
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 

 

事務事業別予算概要書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（生涯学習部関係） 

 



 



平成２９年度事務事業シート（計画）目次平成２９年度事務事業シート（計画）目次平成２９年度事務事業シート（計画）目次平成２９年度事務事業シート（計画）目次

大綱 目標 施策 事務事業名 所属名

第１節　個の力が発揮でき、人の力で発展していくまち　－人づくり－第１節　個の力が発揮でき、人の力で発展していくまち　－人づくり－第１節　個の力が発揮でき、人の力で発展していくまち　－人づくり－第１節　個の力が発揮でき、人の力で発展していくまち　－人づくり－

①一人ひとりの人権が大切にされる共生のまち①一人ひとりの人権が大切にされる共生のまち①一人ひとりの人権が大切にされる共生のまち①一人ひとりの人権が大切にされる共生のまち

1-11-11-11-1 だれもが個性と能力に応じて活躍できる地域社会の形成だれもが個性と能力に応じて活躍できる地域社会の形成だれもが個性と能力に応じて活躍できる地域社会の形成だれもが個性と能力に応じて活躍できる地域社会の形成

101 5 人権教育推進事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 1

②新しい時代を担う子どもたちを育むまち②新しい時代を担う子どもたちを育むまち②新しい時代を担う子どもたちを育むまち②新しい時代を担う子どもたちを育むまち

1-41-41-41-4 家庭・学校・地域が連携した青少年健全育成の推進家庭・学校・地域が連携した青少年健全育成の推進家庭・学校・地域が連携した青少年健全育成の推進家庭・学校・地域が連携した青少年健全育成の推進

104 4 成人式開催事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 2

③自らの興味・関心に応じていつまでも学び、活躍できるまち③自らの興味・関心に応じていつまでも学び、活躍できるまち③自らの興味・関心に応じていつまでも学び、活躍できるまち③自らの興味・関心に応じていつまでも学び、活躍できるまち

1-51-51-51-5 市民が主体となった学習活動の充実市民が主体となった学習活動の充実市民が主体となった学習活動の充実市民が主体となった学習活動の充実

105 1 社会教育活動推進事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 3

105 3 生涯学習活動事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 4

105 5 生涯大学システム運営事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 5

105 6 市民文化センター管理運営事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 6

105 7 図書館管理運営事業 生涯学習課 ・・・・・・・ 7

1-61-61-61-6 生涯にわたってスポーツを楽しめる環境の形成生涯にわたってスポーツを楽しめる環境の形成生涯にわたってスポーツを楽しめる環境の形成生涯にわたってスポーツを楽しめる環境の形成

106 1 スポーツ活動活性化事業 スポーツ振興課 ・・・・・・・ 8

106 2 スポーツ団体育成事業 スポーツ振興課 ・・・・・・・ 9

106 3 スポーツ施設管理運営事業 スポーツ振興課 ・・・・・・・ 10

106 4 スポーツ施設整備事業 スポーツ振興課 ・・・・・・・ 11

106 5 学校体育施設開放事業 スポーツ振興課 ・・・・・・・ 12

第３節　環境と調和した生活しやすいまち　－快適づくり－第３節　環境と調和した生活しやすいまち　－快適づくり－第３節　環境と調和した生活しやすいまち　－快適づくり－第３節　環境と調和した生活しやすいまち　－快適づくり－

④東広島らしさを継承し、創造できるまち④東広島らしさを継承し、創造できるまち④東広島らしさを継承し、創造できるまち④東広島らしさを継承し、創造できるまち

3-123-123-123-12 歴史・文化の継承と新たな市民文化の創造歴史・文化の継承と新たな市民文化の創造歴史・文化の継承と新たな市民文化の創造歴史・文化の継承と新たな市民文化の創造

312 1 芸術文化振興事業 文化課 ・・・・・・・ 13

312 3 美術館活動事業 文化課 ・・・・・・・ 14

312 4 美術館建設事業 文化課 ・・・・・・・ 15

312 5 指定文化財等管理活用事業 文化課 ・・・・・・・ 16

312 6 文化財調査保護事業 文化課 ・・・・・・・ 17

312 7 文化財施設等整備事業 文化課 ・・・・・・・ 18

312 8 埋蔵文化財調査事業 文化課 ・・・・・・・ 19

312 9 出土文化財管理活用事業 文化課 ・・・・・・・ 20

事務事業番号 掲載ページ
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10 款 1 項 3 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

 

　　　１　人権教育講座の開催（５０１千円）

　　　　　生涯学習(支援)センター及び地域センターにおける人権講座の開催。

　

　　　２　人権教育研修会等への参加（７５千円）

　　　　（1）　広島県人権教育指導者養成研修会への参加

　　　　（2）　生涯学習（支援）センター及び地域センター職員合同研修会の開催

　　　【備考】

　　　　○ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

　　　　　第２条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動

　　　　　　をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の

　　　　　　理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。

　　　　○ 広島県人権教育・啓発指針

　　　　　第３　人権教育・啓発の基本的なあり方

　　　　　　１　人権教育

　　　　　　　　人権教育は、県民一人ひとりに人権尊重の精神が育まれることを目的として行われる

　　　　　　　教育活動をいう。

　　　　○ 東広島市人権教育及び人権啓発推進基本計画

　　　　　第４章　普遍的な視点からの取組み（東広島市人権教育及び人権啓発推進基本計画）

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　すべての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、人権に関する学習機会の充実を図る。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民、生涯学習（支援）センター及び地域センター職員

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局  生涯学習部　生涯学習課　学習支援係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 1

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 101 5 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 人権教育推進事業
ソフト一般会計

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 650 千円 598 千円 576 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 千円

576 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 650 千円 598 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　地域センター及び生涯学習センターにおいて実施される人権教育講座がより効果的なものとなること

を目的として人権教育指導者養成講座への参加を推進しており、各施設において人権教育講座への

受講の機会が増えれば、より多くの市民に人権尊重の精神が育まれると考えられるため、講座の参加

者数の増加を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

人権教育講座の受講者数 人 1,466 1,400 1,540  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

54 84 84

　　　　　第４章　普遍的な視点からの取組み（東広島市人権教育及び人権啓発推進基本計画）

　　　　　　（２）社会教育

　　　　　　　　社会教育においては、すべての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し、

　　　　　　　人権に関する学習の機会の充実を図ります。その際、人権に関する学習では単に人権

　　　　　　　問題を知識として学ぶだけではなく、日常生活における態度や行動に現れるような人権

　　　　　　　感覚を身につけることが重要であることに留意します。

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

人権教育講座の回数 回

-1-
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10 款 5 項 1 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　検討委員会の開催（２９千円）

　　　　　検討委員（市内各中学校1人）による記念品及び記念行事等の検討（2回）

　

　　　２　記念品（１,６２０千円）

　

