
■基本台帳
課名または総合事務所名 ＊網掛けした欄のみ記入

１　事務事業名

２　財務会計上の小事業名

３　事務事業の区分

４　国または県の法令等（市の条例、規則等を除く）による実施根拠の有無

5　市の条例または規則等による規定の有無

【事務事業の全体計画】

○総合計画上の位置付け

○新市建設計画上の位置付け

○事務事業の目的

○実施期間

○実施内容

○全体事業費（千円）

・全市域が会場となる事業を、全市域の多くの住民が 関わりをもって実施する
ことにより、合併後の全市域の住民が「上越市民」であることを意識する状態
にする。
・全国からの参加者が上越市に宿泊することにより、経済活性化に寄与する。
・全国からの参加者を通じて上越市をPRすることにより、観光客の増加を図
る。

施策の方向性 施策の基本方針 施策区分
9 9 9

施策の方向
4 5 1 1

なし

大項目 中項目 小項目

平成８年度(第1回)
※隔年開催

～ 平成　－　年度 2,170

参加料21,016

まちづくり基金利子13,000
協賛金など3,503

0

・中郷区、板倉区を含めたコース設定の見直し。
・ボランティア募集の工夫検討。
・運営体制の見直し検討。（地域の負担軽減等）

39,689

・一つの事業を全市域において住民主体の大会運営で実施したことにより、ボランティアとして直接的に参画してくださった皆さんだけでなく、コース沿
道での応援なども含め、多くの市民から「上越市民」として意識してもらうことができた。
・コースとなっていない中郷区、板倉区についても実行委員会を組織のうえ、「共生の火」と命名した聖火リレーを実施し、大会当日に聖火として繋ぐこ
とにより全市域参加の大会実施とすることができた。
・前回より多くの参加者を得ることができた。約460人の参加者が市内の宿泊施設を利用するとともに、前夜祭に出品した各地区の特産品を購入する参
加者も多くいたことから経済活性化にも寄与できた。
・ボランティアの対応等など参加者の大会に対する評価は高く、上越市のすばらしさのPRに結びついている。

・懸命に走るランナーへの対応を通じ、市民のスポーツへの関心を高めることができた。
・中学生ボランティアからは、「貴重な体験」「前回参加の先輩から聞き、自分も是非参加したいと思っていた」などの声が多いことから、ボランティア精
神の育成・活動及び仲間づくり・地域づくり等、地域の教育への貢献度が高い。

0

37,519（予定）

大会参加者数

0

受益者数
1,567人
（100㎞の部1,168人、50㎞の部３９９人）

受
益
者
負
担
に
関

す
る
こ
と

（選択）
法令等の規定により実施義務がある
事務事業

あり

参加料　100kmの部14,000円
　　　　　　50㎞の部10,000円

受益者負担の内容

受益者負担の有無 あり

現状を踏まえた年度目標（定
性目標）

・地域に根ざした多彩な文化活動を展
開する地域づくり。
・スポーツレクリエーション活動の振興
と環境の整備。

事業費（千円）

大会参加者数

・市町村合併に向け、圏域内市町村
の連帯感を高めるため、実行委員会
形式により市民や参加者が主体となっ
た企画・運営を行った。
・各市町村の住民が個性をいかした企
画・運営を通して、それぞれの地域づ
くりに参画した。

参加料　100kmの部14,000円
　　　　　　50㎞の部10,000円

数値

指標

1,,386人
（100㎞の部1,030人、50㎞の部356人）

10520

イベント

年度目標の達成に向けた実
施内容

0.3

国県補助金

30,236

財
源
内
訳

総点検時
・合併前上越市並びに各区において住民を主体とした実行委員会を組織のうえ企画・運営し、多くの市民から参画いただく体制づくりをした。
・広報じょうえつ、前回ボランティアへのダイレクトメール、インターネット等を通じて、大会に参画いただけるボランティアを募集した。
・中郷区、板倉区を含め全市域参加となるよう、両区においても実行委員会を組織し参画した。
・大会ホームページの開設、前回参加者へのダイレクトメール、広報じょうえつ等を通じ、より多くの参加者を得るためのPRを行った。

なし

前回開催実績　　　　　　　　　　　　　　　年度
基本情報

体育課

数値目標
・参加者数1,500人
・ボランティア数3,000人

えちご・くびき野100kmマラソン

一般スポーツ活動推進事業

事務事業を取り巻く現状と課
題

事業コード

総事業費（千円）
（事業費＋人件費）

・悪天候の中、圏域市町村の住民が
力を合わせて大会を成功させたことに
より、連帯感を高めることができた。
・各市町村が自慢しあえる運営を実施
したことにより、地域づくりに寄与したと
ともに、参加者から高い評価をいただ
くことができた。

