
直通電話 72-3166 事業コード 502060101 1 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ５２ 終了年度 未定

施策コード

5020601

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

54,287 47,303 41,934 38,816 41,934

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

56,017 48,829 #REF! 0

#REF! #REF! #REF!

0.21人 0.18人 0.20人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 974 950 952 952

実績値 962 914 781

達成率 98.8% 96.2% 82.0%

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 36 15 15

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

巡回及び窓口における経営相談件数
(全会員数を目標値として設定）

講習会等開催件数(回)

経営相談指導件数
(件)

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）

各年度の経営・IT等の講習会の開催件数(目標未設定)

各指標の説明・算定方法

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか 石狩商工会議所が行う経営改善普及事業（経営指導員等の設置費及び経営相談･指導・講習会の開催経費・記帳

機械化システム経費など）・地域振興事業（商工会議所が独自で行う人材能力開発・商店街支援事業等）及び事務
局の管理職員の設置に係る経費の一部を補助する。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

11月に第３期の役員・議員体制が整ったのを契機に、変革のスピードが速い時代に対応できる、機動性に富む体制
とするため、委員会構成を大幅に変更した。（従来、総務、地域開発、商業、工業、建設業、観光サービス業、金融
の７委員会であったものを、総務、地域開発まちづくり、労務福祉厚生、金融の常設４委員会と合併問題調査研究、
環境問題、新港対策の３特別委員会とした。）

経済不況が続き、全国的にも回復が遅れている北海道において必要な事業だと思う。商工会議所との連携を密に
し、現状にあった内容改善を継続していくべきと思う。

５）事業の背景・社会
状況・他の類似事業
など

長期化する日本経済不況は、着実に回復の兆しを見せながらも、国内生産と消費の減少により景気は依然として低
迷を続けており、地域経済発展へ向けて、今後より一層の取り組みが求められている。景気の低迷は、経営者に経
営改善を余儀なくさせ、経営の合理化や優秀な人材の確保等が最大の課題となっている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 特になし

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
商業の活性化／商工会･商業団体の育成強化

７）評価中間公表へ
の市民意見

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

商工会議所経営改善普及事業補助金

２）その他の間接経費　（千円）

１）事業の目的
→何のために

市内中小企業者の育成強化と経営基盤の安定化

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

市内中小企業者が、経済的社会的環境の変化に円滑に対応できるようにする。

石狩市地場企業活性化計画（産業拠点の形成／組織体制の強化／総合相談窓口の整備）

課内№経済部商工労働観光
課

担当部課
幸田　孝仁 成田　和幸

１）
　事  　　業　　  名

商工会議所経営改善普及事業
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

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

工藤　厚志
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 1,821 1,821 1,736 1,736

実績値 974 950 952 目標レベル

達成率 53.5% 52.2% 54.8% ★★

最終目標 年度に

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 531 473 394 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

最終目標 年度に

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 118 111 97 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 商工会議所経営改善普及事業

事業の成果を示す指標

商工会議所会員数(個人・法人含む）
（目標値は，市内全商工業者数）

□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

石狩商工会議所は、商工会議所法に基づき市域の経済発展を目指して種々の活動をしている非営利団体であり、
本市においても、中小企業基本法の基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、総合開発計画におい
て「活力ある石狩」・「商業の活性化」を目指す小項目として「商工会議所・商業団体の育成強化」を謳い、その育成
強化に努めることとしており、その関与は適切である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｃ Ｃ

講習会等参加者数及び金融斡旋件数は減少傾向にある
ものの、市内唯一の総合経営相談窓口として活発に活用
されており、地元中小企業者の育成強化に貢献している
ものと考える。

市内中小企業に対して、さまざまな相談・指導活動を実施し、その利用状況も活発である。
毎年商工業者のニーズに合った新しい講習メニューを実施してはいるが、年末調整や青色申告などの重要なメ
ニューは毎年実施しているため、実績値が年々減少する傾向にあるのは必然的なことと考えられる。
また、金融斡旋件数についても実績値が減少しているが、これは、新たな投資を伴う活発な経営活動が行われてい
ないとも考えられるが、事実、借入を抑制し自己資金で経営が行われていることを、マイナス評価の要因とは考えて
いない。

【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

中小企業者にとって、その抱える課題は一様ではなく、その分野は経営・税務・金融・労務等多岐に亘るものである。
こうした総合的な相談窓口は、市内には当団体をおいて外になく、その活用状況からみても地元商工業者にとって、
有効かつ必要なものである。

□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

会員数（団体）

講習会等参加者数(人)

金融斡旋件数
(件)

