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H15実績 平成１７年度実績
H16実績

　 　

H17実績
H17目標
H18見込

○公民館では、平成１７年度は生涯学習の拠点とし
て、７講座を開催した。

行動目標　９－１ 社会ニーズに対応した行政運営を行う （所管課名　　楠総合支所楠プラザ）

任務目的 市民が主体となる生涯学習活動を支援する

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成17年度

基本目的　９ 行政機能が高くなる

任務目的の成果・活動指標の推移

○　任務に対する評価

H14実績 これまでの取組と成果、手段の妥当性

補助金の６割）も行う。

○平成１８年度は、引き続き運動会、文化祭等への

整備事業について、地域との協働で整備方針を検

したことにより、運営や事業実施について自主・自立の
機運ができた。また図書室利用者も増加するなど、楠

○公民館事業の多様な講座の開催など充実に努め、
平成１８年度見通し

生涯学習の拠点としての役割を果たす。

り、生涯学習の拠点として一定の成果があり、地域社会
プラザに係わる事業の総参加者数について同様に上

や各種団体が主体となった活動が積極的にできるよ

いては、 楠プラザが関わる事業の内、代表的な５事業
（運動会、文化祭、公民館フェスティバル、図書貸出利
用者数、歴史民俗資料館来館者数）の参加者、利用者
数を掲げた。（なお、指標は平成１４，１５年度の実績値
は把握していないので、平成１６年度以降とした。また

金が減額され最終的には廃止されることから､地域

○各種団体の活動に対する自主・自立の取り組みが
より一層促進されたが、さらにこの意識を高め、住民

修繕が予定されているため、平成１７年度実績を下回
平成１８年度目標は、平成１８年度に体育館の大規模

種団体への支援（平成１６年度補助金の８割）も行っ

○新市建設計画に位置づけられている楠城址周辺

市民が主体となる生涯学習活動を支援する指標につ ○合併による経過措置による各種団体等への補助
これからの課題、施策等展開の方向性

支援を行うとともに、各種団体への支援（平成16年度

○特色ある事業の地区運動会や文化祭等にも支援

他館との連携、インターネット予約の導入、図書室だよ

○各種団体やサークルの成熟度に応じた支援を実施

史民俗資料館を開館した。

自主・自立のまちづくりへのスムーズな移行のため各
を行うとともに、合併の取り決めに基づき、住民主体の

○合併前に蔵書の充実を図った図書室については、

○小中学生の地域学習の場、生涯学習の場として歴

の発行などにより利用者が大幅に増えた。

楠プラザに関わる事業の総参加者数
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Ｂ表
B

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１４実績 -
Ｈ１５実績 -
Ｈ１６実績 5,900人
Ｈ１７実績 6,200人
Ｈ１７目標 6,000人
Ｈ１８見込 5,800人

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算
2,009 7,960 7,350
－ 546 412
2,847 5,726 5,445
－ 24,000 11,338
－ 5,754 5,444 ように支援を行う。
－ 540 540
391 784 124

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１４実績 -

Ｈ１５実績 -

Ｈ１６実績 11,403人

Ｈ１７実績 19,511人

Ｈ１７目標 12,000人 大幅に増えた。

Ｈ１８見込 18,100人

満足度を高める。

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算
3,311 8,002 7,895

境づくりに努める。

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価

目標値を達成した。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

地域社会づくりの促
進

参加者数

☆☆☆

平成１７年度実績
○運動会や文化祭の活動が衰退しな
いように、助言やサポートを行った結果、

平成１８年度見通し

5,341
412

2,598

○引き続き､助言・サポート等の支援を
行うとともに､文化祭については時期を
早めて９月に「健康ふれあいフェスティ
バル」と同時開催し、相乗効果を図る。

利用者数図書事業の充実 平成１７年度実績

基本的な手段に対する評価目的達成に必要な手段

が主体となった活動が積極的にできる

○公民館図書室の利用の促進を図る

ため、他館との連携･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約・

催しものの充実などにより、利用者が

○蔵書の拡大が利用者増につながる

-267

平成１８年度見通し

☆☆☆☆

達成度

これからの課題、事業展開の方向性決算差引
楠公民館図書室事業費 4,584

　事　業　名

○公民館図書室のバリアフリー化など
の改修工事を予定しており、利用者
数の目標値は１７年度実績を下回るが、
引き続き図書貸出しの利用や催しもの
への参加などのＰＲに努め､利用者の

540
文化団体活動支援事業費

楠公民館整備事業費
地域活動支援事業費

11,338
5,444

ことから､今後も図書の充実を図るとと
もに、催しものや利用者サービスの向
上を行い､気軽に本に親しむような環

楠公民館管理運営費
楠公民館事業費
楠公民館一般経費

○各種団体の活動に対する自主・自立
の取り組みがより一層促進されたが、さ
らにこの意識を高め、住民や各種団体

文化団体運営支援事業費

地域活動参加者数
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Ｂ表
B

指標 年度 実績／目標

3 Ｈ１４実績 -
Ｈ１５実績 -
Ｈ１６実績 -
Ｈ１７実績 5,955人
Ｈ１７目標 3,000人
Ｈ１８見込 5,000人

等を対象にPRに努める。

Ｈ１６決算 Ｈ17予算 Ｈ１７決算
楠歴史民俗資料館 - 6,835 5,633

して､ＰＲに努める。

ともに、引き続き小学校をはじめ、市民

近隣博物館施設にパンフレツトを配置

○小中学生の地域学習の場や生涯学5,633

ての見学､あるいは歴史愛好者の見学
を促進するため、パンフレツトの送付や

習の場としてとして子どもから大人まで
幅広く利用を図る必要から､展示棟の
企画スペースで内容を変えた展示を行
うとともに、小学校の地域学習の場とし

管理運営費

　事 業 名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

○資料館の施設の一部改修を予定して
おり、来館者の目標値は17年度実績を
下回っているが、近接の楠城址の整備を

業務棚卸表（事後評価表）
平成17年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
歴史･文化の継承 見学者数

☆☆☆☆

○楠の歴史､文化の保存及び地域文化
の振興を図る拠点として、楠歴史民俗資
料館を4月29日に開館し、当初来館者目
標を3,000人としていたが、利用促進を図
るため、新聞・CTY等、積極的にPRに努

平成１７年度実績

めたところ、予想を上回る効果があり、来

行い、相乗効果による来館者増を図ると

平成１８年度見通し

館者が増えた。
資料館来館者数
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