
会教育などの活動を支援するため、映写機やプロジェクターなどの視聴
施策目的・

(2)目的 の学習事業や公民館の学級・講座・生涯学習出前講座の拡充などにより、学習機会の充実に努めます。 事業目的 覚機材等を確保し、生涯学習や学校教育、家庭教育、幼児教育、青少年教育、地域活動、市民活動などの場
展開方向

で活用してもらう。
・保有している視聴覚教材を貸し出しし、有効活用を図るとともに、社会教育団体等を対象に映写機やプロ ○機材等の貸し出し業務（通年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ジェクターなどの視聴覚機材等の貸し出しを行う。
・１６ミリフィルムの劣化を防ぐため、貸出頻度の高いフィルムの保守点検を行う。（隔年） 当該年度

執行計画
(3)事業内容 内　　容

視聴覚機材等利用件数 想定値 450当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 393

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 市民や団体が行う生涯学習や社会教育の活動を支援するため、視聴覚機材等の貸し出しを行う。 直接 視聴覚機材等利用件数 件 393 450

平成31年度 同上 直接 同上 件 470

令和 2年度 同上 直接 同上 件 490

平成２７年度事業仕分けにより業務は縮小傾向であるが、機材の需要があるため引き続き視聴覚教材の貸し出しを行っていく。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

・ライブラリー消耗品 77 ・消耗品 36 28 ・消耗品 36 ・消耗品 36
・修繕料 60 ・修繕料 60 0 ・修繕料 60 ・修繕料 60
・保守点検委託 60 ・火災保険 3 3 ・保守点検 75 ・火災保険 3
・火災保険 3 ・嘱託職員報酬 100 100 ・火災保険 3 ・嘱託職員報酬 100
・嘱託職員報酬 100 ・臨時職員賃金 54 54 ・嘱託職員報酬 100
・臨時職員賃金 250

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 550 合　　計 253 185 合　　計 274 合　　計 199
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 550 253 185 274 199

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.1 0.08 0.08 0.08 0.08
正職員人件費 880 704 704 704 704

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 100 100 100 100 100
臨時職員賃金額 250 54 54 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,430 957 889 978 903
(11)単位費用

4.77千円／件 2.13千円／件 2.26
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

・近年の視聴覚の進歩と普及は目覚しいものがあり、多種多様化したメディア機器の利用は、ますます利用頻度を高めて ●①事前確認での想定どおり
いる。視聴覚教材及び機材は、その活用方法により、よりわかりやすい学習機会を提供する事ができ、さまざまな場所で ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 必要とされてる。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

学童や保育園、社会教育関係団体、官公庁、一般の方などに多くの機材や教材が活用された。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 学童や保育園の夏休みイベントで、16ミリ映写機や16ミリフ

■提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ィルムが利用されている。また、著作権処理済の子ども向け
□その他 　促進された の人権教育などに関する16ミリ等を保有しており、それを用

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した いて人権教育に絡めたイベントを開催した。
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市民が自主的に行うイベント、映画会、学習会等に視聴覚機 夏休み！子ども落語＆16ミリアニメ映画会 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 材が利用されている。 平成30年8月8日（水） ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り 場所　アビスタホール ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している 参加人数　　120人（子ども79人、大人41人） ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ・三遊亭金太郎師匠による子ども落語 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他 ・16ミリフィルム　「富士子・F・不二雄のモジャ公」

　　　　　　　　　「タマ＆フレンズ」　　　　　　　　　
＜その他の内容＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の上映　

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 保有する視聴覚機材・教材を点検及び修理を行い長期に使用 16ミリフィルムのクリーニング作業や、視聴覚機材を長期的 ●①想定どおり
□②生き物と共存している している。 に利用していただけるよう点検整備を行い、廃棄となる備品 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している を減らしている。

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
393 450 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

視聴覚機器の貸し出し件数が減ったため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 393 87.33
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 957 473 889 92.89
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

33.08

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 チラシを作るための紙、インク代が増加したため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 47.02

件 10万円 44.21 94.02

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
視聴覚ライブラリーは、平成30年に廃止し規模を縮小して事業運営を図っている。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1084 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 視聴覚機材等の貸出 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.08 人）
(1)事業概要

(当　初) 957 千円 (うち人件費 704 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51101 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民が学びたいときに学ぶことのできるよう、図書館や鳥の博物館、白樺文学館、視聴覚ライブラリーなど 広く市民や団体が行う生涯学習や社



こうとする新成人を祝い励ます。
施策目的・

(2)目的 マとした学習事業を実施します。また、まちづくりを担う人材が育つよう、市民の自主的な学習活動を支援 事業目的
展開方向

します。
市内各中学校卒業生代表による成人式企画運営会議を立ち上げ、代表者が中心となり式典内容を企画、成人 ５月から１１月まで、月１回の企画運営会議（合計７回）
式を運営していく。　　　　　　　 １２月に会場リハーサル

当該年度 前日リハーサルと成人式本番（１月１２日・１３日）
執行計画

(3)事業内容 内　　容

会議の開催回数 想定値 7当該年度
単位 回

活動結果指標 実績値 6

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 出席した新成人が大人になったことを自覚し、思い出に残る式典を開催する。 直接 アンケート結果（式典の感想：大変良かった・良かった） ％ 78 84

平成31年度 同上 直接 同上 ％ 85

令和 2年度 同上 直接 同上 ％ 86

参加者の心に残るような式典になるよう成人者自らが企画運営を行っている。
(7)事業実施上の課題と対応 一部の新成人によるマナー違反が起こった場合は、警備強化により対応している。 代替案検討 ○有 ○無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

成人代表謝礼 60 成人代表謝礼 125 120 成人代表謝礼 60 成人代表謝礼 60
手話通訳者謝礼 36 手話通訳者謝礼 36 25 手話通訳者謝礼 36 手話通訳者謝礼 36
式典装飾花 54 式典装飾花 40 40 式典装飾花 54 式典装飾花 54
式典用消耗品 22 式典用消耗品 15 15 式典用消耗品 22 式典用消耗品 22
スライド作成費 42 スライド作成費 0 0 スライド作成費 42 スライド作成費 42
会場使用料 216 会場使用料 223 180 会場使用料 223 会場使用料 223
式典写真プリント 5 式典写真プリント 0 0 式典写真プリント 5 式典写真プリント 5

実施内容 記念品制作 896 記念品制作 926 885 記念品製作 1,078 記念品製作 1,078
台本印刷 47 台本印刷 251 199 台本印刷 47 台本印刷 47

(8)施行事項
費　　用 式典演出委託料 1,326 式典演出委託料 1,276 1,261 式典演出委託 1,326 式典演出委託 1,326

連絡用郵便料金 17 連絡用郵便料金 18 9 連絡用郵便料金 17 連絡用郵便料金 17
式次第 182 嘱託職員報酬 200 200 嘱託職員報酬 200 嘱託職員報酬 200
嘱託職員報酬 200 臨時職員賃金 20 20
臨時職員賃金 766

予算(決算)額 合　　計 3,869 合　　計 3,130 2,954 合　　計 3,110 合　　計 3,110
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 3,869 3,130 2,954 3,110 3,110

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.5 0.8 0.8 0.5 0.5
正職員人件費 4,400 7,040 7,040 4,400 4,400

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 200 200 200 200 200
臨時職員賃金額 766 20 20 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 8,269 10,170 9,994 7,510 7,510
(11)単位費用

1,181.29千円／回 1,452.86千円／回 1,665.67
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

「成人の日」は大人になったことを自覚して自ら生き抜こうとする青年を励ます日として、国民の祝日に関する法律に定 ●①事前確認での想定どおり
められており、人生の節目として大切な行事である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

人生の節目として、また、大人の自覚を促す機会として市をあげて成人を祝福することは必要なため。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 新成人を祝福するとともに、式典をとおして若い世代に行政

□提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 や地域活動への参加意識を持ってもらうこと、また、地元へ
□その他 　促進された の愛着を一層深めてもらうことは、まちづくりを進めるうえ

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した で重要である。
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市内各中学校卒業生代表による企画運営会議を立ち上げ、代 市内中学校卒業生14人の新成人代表を選任し、5月から企画 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 表者が中心となって式典を企画運営していく。 運営会議を開催し、式典企画や記念品の検討を行った。当日 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り は新成人代表が中心となり式典を進行した。 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
●⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 会場内のゴミの分別及び軽減。 会場設営及び撤去の際のごみの分別と、式典当日の喫煙スペ ●①想定どおり
□②生き物と共存している ースを徹底した。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
78 84 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

新成人の同級生である成人代表による式典運営により、新成人に地元への愛着と
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 78 92.86

一体感が生まれた。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 10,170 △1,901 9,994 98.27
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△22.99

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.83

％ 10万円 0.78 93.98

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
市をあげて新成人を祝福することにより、若い世代に地元への愛着を持ってもらうこと、また新成人が中心となり式典を企画・運営することは
、今後のまちづくりやまちの維持・発展にもつながることから、引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1085 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 成人式 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.8 人）
(1)事業概要

(当　初) 10,170 千円 (うち人件費 7,040 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51102 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動がまちづくり活動として発展していくよう、市民ニーズの高い社会や地域の課題などをテー 大人になったことを自覚し、自ら生き抜



や発表の場を 市民会館に代わる新たな文化交流拠点施設の整備に取り組み、市民の文化芸術活動を支援する。
施策目的・

(2)目的 提供するため、既存施設の効率的利用を一層進めるとともに、さまざまな整備手法を検討しながら、文化を 事業目的
展開方向

中心としたさまざまな交流やにぎわいを生み出す文化交流拠点施設の整備に取り組みます。
新たな文化交流拠点施設の整備に向けて、平成３０年度に取りまとめる「我孫子市文化交流拠点施設建設構 ５月～９月　庁内検討委員会の開催
想案」を市民や議会に示し、建設の是非を含め、広く意見を聴取する。 平成３０年秋ごろに市民に検討した内容を示す。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

