
担当部課 直通電話 ７２－６１２２ 課コード 4105

作 成 日 事業コード T39

開始年度 Ｈ９ 終了年度 未定

施策コード

1020601

2010401

6010101

×

×

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 金額（千円）

5,376 6,917 7,350 7,693 6,090

17 18 18 18 1,260

38 44 40 41

649 658 664 659

6,080 7,637 8,072 8,411 金額（千円）

6,080 7,637 8,072 8,352

110 138 145 150

0.08 0.08 0.08 0.08

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ｂ 57721 78002 74914 81091

実績値ｃ 50000 58085 65600

達成率c/b 86.6% 74.5% 87.6%
単位費用a/c 0.1 0.1 0.1

目標値ｄ
実績値ｅ
達成率e/d
単位費用a/e

目標値ｆ
実績値ｇ
達成率g/f
単位費用a/g

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

　・委託料（黒土340㎥・植栽6,420本・除草600㎡）

平成13年度実施事業
評価（試行）シート

生活環境部みどりの課

14年7月23日 担 当 者

１　事業のアウトライン
１）
　事  　　業　　  名

花いっぱい運動事業
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
中心市街地の整備、都市景観の形成／魅力ある都市景観の形成／市民参加の景観づくり

快適環境の創造／美しい景観づくりの推進

市民参加システムの確立／市民のまちづくり意識の高揚

３）個別計画での位
置付け

『石狩市水とみどりの基本計画』　　（身近な水とみどりに親しむ）　　（花の香る魅力あるまちを育て親しむ）

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；×）

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

市民と市が一体となって、花とみどりあふれるまちづくりをする。

街路樹植樹帯、公園や公共用の建物の敷地を、花とみどりで美しくいろどる。

○市が花いっぱい運動に参加を希望する団体へ花の苗を無料で配布する。
○各団体が、街路樹植樹帯､公園､公共施設建物敷地に、それらの花の苗を植える。
○水やり草取りなどの維持管理は、各団体が行う。

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
　・消耗品（花の苗　65,600本）

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

○最近のガーデニングブームに代表されるように、花に対する市民の関心が全市的に広まっていることもあり、類似
の事業を行う自治体が増えてきていると思われる。
○花いっぱい運動は、市制記念として始まったものであるが、本来市が行うべきものであり町内会等で取り組むのは
おかしいとの意見が参加団体内で増加している。

この事業自体が、市民参加がなければ成り立たない。「花いっぱい運動事業」で花を植え、参加者の中から石狩市
花と緑の協議会で行う「花いっぱい運動花壇コンクール」に応募してもらい、優秀作品を表彰している。この一連の
運動を大事にしていきたい。
【中間公表への市民意見があり、市長ヒアリング実施】

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）

花の苗配布数(本)
○目標値＝各団体からの配布希望数により設定
○実績値＝実配布

豊田勝了



事業名：

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ａ 102 110 110 127

実績値ｂ 47 59 63 最終目標
達成率b/a 46.1% 53.6% 57.3% 未設定

確認方法 年度

目標値ｃ
実績値ｄ 最終目標
達成率d/c

確認方法 年度

目標値ｅ
実績値ｆ 最終目標

達成率f/e
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

町内会や団体の自主性を尊重しつつ、フラワーマスター等の協力を
いただく中で、市民との共同作業の成熟度を高めていきたい。

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

市制記念で始めた本事業を市としていつまで行うかが課題。ただ、
せっかく根づいてきている本運動はできる限り続けていきたい。

　市が花の苗を提供し、参加団体が植えて管理をしているが、除草、肥料、水やりの手間がかかり、参加団体の一部
には、市が取り組むべき事業ではとの考えもある。しかし、現状では参加団体も増加しているので、ほぼ妥当と考え
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】Ｂ B

　参加団体も増加してきている。

参加団体が増加していることにより希望されている花の数
量確保が出来ていない状況である。また、多年草の種類
を増やしてほしい、除草、肥料、水やりなどを市がやるべ
きとの要望もありますが、市民と市の共同作業との理解の
もと、事業は拡大してきております。

【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

参加団体数(団体)

花を植えた道路延長

○目標値＝全町内会＋その年に参加した町内会以外の
団体

○平成１５年度から確認する。

連合町内会、花いっぱい運動資料

□大きな問題あり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

４）事業内容の妥当性

５　事業の成果 花いっぱい運動事業
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

□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

担当課長氏名 　松本 博

　花の苗配布数も年々増加し、参加団体の希望本数の８７％に達している。　また、花の苗一本当たりのコストも、約
１２３円と前年より８円コストダウンしている。

□極めて良好

■極めて妥当

　花の苗でまちを飾りたいという町内会のニーズが強く、それと同時に参加団体数も苗の配布数も増加しており、こ
の事業は必要とされている。花を植えた道路延長など直接的な成果は把握できてはいないが、参加団体数は着実
に増加しており市と市民一体で花とみどりのまちづくりをしているので、有効だと考えられる。

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり □妥当性に疑問あり

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

　花とみどりあふれるまちづくりは、市民も主体的にできるが、花を植える場所が公共用地になり、市が取り組まなけ
ればならないことから、市が事業主体となるのは極めて妥当である。

■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


