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開始年度 H14 終了年度 未定

施策コード

4010601

6010301

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５予算 金額（千円）

0 0 515 625 298

0 0 0 217

0 0 1,400

0 0 1,915 金額（千円）

1,915

0 0 34

0.00人 0.00人 0.17人

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

目標値 4 4

実績値 6

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 150.0%

目標値 4,000 6,000

実績値 5,622

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 140.6%

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15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

石狩市教育プラン　（開かれた教育を実現します　基本計画１－（２））

課内№地域教育推進室参事
（地域教育担当）

担当部課
小林　睦 百井　宏己

１）
　事  　　業　　  名

地域教育通信発行事務
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

市民の地域教育に対する関心と理解を深めるために。

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

より多くの市民が、地域教育の考え方を理解するとともに、その具体的な取組に関心を持つように。
※地域教育とは、地域を学ぶことはもとより、まちぐるみで学ぶ心を育て、人を育てていこうとする、石狩市独自の考え
方。

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

学校教育主事配置費

地域教育通信印刷費

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
生涯学習の推進/その他

市民参加システムの確立/広報活動の充実

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

完全学校週５日制に関する実態、あいさつ運動など、教育の現状や課題、市独自の取組を掲載した「地域教育通信」
を作成し、年４回（定期３回、臨時１回）発行する。
冊子を、市内各小中学校、教育に関する審議会委員等への配布や、町内会を通じ各班で回覧していただくほか、公
共施設に設置する。
冊子と同じ内容を、市ホームページにも掲載する。

４）１４年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

なし。

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

地域教育を推進するにあたり、市民が教育行政施策や地域の教育に関する情報等を理解した上で、協力していただく
ことが必要になっている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 記事の作成協力。

目標は、１０００部×４回。平成１４年度は、臨時（号外）３回
を南線小学校児童の保護者を対象にしたことから、１０００
部×３回＋874部×３回となった。

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）

目標は、年4回発行（定期3回、臨時１回）。平成１４年度
は、南線小学校通学区域変更に関わる情報を臨時（号外）
として３回、定期を3回、計6回発行した。

情報誌発行部数（部）

情報誌発行回数（回）



事業名：
Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ 確認方法

目標値 未設定 未設定

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!

最終目標 年度に

目標値 未設定 未設定

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #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

【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

テレビ、新聞、ホームページなど、各種の媒体を利用した情報提供が考えられるが、家庭のインターネット使用状況や
費用の面などから、情報誌の発行には一定の妥当性がある。しかし、配布先については、町内会の回覧で協力を得て
いるものの、全市民への周知という点からは検討が必要である。

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

(平成16年度）記事の作成協力の拡大
(中長期）総合的な教育情報の提供に関わる検討

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

本事業と他の冊子などの統合、統合化について検討をする必要があ
る。

担当課長
評価

最終評価 (課長）発行部数の拡大とそれに伴う事業費増
額（部長）情報提供手段を検討する。

事業
規模

アンケート
集計結果
による

平成１４年度は、成果の把握を行なっていな
い。平成１５年度からは、問い合わせ件数によ
り把握する。今後、より的確な成果の把握の手
法を検討する。

相談処理
簿からの
集計結果
による

「地域教育」の考え方
を理解している市民の
割合（％）

掲載記事の問い合わ
せ件数(件)

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

当初、各町内会には5部の配布であったが、町内会より各班に回覧したい旨の要望があり、検討した結果、その要望に
応えた。また、南線小学校の通学区域変更に関わり、その情報提供として、臨時（号外）を発行した。

【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

町内会からの配布数に関わる要望や、市民からの数件の記事に関わる問い合わせはあったが、市民意識の全体的な
把握をしていないことから、有効性を判断することはできない。

□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

教育推進の柱となる「地域教育」の浸透を図るため、市教育行政の施策や教育に関する各種情報を総合的に提供す
る手段として、現段階において、市の直接関与は妥当である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

教育に関する市民への情報提供について、その手法を総
合的に検討する必要はあるが、現時点では適切である。

□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

平成14年度は、成果の把握を行なっていな
い。次回の教育計画策定時(平成１７年度を目
途）にアンケートを実施し、把握する。積算方法
は、「地域教育」の考え方を理解している人数
／回答者数。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 地域教育通信発行事務

事業の成果を示す指標


