
直通電話 72-3633 事業コード 0 1 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 H１３ 終了年度 永続

施策コード

6040301

6040201

6040101

6030201

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

205 0 0 0

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

8,439 8,476 #REF!

#REF! #REF! #REF!

1.00人 1.00人 1.00人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 107 111 65 20

実績値 107 111 65

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 2 2 2 2

実績値 2 2 2

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

事業評価実施事業数
（事業）

市民意見の聴取・公表
回数（回）

　

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）

　

各指標の説明・算定方法
目標値は各年度の「事業評価（試行）計画」により設定。H17は
通常事務事業のうち平成14及び15年度の最終評価においてＣ
またはＤ評価となった事業、かつ次年度以降の方向性（事業内
容）が一部見直しまたは大幅見直しとなった27事業から平成16
年度実施の６事業（詳細１、簡易５）を除いた20事業。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

近年、行政活動に対しては、その意図や内容などを市民に説明する責任（アカウンタビリティ）の確立、より効率的
な行政運営の実現、成果志向への対応などの課題が投げかけられている。こうした時代の要請を背景として、最
近、多くの自治体で導入、あるいは導入に向けての検討が行われている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加

石狩市にふさわしい行政評価を確立し、着実に実行して成果を挙げていくためには、その仕組みについて市民
意見を反映させることはもとより、評価の過程・結果においても市民参加が不可欠である。

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

①石狩市の行政活動の全般について政策・施策レベル及び事業レベルで点検するとともに、その必要性・有効
性・妥当性などの観点から評価し、その結果を次の活動に反映するための仕組み（「計画（プラン）→「実行（ドゥ）」
→「評価（シー）」→「次の計画（プラン）」のマネジメントサイクル）を導入するとともに、各課がマネジメントサイクル
を実行する上で生じる疑問などについて的確な助言を行う。
②評価の中間段階において市民に報告して意見を聴取するとともに、その結果も踏まえて市が行う最終評価を市
民に公表する。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

平成16年９月に「石狩市補助金等交付基準」を策定し、交付金については、事業を客観的に評価させるため、毎
年度事業評価を義務付けることにより、補助金の見直しと事業評価とを連動させた。
※交付金：補助金等のうち市から一定要件の資金供与により補助事業者等が労力等の負担提供を伴いながらも、
協働により公共公益性のある活動を展開するもので、政策誘導的な給付金。

Ｈ１6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

２）その他の間接経費　（千円）

７）評価中間公表へ
の市民意見

事業の更なる充実を望む。合併に伴う問題もあると思うが、早急に対応していってもらいたい。

目標値は毎年度中間段階での報告・市民意見聴取、最
終評価結果の公表の２回行うものとして設定。

１）
　事  　　業　　  名

行政評価推進事業
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
効率的な行政運営／事務改善の推進／総合的な事務改善の推進

効率的な行政運営／職員の意欲・能力の開発／職員の資質向上と人事交流の推進

効率的な行政運営／時代に即した組織機構の適正化／行政組織の管理

行政としての経営基盤の強化／財源の有効活用／計画的な財政運営

課内№企画財政部行政経営推進
室参事（事業評価担当）担当部課

櫛引　勝己 加藤　秀樹

３）個別計画での位
置付け

石狩市行政改革大綱（事務事業の見直し／施策や事業のあり方や行政の透明性を高める)

１）事業の目的
→何のために

成果志向の原則に立ってより質の高い行政サービスを市民に提供する。

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

２　事業の内容

①費用対効果の観点や社会的ニーズの変化を踏まえ、行政資源を適切に配分する。
②業務の自己点検、業務目的の自己管理を通して、行政活動全般をレベルアップする。
③市民と市とが共に市のあり方について考え、協働していくための基礎データを整理・提供する。

１　事業のアウトライン

矢藤　良雄
平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 21 22 13 4

実績値 24 51 8 目標レベル

達成率 114.3% 231.8% 61.5% －

最終目標 年度に

目標値 　 　 　 　

実績値 　 　 　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 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 　

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

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 行政評価推進事業

事業の成果を示す指標

□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

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

市が提供するさまざまなサービスの評価は、究極的には市民が行うものであるが、現在試行している事務事業レ
ベルの評価は膨大な情報量となるため、これを市民に任せることは現実的ではない。ただし、政策・施策評価へと
ステップアップする際には、第三者機関を設置し、実施本数を絞り込むことにより客観性の高い評価を行うことが可
能である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｃ

事業の有効性・必要性は妥当と考えられる反面、パブ
リックコメント実施が例年より遅くなってしまったことなど
事業活動に反省すべき点がある。

【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

行政資源の適切な配分、成果志向に基づく行政活動のレベルアップ、市民と市との協働のためのデータ整理とい
うこの事業のねらいは、厳しさを増す市財政の中にあって最大の市民福祉を実現する上で不可欠な要素である。
また、これらのねらいを実現できるような事業は、行政評価以外にはありえないと考えられる。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

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

14年度から３か年かけて原則すべてのグループ（担当）が少なくとも１事業を評価することを目的に実施してきてお
り、最終年度である16年度の実施事業数は、先の２か年度より少ない65事業にとどまった。また、16年度のパブリッ
クコメント実施期間は、11/25から12/27までであるが、最終評価結果を予算査定に活用するには、遅くとも10月頃
には実施する必要がある。

中間報告に対する意
見提出件数（件）

行政評価に対する市民参加の状況を表す指
標。
目標値は毎年度実施事業数の２割で設定。

パブリック
コメント結
果

　

　

事業
規模

　

今後、行政評価の第一段階である現行の事務事業レベルの評価か
ら政策・施策レベルの評価へとステップアップしていくことが必要。そ
のためにも、17年10月の厚田村・浜益村との合併に伴い、早期に旧
２村職員に対する行政評価制度の浸透を図っていかなければなら
ない。

上に
つい
ての
説明

政策・施策評価システムの構築に向けた取り組み
に着手するとともに、現行の事務事業評価につい
ても市民にとってよりわかりやすいものとなるよう評
価シートの簡素化など一部見直しが必要と考え
る。

課長評価を了承する。

●；最終評価

行政評価システムの目標は、目指す将来のビジョン実現のための道
筋を分かりやすく市民に示し、市民と政策目標を共有しながら限ら
れた行政資源を有効に活用し、まちづくりの目標を達成することにあ
り、そのためには、現在の事務事業評価を基本に更に制度 を高め、
施策・政策評価へと発展させることが必要と考える。

担当課長
評価

最終評価

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

行政評価推進のための事業手法としてはきわめて妥当な内容ではあるが、評価シートの改良など評価作業に当
たる各課の負担を軽減する方策や、市民により分かりやすい公表方法などについて、さらに検討する余地がある。

７　平成１6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


	詳細評価シート 

