
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

【事業の計画・実績】

平成26年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00520 事務事業名 地域商店街活性化事業 担当部署 経済部商業労働課 電話 858

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 北広島市地域商店街活性化事業補助金交付要綱

事務事業開始年度 昭和44年度

個別計画等 北広島市商工業振興基本計画（H23～　）〃  終了予定年度

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

（第   4  章） 活気ある産業のまち

（第   3  節） 商業の振興

（施策   1　） 各地域商業の振興・商業団体の育成

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 　北広島中央商店街振興会、大曲商業・事業者振興会、北広島団地商店街振興会、西の里地区商店街振興会

３ 目的と内容
　各地区の商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら商店街の賑わいと活性化を図る各種事業に対して支援
する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
5
年
度
ま
で

　商店街の活性化を目的に、各商店街が地域の特色を生かして開催するイベントや会員の研修事業等を対象経費と
して、会員数に応じた（3,800円×会員数）限度額内で補助金を交付。

2
6
年
度

　商店街の活性化を目的に、各商店街が地域の特色を生かして開催するイベントや会員の研修事業等を対象経費と
して、会員数に応じた（3,800円×会員数）限度額内で補助金を交付。

　商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化にかか
る事業に対し、会員数に応
じて補助金を交付する。

　商店街振興会等が実施す
る商店街の活性化にかか
る事業に対し、会員数に応
じた限度額内で補助金を４
地域の商店街新規鵜飼に
交付した。
3,800円×会員数151≒573
千円

　商店街振興会等が実
施する商店街の活性化
にかかる事業に対し、会
員数に応じた限度額内で
補助金を交付する。

　商店街振興会等が実
施する商店街の活性化
にかかる事業に対し、会
員数に応じた限度額内で
補助金を交付する。

　商店街振興会等が実
施する商店街の活性化
にかかる事業に対し、会
員数に応じた限度額内で
補助金を交付する。

【評価結果・評価コメント】

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

計画 実績 計画 計画 計画

総合判定 平成27年度に向けた具体的な方向性 評価区分

前 年 度
２次評価

現状継続 　現状継続とする。
「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」
「統合・終了
済」

１ 次 評 価 現状継続 　各地区の消費者にとって地域商店街の存在意義は大きいことから、支援を継続する。

２ 次 評 価 現状継続 　現状継続とする。



【事業費の推移】

【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25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

0 0

道支出金 0 0 0 0

決算額、当初予算額又は推進計画額 574 589 684 684

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 0 0

地方債 0 0 0 0

その他特財 0 0 0 0

一般財源 574 589 684 684

 ① 合　計 574 589 684 684

9,000

 ④ ＝②×③ 450 450 450 450

人　件　費

② 人　数（年間） 0.05 0.05 0.05 0.05

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

総事業費①＋④ 1,024 1,039 1,134 1,134

指　　　　標　　　　名 単位 平成25年度 平成26年度

②イベント開催数 目標値
回

10 10

平成27年度 平成28年度

活
動
指
標

①会員数 目標値
人

171 155 180 180

10 10

実績値 11

実績値 151

5

実績値 3

③研修会開催数 目標値
回

5 5 5

実績値

④ 目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値
成
果
指
標

目標値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成25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

郊外の大型店の存在や市街地が分散している現状から、各地
区の地域商店街が周辺の高齢者をはじめとした市民には非常
に重要な存在となっている。商店街の活性化を図り、地域の賑
わいを創出する上でも行政の支援は必要である。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

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 商店街の活性化の効果は全市民に還元されている。

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

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
商店街の活性化のため実施する各種イベントの開催や、地域
振興につながる研修会等への商店街会員の積極的な参加に対
しての補助を行うことは有効である。

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
地域の振興、商店街の活性化を図る目的でその商店街の規模
に合わせ、会員数に応じた補助を行うことは効率的である。

【 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。



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域商店街活性化事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

西の里地区商店街振興会 設立年 昭和５３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 520-1 ＜継続用＞

事務局の状況
（25年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（25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 会員数：12 （26年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら各種事業を行い、商店街の賑わいと活性化を図
る。

 交付先団体等の
 活動内容

　商店街の活性化を目的に、商店街が地位の特性を生かしてイベントを開催したり、会員が消費
者対策や地域振興の研修を受講する。

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 24年度 (決算) 25年度 (決算) 26年度 (予算) 備 考

