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開始年度 Ｓ４８ 終了年度 未定

施策コード

4031001

4030303

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

10,122 3,751 3,503 4,334 2,535

0 0 0 770

829 824 424 198

10,951 4,575 3,927 金額（千円）

10,951 4,575 3,927

197 82 70

0.10人 0.10人 0.05人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 589 513 575

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 990 1,239

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

樋口　幸廣
平成16年8月25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

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

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

　授業内容の充実と理解を図ることができ、それぞれの教科の課題について、よりわかりやすく、また興味を持って
学習できるようにする。

課内№生涯学習部学校教育
課

担当部課
安﨑　克仁 阿部　祐三

１）
　事  　　業　　  名

補助教材作成事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

学校での授業を補助し、児童生徒の円滑な学習の推進を図る。

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
幼児教育、学校教育の充実／その他
幼児教育、学校教育の充実／時代変化に対応した個性を伸ばす教育の実践／郷土学習、福祉教育、環境教育

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

道徳本の購入

社会科副読本印刷

２）その他の間接経費　（千円）

人権学習ハンドブック印刷

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

　授業で使用する教科書などの補助教材として、副読本（社会科、人権等）を作成し、対象児童生徒に配布する。ま
た、道徳の時間に使用する教材（学校指定）の購入と配布。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

　平成16年度に小学校5年生となる児童を対象に「人権学習ハンドブック」を作成した。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　郷土愛を育む学習、人権の大切さの学習は、現在、社会的な課題の中で、重要なものとなっている。このため、一
般の教科書以外に、本市の歴史、特徴などを盛り込んだ「社会科副読本」、子供の権利条約を盛り込んだ「人権学
習ハンドブック」の作成や道徳の副教材の購入は、時代の要請ともなっている。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

15年度は小学校9校の3･4年生及び中学校4校の2年生に
対する必要冊数を配布。　※事業の性格上、目標値は設
定しない。

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）

小学校3年生に配布。　※事業の性格上、目標値は設定
しない。

配布冊数（道徳本）
(冊数）

配布冊数（社会科副
読本）　(冊数）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 70 70 70 70

実績値 70 70 70 目標レベル

達成率 100.0% 100.0% 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

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） 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

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

　1年を通して授業で使用する教材であることから、対象児童生徒に対し一律に配布、あるいは必要数を購入するこ
とは適当であると考える。

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

　より学校で利用されやすい副読本となるよう、その充実を図ってい
く。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

補助教材は、子供たちにとってわかる授業の教材として有効であり、
特に「社会科副読本」は石狩を学ぶ貴重な教材であるので、引き続
き内容の充実を図りながら更新発刊する。

担当課
長評価

最終評
価

事業
規模

社会科副読本を使用
する授業時間数（小
学校3年生）
（時間）

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

　社会科副読本は常に社会の授業で使用され、道徳本についても年間を通し利用されている。

【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

　小学3･4年生の社会は、地域の地理的環境、産業、歴史や生活の様子を学ぶ内容となっており、教科書よりもむし
ろ副読本を使用し授業を進めている状況にある。また、道徳本、人権学習ハンドブックは道徳教育（道徳的な心情、
判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養う）を効果的に行なう上で極めて重要な教材であり、双方とも指導を行な
う上で欠かせないものとなっている。

□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

　国において無償給与とされている教科用図書は、小学校では国語、生活、算数、理科、社会、音楽、図工、家庭
及び保健体育の各教科となっている。社会科副読本は小学3･4年生が社会の授業で学んでいく上での実践版と考
えられるものであり、また、道徳は教育課程で編成されるが、無償給与の対象とはなっていない。いずれも年間を通
して授業の中で使用する教材であることから、国の無償給与の対象となっていなくとも、教科書に準じるものとして設
置者である市が無償配布することは妥当である｡

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】B Ｂ

　授業の充実を図るための教材として、副読本を作成し
ているが、作成にあたっては、社会科副読本は教職員か
らなる研究委員会で十分協議している。今年度作成した
人権学習ハンドブックも同様である。副読本、道徳本とも
年間を通して常に授業で利用されている。

□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

　社会科副読本は小学校3･4年生の社会科で
常に使用されている状況にあることから、目標
値は学習指導要領で定められている年間の
標準授業時間数とする。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 補助教材作成事業

事業の成果を示す指標