事業報告
書

各年度の経営・IT等の講習会の参加者数（目
標未設定）

事業報告
書

会員等の資金繰りのための金融斡旋回数(目
標未設定)

事業報告
書

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

会員の増強、地域振興事業（特に商店街の振興）については、商工
会議所において今後特に重点的に取り組む項目として挙げられてお
り、今後も継続的に支援していく。
また、18年４月１日に厚田村商工会・浜益村商工会が合併することで
設立する「石狩北商工会」と商工会議所との合併についても協議を進
めていく。

上に
つい
ての
説明

経済環境の変化、市の経済活性化に関する施策
に対応した事業の展開を促進する。
商工会議所が行う事業の公共性に鑑み、今後も
国・道と連携した補助を継続していくが、補助基準
外の経費については、必要最小限の関与に止め、
会議所の自主運営を促進していく。

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

多様化する消費者ニーズや社会構造の変化に対応すべく、市内中小企業者の総合的な相談窓口の存在は、必要
不可欠なものであり、今後もその充実が望まれるところである。相談体制強化や講習内容の適切な選択により現事業
を継続しながら、新たな事業展開についても模索していきたい。経費負担については、事業内容や経営状況並びに
本市の財政状況を考慮し、適時適切に調整すべきと考えるが、管理費分については市補助を削減し会議所の自主
性を高める方向で動いている。

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



事業名：

全体 補助対象 全体 全体 補助対象 全体 補助対象
63,143 63,143 65,911 64,039 29,003 73,562 35,067

17,195 4,053 23,090 13,905 12,005 13,516 13,216

32,910 32,115 24,005 24,057 24,057 25,093 25,093

22,498 22,742 22,229 22,229 16,825 16,825

5,000 7,500 7,500 7,500 341 341

1,985 2,964 1,684

142,731 99,311 146,212 133,414 94,794 129,337 90,542

54,287 38.0% 47,303 41,934 31.4% 38,816 30.0%

32,592 35,422 35,037 35,045

30,945 29,869 28,863 30,422

23,214 31,633 24,616 24,753

1,693 1,985 2,964 301

142,731 OK 146,212 133,414 OK 129,337 OK

補助・負担
対象経費
の内容

補助・負担
金額の算
定方法

補助・負担金名称

支出相手方（名称、
代表者、構成員）

１　補助・負担相手方の概況

活動（事業）目的

商工会議所経営改善普及事業補助金

石狩商工会議所　会頭　酒井敏一（商工事業者　952団体）

市内の商工業者の共同社会を基礎として、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資
する。

平成１6年度
活動（事業）実績

会員の経営改善に係る相談指導を継続的に行うとともに、雇用対策事業等、市内経済の活性化のための事業を展
開。

Ｈ１4決算 Ｈ１7予算

経営改善普及事業費・・・経営指導員等の設置費及び経営相談･指導・講習会の開催などに関する経費の全額
地域振興事業費・・・・・商工会議所が独自で行う地域振興事業のうち、人材能力開発・商店街支援事業等に係る経費の一部
指導体制整備費・・・・・事務局の管理職員の人件費の一部

経営改善普及事業費については、国庫支出金及び道支出金を控除した額の100分の100以内。地域振興事業費及び指導体制
整備費については、原則として１／２補助。

指導体制整備費

会館管理費等

経営改善普及事業費

地域振興事業費

退職金給付金・繰入引出支出

次期繰越金

歳出決算
（予算）状

況

Ｈ１6決算

商工会議所経営改善普及事業補助金

95,131

Ｈ１5決算
補助対象
65,911

5,215

24,005

２　補助・負担相手方の財政状況等 （単位：千円）

歳入合計

歳入決算
（予算）状

況

道補助金

会費･特定商工業者負担金

その他の収入

前期繰越金（H12商工会譲受金）

歳出合計

↑市の補
助負担金
への依存
度

↑市の補
助負担金
への依存
度

↑市の補
助負担金
への依存
度

↑市の補
助負担金
への依存
度

OK

３　補助・負担相手方の活動状況
活動結果を示す指標名 Ｈ１4実績 Ｈ１5実績 Ｈ１6実績 Ｈ１7目標

部会活動推進事業(講習会外）開催回数（回）

人材能力開発育成支援事業助成件数（件）

10

26

9

24

7

18

74

未設定

情報通信技術活用推進事業(電子商取引研修）開催件数（件）

諸会議開催回数（回）

23

54

14

76

2

４　特記事項

商工会議所経営改善普及事業

32.4%

未設定

未設定

(付表）
　　補助・負担金等事業内容整理表

担当部課： 経済部商工労働観光課

未設定


	詳細評価（商工会議所経営改善普及事業補助金）

