
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第   1  章）

（第   2  節）

（施策   1　）

【事業の計画・実績】

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 　現状継続とするが、補助金交付基準に基づく補助とすること。

「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 　社会福祉、更生保護の推進は重要であり、各団体の活動を支援するため継続する。

２ 次 評 価 現状継続 現状継続とする。（補助要綱については、整備済み）

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

（１）北広島市社会福祉協
議会補助金　46,179千円
（２）民生委員児童委員連
絡協議会補助金　12,290千
円
（３）恵庭地区保護司会北
広島分区補助金　803千円
（４）北広島市遺族会補助
金　263千円

社会福祉等団体の事業
等に対する助成

社会福祉等団体の事業
等に対する助成

社会福祉等団体の事業
等に対する助成

【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

２ 対　　象
社会福祉法人北広島市社会福祉協議会・北広島市民生委員児童委員連絡協議会・恵庭地区保護司会北広島分区・
北広島市遺族会

３ 目的と内容

  社会福祉増進のため各種団体へ補助金・交付金を交付する。
（１）地域福祉の増進を図る。（社会福祉法人北広島市社会福祉協議会交付金）
（２）民生委員児童委員の資質の向上や活動強化を図る。（北広島市民生委員児童委員連絡協議会交付金）
（３）犯罪者の更生援護、犯罪予防のための啓発などの実施。（恵庭地区保護司会北広島分区交付金）
（４）援護施策の情報提供、研修、戦没者追悼慰霊祭開催。（北広島市遺族会補助金）

４ 実施内容
　（手　　段）

2
3
年
度
ま
で

  補助金の交付
（１）北広島市社会福祉協議会補助金（人件費、手話通訳者育成事業、ボランティア活動推進事業、療育キャンプ事
業、小地域ネットワーク推進事業、道社協負担金分、ＰＣ維持管理費）
（２）北広島市民生委員児童委員連絡協議会補助金（活動費、地区民協活動推進費、会長会議旅費、事業費）
（３）恵庭地区保護司会北広島分区補助金（活動費、研修費、恵庭地区保護司会負担金）
（４）北広島市遺族会補助金(活動費、連合遺族会負担金、慰霊祭）

2
4
年
度

  補助金・交付金の交付
（１）社会福祉法人北広島市社会福祉協議会交付金（人件費、手話通訳者育成事業、ボランティアセンター事業、療
育キャンプ事業、地域福祉推進事業、道社協負担金分、ＰＣ維持管理費）
（２）北広島市民生委員児童委員連絡協議会交付金（活動費、地区民協活動推進費、会長会議旅費、事業費）
（３）恵庭地区保護司会北広島分区交付金（活動費、研修費、恵庭地区保護司会負担金）
（４）北広島市遺族会補助金(活動費、連合遺族会負担金、慰霊祭）

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

支えあい健やかに暮らせるまち

地域福祉の推進

地域福祉推進体制の充実

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 補助

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等
北広島市社会福祉法人の助成に関する条例、北広島市社会福祉施設運営費補助要
綱、北広島市補助金等交付規則

事務事業開始年度 昭和３０年

個別計画等 　〃  終了予定年度

平成24年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00040 事務事業名 社会福祉等団体活動支援事業 担当部署 保健福祉部　福祉課 電話 800



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

【 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。

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

3

  研修は自己負担を設けており適切である。また、少子高齢化
の進展により、近隣との人間関係が希薄になる等、社会変化に
対応した福祉ニーズに対応するため、多くの市民との関わりを
もっている。

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
  各団体は、本市の福祉等の向上に寄与しており、成果目標は
ある程度達成されていることから、実施方法は有効である。

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
  社会福祉、更生保護を推進する各団体は、地域で様々な活動
を行っており、効率的な方法で実施している。

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）

3

  社会福祉、更生保護を推進するため、北広島市社会福祉協議
会等の各団体が、それぞれの役割を担って取り組んでおり、事
業の目的、効果が明確である。また、各団体と関係行政機関と
が協力して事業に関わっており、行政の関与は妥当である。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値
成
果
指
標

