
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第   6  章）

（第   4  節）

（施策   5　）

【事業の計画・実績】

平成24年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00839 事務事業名 職員福利厚生事業 担当部署 総務部職員課 電話 727

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等  地方公務員法第４２条、北広島市職員福利厚生会設置規則第４条

事務事業開始年度 昭和５０年

個別計画等 　〃  終了予定年度

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

計画の実現に向けて

行財政運営・行革の推進

組織・職員の活性化

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 一般会計 補助単独区分 単独

２ 対　　象 　職員

３ 目的と内容
　職員の福利厚生及び教養文化事業を行っている職員福利厚生会に対し交付金を交付し、地方公務員法に定める
職員の福利厚生の一部を福利厚生会が行うことにより、福利厚生事業の円滑な実施、職員の士気高揚、職場の活性
化を促すとともに、公務能率の向上を図る。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
3
年
度
ま
で

北広島市職員福利厚生会に対し交付金を交付する。
■平成20年度　会員数：503名　交付金額　4,771千円
■平成21年度　会員数：494名　交付金額　4,463千円
■平成22年度　会員数：487名　交付金額　2,784千円
■平成23年度　会員数：482名　交付金額　2,784千円

2
4
年
度

北広島市職員福利厚生会に対し交付金を交付する。
■平成24年度　会員数：482名　交付金額　2,784千円

　北広島市職員福利厚生
会に対し交付金を交付
　交付金2,784千円

　北広島市職員福利厚生
会に対し交付金を交付
　交付金2,784千円

職員福利厚生会に対す
る交付金の交付

職員福利厚生会に対す
る交付金の交付

職員福利厚生会に対す
る交付金の交付

【評価結果・評価コメント】
（※ 平成24年度の計画については、年度当初の計画内容を、平成25・26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 平成24年度 平成25年度 平成26年度

計画 実績 ※計画 ※計画 ※計画

総合判定 平成２５年度に向けた具体的な方向性 評価区分

前 年 度
２次評価

現状継続  現状継続するが、事業内容などについては必要性などを常に検討すること。

「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
　職員の福利厚生のあり方・水準等については、常に使用者としての責任、市民感覚等社
会一般との適合性、民間企業や国・他の自治体との均衡、財政負担等を十分に考慮したも
のとする必要があり、毎年度継続的に検討していく。

２ 次 評 価 現状継続 現状継続とするが、事業内容などについては必要性などを常に検討すること。



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

（単位：千円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

道支出金

決算額、当初予算額又は推進計画額 2,784 2,784 2,784 2,784

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

地方債

その他特財

一般財源 2,784 2,784 2,784 2,784

 ① 合　計 2,784 2,784 2,784 2,784

9,000

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

人　件　費

② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10 0.10

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

総事業費①＋④ 3,684 3,684 3,684 3,684

指　　　　標　　　　名 単位 平成23年度 平成24年度

② 目標値

平成25年度 平成26年度

活
動
指
標

①事業参加人数・助成対象人数
(延べ人数)

目標値
人

627 627 627 627

実績値

実績値 431

実績値

③ 目標値

実績値

④ 目標値

5,776 5776

【職員福利厚生会事業費÷会員数】 実績値 5,776
成
果
指
標

職員福利厚生会会員1人当たり事業費 目標値
円

5,824 5,776

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２３年度における評価　（現状と課題）

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）

2

　 職員の福利厚生は地方公務員法の中で事業主の責務として
実施を義務付けられており、事業の必要性は高く、市の関与は
妥当である。
たただし、福利厚生事業の行うべき内容や水準は、時代ととも
に変化しており、適宜見直しをしていく必要がある。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

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

2

　福利厚生会の交付金事業は市からの交付金以外に会員の会
費等も財源としており、一定の受益者負担を行っている。
①レクリエーション事業は、全会員参加対象である。同好会へ
の助成については、改善の余地がある。

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

　 市が責務を負う職員の福利厚生について、その一部を福利
厚生会に委ねているのは、職員の厚生に関することについては
行政自身よりも職員間で企画・運営する方が有効かつ効率的な
実施が行えると考えている。

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

　交付金の目的は、職員の士気高揚、職場の活性化、公務能
率の向上等を図ることであるが、事業のこれらの成果を具体的
に検証することは困難であるものの、レクリエーションや同好会
活動の支援等により上記の目的達成に一定の効果があると考
えている。

【 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

【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。



％ ％ ％

％ ％ ％

 交付先団体等の
 活動目的

　地方公務員法第４２条(厚生制度)の規定により、本来事業主として市が行わなければならな
い｢職員の福利厚生事業」の実施を市に代わって実施する。

補助金･交付金名 職員福利厚生会交付金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市職員福利厚生会　理事長　石井潤一郎 設立年 昭和５０年度

 構成員(団体)数 481人 （24年3月末現在）

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 839 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

 交付先団体等の
 活動内容

　職員の健康増進や元気回復、生活支援、士気向上等を目的に、次の各分野で福利厚生事業を
実施している。
①旅行・研修事業　②体育・文化事業　③慶弔事業　　④永年勤続等に関する事業　　　⑤生
活に関する事業 他

事務局の状況
（23年度）

□補助団体にある ■市役所にある

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

補助金等の充当
状況（23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

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 2,784 2,784 2,784

会費 13,810 13,480 13,102

事業収入・会員負担金 3,134 3,237 2,997

基金等繰入金 5,079 3,814 661

その他 103 102 102

2,330 2,345

永年勤続等事業費 4,565 4,428 4,210

繰越金 3,174 4,253 2,172

収　入　合　計 （Ｂ） 28,084 27,670 21,818

その他事業費 1,991 2,217 2,290

事務局費 2,984 3,051 3,026

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

12 11 13

基金等繰出金 3,591 237 245

その他 775 337 2,656

支　　出

旅行・研修事業費 7,581 12,898 7,046

体育・文化事業費 2,344

支　出　合　計 （Ｃ） 23,831 25,498 21,818

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 4,253 2,172 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費(補助対象分)及
び運営費(事務局費の一

部)

事業費(補助対象分)及
び運営費(事務局費の一

部)

事業費(補助対象分)及
び運営費(事務局費の一

部)

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 3,162 3,285 3,086

補助・交付金の算出根拠
交付金算出式=職員年間給料総額×3.3/1000×調整率
※調整率=予算の範囲内で調整(H24=0.4451)

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 88 85 90


