
資料2　事務事業評価（自己評価）結果

基本施策7

目標13

基本戦略28

主体性・創造性・生きがいをはぐくむ教育・文化のまちづくり

生きがいを持って生涯を送れるまちをつくる【生涯学習】

スポーツを振興する



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

回 5 1 計画 実績

事業費 139 16

特定財源 0 0

一般財源 139 16

単位 計画（予測） 実績

円 50 60 計画 実績

円 0 0 事業費 2,136 2,006

特定財源 0 0

一般財源 2,136 2,006

単位 計画（予測） 実績

人 800 638 計画 実績

事業 10 5 事業費 648 172

特定財源 24 2

一般財源 624 170

生涯学習課
数値化できない成果

事業目的の設定及びそれに応じた企画立案、機会の提供（場所・日程・時間・曜
日等）

○事業に対する広報活動が一方的で
あり、今後検討する必要がある。
○従前の募集方法にとらわれず、今後
は出前講座形式のような方向を検討す
る必要がある。
（日頃スポーツに親しんでいない人を対
象とした事業を展開するためには必要）

事業名

スポーツ普及事
業 体育指導委員企画立案数

所管課

指標名
コスト（千円）

普及事業参加者数

改善の方向性 事業実施の
方向性0545300

日頃、スポーツ活動に取
組めていない者、健康・体
力つくりに関心がある者
体育指導委員

市民１人１スポーツを目指し、スポーツ活動をしていない人を含め、生涯スポーツ
人口の拡充をを図り、健康体力の向上させるとともに活力あるまちづくりに寄与す
る。また体育指導委員の資質の向上を図り生涯スポーツの普及振興を図る。

・体育指導委員の指導力・専門技術の
習得に必要な指導者養成講座への計
画的な派遣計画が必要である。
・住民ニーズの把握が必要である。
・各種教室等の受益者負担を今後も見
直す必要がある。

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

生涯学習課
数値化できない成果 スポーツ振興審議会への準備

○受益者負担の原則については使用
者に理解を図り、使用者の同意を得て
使用料の改定を行う必要がある。
○スポーツ審議会については、関係各
団体の意見を伺いながら設置に向けて
諸準備を行う必要がある。
○総合型地域スポーツクラブの設立に
ついては、地域住民への啓発活動を行
い総合型地域スポーツクラブの趣旨、
設立の意義等の理解を図る必要があ
る。

事業名

保健体育事業
体育施設備品購入費用

所管課

指標名
コスト（千円）

体育施設備品修繕費用

改善の方向性 事業実施の
方向性0545200

施設利用者
①スポーツの振興及び体力の増進
②苦情件数の減少

・地域スポーツの普及推進に必要な主
体性を持った人材の発掘を図る必要が
ある。
・受益者負担の原則について使用者に
理解を求め、使用料の改定を行う必要
がある。

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

生涯学習課
数値化できない成果

○総合型地域スポーツクラブ設立にお
ける人材の育成と発掘が急務となって
いる。
○検討委員会においての方向性は定
まっていないが、さぬき市における課題
解決には総合型地域スポーツクラブ設
立が必要であるとの結論であり。今後、
設立に向けた提言を取りまとめる必要
がある。

事業名

保健体育事業(総
合型地域スポー
ツクラブ)

所管課

指標名
コスト（千円）

検討委員会の開催回数

改善の方向性 事業実施の
方向性0545201 総合型地域スポーツク

ラブ検討委員
総合型地域スポーツクラブの設立準備委員会の組織運営等の素案作成

・現在のスポーツ組織の問題点につい
ての検討が急務である。
・総合的地域スポーツクラブ設立におけ
る人材の育成と確保が急務となってい
る。
・クラブ設立後の自主財源の検討が必
要である。

