
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

【事業の計画・実績】

平成２９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 経済部商工業振興課 電話 4612

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 地域商店街振興会（西の里、大曲、北広島中央、北広島団地）

３ 目的と内容

地区ごとに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
8
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×3,800円の限度額内での補助金交付。

2
9
年
度

前年度までと同様に以下のとおり補助金を交付する。
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×3,800円の限度額内での補助金交付。

　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
じて補助金を交付した。
（４団体・総額547,200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
員数に応じて補助金を交
付する。

【評価結果・評価コメント】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画 実績 計画 計画 計画

総合判定 平成30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」
「現状継続」
「要検討」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続 商店街の賑わいと活性化を引き続き支援していく。

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28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

道支出金

決算額、当初予算額又は推進計画額 547 570 684 684

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

地方債

その他特財

一般財源 547 570 684 684

 ① 合　計 547 570 684 684

4,500 8,400 4,500 8,400

② 人　数（年間） 0.10 0.00 0.10 0.00

840 0

総事業費①＋④ 1,387 1,410 1,524 1,524

4,500 8,400 4,500

 ④ ＝②×③ 840 0 840 0 840 0

人　件　費
(左側：一般、
右側：再任用)

0.10 0.00 0.10 0.00

③ 1人当り年間平均人件費 8,400

②補助金額の合計 目標値
千円

570 570 684

平成31年度

活
動
指
標

①振興会への加入会員数 目標値
人

150 150 180 180

実績値

指　　　　標　　　　名 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度

684

実績値 547

144

実績値

③ 目標値

実績値

④ 目標値

- -

【指標の定義（算式等）】 実績値 7
成
果
指
標

イベント・花植え・装飾等 目標値
回

- -

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 コメント

妥
当
性

・税金を使って行うこと（補助すること）が妥当ですか？
・上位の施策への貢献度は大きいですか？
・特定の団体の利益に偏っていませんか？
  【評点欄】３妥当、２どちらかというと妥当、１妥当でない
  【コメント欄】理由を記入

3

郊外の大型店進出や市街地の分散により、各地区の地域商店
街振興会は市民（消費者）にとって重要な役割を担っている。地
域商業の振興は行政課題としても位置付けられていることか
ら、必要な事業である。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

経
済
性

・現在の成果を落とさずにコスト(予算・所要時間等)を削減するた
めの方法はありませんか？
  【評点欄】３余地なし、２余地あり、１余地大きい
  【コメント欄】コストを削減するための方策、補助金の減額・削減
について具体的に検討し、検討内容を具体的に記入

3
補助金の上限額が会員数×3,800円と定められていることから、
これ以上のコスト削減は難しい。

達
成
度

・計画どおりに成果があがっていますか？
  【評点欄】３あがっている、２どちらかといえばあがっている、
  １あがっていない
  【コメント欄】理由を記入

2
商店街の活性化を目的とした各種イベントや地域振興に関する
研修会などが実施されていることから一定程度成果はあるもの
と考える。

成
果
向
上

・成果が現状よりも向上する可能性がありますか？
  【評点欄】３余地なし、２余地あり、１余地大きい
  【コメント欄】成果を向上させるための方策、代替策を記入

3
各振興会のイベントや研修会を今後も継続するための、会員数
の増加が見込めない限り、成果の向上は難しい。

【 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。



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 14 28 31

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) 279 120 110

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 9 14 13

支　出　合　計 （Ｃ） 435 244 255

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 63 27 0

支　　出

事業費 329 150 140

負担金 12 12 12

予備費 0 0 17

慶弔費 0 0 0

渉外費 13 13 13

事務費 30 21 23

事業費：歳末大売
出しの開催

会議費 51 48 50

10

繰越金 70 63 27

収　入　合　計 （Ｂ） 498 271 255

会費 100 54 54

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 38 34 34

その他の補助金 50 50 50

負担金 230 60 80

雑収入 10 10

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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：9 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域の特性を生かした商店街のにぎわいと活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

●商店街のにぎわいを創出する事業
●商店街の活性化を図るための研修の開催

【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 520-01 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

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 （金額）　（D) 805 372 350

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 21 48 43

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 10 10 8

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業費 事業費 事業費

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 117 240 0

予備費 45 45 29

支　出　合　計 （Ｃ） 1,782 1,782 1,802

支　　出

事業費・研修費 1,323 1,371 1,400 事業費：花壇植
栽、地区夏祭り、
大曲神社祭り会議費 239 174 150

福利厚生費 37 10 20

負担金 97 93 93

交際費・活動費 18 66 90

事務費 23 23 20

10

繰越金 133 117 240

収　入　合　計 （Ｂ） 1,899 2,022 1,802

会費 180 204 240

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 171 179 152

その他補助金 50 50 50

事業収入等 1,355 1,472 1,110

雑収入 10 0

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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：47 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域の特性を生かした商店街のにぎわいと活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

●商店街のにぎわいを創出する事業
●商店街の活性化を図るための研修の開催

【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 520-02 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

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 （金額）　（D) 487 448 480

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 50 50 48

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 29 26 23

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 事業費 事業費 事業費

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 4 52 0

予備費 0 0 5

支　出　合　計 （Ｃ） 835 872 985

支　　出

事業費 290 439 500 事業費：花壇植
栽、輪厚川と親し
む会協賛、ふれあ
い雪まつり協賛、
提灯・イルミネー
ション実施

会議費 250 230 230

負担金 45 58 48

慶弔費 78 40 42

事務費 117 41 100

研修費（福利厚生・親睦事業） 55 64 60

10

繰越金 2 4 52

収　入　合　計 （Ｂ） 839 924 985

会費 509 551 580

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 243 224 228

その他補助金 50 50 50

負担金 27 84 65

雑収入 8 11

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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：59 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域の特性を生かした商店街のにぎわいと活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

●商店街のにぎわいを創出する事業
●商店街の活性化を図るための研修の開催

【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 520-0３ ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

16 30

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 16 16 24

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) 680 683 450

0

事務費

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 5 5 5

支　出　合　計 （Ｃ） 1,963 2,192 2,277

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 272 220 0

事業費：商店街夏
祭り実施

会議費 224 221 220

渉外費 0

収　入　合　計 （Ｂ） 2,235 2,412 2,277

支　　出

事業費 1,606 1,876 1,717

負担金 118 63 63

予備費・その他 0 1 232

15 15 15

祭り基金 0 0

0

負担金 126 53 53

繰越金 0 272 220

会費 486 444 444

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 106 110 110

その他補助金 50 50 50

事業収入 1,464 1,474 1,400

祭基金繰入・雑収入 3 9

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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：29 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域の特性を生かした商店街のにぎわいと活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

●商店街のにぎわいを創出する事業
●商店街の活性化を図るための研修の開催

【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＞


