
事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【    6149】

待機児童解消対策事業 子ども育成課　給付係

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

01 子育て環境の充実 (１) 未就学期児童への支援

平成26年度 ― 継続 補助 事業補助

保育が必要な児童のうち入所出来ない児童（待機児童）

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 保育を必要とする児童 人 1,299 1,379 1,541 1,721

対象指標２

保育の提供体制を確保するため、国の進める「子育て安心プラン」に参加し、施設整備を支援する。また、保育の質を
維持・向上するため、保育従事者の養成等の人材確保を行うことで、「えべつ・安心子育てプラン」の具体化を図る。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 保育施設の利用定員数 人 1,220 1,349 1,534 1,689

活動指標２

提供体制の拡充や保育の質の維持・向上を図ることにより、待機児童が解消され、安心して子どもを預け働くことがで
きるような環境づくりと子育て支援の充実を図る。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 待機児童数（4月1日現在） 人 105 82 96 80

成果指標２

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

156,909 235,864 323,903 2,859

4,986 7,618 11,583 5,831

161,895 243,482 335,486 8,690

・企業主導型保育事業誘致促進
・保育従事者の養成等の人材確保
・旧白樺保育園施設維持管理経費

・企業主導型保育事業誘致促進　　 　75千円
・保育従事者の養成等　　　　　　　784千円
・旧白樺保育園施設維持管理経費　2,000千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

義務的経費である地域型保育事業所の給付費を教育・保育施設等給付事業に移管

見直し
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【    6209】

小中学校外国語教育支援事業 学校教育課　学校教育係

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

02 子どもの教育の充実 (２) 教育内容の充実

平成28年度 ― 継続 単独

市内公立小・中学校の児童生徒

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 市内公立小中学校の児童生徒数 人 8,811 8,726 8,606 8,570

対象指標２

市内公立小中学校に、外国語の授業を支援する外国語指導助手（１０名）を派遣する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 外国語指導助手が入った授業の年間時数 時数 5,607 5,444 6,200 6,200

活動指標２

諸外国の生活や文化等について理解を深め、児童生徒のコミュニケーションに関する関心を高める。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 外国の人とコミュニケーションをとってみたいと考える児童生徒の割合 ％ 61 64 65 70

成果指標２

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

27,944 27,443 34,754 34,929

6,903 6,856 6,950 6,998

34,847 34,299 41,704 41,927

・外国語の授業において、複数の教員が役割を分担し
協力し合いながら指導する「ティーム・ティーチング
」などの学習支援を行う。
・長期休業中（夏季及び冬季）における外国語活動の
実施。

外国語指導助手報酬33,300千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

維持
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【     864】

小中学校学習サポート事業 学校教育課　学校教育係

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

02 子どもの教育の充実 (２) 教育内容の充実

平成21年度 ― 継続 補助

市内公立小中学校の児童生徒

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 市内公立小中学校の児童生徒数 人 8,811 8,726 8,606 8,570

対象指標２

放課後の学習支援や、複数の教員が役割を分担し協力し合いながら指導する「ティーム・ティーチング」などの学校支
援を行う学習サポート教員（教員資格者）や、書写やミシンなど、教科指導以外での学校支援を行う学校支援地域ボラ
ンティアを募集し、市内小中学校（全２５校）に派遣する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 学習サポート教員の登録人数 人 38 38 37 37

活動指標２ 学校支援地域ボランティアの登録人数 人 73 72 53 53

学校における、多様な学習機会を提供する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 学習サポート教員の年間派遣回数 回 3,627 3,625 3,470 3,470

成果指標２ 学校支援地域ボランティアの年間派遣回数 回 384 431 537 451

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

9,243 9,282 8,939 8,939

3,835 3,809 3,861 3,888

13,078 13,091 12,800 12,827

・市内小中学校の全校に学習サポート教員及び学校支
援地域ボランティアを派遣する。
・一校あたり学習サポート教員を平均139回、学校支
援ボランティアを平均18回派遣する。

・学習サポート教員派遣経費　6,967千円
・コーディネーター報酬等　　1,972千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

維持
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【    1004】

スクールソーシャルワーカー事業 教育支援課　主査（教育支援）

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

02 子どもの教育の充実 (２) 教育内容の充実

平成23年度 ― 継続 補助

・児童生徒、保護者及び教育関係者

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 小中学校児童生徒数 人 8,811 8,726 8,606 8,570

対象指標２

・問題を抱える児童生徒の置かれている環境への働きかけ
・学校や関係機関との連携や調整
・保護者や学校等に向けて、予防的な情報提供、相談支援

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ スクールソーシャルワーカー配置人数 人 2 2 3 3

活動指標２ 延べ相談支援件数 件 845 1,201 1,320 1,320

・児童生徒、保護者の抱える問題が解決される。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 支援ケース件数 件 104 99 125 125

成果指標２

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

4,460 4,500 6,868 6,833

1,534 1,524 1,544 1,555

5,994 6,024 8,412 8,388

スクールソーシャルワーカーが、教育分野に関する知
識に加え、社会福祉等の専門的な知識や経験を用いて
、問題を抱える児童生徒に対して相談支援を行う

スクールソーシャルワーカー報酬：6,729千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

維持
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【    6278】

医療的ケア児支援事業 教育支援課　主査（教育支援）

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

02 子どもの教育の充実 (２) 教育内容の充実

平成31年度 ― 新規 単独

小中学校において医療的ケアの対象となる児童生徒

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 小中学校において医療的ケアの対象となる児童生徒 人 0 0 0 0

