
別紙 ３ 北広島市

(第

(第

(施策 ）

 【 費用の予定額 】

～

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点し、団
体等に対する補助金等は全項目について採点する。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいていること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であること
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれてい
ること

5
・経費の支出は、地方自治法、市契約規則等に則り、
適格に執行されている。

採点合計 40 点

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供す
ることのないもの

5
・補助金の交付により、幼稚園の遊具等の充実、教
諭の資質向上、障がい児の受け入れ等幅引く、充実
した幼稚園教育が実現しており効果が上がっている。

(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 5

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致している 5 就学前の幼児教育の必要性は社会が求めているも
のであり、幼稚園の遊具等の充実、教諭の資質向
上、障がい児の受け入れに関し補助金を交付するこ
とは妥当と考える。

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動
である

5

評　　　価

チェック項目 採点 選択理由、説明等

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるもの
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積極的
に奨励しようとするもの

5

・市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
　幼稚園経営の安定化、保護者の経済的負担の軽減
を図り、幼児教育の推進に大きく寄与している。

×３＝

15

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か □有　　　　□無

その他特財
一般財源 5,874 6,566 6,566

交付金額

国支出金
道支出金
地方債

合　計 5,874 6,566 0 6,566

（単位：千円）

区　　　　　　　分 22年度決算額 23年度予算額
24年度以降予定額

24 年度 毎年度

補助金等の概要
　幼稚園における教職員の資質向上のための研修、幼児教育に係る教材教具の整備、障がい児教育
に係る教材教具の整備、人件費等の経費に助成することで、幼児教育の振興や、幼稚園経営の安定
化、保護者の負担を軽減することを目的とする。

上位施策との関
連
（総合計画での
  位置付け）

章 　人と文化を育むまち 2 章）

節 　「生きる力」を育む学校教育の推進 1 節）

施策 　幼児教育の振興・充実 1

事務
区分

■自治事務 交付開始年度 根拠法
令等

北広島市私立幼稚園補助金交付要綱・北広島市補助金等
交付規則□法定受託事務 交付終了予定年度

平成２３年度補助金等評価調書（現行補助金用）
平成23年5月20日現在

整理
番号

203
補助金
等名

幼稚園振興補助金
担当
部署

教育部　教育総務課
電
話

内線885



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

広島天使幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-1 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 広島天使幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入
　障がい児教育補助金：障がい児補助教諭の報酬、障がい児用教材の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 644 782 811

園費 962 1,479 1,000

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,606 2,261 1,811

障がい児教育 624 1,004 630

支　　出

職員研修費 492 628 681

教材費 490 629 500

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

40 35 45

支　出　合　計 （Ｃ） 1,606 2,261 1,811

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,606 2,661

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 40 29 #DIV/0!



％ ％ ％
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【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

広島幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-2 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 広島幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入
　障がい児教育補助金：障がい児補助教諭の報酬、障がい児用教材の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 697 841 752

園費 352 1,263 350

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,049 2,104 1,102

障がい児教育 0 813

支　　出

職員研修費 112 292 202

教材費 937 999 900

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

66 40 68

支　出　合　計 （Ｃ） 1,049 2,104 1,102

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,049 2,104

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 66 40 #DIV/0!



％ ％ ％
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【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

広島大谷幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-3 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 広島大谷幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 625 644 695

園費 1,024 1,059 574

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,649 1,703 1,269

障がい児教育 0 0

支　　出

職員研修費 553 1,068 269

教材費 1,096 556 1,000

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

38 40 55

支　出　合　計 （Ｃ） 1,649 1,624 1,269

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 79 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,649 1,624

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 38 40 #DIV/0!



％ ％ ％
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【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

広島わかば幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-4 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 広島わかば幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 657 666 727

園費 885 1,204 800

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,542 1,870 1,527

障がい児教育 0 0 0

支　　出

職員研修費 674 1,329 977

教材費 868 541 550

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

43 36 48

支　出　合　計 （Ｃ） 1,542 1,870 1,527

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,542 1,870

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 43 36 #DIV/0!



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島かおり幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-5 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 北広島かおり幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入
　障がい児教育補助金：障がい児補助教諭の報酬、障がい児用教材の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 727 727 753

園費 1,317 1,271 1,300

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 2,044 1,998 2,053

障がい児教育 882 866 890

支　　出

職員研修費 401 397 433

教材費 761 735 730

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

36 36 37

支　出　合　計 （Ｃ） 2,044 1,998 2,053

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,998 1,998

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 36 36 #DIV/0!



