
直通電話 72-3240 事業コード 106030103 13 作成日
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開始年度 Ｓ４９ 終了年度 未定

Ｈ１２

施策コード

2010201

2010301

4060101

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

268 179 111 158 111

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

1,092 1,027 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.10人 0.10人 0.10人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 1 1 1 1

実績値 1 1 1

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

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!

吉田　保雄
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

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

環境基本計画（緑に囲まれた暮らし）、及び水とみどりの基本計画（まちなかのみどりを育てる／記念保護樹木の
指定）

課内№
生活環境部環境課担当部課

内村　裕之 有田　英之

１）
　事  　　業　　  名

記念保護樹木保護事業
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

１）事業の目的
→何のために

市民の自然保護意識、郷土を愛する意識を育み、高めていくために。

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

『記念保護樹木』が良好な生育環境のもとに保全されるとともに、市民が親しみと誇りを持って、その由緒、由来を
後世に語り継ぐように。

７）評価中間公表へ
の市民意見

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

委託料

２）その他の間接経費　（千円）

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
快適環境の創造／自然環境・歴史環境の保全

快適環境の創造／自然保護意識、環境美化意識の高揚

芸術、文化の振興／芸術・文化活動の充実／芸術・文化のまちづくりの推進

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

・市民に親しみを持たれている樹木、郷土の歴史の一端を伝える樹木等を『記念保護樹木』に指定し、そのいわれ
について市民に周知する。
・『記念保護樹木』の生育状況を把握するため、樹木医による診断を行う。
・『記念保護樹木』を良好な生育状態で維持するために、せん定、枝折れの防止、養生作業等及び周辺環境の整
備業務を行う。
・市民が『記念保護樹木』に親しみを持てるようなきっかけづくりを行う。
市指定保護樹木：イチョウ２本木（花川小）、ヤナギ１本木（立江寺）、クリ２本木（了恵寺）、＊H16解除：グミ１本木
（五の沢）

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

・広く記念保護樹木の周知を図るため、１５年度に「くりの二本木」（了恵寺境内）の案内標識を交通量の多い花川
南５丁目通と了恵寺入口付近２箇所に設置し、１６年度は一般市民対象のエコスクールで存在のPRをした。

公共地ではなく私有地にある保護樹木を税金を利用して保護するということには納得できない。市が必要として植
樹や移植をした物ではないのであれば、私有地にある物は所有者が管理するのが当然ではないか。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

石狩市の地域特性を考慮した自然保護政策を進めるため、海浜地における自然保護対策は平成12年度に「石狩
浜海浜植物保護センター運営事業」へと移行した。
石狩市には、北海道指定の記念保護樹木も１本存在する。（生振地区）

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 　『記念保護樹木』の維持管理作業や環境学習などへの活用に市民が参加することが望まれる。

各指標の説明・算定方法

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）

記念保護樹木箇所のうち、実際に保全業務を施した箇
所数

保全作業実施樹木数
（箇所数）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 4 4 3 3

実績値 1 1 1 目標レベル

達成率 25.0% 25.0% 33.3% ★★★

最終目標 平成16 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

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

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

前述したとおり、現在の記念保護樹木は老木、古木であり、今後も年を経るにつれ、維持管理に相当の費用を要
すると考えられる。維持管理費用の負担軽減を図るため、周辺美化、清掃を含め、維持管理全般に渡って、市、
所有者、受益者（利用者）との公平、適正な役割分担を明らかにし、協力を求めていくことも必要である。

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

指定保護樹木は、樹齢に相応した状態での維持・管理に加えて、指
定の意味を十分市民に周知し、かつ、市民とのふれあいを増進して
いくことが重要である。そのためには、市民グループなどの協力によ
り、維持管理や活用方法等を含め、総合的に考えていく必要があ
る。

上に
つい
ての
説明

観察会の実施等により、市民に周知を図る。

 課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

保護樹木
保全業務
報告によ
る

良好な状態で保全され
ている記念保護樹木
箇所数

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

１６年度、所有者の強い申し出により１本指定を解除したが、現在指定されている保護樹木は、概ね樹齢相応の状
態で維持されている。

【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

先人達が、開拓時の労に安らぎとうるおいを求めてきた樹木を、地域の貴重な自然資産として良好な状態で維持
し、将来に残していくという目的を達成するためには、樹木の維持管理は、必要不可欠な事業である。しかし、市
民に充分周知され、親しみを持たれ、あるいは触れあっているとは言い難い点も見受けられる。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

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

市条例で、所有者の理解と協力の元に指定していること、その樹木が地域に根ざし、地域の住民に親しまれてい
ること等、公共性が強いことから、自然保護施策の一環として、市の関与は妥当。しかし、市教育委員会所有が１
本、民間所有が２本であり、市民参加も含めて今後の管理等にあたっては検討の余地あり。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｃ

結果的に、１箇所保護指定が解除されたことで、目標達
成度は３３．３％となった。また、案内看板を設置するとと
もに、エコスクールで説明し、市民へ周知を図ったが、
ふれあいの面では不十分だった。

□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

目標値は良好に保全されているべき記念保
護樹木箇所数。実績値は、実施した樹木箇
所数。
（H１６に１箇所指定解除となった。）

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 記念保護樹木保護事業

事業の成果を示す指標


	詳細評価（記念保護樹木保護事業）

