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事務事業開始年度 5 年度 　　　　終期設定 年度

対象（何、誰を）  

意図（対象をどのような状態にしたいのか）  

活動概要（具体的に､簡潔に記入）

３ 【指標】 　

①

②

③

22 年度

活動指標　① 千円 96 ％

活動指標　② 箇所 267 ％

活動指標　③ 本 100 ％

成果指標　① 本 81 ％

成果指標　② ％ 100 ％

成果指標　③ ％ 83 ％

事　業　費 千円

人　件　費 千円

総事業費 千円

【人件費内訳】

　　職員数(正規｜非常勤) 人 0.8 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6

　　職　員　分 千円

　　非常勤分 千円

　　国・県支出金 千円

　　受益者負担分 千円

　　その他特定財源 千円

　　差引：一般財源 千円

単位あたりコスト　①（活動指標①） 千円

単位あたりコスト　②（活動指標②）　 千円

単位あたりコスト　③（活動指標③） 千円

受益者負担率　　　 ％

２　【事務事業の成果】

①

・市民の文化芸術の振興を図るため、36本の自主文化事業を展開し、市民各層に優れた文化芸術の干渉機会を提供したことで市民の文
化への関心が高まった。また、市内小学校、福祉施設向けアウトリーチ事業15本、子ども向け童謡ワークショップ5本を行い、ホールに足を
運ぶことが難しい子どもや高齢者に生の音楽を届けた。集客から創客に向けた事業を展開した。
・不具合箇所の解消に向け、照明設備設置ほか、吸収冷温水器保全工事ほか２工事、高置水槽修繕ほか４修繕を実施し、利用者への利
便性、安全性の向上を図った。
・自主文化事業、貸館事業時にアンケートやヒアリングを実施し、自主文化事業や施設設備などの市民ニーズの把握を行うことにより、入
場者を増やすことができた。

100

取組の具体的内容、結果など

自主(共催)文化事業入場者数

不具合箇所の解消率
　

成果指標

１　【事務事業の概要】

和光の個性を伝える文化の保全/形成（文化・歴史）

事務事業評価表（平成２０年度実施事業）

整理番号 021 

企画部　人権文化課　文化国際担当

市民文化センター管理運営・施設整備事務事業名

市民文化センター管理運営・文化センター施設整備構成予算事業

所属名(部・課・担当)

コード
施策の大綱

施策名

元気で明るい和光の実現のために【教育・文化】

     運営方法

 

施設整備箇所
②

・指定管理者に指定管理料を支払い、自主文化事業、貸館事業、友の会事業など市民文化センターの管理運営を行なう。
・不具合箇所の解消に向け、長期修繕計画等を基に工事、修繕などに加え、設備の更新を実施した。
・利用者増に向け、利用者アンケートやヒアリング、申し込みのしおりやホームページを充実させた。

・市民文化センター利用者　・市民文化センター施設

・活動内容を発表できる場の提供や市民ニーズに応じた文化芸術イベントが開催されている。また、文化芸術活動を行う地域の文化団体
と連携し、協働事業を展開しているとともに、情報提供が積極的に行われている。人材育成事業を展開している。
・市民文化センター施設や設備が整備され、利便性が向上するとともに、定期的な訓練により安全性が確保されている。
・市民文化センター利用者が利用促進のための各種施策により借りやすい施設となっている。

活動指標
自主文化事業・共催事業本数

自主(共催)文化事業アンケート実施本数
③

４ 【指標値・コストの推移】

区   　　 分 単位
19年度 20年度 終目標値 終目標値に対する

20年度の達成度（実績） （実績）

指
　
標

63 74

11 15

82.5 82.5

77

2

21年度
（計画）

4,800

12 8 3

45,019

334,420

100

330,187 357,148 356,524

95

効率性（単位あたりコストの推移状況）
に対するコメント

5,600 4,800

5,329.95 4,891.19

27,982.25 45,243.50

358,524

361,948 361,324

0 600 600

5,600 4,200 4,200

　【財源内訳】

180,662.00

4,692.52

358,624

0% 0%

・単位あたりコスト①は毎年度ほぼ変わ
りない。（２０年度実績が出てきていな
いため記載することは難しい。）
・単位あたりコスト②は増加傾向にある
が、その年度で施設整備の内容が変わる
ため、判断しづらい。
・単位あたりコストはアンケート本数が
安定してきたため横ばいである。

1,367 3,424 2,700

335,787

利用者満足度

100 100 100

15

39,246 37,240 45,919

15

77

30,526.09 24,129.87 24,088.27

0%

直営 委託 補助・助成 その他

個人 世帯 団体 その他

昭和 　平成
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(理由)

(理由)
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(理由)
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(理由)

(理由)

(理由)

６　【事業の総合評価】（１次評価：担当者）

削減 維持 増加

○

７　【事業の総合評価】（２次評価：所属長）

削減 維持 増加

○

B 優先度 予算 → 人員 →施策間優先度

市民の文化芸術への関心の高まり、また、文化力により、教育、福祉、防犯、地域経済などの他分野への貢
献が期待され、今後ますますニーズの高まりが見込まれる。

和光市文化振興基本方針を策定し、市の役割を明確化したことから、市が行うべきであるが、市民との協働
による事業展開も望まれる。施設整備については市所有の施設であるため、市が行わなくてはいけない。

市民の文化芸術に対する創造意欲の増大や他分野への貢献が期待されるため影響は大きい。また、施設
の不具合箇所を解消することで利便性・安全性の向上が図られることから、影響は大きい。