　　　３　式典及び記念行事（２,０７５千円）

　　　　　舞台・会場設営、駐車場警備、出演者・手話通訳・要約筆記

　　　４　案内はがき等（３２７千円）

          はがき・記念品入れ袋印刷、案内状発送

　　　５　出席者及び出席率

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　新成人の前途を祝するとともに、成人として自らが社会を構成する一員であるという自覚を促すことに

より、青少年の健全育成を図る。

　平成9年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた人（学年で実施）

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習課　施設運営係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 4

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 104 4 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 成人式開催事業
ソフト一般会計

開催年度 記念品

平成24年度 図書カード

平成25年度 多機能ボールペン

平成26年度 冷酒杯

平成27年度 ボールペン

平成28年度 印鑑付ボールペン

開催年度 対象者数 出席者数 出席率

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 3,947 千円 4,177 千円 4,051 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 千円

4,051 千円 千円

千円 千円

成人式出席率 ％

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 3,947 千円 4,177 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

新成人の対象者に対する出席者の割合を指標とした。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

66.0 66.5 67.0  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

1,500 1,429
活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

成人式出席者数 人 1,429

 

開催年度 対象者数 出席者数 出席率

平成24年度 2,301人 1,490人 64.8%

平成25年度 2,309人 1,447人 62.7%

平成26年度 2,263人 1,500人 66.3%

平成27年度 2,165人 1,429人 66.0%

平成28年度 2,258人 1,477人 65.4%

平成29年度 （2,132人） - -

-2-
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10 款 5 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　社会教育委員の設置（２２０千円）

　　　　（1）　社会教育法第１５条の規定により東広島市に、社会教育委員を置く

　　　　　ア　社会教育委員の構成

　　　　　　　　学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

　　　　　　　　学識経験のある者

　　　　　イ　社会教育委員の職務

　　　　　　　　社会教育に関する諸計画を立案

　　　　　　　　教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること

　

　　　２　社会教育指導員の配置（４,６３２千円）

　　　　（1）　次の職務を行うために、東広島市社会教育指導員（非常勤２名）を配置

　　　　　ア　社会教育に関する学級、講座等の指導

　　　　　イ　社会教育に関する相談及び指導

　　　　　ウ　団体に対する指導及び助言

　

　　　３　講座等の開催（１,３８６千円）

　　　　（1）　小学校、保育所等における家庭教育支援講座（ココロが軽くなる子育て応援講座）の実施

　　　　（2）　創作村における体験教室等の開催

　　　　（3）　三ツ城コミュニティハウスにおける講座の開催

　

　　　　　　４　社会教育関係団体に対する事業補助（９３８千円）

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　社会教育施設を中心として社会教育・家庭教育支援の講座を開催し、家庭での教育を支援するとと

もに、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を支援する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民、社会教育関係団体

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習課　学習支援係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 5

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 105 1 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 社会教育活動推進事業
ソフト一般会計

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 4,319 千円 5,056 千円 7,176 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 千円

7,176 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 4,319 千円 5,056 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　家庭教育支援講座（ココロが軽くなる子育て応援講座）参加者のアンケート結果を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

アンケートにおける、子育てのヒントを「大いに見つけることが

出来た」・「見つけることができた」と回答した割合
% 95.7 99.0 99.0  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

22 43 35

家庭教育支援講座(ココロが軽くなる子育て応援

講座)受講者数

人 482 1,100 770

　　　　　　４　社会教育関係団体に対する事業補助（９３８千円）

　　　　(1)　東広島市女性連合会（補助額：６３０千円）

　　　　　　　　女性の地位向上とともに、男女共同参画社会づくりを目指し、少子高齢化、家庭・青少

　　　　　　　年教育及び環境・消費者問題などの取り組みを通じて、住みよい心豊かな地域づくりに

　　　　　　　寄与する活動に対して補助

　　　　（2）　東広島市ＰＴＡ連合会（補助額：３０８千円）

　　　　　　　　市内小・中学校のＰＴＡ活動の振興と発展のための連絡調整及び研修会を実施し、

　　　　　　　児童・生徒を取り巻く教育環境の整備と充実を図る活動に対して補助

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

家庭教育支援講座(ココロが軽くなる子育て応援

講座)開催回数

回
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10 款 5 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 生涯学習活動事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習課　学習支援係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 5

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 105 3 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　地域の多様な学習課題に対応した学習機会を提供するとともに、地域住民の学習を支援する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　主催講座の開催（９,５５４千円）

　　　　（1）　実施方針

　　　　　　　各地域の実情やニーズに応じて、民間等では提供されにくい分野の講座開設や子育て

　　　　　　の拠点となる活動を積極的に行うなど、「社会の要請」に応じた学習活動の機会の量的・

　　　　　　質的な充実に努め、その成果を地域の教育力の向上に生かすこと、また、関係機関・団

　　　　　　体と連携・協力しつつ、地域の課題解決に向けた支援を行い、地域における「公共」を形

　　　　　　成するための拠点となることが求められている。

　　　　　　　このため、社会や地域の課題に関する学習機会の提供について、社会や地域の課題を

　　　　　　題材とした課題解決型等の学習方法を取り入れ、学習したことが地域づくり等の具体的な

　　　　　　行動に結びつくような事業を展開する。

　　　　（2）　主催講座の要件

　　　　　　ア　開催条件：概ね５人以上の受講者の在籍を必要とする。

　　　　　　イ　開催期間：原則、４月から３月までの期間内とする。

　　　　　　ウ　講座回数：原則、一か月あたり８回（週２回）を上限とする。

　　　　　　エ　講師謝礼

　　　　　　　　　・民間指導者（市内4,000円／時間、市外5,000円／時間）

　　　　　　　　　・医師・弁護士等（6,000円／時間）・大学教授（8,000円／時間）

　　　　　　　　　・ボランティアＡ（学外活動対応事業等2,000円／回）

　　　　　　　　　・ボランティアＢ（0円／回）

　　　２　中央生涯学習センター活動事業委託（１０,３１４千円）

　　　　　中央生涯学習センターで行う、主催講座の開催及び自主事業サークルの活動発表会等に

6,665 7,543 7,000

　　　　　中央生涯学習センターで行う、主催講座の開催及び自主事業サークルの活動発表会等に

　　　　ついて、社会教育主事の有資格職員がおり、公益性のある団体である、公益財団法人東広島

　　　　市教育文化振興事業団に委託する。

　　　３　公民館大会等研修旅費（５４２千円）

　　　　　生涯学習センター及び地域センターは、広島県公民館連合会会則第２条に規定する公民

　　　　館類似施設館として位置づけ、高度情報化及び少子高齢化等による社会構造の変化の中で、

　　　　地域のニーズを的確にとらえ、地域住民と協働した取り組みを進めていくための研修会等に

　　　　参加する。

　　　４　広島県公民館連合会負担金等（２６９千円）

　　　　（1）　連合会加入負担金（245千円）

　　　　（2）　研修等参加負担金（24千円）

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

地域センター及び生涯学習(支援)センター主催

講座開催回数

回

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　東広島市市民満足度調査報告書における生涯学習の満足度を指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