対象指標２

学校に看護師を配置し、医療的ケアを必要とする児童生徒への支援を行う。また、医療的ケア運営協議会において実施
に関する協議を行い、支援に当たっては安全かつ適正に医療的ケアを実施する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 学校看護師数 人 0 0 0 3

活動指標２

医療的ケアを必要とする児童生徒が小中学校に就学できる実施体制の充実を図る。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 学校において医療的ケアを実施した人数 人 0 0 0 0

成果指標２ 学校における医療的ケア児の受入れ可能人数 人 0 0 0 2

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

0 0 0 811

0 0 0 24,103

0 0 0 24,914

・学校看護師の配置
・医療的ケア運営協議会の運営

・医療的ケア運営協議会委員への謝礼：346千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

　全国的に医療的ケア児が増加する傾向の中、小中学校における医療的ケア児への対
応が求められている。江別市においても、学校に看護師を配置し、医療的ケアを必要
とする児童生徒への支援を行う。新規
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【     161】

放課後児童クラブ運営事業 子育て支援課　子ども家庭係

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

01 子育て環境の充実 (３) 学齢期児童への支援

平成29年度 ― 新規 補助

公設民営で設置している放課後児童クラブがある小学校の児童

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 公設民営の放課後児童クラブがある小学校の児童数（5月1日） 人 0 457 457 449

対象指標２

放課後に親子共々安心できる「毎日の生活の場」を提供するため、放課後児童クラブを公設民営で設置する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 開設日数 日 0 293 292 291

活動指標２

留守家庭児童の放課後の生活の場を確保し、健全育成を図る。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 公設民営の放課後児童クラブに登録のある児童数（5月1日） 人 0 64 64 64

成果指標２

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

0 14,756 14,817 14,974

0 1,524 1,544 1,555

0 16,280 16,361 16,529

公設民営で設置している放課後児童クラブの運営 運営業務に係る委託料　14,484千円
光熱水費　　　　　　　 　283千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

維持
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【     160】

放課後児童クラブ運営費補助金 子育て支援課　子ども家庭係

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

01 子育て環境の充実 (３) 学齢期児童への支援

昭和58年度 ― 継続 補助 事業補助

民間放課後児童クラブ

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 民間放課後児童クラブの数 箇所 17 16 17 18

対象指標２

・放課後に親子共々安心できる「毎日の生活の場」を提供するために設置運営される民間放課後児童クラブに
　対し運営費を補助する。
・「江別市民間放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱」に基づき、利用児童数、開設日数、開設時間等に応じ、
　補助する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 補助金額 千円 83,327 83,432 97,329 114,669

活動指標２

民間開設の放課後児童クラブが安定した経営を維持することで、留守家庭児童の放課後の生活の場を確保し、健全育成
を図る。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 民間放課後児童クラブに入会した児童数 人 618 541 562 636

成果指標２

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

83,327 83,432 107,418 114,669

4,602 4,190 4,247 5,054

87,929 87,622 111,665 119,723

民間開設団体に対する運営費及び施設整備等補助金 運営費補助金　　　　112,669千円
施設整備等補助金　　　2,000千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

待機児童の発生が見込まれる小学校区において、新たな民間放課後児童クラブの設置
促進等を図るため、民家・アパート等施設の改修等に必要な費用を補助する。

見直し
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事務事業評価表【改革版】

事業名：

政  策

取 組 の
基本方針

戦　略

具体的施策

開始年度

事業費の推移

事業内容（主なもの） 費用内訳（主なもの）

事 業 費 (A) 千円

対象（誰、何に対して事業を行うのか）

終了年度 補助金

正職員人件費 (B)

総 事 業 費 (A+B)

千円

千円

区分1 区分2

指標名 単位

手段（事務事業の内容、やり方）

指標名 単位

意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

指標名 単位

単位

改善方向性選択理由（維持以外は記載）

実績見込み

実績見込み

平成31年度 【     159】

児童館地域交流推進事業 子育て支援課　子ども家庭係

06 子育て・教育 ２ 安心して子どもを産み育てることができるまちづくり

01 子育て環境の充実 (３) 学齢期児童への支援

昭和46年度 ― 継続 補助

市内小中学生及び高校生

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

対象指標１ 市内小中学生及び高校生の数（5月1日） 人 13,494 13,402 13,402 13,254

対象指標２

地域の大人との指導・交流を通して、遊び、行事、イベントなどの活動を実施する。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

活動指標１ 年間開館日数 日 293 293 292 291

活動指標２ 延べイベントメニュー数 件 233 234 210 210

児童の協調性、自主性、可能性を引き出すことで、放課後における児童の健全育成が図られる。

30年度28年度実績 29年度実績 31年度予算

成果指標１ 対象者１人当たりの年平均利用日数 日 2.5 3.1 3.1 3.1

成果指標２ 行事・イベントに参加するボランティアの人数 人 82 55 70 70

28年度実績 29年度実績 30年度予算 31年度予算

52,792 55,132 54,600 56,847

3,835 3,809 3,861 4,665

56,627 58,941 58,461 61,512

児童センター（市内７か所）の開設
開設日　　月曜日から土曜日（祝日を除く）
開設時間　午前９時から午後５時
　　　　　（土曜日及び学校休業日）
　　　　　午前１１時から午後５時
　　　　　（土曜日及び学校休業日以外の日）

非常勤職員報酬　45,238千円
燃料費　　　　　   853千円
光熱水費　　　　 1,974千円
修繕費　　　　　   493千円
委託料　　　　　 4,674千円

31年度

31年度への改善方向性(2月時点)

森の子児童クラブ（文京台小学校区）の定員を20名から40名に拡大する。

見直し
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