
直通電話 64-0876 事業コード 403050102 1 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ４２ 終了年度 永続

施策コード

4030501

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

453,283 452,818 448,096 447,753 389,464

#REF! #REF! #REF! 58,558

#REF! #REF! #REF! 74

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

224,442 226,459 #REF! 233,217

#REF! #REF! #REF! 8,126

2.00人 2.00人 2.00人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 1,026,087 1,014,080 998,695

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値 242,156 239,322 235,683 233,950

実績値 236,594 234,689 233,215

達成率 97.7% 98.1% 99.0%

目標値 79,866 82,842 83,878 47,471

実績値 2,403 3,529 6,244

達成率 3.0% 4.3% 7.4%

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

樋口　幸廣

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
部学校給食センター

担当部課
渡辺　富士彦 新井　春生

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

１）事業の目的
→何のために

学校給食を通してバランスの取れた「食」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。

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

１　児童・生徒が成長に必要とする栄養のとれた給食を提供する。
２　学校と連携し児童・生徒の「食」についての正しい理解と望ましい習慣を養う。

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

要保護・準要保護児童生徒給食費

給食費

委託料

２）その他の間接経費　（千円）

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

改修事業費

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

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。
２　給食費(食材相当分）を徴収する。

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

給食費の収納率向上を図るため、主に徴収担当の主査職職員１名を配置した。

●経済的に餓死するような状況でないのであれば、未納というのは常識が外れている。給与から引きさるなど強制
徴収すべき。●食べ残しは、美味しくないから。●未納者の根絶指導を強化し、早期に完全回収をすること。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

栄養のバランスの取れた給食の提供、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。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 石狩市学校給食センター運営委員会において事業運営について意見を求めている。

※資料：決算統計

要保護・準要保護児童生徒給食費国庫補助金

目標値は調定額により設定

目標値は調定額により設定

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）

転入・転出などにより年間配食数は増減することから、目
標値は未設定

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）

年間配食数　（食）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 393,873 92,347 89,207 未設定

実績値 297,330 69,261 68,114 目標レベル

達成率 75.5% 75.0% 76.4% ★★★

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）

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

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

給食費の未納については、さらに収納率の向上に努めるとともに、
食べ残しについては、学校給食を通して児童生徒に対する食育を
図るために栄養教諭制度を創設するなど、副食摂取量の増加に向
けた新たな取り組みが必要である。

上に
つい
ての
説明

学校給食の収納率の向上のほか、効率的な調理
業務の実施に向け、学校給食センターの統合の
検討が必要。

課長評価を了承する。

●；最終評価

課長評価を了承する。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

全小中学
校からの
残菜量に
より確認

 副食摂取量　（Ｋｇ）

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

学校給食費の未納については好転しているが、まだ未納状況が解消されていない。

【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

学校給食は栄養のバランスのとれた給食の提供のみならず、「食」についての理解など、その役割が拡大してきて
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

文部科学省で決められて栄養価及び学校給食衛生管理基準に基づき学校給食を提供しているが、学校給食の
運営主体については、これらの基準を満たし、かつ効率的な運営ができるものであれば良い。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ Ｄ

学校給食費の収納率は向上したが、まだ未納状況は解
消されていない。また、食べ残しについても「食の指導」
等の取組みをしているが、改善されていない。

□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

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

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 学校給食事業

事業の成果を示す指標


	詳細評価（学校給食事業）

