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開始年度 H10 終了年度 未定

施策コード

4020104

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

6,972 7,218 6,973 6,824 6,825

0 0 0 96

3,316 3,459 3,560 52

10,288 10,677 10,533 金額（千円）

10,288 10,677 9,881 652

185 191 176

0.40人 0.42人 0.42人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 5 5 5 5

実績値 3 3 3

達成率 60.0% 60.0% 60.0%

目標値 301 301 301 301

実績値 301 301 301

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳

課内№

樋口　幸廣
平成16年8月31日

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

２）目指す成果
→何をどんな状態
にする（何がどんな
状態になる）ように

より多くの地域住民（団体）に利用してもらい、団体等の学習活動を助長する。

生涯学習部管理課担当部課
新関　正典 川又　和雄

１）
　事  　　業　　  名

カルチャーセンター運営事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

地域住民の生涯学習のための場を提供する。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
社会教育の推進／社会教育施設の整備と管理運営体制の確立／管理運営体制の充実

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

燃料費

カルチャーセンター使用料

管理業務委託料

２）その他の間接経費　（千円）

備品等修繕料

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

学校の余裕教室を利用し場を提供する。現在は、若葉小・紅葉山小・紅南小学校に設置。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

平成１５年度より使用料を徴収している。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

少子化等により児童・生徒数が減少し、学校に余裕教室が生じてきている状況から、不足している地域の学習活動
の場として有効活用する気運が高まった。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

目標値は、カルチャーセンターの開館日数。

各指標の説明・算定方法

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

目標値は、小中学校余裕教室の内、カルチャーセンター
として設置見込み数。

カルチャーセンターの
開設日数（日）

カルチャーセンターの
開設数（校）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 30,100 30,100 30,100 30,100

実績値 12,665 14,559 14,255 目標レベル

達成率 42.1% 48.4% 47.4% ★★

最終目標 年度に

目標値 22,574 22,574 22,574 22,574

実績値 6,099 5,560 6,045 目標レベル

達成率 27.0% 24.6% 26.8% ★★

最終目標 年度に

目標値 22,574 22,574 22,574 22,574

実績値 10,898 14,148 10,147 目標レベル

達成率 48.3% 62.7% 44.9% ★★

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） C

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向
現状維持 ● ＊
縮小方向
統　　　合
休・廃止

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

平成１５年度から使用料を徴収しており、事業内容は妥当性がある。

７　平成１5年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

利用数が向上しないことから、施設の設置のあり方などについて、検
討する必要がある。

上に
つい
ての
説明

利用者は、施設が開設された時期からこれまで利用者が
ほぼ同数で推移しており、開設の目的は達している。

●；最終評価

施設の利用率は、５０％未満となっているが、相当の利用数あるが、
さらに今後、利用目標数の再設定を検討するとともに利用しやすい
施設に向け検討を進める。

担当課
長評価

最終評
価 施設のあり方などについて検討していく。

事業
規模

紅南ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰの
利用数（人）

利用申し
込みによ
る

〃

利用申し
込みによ
る

〃

利用申し
込みによ
る

若葉ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ利
用数（人）

紅葉山ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ
利用数（人）

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、
事業改善等の効果はど
うだったか

■概ね良好 □一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

開設数は、現状のままであるが、開設している３施設とも目標どおり開館し、地域利用団体に活動の場の提供ができ
た。、

【評価ポイント】
その事業は事業目的の
達成に効果があるか、ま
た、市民（対象者）に必
要とされているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与す
る必要があるか、市がど
こまで関与するのが適当
か

□極めて妥当

施設毎に差があるものの、利用率が低く事業の必要性に疑問がある。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるた
めには今の事業内容が
適当か、受益と負担の関
係に不公平はないか

８　今後の方向性・課題

地域における生涯学習の場を提供する上から、市が関与することは一定の妥当性がある。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ Ｃ

施設間において、利用状況に差があるなどの課題があ
る。

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

□有効かつ必要 ■必要性に疑問あり

目標値は、全室利用可能団体数（５団体/日）
×利用団体の登録人数（最低登録人数５人）
×開館日数。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 カルチャーセンター運営事業

事業の成果を示す指標


