
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

【事業の計画・実績】

平成28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 625

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

各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
7
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
8
年
度

昨年度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558,600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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

計画 実績 計画 計画 計画

総合判定 平成29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 現状継続とする。

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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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 559 570 684 684

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 559 570 684 684

 ① 合　計 559 570 684 684

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 1,009 1,020 1,134 1,134

指　　　　標　　　　名 単位 平成27年度 平成28年度

②補助金額の合計 目標値
千円

570 570

平成29年度 平成30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

684 684

実績値 559

実績値 147

1,368

実績値 2,251

③補助対象経費の合計 目標値
千円

1,140 1,140 1,368

実績値

④ 目標値

50.0% 50.0%

【補助金額/補助対象経費】 実績値 24.8%
成
果
指
標

対象経費に対する補助金の割合 目標値
％

50.0% 50.0%

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。

【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考えにくい。

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

3
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
研修会などが目標を上回る事業規模で実施されており、事業経
費に対する補助金の割合も低い。

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 各振興会の自発性が今後も継続して発揮されるよう留意する。

【 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。



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 19 14 19

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) 223 279 200

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 12 9 8

支　出　合　計 （Ｃ） 362 435 451

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 158 63 0

0

負担金 12 12 12

予備費 0 0 96

渉外費 13 13 13

支　　出

事業費 273 329 250

会議費 32 51 50

事務費 32 30 30

慶弔費 0 0

10

繰越金 88 70 63

収　入　合　計 （Ｂ） 520 498 451

会費 100 100 90

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 42 38 38

その他の補助金 50 50 50

負担金 230 230 200

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 26年度 (決算) 27年度 (決算) 28年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（27年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（27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：10 （28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その他集会の開催

【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 520-1 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

【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
（27年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（27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：48 （28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その他集会の開催

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 26年度 (決算) 27年度 (決算) 28年度 (予算) 備 考

会費 409 180 288

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 152 171 182

その他補助金 1,010 50 50

事業収入等 1,344 1,355 1,130

雑収入 15 10 10

繰越金 222 133 117

収　入　合　計 （Ｂ） 3,152 1,899 1,777

交際費・活動費 115 18 70

支　　出

事業費・研修費 2,530 1,323 1,400

会議費 178 239 150

事務費 39 23 20

福利厚生費 55 37 30

負担金 96 97 80

予備費 6 45 27

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 5 10 10

支　出　合　計 （Ｃ） 3,019 1,782 1,777

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 133 117 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 37 21 21

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) 416 805 850



％ ％ ％

％ ％ ％

【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
（27年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（27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 （28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その他集会の開催

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 26年度 (決算) 27年度 (決算) 28年度 (予算) 備 考

会費 706 509 669

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 247 243 224

その他補助金 3,700 50 50

負担金 44 27 30

雑収入 41 8 1

繰越金 66 2 4

収　入　合　計 （Ｂ） 4,804 839 978

事務費 128 117 120

支　　出

事業費 4,358 290 400

会議費 186 250 250

研修費（福利厚生・親睦事業） 77 55 60

負担金 38 45 45

慶弔費 15 78 50

予備費 0 0 53

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 5 29 23

支　出　合　計 （Ｃ） 4,802 835 978

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 2 4 0

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

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) 515 487 448



％ ％ ％

％ ％ ％

【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
（27年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（27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：28 （28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その他集会の開催

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 26年度 (決算) 27年度 (決算) 28年度 (予算) 備 考

会費 516 486 472

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 114 106 110

その他補助金 1,009 50 50

事業収入 1,051 1,464 1,400

負担金 224 126 130

繰越金 0 0 272

収　入　合　計 （Ｂ） 2,914 2,235 2,439

渉外費 0 0 30

支　　出

事業費 2,145 1,606 1,837

会議費 221 224 250

事務費 13 15 15

祭り基金 100 0 100

272 0

負担金 68 118 150

予備費・その他 367 0 57

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) 232 680 800

祭基金繰入・雑収入 0 3 5

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 49 16 14

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 4 5 5

支　出　合　計 （Ｃ） 2,914 1,963 2,439

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0