市民に検討した内容を示す機会の回数 想定値 1当該年度
単位 回

活動結果指標 実績値 0

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 建設構想案の取りまとめが完了している。 直接 取りまとめの進捗率 ％ 30 100

平成31年度 － 0

令和 2年度 － 0

構想案を策定して市民や議会に示して建設の是非も含め広く意見を聴取し、市として建設に関して判断していく必要がある。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

企画課と連携した取り組み 0 企画課と連携した取り組み 0 0 企画課と連携した取り組み 0 企画課と連携した取り組み 0
文化施設整備基金の管理・運用 0 文化施設整備基金の管理・運用 0 0 文化施設整備基金の管理・運用 0 文化施設整備基金の管理・運用 0

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 0 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.15 0.2 0.2 0.15 0.15
正職員人件費 1,320 1,760 1,760 1,320 1,320

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,320 1,760 1,760 1,320 1,320
(11)単位費用

440千円／回 1,760千円／回 0
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

文化施設の建設は、多くの市民の方々から望まれており、議会においても「市民会館早期再建に関する要請について」の ●①事前確認での想定どおり
陳情が採択されていることなどから、建設を前提に検討する必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

文化団体を通して文化施設建設の要望や寄付が寄せられている。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 施設候補地の選定、施設の設備など、多くの課題を調査検討

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 する必要があるため。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
●①事業計画時に市民の参画有り ・市民から文化施設整備基金への寄附が寄せられている。 市民団体等から寄付が寄せられている。 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ・建設構想案について市民との意見交換を行う。 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 手賀沼沿いの高野山新田地区を中心として検討している。 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
30 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

平成30年度は、公開する情報等がなかった。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 0 0
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,760 △440 1,760 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△33.33

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 平成30年度は、公開する情報等がなかった。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 5.68

％ 10万円 0 0

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
引き続き寄付金の受け入れを行っていく。また、文化交流拠点施設構想案の取りまとめ作業を行った。また、他自治体の文化施設の情報収集や
規模、財源の調査を行った。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1089 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 □経常 ■なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 新たな文化交流拠点施設整備の検討 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成30年度 ～ 令和 2年度 ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,760 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 53101 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の自主的な文化芸術活動を促進するため、共催・後援事業の拡充を図ります。また、活動



裕教室を開放し、地域における大人と子どもの交流や学習活動等の様々な活動を支援する。
施策目的・

(2)目的 施設の整備を計画的に進めるとともに、学校施設など既存施設の有効活用を推進し、身近な場所で学習がで 事業目的
展開方向

きるようにします。また、湖北地区図書館の整備については、湖北台地区に立地し、老朽化への対応が急が
・我孫子第一小学校・湖北台西小学校（各１教室）及び湖北台東小学校（２教室）を午前の部（９時～１３ ・随時申請の受付・処理を行う。
時）、午後の部（１３時～１７時）、夜間の部（１７時～２１時）に開放する。 ・使用料の受け入れ（１０月・４月）
・高野山小学校・布佐小学校（１教室）を月曜日から土曜日は夜間の部（１８時～２１時）のみ開放し、日 当該年度 ・地域交流教室の利用を高めるようホームページやチラシ、広報等で周知する。
曜日は午前の部（９時～１３時）、午後の部（１３時～１７時）、夜間の部（１８時～２１時）開放する。 執行計画 ・利用団体を広報で募集する。（２月）

(3)事業内容 内　　容 ・通年利用希望団体の申込、決定を行なう。（２月）

地域交流教室の提供コマ数 想定値 920当該年度
単位 コマ

活動結果指標 実績値 807

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 地域交流教室の活用をさらに高めていく。 直接 地域交流教室の利用率（総使用コマ数／使用可能コマ数） ％ 0 50

平成31年度 同上 直接 同上 ％ 55

令和 2年度 同上 直接 同上 ％ 60

・地域交流教室の利用者と子どもが交流する機会をつくる。
(7)事業実施上の課題と対応 ・地域交流教室利用者の交通手段の周知徹底。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

消耗品費 23 消耗品費 14 9 消耗品費 14 消耗品費 14
修繕費 10 印刷製本費 70 60 ﾋﾟｱﾉ調律（西小、布佐小） 12 印刷製本費 70
ﾋﾟｱﾉ調律（高野山小、西小、布佐小） 39 ﾋﾟｱﾉ調律（高野山小、湖北台東小） 27 27 清掃委託料（湖北台東小12か月分） 34 ﾋﾟｱﾉ調律（高野山小、湖北台東小） 27
清掃委託料（湖北台東小12ヶ月分） 33 清掃委託料（湖北台東小12ヶ月分） 34 33 嘱託職員報酬 100 清掃委託料（湖北台東小12か月分） 34
嘱託職員報酬 100 嘱託職員報酬 100 100 嘱託職員報酬 100
臨時職員賃金 300 臨時職員賃金 55 55

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 505 合　　計 300 284 合　　計 160 合　　計 245
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 405 300 284 160 245

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 100 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.15 0.2 0.2 0.15 0.15
正職員人件費 1,320 1,760 1,760 1,320 1,320

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 100 100 100 100 100
臨時職員賃金額 300 55 55 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,825 2,060 2,044 1,480 1,565
(11)単位費用

0.33千円／コマ 2.24千円／コマ 2.53
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

・サークル・団体活動が盛んになり、身近な活動施設が必要になっている。 ●①事前確認での想定どおり
・少子化による児童・生徒の減少により余裕教室が生じており、その活用が必要である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ・地域で子どもを支えるうえで、活動の場の提供が必要である。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

地域交流教室は、地域における大人と子どもの交流や学習等の様々な活動を支援する場として、市民や団体等に利用され
ている。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 地域交流教室は、学校の空き教室を開放しているため教育委

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 員会が管理する必要がある。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 教室の利用時は、利用団体に教室の清掃をしていただき、教 地域交流教室使用者には、使用教室の清掃を行っていただい ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 室の維持管理に協力していただいている。 た。学校行事がある場合には使用を控えてもらう、年間利用 ●②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り 団体には短期利用団体に利用を譲ってもらうなど協力してい ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ただいた。 ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 自動車での来校を禁止している。 車での来校を禁止し、使用時に出たゴミは持ち帰るようお願 ●①想定どおり
□②生き物と共存している いした。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
■④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ●要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0 50 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

広く市民に使用していただけるよう、チラシ等を設置し周知を行っていく。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 55 110
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,060 △235 2,044 99.22
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△12.88

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 利用団体数が減少したため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 2.43

％ 10万円 2.69 110.7

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
地域における学習を支援する場であり、大人と子どもの交流が目的であるが、交流の場として使用されるのは少ないため、目的をわかりやすく
ＰＲし、今後も利用を促進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1107 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 地域交流教室の管理・運営 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 昭和63年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,060 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51103 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

学習する場の充実を図るため、公民館や図書館、鳥の博物館、白樺文学館などの施設の充実や、学習の拠点 学校の余



が持つ能力や知識を活用し、市民が主催、実施する集会・勉強会
施策目的・

(2)目的 の学習事業や公民館の学級・講座・生涯学習出前講座の拡充などにより、学習機会の充実に努めます。 事業目的 等の学習活動を支援する。
展開方向

市内に在住・在勤・在学している原則１０人以上（市民講師は講師が希望する最少人数）の参加者がいる団 年間を通して、随時の申請に応じ、出前講座の日程・内容等の調整、決定、各課・市民講師への実施依頼な
体やグループが主催する集会等に、講師として市の職員・市民講師を派遣し、専門知識を活かした講座を行 どを行う。ＰＲ活動を行う。年度末に次年度に向けて現行講座内容の見直し、講師の更新作業を行う。
う。 当該年度
様々な分野の講師を活用し講座内容を充実させ、幅広い学習機会を提供することで、市民が市政について学 執行計画

(3)事業内容 内　　容 んだり、新しい学習活動を始めるきっかけづくりの場とする。

出前講座メニュー利用者数 想定値 4,000当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値 3,355

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 多くの市民に出前講座を利用してもらい市民の学習活動に役立ててもらう。 直接 出前講座メニュー利用者数 人 3,891 4,000

平成31年度 多くの市民に出前講座を利用してもらい市民の学習活動に役立ててもらう。 直接 出前講座メニュー利用者数 人 4,000

令和 2年度 多くの市民に出前講座を利用してもらい市民の学習活動に役立ててもらう。 直接 出前講座メニュー利用者数 人 4,000

リピーター数が多く、同じ講座を受講することができないことから、年々利用者数は減少傾向である。
(7)事業実施上の課題と対応 チラシやメニュー表を公共施設に配布しているが、新たに利用する団体を見つけるため出前講座についてのPRの工夫が課題であ 代替案検討 ○有 ●無

る。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

講師報償 55 嘱託職員報酬 1,140 1,140 嘱託職員報酬 1,140 嘱託職員報酬 1,140
消耗品 129 講師報償費 63 39 講師報償費 63 講師報償 63
市民講師学習会お茶代 5 消耗品費 117 83 消耗品費 117 消耗品 117
嘱託職員報酬 997

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,186 合　　計 1,320 1,262 合　　計 1,320 合　　計 1,320
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,186 1,320 1,262 1,320 1,320

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
正職員人件費 1,760 1,760 1,760 2,640 2,640

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 831 1,140 1,140 1,140 1,140
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,946 3,080 3,022 3,960 3,960
(11)単位費用

0.74千円／人 0.77千円／人 0.9
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

○市民調査結果からも生涯学習に対する市民の関心が高まっており、現在の社会の要請に応え、市民の自主的な学習活動 ●①事前確認での想定どおり
を支援していく必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○市民のライフスタイルの変化などにより市民のニーズが多様化、高度化しており学びたいときに学べる幅広い学習機会 ○要
   背景は？(事業の必要性) を提供して行く必要がある。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

学びたい時に学習機会のニーズがある。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 出前講座には、「市役所メニュー」（市の事業について学習

