
平成29年度　行政評価表：市民センター

H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性

文化活動
の推進

市民センター
改修事業

市民センターは建設から25年経過し、
経年劣化に伴い設備の更新が必要と
なっているが、特にふれあいプラザの
空調については、故障が頻発し修繕を
繰り返している状況であるため改修を
行う。
ふれあいプラザの改修については平成
29・30年度の継続事業で実施。

改修工事
（計画）件数

件 1 1 100% 1 1 100%
改修工事
（計画）件数

件 1 1 100% 1 1 100% 1,938 59,164 56,225 中
空調改修により快適な
利用環境を提供できる
ようになる。

なし

空調改修にあたって
は、適正な価格で工事
ができるように設計を
行っている。

維持

平成4年に建設された
施設で設備・機器等の
更新時期を既に過ぎて
おり、このまま維持運営
していくためには、早急
な改修・更新が必要で
ある。

ふれあいプラザ空調について
は、平成29・30年度の継続事業
で対応することとしているが、文
化ホールの空調についても改修
が必要に迫られており、費用対
効果を考慮し、既設の空調を
オーバーホールで対応すること
とし、その経費を要求する。

拡大

市民会館大ホールの改修は行
わない方向であり、そのため市
民センター文化ホールは万全の
状況にしておく必要がある。よっ
て、空調設備や照明設備等の計
画的改修を進める必要がある。

文化活動
の推進

市民会館改修
事業

近年、地震による天井落下事故が発生
していることから、建築基準法が改正さ
れ、特定天井（高さ6m超、面積200㎡超
の吊天井）の耐震対策が必要とされて
おり、市民会館大ホールの吊天井につ
いても特定天井に該当することから改
修工事を行う。

改修工事
（計画）件数

件 1 1 100% 1 1 100%
改修工事
（計画）件数

件 1 1 100% 1 1 100% 4,439 29,220 28,048 なし
吊天井改修により安全
な利用環境を提供でき
るようになる。

なし

吊天井改修にあたって
は、適正な価格で工事
ができるように設計を
行っている。

休止

昭和46年に建設された
施設で平成8・9年に一
部リニューアルをしてい
るもの設備・機器等の
更新時期を既に過ぎて
おり、このまま維持運営
していくためには、早急
な改修・更新が必要で
ある。

昭和46年10月開館から46年経
過し、施設の老朽化が進んでい
るなか廃止の方向性も考えられ
ることから、これ以上の大掛かり
な維持補修は行わない。

休止

施設の経年劣化は著しく、改修
するには多額の費用が必要な状
況である。また、市民センターと
市民会館の２施設を維持してい
くことは、市財政へかなりの負担
であるため老朽化が著しい市民
会館は将来的には廃止せざるを
得ない状況である。

文化活動
の推進

市民センター
自主事業

公立施設における、優れた文化芸術等
の鑑賞機会の提供を行う。
平成29年度はNHKのど自慢を市民会
館にて開催
※平成28年度については自主事業な
し

自主事業開
催件数

件 - - - 1 1 100%
自主事業入
場者数

人 - - - 920 816 89% - 1,866 873 なし

自主事業については、
費用をかければ集客が
確実に見込まれる公演
の開が催可能だが、費
用対効果を考えると難
しい状況である。

なし

市単独での開催となる
と財政的・人的にも厳し
い状況であり、演出上
必要な経費も発生する
場合も考えられるなか、
費用を抑えての開催は
難しい。

休止

市単独での開催となる
と財政的・人的にも厳し
い状況であることから、
費用負担等について有
利な条件での開催が見
込められるまでは、自
主事業の実施について
は見送る。

現状では自主事業の実施につ
いては見送ることから、予算要
求は行わない。

休止

催し物を開催する場合、市民セ
ンターの客席数（５７０席）ではチ
ケット代が高額になる可能性が
高く、また、市民会館では施設の
老朽化で開催が難しい状況であ
る。
従って、自主事業に取り組むこと
は現実的に厳しい。

文化活動
の推進

カルチャー入
門講座開催事
業

公立施設として、施設の適正な維持管
理に努め、市民の方々に快適な空間と
時間を提供し、広く利用してもらう。

講座開催件
数

件 6 8 133% 6 8 133%
講座受講者
数

人 100 152 152% 100 1,640 #### 357 160 0 低

平成26年度から従来の
講座に加えて講師を公
募する形での講座枠も
設けており、公募型の
講座が増えれば受講者
全体も増えると見込ま
れる。

なし

講座にかかる受講料及
び材料費以外に費用は
かからない形態として
いるため。

休止

事業運営の見直しを行
い、平成29年度から市
予算外で実施している
ため、事務事業として
は休止の形をとる。

平成30年度から予算化していな
いため、平成31年度以降につい
ても予算要求は行わない。

維持

講師の応募や受講生の応募が
少なくなってきている現状であ
る。なお、予算計上は行っていな
いが、講座自体は開催しており、
今後の情勢を見極める必要があ
る。
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