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（総合計画体系）

・

・

◇政策の概要

◇政策のコスト（千円）

◇政策の指標

◇平成27年度の政策評価（政策の概要）

◇平成27年度の政策評価（政策の進捗・課題）

　東区の目指す姿は、活力にあふれ、「暮らしやすさ」を実感できる区です。身近な行政サービスの拠点として皆
様にご満足いただける区政運営に努めてまいります。同時に、今後も引き続き市民協働のもと安全・安心な地域
づくりや地域資源の活用に取り組んでまいります。
①安心・安全のまちづくりを推進します。
②地域資源の活用による特色あるまちづくりを推進します。
③人の和、地域の和を大切にし、区の一体感を深めます。

＜進捗＞ 進んでいる
「市民アンケート調査」の評価”６．７／１０点”を目標としていたが、東区全体の評価点は”６．９点”と
目標を上回ることができた。
今後も、住みやすいと感じることができる地域と評価していただけるよう、引き続き市民サービスの向
上を目指す。

目標
実績

実績
目標

「市民アンケート調査」（広聴広報課）におけ
る東区の「住んでいる地域の住みやすさ」

点 7.0
目標 6.7 6.7

H27 H28

実績 6.9

2,032
年間経費(予算又は決算+A+B) 9,348,806 497,942

H36
目標値

年度政策指標 単位

決算 9,123,207

報酬（B） 1,599

だれもがいきいきと暮らせる市民主体の地域社会の実現

　東区の目指す姿は、活力にあふれ、「暮らしやすさ」を実感できる区です。身近な行政サービスの拠点として皆
様にご満足いただける区政運営に努めてまいります。同時に、今後も引き続き市民協働のもと安全・安心な地域
づくりや地域資源の活用に取り組んでまいります。
①安心・安全のまちづくりを推進します。
②地域の声に応えた、区役所の運営を行います。
③地域資源の活用による特色あるまちづくりを推進します。

H27 H28

人件費（A） 224,000 223,960

予算 253,723 271,950

30年後の姿
協働による持続可能な都市経営を推進し、全国をリードする自立した基礎自治体になってい
る。

10年後の目標
協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サービスが提供されてい
る。

公共インフラの整備・維持・管理に民間活力の導入が進んでいる。

◆基本政策

平成28年度
（管理番号） （担当課）

「分野」 地方自治・都市経営

政策シート （政策名） 市民一人ひとりが活躍する市民協働の推進

（予算費目名） 東区役所費

（責任者） （作成日）
22601000 東区・区振興課 足立　睦俊 平成 28 7 1
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◇政策実現のために実施する事業一覧

※人工単価（千円）正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800 

2,032計 497,942 271,950 17.4 5.8 2.4 26.8
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6,388 2,888 0.57 俳句の里づくり事業  

0.26 自治会振興事業  107,904 107,184

46,396 45,676 0.25 行政連絡文書配布事業  

0.4

2,032

4 地域力向上事業  26,768 12,028 1.9

3.0 0.5 26.0

7,962 330 0.8

205,000 49,400 10.1

3 区協議会運営事業  

97,524 54,444 4.1 2.0

2 協働センター管理運営事業  

1 区管理運営事業  

報酬
（千円）

正規
再任用
(31h)

再任用
(26h)

非常勤

1.9 0.8

平成 28 7

事業名
総
合
戦
略

重
点
戦
略

主
要
事
業

（管理番号） （担当課） （責任者） （作成日）

完
了

コスト
（千円）

東区・区振興課 足立　睦俊

事業費
（千円）

人工

22601000 1
平成28年度



07 02 01 03 01 年 月 日

◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値

H36H28 H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

目標値

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値

年度 H27

目標値 4.60 4.60

実績値 4.48

重点戦略項目No主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

4.80

年度 H27 H28 H30 H31 H36

「市民への約束アンケート」東区各課の平均点（点） -

再任用(h31) 1.9 2.0

非常勤 0.6 0.8

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 3.8

再任用(h26) 2.3 1.9

人件費(報酬等)　(千円)
人件費　(千円) 41,100 43,080

4.1

一般財源 43,472 53,557
一般会計繰入金

その他 842 887

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 50,526 54,444
決算 44,314

H19 － 一般会計 自治事務（その他） －

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　区役所が住民に身近な総合的行政サービスの提供の場として機能するよう、区役所の適正な管理・運営等、必
要な事業を実施する。

