
直通電話 72-3174 事業コード 404010102 6 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１０ 終了年度 未定

施策コード

4040101

4040201

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

905 1,792 1,623 1,235 93

0 0 0 31

5,637 6,341 6,527 1,499

6,542 8,133 8,150 金額（千円）

6,542 8,133 8,150

118 145 145

0.68人 0.77人 0.77人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 1 1 1 2

実績値 1 1 1

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 80 80 80 80

実績値 91 52 48

達成率 113.8% 65.0% 60.0%

目標値 147 287 287 287

実績値 110 203 206

達成率 74.8% 70.7% 71.8%

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23日

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

石狩市教育プラン　子どもたちを見守る地域づくりを進めます。（基本計画　第３篇　４）

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

青少年が健やかに成長できるようにする。

生涯学習部スポーツ・
青少年課

担当部課
東　信也 森谷　栄直

１）
　事  　　業　　  名

青少年教育振興事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

青少年の健全な心身の育成を図る。

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
青少年の健全育成と女性活動の推進／青少年　健全な社会環境づくりの推進

青少年の健全育成と女性活動の推進／青少年　青少年の社会・学習活動への参加

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

自然体験教室

青少年問題協議会

２）その他の間接経費　（千円）

休日の拡大生活指導員等

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

目的達成のため次の事業を実施する
　・青少年問題協議会（青少年に関する総合的施策の樹立を目的とする組織）
　・自然体験教室（小学校３．４年生を対象に秋冬の年２回石狩自然の家で実施。）
　・休日の拡大生活指導員（土曜日の午前中に小学校（８校）に生活指導員を配置することにより学校体育館を開放
し、子どもの居場所づくりを行っている。）など

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

　青少年をめぐる状況は、刑法犯少年の検挙人数が増加傾向にあり、街頭犯罪が高水準で推移するとともに、犯罪
の低年齢化やインターネットを介した犯罪など憂慮すべき状況にある。
　また、こうした問題が発生した背景には、思いやりの心や豊かな人間性などが育まれていないことが挙げられるが、
その解消に向け、人、社会、自然とかかわる直接的な体験活動が必要であると指摘されている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 青少年問題協議会は、市、市議会議員、行政機関の職員、学識経験者で構成している。

目標値は年度における参加募集者数（１回当り４０名×２
回）。

目標値は開催予定日（長期休業を除いた学校開放日）

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）

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）

目標値は年間の開催予定回数。

自然体験教室参加人
数（人）

学校週５日制生活指
導員配置日数（日）
（土曜日の学校開放）

青少年問題協議会の
開催（回）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 1,128 3,736 2,667 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

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

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

自然体験教室や土曜日の学校開放事業については減少傾向にあるものの青少年の健全育成に向けた施策を検
討する青少年問題協議会は青少年の健全育成に関係する団体の代表者で構成されており、青少年の健全育成に
向けた施策について広い視野で検討している。

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

青少年の健全育成は重要な施策であり事業の推進は必要である
が、事業の参加者や施設の利用数が減少傾向にあることから、事業
内容について検討する必要がある。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。
休日の拡大指導員事業については、初期の役割が終了したので新
たな取り組みを検討する。

担当課
長評価

最終評
価

自然体験教室については、年々参加者が減
少してきており、参加者アンケート等を行い
事業内容等の見直しを検討する。

事業
規模

生活指導
員からの
報告書

学校週５日制生活指
導員配置事業（土曜
日の学校開放）利用
者数（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

青少年の現状把握を元に施策の樹立を目的とする青少年問題協議会を開催している。又、土曜日の学校開放に係
る生活指導員を配置し、子どもの居場所づくりを進めるとともに、自然体験教室も実施している。自然体験教室への
参加者が減少傾向にあるので、参加者アンケートの実施により事業内容について検討の必要がある。

【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

青少年の健全育成に向けた施策を青少年問題協議会で検証しており、自然観察、学校体育館の開放により自然と
のふれあいや交流を図っている本事業は、青少年の健やかな育成のために有効かつ必要である。

□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

青少年の健全育成に取り組む本事業の実施には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】Ｃ Ｃ

青少年の健全育成に向け、青少年問題協議会の開催を
始め休日の拡大生活指導員の配置や自然体験教室を
実施した。

□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

事業の性質上目標値は設定できない。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 青少年教育振興事業

事業の成果を示す指標