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



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

人 400 601 計画 実績

人 13000 12182 事業費 15,747 16,948

％ 37 36 特定財源 0 0

人 500 608 一般財源 15,747 16,948

単位 計画（予測） 実績

円 63 59 計画 実績

事業費 12,694 11,655

特定財源 2,208 2,139

一般財源 10,486 9,516

単位 計画（予測） 実績

円 57 52 計画 実績

事業費 13,656 12,857

特定財源 2,600 2,931

一般財源 11,056 9,926

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

利用者一人あたりのコスト

0545500

事業実施の
方向性

継続する

改善の方向性

○受益者負担の原則により使用料の改
定、減免規定の整備が必要となってい
る。
○老朽施設が多く、施設修繕の年次計
画を策定する必要性がある。
○施設の特性を生かし、市民のニーズ
にあった事業展開が必要である。
○条例等に記載されていない施設もあ
り、今後条例整備等が必要である。

・効率的な施設管理を行うため、施設予
約システムの導入が必要と思われる。
・受益者負担の原則により、早急に使用
料の改定・減免規定の整備が必要であ
る。
・老朽度、使用度等により施設の統廃
合の検討が必要と思われる。

所管課

生涯学習課

施設利用者
①スポーツの振興及び体力の増進②施設の使用に際し、効率的な使用
を調整及び促進③施設、設備の修繕及び整備④苦情件数の減少事業名

社会体育施設管
理事業

数値化できない成果 市民の満足度や意見及び要望

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 改善の方向性 事業実施の
方向性0545600

施設利用者
夜間使われていない施設を有効利用することにより、市民の体力増進の
ための場をより多く確保する。

○受益者負担の原則により使用料の改
定、減免規定の整備が必要となってい
る。
○老朽施設が多く、学校再編も視野に
入れた施設修繕の年次計画を策定す
る必要性がある。

・効率的な施設管理を行うため、施設予
約システムの導入が必要と思われる。
・受益者負担の原則により早急に使用
料の改定、減免規定の整備が必要であ
る。
・学校再編計画の動向を見ながら、老
朽施設修繕年次計画策定の必要があ
る。

事業名

継続する

学校開放施設管
理事業

指標名
コスト（千円）

利用者一人あたりのコスト

生涯学習課
数値化できない成果

各種スポーツ大会参加者数(体育協会主催)

スポーツ少年団加入率

所管課 クロスカントリー大会参加者数

スポーツ奨励事
業

指標名
コスト（千円）

さぬき遍路８８健康ウォーク参加者

改善の方向性事務事業の意図 今後の課題 事業実施の
方向性0545400 積極的にスポーツにか

かわる市民

積極的に活動を実施している団体やスポーツ事業を主催する実行委員
会に補助金の交付を行い、競技力の向上、競技の普及推進並びに団体
の自主的活動の促進を目指す。

○現代におけるスポーツは多様化しており、
住民のニーズに合わせた事業展開が出来て
いない。また、多様化するスポーツ活動に対
する指導者の発掘と、その活動場所及び設
備の提供を今後検討しなければならない。
○住民ニーズの把握は必要であり、その把
握する手段、方法の検討が今後の課題であ
る。
○へんろウォーク、津田クロスカントリーは
年々参加者も増加傾向であるが、組織の自
主財源の確保及び組織強化が今後の課題
である。
○各種スポーツ大会参加者は減少傾向にあ
り、地域スポーツの限界点に来ていると思わ
れる。今後は、地域総合型スポーツクラブの
育成を図る必要性がある。

・住民ニーズの把握が今後の事業展開
に不可欠である。
・へんろウォーク、津田クロスカントリー
は年々参加者は増加傾向であるが、組
織の自主財源の確保及び組織強化が
課題である。