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 を行う）、「市民講師メニュー」（市民が講師を行う）、「
□その他 　促進された キャンパスメニュー」（大学の先生が学習を行う）。３つの

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した メニューがあり、市が出前講座の事業を行うことにより、公
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された 共性を保ちつつ人材を活用し、講座の利用ができるため」。 ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市民が講師となり、市民が集う学習の場へ出向き講座を実施 市民・市の職員・大学の先生が講師となり、市民が集う学習 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り する。 の場へ出向き講義を実施した。 ●②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 地球温暖化や自然環境に関する講座を設けている。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
地球温暖化や自然環境に関する講座を設けている。

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ●要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
3,891 4,000 □③現況値との差が小さい値ではない ○不要

講師の先生の都合がつかない場合が昨年度と比べて多く、実施できない講座があ
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 3,355 83.88

った。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 3,080 △134 3,022 98.12
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△4.55

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 講師の先生の都合がつかない場合が昨年度と比べて多く

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ●要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下 、実施できない講座があった。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 129.87

人 10万円 111.02 85.49

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、市の自主的・主体的な幅広い学習活動の機会を提供するだけでなく、市民講師等の活動の場ともなっていることから、今後も引き続
き推進していくが、新たな利用者を開拓するなどの課題がある。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1160 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 出前講座の運営 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 3,080 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51101 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民が学びたいときに学ぶことのできるよう、図書館や鳥の博物館、白樺文学館、視聴覚ライブラリーなど 行政・市民・学校・企業などいわゆる地域



有化な 広く市民に生涯学習の普及・啓発を図り、市民の自主的な生涯学習を促す。
施策目的・

(2)目的 どを進めて、生涯学習振興に関する行政施策を総合的に推進します。また、学習に関する情報提供、相談体 事業目的
展開方向

制の充実を図るとともに、他の自治体や市民団体、大学、研究機関、企業などとの連携を強化するなど、市
・生涯学習のきっかけづくりとなるような講演会や講座などのイベントを実施する。 あびこ楽校ニュースの発行、生涯学習普及啓発事業を行なう。
・「あびこ楽校ニュース」や市のホームページで、生涯学習に関する様々な情報提供を行う。 ・あびこ楽校ニュースの発行　
・いろいろな年齢層に向け講座やイベントを開催し、市民へ生涯学習の普及・啓発を行う。 当該年度 ・講座・イベントの開催

執行計画 ・夏休み子ども向けイベント（１６ミリアニメ映画会、朗読会）
(3)事業内容 内　　容

講座等の開催回数 想定値 3当該年度
単位 回数

活動結果指標 実績値 6

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 市民のニーズにあった生涯学習普及啓発事業を行う。 直接 あびこ楽校ニュース発行回数 回数 2 2

平成31年度 市民のニーズにあった生涯学習普及啓発事業を行う。 直接 あびこ楽校ニュース発行回数 回数 2

令和 2年度 市民のニーズにあった生涯学習普及啓発事業を行う。 直接 あびこ楽校ニュース発行回数 回数 2

市民の学習ニーズに応じた生涯学習推進事業内容の企画及び実施について、検討していかなければならない。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

講師謝礼 230 講師料 350 122 講師謝礼 350 講師謝礼 350
生涯学習推進事業消耗品 63 生涯学習推進事業消耗品 100 36 生涯学習推進事業消耗品 100 生涯学習推進事業消耗品 100
会議用飲物代 2 あびこ楽校ニュース等印刷代 237 74 あびこ楽校ニュース等印刷代 237 あびこ楽校ニュース等印刷代 237
あびこ楽校ニュース等印刷代 287 人権研修旅費 8 0 人権研修旅費 8 人権研修旅費 8
嘱託職員報酬（２号・１人） 600 嘱託職員報酬（２号・１人） 600 600 嘱託職員報酬（２号・１人） 600 嘱託職員報酬（２号・１人） 600

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,182 合　　計 1,295 832 合　　計 1,295 合　　計 1,295
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,182 1,295 832 1,295 1,295

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.5 0.97 0.97 0.35 0.35
正職員人件費 4,400 8,536 8,536 3,080 3,080

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 600 600 600 600 600
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 5,582 9,831 9,368 4,375 4,375
(11)単位費用

1,116.4千円／回数 3,277千円／回数 1,561.33
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

市民の多様な学習ニーズに対応し、学びと交流をとおして活力に満ちたまちづくりが求められている。また、生涯学習推 ●①事前確認での想定どおり
進計画に基づく施策を着実に実行する必要があり、大学・企業・研究機関・市民団体等との学習事業の連携が求められて ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ いるため、学習機会を提供する場が必要となっている ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

各講座の実施やあびこ楽校ニュースの発行など、市民の多様なニーズにあった生涯学習に関する講座を行ったり情報発信
を行ったため。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 他課と共催というかたちで実施しているため、イベント等の

□提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 情報収集や資料の提供という面で庁内で協力連携してもらう
□その他 　促進された には、市が主導で進める必要がある。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 生涯学習普及啓発事業を行う際、市民団体等から協力を得る 各講座では、実際に講座が開催される地域で活躍されている ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り ようにする。 方から実践発表をしていただいた。 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(回数) 目標値(b)(回数) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(回数) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
2 2 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

６回の講座を実施した。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 6 300
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 9,831 △4,249 9,368 95.29
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△76.12

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 ６回の講座を実施した。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.02

回数 10万円 0.06 300

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業と「人権教育」は、市民の学習活動を支えるという同じ目的を達成するために実施している事業であることから、現状通り推進していく
。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1165 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 生涯学習推進事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 生涯学習普及啓発事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成15年度 ～ ⑥担当職員数 7 人 (換算人数 0.97 人）
(1)事業概要

(当　初) 9,831 千円 (うち人件費 8,536 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51201 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動を活発にするため、市が行う生涯学習関連事業の体系化や事業内容の充実、情報の共



を提供するとともに、学習に関する市民からの問い合わせや相談に適切に対応し、市民
施策目的・

(2)目的 どを進めて、生涯学習振興に関する行政施策を総合的に推進します。また、学習に関する情報提供、相談体 事業目的 の自主的な学習活動を支援する。
展開方向

制の充実を図るとともに、他の自治体や市民団体、大学、研究機関、企業などとの連携を強化するなど、市
・広報あびこ、市ホームページ、あびこ楽校ニュースなどを通じて、各課が実施している生涯学習関連の事 〇通年
業や、生涯学習に携わる人材や団体の情報、生涯学習イベントなどの情報を提供する。 　・広報あびこ、市ホームページ、あびこ楽校ニュースなどを通じて、生涯学習関連の情報を提供する。
・市民の専門的な技術・経験・知識などを学習活動にいかすため、人材情報、団体・グループ情報への登録 当該年度 　・人材情報、団体・グループ情報への登録を進め活用を図る。
を進めると共に活用を図る。 執行計画 　・市民からの問い合わせや相談に対応する。

(3)事業内容 内　　容 ・学習に関する市民からの問い合わせや相談に対応する。

人材情報、団体・グループ情報（ホームページ）へのアクセス数 想定値 3,300当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 3,778

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 生涯学習関連の情報を提供するとともに、学習に関する市民からの問い合わせや相談に適切に対応する。 直接 人材情報、団体・グループ情報（ホームページ）へのアクセス数 件 2,976 3,300

平成31年度 生涯学習関連の情報を提供するとともに、学習に関する市民からの問い合わせや相談に適切に対応する。 直接 人材情報、団体・グループ情報（ホームページ）へのアクセス数 件 3,500

令和 2年度 生涯学習関連の情報を提供するとともに、学習に関する市民からの問い合わせや相談に適切に対応する。 直接 人材情報、団体・グループ情報（ホームページ）へのアクセス数 件 3,700

あびこ楽校協議会での意見を踏まえながら、学習情報提供事業について実施していく必要がある。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託職員報酬 997 嘱託職員報酬 1,140 1,140 嘱託職員報酬 1,140 嘱託職員報酬 1,140
印刷製本費

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 997 合　　計 1,140 1,140 合　　計 1,140 合　　計 1,140
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 997 1,140 1,140 1,140 1,140

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.4 0.4 0.5 0.5
正職員人件費 2,200 3,520 3,520 4,400 4,400

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 831 1,140 1,140 1,140 1,140
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 3,197 4,660 4,660 5,540 5,540
(11)単位費用

0.97千円／件 1.41千円／件 1.23
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

〇アンケート調査の結果から、市民の生涯学習に対する関心の高さが伺えることから、市民の自主的な学習活動を支援し ●①事前確認での想定どおり
ていく必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 〇市民に最適な学習機会等の情報を提供して、学習意欲を高める必要がある。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

市民が学習活動に必要な情報をインターネットや広報紙から収集できる環境が必要である。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 市が人材や団体の情報を整備することで、情報の収集・管理

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ・提供において、公共性を保つことができる。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 関係機関と連携し、学習情報の提供について意見を求めてい 人材、団体、グループ情報は市民に情報を提供してもらい、 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り く。 提供するものである。 ●②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り あびこ楽校協議会に学習情報を求め、「あびこ楽校ニュース ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している 」や生涯学習のホームページにより、情報を発信している。 ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 地球温暖化や自然環境に関連する団体の登録がある。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
地球温暖化や自然環境に関する人材や団体の登録がある。

効
　
率
　
性

現況値(a)(件) 目標値(b)(件) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(件) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
2,976 3,300 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

情報を更新し、アクセス数の増加につながった。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 3,778 114.48
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,660 △1,463 4,660 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△45.76

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 情報を更新し、アクセス数の増加につながった。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 70.82

件 10万円 81.07 114.47

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
今後も、情報発信を活発に行うとともに、市民の生涯学習に関する相談に適切に対応し、生涯学習を行いやすい環境を整備していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1167 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 生涯学習に関する情報提供と相談対応 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 0.4 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,660 千円 (うち人件費 3,520 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51201 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動を活発にするため、市が行う生涯学習関連事業の体系化や事業内容の充実、情報の共有化な 生涯学習関連の情報