会費 120 110 110

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 46 42 41

その他の補助金 50 50 50

負担金 971 368 270

雑収入 10 10 10

繰越金 30 1 88

収　入　合　計 （Ｂ） 1,227 581 569

渉外費 27 13 13

支　　出

事業費 1,069 374 380

会議費 51 50 50

事務費 32 31 34

慶弔費 23 12 20

負担金 24 12 12

予備費 0 0 60

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 4 9 7

支　出　合　計 （Ｃ） 1,226 492 569

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 1 89 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 4 11 11

補助・交付金の算出根拠 会員数×3,800円

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業費 事業費 事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 1,069 374 380



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域商店街活性化事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

大曲商業・事業者振興会 設立年 昭和５４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 520-2 ＜継続用＞

事務局の状況
（25年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（25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 会員数：41 （26年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら各種事業を行い、商店街の賑わいと活性化を図
る。

 交付先団体等の
 活動内容

　商店街の活性化を目的に、商店街が地位の特性を生かしてイベントを開催したり、会員が消費
者対策や地域振興の研修を受講する。

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 24年度 (決算) 25年度 (決算) 26年度 (予算) 備 考

会費 420 393 440

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 156 152 152

その他補助金 50 50 50

事業収入 1,144 1,249 1,000

雑収入 25 28 20

繰越金 251 365 221

収　入　合　計 （Ｂ） 2,046 2,237 1,883

交際費・活動費 57 22 70

支　　出

事業費・研修費 1,272 1,682 1,550

会議費 210 143 120

事務費 42 20 20

福利厚生費 35 0 30

負担金 65 78 80

予備費 70 13

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 9 8 8

支　出　合　計 （Ｃ） 1,681 2,015 1,883

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 365 222 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 24 48 29

補助・交付金の算出根拠 会員数×3,800円

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業費 事業費 事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 654 315 520



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域商店街活性化事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島中央商店街振興会 設立年 昭和５０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 520-3 ＜継続用＞

事務局の状況
（25年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（25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 会員数：72 （26年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら各種事業を行い、商店街の賑わいと活性化を図
る。

 交付先団体等の
 活動内容

　商店街の活性化を目的に、商店街が地位の特性を生かしてイベントを開催したり、会員が消費
者対策や地域振興の研修を受講する。

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 24年度 (決算) 25年度 (決算) 26年度 (予算) 備 考

会費 801 628 726

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 274 274 247

その他補助金 50 50 50

負担金 99 28 100

雑収入 1 1 1

繰越金 88 32 66

収　入　合　計 （Ｂ） 1,313 1,013 1,190

事務費 78 74 80

支　　出

事業費 733 495 600

会議費 299 143 280

研修費（福利厚生・親睦事業） 113 61 120

負担金 33 36 36

慶弔費 25 137 25

予備費 49

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 21 29 21

支　出　合　計 （Ｃ） 1,281 946 1,190

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 32 67 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 40 50 45

補助・交付金の算出根拠 会員数×3,800円

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業費 事業費 事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 683 550 550



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域商店街活性化事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島団地商店街振興会 設立年 昭和５６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 520-4 ＜継続用＞

事務局の状況
（25年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（25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 会員数：30 （26年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

商工業者が連携して、地域の特性を生かしながら各種事業を行い、商店街の賑わいと活性化を図
る。

 交付先団体等の
 活動内容

　商店街の活性化を目的に、商店街が地位の特性を生かしてイベントを開催したり、会員が消費
者対策や地域振興の研修を受講する。

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 24年度 (決算) 25年度 (決算) 26年度 (予算) 備 考

会費 488 477 542

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 110 106 114

その他補助金 50 50 50

事業収入 579 757 531

祭基金繰入・雑収入 65 232 5

繰越金 164 163 211

収　入　合　計 （Ｂ） 1,456 1,785 1,983

負担金 0 0 530

渉外費 21 33 35

支　　出

事業費 943 1,112 1,434

会議費 269 221 230

事務費 14 19 20

祭り資金 0 0 100

負担金 46 101 80

予備費・その他 0 77 84

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 9 7 6

支　出　合　計 （Ｃ） 1,293 1,563 1,983

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 163 222 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 31 37 15

補助・交付金の算出根拠 会員数×3,800円

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業費 事業費 事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 357 288 739


