
直通電話 ７２－３１７３ 事業コード 403010101 13 作 成 日
担 当 者 担 当 課 長 担 当 部 長

開始年度 Ｓ５６ 終了年度 未定

施策コード

4030101

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

300 300 300 270 300

0 0 0

747 742 763

1,047 1,042 1,063 金額（千円）

1,047 1,042 1,063

19 19 19

0.09人 0.09人 0.09人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 3 3 3 6

実績値 3 3 3

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値 24 24 24 30

実績値 21 21 14

達成率 87.5% 87.5% 58.3%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

隔年で３園ずつ６園で実施。Ｈ１６は６園全園で実施予定。

家庭教育学級開催延
時間（日）

家庭教育学級開設園
数（園）

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）

実施は３園で８日ずつ２４日間、各園からの報告を受取る。
H１６年度設定　５（日間）×６（幼稚園）＝３０日間

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 市内幼稚園３園が家庭教育学級を開設し、幼児を持つ親等を対象に、学習通して家庭教育に必要な知識・技術を身

につけるためつぎの事業を実施する幼稚園に補助金の一部を交付する。
・子育てに関する講義や親子遊びの体験など

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

当該幼稚園の保護者に留まらず、地域住民へも参加を呼びかけた。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　近年の核家族化等・社会環境の著しい変化の中で、家庭教育機能も変化している今日、自治体における家庭教育
推進の重要性が大きくなっている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 実施幼稚園の父母等が企画立案に参加している。

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

交付金

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

家庭教育学級開設事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

学習を通して家庭教育に必要な知識・技術を身につけ、子供の健全育成に寄与する。

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
幼児教育、学校教育の充実／家庭の育成機能の強化／親の学習機会の拡充

課内№生涯学習部社会教育
課

担当部課
福田　弘美 桑島　朋子

３）個別計画での位
置付け

石狩市教育プラン・基本計画　４　（２） / 石狩生涯学習推進基本構想[重点施策]（４）子育て支援ネットーワークの整
備

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

　幼児を持つ親等が家庭教育に必要な知識や技術を身につけること。

１　事業のアウトライン

樋口　幸廣
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 1,795 1,511 1,280 1,800

実績値 1,684 1,426 1,368 目標レベル

達成率 93.8% 94.4% 106.9% ★★

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） Ｄ

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 家庭教育学級開設事業

事業の成果を示す指標

目標値は園児の保護者数による延べ人数

□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

生涯学習振興のための体制づくりにあっても、家庭教育支援は取り組むべき重点分野であり、市の関与は妥当であ
る。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ Ｄ

子育てをするには安全で安定した家庭環境が必要であ
り、そのための智恵や技術を学ぶ機会を広く提供するた
めには、幼稚園３園だけでなく早急に対策を講じる必要が
ある。

【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

社会教育法の改正（Ｈ１３）において家庭教育支援は取り組むべき重点施策であり、近年の社会情勢などを考えるとき
有効かつ必要な事業であると言える。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

Ｈ１３年度から３園ずつ順に開催してきており、一定の成果をあげている。家庭教育の対象はその父母だけとは言い
切れず、幼稚園での開催が最も適しているか検討する。

【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　

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

家庭教育学級参加延
人数（人）

事業
規模

完了報告
書

幼稚園は６園全園で実施し、さらに地域で支える子育ての実現を目
指して社会教育施設での講座開設など、拡大と充実をはかる。

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

家庭教育は、すべての教育の出発点であり、本事業の拡大が求めら
れていることから、教育機関や各種講座の開催も含め事業全体を検
討する。

担当課長
評価

最終評価
学習機会の拡充をめざす。

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

３園ずつ連続的に家庭教育学級を開催してもらったが、幼児を持つ親等を全て幼稚園で把握できるものではなく、よ
り広範に展開できる事業内容にすべきと考える。

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


