
直通電話 72-3194 事業コード 303010201 14 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ５２ 終了年度 未定

施策コード

3030201

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

1,183 1,019 1,079 1,043 960

0 0 0 119

664 659 679

1,847 1,678 1,758 金額（千円）

1,003 842 950 539

18 15 17 269

0.08人 0.08人 0.08人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 3 3 3 3

実績値 3 3 3

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 5 5 5 5

実績値 5 5 5

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標数は、個人種目計画数とした

競技種目数（団体）
（種）

目標数は、団体種目計画数とした

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）

各指標の説明・算定方法

競技種目数（個人）
（種）

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

事業活動の結果を示す指標

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

年々、着実に高齢者が増加する少子高齢社会において、生きがいのある、健康的な生活を送って貰うためには、年
に1回スポーツ大会を開催する意義は大きくなっている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか 　毎年、９月に各福祉団体や市社協、また、民生委員・ボランティアの協力を得ながら、市内全域に送迎バスを運行

して「サンビレッジいしかり」に集合した高齢者同士や障がい者同士で編成したチームで、各種軽スポーツ大会を実
施する。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

参加者全員に配布していた「参加賞」を廃止し、各競技毎の賞品だけとした。　また、競技内容も参加者に負担の無
いように工夫した。

３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

大会消耗品ほかその他の経費

介護予防地域支え合い事業（国庫１／２）

賞品代及び送迎バス借上げ経費

２）その他の間接経費　（千円）

介護予防地域支え合い事業（道費１／４）

項　　　　　目

担当部課
村谷栄治 鎌　田　英　暢

１）事業の目的
→何のために

軽スポーツを通して高齢者・身体障がい者の体力の維持・増進を図るために

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
高齢者福祉の充実／生きがいづくりの推進／生きがい事業の充実

１　事業のアウトライン

Ｈ１5主な特定財源の内訳

棚　橋　文　男
平成16年8月30日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

３）個別計画での位
置付け

石狩市高齢者保健福祉計画（平成１５年度策定）
生きがいと張り合いのある高齢期の生活の質の確保／社会参加・社会貢献活動の促進

１）
　事  　　業　　  名

高齢者・身体障がい者合同スポーツ大会
最近の事業内容見直し年度

課内№保健福祉部福祉生活
課

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

軽スポーツを通して高齢者・身体障がい者の体力の維持・増進を図ることにより、健康で生きがいのある生活を送る
ことができるように

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5事業費の主な内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 840 840 840 890

実績値 629 604 627 目標レベル

達成率 74.9% 71.9% 74.6% ★★★

最終目標 年度に

目標値 32 32 32 34

実績値 28 27 28 目標レベル

達成率 87.5% 84.4% 87.5% ★★★

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

　　　　Ｂ  

各指標の説明・算定方法

□有効性に疑問あり

■妥当性に疑問あり

５　事業の成果 高齢者・身体障がい者合同スポーツ大会
事業の成果を示す指標

■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

【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　 □極めて妥当

高齢者や障がい者が、年に1回、身体に余り負担のかからない程度の軽スポーツを通して、親睦と交流を深め、生き
がいを持って、健康的に暮らしていくためには有効かつ必要な事業である。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

８　今後の方向性・課題

参加する団体や参加者の自主性・主体性を尊重し、官民の「協働の事業」としていくには、市が競技内容・運営等を
全面的に実施する現行方式から「実行委員会」など新しい開催方式を検討する必要がある。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

B

今後、「実行委員会」方式への移行も含め、開催方式の
検討課題もあるが、毎年、計画どおりの実施状況であるこ
とから、事業成果としては「良好」と判断

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり

【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

【最終評価】

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

個人及び団体種目ともに毎年、計画どおり実施している。

参加申込
書

目標値は、１団体２６名及び一般参加を加算
した数字とした。

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 開催主体のあり方検討

事業
規模

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

普段から運動に疎遠な高齢者や障がい者にとって、年に1回ではあるが、あまり身体に負担のならない程度のゲー
ム感覚の軽スポーツを毎年楽しみにしている方も多く、健康的で生きがいのある生活へ繋げる事業としては妥当で
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

事業は継続して実施していくが、競技内容・チーム編成・競技進行
のほか送迎バスの手配等すべて市が行ってきた事業から、関係団
体と協働の「実行委員会」形式の事業へ移行するために、関係団体
と協議に入る。また、同じ時期に開催されている市体協主催の「市民
スポーツまつり」への位置付け等も検討する。

参加申込
書

目標値は、既存の高齢者クラブ・身体障がい
者福祉協会・聴力障がい者協会の団体数とし
た。

参加人数（人）

参加団体数（団体）