人件費

年間従事割合（人）

人件費
（千円）

年度目標への到達状況

受益者負担

その他財源

一般財源

参加料18,602

上越地域広域行政組合交付金8,394
                          協賛金など3,240

0

-

・合併後の開催に向けての組織作り。
・中郷区、板倉区の参画方法。
･一層の市民参画とボランティアの確
保。

次年度に向けた課題、反省
点

①新上越市の一体感醸成
　全市域が大会運営に参画することにより、全市が一つになっていることの意
識付けを行う。
②実行委員会形式による市民が主体となった企画・運営
　合併前上越市並びに各区おいて住民を主体とした実行委員会を組織し、そ
れぞれの個性をもった企画・運営を行う。
③参加選手とボランティアが主体の大会づくり
　地域住民を含むボランティアの協力を得、参加選手へのもてなし等の大会
づくりに、より多くの市民から参画していただける運営形式とする。
④大会を通じての上越市のPR
　参加者を通じた市のPRのため、　より多くの参加者を得る工夫をする。

・圏域を挙げた全国に誇れる大会と
なったことから、圏域住民のスポーツ
活動意識を高めることができた。
・圏域市町村の一体化と活性化を目
指した「上越地域広域行政圏計画」の
推進に寄与した。

総合計画上の「施策の方向」
または新市建設計画上の「施
策区分」に対する貢献度合
い

Ｈ18年度
・本事業は、旧広域行政組合が市町村合併を視野に、構成市町村間の連帯感を高めることを目的として始められたものであり、構成市町村全域を一
つの会場として開催できるイベントとして100㎞マラソンを選択し、構成市町村が協力し合って一つの事業を成し遂げることにより、地域間の交流を促進
してきた経緯がある。
・平成17年1月1日に、旧広域行政組合構成市町村ほか2町村が合併をし新上越市としてスタートした中で、全住民が「上越市民」としての一体感をもて
る状況を早くつくりだすことが必要となっている。
・今回は合併後初めての大会であり、一つの市として実施するための体制づくりや、コース対象となっていない中郷区及び板倉区をも含めて市域全域
が参加する手法の確立が課題。

・できる限り多くの市民からいろいろな形で参加してもらい、一緒に一つのことを成し遂げることにより「上越市民」としての意識を一人でも多くの市民に
持ってもらう。
・開催手法を工夫し、全市域参加となるようにする。
・経済活性化や観光客の増加を目指し、本大会に対するこれまでの参加者の評価を裏切らないよう体制を整え、前回より多くの参加者を得る。

・参加者数1,500人
・ボランティア数3,000人

以
降
、
年
度
が
進
む
ご
と
に
列
を
追
加
し
て
対
応
す
る
。

資料２



■点検シート
2　緊急性の点検

設問6：この事務事業の緊急性はどの程度と考えますか？以下から１つを選択し、理由をお書き下さい。

1　事務事業の今後の方向性の点検

設問1：国または県の法令等による実施義務の有無

3　実施主体の点検

4　受益者負担の点検
設問8：現在、この事務事業の実施にあたり、受益者から負担をいただいていますか？

※「受益者負担あり」を選択した場合は「5　今後の実施方針」に進む
※「受益者負担なし」を選択した場合は「設問9」に進む

設問9：この事務事業を実施するにあたっての受益者負担の必要または不要についての考えと理由を記入してください。

9-1：「受益者負担は必要」とした場合は理由を下欄にお書き下さい。

職員を対象とするなど、市役所の内部事務のため
市役所の内部事務ではないが、直接的にサービスを提供しない事務のため

5　今後の実施方針案

（単位：千円）

★行革推進課の意見欄

事務事業名

なし

その他 （その他の場合の主体）

なし

回答
国または県の法令等（市の条例または規則等を除く）により、市が「実施しなければな
らない」という定めがありますか？

県

あり

民間企業

・市町村合併はなされたが、住民の意識の面で真に一
つになるための仕掛けは今後も必要であり、粘り強い
対応が必要であるため。
・市民負担の軽減を考える必要はあるが、全市一体と
なって実施できる事業であるため。
・上越市を全国にPRする効果が相当期待できるため。

●

実施方法等の見直し

規模縮小

廃止・休止

受益者負担あり回答

回答

・広域行政組合時代から合併を視野においた連帯感の強化等を目指し
て開催されてきた事業であり、合併という結論は得ることができた。
・市町村合併はなされたが、住民の意識の面で真に一つになるための
仕掛けは今後も必要であり、粘り強い対応が必要であるため。

