
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第   2  章）

（第   4  節）

（施策   1　）

【事業の計画・実績】 ※平成27年度欄は推進計画が未策定なので、空欄にしております。

平成25年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00313 事務事業名 生涯学習振興会支援事業 担当部署 教育部　社会教育課 電話 889

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 　

事務事業開始年度 平成17年度

個別計画等 北広島市教育基本計画　2011-2020〃  終了予定年度

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

人と文化を育むまち

社会教育の充実

学習活動への支援の充実

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 一般会計 補助単独区分 単独

２ 対　　象 　地域住民

３ 目的と内容 　生涯学習の振興や地域づくり・コミュニティ活動の要として活動する「生涯学習振興会」を支援する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
4
年
度
ま
で

  各地区の生涯学習振興会に交付金を交付し、活動を支援する。
  ①　西部地区生涯学習振興会交付金（1,967千円）
  ②　西の里地区生涯学習振興会交付金（1,948千円）
  ③　大曲地区生涯学習振興会交付金（2,278千円）
  ④　東部地区生涯学習振興会交付金（新設）（1,883千円）
  ⑤　生涯学習推進アドバイザーの配置（４名）

2
5
年
度

  各地区の生涯学習振興会に交付金を交付し、活動を支援する。
  ①　西部地区生涯学習振興会交付金
  ②　西の里地区生涯学習振興会交付金
  ③　大曲地区生涯学習振興会交付金
  ④　東部地区生涯学習振興会交付金
  ⑤　生涯学習推進アドバイザーの配置（４名）

西部・西の里・大曲地区の
生涯学習振興会に助成
東部地区の生涯学習振興
会（新設）に助成
生涯学習推進アドバイザー
4名配置

西部・西の里・大曲地区の
生涯学習振興会に助成
東部地区の生涯学習振興
会（新設）に助成
生涯学習推進アドバイザー
4名配置

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会
に助成
生涯学習推進アドバイ
ザー 4名配置

西部・西の里・大曲・東部
地区の生涯学習振興会
に助成
生涯学習推進アドバイ
ザー 4名配置

【評価結果・評価コメント】

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

計画 実績 計画 計画 ※計画

総合判定 平成２６年度に向けた具体的な方向性 評価区分

前 年 度
２次評価

見直し
  生涯学習振興会の事業内容の精査、アドバイザー、事務職員（交付金措置）の人員等、
体制について検討する必要がある。

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続
  既存の生涯学習振興会については、効果的な運営を目指すことはもとより、多くの住民が親しみを
もって参加できるよう、適切な支援を行う。
  未設置の地域については、地域の関係団体と協議を行う。

２ 次 評 価 現状継続 当初の事業目的に沿った活動が展開されているか見直すこと。



【事業費の推移】 ※平成27年度欄は推進計画が未策定なので、空欄にしております。

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

（単位：千円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 ※平成27年度

0

道支出金 0

決算額、当初予算額又は推進計画額 16,844 18,031 17,929 0

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

地方債 0

その他特財 7,721 8,438 6,239

一般財源 9,123 9,593 11,690

 ① 合　計 16,844 18,031 17,929 0

9,000

 ④ ＝②×③ 0 900 900 0

人　件　費

② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

総事業費①＋④ 16,844 18,931 18,829 0

指　　　　標　　　　名 単位 平成24年度 平成25年度

②生涯学習振興会 事業数 目標値
事業

100 120

平成26年度 平成27年度

活
動
指
標

①生涯学習振興会 設置数 目標値
団体

4 4 4

実績値 116

実績値 4

実績値 7,200

③生涯学習振興会  事業参加者
数

目標値
人

11,500 13,000 13,000

実績値

④ 目標値

成
果
指
標

目標値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
  学習活動を主体としたコミュニティづくりとして、各地域の特色
を生かした活動が行われており、手段として有効である。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
  多彩な事業が効率的に実施されており、各地域において効果
が得られている事業である。

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２４年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
  市民が主体的に運営する組織として、市民参加や市民と行政
の協働が図られる重要な事業である。

【指標の定義（算式等）】 実績値

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □ ■

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

■ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

□ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3
  各事業において参加料を徴収しており、受益者負担は適正で
ある。

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 313-1 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 生涯学習振興会支援事業