、親としての力をつけるために、学習の機会を提供する。互いに支えあえる仲間作りの
施策目的・

(2)目的 マとした学習事業を実施します。また、まちづくりを担う人材が育つよう、市民の自主的な学習活動を支援 事業目的 場を提供する。
展開方向

します。
２・３歳児の子を持つ保護者が集団の中で我が子の姿を見ながら、①親子のふれあい②学級生同士の交流③ ４月受講生募集
互いに学び合う姿勢の3点を軸に、子育ての楽しさについて学ぶ場とする。 ５月開級式～翌１月閉級式まで概ね月２回（全１２回）
・内容　　開級式、親子体操、野外遊び、工作、リトミック、親子クッキング等　 当該年度 ２,３歳児：アビスタ火曜、木曜、金曜、湖北の４コース実施
・２・３歳児：４コース、　各コース年間１２回の学習 執行計画 布佐地区で１コース実施予定(全３回)

(3)事業内容 内　　容 ※新木、布佐方面で、１コース実施予定（全３回）
・場所　我孫子地区公民館、湖北地区公民館、手賀沼公園、五本松運動公園　等
・募集方法　広報あびこ、我孫子市ホームページ 受講者数 想定値 105当該年度

単位 組
活動結果指標 実績値 104

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 人との関わりの楽しさや、子育ての喜びを知る。また、他の親子関係を見て、自分の子育てを見つめ直す。 直接 子育ての楽しさや集団の中で成長を感じた人の割合（関心が高まった % 95 85
受講生／全受講生）

平成31年度 人との関わりの楽しさや、子育ての喜びを知る。また、他の親子関係を見て、自分の子育てを見つめ直す。 直接 子育ての楽しさや集団の中で成長を感じた人の割合（関心が高まった % 90
受講生／全受講生）

令和 2年度 人との関わりの楽しさや、子育ての喜びを知る。また、他の親子関係を見て、自分の子育てを見つめ直す。 直接 子育ての楽しさや集団の中で成長を感じた人の割合（関心が高まった % 95
受講生／全受講生）

親子での参加のため、家族の用事や兄弟の都合、病気などでも参加できない場合が多い。また、保育園のような子どもだけが楽
(7)事業実施上の課題と対応 しむ内容と考えている受講生も多い。平成23年度の事業仕分けの結果を受け、他課の事業との差別化を図る必要がある。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

指導員報酬 2,788 嘱託職員報酬 4,545 4,545 嘱託職員報酬 4,545 嘱託職員報酬 4,545
講師謝礼金 600 講師謝礼金 604 572 講師謝礼金 604 講師謝礼金 604
講師謝礼　12千円×50回 費用弁償 3 3 費用弁償 3 費用弁償 3
費用弁償 4 消耗品費 8 7 消耗品費 8 消耗品費 8
消耗品費 10 食糧費 2 2 食糧費 2 食糧費 2
印刷用紙　5千円、その他、5千円 通信費 3 3 通信費 3 通信費 3
食糧費 1 保険料 40 40 保険料 40 保険料 40

実施内容 通信費 3
保険料 40

(8)施行事項
費　　用

嘱託職員報酬 1,371

予算(決算)額 合　　計 4,817 合　　計 5,205 5,172 合　　計 5,205 合　　計 5,205
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 4,817 5,205 5,172 5,205 5,205

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.3 0.25 0.25 0.25 0.25
正職員人件費 2,640 2,200 2,200 2,200 2,200

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,155 4,545 4,545 4,545 4,545
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 7,457 7,405 7,372 7,405 7,405
(11)単位費用

71.02千円／組 70.52千円／組 70.88
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

１２回の学習を通じて固定されたメンバー（同じ年齢の子を持つ親）で学級作りをする。継続した活動が学級生の濃密な ●①事前確認での想定どおり
関係を作り、子育ての悩み、不安を軽減される。年間カリキュラムがあることで、①子どもの成長が実感できる②仲間と ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ の共同作業をすることにより、達成感、協力する大切さを得る③集団に入ることで他の親子関係を見ることができ、自分 ○要
   背景は？(事業の必要性) の子育てを見つめ直す機会となる。市内に親子学級は多くあるが、単発の活動形態をとるものがほとんどであるため、互 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

いに支え合う子育ての輪を広げる場として、本事業は必要である。 1年間の学習の中で、共同作業や、話し合いが必要な学習の実施により、子育てを通した同じ価値観を持った仲間の輪を
広げる場となった。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった １年間の学習の中で、仲間と一緒に考え、子育ての楽しさや

□提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 苦労を分かち合い、互いに支え合える仲間づくりができる場
□その他 　促進された として必要な学級である。また、アンケートの当学級に参加

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した して良かった理由として、８４％保護者が子どもの成長を実
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された 感したことを挙げ、、およそ半数の学級生が子育ての楽しさ ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された を実感できたと回答している。子どもと一緒の体験を通して ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他 、子どもが成長する楽しさや、子育ての楽しさに気づいても
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市内を中心に活躍している市民・団体を講師に招き、実施す おもに市内在住の講師、団体の協力により実施。地域で活躍 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り る。 する先輩の母親を講師として招くことで、今後の地域活動の ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り きっかけの場にもなっている。 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

■①自然環境を生かしている 外遊びや運動会など、屋外での学習機会を設ける。 手賀沼公園、五本松運動広場で外遊び、運動会を実施。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
95 85 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

学級生のニーズに合ったものを提供。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 104 122.35
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 7,405 52 7,372 99.55
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

0.7

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 参加者のニーズに合った満足度の高い学習を実施。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.15

% 10万円 1.41 122.61

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
1年間の学習を通して、学級生である親同士の学びと交流を重視している。仲間と一緒に考え、子育ての楽しさや苦労を分かち合い、互いに支
え合える仲間づくりができ、学級終了後も自主的な活動を続けるための継続学級が立ち上がった。より強い横のつながりを作るきっかけの場に
なっている。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1168 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 公民館学級、講座 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 のびのび親子学級 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.25 人）
(1)事業概要

(当　初) 7,405 千円 (うち人件費 2,200 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51102 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動がまちづくり活動として発展していくよう、市民ニーズの高い社会や地域の課題などをテー 子育てをみつめ直し



をテー 公民館相互の連携を図り、公民館活動の振興・発展を目的とする。
施策目的・

(2)目的 マとした学習事業を実施します。また、まちづくりを担う人材が育つよう、市民の自主的な学習活動を支援 事業目的
展開方向

します。
次の連絡協議会事業に参加する。 千葉県公民館連絡協議会などは、研修会の開催等おこなう。
①公民館活動の調査研究するための研究大会。 ・千葉県公民館研究大会
②千葉県や東葛飾地区情報、資料の交換及び協力連携図るための部会。 当該年度 ・東葛飾地区連絡協議会研修会
③職員の育成・知識・技術の向上を図るための研修会。 執行計画 ・東葛飾地区連絡協議会主事部会研修会

(3)事業内容 内　　容

参加市町村数 想定値 53当該年度
単位 市町村

活動結果指標 実績値 0

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 公民館相互の連携を図り,公民館運営に役立てる。 間接 千葉県公民館研究大会の参加者数 人 0 324

平成31年度 公民館相互の連携を図り,公民館運営に役立てる。 間接 千葉県公民館研究大会の参加者数 人 324

令和 2年度 公民館相互の連携を図り,公民館運営に役立てる。 間接 千葉県公民館研究大会の参加者数 人 324

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

協議会負担金（県） 42 協議会負担金（県） 42 42 協議会負担金（県） 42 協議会負担金（県） 42
協議会負担金（東葛飾地区） 13 協議会負担金（東葛飾地区） 13 13 協議会負担金（東葛飾地区） 13 協議会負担金（東葛飾地区） 13
研究大会研修負担金 10 研究大会研修負担金 25 3 研究大会研修負担金 25 協議会負担金（東葛飾地区） 25
指導員研修費用弁償・旅費 26 コーディネーター研修費用弁償・旅費 24 8 コーディネーター研修費用弁償・旅費 24 コーディネーター研修費用弁償・旅費 24
有料道路・駐車場使用料 2 有料道路・駐車場使用料 2 0 有料道路・駐車場使用料 2 有料道路・駐車場使用料 2

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 93 合　　計 106 66 合　　計 106 合　　計 106
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 93 106 66 106 106

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.45 0.2 0.2 0.45 0.45
正職員人件費 3,960 1,760 1,760 3,960 3,960

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,053 1,866 1,826 4,066 4,066
(11)単位費用

76.47千円／市町村 35.21千円／市町村 0
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

市民のライフスタイルの変化などにより市民の学習ニーズが多様化・高度化しており、公民館事業の一層の充実をはかる ●①事前確認での想定どおり
ため、各市と情報交換を図り公民館相互の連携を進めることは必要である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

県公民館研究大会、東葛飾地区公民館連絡協議会に参加することで、県内各市の情報を得ることができ、我孫子市の公民
館業務に活かすことができた。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 公民館連絡協議会の研修等で学んだことを、公民館事業に活

□提供主体が市しかない ■③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 かし、市民に還元する。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
0 324 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

公民館活動に関する理解が浸透してきたため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 384 118.52
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,866 2,187 1,826 97.86
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

53.96

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 公民館活動に関する理解が浸透してきたため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 17.36

人 10万円 21.03 121.14

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
公民館連絡協議会において、最新の動向に関する情報を得ることができ、県内各市町村、特に東葛飾地区の近隣市と連携しながら、当市の公民
館事業の充実化を図ることができた。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1171 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 公民館連絡協議会事務 位置づけ

③事業主体 ○市 ●その他（ 千葉県公民館連絡協議会及び東葛飾地区連絡協議会 ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,866 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 5,908 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51102 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動がまちづくり活動として発展していくよう、市民ニーズの高い社会や地域の課題など



主な対象として、子育てについての学習や親同士の情報交換を通して、家庭・親子の
施策目的・

(2)目的 マとした学習事業を実施します。また、まちづくりを担う人材が育つよう、市民の自主的な学習活動を支援 事業目的 あり方を考える機会を提供し、家庭教育を振興する。家庭・地域での学習内容の実践を図る。
展開方向

