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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

3060301

3060401

4030801

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５予算 金額（千円）

32,599 49,549 51,317 55,449 49,511

0 0 0 1,806

7,395 7,461 6,588

39,994 57,010 57,905 金額（千円）

32,365 44,761 46,311 11,594

585 806 828

0.90人 0.90人 0.80人

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 1,001 1,161 1,289

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 18.3 21.8 25.1

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15年8月15日

平成１４年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１４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№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

就学援助事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

　学校教育法第25条及び第40条により、経済的理由により就学困難な児童及び生徒の保護者を支援するため

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

　経済的に教育費の負担が大きくなっている低所得の家庭に対し援助を行うことにより、就学の円滑な実施を図ること
ができる。(経済的理由による就学困難者をなくす。）

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１４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

医療費

要保護及準要保護児童生徒援助費補助金

学用品費等

２）その他の間接経費　（千円）

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
低所得者福祉の推進／援護体制の充実

低所得者福祉の推進非保護低所得者世帯への対応

幼児教育、学校教育の充実／障害児教育の推進

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

　児童生徒の保護者の申請により、保護者の所得が生活保護基準の1.3倍以下であれば認定し、次の対象経費につ
いて援助する。　①学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費（6月末）　②校外活動費（3月末）　　③通学費
（10月及び3月）　→　口座振替による
④修学旅行費（実施月の翌月）　→　学校長を通じて支給する
⑤医療費（毎月）　→　医療券を交付する
⑥体育実技用具費（11月末）　→　スキー用具引換券を交付する
⑦学校給食費　　⑧日本体育・学校健康センター共済掛金　→　免除となっている

４）１４年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

特になし

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　景気の低迷から個人所得の減少が起きている中で、教育費の負担が大変となっている状況である。現在、当市の就
学援助の認定基準は、保護者等の所得が生活保護基準額の1.3倍以下としているが、道内各市の状況は、収入額を
基準額の1.1～1.3倍以下としているところが多い。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 なし

全児童生徒数のうち、就学援助を受けている児童生徒の
割合　　※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）

要保護・準用保護の認定を受けた保護者の児童生徒数
※事業の性格上、目標値は設定しない。

児童生徒就学援助費
支給率（％）

児童生徒就学援助費
支給者数（人）



事業名：
Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ 確認方法

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

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１６年度の方向性
事業内容

　当市の認定基準は、「生活保護基準の1.3倍以内の所得」であり、その助成額は国の補助基準額を基本としている。
しかし、認定基準が「保護基準額の1.1～1.3倍以内の収入」としている道内各市と比較すると、本市の認定児童生徒は
全体の25％と、5～10％程度高くなっている。このため、本市の認定基準等に問題がないか検討する必要がある。

７　平成１４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

　低所得者の教育的・福祉的負担軽減に必要な事業であるが、児童
生徒の4分の1が就学援助を受けている状況をみるとき、今後認定基
準の見直しなどが必要な時期に来ている。

上に
つい
ての
説明

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
認定基準の見直しに伴う予算額の減。

事業
規模

未設定

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

　この事業の事務の流れは、各学校を通して全児童生徒に、事業の概要と申請書の配付→教育委員会に申請書の提
出（3月上旬）→所得の確認→本人に審査結果の通知（5月末）　という流れとなっており、特に低所得者への周知は万
全である。結果、1,289人の児童生徒を持つ保護者を支援することができた。

【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

　有効性（効果）については、それを判断する客観的基準の設定が難しいため判断できないが、近年の経済状況の中
で「低所得者の教育費に対する負担を軽減し、円滑な就学をできるようにする」という目的は、果たしていると考える。な
お、必要性については、認定者の実績から市民から必要とされている。

□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

　この事業は、学校教育法等に基づき、国の補助金を受けながらの事業であり、市が全面的に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】D D

　今日、保護者にとって、子どもの教育費が大きな負担と
なっており、義務教育を円滑に推進する上で、特に低所
得者の負担軽減が必要であり、この事業はその軽減に大
きく寄与している。しかしながら、認定基準の見直しを検討
する時期にもきていると考える。

□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

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 就学援助事業

事業の成果を示す指標


