
担当部課 直通電話 ６４－０８７６ 課コード 10104

作 成 日 事業コード T97

開始年度 Ｓ　４２ 終了年度 永続

施策コード

4030501

×

○

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ 金額（千円）

501,624 487,520 457,504 450,668 248,412

4,514 4,514 4,514 4,514 1,176

235 279 194 186 46,226

24,333 24,648 16,578 16,468 161,690

530,706 516,961 478,790 471,836 金額（千円）

250,898 250,713 226,929 209,188 242,046

4,553 4,532 4,087 3,767 9,815

3.00 3.00 2.00 2.00

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ｂ 1,095,970 1,054,610 1,029,580 981,040

実績値ｃ 1,059,379 1,064,780 960,066

達成率c/b 96.7% 101.0% 93.2%
単位費用a/c 0.5 0.5 0.5

目標値ｄ 273,487 259,428 248,412 未設定

実績値ｅ 267,558 253,410 242,047

達成率e/d 97.8% 97.7% 97.4%
単位費用a/e 2.0 2.0 2.0

目標値ｆ 68,367 73,453 77,443 未設定

実績値ｇ 798 1,730 2,596

達成率g/f 1.2% 2.4% 3.4%
単位費用a/g 665.1 298.8 184.4

Ｈ１３事業費の主な内訳

Ｈ１３主な特定財源の内訳

４　事業活動の結果

改修事業費

要保護・準要保護児童生徒給食費
管理運営費

給食費

平成13年度実施事業
評価（試行）シート

教育委員会学校給食センター

14年7月12日 担 当 者

１　事業のアウトライン
１）
　事  　　業　　  名

学校給食事業
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
幼児教育・学校教育の充実　／　学校保健・学校給食の充実

３）個別計画での位
置付け
４）
事業の自由度

実施の義務付け（法令等；○　契約等；△　無；×）

実施方法の定め（法令等；○　契約等；△　無；×） 学校給食の平均所要栄養の基準（平成７年　旧文部省通知）

２　事業の内容
１）事業の目的
→何のために

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
３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

学校給食を通してバランスの取れた食事の必要性、食の自己管理、地域で培われた食文化等を児童・生徒に教え
る。

１　児童・生徒が成長に必要な栄養をバランス良く摂取するように
２　全ての児童・生徒が、家庭状況に関係なく等しく昼食を食べられるようにする。

１　２つのセンターで児童・生徒のカロリーや栄養バランスに配慮した学校給食をつくり、全小中学校に配送する。　な
お、遺伝子組替え、輸入食品等の供給元の安全性に配慮した学校給食を提供している。
２　給食費(食材相当分）を徴収する。

目標値は調定額により設定

目標値は調定額により設定

３　事業に投入した行政資源

１）～４）の合計経費 （千円）　ａ
ａのうち一般財源充当額（千円）
市民一人当たり一般財源使用額（円）

１）直　接　事　業　費　（千円）
２）市　債　償　還　費　（千円）
３）その他の間接経費　（千円）
４）従事正職員の人件費　（千円）

項　　　　　目
食材費

４）１３年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

６）事業の立案や実
施などへの市民参
加

　ＢＳＥ対策として、牛肉類の使用を一時中止した。

学校給食も戦後の物不足による給食から、現在は栄養のバランスの取れた給食、食材の安全性、更には「食の指導｣
まで、学校給食についても質的向上が求められている。

石狩市学校給食センター運営委員会で、給食費の額等を検討している。
【中間公表に市民意見の提出があり、市長ヒアリング実施】

要保護・準要保護児童生徒給食費国庫補助金

活動の結果を示す指標 各指標の説明・算定方法

事務に従事した正職員の数（人・年）

年間配食数　（食）

給食費徴収額（現年
度分；千円）

給食費徴収額（滞納
繰越分；千円）

目標値は予算により設定

新井 春生



事業名：

Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４
目標値ａ 372,026 348,580 341,065 　　未設定

実績値ｂ 271,579 257,949 252,388 最終目標
達成率b/a 73.0% 74.0% 74.0% 未設定

確認方法 年度

目標値ｃ
実績値ｄ 最終目標
達成率d/c

確認方法 年度

目標値ｅ
実績値ｆ 最終目標

達成率f/e
確認方法 年度

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度） （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

●：市長の評価（最終評価）

（記号の意味）
＊：担当課長までの評価

９　平成１５年度の方向性

事業
規模

事業内容

【担当部長】基本的にセンター長評価を了とするが、運営委員会の活
用を図る等、給食センターの円滑な運営に努めたい。

【市長評価】大筋で部長評価を了承するが、特に２センター体制の見
直しについては、市民参加のもとで十分な議論をすることが必要と認
識する。

担当課長
までの評
価

最終評価

８　今後の方向性・課題

給食費の滞納対策に最大の重点を置くが､現在の２センター体制の
見直しや食べ残し対策についても検討を進める。

食べ残し、給食費滞納の問題もあるが、安全な給食を長年にわたって提供しているので保護者から一定の評価を受
けていると判断している。

７　平成１３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

【最終評価】Ｄ Ｄ

食の安全などに配慮した給食を提供できたが、食べ残し
対策､給食費の滞納､児童・生徒の減少に伴う２センター
体制の見直しなどの課題がある。

【部長評価】センター長評価を了承する。

【市長評価】部長評価を了承する。

【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

 副食摂取量　（Ｋｇ）

児童・生徒が必要な栄養をどれだけ摂取したかを表す指
標
目標は、総配食量により設定

全小中学校からの残菜量により確認

□大きな問題あり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

４）事業内容の妥当性

５　事業の成果 学校給食事業
事業の成果を示す指標 各指標の説明・算定方法

２）有効性・必要性　

成果確認のために必要な事項
（指標を設定できない理由）

６　事業の観点別評価

□妥当性に疑問あり

【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

担当課長氏名   新井  春生

在籍児童・生徒数の減少により、年間配食数も減少し続けている。
以前から解消に向けて取組んでいる学校給食費の未納が好転していない点が問題である。

□極めて良好

■極めて妥当

提供する給食の１/４が残されている現状からすれば、｢バランス良く栄養を摂る」という学校給食本来の成果が得られ
ているか、どうかは疑問であるが、給食自体は長年にわたり保護者や児童・生徒の間に定着しており、この事業は必
要である。

□極めて妥当 ■一定の妥当性あり □妥当性に疑問あり

担当部長氏名    棚橋  文男

□必要性に疑問あり □ともに疑問あり

学校給食法第４条において、小中学校の設置者は学校給食を実施するように努めなければならないと規定されてお
り､市の関与は妥当である。

□有効かつ必要

□一定の妥当性あり

□妥当性が低い

■有効性に疑問あり

□妥当性が低い


