
直通電話 72-3174 事業コード 405020106 16 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 不明 終了年度 未定

施策コード

4050201

4050101

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

10,598 10,504 11,984 11,782 10,400

0 0 0 648

3,150 3,129 3,221 936

13,748 13,633 15,205 金額（千円）

13,748 13,633 14,027 1,178

248 244 250

0.38人 0.38人 0.38人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 14 14 15 15

実績値 13 13 14

達成率 92.9% 92.9% 93.3%

目標値 181 177 185 180

実績値 177 185 180

達成率 97.8% 104.5% 97.3%

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31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　基本計画　７　（１）　いつでもどこでもだれもがスポーツに親しむ生涯スポーツを推進します。

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

学校に支障のない範囲で、体育施設を開放し、地域住民に気軽にスポーツを楽しんでもらう。

生涯学習部スポーツ・
青少年課

担当部課
今　井　康　博 森谷　栄直

１）
　事  　　業　　  名

学校の体育施設開放事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

地域住民がスポーツに親しみ、健康で文化的な生活を送ることができるようにする。

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
生涯スポーツ、レクリエーションの振興／スポーツ・レクリエーション施設の整備充実

生涯スポーツ、レクリエーションの振興／スポーツ・レクリエーション活動の普及促進

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

報償金

使用料

非常勤職員報酬

２）その他の間接経費　（千円）

消耗品・修繕料・通信運搬費

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

市内の小学校１０校・中学校４校の体育施設（体育館・グランド）を開放する。
　使用対象者＝石狩市に在住者若しくは在勤者、又は在学する者が１０人以上で構成する団体。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

平成１５年度から使用料を徴収している。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

生活水準の向上や余暇時間の増大により、これまでの競技としてのスポーツに加え健康づくりのためのスポーツが
活発化し、本市においても平成９年に「スポーツ健康都市宣言」を行い、市民が気軽にスポーツできるよう環境整備
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

前期・後期合計利用延べ団体数。目標値は前年実績を
元に設定。

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、全小中学校

利用延べ団体数（団
体）

実施学校数（校）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 10,185 10,792 11,047 14,226

実績値 6,624 6,811 7,394 目標レベル

達成率 65.0% 63.1% 66.9% ★★★

最終目標 年度に

目標値 86,240 86,520 85,960 85,680

実績値 50,644 55,211 56,247 目標レベル

達成率 58.7% 63.8% 65.4% ★★★

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

【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

施設利用時間、利用者数ともに、年々増加しており、有効に利用されてきている。
また、利用者からは、使用料を徴収している。

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

多くの地域住民に、より気軽にスポーツを楽しんでもらえるように、事
業を継続していく。なお、未実施校の取り扱いについては、地域住
民の要望を把握の上検討する。
管理運営については、管理人を配置し運営しているが今後そのあり
方について、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。
管理について、利用者が自ら管理する体制づくりを検討する。

担当課
長評価

最終評
価

管理運営について、地域主体で管理する体
制づくりを検討する。

事業
規模

利用申請
書

目標値は、開設日数×１団体当り20人×対象
校。

報告書

使用時間数（時間）

利用人数（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

市内の小中学校全校を目標としているが、１校が未実施となっており、今後全校で学校開放できるように関係者と協
議していく。
利用団体数については、前年度を若干下回ったものの、多くの団体に利用されている状況にある。

【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

地域住民が気軽にスポーツ活動を行うためには、地域の学校施設の開放は必要である。

□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

施設の所有者である市が関与することは当然である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｃ

利用状況については、地域ごとにばらつきが見られるも
のの全体として６割を超えて利用されている。

□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、施設の使用可能時間数。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 学校の体育施設開放事業

事業の成果を示す指標


