
令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 35

Plan

事業名 自治会活動費 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 2 款 1 項 12 目 29 48

担当部署 部 市民安全部 課 市民課

総合計画体系 めざすまちの姿 １　ひとが育つまち 基本計画 １－⑦まちづくりはひとづくり

事業の目的 自治意識の高揚とコミュニティの推進を図る

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

300 0

682 0

1,500 1,500

538 0

16,772 4,000

45,482 0

自治会連合会運営費交付金 2,844 0

その他 145 0

合計 68,263 5,500

Check

成果指標

成果指標名（単位）

自治会加入世帯数 18,278 19,000 19,422 19,450

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A 自治会や連合会の自主的な活動を促進し、良好な地域社会の発展に資するため。

有効性 A 自治会や連合会の自主的な活動を促進し、良好な地域社会の発展に寄与している。

効率性 B

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 拡大

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

自治会地域活動補助（先進的事業実施補助）

公会堂等建設補助（公会堂等備品購入、修繕補助）

自治会連合会運営費交付金

３か年の合計事業費 188,092

実施
計画

事業1 事業2

・自治会活動助成事業
　市内自治会組織の自主的な運営を促進し地域活動の活性化を図る
・自治会連合会助成金
　自治会連合会の円滑な運営と自治会相互の協調及び研修等の充実を図る
・公会堂等建設助成事業
　自治会活動の充実を図るため、公会堂等の建設、修繕や備品の購入に対し補助金を交付する

平成30
年度

自治会地域活動補助（先進的事業実施補助　3自治会）

公会堂等建設補助（公会堂等備品購入補助　3自治会）

公会堂等建設補助（コミュニティ活動推進事業補助　1自治会）

公会堂等建設補助（公会堂等修繕補助　3自治会）

公会堂等建設補助（公会堂等新築補助　1自治会）

自治会運営費交付金（41自治会）

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

平成30年度に交付金及び補助金の見直しを行い、他市と同水準となった。

今後の
方向性

自治会や連合会の自主的な活動を促進し、良好な地域社会の発展に資する事業を行っている。
令和3年度より公会堂等建設補助金の備品購入補助廃止に向け、各自治会からの駆け込み申請が予想さ
れるため、令和2年度は拡大する。

令和2年度 令和3年度

公会堂等建設補助（公会堂等新築補助　1自治会）

自治会運営費交付金（41自治会）



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 36

Plan

事業名 男女共同参画推進事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 2 款 1 項 17 目 33 53

担当部署 部 市民安全部 課 市民課

総合計画体系 めざすまちの姿 １　ひとが育つまち 基本計画 １－⑦まちづくりはひとづくり

事業の目的 男女がお互いの違いを認め合いながら共に参画し、自らの能力を発揮することができる社会の実現

事業の概要

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

675 0

男女共同参画イベント実施（ステキライフトークショー開催） 100 50

19 0

その他 269 0

合計 1,063 50

Check

成果指標

成果指標名（単位）

イベント・セミナーへの参加者 44 70 146 80

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 A

有効性 B イベントの開催方法により参加人数の変動が大きいため。呼びかけ方法や開催方法、内容等を工夫する必要がある。

効率性 B 参加者の増加を図るため、受益者負担を求めることができない。

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 拡大

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

男女共同参画イベント実施

男女共同参画推進計画策定業務

３か年の合計事業費 7,374

実施
計画

事業1 事業2

「第3次湖西市男女共同参画推進計画」に基づく各施策の推進
男女共同参画審議会の開催
男女共同参画推進員の発足
女性相談の開催

平成30
年度

女性相談開催（毎月第1～4木曜日実施）

パープルリボン啓発活動（1ヶ月間実施）

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

地域セミナーにおける地域住民との意見交換などにより、徐々に「男女共同参画」の認識が広まっているが、まだ十分
ではない。

今後の
方向性

男女共同参画社会実現のための事業の維持は必要である。
令和2年度は次期推進計画の策定のため事業費は拡大する。

令和2年度 令和3年度

女性相談開催（毎月第1～4木曜日実施）

パープルリボン啓発活動（1ヶ月間実施）



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 37

Plan

事業名 成人式開催事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 10 款 6 項 4 目 287 573

担当部署 部 教育委員会事務局 課 社会教育課

総合計画体系 めざすまちの姿 １　ひとが育つまち 基本計画 １－⑦まちづくりはひとづくり

事業の目的 新たな成人を祝い、成人としての自覚を高める。

事業の概要 新たな成人を祝い、成人式を開催する。

Do

事務事業評価 （単位：千円）

事業内容と活動実績 決算見込額 内、特定財源

1,772 0

合計 1,772 0

Check

成果指標

成果指標名（単位）

参加率（％） 84 85 84 85

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 B 新たな成人を祝い、成人としての自覚を高めるためには必要。

有効性 B 近年、高い参加率を維持しており、成人の自覚を高める場となっている。

効率性 B 常に経費の見直しと内容の拡充を図り、より効果的な事業内容としていく。

Action

事業費 左記についてのコメント

維持 次年度 維持

実施計画 （単位：千円）

事業内容
令和元年度

成人式の開催

３年間の合計事業費 5,535

実施
計画

事業1 事業2

平成30
年度

成人式を開催した。（一部式典、二部アトラクション） 523人参加

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

新たな成人を祝い、成人としての自覚を高めるためには必要な事業であるが、常に経費の見直し
と内容の拡充を図り、より効果的な事業内容としていく。

令和2年度 令和3年度
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