満足している ％ - 30.0 32.0  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

どちらかといえば満足している ％ - 53.5 55.0

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 9,751 千円 11,788 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円 千円

20,679 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 9,751 千円 11,788 千円 20,679 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他
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10 款 5 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 生涯大学システム運営事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習課　学習支援係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 5

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 105 5 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　社会環境の変化に伴う市民の学習ニーズの多様化・高度化に対応し、活力と潤いのある、「国際学

術研究都市」にふさわしい特色ある生涯学習のまちづくりを推進する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

市民

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　生涯学習施策の検討並びに生涯学習情報の提供及び成果発表の機会づくり（７,００８千円）

　　　　(1)  生涯学習推進会議及び生涯大学システム運営協議会を開催する。

　　　　(2)　講座、イベントなど様々な生涯学習情報を集めて、広く市民へ提供する情報誌「学習メ

　　　　　　ニューブック」を年2回発行する（各2,000部）。

　　　　(3)　生涯学習フェスティバルを開催し、生涯学習の成果発表の機会を提供する。

　

　　　２　モデルプログラムの実施（７８３千円）

　　　　　大学等との連携により、学習機会の提供を行う。

　　　３　出前講座の実施（１５１千円）

　　　　　市役所や公的機関・団体の施策・事業・取組など、市民のリクエストに応じて、市職員等が講師

　　　　となり、地域に出向いて説明する出前講座を実施する。

309 310 315

　　　４　学習成果の活用（１,０３７千円）

　　　　(1)　生涯学習活動やボランティア活動を記録する生涯学習パスポートを高校生以上を対象に

　　　　　　配布し、ポイント達成者に賞状と副賞を贈呈する。

　　　　(2)　学校外活動について記録する子ども版の生涯学習パスポートを小・中学生に配布し、ポイ

　　　　　　ント達成者に賞状と副賞を贈呈する。

　　　５　生涯学習ボランティア活動の支援（２,３６２千円）

　　　　(1)　ボランティア活動支援センターにおいて、ボランティアコーディネーターによる相談を毎週

　　　　　　水・土曜日の午後に行う。

　　　　(2)　様々なボランティア活動への理解とネットワークの強化を図り、市民参画によるまちづくりへ

　　　　　　の発展等を目的として、「生涯学習ボランティア交流会」を実施する。

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

生涯大学システム主催講座等(出前講座を含む)

の延べ実施回数

回

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　生涯大学システム主催講座等の延べ実施回数を活動・結果指標とし、同講座等の延べ受講者数を

成果指標として設定している。また、市民にとってニーズのある学習機会を提供できているかを計る指

標とするため、同講座等の１回あたりの平均受講者数を成果指標として設定している。目標値について

は、過去数年間の受講者数実績を考慮して設定している。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 32年度32年度32年度32年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

生涯大学システム主催講座等(出

前講座含む)の延べ受講者数

人 9,649 8,900 9,700  11,000

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

－

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

生涯大学システム主催講座等(出前講座含む)の１

回あたりの平均受講者数

人/回 31 29 31

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 9,039 千円 11,855 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円 千円

11,341 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 9,039 千円 11,855 千円 11,341 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他

-5-



(((( ))))

-

10 款 5 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 市民文化センター管理運営事業 ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習課　施設運営係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 5

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 105 6 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民の教養の向上及び生活文化の振興に資するため、市民文化センターの管理運営を行う。

　市民

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　指定管理料（４５,７４５千円）

　　　　(1)　指定管理者

　　　　　　　公益財団法人東広島市教育文化振興事業団

　　　　(2)　指定期間

　　　　　　　平成29年4月1日から平成34年3月31日まで(5年間)

　　　２　工事費等（５３,６９５千円）

　　　　(1)　空調機器（冷温水発生機）更新工事　43,500千円

　　　　(2)　管理運営負担金(広島県住宅供給公社）　10,113千円

　　　　(3)  AEDレンタル料　82千円

　

　　　３　施設概要

　　　　サンスクエア東広島の2階及び3階の一部

　　　　　2階

　　　　　　研修室1(定員：学校形式で30人　面積60㎡)

　　　　　　研修室2(定員：学校形式で42人　面積120㎡)

　　　　　　研修室3(面積：43㎡)

　　　　　　日本間　(面積：10畳×2)

　　　　　　展示コーナー

　　　　　3階

　　　　　　アザレアホール(収容人数260人)

市民文化センター

（サンスクエア東広島の２階・３階の一部）

　

　施設の活用度を示す稼働率を指標とする。

75,147 76,000 76,200

利用件数 件 2,841 2,900 2,910

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

　　　　　　アザレアホール(収容人数260人)

　　　　　　楽屋1・2　　　　(6畳×2)

　　　　　　講師控室

　　　　　　ホワイエ

利用者数 人

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

％ 80.9 82.6 82.9  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

施設稼働率

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 85,713 千円 88,744 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 12,000 千円 51,000 千円

99,440 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 74,590 千円 76,744 千円 48,440 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 11,123

アザレアホール 研修室

-6-



(((( ))))

-

10 款 5 項 4 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

      １　指定管理者による図書館の管理運営（２８２,４２８千円）

　　　  ・より効果的で効率的な図書館業務を行い、市民サービスのさらなる向上を図るため、平成28年

          4月から市内図書館（7館）に指定管理者制度を導入。

　　　　・窓口サービス、蔵書管理、移動図書館車の運営、施設管理、読書推進など図書館業務全般を

          指定管理者が行う。（指定管理者：株式会社図書館流通センター）

　　　　・市は、指定管理者の指導・監督及び連絡調整のほか、図書館サービス計画等の進捗管理、図

　　　　 書館資料収集方針等の見直し、図書館協議会の開催など図書館行政の基幹的な業務を行う。

　　　　【市立図書館（7館）】

　　　　　中央図書館、サンスクエア児童青少年図書館、黒瀬図書館、福富図書館、豊栄図書館、

　　　　　河内こども図書館、安芸津図書館

　　　　【指定管理後開始したサービス】

　　　　　（１）開館時間の拡大

　　　　　　・中央図書館　　　　　　　　　　　　　 平日１時間拡大　9：00～18：00

　　　　　　・サンスクエア児童青少年図書館　平日２時間拡大　10：00～20：00

　　　　　　・黒瀬図書館　　　　　　　　　　　　　 平日１時間拡大　10：00～19：00

　　　　　　・その他の館　　　　　　　　　　　　　 （現状どおり）　　　10：00～18：00

　　　　　（２）学校の支援強化（学校図書館支援センター）

　　　　　　・学校支援のための専任職員を中心に、学校図書館の選書や、授業で使う資料の選定など

　　　　　　　を支援する。

　　　　　　・調べる学習講座（子ども向け、教職員向け）を開催する。

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市内に居住又は通勤、通学している人

　市民の学習ニーズに応える多様な情報を整備し、利用者の求める資料を速やかに提供することによ

り、生涯学習の推進を図るとともに市民の自主的な学習活動を支援する。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 図書館管理運営事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　生涯学習課　施設運営係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 5