します。
通年の家庭教育学級１コース ５月から翌年１月まで１４回実施、うち１回の学習を公開とする。
子育てに関する講義や親子参加型の形態で、講演会・体験学習を実施し、家庭教育に関する知識や理解を深 家庭、学校、地域の連携をさらに深める学習や、家族も参加できる学習、食育の学習もとり入れ、家庭の教
め、保護者同士の交流を図る。また、学級修了者が主体的に学習できるよう自主的な学習活動を支援する。 当該年度 育力の充実を図る。

執行計画
(3)事業内容 内　　容

学級受講者数 想定値 40当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値 47

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 一人でも多くの受講者が、家庭教育の重要性を理解し，実践し、地域活動へと繋げる。 間接 受講者満足度(家庭教育の大切さを感じ、実践した受講生の割合） % 70 75

平成31年度 一人でも多くの受講者が、家庭教育の重要性を理解し，実践し、地域活動へと繋げる。 間接 受講者満足度(家庭教育の大切さを感じ、実践した受講生の割合） % 80

令和 2年度 一人でも多くの受講者が、家庭教育の重要性を理解し，実践し、地域活動へと繋げる。 間接 受講者満足度(家庭教育の大切さを感じ、実践した受講生の割合） % 85

地域により関心度に差があり、小学校別受講者に偏りがみられる。今後、受講者の少ない地域の応募が増加するよう募集方法を
(7)事業実施上の課題と対応 考慮する。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

社会教育指導員 1,394 嘱託職員報酬 2,750 2,750 嘱託職員報酬 2,750 嘱託職員報酬 2,750
講師報償費 246 講師報償費 199 140 講師報償費 199 講師報償費 199
指導員研修旅費 4 費用弁償 3 3 費用弁償 3 費用弁償 3
消耗品費 15 消耗品費 10 6 消耗品費 10 消耗品費 10
食糧費 1 食料費 1 0 食料費 1 食料費 1
通信運搬費 2 通信運搬費 2 0 通信運搬費 2 通信運搬費 2
保険料 20 保険料 20 20 保険料 20 保険料 20

実施内容 嘱託職員報酬 1,106

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 2,788 合　　計 2,985 2,919 合　　計 2,985 合　　計 2,985
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,788 2,985 2,919 2,985 2,985

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
正職員人件費 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 923 2,750 2,750 2,750 2,750
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,988 5,185 5,119 5,185 5,185
(11)単位費用

99.76千円／人 129.63千円／人 108.91
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

　家庭教育は、すべての教育の出発点であり、子どもが基本的な生活習慣や他者との関わり、社会の規律などを身に付け ●①事前確認での想定どおり
る上で重要な役割を果たすものである。近年の核家族化や少子化にともない、地域における繋がりが希薄になるなど、家 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 庭を取り巻く社会状況の変化のなかで、家庭の教育力の低下が指摘されている。このようななか、家庭・学校・地域の連 ○要
   背景は？(事業の必要性) 携・協力を図りながら、社会全体で子どもたちの健全な育ちを支えていくことが求められている。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

　教育基本法、社会教育法で、家庭教育力の向上を図るため、家庭教育に関する学習の機会を提供する事業の実施及びそ 家庭教育を取り巻く社会状況は厳しさを増し、家庭教育がより重要となってきており、家庭・学校・地域が連携してきめ
の奨励が教育委員会の事務として規定されている。 細やかな家庭教育支援への取り組みが必要とされているため。
○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 受講対象者を小学校1年生の保護者に限定しているため、参

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 加申込書の配布・取りまとめを各小学校に依頼した。また、
□その他 　促進された 学校説明会に出向き、次年度参加者募集を見据えて啓もう活

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した 動を行った。年間を通じて親子の関わり方、食育や性につい
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ての学習など、家庭教育に必要な学習機会を計画的に提供で ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された きた。 ●不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 受講者の希望を取り入れた学習を企画し、幼児連れの学級生 講座実施日には、アビスタ保育市民スタッフが2歳以上未就 ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り に、２歳以上未就学児を対象にアビスタ保育市民スタッフが 学児を連れた保護者を対象に託児を実施した。 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り 託児を実施している。講師に出前講座などで活躍している市 地域で活躍している市民を講師に招き、地域での子育てを意 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している 民講師を招聘している。 識した学習を実施した。 ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 夏休みに手賀沼船上学習親子での体験学習として実施してい 手賀沼課職員を講師を依頼し、親子で船に乗りながら手賀沼 ●①想定どおり
□②生き物と共存している る。 の歴史や、現在の水質、沼の汚れと生物の関係など、環境に ○②想定どおりでなかった
■③手賀沼を意識している ついての学習を実施した。

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
70 75 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

施設の工事により募集定員や講座の実施回数を減らしたが、募集定員を超える応
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 80 106.67

募があった。学習内容は家庭や地域実践しやすい内容や、史跡をめぐり郷土愛が
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 5,185 △197 5,119 98.73
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△3.95

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.45

% 10万円 1.56 107.59

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
受講者が学習内容を家庭や地域で実践することにより、人づくり、まちづくりという施策の実現に貢献している。
年間の学習活動を通じて参加者同士の交流を図り、自主的な活動へ繋がるよう、学級運営の工夫に努めながら、推進していく。
教育基本法や社会教育法でも家庭教育支援に関して学習機会の充実など、きめ細やかな取り組みが実施されるよう促されている。
学校説明会での事業の紹介や、学校単位での取りまとめなどを通じて学校との連携を強く図りながら、事業の周知を進める。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1173 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 公民館学級・講座 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 家庭教育学級 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.25 人）
(1)事業概要

(当　初) 5,185 千円 (うち人件費 2,200 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51102 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画　

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動がまちづくり活動として発展していくよう、市民ニーズの高い社会や地域の課題などをテー 小学１年生の保護者を



生きるために、高齢者社会の諸問題や対処の方法を学び、人
施策目的・

(2)目的 マとした学習事業を実施します。また、まちづくりを担う人材が育つよう、市民の自主的な学習活動を支援 事業目的 生の後半を自立し豊かな暮らしができ、元気な高齢者として地域の高齢者を支えながら、自らもハツラツと
展開方向

します。 した人生を送るにはどうしたら良いかを考えるきっかけとする。
主に定年退職を控えた方々を念頭に、人生後半の生き方・過ごし方、心と身体の活性化や健康管理、介護と ５月～２月各月２回（８月を除く）全１４～１６回とし、講義９０分（質疑含む）、グループの話し合い３
予防、終の棲家、現代の葬送事情等を講義、体験、見学の形で学習する。 ０分（片付けを含む）の１２０分で講座を進める。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

受講者数 想定値 50当該年度
単位 名

活動結果指標 実績値 45

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 一人でも多くの受講生が、学習結果を日常生活に生かせる、きっかけづくりをする。 間接 学習内容に関心を持った学級生の割合 % 80 85

平成31年度 一人でも多くの受講生が、学習結果を日常生活に生かせる、きっかけづくりをする。 間接 学習内容に関心を持った学級生の割合 ％ 90

令和 2年度 一人でも多くの受講生が、学習結果を日常生活に生かせる、きっかけづくりをする。 間接 学習内容に関心を持った学級生の割合 ％ 95

講師の選定及び依頼調整。各年齢層での関心事の講義内容を広げていくことを検討する。
(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

社会教育指導員 1,394 嘱託職員報酬 2,750 2,750 嘱託職員報酬 2,750 嘱託職員報酬 2,750
講師報償費 142 講師報償費 92 80 講師報償費 92 講師報償費 92
5,000円×2回＋12,000円×6回＋20,000 普通旅費 3 3 普通旅費 3 普通旅費 3
消耗品費 5 費用弁償 2 2 費用弁償 2 費用弁償 2
通信運搬費 1 消耗品費 2 2 消耗品費 2 消耗品費 2
指導員研修旅費 4 通信運搬費 1 通信運搬費 1 通信運搬費 1
保険料 10 保険料 10 10 保険料 10 保険料 10

実施内容 嘱託職員報酬 1,106

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 2,662 合　　計 2,860 2,847 合　　計 2,860 合　　計 2,860
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,662 2,860 2,847 2,860 2,860

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.15 0.15 0.3 0.3
正職員人件費 1,760 1,320 1,320 2,640 2,640

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 923 2,750 2,750 2,750 2,750
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,422 4,180 4,167 5,500 5,500
(11)単位費用

110.55千円／名 83.6千円／名 92.6
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

ますます高齢化が進む中、これら熟年世代の多くの方は高齢化社会の諸問題に対し、これからどんな事を備えたらよいか ●①事前確認での想定どおり
不安を感じており、自立した心豊かな老後の備えを学び地域の中で自分にできることを見つけ行動することが望まれる。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

学習内容の工夫により、今後の諸問題に対し理解を深めることができた。また、次の行動に向けたきっかけ作りとなった
。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 高齢化の進展の中、様々な諸問題の解決に向けて、一人ひと

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 りでは気付かない広範囲な課題に関する学習を企画・実施す
□その他 　促進された ることができ、学級生からも好評であった。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 公民館学級や講座で育った講師及び市民活動団体で活躍する ボランティア活動経験者や公民館が実施した学級に関わった ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り 市民を講師として招き学習を実施する。 方など、様々な分野の市民講師を招いた学習を実施すること ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ができた。 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 環境ボランティアについて学習することで、環境に配慮した ●①想定どおり
□②生き物と共存している 生活の重要性を認識することができた。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
80 85 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

講座内容を工夫し、学級生からも好評であった。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 85 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,180 242 4,167 99.69
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

5.47

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 講師の選定に関し、事業費の削減に努めた。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 2.03

