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3 (5) A

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ１ 628,761

総合計画の指標

現状と
課題

3(5)A

令和元年度　基本評価調書

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策目標
・総合型地域スポーツクラブの育成などを通じて、ライフステージに応じた地域スポーツ活動を推
進する。
・道立スポーツ施設の管理などを通じて、道民自ら進んで参画するスポーツ環境の充実を図る。

・道民が心身ともに健康で充実した生活を営むためには、生涯にわたり誰もが、それぞれの体
力や年齢、性別、障がいの有無、技術、興味、目的に応じて、スポーツに親しむことができるス
ポーツ環境の充実が求められている。
　このため、子どもから高齢者まで様々な人々が参加でき、地域住民が主体的に運営できる組
織づくりを進める必要がある。

知事公約 C0070、C0071

施 策 名
照   会   先

環境生活部所 管 部 局

スポーツ振興課

施策コード作成責任者

人・地域

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

役割等

【スポーツ環境の充実】
〔道〕道立スポーツ施設の管理・運営等
〔国〕社会体育施設の耐震改修等への支援
〔市町村〕社会体育施設などスポーツ施設の管理・運営
〔民間〕スポーツ施設の管理・運営への参画など

B1113

第２期北海道スポーツ推進計画

大項目（分野）

地域スポーツ活動の推進と環境の充実
環境生活部長　築地原　康志

スポーツ振興課調整グループ
011-206-6387（内24-412)

政
策
体
系

政策体系役割等

中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性）

世界に飛躍するスポーツ王国北海道の実現

１　目標等の設定

地域スポーツ活動の推進・環境の充実 本道の成人の週１回以上のスポーツ実施率

北海道創生
総合戦略

北海道
強靱化計画

特定分野別
計画等

施策の
推進体制
（役割・取組等）

政策体系 施策の予算額

987,375

819,408

【地域スポーツ活動の推進】
〔道〕総合型地域スポーツクラブの普及に向けた講習会等の実施や指導者
等の派遣
〔国〕総合型地域スポーツクラブの普及に向けた調査・検討及び支援
〔市町村・民間〕総合型地域スポーツクラブの創設・運営に向けた連携・協
力

3(5)A



事務事業
整理番号

前年度付加意見

事務事業

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

各部局の対応（平成31年3月末時点）

施策

事務事業

事務事業名

今年度の取組

前年度付加意見への対応状況（平成31年3月末時点）

各部局の対応（平成31年3月末時点）前年度付加意見

【地域スポーツ活動の推進、スポーツ環境の充実】
◎総合型地域スポーツクラブの普及に向けた総合型地域スポーツクラブマネジメント講
習会の実施、指導者などの専門家の派遣
◎道立スポーツ施設（道立総合体育センター、北見体育センター）の運営・管理
○小学生向けスポーツ体験教室の実施

3(5)A

事務事業
整理番号

事務事業名

今年度の取組

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

今年度の
取組

政策体系 政策体系



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

備　考北海道
創生総合戦略

北海道
強靱化計画

知事公約

C0071

3(5)A

◎道立スポーツ施設（道立総合体育センター、北見体育センター）の運営・管理（H30利用者数：道立総合体育センター
906,320人、北見体育センター 140,981人）により、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、すべての人が安全かつ快適
にスポーツを楽しむことのできる場の提供を行った。 B1113 C0070

3(5)A

○小学生向けに五輪種目を中心としたスポーツ体験教室を実施
<H30> 陸上（千歳市）、陸上（新得町）、陸上（帯広市）、バレーボール（標津町）、陸上（南幌町）、陸上（札幌市）、スラックラ
イン（秩父別町）、スケート（津別町）、スケート（苫小牧市）、陸上（網走市）、スケート（浦河町）、カーリング（室蘭市）、野球
（帯広市）　参加合計　752人
<R1> 陸上（標津町）、バスケットボール（知内町）、陸上（新得町）、野球（稚内市）、野球（名寄市）、野球（滝川市）、水泳
（津別町）、陸上（千歳市）外今後実施予定

国等要望・
提案状況

・社会体育施設の整備促進のため、学校施設環境改善交付金における、配分基礎額算定単価
の引き上げや老朽化施設も対象とすることなどについて、文部科学省へ要望を行った。（令和
元年７月２９～３０日）