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 105 7 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 千円

282,428 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 177,222 千円 281,172 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

- 80 83

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

- 500,000 520,000  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

　　　　　　・調べる学習講座（子ども向け、教職員向け）を開催する。

　　　　　　・計画的に学校図書館支援用図書を整備する。

　　　　　（３）行事や展示などの充実

　　　　　　・ビブリオバトル（書評合戦）や健康医療情報の提供など、子どもからシニアまで、各年代向け

　　　　　　　の行事や展示を充実させる。

　　　　　　・地域の特徴を活かし、ものづくりに取り組む企業と市民をつなぐ展示や行事を行う。

　　　　　（４）その他

　　　　　　・電子図書の貸出しを行う電子図書館サービスを提供する。

　　　　　　・郷土資料を電子化し、インターネットで公開する。

蔵書冊数

レファレンスサービス利用件数 件

点

貸出点数（市民１人当たり・年） 点 7.92 8.73 8.90

　図書館が市民にどの程度利用されているかを示す「来館者数」と利用者の求める資料を適切に提供

することができているかを示す「問い合わせや質問への対応に対する利用者満足度」を成果指標として

設定した。

％

来館者数 人

図書館利用者の満足度（問い合

わせや質問への対応）

657,546 681,194 700,598

- 4,500 9,000

千円一般財源一般財源一般財源一般財源 177,222 千円 281,172 千円 282,428 千円

訳訳訳訳

-7-



(((( ))))

-

10 款 6 項 1 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　1　全国大会等出場者への助成（２,５００千円）

　　　　　全国又は国際規模で開催されるスポーツの協議会に出場する個人及び団体、またはこれらの

　　　　競技会を開催する者に対し、奨励金または助成金を交付することにより、競技水準の向上及び

　　　　スポーツの普及・振興を図る。

　　　２　スポーツ振興に関する業務（２６,３０１千円）

　　　　　体育・スポーツなどの振興に関する情報収集・調査研究並びに情報提供、生きがい健康体育

　　　　大学や各種スポーツ教室・講習会の開催、スポーツに関する備品・用具の貸出業務等を行う。

　　　３　市民スポーツ大会の開催（１,９５０千円）

　　　　　全市が一体となり明るく豊かな市民生活の形成を図るため、市内の全35小学校区参加により、

　　　　地域や世代の枠を超えた幅広い交流ができ、誰もが参加可能なスポーツ大会(陸上・競技）を

　　　　開催する。

　　　４　スポーツ行事の開催（４,８８８千円）

　　　　　健康増進や地域・職域等のコミュニケーションの醸成を図るとともに、スポーツに親しむ機会の

　　　　創出やスポーツを始めるきっかけ作りを行うため、スポーツ大会や教室等を開催する。

　　　　（1）スポーツ大会の開催（2,090千円）

　　　　　ひろしま県央競歩大会、東ひろしま新春駅伝競走大会　、さわやかウォークの日(歩こうＤＡＹ)

　　　　（2）トップアスリートふれあいきっかけ作り事業（2,798千円）

　　　　　スポーツ能力測定会、トップチーム合宿、スポーツ教室等

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　スポーツで地域を創るまち東広島市を基本理念とし、市民が自発的に、各々の関心、適性等に応じて、安全か

つ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画すること

のできる機会を提供することで、心身ともに生き甲斐を実感し、豊かな人生を送るための支援をする。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民等

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　スポーツ振興課　生涯スポーツ係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 6

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 106 1 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 スポーツ活動活性化事業
ソフト一般会計

　生涯スポーツ社会の実現に向け、多くの方がスポーツに親しむことを目的として主催スポーツ行事へ

の参加者数を指標とする。

全主催事業参加者数 人 21,770 23,500 23,500

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）（実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 36,742 千円 52,538 千円 38,268 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 1,940 2,800 千円

42,568 千円 千円

1,500 千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 38,682 千円 55,188 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 2,650 千円

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

 

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

　　　　　スポーツ能力測定会、トップチーム合宿、スポーツ教室等

　　　５　スポーツ推進委員の委嘱（３,９２９千円）

　　　　　各地域にスポーツ推進委員を委嘱し、地域においてスポーツの推進及び実技に関する指導・

　　　　助言、スポーツ組織の育成指導、スポーツに関する行事の協力や実施など、住民のスポーツの

　　　　推進に関する職務を行う。

【新】６　スポーツによる地域活性化推進事業（３,０００千円）

　　　　　スポーツツーリズムを取り入れたイベントの企画・立案業務。

　　　　　スポーツイベントを行うことで、東広島のスポーツ・地域のＰＲ、観光の振興

　　　　及び交流人口の増大、「する」「みる」｢支える」スポーツの振興、スポーツ産業の促進など多方面

　　　　での波及効果が期待できる。

16 17 17スポーツ行事・合宿・教室・講演会・講習会等数 件
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-

10 款 6 項 1 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 スポーツ団体育成事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　スポーツ振興課　生涯スポーツ係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 6

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 106 2 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　市民の自主的・自発的なスポーツ活動団体を支援することでスポーツ活動の推進を行い、明るく豊か

な市民生活の形成と健康の保持増進を図る。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　体育協会、スポーツ少年団等

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　１　体育協会の活動推進（５,７５０千円）

　　　　本市のスポーツ統括団体として次の活動を行う。

　　　（1）　団体育成事業

　　　　　　加盟団競技団体の育成支援のため、活動に応じた助成を行う。

　　　　　　（陸上協議会、軟式野球連盟、バレーボール協会、ソフトテニス連盟、サッカー協会など

　　　　　　21競技団体が加盟）

　　　（2）　地域振興助成事業

　　　　　　旧町地域体育振興会の活動に対し助成を行う。

　　　（3）　助成事業

　　　　　　県民体育大会予選会開催及び本大会への選手派遣、体協駅伝チームの育成を行う。

　　　（4）　共催事業

　　　　　　アクアパークチャレンジスポーツや市民スポーツ大会などスポーツ行事を共催する。

　　　（5）　研修会

　　　　　　スポーツ指導者の育成を行う。

　　２　スポーツ少年団の活動推進（９４０千円）

　　　　地域に根差した青少年のスポーツ団体であるスポーツ少年団に対し、単位団が主催するス

　　　ポーツ大会等に係る運営経費の助成等を行う（限度額:30千円）。

26 26 26

スポーツ少年団登録団体数 件 80 80 80

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

体育協会登録団体数 件

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　　競技団体等への支援を通じて競技力の向上を目指し全国大会等出場件数を指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 32年度32年度32年度32年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