% 10万円 2.04 100.49

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
熟年世代に必要なテーマ設定や「地域で私たちができること」など、まちづくり活動に誘導するなどの工夫をした。今後も学習の成果が地域活
動やまちづくりにつながるよう、講座内容を工夫しながら進めていく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1176 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 公民館学級・講座 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 熟年備学 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.15 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,180 千円 (うち人件費 1,320 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51102 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動がまちづくり活動として発展していくよう、市民ニーズの高い社会や地域の課題などをテー 熟年世代が、これからの高齢者社会をより良く



をテー 高齢者の生活を充実させ、人間関係を深め、地域の課題や社会の変化に対応できる能力を習得し、地域活動
施策目的・

(2)目的 マとした学習事業を実施します。また、まちづくりを担う人材が育つよう、市民の自主的な学習活動を支援 事業目的 ・まちづくりに主体的に参加しようとする人材を育成する。
展開方向

します。
３月に市広報により学級生を募集（５０人程度）。４年間継続の学級で、「一般教養、福祉、健康、地域交 入学式・始業式　　４月下旬
流、市民活動・まちづくり」などを柱として、年間２４回の学習計画をもとに学習する。また、運動会・大 各学年（約５０人）、学習・年１８回実施
学祭など各委員会を学級生とともに組織し活動する。 当該年度 合同学習　　　年２回

執行計画 運動会　　１０月上旬
(3)事業内容 内　　容 大学祭　　　２月中旬

卒業式・修了式　２月下旬
受講者数 想定値 190当該年度

単位 人
活動結果指標 実績値 185

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 長寿大学の学習成果を、自らの学習活動や地域で発揮することを望む人材をできるだけ多く輩出する。 直接 地域活動への意識割合 % 75 75

平成31年度 長寿大学の学習成果を、自らの学習活動や地域で発揮することを望む人材をできるだけ多く輩出する。 直接 地域活動への意識割合 % 80

令和 2年度 長寿大学の学習成果を、自らの学習活動や地域で発揮することを望む人材をできるだけ多く輩出する。 直接 地域活動への意識割合 % 80

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

指導員報酬 5,579 嘱託職員報酬 6,000 6,000 嘱託職員報酬 6,000 嘱託職員報酬 6,000
講師報酬費 459 講師報酬費 412 412 講師報酬費 395 講師報酬費 395
普通旅費 18 普通旅費 24 24 普通旅費 4 普通旅費 4
消耗品費 60 消耗品費 56 56 消耗品費 55 消耗品費 55
印刷製本費 49 印刷製本費 49 39 印刷製本費 49 印刷製本費 49
通信運搬費 2 通信運搬費 2 0 通信運搬費 2 通信運搬費 2
ホール管理委託 171 ホール管理委託 171 171 ホール管理委託 171 ホール管理委託 171

実施内容 保険料 40 保険料 40 40 保険料 40 保険料 40
指導員研修費用弁償費 30 費用弁償 61 27 指導員研修費用弁償費 61 指導員研修費用弁償費 61

(8)施行事項
費　　用 使用料及び賃借料 90 使用料及び賃借料 24 10 使用料及び賃借料 24 使用料及び賃借料 24

予算(決算)額 合　　計 6,498 合　　計 6,839 6,779 合　　計 6,801 合　　計 6,801
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 6,498 6,839 6,779 6,801 6,801

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
正職員人件費 4,400 5,280 5,280 5,280 5,280

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 6,000 6,000 6,000 6,000
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 10,898 12,119 12,059 12,081 12,081
(11)単位費用

57.36千円／人 63.78千円／人 65.18
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

高齢化が進む社会の変化に対し、高齢者の生活、健康問題、生きがいづくりなど社会に対応する学習機会の提供。また、 ●①事前確認での想定どおり
元気な高齢者が地域参画への役割を発見する場の提供として、高齢者学級が必要である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

高齢化社会が進展する中、高齢者を対象とした学習機会の提供が必要である。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 長寿大学は４年制の高齢者学級であり、地域参画等を目的と

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 することから、市が開設、運営する必要がある。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当無し

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 手賀沼などの自然環境やゴミなどの生活環境に関する学習を ●①想定どおり
□②生き物と共存している 行った。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
手賀沼の船上学習や今と昔など学習に取り入れている

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
75 75 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

学習内容の工夫や意識付けを行った。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 75 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 12,119 △1,221 12,059 99.5
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△11.2

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 事業費の節減に努めた。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.62

% 10万円 0.62 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
長寿大学は、地域活動等に人材を輩出するなど、目的を果たしている。また、継続学級が立ち上がるなど評価できる。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1177 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 公民館学級、講座 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 長寿大学 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.6 人）
(1)事業概要

(当　初) 12,081 千円 (うち人件費 5,280 千円）⑦事業費
総事業費 12,527 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 12,119 千円 (うち人件費 5,280 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51102 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動がまちづくり活動として発展していくよう、市民ニーズの高い社会や地域の課題など



習施設を利用する子育て中の利用者のために、一時保育の環境を充実させる。
施策目的・

(2)目的 の学習事業や公民館の学級・講座・生涯学習出前講座の拡充などにより、学習機会の充実に努めます。 事業目的
展開方向

公民館事業や図書館利用者のために、２歳から就学前までの幼児を対象として、市民ボランティアの協力を アビスタ保育室などを利用して、年間７１回程度実施
得て、一時保育(アビスタ保育サービス）を実施する。 　・学級　１８回

当該年度 　・保育事業　５３回
執行計画

(3)事業内容 内　　容

保育利用者数 想定値 235当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値 0

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 子育て中の生涯学習施設の利用者が利用しやすい環境をつくる。 直接 保育利用者数 人 150 235

平成31年度 子育て中の生涯学習施設の利用者が利用しやすい環境をつくる。 直接 保育利用者数 人 240

令和 2年度 子育て中の生涯学習施設の利用者が利用しやすい環境をつくる。 直接 保育利用者数 人 245

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

保育スタッフ報償費 110 嘱託職員報酬 554 554 嘱託職員報酬 554 嘱託職員報酬 554
500円×3人×73回 保育スタッフ報償費 116 70 保育スタッフ報償費 116 保育スタッフ報償費 116
通信費 5 消耗品 5 0 消耗品 5 消耗品 5
保険料 38 通信費 5 0 通信費 5 通信費 5
嘱託職員報酬 466 保険料 38 38 保険料 38 保険料 38
食糧費 1

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 620 合　　計 718 662 合　　計 718 合　　計 718
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 620 718 662 718 718

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.25 0.2 0.2 0.25 0.25
正職員人件費 2,200 1,760 1,760 2,200 2,200

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 387 554 554 554 554
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,820 2,478 2,422 2,918 2,918
(11)単位費用

12千円／人 10.54千円／人 0
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

男女共同参画社会の実現に向けて、子育て中の女性でもあらゆる分野に参画し易いよう、負担を軽減する体制作り必要性 ●①事前確認での想定どおり
がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

公民館学級に参加する際に利用する方が多かった。（木曜日実施分）

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 利用者が安心して利用できるよう、サービスの保証が必要で

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ある。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる ■⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市民にボランティアとして参加していただいている。 全実施回数　５６回　　　利用者　１５０人 ○①当初期待した以上
●②事業実施時に市民の参画有り 保育ボランティアスタッフ（参加人数述べ合計　１３６人） ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り 　 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
150 235 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

バルクリース工事があったため、例年より利用者に減があった。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 150 156.67
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 2,478 342 2,422 97.74
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

12.13

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 書類のスタッフへの手渡しを心がけることで、切手代を

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 削減した。バルクリース工事があったため、スタッフ報

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (e/h)×100 ●不要
   (目標対費用) 9.48 償費に減額があった。

人 10万円 6.19 153.15

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
市民が学びたいときに学ぶことができるよう、子育て中の生涯学習施設の利用者が利用しやすい環境をつくるという施策の実現に向け、引き続
き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1178 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 公民館学級・講座 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 保育スタッフによる一時保育事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 2,478 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51101 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民が学びたいときに学ぶことのできるよう、図書館や鳥の博物館、白樺文学館、視聴覚ライブラリーなど 生涯学



全で利用しやすい、誰からも親しまれる施設にする。
施策目的・

(2)目的 施設の整備を計画的に進めるとともに、学校施設など既存施設の有効活用を推進し、身近な場所で学習がで 事業目的
展開方向

きるようにします。また、湖北地区図書館の整備については、湖北台地区に立地し、老朽化への対応が急が
生涯学習センターの建物、敷地の維持管理をする。定期的な保守点検、修繕の実施。施設管理、施設運営、 ・建築設備定期検査、建築物定期検査
清掃業務、警備業務の４業務を一括して総合管理運営業務委託し円滑な管理運営を進める。 ・施設維持修繕(消防用設備修繕、ストリート照明入れ替え修繕、喫茶コーナー換気設備修繕、その他学習

当該年度 室照明修繕など)
執行計画

(3)事業内容 内　　容

予定保守管理箇所 想定値 1当該年度
単位 箇所

活動結果指標 実績値 1

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 アビスタの保守管理が滞りなく行われ、安心して利用できる状態である。 間接 予定保守管理執行率 % 100 100

平成31年度 アビスタの保守管理が滞りなく行われ、安心して利用できる状態である。 間接 予定保守管理執行率 % 100

令和 2年度 アビスタの保守管理が滞りなく行われ、安心して利用できる状態である。 間接 予定保守管理執行率 % 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

総合管理運営業務委託料 57,834 総合管理運営業務委託料 58,536 58,536 総合管理運営業務委託料 58,536 総合管理運営業務委託料 58,536
施設維持管理費 28,043 施設維持管理費 24,881 24,419 施設維持管理費 22,252 施設維持管理費 22,252
　需用費（消耗品費、光熱水費、備品修 　需用費（光熱水水費、修繕料他） 　需用費（光熱水水費、修繕料他） 需用費（光熱水水費、修繕料他）
　役務費（通信運搬費、火災保険） 　役務費（通信運搬費、火災保険料） 　役務費（通信運搬費、火災保険料） 役務費（通信運搬費、火災保険料）
　委託料（樹木管理、施設点検） 　委託料（施設設点検業務委託料） 　委託料（施設点検業務委託料） 委託料（施設点検業務委託料）
　使用料及び賃借料（事務機器使用料、 　使用料及び賃借料（機器使用料他） 　使用料及び賃借料（機器使用料他） 使用料及び賃借料（機器使用料他）
　備品購入費 　備品購入費 　備品購入費 　備品購入費