事業名

継続する

事務事業コード 事務事業の対象

生涯学習課
数値化できない成果

所管課



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

円 0 653 計画 実績

事業費 1,246 1,078

特定財源 0 3

一般財源 1,246 1,075

単位 計画（予測） 実績

人 150 269 計画 実績

人 4200 4819 事業費 6,812 5,771

人 20000 24240 特定財源 1,170 1,257

円 230 227 一般財源 5,642 4,514

単位 計画（予測） 実績

人 28000 25818 計画 実績

人 34000 33365 事業費 46,622 116,599

人 37000 27718 特定財源 18,500 89,050

円 284 317 一般財源 28,122 27,549

生涯学習課
数値化できない成果 利用者の満足度及び競技力向上度

志度総合運動公園利用者数

長尾総合公園利用者数

所管課 利用者一人あたりのコスト

総合運動公園管
理事業

指標名
コスト（千円）

津田総合公園利用者数

改善の方向性事務事業の意図 今後の課題 事業実施の
方向性0545900

施設利用者 利用者の利便性を図るとともに、適正な維持管理を行なう。

○受益者負担の原則により早急に使用
料の改定、減免規定の整備が必要であ
る。
○指定管理者と連絡、協議を密に行
い、利用者が安全に利用できるよう維持
管理が必要である
○施設の長寿命化計画を策定し計画
的な改修、修繕が必要である。

○受益者負担の原則により早急に使用
料の改定、減免規定の整備が必要であ
る。
○指定管理者と連絡、協議を密に行
い、利用者が安全に利用できるよう維持
管理が必要である
○施設の長寿命化計画を策定し計画
的な改修、修繕が必要である。

事業名

継続する

事務事業コード 事務事業の対象

生涯学習課
数値化できない成果

体育館、水泳プールの施設及び艇庫カ
ヌー等の老朽化が著しいため、安心・安
全な施設運営・利用のため、備品購入
及び修繕を行う必要性が生じている。

事業名

Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター管理運営事
業 プール利用人数

体育館利用人数

所管課 利用者一人あたりのコスト

指標名
コスト（千円）

艇庫利用人数

改善の方向性 事業実施の
方向性0545800 海洋性スポーツに興味

のある市民
施設を適正に管理するとともに、そこで各種事業を行い、施設を海洋性
スポーツ普及の拠点とする。

・海洋センター無償譲渡契約の譲渡条
件を履行するため、海洋性レクリェー
ション指導員基準による指導員の常駐
配置が必要である。
・計画的に指導員養成研修への職員派
遣が必要である。
・施設老朽化のため、修繕年次計画の
策定が必要である。

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

生涯学習課
数値化できない成果

市内にB&G水泳プールがあるため、廃
止を検討する。

事業名

プール管理事業

所管課

指標名
コスト（千円）

利用者一人あたりのコスト

改善の方向性 事業実施の
方向性0545700

施設利用者
施設を適正に管理すると共に、市民の体力増進及び水に触れる機会の
提供を目指す。

・２１年度をもって休止とした。
休止する

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



事務事業評価(1次評価)結果表

単位 計画（予測） 実績

人 1700 2161 計画 実績

円 700 56 事業費 4,434 5,421

特定財源 3,500 5,300

一般財源 934 121

生涯学習課
数値化できない成果 利用者の満足度

利用者一人あたりのコスト

所管課

○受益者負担の原則により早急に使用
料の改定、減免規定の整備が必要であ
る。
○指定管理者と連絡、協議を密に行
い、利用者が安全に利用できるよう維持
管理が必要である
○施設の長寿命化計画を策定し計画
的な改修、修繕が必要である。

○受益者負担の原則により早急に使用
料の改定、減免規定の整備が必要であ
る。
○指定管理者と連絡、協議を密に行
い、利用者が安全に利用できるよう維持
管理が必要である
○施設の長寿命化計画を策定し計画
的な改修、修繕が必要である。

事務事業の対象 事務事業の意図

指標名
コスト（千円）

コテージ利用者数

事業実施の
方向性0546000

事業名

継続する

コテージ管理事
業

事務事業コード 今後の課題 改善の方向性

施設利用者 利用者の利便性を図るとともに、適正な維持管理を行なう。