全国・国際大会出場人数 人 119 120 120  125

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 6,783 千円 6,840 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円 千円

6,690 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 6,783 千円 6,840 千円 6,690 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他
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10 款 6 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　施設の維持管理運営（１５９,９２５千円）

　　　　　安全で楽しいスポーツ活動を行う施設において、経常経費（維持管理費）を必要最小限にと

　　　　どめることに留意し、計画的な維持管理とともに突発的な修繕等に対応する。

　　　　　施設配置が広範囲に及ぶことから、利用者の利便性を配慮した管理を行うべく、指定管理者

　　　　制度の導入により、効率的かつ地域事情に適した維持管理を行う。

　　　２　スポーツ施設

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　本市の生涯学習の目標である「市民1人１学習、１スポーツ、１ボランティア」を達成するため、スポ

ーツ活動の拠点となるスポーツ施設の維持管理及び運営を行う。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　スポーツ振興課　スポーツ施設係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 6

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 106 3 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 スポーツ施設管理運営事業
ソフト一般会計

区分 名 称 管理 備考 区分 名 称 管理 備考

豊栄市民体育館 上三永コミュニティスポーツ広場 （指）

河内スポーツアリーナ （指） 田口コミュニティスポーツ広場 （指）

八本松市民プール 吉川コミュニティスポーツ広場 （指）

黒瀬屋内プール （指） 椛坂コミュニティスポーツ広場 （指）

安宿区民プール 志和堀コミュニティスポーツ広場

清武西区民プール 溝口コミュニティスポーツ広場 （指）

能良区民プール 造賀コミュニティスポーツ広場 （指）

小田区民プール 杵原上コミュニティスポーツ広場 （指）

八本松市民グラウンド （指） 杵原下コミュニティスポーツ広場 （指）

志和市民グラウンド 上戸野コミュニティスポーツ広場 （指）

黒瀬市民グラウンド （指） 清武コミュニティスポーツ広場 （指）

福富多目的グラウンド （指） 河内発祥園コミュニティスポーツ広場 （指）

体育館

コミュニティ

スポーツ

広場

プール

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 160,476 千円 155,629 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円

その他その他その他その他 28,874

一般財源一般財源一般財源一般財源 131,602 千円 128,040 千円 131,453 千円

千円 27,589 千円 28,472

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

千円 千円

千円 千円千円

159,925

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　市民の安全・快適な施設利用を重視した利用拡大を図ることとし、指定管理者モニタリング対象である、教育文

化振興事業団指定管理施設（黒瀬Ｂ＆Ｇ・黒瀬屋内プール・黒瀬市民グラウンド・安芸津Ｂ＆Ｇ・安芸津市民グラ

ウンド）、八本松市民グラウンド、福富パークゴルフ場、河内パークゴルフ場、河内スポーツアリーナ・入野区民グ

ラウンド及び福富多目的グラウンドの施設稼働率を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

モニタリング対象施設稼働率 ％ 74.7 84.0 80.0  

スポーツ施設利用者数 人

達成率達成率達成率達成率

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円 千円

千円

千円千円

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

294,828 284,000 295,000

スポーツ施設利用件数 件 57,877 57,000 58,000

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

志和市民グラウンド 上戸野コミュニティスポーツ広場 （指）

黒瀬市民グラウンド （指） 清武コミュニティスポーツ広場 （指）

福富多目的グラウンド （指） 河内発祥園コミュニティスポーツ広場 （指）

豊栄市民グラウンド テニスコート 豊栄テニスコート

豊栄ふれあいグラウンド 屋内球技場 豊栄屋内球技場

河内市民グラウンド （指） キャンプ場 東広島市グリーンスポーツセンター

河戸区民グラウンド 東広島市黒瀬Ｂ＆Ｇ海洋センター （指）

入野区民グラウンド （指） 東広島市安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター （指）

安芸津市民グラウンド （指） 東広島市福富パークゴルフ場 （指）

東広島市河内パークゴルフ場 （指）

海洋

センター

パーク

ゴルフ場

グラウンド
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(((( ))))

-

10 款 6 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 スポーツ施設整備事業
ハード一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会　生涯学習部　スポーツ振興課　スポーツ施設係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 6

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 106 4 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　市民のスポーツ活動の振興を図るため、スポーツ活動拠点となる施設を確保し、安全・安心に利用

できる環境を整える。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　施設の整備（１１９,１９１千円）

　　　　　市民スポーツ活動の場を充実させるため、拠点施設となる施設の建設を行う。

　　　　　○ （仮称）黒瀬多目的グラウンド（黒瀬町宗近柳国） 整備

　　　　　　・トイレ建築・設備工事（41,200千円）

　　　　　　・駐車場及びグラウンド舗装工事（73,343千円）

　　　　　　・上水道給水負担金（648千円）

　　　　　　・グラウンド管理用備品購入（4,000千円）

　　　　　○ 供用開始予定 ⇒ 平成30年度

　　　２　施設の改修等（４１,３００千円）

　　　　　安全性を確保した快適なスポーツ環境を整えるため、老朽化した施設設備等の改修を

　　　　行う。また、利用に供さなくなった施設の解体を行う。

　　　　(1)　安芸津Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（安芸津町風早） 改修工事(37,300千円)

　　　　　　　・天井耐震化、床研磨再塗装、照明器具更新 など

　　　　(2)　安芸津市民グラウンド（安芸津町風早）改修設計（2,000千円）

　　　　　　　・トイレ及び休憩棟の増設

　　　　(3)　吉原・乃美区民プール（豊栄町吉原・乃美） 解体設計(2,000千円)

　　　　　　　・プール本体、更衣室及び付帯施設の解体

3 2 2
活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

整備完了箇所（業務）数 箇所

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　平成21年度～平成32年度の期間における、新設を含む大規模な改修の実施計画の進捗率を重視

し、実施計画全体件数のうち整備が完了した箇所（業務）数の割合を成果指標に設定している。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

実施計画進捗率 ％ 67.3 71.4 71.4  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 49,876 千円 242,316 千円

地方債地方債地方債地方債 1,900 千円 143,200 千円

千円 42,900 千円 21,060 千円

160,491 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 26,024 千円 56,216 千円 26,231 千円

事事事事

業業業業

費費費費

113,200 千円 千円

その他その他その他その他 21,952
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-

10 款 6 項 2 目

1 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　体育館・グラウンドの開放（７,３４２千円）

　　　　(1)　市内公立の小学校(35校)及び中学校(14校)の体育施設を、学校教育に支障のない

　　　　　　範囲で、スポーツ・レクリエーション活動を行う市内在住（在勤・在学を含む）者で構成

　　　　　　された団体を対象に開放する。

　　　　(2)　開放の状況

　　　　　ア　屋内体育施設(体育館)　　 49校

　　　　　イ　学校校庭施設(グラウンド)　49校(うち屋外照明施設設置数　10校)

