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【４　１次評価（担当部長評価）】　　※別表

旧石狩地域において、新たな自治システムを検討する「石狩市地域自治システム検討会議」を８月に設立。

【７　最終評価】

【５　パブリックコメント】

【６　中間精査（１次評価のフォローアップ（変更点・補足事項）】

（２）　手法改善を図る事項

（１）　拡充（重点化）を図る事項（新規事業を含む。）
・厚田・浜益の両区において、「地域おこし協力隊」のH２６年度の導入に向け引き続き検討する。

・厚田資料室の今後の在り方について検討する。

（３）　縮小（統合）を図る事項

○向上、×低下 ○到達、×未達
指標４

○ ○
指標３

指標２ 26.115.4 18.3 15.1 22.5

Ｈ２２実績値
との比較

Ｈ２８目標値
との比較

指標１ 71.268.6 67.2 69.0 70.6 ○ ○

　 Ｈ２４実績値Ｈ２０実績値 Ｈ２１実績値 Ｈ２２実績値 Ｈ２３実績値

指標３ 　 　 　 　

指標４

指標１ 居住地に愛着を持つ市民の割合 ％ 69.0 69

指標２ まちの一体感を感じる市民の割合 ％ 15.1 16

　 市内における多様な市民交流を促進して一体感の醸成を図るとともに、地域への愛着心が高まるよう、地域資源の発
掘・発信を進め、地域の輝きを大切にするまちをめざす。

【２　戦略計画における現状と課題】

　 市村合併により新しく誕生した本市のまちづくりを推進していくためには、これまでにない、新たな歴史・文化・自然資源
などの魅力を、まず市民一人ひとりが理解しあうとともに、市民をはじめとした多様な団体の連携と交流の促進が重要と
なっている。そのため、学校教育、生涯学習などの様々な場面で郷土学習の推進を図るとともに、市民が一体感を持ち、
まちづくりに参加できるよう、市民交流をより一層深めていく必要がある。　本市の財産である地域特性・資源をあらため
てとらえ直し、情報発信をはじめとした多様な手法により、積極的に交流の取組を進める必要がある。

【３　成果指標】

指標の名称 単位 Ｈ２２実績値 Ｈ２８目標値

施策項目 （１）個性ある地域の発展
（当該施策
を担当する

部長）

加藤　龍幸

７２－３１６３

【１　施策の目的】

平成２５年度施策評価シート

第４期石狩市総合計画（戦略計画）における位置付け １次
評価者

企画経済部

めざすまちのテーマ等 ８　地域の輝きを大切に 部長



別表　平成２５年度施策評価（小施策評価）シート
【テーマ等】　　原則３　地域の輝きを大切に 【施策】　（１）個性ある地域の発展 【施策担当】　企画経済部長

施策の内容（目的） （Ａ）の具体的な取組み（手段＝４期総計の実績）
（A） （Ｂ）

成
果

・浜益区民全世帯での活用により、地域の一体感の醸成
と地域コミュニティの推進、情報共有による行政への関
心(参加意識)、連帯感の高揚が図られた。
・子供からお年寄りまでスポーツ・食の体験など自主的に
参加・体験することにより、世代間の交流・親睦が図られ
ている。
・地域住民の一体感や連帯感が生まれ、協働意識の高
まりと地域全体に自主的・主体的な動きが生まれ、地域
の活性化が図られている。

課
題

・区内商工業者等の減少により、広告企業(広告料)の確
保が課題である。
・今後も継続的な展開を図る上では運営資金（参加者等
からの賛助金）の確保が心配される。

成
果

・地域イベントでの発表を通して、郷土愛の涵養と伝統文
化の継承、観光客との交流が図られた。
・入館者数目標3,000人に対し、2,978人の入館者があり、
おおよそ目標は達成された。
・水彩画展、観光案内所など隣接する施設や地域団体と
の連携・取組みにより、来客増などの相乗効果が生まれ
た。

課
題

・指導者の高齢化による後継者の育成と児童数の減少
が課題である。

第４期総合計画（戦略計画）の「きめ細やかな」評価 平成２６年度及び第５期総合計画への位置付け

小施策 （Ｂ）の成果と課題
（A)の
達成度

方向性 優先度 具体的な取組み内容（案）

①交流機会
の充実

町内会やコミュニティなどの地域活動
を支援するとともに、地域間交流や新
旧市民の交流、世代間交流の機会の
充実を図ります。
また、生涯学習やボランティア活動、
スポーツ活動など、多様な市民活動を
支援するとともに、団体間の交流や情
報提供、活動の担い手となる市民の
掘り起こしなどを進め、多分野にわた
る人材ネットワークの構築を推進しま
す。

・地域協議会における地域振興策の検討及び審議を
行った。
・浜益区における各種行事や暮らしに役立つ各種情報
と、昔懐かしい写真を掲載した「浜益区民カレンダー」制
作を支援した。
・あつた水彩画展歴史文化振興事業が実施され、新たな
地域振興事業（あつたこだわり隊・地域おこし活用検討
委員会）創出に向けた取組みが行われた。
・厚田区自治連合会自治体育振興会が主体となり、区民
の交流を図るため、スホーツ、食をテーマとした体育振興
事業を毎年開催している。
・厚田区の地域情報誌を発行（Ｈ24.9月、12月）