責任主体の変更（移管）

規模拡大

理由（「不可能」を選択した場合のみお書き下さい）

その他

※設問１で「あり」とした事務事業は、設問4及び「2　緊急性の点検」は点検不要ですので、「3　実施主体の点検」以下の項目を点検してください。
※設問１で「なし」とした事務事業は、「今後の方向性」の結果によらず、「2　緊急性の点検」以下すべての項目について点検してください。

課等名 体育課

設問3の点検結果を踏まえ、この事務事業の成果が総合計画上の「施策の方向」ま
たは新市建設計画上の「施策区分」などの上位目標の実現にどの程度貢献している
かを選択し、右欄に貢献度合いの詳細を記入してください。

設問4：総合計画上の「施策の方向」または新市建設計画上の「施策区分」など上位
目標に対する貢献度の点検

・合併後の一体感を高め、全住民が「上越市民」として
意識する状況を作り出すことは大きな行政課題であり、
実行委員会組織で市民とともに実施するにしても最終
的な責任は市にあると考えるため。

設問3：年度目標の達成状況の点検

責任主体を選択した理由

年度目標の達成状況の詳細

設問7：この事務事業を最も効果的または効率的に実施できる主体は誰と考えますか？以下から１つを選択し、「市」以外を
選択した場合は、その実施主体への変更の可能性について回答してください。

市

●

市民個人国

★行革推進課の意見欄

県

地縁団体

実施主体変更の可能性設問2：責任主体の点検
この事務事業の実施について最終的な責任を担うべき主体は誰と考えますか？以下の８項
目から１つを選択し、右の理由欄に理由を記入してください。

市 国 市民個人

低い

・合併後の一体感を高め、全住民が「上越市民」として意識する状
況を作り出すことは大きな行政課題であり、実行委員会組織で市民
とともに実施するにしても最終的な責任は市にあると考えるため。

理由

理由

民間企業 ＮＰＯ 地縁団体

緊急性は無い
不明

●

至急実施する必要がある
高い
普通

今後の
方向性

・一つの事業を全市域において住民主体の大会運営
で実施したことにより、ボランティアとして直接的に参画
してくださった皆さんだけでなく、コース沿道での応援
なども含め、多くの市民から「上越市民」として意識して
もらうことができた。
・コースとなっていない中郷区、板倉区についても実行
委員会を組織のうえ、「共生の火」と命名した聖火リ
レーを実施し、大会当日に聖火として繋ぐことにより全
市域参加の大会実施とすることができた。
・前回より多くの参加者を得ることができた。約460人の
参加者が市内の宿泊施設を利用するとともに、前夜祭
に出品した各地区の特産品を購入する参加者も多くい
たことから経済活性化にも寄与できた。
・ボランティアの対応等など参加者の大会に対する評
価は高く、上越市のすばらしさのPRに結びついてい
る。

点検・評価時の見込みとして、この事務事業の年度目標への達成見込みを以下から１つ選択
し、目標達成状況の詳細を右欄に記入してください。

●

貢献度合いの詳細

ＮＰＯ

今後の
方向性

廃止（または担うべき責任主体へ移管）すべき事業

（理由）

「2　緊急性の点検」へ進んでください

責任主体

設問1で「法令等による実施
義務あり」を選択した場合

設問1で「法令等による実施
義務なし」を選択した場合

9-2：「受益者負担は不要」とした場合は理由を以下から選択して下さい。「その他」を選択した場合は、その理由を記入
してください。

設問10：フローのチェック結果による今後の方向性、緊急性、実施主体、受益者負担の各点検結果及び事務事業の経費等
を踏まえ、今後（向こう５年間程度）の方針について以下から１つを選択し、その理由をお書き下さい。

規模縮小
廃止・休止

その他 理由

全く目標に届かない

（理由）

・懸命に走るランナーへの対応を通じ、市民のスポー
ツへの関心を高めることができた。
・中学生ボランティアからは、「貴重な体験」「前回参加
の先輩から聞き、自分も是非参加したいと思っていた」
などの声が多いことから、ボランティア精神の育成・活
動及び仲間づくり・地域づくり等、地域の教育への貢
献度が高い。

（理由）

責任主体の変更（移管）

人件費

現状維持

実施方法等の見直し

規模拡大

平成１８年度事業費及び人件費

合計

37,519（予定）

2,170

39,689

事業費現状維持

中 小 なし

●

不明

目標を大きく超えて達成

目標どおり達成

成果は期待できるが、目標には届かない

えちご・くびき野100kmマラソン

廃止・休止継　続

不明

●

大


