
直通電話 72-7015 事業コード 305010102 1 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 H２ 終了年度 未定

施策コード

3050101

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

5,955 5,570 5,625 5,435 5,625

0 0 0

33,985 33,760 34,752

39,940 39,330 40,377 金額（千円）

25,325 30,146 32,946 110

456 539 588 7,321

4.10人 4.10人 4.10人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 H１６

目標値 12 12 12 12

実績値 12 12 13

達成率 100.0% 100.0% 108.3%

目標値 40 40 40 40

実績値 40 29 31

達成率 100.0% 72.5% 77.5%

目標値 5 10 10 14

実績値 7 11 15

達成率 140.0% 110.0% 150.0%

保護者に対して子どもの発達等に係る情報提供を行う。
他事業等と合わせて年間12回程度開催。計画実施した。

通園児を対象とした
心理士による発達相
談件数（件）

巡回訪問療育指導回
数（回）

こども発達支援セン
ター保護者教室開催
数（回）

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）

児童デイサービス使用料

通園契約児対象だが、1回の相談で平均2人の実施が可
能である（2人×20回）が医療及び専門機関等で相談を
行っている場合は必ずしも対象としていない。

　Ｈ13年度子どもがセンターと集団保育を利用している数
の園に対して実施。年1回で開始。14年からは平均年2回
で目標値を設置。（毎年子どもが利用している幼稚園、保
育園の数により目標値が変動する）

各指標の説明・算定方法

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

①日常動作の基本動作、集団生活に適応する為の専門家（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士等）に
よる小集団、個別指導
②小児科医、精神科医による療育相談、障がいの診断
③臨床発達心理士による発達相談から通園児の発達評価、育児相談
④保護者への必要な情報提供や、保護者同士の情報交換の場所としての保護者教室の開催
⑤一般の保護者を対象にした啓発PR活動。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

支援費制度移行に伴い学齢児童まで拡大し、可能な限り多くの受け入れを行った。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

・本事業はそれまで障がいやその疑いのある、乳幼児の療育の受け皿がなかったことから開始された。
・近年は親の育児不安や能力の低下が言われているがそれをカバーする必要がある。
・類似事業としては、現在市内幼稚園、保育園において障がい児保育が行われている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 事業実施に向けボランティアの協力を得ている。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5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

地域療育推進体制整備費補助金

こども発達支援センター運営事業費

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

こども発達支援センター運営事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

こどもの発達上の遅れや障がいを早期に発見し、療育支援によりその状態を改善する。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
障がい者（児）福祉の推進／相談療育体制の拡充／

課内№保健福祉部こども発達
支援センター

担当部課
山谷　睦子 山科　裕治

３）個別計画での位
置付け

石狩市総合福祉３計画／療育体制等の整備／こども発達支援センターの充実

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

①発達に遅れや障がいのある乳幼児が個々の発達状況に応じて、「日常生活における基本的動作の指導、集団生
活に適応できる為の訓練、指導を行う。
②保護者への相談等を行い、個々の子どもの発達状況や障がいを理解できるよう又子育てに自信が持てるように。

１　事業のアウトライン

棚橋　文男
平成16年8月26日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 2,796 2,796 2,596 2,596

実績値 2,713 2,824 2,163 目標レベル

達成率 97.0% 101.0% 83.3% ★★

最終目標 年度に

目標値 43 43 50 50

実績値 40 43 52 目標レベル

達成率 93.0% 100.0% 104.0% ★★

最終目標 年度に

目標値 334 334 132 132

実績値 140 174 97 目標レベル

達成率 41.9% 52.1% 73.5% ★★

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） Ｂ

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 こども発達支援センター運営事業

事業の成果を示す指標

目標値のＨ13年度～Ｈ14年度は平均利用者
数12名×開設日数233日で算定。Ｈ15年度か
らは支援費制度移行により、利用予測数１１名
×開設日数236日で算定した。

□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

支援費制度移行により民間事業者の参入が可能にはなったが、支援費制度はスタートしたばかりであり、子どもが健
やかに育つための地域社会資源の一つとして、また、利用者に安心感を与える上からも、市が関与する必要があ
る。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】B B

平成15年度より支援費制度になり、自己負担金の関係か
ら利用者等が大幅減になるのではとの懸念があったが、
早期発見、早期療育の基本方針を掲げて事業を遂行し
た結果、それらを払拭するのに十分な成果がみられるこ
とから、良好と判断した。

【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

発達に遅れや心配、障がいのある子どもたちに対する、早期療育として、日常生活動作の習得、集団参加訓練、
個々のこどもの発達検査等を含め色々な支援を行ない効果をあげている。また保護者への育児や子育ての助言、
情報提供を行なう保護者教室も必要とされる事業である。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

保護者教室、発達相談、巡回訪問療育指導は、計画どおり事業を遂行することができた。特に、巡回訪問療育指導
は、子どもの状態の理解や支援方法などについて、幼稚園や保育園と連携が図られ相互理解が深まった。今後も
様々な配慮を必要とする子ども達への支援を行なうため関係機関との連携を継続する必要がある。

【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　

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

通園児の述べ利用数
(人）

こどもの療育目標を達
成できた件数（人）

Ｈ13年～Ｈ14年度の目標値は開催月の在籍
数の合計から約4割参加で設定。Ｈ15年度よ
り教室開催日の内容によって参加対象が異な
る為、1日平均利用数の平均11名×12回で算
定した。

事業
規模

保護者教室参加者数
（人）

発達能力の指標となる様々な発達検査票によ
り子どもの状況に応じて設定した児童デイ
サービス計画書を基に療育した発達の変化、
日常生活への自立に向けた成長率につい
て、利用契約数から目標数を設定。

支援費制度移行により、民間事業者の参入が可能にはなったが、ス
タートしたばかりであるため、今後、民間事業者の推移を見守りなが
ら施設の在り方を検討していく。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

今後、支援費制度のあり方を含め国の障がい者福祉施策の動向を
十分注視していく必要がある。

担当課
長評価

最終評
価

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

保護者教室、巡回訪問療育指導、療育目標達成について成果を上げている。今後も関係機関と十分連携を保ち、
丁寧な支援を継続して行なうことが、幼児期から学齢期への特別支援教育につながるので、事業内容は妥当であ
る。

７　平成１5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