（１）区役所運営事業…区役所の行政サービスを円滑に実施するために必要な事業を実施する。
（２）公有財産維持管理事業…東区管内の公有財産の適正な維持管理に必要な事業を実施する。
（３）庁舎維持管理事業…東区役所庁舎の適正な維持管理に必要な事業を実施する。
（４）公用自動車管理事業…公用車両の適正な管理及び安全運行に必要な事業を実施する。

事業シート （事業名）

7 1

区管理運営事業

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略
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◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 委託・指定管理 現状 人工 現状
施設・設備の維持管理業務等のハードに関連する必要不可欠な業務は、今後も継続していく。また、事務改善等の事務の効
率化は継続的に実施していく。

事業費 現状 人工 現状
区役所が住民に身近な行政サービスの提供の場として機能するよう、適正な管理・運営を実施できた。

大項目 改善

（１）区役所運営事業…区役所の行政サービスを円滑に実施するために必要な事業を実施する。
（２）公有財産維持管理事業…東区管内の公有財産の適正な維持管理に必要な事業を実施する。
（３）庁舎維持管理事業…東区役所庁舎の適正な維持管理に必要な事業を実施する。
（４）公用自動車管理事業…公用車両の適正な管理及び安全運行に必要な事業を実施する。

指標の達成度

遅れている
「市民への約束」アンケートの評価”４．６／５点”を目標としていたが、東区全体の評価点は”４．４８点”と目標を達成できな
かった。
各課においての重点取り組みを設定、職員に周知して、引き続き、市民サービスの向上を目指す。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

管理・監視 内部管理支援
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◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値

H36H28 H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

70目標値 60 70

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値 68.8

年度 H27

目標値 362000 365000

実績値 325333

重点戦略項目No

協働センター利用率（％）

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

380000

年度 H27 H28 H30 H31 H36

協働センター利用者数（人） -

再任用(h31) 3.0 3.0

非常勤 26.0 26.0

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 10.1

再任用(h26) 0.5 0.5

人件費(報酬等)　(千円)
人件費　(千円) 155,600 155,600

10.1

一般財源 23,044 28,790
一般会計繰入金

その他 19,790 20,610

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 46,891 49,400
決算 42,834

H19 － 一般会計 自治事務（法令義務） 浜松市協働センター条例 －

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　地域コミュニティの育成、生涯学習推進に関する知識の普及、啓発を図るための機会、場所、情報を提供する
施設として、５協働センター（天竜、笠井、積志、長上、蒲）の貸館業務及び維持管理を行う。

協働センター施設（天竜、笠井、積志、長上、蒲）の管理運営事業
  ・地域活動団体や自治会等への貸館業務
　・施設、設備保守点検業務
　・清掃等維持管理業務
　・光熱水費、賃貸借等の支出業務
　・その他施設維持管理に必要な業務
　・協働センター施設の計画的な工事の実施

事業シート （事業名）

7 1

協働センター管理運営事業　

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略



07 02 01 03 年 月 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 現状 人工 現状
・多くの地域住民が利用する施設であるため、老朽箇所の早期発見に努め、計画的な改修・修繕を行っていく。
・施設の適正な維持管理と市民協働による地域づくりの活動拠点となる施設運営に努めていく。

事業費 現状 人工 現状
・協働センターの適正な管理を行い、地域コミュティの育成、生涯学習推進に関する知識の普及を図るための機会、場所、情
報を提供することができた。
・協働センター駐車場用地において、一部買い取りを行うことにより、土地借上料が減額した。

大項目 現状

協働センター施設（天竜、笠井、積志、長上、蒲）の管理運営事業
  ・地域活動団体や自治会等への貸館業務
　・施設、設備保守点検業務
　・清掃等維持管理業務
　・光熱水費、賃貸借等の支出業務
　・その他施設維持管理に必要な業務
　・協働センター施設の計画的な工事の実施

指標の達成度

計画通り
・協働センター利用者数について、平成27年度目標362,000人に対し、325,333人と目標は達成できなかった。減少について、
５協働センター附設体育館での吊り天井改修工事によりそれぞれ約3か月間使用できなかったことがひとつの要因である。
・協働センター利用率については、平成27年度目標60％に対し、68.8％と目標は達成された。各協働センターごとに地域コ
ミュニティ活動の場、生涯学習の場を提供できた。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

維持管理運営 施設管理運営（建物）



07 02 01 03 03 年 月 日

◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値

H36H28 H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

18目標値 18 18

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値 18

年度 H27

目標値 12 12

実績値 11

重点戦略項目No

東区協議会委員会の開催回数（回）

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

12

年度 H27 H28 H30 H31 H36

東区協議会の開催回数（回） -

再任用(h31)