　

　　　２　プール開放（９,５７０千円）

　　　　(1)　市内公立の小学校のプールを、夏季休業中に無料開放する。

　　　　(2)　開放の状況

　　　　　　　プール施設　35校

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　本市の生涯学習の目標である「市民1人１学習、１スポーツ、１ボランティア」の目標を達成するため、

地域におけるスポーツ活動の拠点となる学校体育施設を開放し、健康づくりと地域の活性化を図る。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市内在住（在勤・在学を含む）者で構成された団体

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　スポーツ振興課　スポーツ施設係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 6

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 106 5 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 学校体育施設開放事業
ソフト一般会計

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 8,821 千円 8,828 千円 8,896 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 7,402 8,016 千円

16,912 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 16,223 千円 16,577 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 7,749 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　

　身近に使用できるスポーツ施設として、健康づくりと地域スポーツ推進の場となるため、活用する

登録団体数を成果指標に設定している。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

登録団体数 団体 436 460 440  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

252,958 250,000 253,000

プール年間利用者人数 人 50,781 46,000 51,000

　　　　　　　　屋内体育施設（体育館）の利用状況屋内体育施設（体育館）の利用状況屋内体育施設（体育館）の利用状況屋内体育施設（体育館）の利用状況

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

体育館年間利用人数 人

グラウンド年間利用人数 人 108,192 120,000 120,000
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10 款 5 項 1 目

3 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　１　芸術文化活動の推進及び支援（３,７２０千円）

　　　　　市民が主体となって開催する文化事業に対し後援等を行うとともに、文化団体の育成を図る

　　　　ため、市民が広く加盟している東広島市文化連盟や市民ミュージカル等に対し助成を行う。

　　２　芸術文化活動の普及啓発（４,０６７千円）

　　　　　地域で活動する文化団体等の育成・交流を図り、多様な音楽体験の場を提供し、音楽によっ

　　　　て創造性を育むことで音楽文化を振興する。また、演劇では児童・生徒を対象とするワークシ

　　　　ョップを開催し、演劇への興味や関心を高めるとともに、演劇活動を通じてコミュニケーション能

　　　　力向上を図る。

　　３　芸術文化ホールの管理運営（２２７,８９２千円）

　　　　　芸術文化活動の中核施設として東広島芸術文化ホールくららの管理運営等を行うとともに、

　　　　より質の高い公演を開催する特別事業を行い、芸術文化ホールの認知度向上、ブランド力強

　　　　化を図る。

　　４　その他報酬等（２,２４０千円）

　　平成29年度より芸術文化ホール管理

　　運営事業と統合して一体的に取り組む。

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　文化団体等の活動を支援するとともに、芸術文化活動の普及啓発を行うことにより、本市の芸術文化

の振興を図る。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市内文化団体、市民等

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　芸術振興係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 1 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 芸術文化振興事業
ソフト一般会計

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 12,610 千円 10,046 千円 237,899 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 767 20 千円

237,919 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 13,377 千円 10,046 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

－

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

芸術文化ホール来場者満足度 ％ － 80 80

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　市民の芸術文化への関心度や活動の活性度を表すものとして、芸術文化ホールの利用状況を示す

「年間来場者数」「利用者満足度」を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 32年度32年度32年度32年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

芸術文化ホール年間来場者数 人 － 200,000 250,000  250,000

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

－ － 23

芸術文化ホール年間自主事業実施数 回 － 40 45

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

音楽・演劇等の普及啓発活動実施数 回

芸術文化ホールくらら大ホールにおける

音楽普及啓発事業（指揮者体験）
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10 款 5 項 3 目

3 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　所蔵作品展の開催（３３２千円）

　　　　　収蔵作品による展覧会を開催する。

　

　　　２　企画展の開催（１１,２２５千円）

　　　　　特別企画展は、生活と美術とのかかわりを造形の視点から幅広く捉えなおす「現代の造形

　　　　-Life & Art-」を開催し、絵本原画展では、国際的にも評価の高い日本の絵本の魅力と芸術

　　　　性を広く市民に紹介する。また、現代日本版画展では、現代の日本を代表する作家の作品

　　　　を一堂に展覧する。

　

　　　３　東広島市美術展及びトリエンナーレ東広島２０１７の開催（２,２４２千円）

　　　　　広く市民から美術作品を公募し、美術愛好者の創作活動の振興を図るとともに、市民による

　　　 美術作品の鑑賞機会を提供する。

　　　４　子ども向けワークショップの開催（３９３千円）

　　　　　子どもの自由な発想と感性を育むため、芸術文化活動に親しみ、触れる体験活動を行う。

　　　５　出前美術館の実施など（３４６千円）

　　　　　市内小中学校において、美術館の所蔵作品を活用した出前美術館などを実施する。

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　市民に優れた芸術鑑賞の機会を提供するとともに、展覧会や関連事業を開催して、制作表現活動の

振興を図る。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民等

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　芸術振興係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 3 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 美術館活動事業
ソフト一般会計

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 10,703 千円 10,618 千円 12,711 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 1,646 1,827 千円

14,538 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 12,349 千円 12,261 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 1,643 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　企画展等展示内容の充実により、市民に優れた芸術作品の鑑賞機会を提供すること、市民の芸術制

作意欲と技術の向上に繋げることにより、芸術文化の振興を図ることが目的であるため、美術館入館者

数を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

入館者数 人 11,396 11,000 11,000  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

177 190 190
活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

市美展応募点数 点

現代絵本作家原画展
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10 款 5 項 3 目

3 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　

　　　１　事業概要

　　　　　現在の美術館は、老朽化、狭隘化等の課題があることから、中心市街地の中央公園南側に

　　　　新たな美術館を建設して、平成32年度の開館を目指すもの。

　　　２　事業スケジュール

　

　

　　　３　立地場所

　　　　　中央公園南側（敷地面積　約１,８００㎡）

　　　４　実施設計業務（７８,０３５千円）

　　　　　平成28年度の基本設計に基づき、

　　　　美術館建設実施設計業務等を行う。

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　美術館の整備をすることにより、市民一人ひとりが生涯にわたって芸術文化活動に親しめる環境整備

を推進するとともに、芸術文化ホール等と連携し、中心市街地の活性化を目指す。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市民等

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　芸術振興係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 4 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 美術館建設事業
ソフト一般会計

平成32年度

基本構想・基本計画の策定

基本設計

実施設計

建設工事

枯らし期間

開館

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30～31年度

平成31～32年度

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 12,809 千円 29,311 千円 4,935 千円

