
資料2　事務事業評価（自己評価）結果

基本施策5

目標7

基本戦略14

情報化と交流連携のまちづくり

市民交流の活発なまちをつくる【交流】

対外的な市民交流を活発にする



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

件 5 1 計画 実績

事業費 243 227

特定財源 0 0

一般財源 243 227

単位 計画（予測） 実績

人 45000 49674 計画 実績

人 60000 63501 事業費 114,000 113,490

人 60000 51635 特定財源 44,840 43,840

人 12000 8974 一般財源 69,160 69,650

人 115000 125464

単位 計画（予測） 実績

千円 36612 36612 計画 実績

事業費 36,112 36,112

特定財源 10,200 10,200

一般財源 25,912 25,912

事務事業の意図 今後の課題

年間の後援許可件数

改善の方向性 事業実施の
方向性0800100

交流しようとする市民 市民交流を支援する手段として、後援依頼があれば相談に応じる。

　国際交流団体からの相談等に応じる
など、支援活動を継続していきたい。 継続する

事務事業コード 事務事業の対象

　今後とも、地域の国際交流団体と随
時、情報交換を行うなどにより、積極的
な団体活動を促す必要がある。

事業名

国際交流事業

所管課

指標名
コスト（千円）

秘書広報課
数値化できない成果

事業実施の
方向性0529400 市民及び広域圏内在

住者
市民の健康と保養を目的に設置し、市民に愛される施設として維持す
る。

施設毎の改善計画の策定を待って、改
修費等の投入をプランしたい。 継続する

事務事業コード 事務事業の対象 事務事業の意図 今後の課題

コスト（千円）
カメリア温泉利用者数

改善の方向性

ゆ～とぴあみろく利用者数

所管課
大串温泉（サイクリングターミナル
含）利用者数

指標名

事務事業の意図 今後の課題

商工観光課
ツインパルながお利用者数

数値化できない成果

老朽化した施設・設備については予算
内で改修等を実施していくが、平成22
年度に実施する温泉施設等検討委員
会や経営診断等を活用し、抜本的な見
直し等実施し、収益性の向上を図る必
要がある。

事業名

温泉施設等管理
事業(施設の特色
ある管理運営事
業)

春日温泉利用者数

イベント事業助成金

改善の方向性 事業実施の
方向性0529500 市民及び市外の観光

客等
県、市との連携のもと、観光事業の充実、観光客の誘致宣伝、地域の交
流活動を支援するにぎわい溢れるまちづくりを目指す。

事務局の体制について、現ふるさと雇
用交付金制度の終了後をいかにするか
準備を進める必要がある。
イベント事業にあってはブラッシュアッ
プ会議の結果を待って判断すること。

見直し(目
的・手法・効
率性)をする

事務事業コード 事務事業の対象

観光客の誘客のため、幅広い観光客層
に向けて観光資源を新たな角度からＰ
Ｒできるよう様々な手法を用いて情報発
信していく。
　イベント事業については、観光協会と
のさらなる連携を深め、限られた財源の
中でより効果的な観光行政の推進を図
るため、見直しを図っていく。
 　また、市の施設を積極的に利用して
もらえるよう市内外に積極的に働きかけ
ていく。

事業名

観光協会事務局
【施設の特色ある
管理運営事業】

所管課

指標名
コスト（千円）

商工観光課
数値化できない成果



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

千円 1900 2453 計画 実績

千円 6000 5860 事業費 11,313 12,099

特定財源 7,400 8,379

一般財源 3,913 3,720

単位 計画（予測） 実績

人 165000 166400 計画 実績

事業費 6,500 6,783

特定財源 5,565 5,565

一般財源 935 1,218

単位 計画（予測） 実績

人 70000 35797 計画 実績

事業費 5,267 5,658

特定財源 450 376

一般財源 4,817 5,282

事業実施の
方向性0528400 市民及び広域圏内在

住者
公園として気持ちよく利用できるよう、もう一度来たいと思うような公園づく
り、キャンプ場の管理を行う。

既利用者（既宿泊者）に対し、再度利用
してもらえるようＰＲ（ダイレクトメール等）
活動を展開してはどうか。

見直し(目
的・手法・効
率性)をする

事務事業コード 事務事業の対象 事務事業の意図 今後の課題

コスト（千円）
利用手数料「オートサイト」

改善の方向性

所管課

指標名

事務事業の意図 今後の課題

商工観光課
数値化できない成果

利用者の満足を得るために過分なサー
ビスを行っている面があるので、効率的
な維持管理に努める。

事業名

シーサイドコリ
ドール維持管理
事業(公園の特色
ある管理運営)

利用手数料「コテージ」

利用人数

改善の方向性 事業実施の
方向性0528600 市民及び広域圏内在

住者

県立亀鶴公園を気持ちよく利用者してもらうために草刈や桜の防虫剤散布、花
しょうぶ園の計画的な土壌改良、トイレの維持管理等を行い、歴史のある亀鶴公
園を守る。

一般財源が徐々に増加の傾向にある。
本来なら県費と同様に減額が望ましい
が、現地への影響をイメージしてみる必
要がある。

見直し(目
的・手法・効
率性)をする

事務事業コード 事務事業の対象

年々、県委託金が減額となり、維持管
理が疎かになっている。

事業名

亀鶴公園整備事
業(公園の特色あ
る管理運営)

