
 

    　

作成日 平成16年6月10日

作成者 平井留嗣  　

評価日 評価者 杉本克美

コード

8

8ー2

　

成果・活動指標 実績（平成16年度） 困難度 業務割合 達成度

来館者数 455,934人 470，000人

 

シート名 業務割合

・施設利用者数 301,177人 310，000人 　  Ｓｈｅｅｔ１ 100%

・自主事業 9分野18項目 100% ☆

延参加者7,518人 合計 100%

  ・受講率 85.32%  93.50%  84.60% 96.00%

　 　 　 総労働時間数 25,222

所属正職員人数 3

　〃　(管理職を除く） 2

年間所定労働時間数 1,952

所属平均時間外数(月平均） 24.4

所属平均年休、夏特日数 16.4

全嘱託等職員労働時間数 5,856

全臨時職員労働時間数 13,320

  

目標（16年度） 困難度 業務割合

Ｈ15年度決算額 Ｈ16年度予算現額　Ｈ16年度決算額　 Ｈ16年度一般財源 達成度

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

01 60% Ａ 30%

　 管理運営費 ○○○○ 65,798 67,802 64,719 △1,234 50,767

　 　 管理運営費（債務分） ○ 155  

　 整備事業費   ☆☆☆  

　  　  　

　    　

　     

　 小小小小　　　　計計計計 65,95365,95365,95365,953 67,80267,80267,80267,802 64,71964,71964,71964,719 △1,234△1,234△1,234△1,234 50,76750,76750,76750,767  

02 入館者125,000人 Ｂ 30%

　 　 ○ 2,334 2,164 2,133 △201 2,007

○ 1,526 1,336 1,334 △192 1,285

   ☆☆

　　　　    

 

   

 小小小小　　　　計計計計 3,8603,8603,8603,860 3,5003,5003,5003,500 3,4673,4673,4673,467 △393△393△393△393 3,2923,2923,2923,292

03 見直し2講座、新規０講座 Ｂ 25%

　 ○ 2,000 1,300 1,300 △700 1,300

 　  ☆☆

  

 

小小小小　　　　計計計計 2,0002,0002,0002,000 1,3001,3001,3001,300 1,3001,3001,3001,300 △700△700△700△700 1,3001,3001,3001,300

利用者は横ばいであったが三重郡の文化施設が整備され
ている中で、ある程度の目標は達成できた。

蔵書数は限界にたっしているが、魅力ある図書館をめざし
て、市立図書館などと連携しつつ、利用者への図書館
サービスをおこなった。入館者については、ほぼ横ばい状
況であった。

ほぼ目標どうりであるが、魅力ある講座や事業にするため
より一層の分析が必要である。

315,448人

13分野23項目・延参加者8,557人１３分野２７項目・延参加者10,685人

58%

利用者の増大 入館者123,104人

有料施設の利用率

整備事業費（一部０１コードに束ねる）

利用しやすい施設運営と生涯学習（自主
事業）の充実

３１８，０１９人

　

　　　　　　　　

管理運営費（一部０１コードに束ねる）

事業名（小分類）

業務コード Ｈ16年度
予算額割

合

市民が生涯を通じて学習、スポーツ活動に取り組め

Ａ

実績(平成15年度）

目的達成に必要な主な手段

実績(平成15年度） 実績（平成16年度）

これからの課題、施策・事業展開の方向性

活動指標

基本的な手段に対する評価の説明

年度 平成16年度

あさけプラザ

所属コード

所属名

013055

戦略プラン

柱

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14年度）

項目の内容

市民が自己を高め、生きがいをもって暮らせる

目標（16年度）

世代を超えたふれあいの場づくりから生
涯学習活動を促進する

４７３，５１６人 469,443人

基本目的

業          務          棚          卸業          務          棚          卸業          務          棚          卸業          務          棚          卸　       　       　       　       表表表表　　（　　（　　（　　（総総総総　　　　　　　　括括括括　　　　　　　　表表表表））））

毎年、管理費が縮小傾向である中で同業種の官民施設との競争をしつつ、魅力ある施設や事業をいかに展開できるか。また、住民の学習意欲をサポートし、貸館へとつなげていく。

行動目標

平成17年4月30日

貸館事業の充実（有料）

枠配分対
象事業

決算（Ｈ１６－Ｈ１
５）　　　　　　差引
増減 （千円）

　

　

　
　

　

図書館事業の充実

　

 

　　　　　　　　

見直し３講座、新規０講座講座の見直し数

あさけプラザ運営協議会負担金

　

評価

9分野16項目・延参加者7,600人

自主事業の充実

　

任務目的 Ｂ

任務に対する

上位目的

これまでの取組と成果、手段の妥当性 四日市市及び三重郡にある同用途施設が整備されていく中で、開館２１年目を迎えた当館の年間利用者数は近年、横ばいとなっている。多種業務の委託化を進めながらも、管理・経理業務、自主

など直接住民とのかかわりがある主要な業務については直営を堅持しつつ、複合施設の利点を生かした会館運営をおこなった。

59%

入館者118,701人

見直し０講座、新規０講座

あさけプラザ．総括表Ｈ16.xls



Ｈ15年度決算額 Ｈ16年度予算現額　Ｈ16年度決算額　 Ｈ16年度一般財源 達成度

２桁  　　　　　　　（千円）　　　　　　　（千円）　　　　　　　（千円） 　　　　　　（千円）
事業名（小分類）

業務コ ド Ｈ16年度
予算額割

合

目的達成に必要な主な手段 基本的な手段に対する評価の説明枠配分対
象事業

決算（Ｈ１６－Ｈ１
５）　　　　　　差引
増減 （千円）

04 無料開放施設の利用者の拡大 ７種（内容の見直し） Ｂ 5%

　  

　　　　 　　　　  

　   ☆☆  

　   

 

 

小小小小　　　　計計計計     　　　　 　　　　

90  10%

 負担金・補助金

小小小小　　　　計計計計

その他   

  

小小小小　　　　計計計計     

人件費 26,607 26,481 28,145 27,209

3,472

19,264 12,100 11,824 16,377

小小小小　　　　計計計計 45,87145,87145,87145,871 38,58138,58138,58138,581 39,96939,96939,96939,969 △5,902△5,902△5,902△5,902 47,05847,05847,05847,058

中中中中　　　　計計計計 45,87145,87145,87145,871 38,58138,58138,58138,581 39,96939,96939,96939,969 △5,902△5,902△5,902△5,902 47,05847,05847,05847,058

合合合合　　　　計計計計 117,684117,684117,684117,684 111,183111,183111,183111,183 109,455109,455109,455109,455 △8,229△8,229△8,229△8,229 102,417 100%100%100%100%

利用者は横ばい状況であるが、保健・福祉的な施設機能
をもっと市民へPRする必要がある。

一般職員

再任用

嘱託

老人福祉施設、機能回復訓練室、健康
相談室

整備事業費（一部０１コードに束ねる）

管理運営費（一部０１コードに束ねる）

広報、新聞、チラシ、プラザ通信、FM,CTY,
ホームページ(内容の見直し）宣伝活動の充実

内部業務

 

　　

　

 

広報、新聞、チラシ、プラザ通信、FM,CTY,ホームページ（内
容の見直し）

あさけプラザ．総括表Ｈ16.xls


