
事務事業評価シート （対象：H 年度実施事務事業）
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H 25 年度

実施内容

1,300

1,100 1,300 1,300 H 30 年度
学習会延参加人数 延べ出席者数 人

1,399 1,354 ―

800

800 800 800 H 30 年度
講座等延参加人数 延べ出席者数 人

747 704 ―

（実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

成果指標
※どのような効果があったかを

把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25

50

30 30 50 H 30 年度
学習会の回数 1年間の学習会の回数 回

48 52 ―

13

13 10 13 H 30 年度

講座・人権フェスティバルの
回数

1年間の講座・人権フェスティバ
ルの回数

回
13 10 ―

（実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25

財源合計
※前年度に実際に実施した活動の内容や量

・市内3地区（野沢・浅間・望月）で3回連続の「人権同和教育講座」を開催（参加者数404名）
・市民を対象に「人権フェスティバル」を開催。（12/7開催、参加者数300名）
・市内各区で学習会を実施。（参加者数1,354名）・市内全小中学校で人権学習会を開催（参加者数7,735名）
・教職員人権同和教育研修会の開催。（参加者数236名）・新任、転入教職員人権同和研修会の開催（参加者数106名）

25,277 25,464 27,449

その他特定財源
一般財源 25,042 25,289 27,274

235 175 175
地方債

総事業費 25,277 25,464 27,449

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

時間 1,161 1,209 時間 1,161
人件費合計 11,574 11,571 11,571

人 10,410 1.50 人 10,410
非常勤職員等 1,256 時間 1,194 1,209

人
件
費

常勤職員 1.50 人 10,380 1.50

6,253 6,651 7,357
事業費合計 13,703 13,893 15,878
工事請負費等

需用費 3,437 3,134 3,948
役務費 671 621 733

コ
ス
ト

事
業
費

報酬 399 458 690
委託料 2,943 3,029 3,150

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 24 年度(決算）(千円） 25 年度(決算）(千円） 26 年度(予算）(千円）

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

人権教育・人権啓発活動を通じ、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に取り組む意欲と能力を持つ人が
育っている。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

【講座・人権フェスティバル】
・「人権同和教育講座」や「人権フェスティバル」を開催する。
【学習会等】
・各区の「巡回指導事業」や市内保育園・福祉施設での人権同和教育推進員による学習会を行う。
【学校関係等】
・小中高等学校教職員や保護者及び児童・生徒を対象として、「人権同和教育」、「教職員人権同和教育
　研修会」、「新任・転入教職員人権同和教育研修会」、「ＰＴＡ人権同和教育」を実施する。
・人権同和教育補助教材「あけぼの」を小学校1.3.5年生と中学校1年生に配布
・解放子ども会を小中学校教職員や支部役員等の協力を得ながら実施する。
【広報活動等他】
・公民館報「さくし」に毎月「人権シリーズ」を掲載し、啓発を行う。
・佐久市企業人権同和教育推進連絡協議会と連携し、人権啓発標語を市内小学校５年生から募集を行い、
　優秀作品３点を短冊ポスターにし、会員企業や小中学校・関係機関等に配布する。
・佐久市学事職員会人権同和教育研究委員会が「人権同和教育実践資料」を作成し、関係機関に配布
・部落解放同盟各支部長と区長に、集会所施設・設備・敷地内等の維持管理及び集会所指導事業の運営を
　委託している。

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 1.たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

（ 節 ） 1.豊かな人間性を育む文化の創造

（施策） 3.人権尊重社会

法定
根拠

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

通常管理

実施方法（全てチェック）

事業の
性質

簡易管理

1132-1
担当部 市民健康部 担当課 人権同和課 担当係 人権同和係

年度
事務事業コード

25

事務事業名 人権同和教育事業 事業開始年度 Ｈ 17

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型） 

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型） 

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他 
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（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

230

※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

840集会所施設・設備・敷地内等維持管理委託料

集会所指導事業運営委託料

北口集会所指定管理（Ｈ25.4.1～Ｈ30.3.31）

サク塗装　（株） 工事費

保護者・児童生徒及び教職員の人権同和教育学習会の開催

上平尾同和対策集会所遊具撤去工事

有限会社　井出美建設

25

25

部落解放同盟各支部長（10支部） 委託料

0

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）

工事費 北口集会所雨樋他改修工事 662 千円

委託料 子ども会活動運営費（教材費等） 78

157

有限会社　上野設備事務所

概　要

300

団体名等 費　目

部落解放同盟各支部長（14支部） 委託料

千円

千円6,977計

千円

千円

工事費 3,129 千円

510

千円

千円

北口区区長

佐久市解放子ども会運営委員会

佐久市ＰＴＡ連合会 委託料

荒田集会所指定管理（Ｈ25.4.1～Ｈ30.3.31） 0荒田区区長

千円

千円

今後の取組方針

差別をなくす人権同和教育の推進のため、今後も人権同和教育講座や各区の巡回指導事業による研修会
を開催するとともに、社会環境の変化等による新たな人権課題や各種研修会等からの要望事項に取り組
み、市民一人ひとりの人権意識の高揚を図る。

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期：

事業の
見直し余地

判定

＜説明＞

子どもたちを取り巻く新たな人権問題を中心とした講座を開催するとともに、新任・転入教職員研修では、市内の同
和地区の実態や体験を学習できる内容による研修会の充実を図る。また、各種研修会等での要望事項を次の講
座、学習会に生かし、参加者の増加につなげる。

市関与の
必要性

判定

地方自治体の責務として、自発的に取り組む。
＜説明＞

人権に関する各種啓発活動は、民間団体や企業においても展開されているが、地方公共団体として人権啓発に関
する施策を策定し、実施する義務（人権教育及び人権啓発の推進に関する法律）がある。また、人権同和教育は誰
もが住みやすいまちづくりを進めるために、地方自治体が主体的、自発的に取り組むべきものである。

ニーズの
方向性

判定

＜説明＞

スマートフォンの普及、インターネットでつながるポータブルゲームによる仲間はずし、正しい利用方法を知らないこ
とによる個人情報の流出など、子ども達を取り巻く環境の変化により、新たな人権問題に関する課題が増えている。
また、新任・転入教職員を対象とした人権同和教育研修会のアンケートでは、若い世代の教職員が同和問題を知
らないという実態があり、さらには身近な実例等による学習内容の充実を求める要望がある。

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞

様々な人権課題をテーマに講座を開催したが、講座等の内容によって、特に参加者数が減尐した講座があり、全
体として参加者が減尐傾向である。

千円

252 千円

小平集会所水洗化工事

千円819小平集会所水洗化工事設計及び工事監理委託料株式会社　町田設計 委託料

佐久市学事職員会 委託料 教職員人権同和研修会の開催及び人権同和教育資料・実践記録作成

株式会社　ガド建築設計事務所 委託料 北口集会所雨樋他改修工事設計委託料

増加する方向にある 現状と変わらない 減尐する方向にある 

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される 

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される 

サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している 

その他 

法令等により、市に実施が義務づけられている 

民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる 

民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい 
市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある 

その他 

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある 

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある 

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある 

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある 

受益者負担のあり方について見直す余地がある 

成果を高める工夫の余地がある 

その他 

現状のまま継続 見直しして継続 休止 

廃止・中止 完了 今年度中 来年度 今年度中 来年度 

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される 

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった 

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない 

拡大 現状のまま 縮小 

拡大 現状のまま 縮小 

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない 
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