
直通電話 72-3167 事業コード 504020101 22 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 不明 終了年度 永続

施策コード

5040201

5040401

5040501

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

38,330 21,612 21,140 28,939 21,007

0 0 0 44

18,899 8,317 6,357 89

57,229 29,929 27,497 金額（千円）

57,229 29,929 27,497

1,031 535 491

2.28人 1.01人 0.75人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 200 50 100

実績値 250 51

達成率 #DIV/0! 125.0% 102.0%

目標値 45 45 45 45

実績値 45 45 45

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

海水浴場の開設期間
（日）

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）

事業活動の結果を示す指標

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）

目標値は募集人員
ｸﾞﾚｲﾓﾆｭﾒﾝﾄ花壇造り
参加人数（人）

項　　　　　目

１）直　接　事　業　費　（千円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

２）その他の間接経費　（千円）

需用費

委託料ほか

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

①観光宣伝
②観光客誘致
③海水浴場の開設及び観光施設の管理
④観光開発調査
⑤観光資源の発掘

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　石狩川と日本海の自然条件によって作り上げられた海浜植物群落や海岸林、石狩川下流の湿原など豊な自然環
境に囲まれ、、さけ漁とともに繁栄した歴史、文化がある石狩川でのさけ地びき網を実施し、毎年多くの観光客が訪
れ、新たな観光資源の発展に努めている。

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

旅費

１）
　事  　　業　　  名

観光振興事業
最近の事業内容見直し年度

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
観光の振興／市内回遊ルートの設定とネットワーク体制の整備

観光の振興／観光イベントの展開とPR活動の拡充

観光の振興／観光振興事業の振興

経済部商工労働観光
課

担当部課
大浦　正美 津川　定昭

石狩市の観光宣伝及び観光客誘致を推進し観光産業を健全に発展させる。

２　事業の内容

平成16年8月23日

１　事業のアウトライン

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

　石狩の自然、歴史文化や観光施設などの環境情報を提供し、魅力ある観光地として多くの観光客に見て・知って・
楽しんで頂く。

１）事業の目的
→何のために

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№

工藤　厚志



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 1,000 1,000 1,000 1,000

実績値 1,073 819 709 目標レベル

達成率 107.3% 81.9% 70.9% ★★★

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）

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

５　事業の成果 観光振興事業
事業の成果を示す指標

天候の影響等と過去5年間の入り込み数を考
慮し、目標値とした。

各指標の説明・算定方法

８　今後の方向性・課題

観光地としての良好な環境づくりや、新たな事業展開を図り、より多くの観光客を誘致するには、観光協会と連携を
深め取り進める事業であることから、まちの活性化を図るうえで市の関与が必要である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

Ｂ

冷夏の影響から観光客の入込数が大きく落ち込む結果
となったが、観光宣伝、観光施設の環境整備、観光資源
の開発などにより、観光振興に繋げることができた。

□極めて妥当 ■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

■有効かつ必要 □必要性に疑問あり

【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　

【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

観光客の入込み数については、天候が大きく影響し、ここ２年間は１００万を下回っている状況にあるが、近年、「石
狩川での鮭地びき網漁」や「いしかり砂丘の風資料館」など文化的遺産としての新たな観光資源も誕生しており、観
光客の増加も見込める要素があることから、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□有効性に疑問あり

□妥当性に疑問あり

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

観光宣伝としてはマスコミを大いに活用し、ＰＲに努めた。特に８月３０日放映の生番組には、市民７０名程が出演し
観光施設や地場の特産品などを紹介し、観光客の誘致を図った。
また、市の代表的な観光施設である海水浴場については、観光協会、水難救済会など多くの関係団体と連携し、安
全対策と環境整備に努めた。

年間観光客の入込み
数（千人）

事業報告
書

最終評
価

事業
規模

観光協会と連携を密にし、新たな観光資源の発掘や観光産業の育
成強化に取り組む。

上に
つい
ての
説明

●；最終評価

これまでも観光協会と連携し観光ポスター等の制作、各種イベントの
開催、メディアや観光情報誌を活用し広くＰＲを行っている。今後は
地場の産物と観光土産品の開発整備、そして地域の温かいもてなし
などの仕組みをさらに充実することが必要であり観光協会との連携
がさらに重要となる。

担当課
長評価

課長評価を了承する。

【最終評価】 B

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

より多くの観光客を誘致するためには、テレビ、新聞等での観光宣伝、観光施設の環境整備、更には新たな観光資
源の発掘などが重要であり、天候の影響から入込み数が落ち込んでいるものの、観光客の増加に繋がる本事業に
ついては、適正と判断する。

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


