
直通電話 72-3240 事業コード 201060101 8 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 昭和４９年 終了年度 未定

施策コード
2010601    

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

4,430 3,665 3,456 3,557 3,098

0 0 0 30

7,295 7,246 7,459 328

11,725 10,911 10,915 金額（千円）

11,725 10,911 10,915

211 195 195

0.88人 0.88人 0.88人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 15 15 13 13

実績値 15 15 13

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 7 7 7 7

実績値 7 7 7

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

石狩海域　 ２地点 　　　地下水２地点（新規）
石　狩　川　３地点
茨　戸　川  ３地点
中小河川　 ３地点

公共水域における底
質測定調査地点
（ヶ所）

公共水域等における
水質測定調査地点
（ヶ所）

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）

石狩海域　２地点
石  狩 川　２地点
茨  戸 川　３地点

各指標の説明・算定方法

船借上げ料

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

直営及び委託により、海域、河川等の検査試料を採取し、分析する。
調査水域：①公共水域・・・石狩海域、石狩川、茨戸川、中小河川（石狩放水路、樽川、発寒川）
　　　　　　　②地下水・・・・・花川北、花畔
調査項目：①水質・底質：主要な生活環境項目及び健康項目
　　　　　　　②地下水：主要な有害物質
公表：石狩市環境白書

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

茨戸川調査地点の見直し及び地下水の監視を強化した。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

・かつての高度経済成長から安定成長に社会が変わり、市民の環境保全意識が高まってきている。
・北海道との役割分担のもとに環境調査事業を実施し、事業活動や日常生活からの廃水による公共水域の汚濁を
防止する。

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

消耗品

委託料

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

一般環境調査事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

公共用水域及び地下水等の汚濁を防止し､生活環境及び人の健康を保護することを目的とする。

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
快適環境の創造／都市､生活型公害防止対策の強化

生活環境部環境課担当部課
三宅　宏 有田英之

３）個別計画での位
置付け

「石狩市環境基本計画」

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

公共用水域及び地下水を調査し、環境基準の維持達成状況等を把握・監視するとともに、一般に調査結果を公表
し、市民の環境への理解を深める。

吉田保雄
平成16年8月23日

１　事業のアウトライン

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

課内№



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 84 84 60 60

実績値 61 71 46 目標レベル

達成率 72.6% 84.5% 76.7% ★★

最終目標 年度に

目標値 51 75 82 82

実績値 51 75 80 目標レベル

達成率 100.0% 100.0% 97.6% ★★

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 一般環境調査事業

事業の成果を示す指標
・環境基準設定水域は、調査水域ごとの地点
数×基準項目数
・環境基準未設定の海域、中小河川は、環境
基準Ｂ類型として評価。

□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

環境保全は、国、道、市の行政、市民、事業者が協働して取り組まなければならない問題である。現在、環境調査
は、国、道、市がそれぞれ役割分担のもとに連携して進めており、市が本事業を実施することに一定の妥当性はあ
る。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｂ

海域、地下水を除く、河川水質は、一部項目において環
境基準達成率が前年を下回った。今後も、排出源等の
対策を含めて、効果の確認と監視を継続する必要があ
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

公共水域及び地下水を良好な状態で保全するためには、排出源の監視と環境状況を把握する必要がある。
本事業は、各水域における環境質の状況を把握することにより、環境基準設定水域及び準ずる水域における基準と
の適合状況を判断し、対策を立案、実施していく上で有効かつ必要である。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

これまでの結果等から調査地点、内容を見直すことにより、より効率的な調査を実施し、環境の状況が把握できた。

【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　

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

環境基準達成数（生
活環境項目）

環境基準達成数（健
康項目）

同上

事業
規模

環境基準
値との照
合

・調査水域ごとの地点数×基準項目数

上に
つい
ての
説明

公共水域及び地下水の水質、底質等の環境項目を調査
し、環境状況を把握するとともに、適切な対策を講じる
データを得ることが出来た。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課
長評価

最終評
価

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

海、川、豊富な地下水等、恵まれた水環境を良好な状態で維持していく上で、調査内容に改善を加えながら定期的
に環境監視を継続していくことは、一定の妥当性はある。

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

調査の成果を、市民にわかりやすく伝え、一層の環境保全意識を高
めていくなど活用を図るとともに、最下流で、初めて基準を達成した
茨戸川の浄化については、今後も行動計画に基づき、清掃、植樹
等、市民参加で身近な水辺環境整備を進めていくことが必要であ
る。