非常勤

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 1.1

再任用(h26)

人件費(報酬等)　(千円) 1,599 2,032
人件費　(千円) 7,700 5,600

0.8

一般財源 289 330
一般会計繰入金

その他

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 330 330
決算 289

H19 － 一般会計 自治事務（法令義務）
浜松市区及び区協議会の設

置等に関する条例
－

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　区民の意見を行政運営に反映させるとともに、地域における市民協働を推進していくために区協議会を運営す
る。

区協議会の毎月開催
地域福祉、交通安全、地域防災委員会の開催（各6回程度開催）
広報はままつ（東区情報）への協議会だよりの掲載
区役所ホームページを活用した会議内容等の情報発信

事業シート （事業名）

7 1

区協議会運営事業　　　　

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略
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◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 現状 人工 現状
引き続き、区民の意見を行政運営に反映させるとともに、地域における市民協働を推進していくために区協議会を運営してい
く。

事業費 現状 人工 現状
区民の意見を行政運営に反映させ、地域における市民協働を推進することができた。

大項目 現状

区協議会の毎月開催
地域福祉、交通安全、地域防災委員会の開催（各6回程度開催）
広報はままつ（東区情報）への協議会だよりの掲載
区役所ホームページを活用した会議内容等の情報発信

指標の達成度

計画通り
引き続き、区民の意見を行政運営に反映させるとともに、地域における市民協働を推進していくために区協議会を運営してい
く。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

管理・監視 団体運営
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◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値

H36H28 H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

19目標値 19 19

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値 20

年度 H27

目標値 20 20

実績値 21

重点戦略項目No

事業の実施件数（件）

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

20

年度 H27 H28 H30 H31 H36

事業提案件数（件）

再任用(h31) 0.4

非常勤

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 1.9

再任用(h26)

人件費(報酬等)　(千円)
人件費　(千円) 13,300 14,740

1.9

一般財源 2,028
一般会計繰入金

その他 8,893,040 10,000

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 10,199 12,028
決算 8,893,040

H22 － 一般会計 自治事務（その他）
地域力向上事業実施要綱、
市民提案による住みよい地域

－

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　多様な主体が対等な立場に立ち、相互に活躍する取り組みを通じて住みよい地域社会を実現するため、区民
の参加と協働により区の特性を活かした事業や課題を解決する事業を実施する。

（１）市民提案による住みよい地域づくり助成事業
　団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付す
ることで、効果が期待できる事業
（２）区民活動・文化振興事業
　地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業
（３）区課題解決事業
　区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業

事業シート （事業名）

7 1

地域力向上事業　　　　

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略



07 02 01 03 年 月 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 現状 人工 現状
・事業規模としては現状が適正であると思われる。今後、より幅広い団体等からの提案が増えるように、広報等を強化する。
・区実施の事業については、地域との連携を密にし、地域の需要を踏まえて新規事業を展開するように努める。また、継続し
ていく事業については、より、市民生活の質を向上させる事業となるよう、実施した結果等を踏まえて内容を改善していく。
・この事業は、平成28年度から新しい要綱が施行される。要綱で施行後３年以内（平成30年度末まで）において、実施の状況
について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずると定められている。

事業費 現状 人工 現状
・平成26年度と比べて、実施事業数は４件増加した。どの事業も、市民生活の質の向上に寄与する事業であった。
・広報活動、特に助成事業についての広報が昨年度の課題であったが、今年度は、団体から提供のあった事業のチラシやポ
スターについて、区役所及び東区内協働センターで配布をすることにより、区内のより多くの人に情報を提供することが出来
た。また、東区のホームページで事業のお知らせを行い、区内・区外を問わず、より広い範囲への広報が実施できた。

大項目 現状

（１）市民提案による住みよい地域づくり助成事業
　団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体的に取り組む事業に対し市から補助金を交付す
ることで、効果が期待できる事業
（２）区民活動・文化振興事業
　地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業
（３）区課題解決事業
　区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実施する事業

