
直通電話 72-3174 事業コード 403030401 1 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ１３ 終了年度 未定

なし

施策コード

3040104

7010101

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

4,224 4,318 5,493 5,330 4,939

#REF! #REF! #REF! 340

#REF! #REF! #REF! 214

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

9,165 9,404 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.60人 0.60人 0.60人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 53 49 68 未設定

実績値 10 12 24

達成率 18.9% 24.5% 35.3%

目標値 209 211 238 未設定

実績値 209 211 238

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

樋口　幸廣
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

課内№教育委員会生涯学習
部スポーツ・青少年課

担当部課
東　信也 森谷　栄直

１）
　事  　　業　　  名

不登校児童生徒適応指導事業
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

　不登校傾向にある児童生徒（怠学者を除く。以下同じ）が義務教育課程で求められる学力や社会適応能力を身
につけること。

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

　不登校傾向にある児童生徒が学校復帰又は社会適応できるようにする。

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

消耗品費など

指導員報酬

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

その他／その他／その他

電話料など

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか 　小中学校の不登校傾向にある児童生徒の「居場所」として、また、その保護者や相談所として、花川南出張所２

階に適応指導教室「ふらっとくらぶ」を週５日開設し、社会適応性を身につける指導や個別教科指導を行う。
　なお、学校長が認めた場合は、ふらっとくらぶへの通級日数を学校出席扱いにできる。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

　長期欠席者月末報告を元に学校訪問をし、担任などから該当児童生徒の生活状況等など実態の把握に努める
とともに、家庭訪問の実施により、保護者などから家庭での状況などを確認し、対象児童生徒に対する適切な支
援に努めた。

●事業の更なる充実を望む。「ひきこもり」になると改善までに要する時間は予測が立たず、早期に対応していく必
要性を感じる。●活動自体を知らなかったが、とても良いことなのできめ細かい活動をしていってほしい。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

　核家族化や少子化、情報化など、社会が急速に変化する中で人々の価値観の変化や家庭・地域社会でのふれ
あいの希薄さから、学校での友達関係や、授業についていけない、いじめなどを直接的な原因として、家庭に引き
こもる児童生徒が多くなってきている。同種の事業は札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市などで実施されている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 　事業実施時に必要に応じて市民や学生ボランティアの協力を得ている。

目標は、開設期間（４月初旬から３月末まで）のうち、Ｈ１
４、Ｈ１５は週４日、Ｈ１６は週５日で祝祭日、年末年始以
外で開設できる日数。

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）

目標は、不登校児童生徒のうち当該事業対象となる児
童生徒全てがふらっとくらぶに通級し、指導を受けるこ
と。

開設日数（日）

指導児童生徒数（人）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 10 12 24 未設定

実績値 9 8 21 目標レベル

達成率 90.0% 66.7% 87.5% ★★

最終目標 年度に

目標値 10 12 24 未設定

実績値 4 4 8 目標レベル

達成率 40.0% 33.3% 33.3% ★★

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

専門的知識を有している指導員が通級児童生徒の不登校分析をし、多数の児童生徒の学校復帰を図っており、
今後も完全復帰に向けての事業を推進する。

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

不登校の児童生徒は増加傾向にあるが、通級児童生徒に対する指
導の充実により、部分登校も含め一定の成果をあげている。しかしな
がら、不登校の原因がより複合化しており、個々の対応には長い時
間が必要なことから、教室指導、訪問指導へのスタッフ体制の充実
を図る必要がある。

上に
つい
ての
説明

【部長】より複雑化している不登校対策について、
体制の強化等が必要である。

不登校児童生徒に対し、一人ひとりの状況に応じ対応し
ているが、さらに保護者、学校、関係機関と連携し対応
し、より早期の対応が必要である。

●；最終評価

不登校児童生徒の状況は、より複雑化していることから保護者、学
校、関係機関と連携を図り、一人ひとりの状況にあわせ速やかに対
応することが必要である。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

長期欠席
者月末報
告書

通級児童生徒のうち、完全復帰した人数。目
標は、通級児童生徒全員が完全に学校復帰
すること。

長期欠席
者月末報
告書

学校復帰児童生徒数
（人）

完全学校復帰児童生
徒数（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

不登校の児童生徒のうち、ふらっとくらぶへの通級者は２４人となり、指導方針など一部保護者に理解を得られた
反面、通級に至っていない面もあり、不登校となる原因は個々に違いがあり、なおかつ、複合型であり、直ちに解
決できる問題でないことを考えると、この活動は着実に一定の効果を上げている。

【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

指導者が家庭訪問を通じ、カウンセラー、養護教諭、担任教諭など学校との連携を図り、個々のケースに合わせ
て対応し、一定の成果を上げている。

□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

不登校の児童生徒に対する事業は、教育機会の確保という観点からも大事な側面もあることから、行政が関与す
べき事業である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｃ

通級の児童生徒の学校復帰や社会的な自立に向けて
「ふらっとくらぶ」の指導員は、一人ひとりの状況に応じ、
きめ細かく指導し、効果を上げており、良好に実施され
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

通級児童生徒のうち、完全又は部分的に学
校復帰した人数。目標は、通級する児童生
徒全員が学校復帰すること。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 不登校児童生徒適応指導事業

事業の成果を示す指標


	詳細評価シート（不登校児童生徒適応指導事業） 