（１）取組の実績と成果

政策体系 実績と成果等
関連する計画等

3(5)A

○世代間の交流、高齢者の健康・体力の維持などに大きな役割を果たす総合型地域スポーツクラブの普及に向けて、道内
のスポーツ関係者を対象とした総合型地域スポーツクラブマネジメント講習会を実施（総合型SCカンファレンス、H30：札幌
市１回、R1：今後実施予定（札幌市１回）
○総合型スポーツクラブ等への指導者の派遣事業を実施（H30：５回、R1：２回（８月現在））

施策に
関する

道民ニーズ

・北海道市長会から道に対し、スポーツ施設の耐震補強事業等の財政支援について要望あり（令
和元年７月１７日）
・苫小牧地方総合開発期成会から道に対し、スポーツ施設の大規模改修に対する補助制度の創
設について要望あり（令和元年７月８日）
・上川地方総合開発期成会から道に対し、屋内スポーツ施設の耐震化及び改修整備について要
望あり（令和元年７月９日）

これらの意見を踏まえて、国に対し社会体育施設の整備促進に関する要望を実施した。

（２）その他の取組の成果等
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

（１）施策間・部局間の連携 （１）施策間・部局間の連携

政策体系
関係部・関係課施策コード

連携先

施策コード

・北海道と北海道教育委員会が設定した「どさん子体力アップ強調月間」に
おいて、教育庁と連携しながら、子ども達が日頃から運動やスポーツに親
しみ、体力向上に取り組む環境づくりを進める。

1103

－

教育庁学校教育局健康・体育課

3(5)A

道民自ら進んで参画するスポーツ環境の充実を図るため、都市公園法に
基づく道立公園の運動施設を管理・運営。

地域スポーツ活動の推進と環境の充実

連携内容

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

取組の実績と成果

各課が償還するスポーツ施設の管理運営を行い、道民自ら参画するスポー
ツ環境の充実を図った。

　学校、家庭、地域が一体となった本道の児童生徒の体力向上に向け、毎年
10月を「どさん子体力アップ強調月間」と定め、縄跳び選手権や体育の日の
体育施設無料開放などを行い、施策の推進を図ることができた。

２－２　連携の取組状況２　連携の状況　　　　　　　　　　　

令和元年度　基本評価調書 施　策　名

建設部まちづくり局都市環境課0806



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

連携先

釧路市、帯広市

連携内容

広域拠点スポーツ施設として、釧路市が建設した湿原の風アリーナ及び帯広
市が建設した屋内スピードスケート場に対して支援する。

今金町

(公財.)北海道スポーツ協会、（公財）北見市体
育協会

　道立スポーツ施設に指定管理者制度を導入することにより、民間の持つノウ
ハウを生かした管理運営を行うとともに、地域のスポーツクラブ等の活動拠点
となる市町村立の体育施設の改善等を支援する。

取組の実績と成果

・　施設整備費（地方債）の元利償還金に対して補助を行い、広域的な地域
の拠点となるスポーツ施設への支援により、スポーツに親しむ場の提供に協
力した。

・ 市町村立社会体育施設の改築など、地域のスポーツ活動拠点の整備事業
について、文部科学省あて申請書の内容精査、指導・助言を行うなど、手続
きに協力した。
・ 地域のスポーツ活動拠点の整備に係る情報提供や協力により、道民に身
近なスポーツ活動を行う場の提供に協力した。
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

３　成果指標の設定 ３－２　成果指標の達成度合

● 本施策に成果指標を設定できない理由

65 最終目標値 65目標値

年度

目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

基 準 値 59

Ｒ７

主① 指標名

根拠計画

本道の成人の週１回以上のス
ポーツ実施率(%)