指標の達成度

進んでいる
平成27年度には、市民・団体等から２１件の提案があった。
【内訳】・市民提案による住みよい地域づくり助成事業　８件
　　　　 ・区民生活・文化振興事業　７件
　　　　 ・区課題解決事業　６件
また、そのうち２０件の事業を実施した。
【内訳】・市民提案による住みよい地域づくり助成事業　８件
　　　　 ・区民生活・文化振興事業　６件
　　　　 ・区課題解決事業　６件
※提案事業について、区行政推進会議で協議した結果、区民生活・文化振興事業１件が実施見送りとなった。
これら、東区の魅力を生かした事業の実施により、地域活動の活性化、文化の振興及び区の課題の改善等がなされた。
また、地域力向上事業が開始されて６年が経過し、市民への認知度も高まってきている。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

事業推進 市民活動



07 02 01 03 05 年 月 日

◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値

H36H28 H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

目標値

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値

年度 H27

目標値 100 100

実績値 100

重点戦略項目No主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

100

年度 H27 H28 H30 H31 H36

行政連絡文書配布事業達成率（％）

再任用(h31) 0.2

非常勤

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 0.2

再任用(h26)

人件費(報酬等)　(千円)
人件費　(千円) 1,400 720

一般財源 44,756 45,676
一般会計繰入金

その他

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 45,506 45,676
決算 44,756

H20 － 一般会計 自治事務（その他） －

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　市からの情報や物品を配布、回覧等により住民へ周知、配達するとともに、市からの各種調査等の業務を円滑
に行うことを目的とし、もって業務を通じて地域コミュニティの醸成に寄与するものである。

単位自治会が行う基本業務
　・広報はままつ及び議会だより等の配布・回覧及び物品等の配布。その他、災害救助物資等の配布及び対象
者等必要な調査の実施など、その他市からの依頼に基づく行政連絡業務。

区自治会連合会が行う連絡調整業務
　・市からの依頼業務に対する調整と業務内容、調整結果の区内単位自治会への必要事項の伝達。区内単位自
治会の状況把握及び市への連絡、取りまとめ等の事務

事業シート （事業名）

7 1

行政連絡文書配布事業　　　　

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略



07 02 01 03 年 月 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 現状 人工 現状
・自治会に対する行政からの業務量を把握し、市全体の取り組みとして自治会側の負担軽減に努めていく。

事業費 現状 人工 現状
・受託者である自治会は、地域を熟知しており、市や区からの配布物等を的確かつ迅速に市民へ提供することができ、コスト
面からみても他に代わるものはない。

大項目 現状

単位自治会が行う基本業務
　・広報はままつ及び議会だより等の配布・回覧及び物品等の配布。その他、災害救助物資等の配布及び対象
者等必要な調査の実施など、その他市からの依頼に基づく行政連絡業務。

区自治会連合会が行う連絡調整業務
　・市からの依頼業務に対する調整と業務内容、調整結果の区内単位自治会への必要事項の伝達。区内単位自
治会の状況把握及び市への連絡、取りまとめ等の事務

指標の達成度

計画通り
・浜松市東区自治会連合会との間で業務委託契約を締結することにより、広報はままつなどの配布・回覧（全区域対象数27
件、一部区域対象数84件）、敬老会対象者調査などの調査・推薦（全区域対象：8件、一部区域対象：1件）を、48,647世帯（平
成27年4月1日現在契約世帯数）に対して、すべて的確に市民へ提供することができた。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

補助・助成 補助・助成（公益団体）



07 02 01 03 06 年 月 日

◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値 1 5

1

H36

1

H28 H30

自治会集会所（新築・購入・改築等）補助件数（件）

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

100目標値 60 80

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値 66.9

年度 H27

目標値 160 160

実績値 167

重点戦略項目No

既存防犯灯ＬＥＤ化更新達成割合（％）

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

160

年度 H27 H28 H30 H31 H36

防犯灯新設分設置対象数（灯）

再任用(h31) 0.2

非常勤

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 0.2

再任用(h26)

人件費(報酬等)　(千円)
人件費　(千円) 1,400 720

一般財源 95,152 107,184
一般会計繰入金

その他

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 97,449 107,184
決算 95,152

H19 － 一般会計 自治事務（その他）
浜松市自治会集会所整備事
業費補助金交付要綱、浜松

－

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　地域住民の福祉の向上、コミュニティづくり及び夜間における犯罪の防止及び交通の安全を図るため、自治会
等に補助金を交付する。

（１）自治会集会所整備助成事業（補助金）
　自治会集会所の新築、増築、改修、購入に対する補助金交付事業
（２）防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）
　防犯灯を設置、維持管理する自治会に対する補助金交付事業