交付先の名称
及び代表者名

西部地区生涯学習振興会　　会長　中野　光興 設立年 平成１８年

 構成員(団体)数 ４２名 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

西部地区の地域づくり・コミュニティ活動の要として、生活文化の向上及び健康の増進、青少年
の健全育成、社会福祉の向上など生涯学習振興のため

 交付先団体等の
 活動内容

（１）生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭　等）
（２）スポーツ・レクリエーションに関する事業
（３）地域コミュニティ活性化事業
（４）その他、目的に必要な生涯学習振興に関する事業

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 590 1,967 1,909

繰越金 27 18 5

事業参加料 110 99 108

その他（預金利息等） 1 1

国保補助金

収　入　合　計 （Ｂ） 727 2,085 2,023

支　出　合　計 （Ｃ） 709 2,080 2,023

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 18 5 0

支　　出

事業費 571 537 533

事務費 138 1,543 1,490

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 83 95 94

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業全体 事業全体 事業全体

補助・交付金の算出根拠 定額

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 709 2,080 2,023

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 83 95 94



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 69 95 88

補助・交付金の算出根拠 定額

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業全体 事業全体 事業全体

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 859 2,059 2,164

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 69 95 88

支　出　合　計 （Ｃ） 859 2,059 2,164

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 57 87 0

支　　出

事業費 715 555 667

事務費 144 1,504 1,497

収　入　合　計 （Ｂ） 916 2,146 2,164

事業参加料 260 141 170

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 590 1,948 1,907

繰越金 65 56 87

その他（預金利息等） 1 1

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 30名 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

西の里地区の地域づくり・コミュニティ活動の要として、生活文化の向上及び健康の増進、青少
年の健全育成、社会福祉の向上など生涯学習振興のため

 交付先団体等の
 活動内容

（１）生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭　等）
（２）スポーツ・レクリエーションに関する事業
（３）地域コミュニティ活性化事業
（４）その他、目的に必要な生涯学習振興に関する事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 生涯学習振興会支援事業

交付先の名称
及び代表者名

西の里地区生涯学習振興会　　会長　銅口　勝則 設立年 平成１９年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 313-2 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 86 94 96

補助・交付金の算出根拠 定額

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業全体 事業全体 事業全体

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 1,133 2,422 2,330

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 86 94 96

支　出　合　計 （Ｃ） 1,133 2,422 2,330

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 74 74 0

支　　出

事業費 812 698 695

事務費 321 1,724 1,635

収　入　合　計 （Ｂ） 1,207 2,496 2,330

その他（預金利息等） 21 1

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 980 2,278 2,237

事業参加料 101 123 18

繰越金 126 74 74

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ６１名 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

大曲地区の地域づくり・コミュニティ活動の要として、生活文化の向上及び健康の増進、青少年
の健全育成、社会福祉の向上など生涯学習振興のため

 交付先団体等の
 活動内容

（１）生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭　等）
（２）スポーツ・レクリエーションに関する事業
（３）地域コミュニティ活性化事業
（４）その他、目的に必要な生涯学習振興に関する事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 生涯学習振興会支援事業

交付先の名称
及び代表者名

大曲地区生涯学習振興会　　会長　山田　勝義　 設立年 平成１９年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 313-3 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 313-4 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 生涯学習振興会支援事業

交付先の名称
及び代表者名

東部地区生涯学習振興会　　会長　安孫子　章平　 設立年 平成２４年

 構成員(団体)数 49名 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

東部地区の地域づくり・コミュニティ活動の要として、生活文化の向上及び健康の増進、青少年
の健全育成、社会福祉の向上など生涯学習振興のため

 交付先団体等の
 活動内容

（１）生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭　等）
（２）スポーツ・レクリエーションに関する事業
（３）地域コミュニティ活性化事業
（４）その他、目的に必要な生涯学習振興に関する事業

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24年度）

□運営費のみに充当 □事業費のみに充当 ■運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 1,883 2,247

事業参加料 23 62

その他（預金利息等） 1

繰越金 23

収　入　合　計 （Ｂ） 0 1,906 2,333

支　出　合　計 （Ｃ） 0 1,883 2,333

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 23 0

支　　出

事業費 493 766

事務費 1,390 1,567

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 100 96

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業全体 事業全体

補助・交付金の算出根拠 定額

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 1,883 2,067

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 100 109