事事事事

業業業業

費費費費

73,100 千円 千円

その他その他その他その他 千円

78,035 千円 千円

千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 12,809 千円 29,311 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

 （成果指標は、美術館整備後に美術館活動を評価するため、設定しない）

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

 

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

- - 100

　　　　美術館建設実施設計業務等を行う。

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

実施設計業務進捗率 ％

位置図
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10 款 5 項 5 目
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２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

【新】１　日本遺産認定の推進（７,２９２千円）

　　　　国登録文化財となった酒蔵群等を観光資源として、一層

　　　の活用をはかるため、「吟醸酒のふるさと」をテーマとし、

　　　それに関連する文化財群について『日本遺産』認定を受け

　　　るための作業やプロモーションを行い、平成30年2月に申

　　　請を行う。

【新】２　歴史文化基本構想の策定（３,５３７千円）

　　　　本市の文化財を指定・未指定に関わらず総合的に把握し

　　　周囲の環境を含めて保護・活用するための構想である『歴

　　　史文化基本構想』を策定する。

　　　（歴史文化基本構想の策定は日本遺産認定申請の要件の一つ）

　　　３　第52回全国史跡整備市町村協議会大会の開催（２,７７３千円）

　　　　　史跡整備等を行っている全国の市町村で組織する協議会（加盟数583）の全国大会を、東

　　　　広島市で開催する（広島県では初めての開催：参加見込人数約250名）。

　　　　本市を含め県内10市町で実行委員会を組織し、全史協事務局とともに大会を運営する。

　　　４　指定文化財等の環境整備（１,７１２千円）

　　　　　指定文化財の所有者・管理者とともに、指定文化財及び市所有文化財の環境整備（重要文

　　　　化財の清掃や虫干し、史跡等の草刈など）を行う（対象96件）。

　　　５　市所有文化財施設の維持管理と公開（１３,２４６千円）

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　指定文化財等について、所有者・管理者とともに適正な維持管理を行うとともに、文化財の公開・文

化財に関する行事を通じて、市民の文化財保護意識の高揚を図る。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　指定・登録文化財及び所有者・管理者、市所有文化財・文化財施設、市民

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　文化財係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 5 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 指定文化財等管理活用事業
ソフト一般会計

西条の酒蔵群

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 16,068 千円 21,175 千円 23,545 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 365 460 千円

30,366 千円 千円

6,361 千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 16,433 千円 21,668 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 493 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　市民の文化財保護意識の高揚を知る一つとして、市民（自治協議会、ボランティア団体、自主研究グ

ループ等）から要請のあった講師派遣の件数を成果指標としている。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

市民から要請があり講師派遣等

を行った件数

件 18 21 22  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

3,978 4,400 4,400

文化財行事（講演会・探検文化財・文化財防火

デー・出前講座・出前博物館等）の実施回数

件 23 25 25

　　　５　市所有文化財施設の維持管理と公開（１３,２４６千円）

　　　　　旧木原家住宅などの市所有文化財施設の維持管理を行うとともに、市民に公開する。

　　　６　教育・普及事業（１,７３７千円）

　　　　（1） 文化財保護意識の向上のために、歴史文化・日本遺産をテーマとした講演会等（2回）

　　　　　や指定文化財等を巡る探検文化財（1回）、指定文化財での文化財防火デー防火訓練（1

　　　　　回）、史跡での公開活用イベント(1回）、登録文化財公開（2回）を実施する。

　　　　(2) 文化財保護意識の向上や文化財を活かしたまちづくり推進のために、出前講座や出前博

　　　　　物館事業、講師派遣事業を実施する（年17回程度）。

　　　７　指定文化財等に係る助成事業（６９千円）

　　　　指定文化財の維持管理に係り、指定文化財の修理・管理事業に係る経費を補助する。

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

市文化財施設の入館者数 人
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10 款 5 項 5 目

3 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 文化財調査保護事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　文化財係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 6 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　文化財保護に必要な資料収集のため、基礎調査を実施するとともに、東広島市文化財保護審議会

において文化財保護及び活用に関する重要事項について、調査審議する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　市内に所在する文化財（うち、指定文化財・登録文化財は154件）

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　文化財保護審議会の開催（９３７千円）

　　　　市内に所在する文化財の指定、また既存の指定文化財の現状変更等について検討し、指導・

　　　助言を求めるため、市文化財保護審議会を開催するとともに、新たな文化財指定のための指定

　　　調査を実施する。

　　　２　文化財の基礎調査（２,６５０千円）

　　　　(1) 市内に所在する文化財の悉皆調査を行い、文化財の保護及び指定に必要な基礎的なデ

　　　　　　ータを収集する。また、基礎調査で得られた成果を報告書として刊行し、公開するほか、市

　　　　　　民に有料で頒布する。

　　　　(2) 東広島市を特徴づける景観を形成している西条の酒蔵や町家などの建築物や、市内に所

　　　　　　在する貴重な建築物などについて、基礎的な調査を進め、文化財登録を促進する。

市指定重要文化財 大槙３号遺跡出土品（銅斧） 登録記念物（名勝地）前垣氏庭園 登録有形文化財（建造物）西條鶴

3 3 3

文化財登録に係る調査件数 件 50 25 5

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

文化財指定に係る調査件数 件

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　文化財保護法、県文化財保護条例、市文化財保護条例に基づく文化財指定・文化財登録を行うこと

で、文化財の適切な保護が図られるため、新たに指定及び登録する件数を指標として設定している。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

文化財の新指定件数 件 2 2 2  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

文化財の新登録件数 件 43 20 2

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 3,415 千円 3,879 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円 千円

3,587 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 3,415 千円 3,879 千円 3,587 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他

市指定重要文化財 大槙３号遺跡出土品（銅斧） 登録記念物（名勝地）前垣氏庭園 登録有形文化財（建造物）西條鶴

市指定重要文化財 頭崎神社本殿（石祠） 登録有形文化財（建造物）福美人 登録有形文化財（建造物）亀齢
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10 款 5 項 5 目

3 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　１　文化財施設の整備（２３,１９５千円）

　　　　　史跡三ッ城古墳の葺石、埴輪、埋葬施設保護施設の保存修理（修繕）を行う。

　

　　　２　文化財施設の小修繕等（２,００５千円）

　　　　　文化財施設の小修繕や、文化財公開の基本的な設備である案内標識や説明板についての

　　　　整備を行う（新設～説明板２基・案内標識２基、修繕～説明板４基・案内標識４基程度）。

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　東広島市が所管する文化財施設の整備を実施するとともに、既存施設の修繕を行い、文化財を適正

に次世代に継承する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　東広島市が所管する文化財施設

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　文化財係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 7 新規・継続 継続

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 文化財施設等整備事業
ハード一般会計

三ッ城古墳 修復予定の葺石 修復予定の家型埴輪

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 2,229 千円 28,726 千円 13,630 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 千円

