
直通電話 74-2884 事業コード 304010502 1 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ４５ 終了年度 未定

Ｈ１２

施策コード

3040105

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

31,012 24,154 23,572 23,121 16,568

#REF! #REF! #REF! 3,515

#REF! #REF! #REF! 3,489

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

32,083 26,273 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.13人 0.25人 4.00人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 1,470 1,776 2,023 2,202

実績値 1,470 1,776 2,023

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 795 793 773 784

実績値 791 788 768

達成率 99.5% 99.4% 99.4%

目標値 240 288 326 360

実績値 210 258 302

達成率 87.5% 89.6% 92.6%

児童館開館延日数
（日）

幼児開放開設延回数
（回）

児童館行事延回数
（回）

目標値は１ヶ月４行事

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

目標値は日曜・祭日・年末年始の休校日以外の日数
H１４年（児童館４館・ミニ児童館１館）、H１５年（児童館４館・ミニ
児童館２館）、H１６年（児童館４館･ミニ児童館３館）、H１７年（児
童館４館・ミニ児童館４館：合併により１０/１より１館増）

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

本市の児童館は、石狩市総合開発計画により設定された目標値を踏まえ、現在まで中学校区に１施設設置という
考えで整備を行っている。市内に４館を設置。また、児童館を補完するため小学校の余裕教室等にミニ児童館（児
童館類似施設）を設置している。各児童館等では放課後児童健全育成事業の実施、母親と幼児が楽しんでもらう
ために児童館を開放している。（幼児開放事業）

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 特になし

Ｈ１6事業費の主な内訳

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか ◯児童館で発行する「おたより」、市広報などで多くの子どもや大人が児童館行事等に参加していただくよう案内

し、子ども達の個々のペースに応じた自立支援を行っている。（料理講習・工作教室・運動遊び記録会・バス遠足・
観劇鑑賞・各季節行事など）

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

○H16年に専任の児童館長が配置されたことに伴い、各児童館職員の意識の統一化を図るとともに、児童館行事
等の統一・交流を図った。（各館リーダー会議・ドッジボール大会等）

３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

需用費・備品購入費

賃金(指導員）

２）その他の間接経費　（千円）

施設維持・管理他

７）評価中間公表へ
の市民意見

●法人への委託等も検討しているようだが、今後も市の事業としていくべきと考える。●子供達の利用も増え、内
容もいろいろ工夫されよいと思う。●児童館に来た中学生を小学生の遊びのボランティアとしてお願いしてはどう
か。

目標値は日曜・祭日・小学校春、夏、冬休み・年末年始
のお休み以外の月曜日～金曜日までの日数(児童館空
き時間利用）　　　　（児童館４館　）

１）
　事  　　業　　  名

児童館運営事業
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
児童福祉の充実／児童福祉の充実／放課後児童の健全育成

課内№保健福祉部こども室児
童館

担当部課
相原　史江 松本　登

３）個別計画での位
置付け

石狩市総合福祉計画（誰もが暮らしやすい魅力あるまちづくりの推進／子どもの心を育むまちづくり／児童館整備）（地域に根ざ
したボランティア・コミュニティの創出／地域育成力の強化／児童館を利用した母と子のふれあいの促進）

１）事業の目的
→何のために

○子どもの生活の安定とこどもの発達を援助していくこと。

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

○子ども達が遊びを通して考え、決断し、行動し、責任をもつという独自性・自主性・社会性が身につくようになるこ
と。

１　事業のアウトライン

三国　義達
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 未設定 11.0 10.6 8.4

実績値 11.0 10.6 8.4 目標レベル

達成率 #VALUE! 96.4% 79.2% ★★★

最終目標 年度に

目標値 15,820 15,760 15,360 15,680

実績値 12,699 10,820 10,788 目標レベル

達成率 80.3% 68.7% 70.2% ★★★

最終目標 年度に

目標値 4,200 5,160 6,040 7,200

実績値 4,500 5,680 6,881 目標レベル

達成率 107.1% 110.1% 113.9% ★★★

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 児童館運営事業

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

各管内的には、まだ市が関与していることが多く、現段階では市の運営が妥当と考えるが、指定管理者制度もあり
今後法人への委託等の検討の必要性もあると思われる。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

児童館利用率は減少傾向にあるものの、利用者から好
評を得ており、幼児開放事業等も順調に推移している。
また、専任の館長配置に伴う各児童館の統一化・交流
事業の実施及び地域から要望されていたミニ児童館の
開設など、良好と判断する。

【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

本事業は、子どもが異年齢児との交流やグループの中での体験を通じて、集団の中で協力し合い助け合うことに
よる社会性の助長を図るものであり、事業目的の達成には有効であると考える。また、不審者の対応などで市民に
好評を得ており、安心して子ども達を遊ばせられる場所として市民に必要とされている。

□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

H１６年に専任の児童館長が配置されたことにより、各児童館職員の意識の統一と行事等の交流を図ることができ
た。また、児童館開館延日数及び幼児開放開設延回数もほぼ目標をクリアしたほか、児童館行事延回数も前年度
実績を上回ったことから、概ね良好であると判断する。

児童館利用率（％）

幼児開放延人数（人）

利用率＝利用延人数÷（個々の児童館の児童数
×開館日数の合計）×１００。目標値は前年度実績
値。※市内全学童数及び来館児童延人数：H14年
3,307人・95,152人、H15年3,254人・95,816人、H16
年3,294人・80,357人）

児童館利
用状況報
告書

幼児開放開館中、利用した保護者と幼児の
年間延人数
目標値は１館親子１０組　（児童館４館）

児童館利
用状況報
告書

目標値は１行事２０名参加

児童館利
用状況報
告書

事業
規模

児童館行事延人数
（人）

児童館４館中３館までは、放課後児童会健全育成も実施されてお
り、本来の児童館事業（中学生の居場所作りに関して）は十分とは言
えない。また、子ども達を伸び伸びと育成できる環境の整備や支援
など地域全体で見守るための住民参加型の事業展開が必要と思わ
れる。さらに、幼児開放の市民からは、小学校夏・冬休み中の開放も
要望されており、今後検討が必要。

上に
つい
ての
説明

中学生の居場所作りとしても児童館事業のあり方
を考える。
幼児開放利用市民の小学校夏・冬の開放に向け
て考慮すべきと考える。

ころころ広場のほか開放事業も順調に定着しており、概
ね事業経過は良好と判断する。

●；最終評価

異年齢児が集まる児童館は、青少年リーダー（小学校高学年や中
高生）育成をはじめ今後の青少年健全育成施策の重要な要素となり
うる感がある。このことから、こども会をはじめ、児童健全育成に資す
る各種団体と多様な連携を模索していきたい。

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

児童館事業に関しては、１館当たりの利用者数は大幅に増える傾向にはないが、幼児開放延人数及び児童館行
事延人数も前年度実績を上回っており、事業内容については一定の妥当性があるものと思われる。

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（児童館運営事業）

