
【様式1】
課名

■事業概要
事務事業名 事業コード 20135 施策コード 1121 1112

基本目標名 新規継続 1新規 2継続 2
施策名 施策名（節） 単独補助 1町単独 2補助 1

施策内訳 政策一般 1政策事業 2一般 1
実施根拠 4・5 自治事務 1自治事務 2法定受託 1

6その他　→その他名称（
対象者

目的

内容

成果イメージ

■事業の実績
年度 22 23 24 25 26 合計

予算 財源内訳 国支出金 0
（千円） 県支出金 0

地方債 0
その他特定 15,000 1,300 2,400 18,700
一般財源 6,052 6,033 6,353 5,637 7,081 31,156

総事業費 6,052 21,033 6,353 6,937 9,481 49,856
職員数（人） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

決算（千円） 5,820 21,010 6,245 6,596 39,671

第1節 コミュニティ

政策推進課

コミュニティづくり推進事業費
第1章 まちづくりへの参加と協同

2 コミュニティ施設の整備
1法令　2条例　3規則　4要綱　5計画

事業概要 町民
　花いっぱい運動の推進を図り、美しい街づくり・快適な地域環境づくりに資するとともに,地域コミュニティの契機づくりを
図る。町内各地で展開されているコミュニティ活動を推進するための活動拠点となるコミュニティ施設や,自治会,団体な
どの諸活動の運営に供する備品等の整備を推進する。また、地域のイベント等ソフト事業に対する助成を行い、以って
地域の活性化を図るとともに、自治と連帯をはぐくむ地域社会の実現に貢献することを目的とする。

　春季と秋季の年二回、行政区や団体などが参加し、街路や公園などに季節の花を定植する。
　ハード事業補助として,小川町コミュニティ施設等整備事業実施要綱に基づき、地区団体が行う集会所建設・環境美化
施設整備・活動備品整備等に補助を行う。また、ソフト事業補助として,小川町元気なまちづくり補助金交付要綱に基づ
き、行政区が行う安全安心な街づくり事業、ふれあい活動推進事業に補助を行う。

　住民が楽しみながら参加し、街路、公園、空き地などを花で彩り、安全安心な明るいまちづくりの形成
に寄与する。
　コミュニティ施設及び備品の整備や、ソフト事業への補助により、住民の自主的なコミュニティ活動を
助長させ、かつ住民の連帯感をより一層高める。
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【様式2】
■事務事業評価

基準・Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 目標・Ｈ27
指標1：名称

データ 2,269 3,300 3,300 2,490 2,670 3,300 3,300
算出根拠・
計算式
指標2：名称

データ 15 9 14 12 18 16 16
算出根拠・
計算式

1 目標を上回る （番号） （説明）

2 目標をほぼ達成

3 目標を下回る

4 目標を大幅に下回る

1 満足 （番号） （説明）

2 概ね満足

3 やや不満

4 不満

1 十分 （番号） （説明）

2 概ね十分

3 やや不十分

4 不十分

効率性 1 十分 （番号） （説明）

・費用対効果 2 概ね十分

・経済性 3 やや不十分

・手法 4 不十分

必要性 1 適切 （番号） （説明）

・住民ニーズ 2 概ね適切

・環境配慮 3 やや不適切

4 不適切

公平性 1 適切 （番号） （説明）

2 概ね適切

3 やや不適切

4 不適切

総合評価 1 拡大して実施 （番号） （説明）

・今後の方向 2 現状維持

3 事業規模・内容の見直し

4 事業の抜本的見直し

5 廃止または休止

■二次評価
総合評価 1拡大して実施 （番号） （説明）

・今後の方向 2現状維持

3事業規模・内容の見直し

4事業の抜本的見直し

5廃止または休止

指標

花いっぱい運動参加者数

平成２１年度以降３，０００人の参加を目標としている。

コミュニティ施設整備事業補助金交付行政区数

見直し等
・対象
・手段・方法
・ねらい
・効率化
・経費

　地域コミュニティ活動は、各行政区ごとにばらつきがあるため、更なる多方面からのアプロー
チが必要である。そして、共に助け合い、支え合う住み良い共助社会をづくりを目指し推進して
いく必要がある。

2

花いっぱい運動等の環境美化活動は、コミュニティ
推進を図り、防犯にも効果があるとされている。今
後、地域間のばらつきの解消にも努める必要があ
る。

2

花いっぱい運動等の環境美化活動は、防犯にも効果があ
るとされている。補助制度はハード面・ソフト面の両方があ
るが、毎年の利用実績を見てもその必要性が感じられる。

2

花いっぱい運動は全行政区を対象に参加の呼びかけを
行っている。また、各種補助制度は、過去の実績等を考慮
し一部に偏ることのないよう配慮している。

2

本事業の推進は、各方面に好影響をもたらす。防犯・環境
問題といった現代の課題を解決するためにも必要不可欠
であり、地域コミュニティの推進は時代を追うごとに益々重
要度を増している。

2

コミュニティ施設整備補助については老朽化したｾﾝﾀｰの
改修等で効果は充分に確認できる。実施主体はあくまでも
住民・区であるため、効率性を重視するようお願いしてい
る。

評価
・各項目ご
とに該当す
る評価を選
び番号を右
欄に記入
し、さらにそ
の右側の説
明欄に説明
を記入す
る。

達成度
★継続事
業のみ 2

花いっぱい運動は環境美化と共にコミュニティづくりの一役を担って
いる。平成25年度は、コミュニティ施設等整備事業補助金交付12団
体、元気なまちづくり補助金交付6団体があり、地域コミュニティの
活性化に寄与している。

住民満足
度
★継続事業
のみ

2

花いっぱい活動を実施している行政区等については補助
があり、また、各種補助金も地域の実情に応じて最大限活
用されている。

住民協働
度
★継続事業
のみ

3

ｺﾐｭﾆﾃｨ活動は行政と一線を画す地域住民自らの活動であ
るが、違った協働の契機づくりを考える必要がある。
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