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青少年活動推進事業 事務事業評価シート

28年度(計画)

27年度(実績) 28年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

0404 青少年活動推進事業

人づくり

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

【 事後評価 】平成 27 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 10 05 01

政策 3-3 生涯学習の推進
施策 2 青少年の社会教育

目的 児童・生徒・青少年の「ひとづくり」・定住を見据えた地域を愛する心の涵養

対象 少年、青少年関係団体及び市内の幼児・児童・生徒を持つ保護者、新成人

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性
意図 青少年の育成や活動を支援し、自立した青少年を育む

妥当である

見直し余地がある

○こどもの集い開催
○はなまき！おもしろ探検隊事業（平成26年度繰越事業）
○青少年関係団体支援
　・青少年関係団体（３団体）への補助
○成人式開催
　・式典の部（市主催）、記念行事の部（成人式記念行事実行委員会主催）

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

少子高齢化や核家族など社会が変化している中で、青少年が健や
かに育つ環境づくりや、定住を見据えた市の将来を担う人材とし
て育成支援に市がかかわることは重要なことである。

 受益と負担の適正化余地 ・市内在住の全ての青少年を対象としており、受益機会は均等で
ある受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括

妥当でない

委託

公
平
性

30.0

青少年の郷土を愛する心を涵養することは「花巻で仕事をした
い」「地域に関わりたい」という将来の定住意識の涵養にもつな
がると思料されるとともに、事業の実施を通じ、児童の家族や市
民の青少年教育に対する認識が向上するものと思料される。

向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

・事業はゼロ予算に係るものも含め、節減努力を図り必要最小限
で実施していることから、削減余地はない
・職員が関わるのは、補助金交付事務、連絡調整等が主な業務で
あり、人件費の削減余地はない

30.0

後援・協賛 補助・助成

26年度(実績)

市民参画の有無 無
適正である

市民協働の形態
共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

実績 33.1 24.9

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 27年度(実績)

②
青少年体験活動支援行事の開催回
数

回
計画 3

① 成人式アンケート回収率 ％
計画 30.0

実績
③

計画

3
実績 2 3

3

％
90.0 90.0目標

成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

96.6実績

26年度(実績)

実績

② 青少年体験学習参加者数 人
目標 100

① 成人式アンケートの満足度

目標

100
実績 90 88

95.4

成果指標
の達成度

目標値より高い ○ 概ね目標値どおり

③

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

○青少年体験活動事業の実施や青少年関係団体への支援を通じて、地域の青少年リーダー等の育
成を図った。また、新成人を祝い郷土のすばらしさを認識する機会として成人式を開催した。

①「成人式アンケートの満足度」は、毎年成人式の内容を検証したうえで改善を重ねており、９
０％を超える高い割合を示していることから、引き続き維持することを目標とした。
②子どもたちの豊かな体験活動を育む機会として開催していることから参加者数を指標としてい
る。「はなまき！子どもたんけん隊」は開設初年度であるが、全市の児童を対象とした連続の事
業であり、定員どおりの参加を見込んだ。

目標値より低い

100

90.0
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単位：千円

○ ～

　

　 　　　　職員手当432

青少年活動推進事業

２　成人式　　1,128千円
　　　　報償費494千円、需用費292、役務費172、委託料27、借上料143

１　青少年体験活動支援　　583千円

　(1)こどもの集い　15千円
　　　　報償費10、需用費5

　(2)はなまき！おもしろ探検隊 　178千円　（平成26年度繰越事業：

上野　剛 401

１　青少年体験活動支援　　583千円

平成 27 年度 事業説明資料 【 】

項

内線担当部署 部名 生涯学習部 課名 生涯学習課 担当係長

会計 款 《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

一般 10 05

26年度
決算額(A)

27年度
決算額(B)

28年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

事業費
2,336 2,143 △ 193

財
源
内
訳

　
国・県

　　　　報償費76、需用費91、役務費11、
地方債

　(3)青少年関係団体への補助 　390千円
その他 　　　　負担金補助及び交付金390

△ 193

事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成 年度 平成

事業開始の背景・経緯

部重点施策における目標

事業概要

○こどもの集い開催
○はなまき！おもしろ探検隊事業（平成26年度繰越事業）
○青少年関係団体支援
　・青少年関係団体（３団体）への補助
○成人式開催
　・式典の部（市主催）、記念行事の部（成人式記念行事実行委員会主催）

　(1)こどもの集い　15千円

○児童・青少年・新成人などを対象とする事業で構成するが、各事業へ、高校生や大学生、新
成人などが参画することにより、対象者（参加者）の一体感の醸成や達成感・自己肯定感・地
域を愛する心の醸成に大きく貢献するものと思料する。

○花巻の地域資源を学習資源として活用することで、参加者の「気づき」を創出し、花巻の良
さを（再）認識するよう努める。

事業説明資料

青少年活動推進事業

生涯学習の推進に努めます。

年度〕

目

01

事業ｺｰﾄﾞ

0404

青少年の育成環境を向上させるとともに、仲間づくりや郷土についての理解を深め、児童・生
徒・青少年の「ひとづくり」を推進する。

一般財源 2,336 2,143

事業名

事後評価

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

　　　　負担金補助及び交付金
　　　　ガールスカウト30、少年少女発明クラブ150、花巻市青少年育成市民会議210



２　成人式　　1,128千円

３　共通経費　　432千円

　　　　報償費494千円、需用費292、役務費172、委託料27、借上料143

　　　　報償費10、需用費5

　(2)はなまき！おもしろ探検隊 　178千円（平成26年度繰越事業：8531事業）
　　　　報償費76、需用費91、役務費11、

　(3)青少年関係団体への補助 　390千円

高校生・大学生等ボランティアの支援・参画 

青少年体験活動支援 

定住を見据えた、児童生徒・青少年の郷土を愛する心の涵養 

青少年の郷土を愛する心の涵養 

学校区を超えた交流 

成人式 

花巻の魅力ある地域資

源を通じた体験や学び 

達成感・自己肯定感 

子育ての知識等の習得 