所管課

指標名
コスト（千円）

商工観光課
数値化できない成果

事業実施の
方向性0528700 市民及び広域圏内在

住者
公園として気持ちよく利用できるよう、もう一度来たいと思うような公園づく
りを行う。

テアトロンの稼働率向上が最大の課題
であるが、施設の規模から利用できる団
体が限られており、なかなか難しい。
また、大串半島全体での指定管理者制
度の使用も検討することも必要でない
かと思われる。

課題が多く、かつ核となるプランがない
現状では、その取組も効果が期待でき
ないと思われる。まだしばらくは様々な
検討を行う期間とせざるを得ない。(総
合計画に明記するプランが必要。）

事業名

見直し(目
的・手法・効
率性)をする

事務事業コード 事務事業の対象

コスト（千円）
利用人数

改善の方向性事務事業の意図 今後の課題

所管課

大串自然公園管
理事業(公園の特
色ある管理運営)

指標名

商工観光課
数値化できない成果



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

人 252000 244738 計画 実績

事業費 15,220 14,770

特定財源 12,110 12,105

一般財源 3,110 2,665

単位 計画（予測） 実績

人 19700 20381 計画 実績

事業費 22,971 21,666

特定財源 11,500 10,174

一般財源 11,471 11,492

単位 計画（予測） 実績

人 3000 901 計画 実績

人 45000 49597 事業費 7,702 7,702

特定財源 5 5

一般財源 7,697 7,697

カメリア温泉

所管課

商工観光課
数値化できない成果

指標名
コスト（千円）

門入の郷キャンプ場

改善の方向性 事業実施の
方向性0529300 市民及び広域圏内在

住者
公園として気持ちよく利用できるよう、もう一度来たいと思うような公園づく
りを行う。

限られた予算内で、各施設の安全性を
再度点検し、来園者が再び来たいと感
じるような公園づくりを進めたい。

将来は、指定管理者制度を公募で検討
してみてはどうか。

事業名

見直し(目
的・手法・効
率性)をする

門入の郷維持管
理事業(公園の特
色ある管理運営)

事務事業コード 事務事業の対象 事務事業の意図 今後の課題

商工観光課
数値化できない成果

所管課

指標名
コスト（千円）

利用人数（有料）合計

改善の方向性 事業実施の
方向性0529100 市民及び広域圏内在

住者
公園として気持ちよく利用できるよう、もう一度来たいと思うような公園づく
りを行う。

限られた予算内で、各施設の安全性を
再点検するとともに、利用者が再び来た
いと感じるように施設を整備し、花木等
の管理を実施したい。

限られた人員・予算の中で比較的良好
に管理できていると思われる。

事業名

継続する

みろく自然公園
管理事業(公園の
特色ある管理運
営)

事務事業コード 事務事業の対象 事務事業の意図 今後の課題

所管課

商工観光課

市民及び広域圏内在
住者

県立公園を気持ちよく利用できるよう、また、もう一度来たいと思うような
公園づくりを行う。歴史ある当公園を後世に残せるよう維持管理を行う。事業名

津田松原維持管
理事業(公園の特
色ある管理運営)

数値化できない成果

事業実施の
方向性

見直し(目
的・手法・効
率性)をする

改善の方向性

県立公園である「琴林公園」の維持管
理は香川県より受託して維持管理を
行っているが、年々、委託費の減少に
より十分な維持管理が難しくなってきて
いる。その為、ボランティア団体との連
携がさらに必要になってくると思われ
る。

本件、「ボランティア清掃活動」が本年１
２月議会に提案予定の基金に係る果実
の充当対象事業となるかどうか、まず確
認すること。

今後の課題事務事業コード

コスト（千円）

事務事業の対象 事務事業の意図

指標名

利用人数

0528800



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

人 74000 74000 計画 実績

事業費 5,536 5,416

特定財源 1,680 1,680

一般財源 3,856 3,736

単位 計画（予測） 実績

人 90000 73863 計画 実績

事業費 2,929 2,356

特定財源 2,340 2,583

一般財源 589 -227

事業実施の
方向性0528500 市民及び広域圏内在

住者
地元前山地区の人々が育てた食材を販売し、地域の交流を盛んにし、
またお遍路さんの癒しと交流の場となるよう施設の維持管理を行います。

市内には類似施設が多いので、全市的
な統廃合が喫緊の課題である。

いきいき事業協議会の熱意が高く、概
ね良好な管理運営の状況にあると判断
している。
一部施設毎の所管課が異なる部分があ
るが、内部問題であることから、現段階
では連携を図り取り組んでほしい。

事業名

継続する

事務事業コード 事務事業の対象

コスト（千円）
利用人数（道の駅ながお）

改善の方向性事務事業の意図 今後の課題

所管課

いやしの里維持
管理事業(道の駅
の利用促進)

指標名

商工観光課
数値化できない成果

事業実施の
方向性0529200

事業名

継続する

みろく道の駅管
理事業(道の駅の
利用促進)

事務事業コード 今後の課題 改善の方向性

市民及び広域圏内在
住者

道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道
路交通環境の形成及び地域の振興を図る。

道の駅連絡会やホームページ等を活
用しながら、県内外の利用者に情報を
提供できるよう努める。また、利用者が
安全かつ快適に利用できるよう維持管
理に努める。

利用者の安全を図るため、イノシシ出没
情報について、マニュアル化する必要
性があると思われる。

事務事業の対象 事務事業の意図

指標名
コスト（千円）

利用人数（有料）

商工観光課
数値化できない成果

所管課