基準年度 Ｈ２６

〔指標の説明〕

道内の成人のうち、週に１回以上スポーツす
る人の割合

達成率の算式増減方向

増加

政策体系 65

実 績 値

施策コード

Ｒ1

北海道総合計画
第２期北海道スポーツ推進
計画

(実績値／目標値)×1003(5)A

令和元年度　基本評価調書 施　策　名 地域スポーツ活動の推進と環境の充実

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

（H:平成、Ｒ:令和、大文字は年度、小文字は暦年）

達成率

達成度合 C 評価年度 H30
達成度合の分析　ほか

・実績値はH30.12現在
・直近の実績値では、９割近い達成率で
あり、地域スポーツ推進事業等の効果が
現れていると考える。

年    度 H30 R1 進捗率

目 標 値 65 65

最終年度

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

58 58

89.2% 89.2%

●　達成度合について

達成度合 A B C D -



施策名 施策コード 03 ― 16

Ｐｌａｎ

0901 3(5)A スポーツ振興課総合調整等業務
管理・監督
道議会事務、予算決算等課内庶務に関する事務全般

スポーツ振
興課

0 0 2.9 0.0 2.9 23,113

0902 3(5)A
スポーツ推進の企画及び調整に関す
る事務

スポーツ振
興課

0 0 1.2 0.0 1.2 9,564

0903 3(5)A
余暇・体力づくり、プロスポーツなどス
ポーツ行政の推進に関する事務

スポーツ振
興課

0 0 0.7 0.0 0.7 5,579

0904 3(5)A
スポーツに関する調査、情報の収集・
提供、関係団体への支援等に関する
事務

スポーツ振
興課

0 0 0.7 0.0 0.7 5,579

0905 3(5)A 札幌ドーム整備費補助金
スポーツ振
興課

138,000 138,000 0.2 0.0 0.2 139,594

0906 3(5)A
北海道立総合体育センター管理運営
費

スポーツ振
興課

305,603 294,503 0.2 0.0 0.2 307,197

0907 3(5)A
北海道立北見体育センター管理運営
費

スポーツ振
興課

59,956 59,846 0.2 0.0 0.2 61,550

0908 3(5)A
広域拠点スポーツ施設整備費補助
金

スポーツ振
興課

78,226 78,226 0.2 0.0 0.2 79,820

札幌市が建設した全天候型多目的施設に係る起債償還に要する経費に対する補助

うち
一般財源

前年度から
の繰越事業
費（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁
事業費
（千円）

フル
コスト

（千円）

地域スポーツ活動の推進と環境の充実

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
課・局
室名

事務事業名
政策
体系

令和元年度　基本評価調書

事務事業概要

北海道スポーツ推進計画及び関連施策の推進管理及び北海道スポーツ推進審議会の運
営、北海道スポーツ賞の贈呈に関する事務

余暇活動の事故防止等安全啓発や海水浴場等の安全対策等。道に本拠地を置くﾌﾟﾛｽ
ﾎﾟｰﾂﾁｰﾑの活動支援や協力
ﾂｰﾙ･ﾄﾞ･北海道の開催支援、国際的なｽﾎﾟｰﾂ大会やｽﾎﾟｰﾂ交流事業実施、JOCﾊﾟｰﾄﾅｰ
協定、全国ﾘｰｸﾞ参入等の相談・要請に係る協議検討、関係機関との連絡調整等

令和元年度

国の補助金・交付金に関する事務、施設に関する調査事務
体力・運動能力調査に関する事務
スポーツ情報の収集・提供等に関する事務
スポーツ大会補助に関する事務、（公財）北海道スポーツ協会への指導等に関する事務

道立総合体育センターの効率的運営を図るため、指定管理者へ負担金を支出する事業

北見体育センターの効率的運営を図るため、指定管理者へ負担金を支出する事業

広域拠点スポーツ施設（釧路市・帯広市）に対する支援



0909 3(5)A スポーツ王国北海道事業費
スポーツ振
興課

45,233 28,956 2.9 0.0 2.9 68,346

0910 3(5)A
公立社会教育施設災害復旧都道府
県事務

スポーツ振
興課

1,743 0 0.2 0.0 0.2 3,337

0 628,761 599,531 9.4 0.0 9.4計

スポーツ競技力の向上を図り、国際大会において活躍できるよう有望選手を発掘・育成す
るとともに、将来現役引退選手が指導者として技術や経験を地域に還元できるような人材
の好循環を目指し、「スポーツ王国北海道」の構築を進める事業

