
担当部課 直通電話 72-3240 課コード 4102

作 成 日 事業コード T36

開始年度 S49 終了年度 未定

H12
施策コード

2010201

2010301

4060101

○

×

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 金額（千円）

473 116 116 282 116

21 11 11 22

47 28 25 51

812 411 415 824

1,353 566 567 1,179 金額（千円）

1,353 566 567 1,179

25 10 10 21

0.10 0.05 0.05 0.10

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ｂ 4 4 4 4

実績値ｃ 1 1 1

達成率c/b 25.0% 25.0% 25.0%
単位費用a/c 1,353.0 566.0 567.0

目標値ｄ
実績値ｅ
達成率e/d #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
単位費用a/e #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値ｆ
実績値ｇ
達成率g/f #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
単位費用a/g #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

武藤　信彦

活動の結果を示す指標 各指標の説明・算定方法

事務に従事した正職員の数（人・年）

保全作業実施樹木数
（本）

記念保護樹木の内、実際に保全業務を施した樹木数

４）１３年度に改善
した事項、重点的
に取り組んだ事項

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

６）事業の立案や実
施などへの市民参
加

　特になし

　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。

　『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できることが望まれる。
【中間公表への市民意見があり、市長ヒアリング実施】

３　事業に投入した行政資源

１）～４）の合計経費 （千円）　ａ
ａのうち一般財源充当額（千円）
市民一人当たり一般財源使用額（円）

１）直　接　事　業　費　（千円）
２）市　債　償　還　費　（千円）
３）その他の間接経費　（千円）
４）従事正職員の人件費　（千円）

項　　　　　目
記念保護樹木ヤナギ剪定業務委託

２　事業の内容
１）事業の目的
→何のために

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
３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

　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。

　『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。

・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。

３）個別計画での位
置付け

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）

４）
事業の自由度

実施の義務付け（法令等；○　契約等；△　無；×）

実施方法の定め（法令等；○　契約等；△　無；×）

石狩市自然保護条例

２）
総合開
発計画で
の事業
体系

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

１　事業のアウトライン
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

平成13年度実施事業
評価（試行）シート

生活環境部　環境課

14年8月12日 担 当 者

Ｈ１３事業費の主な内訳

Ｈ１３主な特定財源の内訳

４　事業活動の結果



事業名：

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ａ 4 4 4 4

実績値ｂ 3 3 3 最終目標
達成率b/a 75.0% 75.0% 75.0% 100%

確認方法 １６年度

目標値ｃ
実績値ｄ 最終目標
達成率d/c #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

確認方法 年度

目標値ｅ
実績値ｆ 最終目標

達成率f/e #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

確認方法 年度

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） （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

担当部長氏名  吉田　保雄

□必要性に疑問あり □ともに疑問あり

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、所有関係は、１本は公共所
有、残り３本は私有であり、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。

■有効かつ必要

■一定の妥当性あり

□妥当性が低い

□有効性に疑問あり

□妥当性が低い

担当課長氏名  有田　英之

指定樹木４本は、いずれも老木で、毎年１本分の管理しかできず、十分な保全措置が講じられない。

□極めて良好

□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。

□極めて妥当 □一定の妥当性あり ■妥当性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

【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

４）事業内容の妥当性

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 各指標の説明・算定方法

２）有効性・必要性　

成果確認のために必要な事
項（指標を設定できない理由）

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 □大きな問題あり

良好な状態で保全さ
れている記念保護樹
木数（本）

記念保護樹木とのふ
れあい度、親しみ度

　石狩市指定の記念保護樹木のうち良好に保全されてい
る樹木数

　環境基本計画の実施達成度評価の際、市民、事業者
に１７年度アンケート調査を行う予定なので、その調査項
目の１つに入れて、記念保護樹木とのふれあいや親しみ
の度合いを調べる。

目視による

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１３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

【部長評価】Ｄ Ｄ

目標達成度は７５％と、まずまずではあるが、記念保護樹
木を市民にＰＲし、ふれあうなど、活用していくという面で
は必ずしも満足できるものではなかった。

記念樹木の保護だけが先行し、活用方法が十分でな
かった。

【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

記念樹木と市民が触れ合える状況づくりと管理のあり方、費用の負
担など所有者との役割分担を新たに設定し、事業を推進すべきであ
る。

担当課
長までの
評価

担当部
長の評
価（最終
評価）

８　今後の方向性・課題
本事業費は、これまで、樹枝の剪定、柵の補修等のハード的な維持
管理費のみで、１００％市が負担しているが、市民への周知等の啓
蒙やふれあえ、親しめる記念保護樹木としてのソフト的な事業がな
かった。今後、ハード・ソフトを含めた事業として展開していくことが必
要である。その中で、市民の理解を得、応分の役割分担などの協力
関係を芽生えさせていく。

●：担当部長の評価（最終評価）

（記号の意味）
＊：担当課長までの評価

９　平成１５年度の方向性

事業
規模

事業内容