事業シート （事業名）

7 1

自治会振興事業　　

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略



07 02 01 03 年 月 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 現状 人工 現状
・5年間ですべての防犯灯をLED化するために、自治会と連携し、計画を円滑に進めていく。
・自治会活動は、地域住民の福祉向上及びコミュニティづくりに必要不可欠であり、その拠点である自治会集会所の建設等
への補助は、今後も現状どおり継続する必要がある。

事業費 現状 人工 現状
・防犯灯管理維持管理助成事業は、既存灯のLED化及び電気料の値下げ等により、維持管理費の補助額が前年度に比べ
減額した。

大項目 現状

（１）自治会集会所整備助成事業（補助金）
　自治会集会所の新築、増築、改修、購入に対する補助金交付事業
（２）防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）
　防犯灯を設置、維持管理する自治会に対する補助金交付事業

指標の達成度

計画通り
・防犯灯新設について、H27年度設置目標数160灯に対して、167灯の新設補助を行い、目標を達成した。
・既存防犯灯ＬＥＤ化更新について、H27年度目標取換灯数2,047灯に対して、2,401灯をLED化し、5カ年計画でのH27年度末
目標取換率60％に対して、66.9％の取換が行われ目標を達成した。
・自治会集会所整備助成事業について、計画どおり新築1件に対し助成をした。これにより、施設の安全かつ円滑な利用が可
能となり地域コミュニティづくりの推進に効果があった。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

補助・助成 補助・助成（公益団体）



07 02 01 03 07 年 月 日

◇事業目的・事業対象

◇事業の概要

◇事業の性質

◇事業のコスト　

◇事業の指標（H30：重点戦略最終年度、H31：総合戦略最終年度、H36：基本計画最終年度）

目標値

実績値

重点戦略項目No

年度 H27 H28 H36H30

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

H31

H31年度 H27

実績値

目標値 3000 3100

3055

H36

3000

H28 H30

啓発事業参加者数（俳句講座・句碑めぐりツアー等）（人）

主な事業活動・事業成果　指標（単位）

H28 H30 H31 H36

6000目標値 6000 7200

総合戦略施策体系 重点戦略項目No

実績値 7027

年度 H27

目標値 14500 17000

実績値 16883

重点戦略項目No

俳句大会への投句者数（人）

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系

15000

年度 H27 H28 H30 H31 H36

俳句大会への投句数（句）

再任用(h31)

非常勤

主な事業活動・事業成果　指標（単位） 総合戦略施策体系 重点戦略項目No

人工

正規 0.5

再任用(h26)

人件費(報酬等)　(千円)
人件費　(千円) 3,500 3,500

0.5

一般財源 322 388
一般会計繰入金

その他 2,500 2,500

H28

市債

－ －

事業費(千円)
予算 2,822 2,888
決算 2,822

H19 － 一般会計 自治事務（その他） －

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

重点
戦略

主要
事業

開始年度 終了予定 会計区分 事務区分

（作成日）
02260100

　松島十湖をはじめとする多くの俳人を生み出した地域性を活かし、東区を「俳句の里」と位置づけ、学校・地域と
連携して、歴史と文化の香るまちづくりを行う。

東区俳句の里づくり実行委員会の運営
第九回「十湖賞」俳句大会の開催
東区内小・中・高等学校俳句講座の開催
歴史と俳句文化の町を歩き隊の開催
俳句への理解と関心を高めるための講演会の開催

事業シート （事業名）

7 1

俳句の里づくり事業　　

平成 28東区・区振興課 足立　睦俊

H27

国・県支出

根拠法令等
総合
戦略



07 02 01 03 年 月 日

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

・ 事業の成果と課題

・ 事業の改善と見直し
実施結果

/

今後の方向性

/

・事業の分類

大分類 細分類

小項目 現状 人工 現状
現状の事業費及び人工にて事業を継続し実施する。

事業費 現状 人工 現状
計画した事業費及び人工にて事業を実施することができた。

大項目 現状

東区俳句の里づくり実行委員会の運営
第八回「十湖賞」俳句大会の開催
東区内小・中・高等学校俳句講座の開催
歴史と俳句文化の町を歩き隊の開催
俳句への理解と関心を高めるための講演会の開催

指標の達成度

計画通り
すべての指標において、目標値を達成することが出来た。
啓発事業参加者数の内訳は小中高校俳句講座2,809人、俳句公開講座177人、ミニ俳句講座＆座談会33人、句碑めぐりバス
ツアー36人。

事業費

大項目 現状 小項目

平成28年度
（管理番号） （担当課） （責任者）

足立　睦俊02260100 東区・区振興課
（作成日）

平成 28 7 1

事業推進 市民活動


