
直通電話 72‐ 3138 事業コード 201070102 15 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 H９ 終了年度 H１８

施策コード

2010701

1030301

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

324 306 65 75 62

0 0 0 3

1,244 1,236 7,036

1,568 1,542 7,101 金額（千円）

1,568 1,542 7,101

28 28 127

0.15人 0.15人 0.83人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 3 3 8 12

実績値 3 3 10

達成率 100.0% 100.0% 125.0%

目標値 未設定

実績値 3

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値：協議会開催予定回数
実績値：協議会開催実績回数

モデル事業実施箇所
数
（町内会）

協議会開催回数（回）

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）

協議会からの提案によるモデル事業を実施した町内会の
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 協議会の構成員は市民及び当市に通勤又は通学する２０歳以上の者、及び石狩商工会議所、石狩青年会議所の

団体等に所属している者３９名で構成し、目的を達成するため月に１回程度の会議をワークショップ形式により開
催し、検討した内容や活動状況等を市広報いしかり、インターネット等の手段により広く紹介する。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

｢冬快適協議会」(平成９年設立)を解消し、雪対策の特に市民の除雪労力の軽減など、より効果的・効率的施策を、
「市民」「事業者」「行政」の協働関係の構築や役割分担を検討・検証するために「市民」による「雪対策市民協議会」
を立ち上げた。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

少子･高齢化を迎えた今日、市民が四季を通して快適な生活を営むための環境整備を図り、冬の障害を克服して安
心して生活できる快適な環境を確保することは、雪国に住む者にとっては重要な課題となっている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 協議会は、市民・事業者で構成されている。

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

旅費

委員報酬

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

雪対策市民協議会事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

冬の暮らしを快適にするための方策を検討する。

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／雪の克服と活用

道路、交通網の整備／除排雪対策の充実

課内№
建設部維持管理課担当部課

佐々木　裕之 佐々木　政人

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

「市民」　「事業者」　「行政」の協働関係の構築や役割分担の仕組みについて協議･分析を行い、雪対策の効果的・
効率的な施策を検討し、冬期間の安全で快適な生活を営むための環境を確保するため。

１　事業のアウトライン

鈴木　徳昭
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 417

実績値 210 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 50.4% ★★★

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

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 雪対策市民協議会事業

事業の成果を示す指標

目標値については、アンケート回答世帯の数

■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

市が道路管理者であり、道路の環境を良好に保つことが義務付けされていることから、市の関与は極めて妥当であ
る。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】A Ａ

協議会からの提案による「計画除雪」「計画排雪」といっ
た新たな除排雪システムを実験検証し好評であったこと
から極めて良好と判断する。

【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

除雪に対する市民ニーズは多様化する中、市は市民の除雪労力の軽減などこれまでにも増して効率的、効果的な
除排雪の実施が急務となってきており、雪対策について「市民」、「事業者」、「行政」が協働で調査・研究するための
協議会は、極めて有効である。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

雪対策市民協議会は、概ね月１回の割合で開催され、平成１５年度に提案のあった、計画除雪・計画排雪をモデル
町内会3箇所で実施することができたことから、概ね良好であると考える

【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

モデル事業実施後よ
かったと回答した数
（世帯）

事業
規模

アンケート
結果

平成１６年９月を目途に市長に対して「第１次中間提言」を提出する
予定であり、平成１７年度には「第２次中間提言」、平成１８年度には
「最終提言」を提出すべく取り進めていく。

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 「第２次中間提言」をまとめる

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

毎年５億円に及ぶ事業費を費やしているにも関わらず、「置き雪」による苦情が絶えないことから、これまでの除排雪
システムを見直し、道路除雪から生活除雪への転換が必要であり、協議会からの提案により、実施したモデル事業
の結果が好評であったことから、極めて妥当と考える。

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


