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開始年度 Ｈ１３ 終了年度 未定

　

施策コード

3040104

3030201

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

0 0 386 552 138

#REF! #REF! #REF! 100

#REF! #REF! #REF! 148

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

989 938 #REF! 167

#REF! #REF! #REF!

0.12人 0.12人 0.45人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 未設定 200 500 1,000

実績値 135 321 1,028

達成率 #VALUE! 160.5% 205.6%

目標値 2 24 45 42

実績値 14 34 44

達成率 700.0% 141.7% 97.8%

目標値 2 24 40 37

実績値 14 34 39

達成率 700.0% 141.7% 97.5%

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

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

石狩市総合福祉計画（地域ぐるみの子育ての推進)

課内№保健福祉部こども室く
るみ保育園

担当部課
西澤　さつき 神林　正幸

１）
　事  　　業　　  名

くるみ保育園地域交流事業
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）事業の目的
→何のために

こころ豊かな子どもを育てる支援サービスの充実。　地域ぐるみの子育ての推進。

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

保育園を地域住民の交流の場として活用してもらう。
地域の高齢者が知識や知恵を活かし、子育てを応援してくれるようになる。　保育園を開放し、家庭や地域と連携
し子育て支援の充実を図る。

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

消耗品費

地域異年齢児交流事業

賃金

２）その他の間接経費　（千円）

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
児童福祉の充実/児童福祉の充実/家庭、地域の子育て機能の向上促進

高齢福祉の充実/生きがいづくりの推進/生きがい事業の充実

報償費・庁用器具他

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

地域の高齢者クラブとの交流は不定期（年５回位）ではあるが、相互に訪問し合い、古今の遊びを一緒に楽しむこ
とによってお年寄りと園児のふれあい交流を行っている。また、おおむね週一回水曜日の１０：００～１１：１５の時間
帯で「こあらくらぶ」を開催し、遊びを提供したり育児相談、母親同士の交流の場として子育て支援を行っている。
また、広報いしかり、ポスターなどで事業内容をＰＲするとともに、毎月「こあらだより」も発行し、参加者に配布して
いる。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

運動会、発表会など園の行事参加を呼びかけ高齢者との交流回数及び「こあらくらぶ」の開催数をふやす。楽しく
気軽に参加出来るバリエーションにとんだ事業内容とし、参加を積極的に呼びかけた。

子ども・高齢者の両者にとってメリットが多い事業のように思う。保育園の行事等を活用しているのも取り組みとして
はよいと感じる。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

くるみ保育園のある右岸地区は、子供や若い親などが年々減少する中で、地域ぐるみの交流の場として保育園が
担う部分が大きい。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加

北生振地区の高齢者クラブの代表の方と事前に打ち合わせをして行った。事業内容について「こあらくらぶ」参加
者にアンケートをとり、内容を充実させ多様化する保育ニーズに応えて行った。

事業計画に基づく。

事業計画に基づく。

各指標の説明・算定方法

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）

前年度の実績を踏まえて目標設定を行った。

交流事業の回数（回）

こあらくらぶ回数（回）

交流事業の参加人数
　　　　　　　　　　（人）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 19 20

実績値 19 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! 100.0% ★★★

最終目標 年度に

目標値 20 20 20

実績値 19 20 目標レベル

達成率 #DIV/0! 95.0% 100.0% ★★★

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

当地域は、高齢化とともに過疎化が進み若年層が少ないが、１６年度の当事業の利用状況は異年齢児との交流
事業（こあらくらぶ）開催回数３９回、参加世帯４２５世帯、参加人数９７０人で１回当りの平均参加人数は２４．９人で
ある。また、世代間交流等事業については開催回数５回、参加人数５８人で１回当りの平均参加人数は１１．６人で
あり、参加者の方々からも好評である。また、受益者負担については、国・道補助制度に基づいて実施している。

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

児童・高齢者福祉の観点から色々な方々との交流を通して、社会性
を身に付けることも大切であることから事業の継続が必要と考える。

上に
つい
ての
説明

　

厚田区（聚富・虹が原）も含め、石狩川右岸地区の市民
の愛着、地域ぐるみの子育て支援を着実に伸ばしてきて
いると判断し、極めて良好と評価する。

　

●；最終評価

当該事業は、幼児の保護者である若い世代の交流や気軽な相談が
図られているだけでなく、高齢者を始め地域ぐるみの子育て環境づ
くりにつながっていると考える。この方向性のまま継続することが望ま
しいと考える。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

参加者ア
ンケート

交流の初回と最終回を比較して、より積極的
に交流できるようになった園児数。　目標値
は参加した園児すべてが積極性が増したこと
として設定。

園児の状
況記録

交流事業に満足した
参加者数（人）

交流の積極性が増した
園児数（人）

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

地域性から考え高齢化・少子化が進んでいるものの、当事業の参加人数は増えており概ね良好と考えられる。

【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

保護者にとっては育児に対する情報交換、相談の場として、また、子どもたちにとっては同年齢との関わりが少な
い地域がら交流（遊び）の場として果たしている事業の役割は大きい。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

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

少子・高齢化が進み、地域での交流の場がせばめられている現在、当保育園で行っている世代間交流の場として
の提供は大きく、運営については私立でも可能であるが地域性から見て、市で行うことが妥当と考えられる。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ　 Ａ

交流事業の拡大に伴い参加人数が増えており、１６年度
にこあらくらぶ参加者を対象に実施したアンケート調査
でも全員が事業に満足していることから、良好であるもの
と判断する。

□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

「こあらくらぶ」参加者に対するアンケート回
答に基づく。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 くるみ保育園地域交流事業

事業の成果を示す指標


	詳細評価（くるみ保育園地域交流事業）

