
 

 　

作成日 平成16年6月11日

作成者 石田 利博 　　  　

評価者 石田 利博

コード

50

30

　

成果・活動指標 困難度 業務割合 達成度評価

　　　　　市民の満足度（市民アンケートによる） 0　％ △　３　％ △３％

文化・社会教育分野における

「よくなっていると思う人」と シート名 業務割合

「不満と思う人」の割合の差 　 ○Ｓｈｅｅｔ１ 15%

　 　 Ｓｈｅｅｔ2 85%

合計 100%

 ･文化会館入場者数 ・４５万人  ･４３万人  ・５２万６千人  ･４８万人（ｈ１6）

☆☆☆ 総労働時間数 48,433

　　　　　 所属正職員人数 14

･文化活動後援数 名義後援件数 175件 　〃　(管理職を除く） 13

年間所定労働時間数 1,968

所属平均時間外数(月平均） 5.8

所属平均年休、夏特日数 23.5

全嘱託職員労働時間数 3,936

文化会館の催しものの内容や規模等によって毎年の入場者数の増減が発生するが、文化会館の自主事業の充実を図るように努めて大幅な入場者増が達成できた。名義後援については若干の増加が見られた。 全臨時職員労働時間数 18,686

  

困難度 業務割合

Ｈ14年度決算額　Ｈ15年度予算現額　Ｈ15年度決算額　 H１５年度一般財源

２桁  　　　　　　（千円） 　　　　　　（千円） 　　　　　　（千円） 　　　　　　（千円）

01 B 15%

　  文化振興財団自主事業への補助事業 ○ 17,000 13,600 13,600 △ 3,400 13,600

　 　  芸術鑑賞会等開催事業 ○ 3,100 1,300 1,300 △ 1,800 1,300

　 市民文化祭等開催事業 ○ 5,100 4,080 4,080 △ 1,020 4,080 ☆☆☆

　 みえ 県民文化祭共催事業 ○ 500 400 400 △ 100 400

　 　　 　 　　  

　    

　 小　計 25,700 19,380 19,380 △6,320 19,380 3%

02 200団体 A 50%

　 　 市美術展覧会開催費 ○ 3,317 3,107 2,867 △450 2,867

文化功労者表彰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○ 119 174 113 △6 113

文化団体事業開催補助事業 ○ 1,000 1,400 1,272 272 ☆☆☆

　 文化団体運営費補助事業 ○ 1,872 1498 1,498 △ 374 1,498 　

文化活動全国大会等補助事業 ○ 80 80 80 80

文化活動団体育成事業 ○ 200 △ 200  

 小　計 6,508 6,259 5,830 △678 4,558 1%

03 77.30% A 20%

　  文化会館等管理運営委託事業 　 ○ 324,951 325,380 322,073 85% △2,878 218,704

文化会館駐車場等経費 ○ 17,562 16,415 16,214 △1,348 16,214 　

文化振興ビジョン策定事業 ○ 577 530 634 57 634 　 ☆☆

文化会館施設整備事業 36,600 861 △35,739 861 　

 

小　計   379,690 342,325 339,782 △39,908 236,413 56%

90  15%

 負担金・補助金   　

  　

小　計  

その他  文化振興基金の積み立て ○ 1,093 1,000 48 1,045  　

 文化振興一般経費 ○ 407 310 486 79 310 　

小　計 1,500 1,310 534 966 310

人件費  一般職給 ○ 49,268 46,793 47,100 △ 2,475 52,578 　

 嘱託職員給 ○ 　

  　

小　計 49,268 46,793 47,100 △ 2,475 52,578 9%

中　計 50,768 48,103 47,634 △ 2,665 53,886

合　計 462,666 416,067 387,416 △ 46,599 315,446 69%

任務に対する評
価

目的達成に必要な主な手段

実績(平成14年度） 目標（平成１５年度）
業務コード

活動指標 実績（平成１５年度）

差引増減 　　　　　　　　　　　　　　

これまでの取り組みと成果、手段の妥当性

これからの課題、施策、事業展開の方向性

100%

 市民が芸術・文化活動を行えるようにする

実績（平成１５年度）

　０　％（ｈ１6）

･名義後援数　１５０件（ｈ１５）･名義後援数　１４２件

実績(平成14年度）

任務目的 A ・名義後援数　１４４件

柱

大柱

上位目的

中柱

総合計画

市民が生涯を通じて、

自己を高め、生きがいをもって暮らせる

芸術・文化の振興

年度 平成15年度

教育委員会　文化課 

所属コード

所属名

609050

A 

業          務          棚          卸　       表　　（総　　括　　表）

任務目的が２つ以上ある場合は合計が１０
０％となるよう設定してください。

実績（平成１３年度）

項目の内容

のびやかな心を育むまちづくり 

目標（目標年度）

 