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

大曲大谷幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-6 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 大曲大谷幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 795 858 924

園費 341 603 350

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,136 1,461 1,274

障がい児教育 0 0

支　　出

職員研修費 647 741 574

教材費 489 720 700

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

70 59 73

支　出　合　計 （Ｃ） 1,136 1,461 1,274

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,136 1,461

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 70 59 #DIV/0!



％ ％ ％
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【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

札幌自由の森幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-7 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 札幌自由の森幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 763 676 668

園費 103 45 100

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 866 721 768

障がい児教育 162 0 0

支　　出

職員研修費 213 404 468

教材費 491 317 300

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

88 94 87

支　出　合　計 （Ｃ） 866 721 768

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 866 721

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 88 94 #DIV/0!



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 幼稚園振興補助金

交付先の名称
及び代表者名

大地太陽幼稚園 設立年 ―

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 203-8 ＜継続用＞

事務局の状況
（22年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（22年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 大地太陽幼稚園 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の振興

 交付先団体等の
 活動内容

　研修費補助金:園長及び教諭を対象とした各種研修会の開催・参加
　教材費補助金：教材用消耗品や教材備品、管理備品の購入
　障がい児教育補助金：障がい児補助教諭の報酬、障がい児用教材の購入

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２１年度 (決算) ２２年度 (決算) ２３年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 668 680 814

園費 96 96 600

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 764 776 1,414

障がい児教育 0 0 480

支　　出

職員研修費 445 450 614

教材費 319 326 320

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

87 88 58

支　出　合　計 （Ｃ） 764 776 1,414

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

全項目 全項目 全項目

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 764 776

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 87 88 #DIV/0!



別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第

（第

（施策 ）

【事業の計画・実績】

【評価結果・評価コメント】

評価区分
総合判定 平成24年度に向けた具体的な方向性

（※ 平成23年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成24・25年度の計画については、推進計画の計画内容を記入してください。）

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

203 事務事業名 幼稚園振興事業

個別計画等〃  終了予定年度

ソフト事業

人と文化を育むまち

担当部署 教育部　教育総務課 電話 内線885

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 北広島市幼稚園補助金交付要綱

事務事業開始年度 平成１０年

継続

１ 総合計画体系

2 章）

新規継続区分

1 節） 「生きる力」を育む学校教育の推進

ソフト・ハード区分 単独一般 補助単独区分会計区分

３ 目的と内容
　幼児教育の振興と保護者の負担軽減を図るため、幼稚園教員に対する研修、幼児教育における教材教具、障がい
児教育における教材教具並びに人件費等の経費を助成する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

　教材費、職員研修・障害児教育に補助金を交付。

2
3
年
度

　教材費、職員研修・障害児教育に補助金を交付する。

1 幼児教育の振興・充実

２ 対　　象 　市内のi私立幼稚園

＊計画

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

計画 実績 ＊計画

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

＊計画

私立幼稚園の設置者に
対し、補助金を交付

私立幼稚園の設置者に
対し、補助金を交付
　○幼稚園に補助

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

私立幼稚園の設置者に
対し、教材費及び職員
研修などに助成

前 年 度
２次評価

― ―

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続 　近隣の市町村からすると、補助額が少ない旨申し出はあるが、現状のまま継続する。

２ 次 評 価 現状継続
　幼稚園の振興と保護者の負担軽減を図るため現状継続するが、補助金等交付基準に基
づく補助とする。



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

6,566決算額、当初予算額又は推進計画額 5,874 6,566 6,566

平成２５年度平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

5,874 6,566 6,566

道支出金

国支出金

その他特財

地方債

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

9,000

 ④ ＝②×③

総事業費①＋④ 6,054 6,746 6,746

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

6,566

 ① 合　計 5,874 6,566 6,566 6,566

一般財源

0.02 0.02

②教材費購入額 目標値 千
円

2,700 2,700

平成２４年度 平成２５年度

80

人　件　費

② 人　数（年間） 0.02 0.02

180 180 180 180

6,746

80 80 80

2,700 2,700

①研修会参加回数 目標値
回

75

実績値

実績値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

③障害児対象園

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　就学前の幼児教育の必要性は社会が求めているものであり、
幼稚園の遊具等の充実、教諭の資質向上、障がい児の受け入
れに関し補助金を交付することは妥当と考える。

【指標の定義（算式等）】 実績値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

成
果
指
標

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 □　法律の義務付けあり ■　法律の義務付けなし

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　幼稚園の遊具等の充実、教諭の資質向上、障がい児の受け
入れ等補助金を有効に活用している。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3 　補助金を交付する事業であり、効率的である

（単位：千円）

活
動
指
標

④ 目標値

8目標値
園

8 8

実績値 3

8

2,634

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

実績値

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

－ 受益者負担には馴染まない。

目標値


