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開始年度 S23 終了年度 未定
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施策コード
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Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５予算 金額（千円）

2,240 2,074 1,334 1,018 1,294

0 0 0 40

1,726 1,741 989

3,966 3,815 2,323 金額（千円）

2,323

0 0 42

0.21人 0.21人 0.12人

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

目標値 未設定 未設定 未設定 2

実績値 1 1 1

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値 未設定 未設定 未設定 15

実績値 12 9 11

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

樋口　幸廣
平成15年8月13日

平成１４年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１４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

課内№生涯学習部社会教育
課

担当部課
東　信也 児玉　利英

１）
　事  　　業　　  名

成人式開催事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

青少年の健全育成のため。

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

成人に達した男女を、祝いはげますことで、大人としての自覚を促す。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１４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

その他

開催関係費（報償費、消耗品等）

２）その他の間接経費　（千円）

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
社会教育の推進/その他

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

成人の日（１月第２月曜日）に、花川北コミュニティセンターなどの市施設において、祝辞や新成人の誓いを中心とした
式典を実施する。式典開催に当たっては、成人式実行委員会（構成：教育委員会、青年団体連絡協議会、女性団体
連絡協議会、新成人）を組織し来賓や成人代表者の選定、実施内容を検討している。
　・市長、議長等式辞
　・石狩太鼓演奏
　・記念写真撮影（卒業中学校毎）
　・市のパンフレット等配布

４）１４年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

全国的に飲酒によるトラブルが起きている状況や近郊各自治体において交流会で酒類を出していない現状から、本
市においては式典終了後の飲食を中止した。

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

２０歳が大人の仲間入りとして、新成人を祝福する国民行事として始まった。全国各地で新成人のマナーの悪さが問題
となっており、式のあり方について議論がなされている。石狩管内においては、すべての市町村で成人の日前後に新
成人を対象とした式典を実施している。行事の内容は様々で、式典のみからコンサート開催まで幅広い。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 新成人が成人式実行委員会に参加。

実績は、式典当日に配布する行政関係資料の種類。目標
は、実績値を参考に設定。

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）

実績は、実行委員会の開催回数。目標は、実績値を参考
に設定。

行政資料の種類（部）

実行委員会の開催回
数（回）



事業名：
Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ 確認方法

目標値 未設定 未設定 未設定 100

実績値 65 72 67 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE! ★★★

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

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１６年度の方向性
事業内容

昨年度までは、友人との再会し語らいの場の傾向が強いものであったが、社会状況を勘案しながら一部を改善してき
た。

７　平成１４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

新成人のマナーの問題から成人式のあり方等様々な問題が議論され
ているが、石狩市の成人式においては見受けられない。今後は、式の
内容等検討しながら実施していく。

上に
つい
ての
説明

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
現在の内容を式典だけとする。

事業
規模

式典の受
付人数

対象者中の出席率
（％）

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

出席者の割合は、６０％を超えるもので類似の市の出席者割合より高いことから、成人式を迎える市成人男女の意識は
高いものである。

【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

次代を担う新成人の祝福と、新成人自身の自覚を促す効果がある。

□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

次代を担う新成人を祝福し、成人としての自覚を促すとともに友人との再会の場として役割を果たしている。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｃ

新成人としてまた石狩市民としての自覚を促している。

□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

出席者数／対象者数×１００
なお、平成１５年の目標値は期待値とした。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 成人式開催事業

事業の成果を示す指標