１８千人財団自主事業のホール催事入場者数  芸術・文化を鑑賞
する機会を提供する

　

　

 

 芸術文化を育てる環境を整備する

　

　

 芸術文化の担い手を育成する １９３団体

　

文化団体の加入団体数 180団体

75% 88%

内部業務  

　

  

文化会館第１・第２ホールの利用率

事業名（小分類）

　　

　　

18千人

枠配分対
象事業

文化会館の入場者数の増加については文化振興財団の自主事業のよりいっそうの充実をはかるとともに、名義後援のよりいっそうの充実を図る。

Ｈ15年度
予算額割

合

評価日 平成16年6月11日

近年の不況の状況下、第１ホールを利用する大型の催し物が減少した
ため目標を達成できなかった。文化振興ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定に向けて計６回
の会議と市民フォーラムを実施した。

文化振興基金については大口の寄付がなかったため目標を大きく下
回った。

基本的な手段に対する評価

財団自主事業の入場者数については目標を大きく上回った。入場者
数は催事内容によって大きく左右されるものであり、より市民ニーズの
把握に努める必要がある。なお、市民文化祭については、市民参加型
イベントを２回行い、その充実と改善に努めた。

四日市市文化協会と四日市市文化団体協議会が合併したため、目標
を上回ることができた。

達成度測定

２２千人



 

 　

作成日 平成16年6月11日

作成者 石田　利博  　

評価者 石田 利博

コード

50

30

　

成果・活動指標 実績（平成１５年度） 困難度 業務割合 達成度評価

市民が生涯を通じて、 　　　　　市民の満足度（市民アンケートによる）

文化・社会教育分野における

「よくなっていると思う人」と ・０% ･△３% △３％ ・０%（ｈ１５） シート名 業務割合

「不満と思う人」の割合の差 　 Ｓｈｅｅｔ１ 15%

　 　 ○Ｓｈｅｅｔ２ 85%

文化財を保護するとともに、 合計 100%

その活用を行い、文化財に  国・県・市指定文化財の指定件数 ８５件  ８７件 ８８件 ８８件（ｈ１５）

対する市民の関心と理解を 　（登録文化財等を含む） 　 　 ☆☆☆ 総労働時間数 48,433

深める 所属正職員人数 14

発掘調査面積 約３,０００㎡ 約１２,６００㎡ 約１２，０００㎡ 　〃　(管理職を除く） 13

年間所定労働時間数 1,968

所属平均時間外数(月平 5.8

所属平均年休、夏特日 23.5

全嘱託職員労働時間数 3,936

全臨時職員労働時間数 18,686

困難度 業務割合

Ｈ14年度決算額　 Ｈ15年度予算現額　 Ｈ15年度決算額　 H１５年度一般財源

２桁  　　　　　　　（千円） 　　　　　　　（千円） 　　　　　　　（千円）

01 B 10%

　 文化財保護審議会開催 ○ 141 316 186 45 186

　 　 (文化財維持管理事業・文化財調査）＝後出 ○   ☆☆☆

　   

　  　  

　    

　    

　 小　計 141 316 186 45 186

02 A 80%

　 埋蔵文化財発掘調査受託事業 ○ 45,292 54,919 54,919 9,627

　 　 埋蔵文化財保護事業 ○ 5,859 7,268 6,697 838 6,697

　 埋蔵文化財整理作業所整備事業 ○ 2,081

　 （文化財維持管理事業・文化財パトロール） ○  ☆☆☆

　  

　  

　 小　計 52,232 61,459 61,616 6,697 12%

03 B 3%

　 　 文化財維持管理事業 ○ 4,543 4,922 4,733 190 4,733

御池沼沢植物群落保存対策事業 ○ 695 512 634 △61 634

御池沼沢植物群落環境整備事業 ○ 1,680 0400 927 △814 927

　 指定文化財保存対策事業 ○ 2,345 1,745 1,745 △600 1,745 　

指定文化財記録保存事業 　　○ 550 1,137 483 △67 ☆☆☆

 小　計 9,813 8,716 8,522 △1,291 8,039 1%

文化財指定申請のあった物件に対して迅速に調査
し、文化財審議会の答申を得た。

北勢バイパスにともなう埋蔵文化財の発掘調査につい
ては重要遺跡の発見があり所期以上の成果をえた
が、今後の保存について関係諸機関との調整が必要
である。埋蔵文化財包蔵地の開発に伴う発掘は所期
の目標を達成し、文化財パトロールにも迅速に対応し
た。

 指定文化財の管理の中で御池沼沢の西部指定地の
ポンプが故障したため緊急に対応した。そのほかの文
化財の管理についても適切に行った。

　

