
直通電話 72-3173 事業コード 406020106 19 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１３ 終了年度 未定

施策コード

4060201

5070101

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

796 638 451 1,000 150

0 0 0 217

912 1,730 2,119 84

1,708 2,368 2,570 金額（千円）

1,708 2,368 2,570

31 42 46

0.11人 0.21人 0.25人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 未設定 未設定 2 1

実績値 2 2 1

達成率 #VALUE! #VALUE! 50.0%

目標値 未設定 未設定 1,000 0

実績値 10,000 3,000 1,000

達成率 #VALUE! #VALUE! 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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№

樋口　幸廣
平成16年8月25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

地区のまつりのひとつである「弁天まつり」に多くの市民が訪れ、弁天歴史公園を核にしたまちづくりの、ソフト面での
一助となるように。

生涯学習部社会教育
課

担当部課
谷川　裕之 桑島　朋子

１）
　事  　　業　　  名

弁天ふるさと文化事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

本町地区において、芸術文化活動の発表、鑑賞、交流の場を持ち、地域に根ざした文化の創造を図る。

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
芸術・文化の振興／文化財の保護

本町地区の振興／本町地区の振興

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

需用費

報償費

２）その他の間接経費　（千円）

委託料

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

地域住民の代表者からなる実行委員会と協議しながら、「ふるさと石狩」にふさわしい催物を実施した。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

2部構成（プロによるライブと複数の市民合唱団による）のコンサートとパネル展示を実施し、市民の自主的参画を促
した。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

求心力の失われた旧市街地の活性化を目指し、Ｈ１３年度から実施されている本町地区市街地総合再生基本計画
に呼応した文化面でのサポートを行っている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 弁天まつり実行委員会での意見聴取

本町地区の古い建物を紹介するイラストマップ発行枚
数。目標の設定は予算の範囲内。

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）

弁天まつりでの主催イベントの数
（Ｈ１５は台風により中止したが、一部をさけまつりに開催
した）

マップの発行数（枚）

イベント数（回数）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 未設定 未設定 800

実績値 826 800 100 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! 12.5% ★

最終目標 年度に

目標値 5 5 5

実績値 5 6 8 目標レベル

達成率 100.0% 120.0% 160.0% ★★

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） Ｃ

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

恒常的な人の流れをつくるためには、一日限りのイベントでは効果を上げ難い。

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

次世代に歴史や生活文化を継承していくためのシステムづくりがで
きないかを検討したい。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

子どもたちが「ふるさと石狩」の意識を醸成し、健やかな育ちを図るた
め、今後の「ふるさと文化事業」の在り方を検討する必要がある。

担当課
長評価

最終評
価 時期や内容等について、根本的に見直す。

事業
規模

目標設定は、観光協会、ヴィジターセンター、
番屋の湯・宿・地ビール館の5件。実績には、
それ以外に設置の商店等を含む。

イベント入場者数
（人）

マップ設置箇所（件）

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

平成13年度の事業開始から、地元住民が自主的に実施してきた「弁天まつり」を支援する形で、運上屋ホールを
使ったパネル展と野外ライブを実施してきたが、Ｈ15年度は雨のためコンサートを中止したが、より多くの市民に還
元するため、サケまつりにプロによるライブのみを実施した。

【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

ねらいは「弁天まつり」が本町地区活性化のキィとなり、生活文化継承の機運を維持することであり、地区住民からの
期待は高いが、一過性のコンサートに効果の有効性を求めるのは難しいと考える。

□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

石狩発祥の地に残る歴史や文化を紹介しながら、住民の地区再生のための自主的活動を支援することは妥当であ
る。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ Ｄ

より多くの市民にとって石狩を再発見する機会となってき
たが、地域の活性化を促すには、これまでの事業内容は
十分と言えない。

□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

Ｈ１５は台風により中止としたため、さけまつり
会場ステージでの観客数。事業内容によって
目標レベルは変わる。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 弁天ふるさと文化事業

事業の成果を示す指標


