
令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 131

Plan

事業名 新居関所周辺まちづくり事業 事業類型 ソフト ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 8 款 4 項 1 目 190 396

担当部署 部 都市整備部 課 都市計画課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ７－③生活の中で歴史に触れる

事業の目的 歴史的町並みを活用し、誇りを持てるまちや美しい・心地よい空間を形成し、交流人口の増大や地域の活性化を図る。

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

新居関所周辺地区まちづくり事業補助金　２件 3,477 0

その他 55 0

合計 3,532 0

Check

成果指標

成果指標名（単位）

補助金交付件数（件） 0 2 2 2

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性 B 新居関所周辺の町並みを維持していく上で必要である。

有効性 B 補助制度を利用し、町並みに合った建物が増えると観光交流人口の増加に繋がる。

効率性 B 適正な受益者負担を求めている。

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

新居関所周辺地区まちづくり事業補助金　２件

３か年の合計事業費 8,562

実施
計画

事業1 事業2

７　歴史・伝統・文化を生かし次世代に継
承するまち

新居関所の歴史的町並みに相応しい景観を生かしたまちづくりを進めるため、補助金交付要綱に基づき、建築物等に対し補助金
を交付する。

平成30
年度

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

補助制度を地域住民にPRし、積極的な活用を促す。

令和2年度 令和3年度



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 132

Plan

事業名 新居関所管理運営費 事業類型 施設管理 ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 10 款 6 項 6 目 293 613

担当部署 部 教育委員会事務局 課 スポーツ・文化課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ７－③生活の中で歴史に触れる

事業の目的

事業の概要 新居関所、史料館の維持管理

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

関所史料館の維持管理 5,184 0

関所史料館　１階東側・２階展示室南側エアコン修繕 1,124 0

新居関所南面外柵修繕 667 0

関所史料館　２階展示室東側エアコン修繕 521 0

関所史料館使用料 5,737

その他 11,820 0

合計 19,316 5,737

Check

成果指標

成果指標名（単位）

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性

有効性

効率性

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

維持管理

３か年の合計事業費 44,103

実施
計画

事業1 事業2

７　歴史・伝統・文化を生かし次世代に継
承するまち

新居関所の保存管理をはじめ、江戸時代の街道交通に関する資料の収集や展示、調査研究を行い、歴史文化振興を
図る。

平成30
年度

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

日本で唯一現存する面番所建物を保存するとともに、ガイダンス施設である史料館の維持管理を
行い、広く新居関所の歴史と重要性を周知する。

令和2年度 令和3年度

関所面番所内展示人形2体修繕



令和元年度実施　事務事業評価・実施計画 № 133

Plan

事業名 白須賀宿歴史拠点施設管理運営費 事業類型 施設管理 ○ 区分 継続

予算科目 一般 会計 10 款 6 項 6 目 292 612

担当部署 部 教育委員会事務局 課 スポーツ・文化課

総合計画体系 めざすまちの姿 基本計画 ７－③生活の中で歴史に触れる

事業の目的 白須賀宿の歴史・文化を広く周知するとともに、資料の保存と活用を図り地域振興に資する。

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

白須賀宿歴史拠点施設管理委託分 1,538 0

600 0

その他 2,472 0

合計 4,610 0

Check

成果指標

成果指標名（単位）

判定 判定理由や課題、改善した点など

必要性

有効性

効率性

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

施設管理運営、休憩所での小企画展示

３か年の合計事業費 11,130

実施
計画

事業1 事業2

７　歴史・伝統・文化を生かし次世代に継
承するまち

①おんやど白須賀維持管理
②白須賀再発見事業の開催

平成30
年度

白須賀宿再発見事業（愛LOVEウォークin白須賀の開催：雨天中止）

H29実績 H30目標 H30実績 R1目標

事業の
評価

今後の
方向性

公共施設再配置計画により、複合化が予定されているため、複合化の検討を重ねながら、事業の
運営方法を検討していく。

令和2年度 令和3年度

愛LOVEウォークin白須賀の開催
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