工会議所によるワンストップサービスを提供
する。

3,001



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


（事業通番） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

諏訪大社秋宮周辺の活
性化

建設水道課

(357500) 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（除雪、
融雪剤散布）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)

下水道温泉管理係

温泉事業 建設水道課

(温泉事業特別会計) 下水道温泉管理係

－

4 拡　　充

　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る。

　施設の機能維持のため、計画的な点検・清掃・修繕に努
め、延命化に伴う幹線・緊急輸送避難路の調査を実施。ま
た、全体計画の見直と事業認可の変更を合わせ行う。 70,483 108,405 37,922

1 廃　　止

　民間事業者による食事処と土産品店が建設され、併
せてコニュティー施設の公衆トイレ、足湯、観光情報シ
ステムが整備され、すでに整備済みのまち歩き用案内
看板の設置等により一定の整備が図られた。 0 －

増　減番号
平成２２年度(21年度分)事務事業評価結果

当初予算案における考え方 H22予算額 H23予算額

2 拡　　充

　平成２５年度までに長寿命化修繕計画を策定しなけ
ればならず、平成２２年度から橋りょう点検を実施し、
適切な修繕を行う。

　平成２２年度から平成２４年度までに橋りょう点検を行うこ
とで、平成２５年度での長寿命化修繕計画の策定が可能と
なるが、それに併せ小橋の架け替え等が必要となる。 2,628 6,280 3,652

　業者委託には限界があり、生活道路や歩道において
は、地区住民との協働が不可欠であるが、住民の高齢
化や核家族化等により協働が進行しておらず、融雪剤
散布路線も増加している。
　自治会活動やアダプトプログラム或いはボランティア
等の参画が必要と思われる。

　住民の参画は必要であり、それを受け一部の地区におい
ては機能しているが、住民の高齢化が進む中いろいろな方
法を模索してきたが結果は出てきていない。現状維持とす
る。 3,354 3,344 ▲ 10

▲ 14,900

3 手法改善

〈H21事務事業評価シートから転記〉

5 手法改善

　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、未収金の回
収に努める。

378,400 363,500



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


（事業通番） 係　　　　名 総合評価 説　　　　　　明

勤労青尐年ホーム活動
の助成

教育こども課

(213300) 生涯学習係

伏見屋邸復元修理事業 教育こども課

(453150) 博物館

1,077

〈H21事務事業評価シートから転記〉

拡　　充

　伏見屋邸を復元修理し、保存活用を図るため検討を
行う。

　建物の修理事業は平成22年度で終了し、平成23年度か
らは管理運営費を計上し、伏見屋邸の活用を図る。

番号

　公民館との共催事業は異年代間の交流の場として継
続することがよいが、勤労青尐年の学習・交流の場作
りを検討する必要がある。勤青ホーム活動として若者
の出会いの場づくりを取り入れることがよい。
　年齢層を限定するなど若者向けの講座内容の検討も
必要。

　今の若者がどのようにすれば興味を持って参加するのか
が課題である。昔のような勤青ホームの出会系の講座につ
いては、必要な気がするが時代にマッチしていない。６市町
村の公民館主事会の中でも勤青ホーム講座については、
課題となっている。現在行っている講座を見直し若い年齢
層が興味を持つ講座を取り入れる予定である。

平成２２年度(21年度分)事務事業評価結果
当初予算案における考え方

1

▲ 18,8682 2,02220,890

増　減

▲ 751,002

H23予算額

手法改善

H22予算額