実施内容 　工事請負費 　工事請負費 　工事請負費 　工事請負費
公民館維持管理費 2,244 公民館維持管理費 2,259 2,088 公民館維持管理費 2,259 公民館維持管理費 2,259

(8)施行事項
費　　用 　需用費（消耗品費、修繕費） 　需用費（消耗品費、印刷製本費） 　需用費（消耗品費、印刷製本費） 　需用費（消耗品費、印刷製本費）

　役務費（通信運搬費、手数料）　 　役務費（手数料） 　役務費（手数料） 　役務費（手数料）
　使用料及び賃借料（陶芸窯賃借料、券 　使用料及び賃借料（機器使用料他） 　使用料及び賃借料（機器使用料他） 使用料及び賃借料（機器使用料他）
　備品購入費　

予算(決算)額 合　　計 88,121 合　　計 85,676 85,043 合　　計 83,047 合　　計 83,047
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 88,121 70,160 85,043 67,531 67,531

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 ■受益 □基金 □その他 15,516 0 □特会 ■受益 □基金 □その他 15,516 □特会 ■受益 □基金 □その他 15,516
換算人数(人) 0.9 1 1 0.9 0.9
正職員人件費 7,920 8,800 8,800 7,920 7,920

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 96,041 94,476 93,843 90,967 90,967
(11)単位費用

96,041千円／箇所 94,476千円／箇所 93,843
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

生涯学習の拠点として安全を最優先に、利用者の拡充を図る。 ●①事前確認での想定どおり
また、一元管理の利便性を全面に出し、一層の市民サービスの向上を提供する。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

安全を最優先に一元管理の利便性を全面に出して、施設整備を行うことで、市民サービスの向上を提供することができた
。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 市が主導で管理することで、安定したサービスの提供を行う

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ことができ、またコスト面でも削減を行うことができた。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

■市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 我孫子高等技術専門校ボランティアに草刈を行ってもらった ●①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 。 ○②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他 ボランティアは、我孫子高等技術専門校側からの慈善努力に

よって発生したものであるため。
＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 雨水の再利用、太陽光発電については当施設内の設備を用い ●①想定どおり
□②生き物と共存している て行うことができた。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
雨水の再利用、太陽光発電、一部照明のＬＥＤ化

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

施設整備に対して、総合管理委託をした会社と共に、整備計画を実行したため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ●②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 94,476 1,565 93,843 99.33
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ●要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ 当初は、事業費の削減を行ったが、左記の理由の ○不要

年度後半に、台風による自転車駐車場の破損、消防用設備ＬＥＤ誘導灯 とおり急遽修繕箇所が発生してきたため、予備費
の交換、図書館小児用トイレ（自動水栓不良による通水）、調理実習室 を中心とした事業費追加が発生した。

1.63 の排管詰まり直し等が急遽発生したため、修繕費を大幅に追加しました
。

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 事業費は、予備費等によって補充はされたが、市の財政

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ●要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 状況もあいまってか、本来整備するために必要な事業費

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 0.11 を完全には確保できていない状態である。

% 10万円 0.11 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
今後も適正な施設の整備・充実を行えるようより一層の努力をしていきたい。
生涯学習センター外壁修繕に向けた個別施設整備計画の作成、必要充分な予算の確保が今後の課題といえる。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1184 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 施設管理事務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 ■我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 平成14年度 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 1 人）
(1)事業概要

(当　初) 91,847 千円 (うち人件費 8,800 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 94,476 千円 (うち人件費 8,800 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51103 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

学習する場の充実を図るため、公民館や図書館、鳥の博物館、白樺文学館などの施設の充実や、学習の拠点 市民が安



の拠点 指定管理者による創意工夫を発揮し、施設の利用者に質の高いサービスの提供及び管理経費の縮減をすすめ
施策目的・

(2)目的 施設の整備を計画的に進めるとともに、学校施設など既存施設の有効活用を推進し、身近な場所で学習がで 事業目的 る。
展開方向

きるようにします。また、湖北地区図書館の整備については、湖北台地区に立地し、老朽化への対応が急が
１湖北地区公民館の管理運営を指定管理者により遂行 １．指定管理制度の運営
・経費縮減･事務の省略化 ・指定管理者により施設の管理運営を遂行、指定管理者による自主事業の実施、利用者の要望・情報収集
・開館日の増加や開館時間の延長 当該年度 ・指定管理者選考委員会の開催（年3回）
・施設の維持管理の向上と施設の改善 執行計画 ２．施設の保守及び維持管理等

(3)事業内容 内　　容 ・市民に対するサービスの向上と利用者の拡大 　トイレベビーシート改修
２指定期間　平成28年4月1日～31年3月31日   調光機及びその関連機器の交換　等
３施設の保守及び維持管理 利用者の延べ利用者数 想定値 155,000当該年度
・湖北地区公民館が開館してから２０年が経過し、施設設備等に老朽化が原因とする不具合が多数発生して 単位 人数

活動結果指標 実績値 162,267いるため、計画的に設備の更新や修繕を実施する。

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 利用者を増やし、我孫子市東部地域の生涯教育施設としての役割を果たす。 直接 1年間の延べ利用者数 人 169,617 155,000

平成31年度 利用者を増やし、我孫子市東部地域の生涯教育施設としての役割を果たす。 直接 1年間の延べ利用者数 人 160,000

令和 2年度 利用者を増やし、我孫子市東部地域の生涯教育施設としての役割を果たす。 直接 1年間の延べ利用者数 人 165,000

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

管理運営委託料 42,418 管理運営委託料 42,416 42,416 管理運営委託料 42,416 管理運営委託料 42,416
非常勤特別職人件費 28 非常勤特別職人件費 53 53 非常勤特別職人件費 28 非常勤特別職人件費 28
　報酬（委員報酬3,500円×4人×2回） 　報酬（委員報酬3,500円×4人×3回） 　報酬（委員報酬3,500円×4人×2回） 　報酬（委員報酬3,500円×4人×2回）
湖北地区公民館管理運営費 1,127 湖北地区公民館管理運営費 629 629 湖北地区公民館管理運営費 454 湖北地区公民館管理運営費 454
　需用費（備品修繕、施設修繕） 　需用費（備品修繕、施設修繕） 　需用費（備品修繕、施設修繕） 　需用費（備品修繕、施設修繕）
　役務費（火災保険） 　役務費（火災保険） 　役務費（火災保険） 　役務費（火災保険）
　委託料（建物設備定期調査、特殊建物 　委託料（建物設備定期調査他） 　委託料（建物設備定期調査他） 　委託料（建物設備定期調査他）

実施内容 　使用料及び賃借料（音響機器） 　使用料及び賃借料（音響機器他） 　使用料及び賃借料（音響機器他料） 　使用料及び賃借料（音響機器他）
　 ＊ 調光設備（10年リース）1年目 2,035 1,944 調光設備(10年リース)2年目 4,070 調光設備(10年リース)3年目 4,070

(8)施行事項
費　　用

9月補正
　工事請負費（温水洗浄トイレ設置他） 624 562

予算(決算)額 合　　計 43,573 合　　計 45,757 45,604 合　　計 46,968 合　　計 46,968
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 43,573 42,121 45,604 43,332 43,332

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 ■受益 □基金 □その他 3,636 0 □特会 ■受益 □基金 □その他 3,636 □特会 ■受益 □基金 □その他 3,636
換算人数(人) 0.5 0.25 0.25 0.55 0.55
正職員人件費 4,400 2,200 2,200 4,840 4,840

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 47,973 47,957 47,804 51,808 51,808
(11)単位費用

0.31千円／人数 0.31千円／人数 0.29
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

・地方自治法の改正により、広く民間に門戸を広げた指定管理者制度は，競争原理が働き，サービスの向上，経費の縮減 ●①事前確認での想定どおり
が期待される制度である。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ・当施設は、指定管理者制度の導入により効率的，効果的な施設の管理･運営が望めるため実施の必要がある。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ・市民が安全で安心して利用できる学習環境を整備する必要がある。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

30年度事業計画書に基づき、経費削減や有効な経費支出により、効果的な施設運営がされており、指定管理者選考委員会
でも一定の評価を受けている。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 民間事業者に管理を行わせる指定管理者制度を利用すること

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 により、市が管理業務を行っている。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる 平成18年度から指定管理制度を導入している。 □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

■その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 公民館利用者との懇談会を開催し、出された意見を運営に反 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 映している。 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている あびこエコプロジェクトに従い、節電・節水に努めた。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
我孫子市エコプロジェクト計画を推進することで、環境負荷低減に貢献している。

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
169,617 155,000 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

指定管理者が自主事業等を積極的に行ったため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 162,267 104.69
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 47,957 16 47,804 99.68
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

0.03

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 タイル修繕等の突発的修繕が発生したため、なるべく施

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ●要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 設の修繕経費等を事前にしっかり確保したい。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ○不要
   (目標対費用) 323.21

人 10万円 339.44 105.02

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
効率的な施設運営を図るため、今後も指定管理者と密接に連携を取りながら、事業を推進していく。また、施設の老朽化に伴い、施設を計画的
に実施していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1185 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 湖北地区公民館の運営 位置づけ

③事業主体 ○市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 ■湖北 □新木 □布佐 □全市

⑤事業期間 平成17年度 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.25 人）
(1)事業概要

(当　初) 47,147 千円 (うち人件費 2,200 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 47,957 千円 (うち人件費 2,200 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51103 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

