
平成22年度　事務事業評価シート(平成21年度) (単位：円）

商工観光振興班 経常 経常 経常 経常 経常 経常 経常 臨時 臨時

単独 単独 単独 単独 単独 単独 単独 補助 補助

7 1 3 観光費

魅力ある豊後大野の食や物
産のPR等の情報発信を行う
ことにより、効果的な観光
誘客誘致につなげる。

豊後大野市の観光振興にあた
り、市観光協会が主体となっ
て地域住民とともに事業を実
施し、地域の活性化を図るこ
とを目的とする。

関連団体と連携を密にし、情報の共
有・共同で事業を展開することで地
域活性化を図る。また観光イベント
実行委員会に対し補助金を交付する
ことで、魅力あるイベントを実施し
交流人口の増を図る。

ふるさと体験村の利用
者・宿泊客の増を図るた
めに夏祭りを実施する。

地域住民との交流による満足度を
調査・研究し、体験型（着地型）
観光への取組みを進め、観光満足
度の向上と交流人口の増加を図
る。

豊後大野市の四季折々の
自然、景観、祭りなどを
題材とした作品を募集
し、写真を通した交流人
口の増加を図る。

観光振興に係る一般
事務経費等

観光ボランティアと地
域資源を融合・活用し
た観光商品の開発・宣
伝を行う。

安全かつ快適な散策
ルートを観光客に提供
する。

・おおいた竹ものがたり
　in福岡
・おおいた観光ツーリズム
　商談会
・ツーリズムサミット

・運営費補助
・市観光ボランティア
　育成事業補助
・観光イベント・祭り等の
　ＰＲ活動補助
・観光物産、観光誘致等の
　ＰＲ活動補助

・関係団体等へ対する補助金及び負
担金の交付

・エノハ、鮎のつかみ取
　り
・もちつき大会
・ジャンボそうめん流し

・広大な自然、豊かな農林産物や
　歴史、文化資源のPR
・季節に応じた農業体験
・モニターツアーの実施

・グランプリ１点（５万
円）
・優秀賞４点（２万円）
・佳作８点（５千円）

・ふるさと体験村
　運営委員謝礼金
・観光パンフレット
　送付料等

・市内観光ボラン
　ティア団体
・個人に対する支
　援・指導
・観光商品開発、
　ＰＲ

・散策ルートの整備
・観光案内板の補
　修、整備

福岡市民・エージェント等 市観光協会 関連団体（６団体） ふるさと体験村利用者 福岡近郊在住の女性 市内外の写真愛好者 － － －

交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増 交流人口の増

－ － － － － － － － －

2,828 13,940 520 539 832 645 1,750 － －

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

－ － － － － － － － －

情報発信不足
事業収入がなく、自主財源は
会費のみで、運営は補助金に
依存している。

イベントが多岐にわたっている 情報発信不足 体験メニューが確立できていない 作品応募者が少ない 情報発信不足
観光ボランティアの資
質向上と町枠を越えた
取組

散策ルートを活かした
観光商品化とＰＲ

引き続き、観光素材を積極
的にＰＲしていく

観光協会の在り方を早急に協
議する

イベント内容の見直しを早急に行う
積極的に独自イベントに
取り組む

四季を通じた体験メニューを確立
する

引き続き、本市の魅力を
伝えてもらい、発信する

積極的に観光振興を
図る

H21～23まで継続 H21～23まで継続

2,810 12,623 42,000 150 600 340 386 5,182 770

標準業務 標準業務 標準業務 標準業務 標準業務 標準業務 標準業務 特例業務 特例業務

* * * * * * * - -

事業目的の達成状況等調査
を行いPR方法や内容等の検
討

商工会とタイアップした事業
推進で会員の確保、観光PRの
検討

観光イベントの精査を検討
公共施設の見直しの方向
性に沿って検討

ツア－参加者の追跡調査等を行い
目的効果が小さい場合は、事業廃
止を検討

応募者が少なければ、事
業の廃止を検討

必要経費の一層の削
減に取り組む

節 説　明

8 大野町ふるさと体験村運営委員謝礼金 46,000 46,000

8 観光宣伝隊謝礼金 172,920 172,920

8 写真コンテスト審査員謝礼 60,000 60,000