25,200 千円 千円

11,570 千円 千円

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 12,635 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 2,229 千円 41,361 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円

達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

安芸国分寺歴史公園への解説

依頼件数

件 17 25 25

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　市民の文化財保護意識の高揚を測る指標として、整備を実施した「史跡三ッ城古墳」や「安芸国分寺

歴史公園」の入場者数を指標とすることにより、整備を進めている文化財施設に対する市民意識を確

認することができる。但し、それぞれ正確な入場者数を把握することは困難であるため、三ツ城公園内

管理棟の入場者数、安芸国分寺歴史公園への解説派遣件数を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

三ツ城公園管理棟内三ッ城古墳

展示室への入館者数

人 8,362 7,900 8,100  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値）

12 62 100
活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

三ッ城古墳関係施設（古墳本体、ガイダンス

コーナー、管理棟展示室）の修繕

%

修繕した説明板例 志和：中原神社のケヤキ 安芸津：祝詞山八幡神社棟札
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3 -

２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 埋蔵文化財調査事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　調査係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 8 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　国民共有の財産である埋蔵文化財を保護し、未来へ継承する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　民間・公共等の開発事業者、埋蔵文化財（遺跡）

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　　　　１　分布・試掘・確認調査、不時緊急調査、小規模受託発掘調査、受託発掘調査

　　　（１２,１７２千円）

　　　　　(1)　開発等、土木工事に伴う埋蔵文化財（遺跡）の分布・試掘・確認調査等を実施するとともに、

　　　　その取扱に関して指導助言を行い、埋蔵文化財の適切な保存・保護を図る。

　　(2)　開発等、土木工事の最中において突発的に埋蔵文化財（遺跡）が発見された場合、不時緊

　　　　急調査を実施し、記録保存を行う。

　　(3)　開発等、土木工事を行う上で保存が難しい埋蔵文化財（遺跡）については、その規模によっ

　　　　て小規模受託、受託調発掘調査を実施し、記録保存を行う。

　　　ア　小規模受託発掘調査　・・・・・　3件分

　　　イ　受託発掘調査　・・・・・・・・・・・　5件分（内、工事担当課予算措置1件）

　　　　　２　埋蔵文化財（遺跡・遺物）に関する調査・研究（１,２２８千円）

　　　　東広島市の歴史を明らかにし、その結果を公開活用するとともに、未来へ継承するために埋

　　　蔵文化財（遺跡等）に関する調査・研究を行う。

287 280 290

確認された埋蔵文化財の件数 件 1,711 1,713 1,715

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      杵原6号遺跡の発掘調査（高屋町、H28年度）

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

分布・試掘調査件数（年間） 件

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　埋蔵文化財調査事業は、主に開発事業者からの協議・依頼に基づき、埋蔵文化財（遺跡・遺物）の

取扱いに関する適切な指導助言と記録保存のための発掘調査を実施しているが、その目的は保存・

保護対策を講ずるものであるため、成果指標を示すことはできない。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

 

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 15,070 千円 16,417 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 10,913 千円 8,027 千円

13,400 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 5,485 千円 5,504 千円 5,373 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他 9,585
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２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標２　事務事業の概要・活動計画・指標

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度 事務事業シート事務事業シート事務事業シート事務事業シート 計画計画計画計画

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 出土文化財管理活用事業
ソフト一般会計

所　属所　属所　属所　属 教育委員会事務局　生涯学習部　文化課　調査係 総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系総合計画施策体系 12

１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報１　事務事業に関する基本情報
事務事業番号 312 9 新規・継続 継続

目　的目　的目　的目　的

（何のために）

　埋蔵文化財（遺跡）の存在の周知とともに、東広島らしさを継承し、郷土愛や郷土に対する誇りの醸

成のため、本市独自の特色ある出土文化財（遺物）の活用を推進する。

対　象対　象対　象対　象

（誰・何を対象に）

　東広島市内に在住、もしくは通勤・通学している者

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

及び及び及び及び

H29活動計画H29活動計画H29活動計画H29活動計画

　　1　出土文化財管理センターの公開活用（１１,６５１千円）

　　　　埋蔵文化財（遺跡）の存在を周知するとともに、東広島市内の遺跡から出土した土器・石器等

　　　の出土文化財及びこれに関連する記録資料を適切に保管し、収蔵管理するとともに、これらを

　　　常設・特別展示等によって公開活用する。

　　２　出前博物館、体験歴史村等の活用事業の開催（５４千円）

　　　　東広島市内の小中学校へ土器・石器等の出土文化財を持参し、これを利用して地域の歴史

　　　に関した授業を行うとともに、小学校の高学年を対象として、親子で土器作りや火おこし等の歴

　　　史体験授業を開催する。

　　出土文化財の収蔵状態

5,154 6,000 6,500

出前博物館の受講生徒・児童数 人 202 250 300

　　出土文化財の収蔵状態

　　　　　　　展示室での説明状況

　　　　　　　　　　　　　　（H28年度特別展）

活動・結果活動・結果活動・結果活動・結果

指　標指　標指　標指　標

【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】【活動・結果指標名】 単位単位単位単位 27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績）27年度（実績） 28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標）28年度（目標） 29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）29年度（目標）

出土文化財等の収蔵数 箱

成果目標成果目標成果目標成果目標

（指標設定理由、

計算式、

数値上では現れ

にくい成果）

　市民の埋蔵文化財に対する認知度を知るための手段の一つとして、出土文化財管理センター（１階

展示室等）への入館者数を成果指標とする。

成果指標成果指標成果指標成果指標

（目標達成状況等）

【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】【成果指標名】 単位単位単位単位

27年度27年度27年度27年度 28年度28年度28年度28年度 29年度29年度29年度29年度 30年度30年度30年度30年度 ―年度―年度―年度―年度

（目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

出土文化財管理センターへの入

館者数

人 1,332 1,350 1,400  

（実績値）（実績値）（実績値）（実績値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （目標値）（目標値）（目標値）（目標値） （実績値）（実績値）（実績値）（実績値） 達成率達成率達成率達成率 （目標値）（目標値）（目標値）（目標値）

３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報３　コスト情報

27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算）27年度（決算） 28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算）28年度（予算） 29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算）29年度（予算） 30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）30年度（予算）

財財財財

源源源源

内内内内

訳訳訳訳

国県支出金国県支出金国県支出金国県支出金 千円 千円

事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A)事業費合計（A) 12,024 千円 12,181 千円

地方債地方債地方債地方債 千円 千円

千円 千円 千円

11,705 千円 千円

千円 千円

千円

千円

一般財源一般財源一般財源一般財源 12,024 千円 12,181 千円 11,705 千円

事事事事

業業業業

費費費費

千円 千円

その他その他その他その他
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