■A

□B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・引き続き区民との協働により継続実施し、区民への
情報提供を進め、地域への愛着心を育みながら行政
への関心(参加意識)、連帯感の高揚に努める。

②郷土学習
の推進

地域の魅力を再認識するため、総合
的な郷土学習の機会を提供していき
ます。
さらに、観光客との交流や国内外の都
市間交流を通じて、相互理解を高める
ための機会を充実します。

・浜益沖揚げ音頭保存会の再編による学校と地域との連
携を強化し、地元小学校児童による「浜益ふるさと祭り」
での発表を通して、郷土愛の涵養と伝統文化の継承に
努めた。
・厚田資料室サポートの会組織が目的達成を図るため
の、取組み事業に対する支援を行う。
・入館者増に向けての取組み（特別展の開催2回・5～9
月）
・施設・事業のＰＲ（各新聞に掲載）
・生誕120年「子母澤寛を偲ぶ会」の開催

■A

□B

□C

□拡充

■手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・後継者(指導者)の育成を図りながら、地域イベント
(ふるさと祭り) での発表をおこない、郷土愛の涵養と
伝統文化の継承、情報発信に努める。
・厚田資料室の今後の在り方について、議論する必
要がある。

題 が課題である。
・入館者増に向けたさらなる「工夫」と「アイディア」が求め
られている。
・施設の展示が2階のため、障害者の利便性を図る必要
がある。

成
果

・両区では、地域協議会を中心に地域住民が地域課題
に主体的に取組む活動が生まれているほか、さらに新た
な取組みへの検討が始まるなど、地域活性化に資する
取組みが進んでいる。

課
題

・旧石狩市域での「新たな地域自治システム」の導入を
進めるに当たって、当該システムについての理解を深
め、地域住民の合意形成を図ることが課題。

成
果

・来客者との交流を通して区の観光資源のPRや、地元食
材の活用による地産地消の推進、一次産業と観光との
連携が図られた。
・野菜等の試験販売で厚田で生産されていることを多く
の人にＰＲすることが出来た。
・販売における改善点が洗い出された。

課
題

・運営スタッフの高齢化と収入確保が課題である。
・事業展開を図るには、会員の意思統一と物販物提供者
との調整に時間を要する。

ための機会を充実します。

③魅力ある
地域の形成

厚田区及び浜益区においては、総合
計画に即した、より魅力ある地域の形
成に向け、地域協議会を核として地域
住民が自ら計画し、自ら行動する地域
自治の仕組みの確立を図るとともに、
本市にふさわしい地域自治を全市域
に展開する検討を進めます。

・これまで両区では、地域協議会を中心に地域振興策を
検討し、実施してきており、厚田区では「あつたライフサ
ポートの会」やあつたの森支援の会「やまどり」、浜益区
では「ふるさと倶楽部ガル」などが立ち上がっている。
・両区では、住民生活の支援など「地域協力活動」に従
事する「地域おこし協力隊」のH26年度の導入に向け、検
討を行っている。
・旧石狩市域では、H24年度から、都市内分権の考え方
を取り入れた地域自治システムの検討を開始した。

■A

□B

□C

■拡充

□手法
　改善

□継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・両区においては、「地域おこし協力隊」のH26年度の
導入に向け引き続き検討する。
・旧石狩市域においては、新たな地域自治システムの
検討会議を設立し議論を進める。

④情報発信
による連携・
交流の拡大

本市の地域特性や地域資源の魅力に
ついて、きめ細かい情報発信を全国
に向けて積極的に行うとともに、交流
の窓口機能を充実し、全国全道各地
からの交流人口の増加を図ります。
また、特産品の配送やインターネット
を通じた情報提供など、様々な手法に
よる広範な連携・交流の促進を図り、
農林水産業や商工業、観光関連産業
などの活性化を図ります。
さらに、歴史資源を活かしたまちづくり
を進め、地域間の連携と交流の促進
を図ります。

・遊休施設(旧適沢コミセン)の活用と地元食材を活かした
軽食喫茶や特産品販売、観光情報発信等を行う女性有
志グループ（ふるさと倶楽部ガル）への支援をおこない、
交流人口の拡大に努めた。
・厚田こだわり隊は、厚田区内の生産者、消費者、販売
者、関係機関が結集し、アイデア・持ち味を活かした厚田
の特産品開発・販売やあらゆる活動を通じ、全道全国に
ＰＲし、厚田の素材、味覚、魅力が詰まった厚田こだわり
の拠点をつくりあげ、地域が潤うような展開を図るため、
Ｈ24.3月に設立され、Ｈ24年度は試験的な試みとして直
販を実施した。

■A

□B

□C

□拡充

□手法
　改善

■継続

□縮小
(統合)

□休止
(完了)

□廃止

■高い

□中位

□低い

・更なる経費節減と地元食材を活用した高収益メ
ニュー等の開発による収入確保を図りながら、交流人
口の拡大に努める。
・厚田こだわり隊については、事業展開等について可
能な限り支援する。


