
直通電話 72-3194 事業コード 305050101 56 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ８ 終了年度 未定

施策コード

3050701

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

440 450 316 400 256

0 0 0 40

829 824 848 20

1,269 1,274 1,164 金額（千円）

1,003 842 1,164

18 15 21

0.10人 0.10人 0.10人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 20 20

実績値 24

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 120.0%

目標値 15 15 15 15

実績値 11 12 18

達成率 73.3% 80.0% 120.0%

目標値 10 10 10 10

実績値 3 5 0

達成率 30.0% 50.0% 0.0%

目標値は、募集定員とする（H１５年度より教育委員会主
管のｺﾐｾﾝ講座より引継ぎ開催）

講習会参加人数（人）
中級手話講習会

講習会参加人数（人）
上級手話（隔年で通
訳者養成）講習会

講習会参加人数（人）
初級手話講習会

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）

目標値は、募集定員とする

目標値は募集定員とする
（平成１５年度は「通訳者養成講座」の開催を予定してい
たが、受講希望者がいなかったため中止となった）

各指標の説明・算定方法

登録手話通訳者研修会講師謝金

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか 　講習会は「初級（全１５回）」・「中級（全２０回）」・「上級（全２１回）」・「通訳者養成（全２１回）」・「指導者養成」の５種

類があり、初級・中級・指導者養成は毎年、上級と通訳者養成は隔年で実施している。受講者は広報で募集し、「り
んくる」で各級講座を実施している。テキスト代以外の講習会参加費用は無料。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

　平成１４年度までは、生涯学習としてコミセン講座で行っていた初心者のための手話講習会（全１０回）を、初級手
話講習会として回数を１５回に増やし「りんくる」で開催した（所管課は教育委員会から福祉生活課に移行）。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　現在、市では手話通訳者の派遣事業を行っており、利用者及び利用回数が年々増加していることから、聴覚障が
い者のニーズに応えるためにもその人材育成は不可欠である。

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

指導者養成講座講師謝金

初・中級手話講習会講師謝金

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

手話講習会開催事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

手話の普及と手話通訳者・指導者の育成のため。

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
障がい者（児）福祉の充実／その他

課内№保健福祉部福祉生活
課

担当部課
吉　泉　ひろみ 鎌　田　英　暢

３）個別計画での位
置付け

石狩市総合福祉計画

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

　聴覚障がい者のコミュニケーション手段である手話を広く市民に広め、聴覚障がい者への理解が進み地域での生
活が円滑になる。また、各手話講習会の講師となる指導者や聴覚障がい者の社会参加に必要不可欠な手話通訳
者を育成する。

１　事業のアウトライン

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

Ｈ１5主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 24 20

実績値 16 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 66.7% ★★★

最終目標 年度に

目標値 11 12 18 15

実績値 8 9 15 目標レベル

達成率 72.7% 75.0% 83.3% ★★★

最終目標 年度に

目標値 3 5 0 10

実績値 2 4 0 目標レベル

達成率 66.7% 80.0% #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 手話講習会開催事業

事業の成果を示す指標

目標値は、その年の受講者数とする（H１５年
度より教育委員会主管のｺﾐｾﾝ講座より引継ぎ
開催）

□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

日常的なコミュニケーションの手段としての手話普及の面だけで捉えれば、民間講座等でも十分ではあると考える
が、各級講座を通して技量を高め、最終的には「登録手話通訳者」という人材を養成し、「手話派遣事業」を推進す
るという大きな観点から見ると、民間レベルの事業者参入がまだない現状では、市の関与は一定程度妥当と考え
る。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】B Ｂ

聴覚障がい者の各種講演などの社会参加を促進し、通
院などの日常生活を支援する上では「通訳者派遣事業」
は必要で、手話の普及とあわせてその人材養成のため
に各級講座を開催することは重要ではある。

【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

市民生活の中に聴覚障がい者との日常的なコミュニケーションの手段としての手話普及を図り、また、障がい者の各
種講演などの社会参加を促進し、通院などの日常生活を支援する「登録手話通訳者」の人材養成のために各級講
座を開催することは重要ではある。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

「登録手話通訳者」の養成に繋がる「上級」及び「「養成」講座の受講情況はあまり良くないが、初級及び中級の受講
情況は良いことから、養成に繋がる素材の確保は確立されている。

【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

講習会修了者数（人）
初級手話講習会

講習会修了者数（人）
中級手話講習会

目標値は、その年の受講者数とする
（平成１５年度は受講希望者がいなかったた
め未実施）

修了者名
簿

事業
規模

講習会修了者数（人）
上級手話（隔年で通
訳者養成）講習会

修了者名
簿

目標値は、その年の受講者数とする

修了者名
簿

通訳者派遣事業を推進するためには「登録手話通訳者」の増員は
極めて重要であることから、引き続き各級講座を開設し、その養成に
努める。また、受講し易い環境づくりのために、現在実施している昼
間と夜間の交互開催など開講時間の工夫が必要となる。

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

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

通訳者派遣事業の要員としては、かなりの経験と技量が要求されるが、初級講座でまず人材確保の裾野を広げ、中
級以上の講座で、段階的に技量を高め、最終的には「登録手話通訳者」の養成に繋がる現行講座のあり方は適当
である。また、受講者にはテキスト代等の一定負担もあることから、講座の目的から見ても妥当と判断する。ただし、
「登録手話通訳者」に繋がる上級の講座の受講者が少ないことと、最終的な登竜門である「養成講座」までに至る技
量が不足していることから、十分な人材確保に至っていない。

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


