
直通電話 72-3246 事業コード 601010102 1 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１２ 終了年度 未定

施策コード

6010201

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

47 89 163 219 120

#REF! #REF! #REF! 31

#REF! #REF! #REF! 12

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

212 3,480 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.02人 0.40人 0.37人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 20 60 60 60

実績値 22 54 53

達成率 110.0% 90.0% 88.3%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

研修会参加者延べ人
数（人）

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

各指標の説明・算定方法

目標値は、今後のNPO立ち上げを検討している団体数
を推定して設定。H14年は１回、H15年２回、H16は１回
の開催の延べ数。実績は参加者数。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

社会の様々な分野において、市民団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識され始めたことから、
Ｈ１０年に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）が施行された。本市では、Ｈ１２年度に支援方法の調査・検討に着
手し、Ｈ１３年度より生活環境部市民生活課において、資料等情報提供や、北海道ＮＰＯサポートセンターとの連
携づくりを進めている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 札幌広域圏組合主催の市内のＮＰＯや活動団体が参加する「協働のまちづくり推進事業」と連携を図った。

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

NPOや市民活動に関する研修会の開催や設立・運営に関する相談、助言を行う。また、市のホームページを活用
して活動の情報をＰＲしたり、活動団体のネットワークを構築する。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

なし

Ｈ１6事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

需用費

報償費

２）その他の間接経費　（千円）

負担金

７）評価中間公表へ
の市民意見

主旨等には賛同するが、市民との協働をと考えるのであれば、ＰＲの方法など改善すべき点が多いと考える。そう
いう観点からすると、評価「Ｂ」というのは疑問を感じる。

１）
　事  　　業　　  名

NPO推進事業
最近の事業内容見直し年度

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
市民参加システムの確立／コミュニティ活動の推進

課内№企画財政部参事（協働推
進・男女共同参画担当）担当部課

田村　奈緒美 上田　均

３）個別計画での位
置付け

石狩市生涯学習基本構想（市民と市とのパートナーシップによるまちづくりの推進）

１）事業の目的
→何のために

NPOの設立を支援することなどにより、市民との協働を推進する。

２）目指す成果
→何をどんな状態に
する（何がどんな状
態になる）ように

２　事業の内容

NPO活動に関心を持つ市民が、自主的に公益活動する組織を設立、また活動に参加し、市民活動の展開が図ら
れるようにする。

佐々木　隆哉

１　事業のアウトライン

平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 6 7 11 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

最終目標 年度に

目標値 ― ― 40 未設定

実績値 ― ― 29 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! 72.5%

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度）

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向 ＊

現状維持  

縮小方向  ●

統　　　合

休・廃止

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 NPO推進事業

事業の成果を示す指標

□極めて妥当 □一定の妥当性あり

■有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

□有効かつ必要 □必要性に疑問あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるため
には今の事業内容が適当
か、受益と負担の関係に
不公平はないか

８　今後の方向性・課題

ＮＰＯの活動については、法人の性格など正しく理解されていない面もあり、市民との協働を推進する上で、市が
関与することには一定の妥当性がある。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｄ

参加者数やアンケートの結果から概ね良好と判断する。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の達
成に効果があるか、また、
市民（対象者）に必要とさ
れているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与する
必要があるか、市がどこ
まで関与するのが適当か

□極めて妥当

ＮＰＯをはじめとする市民活動に関心を持つ人は多いと思われ、学習の場に対する一定のニーズがあるものと考
える。しかし、年に1度の開催で、多くの市民に学習の機会を提供したとは言いがたく、有効性としては疑問があ
る。また、市民のＮＰＯに関する理解度にも差があるため、内容について考慮する必要がある。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、事
業改善等の効果はどう
だったか

□概ね良好 ■一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

コミュニティビジネスをテーマにした研修会を実施し、概ね目標としていた参加者があり、参加者がＮＰＯについて
理解を深めることができたと判断する。
【部長】投下したコストも勘案すると、十分な活動効率だったと考えることは難しい。「概ね良好」を「一部問題あり」
に変更する。

市内で活動するNPO
法人の数（団体）

参加者満足度（人）

市内に事業所を有する団体で、NPO法人認
証申請をした団体数の累計。市民の自主的
活動のため、目標値は設定できない。

北海道
NPO認証
申請状況
より

参加した事業に対して「良かった」と回答した
人の割合。目標値は回答者数。

参加者ア
ンケート

事業
規模

上に
つい
ての
説明

市民活動を支援する仕組みづくりにつなが
る事業を、予算拡大の方向で見直したい。
【部長】市民協働の推進に向けて解体的出
直しを図るため、規模縮小のうえ大幅な見
直しを図る。

観点別評価を総合すると、問題があると判断する。

●；最終評価

現在の事業内容は市民協働の推進にどれだけ貢献しているか疑
問。課長評価にあるように幅広い視点で協働を推進するためには、
ＮＰＯに特化したこの事業を縮小しつつ、新たな事業目標・新たな事
業手法を打ち立てる必要に迫られていると考える。

担当課長
評価

最終評価

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

ＮＰＯ法人数や参加者満足度をもって、市民活動の醸成が図られたとは言いがたいが、ＮＰＯ活動について市民
の理解を広げるため、今後も事業を継続することに一定の妥当性がある。
【部長】ＮＰＯ設立を目指す市民を対象とした各種講座等が近隣で頻繁に開催される中で、市が研修会を開催す
る意義やターゲットを再検討する必要がある。「一定の妥当性あり」を「妥当性に疑問あり」に変更する。

７　平成１6年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

市民との協働は、高齢化の急激な進展や環境問題の深刻化など新
たな行政需要に対応する上での重要課題である。今後は、ＮＰＯに
特化せず、市民活動を含め幅広い視点で協働を推進する。


	詳細評価（ＮＰＯ推進事業）

