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開始年度 Ｈ１４ 終了年度 未定

施策コード

5010107

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

0 576 1,644 1,175 811

0 0 0 833

0 1,730 1,780

0 2,306 3,424 金額（千円）

2,306 2,543 881

0 41 45

0.00人 0.21人 0.21人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 0 0 94 93

実績値 0 0 94

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 100.0%

目標値 0 0 94 93

実績値 0 0 83

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 88.3%

目標値 0 0 83 93

実績値 0 0 72

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 86.7%

工藤　厚志
平成16年8月31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

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

石狩市新農業振興計画（都市と農村の交流）

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

　都市市民が自ら野菜などを栽培することにより、農業の難しさ、大変さ、さらには楽しさを体験してもらうとともに、農
村住民との交流をとおして、市内農業についての情報交換や相互理解を深める。

課内№
経済部農水産課担当部課

佐々木一真 吉田　　公

１）
　事  　　業　　  名

市民農園管理運営事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

　市民に農業・農村に対する理解を深めてもらう。

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
農業、水産業の振興／農業の振興／都市交流型農業の推進

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

その他事務経費

市民農園使用料

管理運営業務委託料・土地賃貸料・改良区負担金

２）その他の間接経費　（千円）

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか ①生振地区に市民農園を開設し、５０㎡６７区画、40㎡２７区画、計９４区画を整備し貸し付ける。

②農園の管理については、地元農業者等で結成された協議会が行う。
③優良な栽培管理をした利用者の表彰、技術指導員による講評及び技術指導、地元農業者との意見交換などを行
う交流会の実施。

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

　都市住民が野菜や花などを栽培しながら自然と触れ合いたいという要請が高まりつつあり、さらに農作物の栽培や
農村住民との交流を通じて農業に対する理解が深まるなどの効果があるが、市内には同様の農園が１箇所しかな
く、市民から市民農園開設の要望も出ていた。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加

　事業実施にあたってはアンケートを実施するとともに、事業内容についてのパブリックコメントを通して市民の意見
を聴取した。

募集区画数に対し、実質的に利用した人数（より多くの都
市住民に利用してもらいたいという趣旨から、複数区画を
借り受けている人を今後解消していきたい）

目標値は実質利用者数で設定
実績値はアンケート回答数

各指標の説明・算定方法

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）

目標値は貸付区画数で設定
実績値は募集区画数に対して貸付を行った区画数

実質利用者数（人）

アンケート回収数
（件）

貸付区画数



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 0 0 83 93

実績値 0 0 42 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 50.6% ★★★

最終目標 年度に

目標値 72 93

実績値 62 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 86.1% ★★★

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） Ａ

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

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

　農園利用者に対するアンケート調査では、回答者７２人中８６％にあたる６２人「満足」「やや満足」と考えているな
ど、利用者の大半が満足しており、また、農園運営経費が貸付収入でまかなわれていることから、受益者負担の観
点からも極めて妥当である。

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

　募集区画をすべて貸付けているが、一部に２区画を貸付しており、
募集区画数より利用者数が下回った。より多くの人に利用してもらう
ために今後さらにＰＲ等に努める必要がある。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

自らの農作物の栽培や農業者との交流を通して消費者である都市
住民と農業者の相互理解に繋がり農業振興上有効な事業と考える。
募集区画数より利用者数が下回っているが、今後は計画的な事業
展開のためのPR活動が重要である。

担当課
長評価

最終評
価

募集区画に対する利用希望が若干少ない程
度で、ほぼ需給が均衡していることから現状
維持とする。

事業
規模

受付での
参加確認

目標値は、アンケートの回答者総数
実績値は、アンケートで「満足」「やや満足」と
答えた者の数
　※　７２人中「満足」と答えた人数　３７人
　　　　　「やや満足」と答えた人数　２５人

アンケート
集計によ
る確認

交流会参加人数（人）

満足度（人）

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

　募集区画をすべて貸付けしたが、募集区画数よりも利用者数が下回わり、一部複数区画を貸し付ける状況となっ
た。多くの人に利用してもらうという観点から、更にＰＲ等が必要である。

【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　

【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

　地元農業者などによる管理運営協議会が、農園の見回りや栽培指導を行っているほか、協議会と農園利用者との
交流会の実施は、農業者と都市住民との相互理解につながることから、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

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

　消費者である都市住民に農業・農村を理解してもらうために、農作物の栽培体験や都市住民と交流を深めてもらう
ことは農業振興上も有効であることから、市の関与に一定の妥当性がある。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

　　募集区画をすべて貸付けているが、一部に２区画を
貸付しており、募集区画数より利用者数が下回っている。
しかし、利用者のアンケート調査では大半が満足してい
るという結果が出ていることから良好とした。

■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

目標値は実質利用者数で設定
実績値は参加人数（１家族１人とする）
　※　家族も含めると利用者　７３人参加

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 市民農園管理運営事業

事業の成果を示す指標