平成30年北海道胆振東部地震で被災した公立社会体育施設の災害復旧事業（市町村事
業）に関する都道府県事務



―

(1)成果指標の分析

令和元年度　基本評価調書 施　策　名 地域スポーツ活動の推進と環境の充実 施策コード 03 16

-

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　　施策評価　一次政策評価結果（各部局等による評価）　
5  一次政策評価結果と翌年度に向けた対応方針等

政策体系

達成度合の集計

判定 成果指標の分析A B C D

C指標あり
＜本道の成人のスポーツ実施率(%)【C】＞
・前回までの調査と同様の水準であり、地域スポーツ推進などの事業による効果が現れている。

-

3(5)A 1

-

-

-

-

C指標あり計
0 0 1 0 0



(2)取組の分析

1

2

3

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○
総合型地域スポーツクラブマネジメント講習会やスポーツ体験教室など計画した取組を着実に実施し、地域スポーツ活動の推進やスポーツ環境の充実に
関して、効果的な取組を推進していることが認められる。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○あり→対応している）

対応しているとする理由

4

施策の推進に当たり、他の施策・部局との連
携による成果を確認できるか

○ スポーツ環境の充実に向けた道立スポーツ施設の管理において、関係部と連携した成果が確認できる。

施策の推進に当たり、地域・民間との連携･
協働による成果を確認できるか

○ 関係会議の開催や関係機関への情報提供により、地域団体との連携・協働をしている。

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を行
い、実現に向けて進捗しているか

○ 社会体育施設の整備促進のため、必要な要望を国に対して行っており、状況の進捗が認められる。

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

○ 期成会からスポーツ施設の耐震化や改修等について要望があり、施策の推進に役立てている。

判　　　　　定
（基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→a、それ以外→ｂ） a



(3)総合評価と対応方針等

C指標あり a 概ね順調に展開

対応方針 関連する事務事業 関連する計画等

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定

北海道創生
総合戦略

北海道
強靱化計画

知事公約

① 3(5)A

地域スポーツ活動の推進やスポーツ実施率の維持向上に向け、生涯にわたって誰もがスポーツに親しめるように、小学
生向けスポーツ体験教室の開催を充実させ、小さい頃からスポーツに触れる機会を増やして、スポーツへの興味を高
め、地域スポーツへの参加機運の醸成を図る。 改善（指標

分析）
0909 スポーツ王国北海道事業費

対応方針
番号

政策体系 内　　　　容 方向性
事務事業
整理番号

事務事業名

B1113 C0071

② 3(5)A

スポーツに関する調査について、調査内容や方法等を精査することにより事務量の軽減を図るとともに、職員間での事
務分担を見直し、効率的な事務執行を図る。

再構築に向
け縮小

0904
スポーツに関する調査、情報の収
集・提供、関係団体への支援等に
関する事務

前年度付加意見への対応状況（事務事業）
事務事業
整理番号 事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（評価時点）
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対応方針
番号

①

②

（３）事務事業への反映状況

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

令和元年度　基本評価調書 施　策　名 地域スポーツ活動の推進と環境の充実 施策コード

７　評価結果の反映

（１）一次評価結果への対応

対応 事務事業

＜廃止・縮小、見直しを行った取組等＞
国からの調査等について、事務分掌にとらわれずに、その時のそれぞれの職員の事務の負担等を考慮して割り振りし、効率的な事務執行を図っていく。

改善：スポーツに関する調査、情報の収集・提
供、関係団体への支援等に関する事務

＜新たな取組等＞
スポーツ体験教室については、体験できる競技の幅を広げるなどのスポーツへの興味をより喚起できるように工夫をするとともに、小さい頃からより多くの体験機会を提供
できるように努める。

改善：スポーツ王国北海道事業費

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

整理番号

方　向　性 拡　　充 改　　善 縮　　小 統　　合 廃　　止 終　　了 合　　　計
次年度新規事業

（予定）

反 映 結 果
1 1 2 0

事務事業名
一次政策評価に

おける方向性(再掲)
次年度の方向性

（反映結果）

0904
スポーツに関する調査、情報の収集・提供、関係団体への支援等に
関する事務

縮小 縮小

0909 スポーツ王国北海道事業費 改善 改善


