
直通電話 72-3151 事業コード 604020102 8 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ４９ 終了年度 未定

施策コード

6040201

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

16,185 4,874 5,444 17,250 5,444

0 0 0

1,078 1,071 1,102

17,263 5,945 6,546 金額（千円）

17,263 5,945 6,546

311 106 117

0.13人 0.13人 0.13人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 2 1 1 3

実績値 2 1 1

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 1 0 0 0

実績値 1 0 0

達成率 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値(年度当初の派遣予定職員数)/実際の派遣数

国への研修派遣職員
数（人）

北海道への研修派遣
職員数（人）

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）

目標値(年度当初の派遣予定職員数)/実際の派遣数

各指標の説明・算定方法

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

①北海道職員との相互交流及び研修派遣
②国への研修派遣

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

特になし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

社会情勢の変化を背景として、行政ニーズの高度化・多様化しているなか、効率的な行政運営のための幅広い知
識や能力を身に付けるための人材育成が求められている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5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

派遣職員の人件費

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

人事交流推進事務
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

国・北海道と人事交流を行うことにより職員の行政能力の向上につなげる。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
効率的な行政運営/職員の意欲・能力開発/職員の資質向上と人事交流の推進

課内№
総務部行政管理課担当部課

寺内　完 細川　 修次

３）個別計画での位
置付け

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

幅広い視野や高い見識を備えた職員に育て、市民サービスの向上を図る。

１　事業のアウトライン

白井 　　 俊
平成16年8月23日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 20 20 21 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

最終目標 年度に

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 1 0 0 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

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） Ｂ

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

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 人事交流推進事務

事業の成果を示す指標

目標値については、受け入れ先の判断による
ため設定出来ない。

■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

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

市職員が市の施策や事業を効率的に行うための知識を学ぶための事業であり、市の関与は当然である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

人事交流により専門的な知識を得て業務に反映している
など事業目的が達成されていると判断する。

【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

研修で培った行政能力を職場の活性化や市民サービスに活用している。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

人事交流は、幅広い視野の職員の育成や専門的知識の醸成等により、市組織の活性化が図られ、もって市民サー
ビスに貢献している。なお、より多くの職員を派遣したいと考えているが、受入先の事情及び派遣職員数の制約な
ど、年次ごとの派遣計画が組めない面もある。

【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　

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

北海道への研修派遣
職員数（累積）

国（開発局）への研修
派遣職員数（累積）

　

事業
規模

職員履歴

目標値については、受け入れ先の判断による
ため設定出来ない。

職員履歴

職員の資質向上等を図る観点から北海道等との相互交流を継続し
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 今後においても継続していく。

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

市民サービスの向上を図るためには、職員の専門的知識や行政能力をかねそなえた、人材の育成が必要であるこ
とから、人事交流、研修派遣は妥当と考える。

７　平成１5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