施設の管理運営は市直営ではなく指定管理者制度を導入している。施設整備については市役所と同じ敷地
内なので修繕内容が同一であれば事業統合することで効率化を図ることができる。

施設管理については指定管理者制度へ移行。施設整備については指定管理者からの提案により事務の軽
減を図ることができる。また、舞台設備の設置についてはリースにより執行することで予算の平準化を図るこ
とができる。

施設管理については指定管理者制度へ移行。施設整備については入札により執行する。

施設管理については指定管理者制度へ移行。施設整備については定型的業務でないのでこの質問には該
当しなし。

利用者・対象地域は特定していないが、共催事業など助成を受ける団体が固定しており、公募等の見直しが
必要である。

使用料の見直しに伴い、施設利用料金の適正化を図った。適正化された。

①事業の方向性

②改善の内容

①事業の方向性

②改善の内容

成　　　果

コ　ス　ト

低下

成　　　果

向上

維持

③改革改善プラン

施策評価結果 事務事業の方向性

課 長 名 亀井義和

B

向上

維持

連絡先ＴＥＬ

⑤改革・改善により期待される効果③市民の意見及び要望

　業務評価にあたり、指定管理者制度導入後２年間は内部評価委員が評価をしてきたが、３年目の
評価分からは外部評価委員を登用し、公平性と客観性をもって、より適正で専門的な見地から評価を
実施したい。また、平成２０年３月に和光市文化振興基本方針を策定したことから、それに即した文化
振興施策を展開していきたい。特にインリーチからアウトリーチへ、集客から創客へ向け各種事業を
展開していきたい。施設整備については長期修繕計画を基に未整備箇所の正確な把握と優先順位
を確定し、ライフサイクルコストの低減を図り効率的に執行する。

低下

④改革改善プラン（課題及び問題点を踏まえて）

④改革・改善により期待される効果

コ　ス　ト

市民文化活動を支援するために、これまでより充実した助成制度を考えてほしい
旨の要望あり。施設については、サイン関係を充実してほしい旨の要望あり。

　　（成果面とコスト面で現状よりもどう変化するか）

必
　
要
　
性

達
成
度

【廃止・休止の影響】
④　事業を休廃止した場合、市民生活への影響は大きいですか

【成果向上の余地】
⑪　成果がさらに向上する余地はありますか

【市民ニーズ等】
②　市民ニーズや環境の変化を踏まえると、事業の役割が薄れていませんか

【市の関与】
③　市が行う役割や市が行う範囲の事業ですか　（民間にまかせることはできますか　法令に義務付けられています
か）

A   できない
B　可能である

【コスト削減】
⑦　近隣自治体や民間との比較で、低コストのところのやり方を応用できますか

2331 担当者名河野育雄

B

A   ない
Ｂ  ある B

【目標の達成度】
⑫　活動指標及び成果指標などに対して目標は達成していますか。 A   順調に進んでいる

Ｂ　順調に進んでいない A

自主事業、貸館事業の入場者数に関しては指定管理者の営業努力により向上の余地はある。不具合箇所
の解消率については、財政的な面から厳しい状況が予想される。

【民間委託及び類似事業との統廃合・連携】
⑤　民間（NPO等含む）委託や類似事業（他課、国・県、民間）との統合や関連事業との連携により、より効率的な事
業展開はできますか

A 　市が実施すべき
Ｂ　 民間に任せられる部分が
　　ある

A

A 　大きい
Ｂ　小さい A

A   ない
B　ある

B

A   ない
Ｂ　ある B

A   できない
Ｂ   可能である

効
　
率
　
性

B

A

A

【常勤正規職員以外の執行】
⑧　定型的事務は，正規職員から再雇用などの非常勤職員へ切り替えできますか

A   できない
B　可能である

公
平
性

【業務手順改善】
⑥　事務の手順を改善することで事務量・業務時間・事務費の軽減ができる部分はありますか

【受益の偏り】
⑨　サービスの受益対象者全体からみて、特定の個人や団体に受益が偏っていますか A   偏っていない

Ｂ　偏っている

自主（共催）文化事業本数、入場者数、アンケート実施本数は順調に推移しているが、指定管理者の努力に
より増加の余地は十分ある。

【受益者負担の適正化】
⑩　受益者負担の見直しの余地はありますか

A

A   薄れていない
B　薄れている A

和光の個性を伝える文化の保全/形成　市民による自主的な文化活動への積極的支援　質の高い文化的な環
境づくりの整備と充実

【計画上の位置づけ】
①　事業の実施目的が総合振興計画や個別計画の体系に結びつきますか

５ 【事務事業の評価】

A   結びつく
Ｂ　結びつかない

このまま継続 改善して継続 終了（廃止・休止）

必要性（事業目的・対象の見直しや民間移譲の検討など）

効率性（運営体制・業務体制の見直し、民間委託や類似事業との統廃合の検討など）

公平性（受益者負担の適正化の検討など）

達成度（事業の目標設定の見直しや成果向上のための検討など）

このまま継続 改善して継続 終了（廃止・休止）

必要性 効率性 公平性 達成度

修正・追加担当者の改革改善プランのとおり

このまま継続 改善して継続 終了（廃止・休止）

必要性（事業目的・対象の見直しや民間移譲の検討など）

効率性（運営体制・業務体制の見直し、民間委託や類似事業との統廃合の検討など）

公平性（受益者負担の適正化の検討など）

達成度（事業の目標設定の見直しや成果向上のための検討など）

このまま継続 改善して継続 終了（廃止・休止）

必要性 効率性 公平性 達成度

修正・追加担当者の改革改善プランのとおり