8 写真コンテスト入賞賞金 170,000 170,000

9 普通旅費 208,400 179,000 10,000 5,200 5,200 9,000

11 消耗品費 493,136 108,284 234,256 3,360 30,714 116,522

11 燃料費 142,508 142,508

11 食糧費 91,928 33,128 58,800

11 印刷製本費 556,725 457,500 99,225

11 修繕料 21,000 21,000

12 通信運搬費 83,393 21,083 62,310

12 広告料 1,820,500 1,180,000 325,500 315,000

12 手数料 51,440 51,440

12 火災等保険料 12,000 12,000

13 ﾎｯﾄﾀｳﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ広告委託料 800,000 800,000

13 観光推進・広域連携事業委託料 2,576,000 2,576,000

13 散策ルート整備事業委託料 770,000 770,000

14 駐車場使用料 10,140 9,340 800

14 有料道路通行料 34,400 34,400

14 バス借上げ料 179,660 179,660

19 （社）ツーリズム大分 298,000 298,000

19 大分県物産協会 27,945 27,945

19 祖母・傾山山開き実行委員会 135,000 135,000

19 大分県教育旅行誘致促進協議会負担金 50,000 50,000

19 日本さくらの会入会負担金 10,000 10,000

19 全国まちの駅連絡協議会負担金 13,200 13,200

19 観光協会補助金 13,200,000 13,200,000

19  モニターツアー事業（ＪＲ体験ツアー）補助金 31,500 31,500

19 観光ホームページ管理助成金 120,000 120,000

19 観光イベント補助金 41,799,000 41,799,000

19 観光ボランティア育成事業補助金 660,000 660,000

64,644,795 3,082,527 13,860,000 42,333,145 277,384 616,820 680,139 448,780 2,576,000 770,000

3,346,000 2,576,000 770,000

61,298,795 3,082,527 13,860,000 42,333,145 277,384 616,820 680,139 448,780

モニターツアー事業イベント企画等事業
散策ルート整備事業
(緊急雇用創出事業)

観光推進・広域連携事
業(ふるさと雇用再生

交付金事業)
観光振興事業写真コンテスト事業

使用料.賃借料

評
価
会

業務(未整理,標準,特例各業務の別)

報償費
報償費

決算額

報償費
旅費

事業の重要度

評価委員会評価

需用費

役務費

前年度事業費 (決算額)                [千円]

目的達成度（Ａ～Ｅ）　前前年度⇒前年度⇒今年度

概
要

目的

事業概要(Ｈ21具体的な事業内容)

需用費

報償費

節名

対象者

款
補助・単独・一般

補助対象基本額
目　名項 目

事業別内訳（臨時・経常別　補助・単独別）

商工観光振興課 臨時・経常

負担.補助.交付金

負担.補助.交付金

使用料.賃借料

部
署
内
評
価

事業達成度（Ａ～Ｅ）  前前年度⇒前年度⇒今年度

課題

来年度の対応

来年度の事業費 (予算額)              [千円]

役務費

需用費

期待する事務事業成果

目標値/実績 (達成率)

負担.補助.交付金

負担.補助.交付金

需用費
需用費
役務費

使用料.賃借料

委託費
委託費

負担.補助.交付金

負担.補助.交付金

合　計

負担.補助.交付金

負担.補助.交付金

負担.補助.交付金

負担.補助.交付金

関連団体助成事業観光協会補助事業観光･物産PR事業事業名

所属

財
源

国 ・ 県 支 出 金

地 方 債

基 金 繰 入 金

そ の 他

一 般 財 源

役務費
委託費

負担.補助.交付金