　

約１５，５００㎡  約１２千㎡（ｈ１５）

　

北勢バイパス関連発掘調査面積 埋蔵文化財を保存・保護する

新規指定件数 

年１０回 年１０回（ｈ１５）

１件

指定文化財・天然記念物の実態把握 活動

１　件（ｈ１５）

年１０回 指定文化財を適正に維持管理する

枠配分　対
象事業

１　件（ｈ１５）

　

　

　

　

 約１２,６００㎡

芸術・文化の振興 

 

　　

　　

　

B 100%

業          務          棚          卸　       表　　（総　　括　　表）

任務目的が２つ以上ある場合は合計
が１００％となるよう設定してください。

実績(平成13年度）

項目の内容

のびやかな心を育むまちづくり 

目標（目標年度）

自己を高め、生きがいをもって暮らせる

大柱

A

約１５，５００㎡

基本的な手段に対する評価

年度 平成15年度

教育委員会　文化課 

所属コード

所属名

609050

業務コード

任務に対する
評価

実績(平成14年度）

目的達成に必要な主な手段

実績(平成14年度）

事業名（小分類）

これまでの取り組みと成果、手段の妥当性

これからの課題、施策、事業展開の方向性

国土交通省の委託を受けて行っている北勢バイパスの発掘調査は予定通りの成果を得たが、重要異性の取り扱いについて今後の課題となった。また、指定文化財については指定申請のあった物件について指定を行った。

特に重要な遺跡についての保存について、関係機関等とのよりいっそうの連携をはかる必要がある。

差引増減 
達成度測定Ｈ15年度

予算額割合

目標（目標年度）

貴重な文化財を文化財に指定し、保護する

実績（平成１５年度）

評価日 平成16年6月11日

中柱

活動指標

総合計画

柱

上位目的

任務目的



困難度 業務割合

Ｈ14年度決算額　 Ｈ15年度予算現額　 Ｈ15年度決算額　 H１５年度一般財源

２桁  　　　　　　　（千円） 　　　　　　　（千円） 　　　　　　　（千円）

枠配分　対
象事業

基本的な手段に対する評価
業務コード

目的達成に必要な主な手段

実績(平成14年度）

事業名（小分類） 差引増減 
達成度測定Ｈ15年度

予算額割合

目標（目標年度）実績（平成１５年度）活動指標

04 B 3%

　 ふるさとの道維持管理事業 ○ 1,229 1,122 1,120 △１０９ 1,120

（○）  　

（○）  　 ☆☆☆

　

小　計 1,229 1,122 1,120 △１０９ 1,120

05 B 20%

　 　 （埋蔵文化財発掘調査委託事業・現地説明会） ○  

（埋蔵文化財保護事業・発掘展） ○  

  ☆☆☆

　   　

 

 

 小　計  

90  

 負担金・補助金  全国近代化遺産活用連絡会議 ○ 20 20 20 20 　

  　

小　計 20 20 20 20

その他  文化財その他経費 ○ 808 571 438 △３７０ 438 　

  　

小　計 808 571 438 △ 808 438

人件費  文化財一般職給 ○ 24,632 18,779 14,141 △5,556 14,141 　

 埋蔵文化財発掘調査受託事業一般職給 33,738 44,204 33,503 235 　

埋蔵文化財発掘調査受託事業嘱託給 3,392 3,355 3,614 △222

その他埋蔵文化財一般職給 44,344 37,346 37,679 △1,466 37,679

その他埋蔵文化財嘱託給 6,758 3,734 3,563 △3195 3,563

  　

小　計 112,864 107,418 92,500 △10,510 66,032 19%

中　計 113,692 108,009 92,998 △10,859 66,490

合　計 177,107 180,350 164,402 △3,237 82,532 32%

文化財のホームページを作成し、文化財保護の啓発
に努めた。なお、文学マップも増刷した。

例年とおり博物館で夏休みに埋蔵文化財展を開催す
るとともに、市役所ロビーで埋蔵文化財を紹介した。
現地説明会は発掘調査の日程から年度内に行えな
かった。文化財整理作業所を整備して展示を常時

行った。

積極的に情報を提供（ｈ１５）指定文化財情報の報道機関への提供件数 記者発表２件,FMよっかいち２件

 埋蔵文化財を活用する

  

２件 積極的に情報を提供（ｈ１５）

内部業務

　

（指定文化財記録保存事業）＝文化財マップ改定･販売、ホームページ作成

埋蔵文化財情報を報道機関への提供件数 

 

（文化財維持管理事業）＝案内看板の更新、新設・文学マップの制作

　　

 

　　

 文化財の活用と普及啓発

 

　