学習する場の充実を図るため、公民館や図書館、鳥の博物館、白樺文学館などの施設の充実や、学習



聴覚ライブラリーなど 日常、学校や家庭で体験しにくい実験・工作・調理などの学び体験を通して、感動、問題解決力、創造力、
施策目的・

(2)目的 の学習事業や公民館の学級・講座・生涯学習出前講座の拡充などにより、学習機会の充実に努めます。 事業目的 観察力などを養い、子どもの将来の夢を拡げる。また、子どもは人との交流によって、豊かな人間関係を味
展開方向

わい、同時に「あびこ」の人々の専門性や人間性に触れ「あびこ」の良さを認識したり、大人への憧れや我
将来、地域に貢献できるように小・中学生を対象に、地元の学校・企業・専門家等の協力を得て体験型の学 ６月から１月にかけて夏、冬の長期休暇、および土曜日に全１５回程度実施予定。
習講座を実施する。 学習内容は科学、料理、工作、卓球、書道等。

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

受講者数／年 想定値 340当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値 360

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 学ぶ喜び、科学する楽しさ、創造する楽しさなどを味わう中で、「あびこ」の環境や人々の良さを学び、地域や街に興味や関心 直接 満足度 ％ 99 96
を持つきっかけの場とする。

平成31年度 学ぶ喜び、科学する楽しさ、創造する楽しさなどを味わう。また、「あびこ」の環境や人々の良さを学び、地域や街に興味や関 直接 満足度 ％ 96
心を持つことができるようになる。

令和 2年度 学ぶ喜び、科学する楽しさ、創造する楽しさなどを味わう。また、「あびこ」の環境や人々の良さを学び、地域や街に興味や関 直接 満足度 ％ 96
心を持つことができるようになる。
我孫子で活動する新規講師の発掘、調整。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

指導員報酬 1,394 嘱託職員報酬 3,056 3,056 嘱託職員報酬 3,056 嘱託職員報酬 3,056
講師報償費 70 講師報償費 84 84 講師報償費 77 講師報償費 77
5,000円×6回、40,000円×1回 費用弁償 3 3 費用弁償 3 費用弁償 3
費用弁償 4 消耗品 21 21 消耗品費 15 消耗品費 15
消耗品費 15 食糧費 7 7 食糧費 7 食糧費 7
食糧費 7 保険料 20 20 保険料 20 保険料 20
保険料 10

実施内容

(8)施行事項
費　　用

嘱託職員報酬 1,155

予算(決算)額 合　　計 2,655 合　　計 3,191 3,191 合　　計 3,178 合　　計 3,178
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,655 3,191 3,191 3,178 3,178

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.15 0.15 0.2 0.2
正職員人件費 1,760 1,320 1,320 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,155 3,056 3,056 3,056 3,056
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 4,415 4,511 4,511 4,938 4,938
(11)単位費用

12.99千円／人 13.27千円／人 12.53
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

公民館が末永く地域に親しまれ利用されていくために、子ども達の明るい声が響き、雰囲気がなごむ元気な公民館づくり ●①事前確認での想定どおり
を進めていく必要がある。そのため、子ども達が公民館を利用するきっかけ作りとする講座を開催する。また、地域には ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 様々な経験や知識を持った人材があり、この方々と子ども達をつなげ、子ども達には地域を知り我孫子に愛着を持つよう ●要
   背景は？(事業の必要性) に、また講師となる方々には地域との関わりを持つ機会としていく必要がある。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ○不要

多岐の分野の講座を、市内在住、企業、学校、団体の協力により、学校、地域を越えた交流の場、日常体験しがたい学び
体験の場として実施できた。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 家庭や学校にない人間関係を築き、日常体験しがたい学び体

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 験を通して、夢や希望を広げるきっかけとすることができる
□その他 　促進された 。応募率も２２３％あり、子ども達の興味関心の高さがうか

■④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した がえる。今後も充実した講座を提供していく必要がある。
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ●要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ○不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 子どもの指導に慣れた市民・市民団体を講師とする。 我孫子市民、企業、団体、学校等、子ども達の指導に慣れた ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 講師の協力により実施した。 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
●④市民の自主的な活動と連携している ●要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ○不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

■①自然環境を生かしている 自然環境、生き物を意識した講座を実施する。 自然環境、生き物を意識した講座を実施した。 ●①想定どおり
■②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ●要

いるか？
□⑤その他 ○不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
99 96 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

子どもの指導に慣れていて、参加者との関わりを大切に且つ、興味関心を高めて
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 106 110.42

くれる講師によって、満足度の高い講座を実施できたため。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,511 △96 4,511 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△2.17

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 講師の協力により、低予算で満足度の高い講座が実施で

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 きたため。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 2.13

％ 10万円 2.35 110.33

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
我孫子にかかわる人々との連携によて、学ぶ喜び、科学する楽しさ、発見する喜び等を味わえる体験学習の場となっており、参加者の満足度も
高くなっている。地域と子どもをつなぐ役割も果たしている。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1682 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 公民館学級・講座 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 アビコでなんでも学び隊 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成22年度 ～ ⑥担当職員数 1 人 (換算人数 0.15 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,498 千円 (うち人件費 1,320 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 4,511 千円 (うち人件費 1,320 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51101 重点なし ○有 ●無 (計画名) 生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民が学びたいときに学ぶことのできるよう、図書館や鳥の博物館、白樺文学館、視



生涯学習推進計画にもとづき行われている各課の事業が、市民の学習ニーズや時代の変化、地域の課題に対
施策目的・

(2)目的 どを進めて、生涯学習振興に関する行政施策を総合的に推進します。また、学習に関する情報提供、相談体 事業目的 応しているかについて生涯学習推進本部、幹事会、生涯学習審議会等で審議し、市民の生涯学習の推進を図
展開方向

制の充実を図るとともに、他の自治体や市民団体、大学、研究機関、企業などとの連携を強化するなど、市 る。
・生涯学習推進計画に位置づけられている生涯学習関連事業の実施状況や予定を調査し、各事業の成果や課 ・５月　２９年度実施事業や平成３０年度事業を予定している各課生涯学習関連事業の調査
題などを調査する。 ・生涯学習推進本部・幹事会の開催（５月、１１月）
・調査・整理した結果を生涯学習推進本部幹事会、生涯学習審議会、生涯学習推進本部において協議・審議 当該年度 ・生涯学習審議会の開催（５月、１０月）
し、計画や施策、事業の現状や課題等について調整を図る。 執行計画

(3)事業内容 内　　容

実施計画事業件数 想定値 184当該年度
単位 件

活動結果指標 実績値 184

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 市の生涯学習の推進 直接 実施計画に位置づけられた事業の進捗率 ％ 100 100

平成31年度 市の生涯学習の推進 直接 実施計画に位置づけられた事業の進捗率 ％ 0

令和 2年度 市の生涯学習の推進 直接 実施計画に位置づけられた事業の進捗率 ％ 0

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

調査費用消耗品 20 20 調査費用消耗品 20 調査費用消耗品 20
生涯学習審議会委員報酬 294 151 生涯学習審議会委員報酬 294 生涯学習審議会委員報酬 294
東葛飾地区社会教育連絡協議会 35 35 東葛飾地区社会教育連絡協議会 35 東葛飾地区社会教育連絡協議会 35
千葉県社会教育振興大会負担金 6 5 千葉県社会教育振興大会負担金 6 千葉県社会教育振興大会負担金 6
生涯学習審議会会議録作成 130 51 生涯学習審議会会議録作成 130 生涯学習審議会会議録作成 130
嘱託職員報酬 839 839 嘱託職員報酬 839 嘱託職員報酬 839
臨時職員賃金 22 22

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 1,346 1,123 合　　計 1,324 合　　計 1,324
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 1,346 1,123 1,324 1,324

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0 0.75 0.75 0.65 0.65
正職員人件費 0 6,600 6,600 5,720 5,720

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 804 804 804 804
臨時職員賃金額 0 22 22 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 0 7,946 7,723 7,044 7,044
(11)単位費用

0千円／＊＊ 43.18千円／件 41.97
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

市民の価値観、学習ニーズの多様化から生涯学習に対する市民の関心が高まっている。市民の多様な学習ニーズに応える ●①事前確認での想定どおり
ため、生涯学習推進計画に基づく体系的な生涯学習推進事業を進める必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

生涯学習審議会を開催し、生涯学習関連事業に関して市民の視点から意見や生涯学習のあり方について意見交換を行った
。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 生涯学習審議会を開催し、審議会委員からの意見を受けて施

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 策や一つ一つの事業について見直し・改善を行った。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 市民団体等から選ばれている生涯学習審議会委員から市の生 審議会に出席した審議委員からは、生涯学習推進計画事業実 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 涯学習に関する意見等を聞き、生涯学習推進にいかしている 施状況調査の結果などから、今後の生涯学習のあり方や、庁 ●②当初期待したとおり
●③管理・運営に市民の参画有り 。 内の課題などに対して意見をいただいた。 ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
○⑥その他

＜その他の内容＞

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

■①自然環境を生かしている 生涯学習推進計画において、手賀沼など環境を意識した施策 該当なし。 ●①想定どおり
□②生き物と共存している を取り入れ、実施状況の進行管理を行っている。 ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
□⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

市の生涯学習全体についての意見をうかがうことで、審議会委員が意見を述べや
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 187 187

すい環境になった。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 7,946 ― 7,723 97.19
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

―

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 審議会を当初３回で予定していたが、生涯学習推進本部

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 との調整もあり２回の開催となった。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.26

％ 10万円 2.42 192.06

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
生涯学習における様々な事業について、市民から選出された委員に意見を聞き常にニーズを把握することは、生涯学習を推進していくうえで必
要不可欠である。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 2228 課コード 1605 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 生涯学習推進事業 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 生涯学習部・生涯学習課

個別事業 生涯学習推進計画の進行管理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.75 人）
(1)事業概要

(当　初) 7,946 千円 (うち人件費 6,600 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 51201 重点なし ○有 ●無 (計画名) 我孫子市生涯学習推進計画

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

市民の学習活動を活発にするため、市が行う生涯学習関連事業の体系化や事業内容の充実、情報の共有化な