目標値

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

③ 目標値

実績値

④ 目標値

実績値

② 目標値

平成25年度 平成26年度

活
動
指
標

①別紙参照 目標値

実績値

実績値

総事業費①＋④ 61,335 65,498 68,612 65,498

指　　　　標　　　　名 単位 平成23年度 平成24年度

9,000

 ④ ＝②×③ 1,800 1,800 1,800 1,800

人　件　費

② 人　数（年間） 0.20 0.20 0.20 0.20

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

一般財源 51,582 51,986 55,100 55,745

 ① 合　計 59,535 63,698 66,812 63,698

0 0 0 0

その他特財 0 3,759 3,759

（単位：千円）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

0 0

道支出金 7,953 7,953 7,953 7,953

決算額、当初予算額又は推進計画額 59,535 63,698 66,812 63,698

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 0 0

地方債



【評価指標】

①

②

③

④

⑤

評　　価　　指　　標　　別　　表

計画事
業番号

40 事務事業名 社会福祉等団体活動支援事業 担当部署 保健福祉部 福祉課 電話 内線800

②社会福祉協議会による地域
福祉推進事業参加者

目標値
人

850 850 850

平成26年度

活
動
指
標

①社会福祉協議会による在宅
福祉サービス利用者

目標値
人

710 720 720 720

実績値

指　　　　標　　　　名 単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度

850

実績値 649

694

110

実績値 54

③社会福祉協議会による資金
貸付・心配ごと相談利用者

目標値
人

100 110 110

2,400

実績値 2,261

④社会福祉協議会によるボランティ
アセンター活動事業参加者

目標値
人

2,300 2,400 2,400

15

実績値 10

⑤遺族会の総会参加者 目標値
人

15 15 15

25

実績値 21

⑥遺族会会員の慰霊祭参加者 目標値
人

25 25 25

50

実績値 41

⑦遺族会の会報配付数（会員
数）

目標値
件

50 50 50

15

実績値 15

⑧保護司の人数 目標値
人

15 15 15

50

実績値 47

⑨保護司会の研修会延べ参加
者数

目標値
人

50 50 50

13

実績値 13

⑩保護司会の視察研修参加者
数

目標値
人

13 13 13

126

実績値 111

⑪民生委員児童委員数 目標値
人

126 126 126

150

実績値 148

⑫道民児連主催研修会への民
生委員児童委員参加者数

目標値
人

150 150 150

18,500

実績値 17,886

⑬民生委員児童委員の年間活
動延べ日数

目標値
日

18,500 18,500 18,500

3,600

実績値 3,475

⑭民生委員児童委員の年間相
談延べ件数

目標値
件

3,600 3,600 3,600

12,335 12,335

補助金額÷総利用者数 実績値 12,624

成
果
指
標

社会福祉協議会事業の利用者、
参加者一人当たりの事業費

目標値
円

12,349 12,335

遺族会会員一人あたり補助金 目標値
円

5,640 5,700 5,700 5,700

補助金額÷会員数 実績値 6,425

53,500

補助金額÷保護司数 実績値 53,500

保護司会会員一人あたり補助
金

目標値
円

53,500 53,500 53,500

147

年間活動日数÷委員数 実績値 161

民生委員児童委員年間一人
当たり活動日数

目標値
日

147 147 147

29

年間相談日数÷委員数 実績値 31

民生委員児童委員年間一人
当たり相談件数

目標値
件

29 29 29

実績値

目標値

実績値

目標値



％ ％ ％

％ ％ ％

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 40-1 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 社会福祉法人北広島市社会福祉協議会補助金

交付先の名称
及び代表者名

社会福祉法人北広島市社会福祉協議会　会長　川島　光行 設立年 昭和３０年

 構成員(団体)数 （24年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市内における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関
する活動の活性化により、地域福祉の増進を図る｡

 交付先団体等の
 活動内容

・社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
・社会福祉に関する活動への住民参加のための援助
・社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
・保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業の連絡
・共同募金事業への協力　・ボランティア活動の振興　・生活福祉資金貸付事業

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

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

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

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） 43,887 46,178 50,327

寄付金・共同募金配分収入 5,069 3,951 7,778

会費 5,104 5,440 5,420

受託金収入 18,779 20,748 22,294

事業収入 6,707 6,248 7,580

その他収入 1,537 1,644 1,524

繰越金 2,280 1,374 1,289

収　入　合　計 （Ｂ） 83,363 85,583 96,212

支　　出

人件費 39,008 41,542 45,303

事務費 5,668 5,862 5,998

事業費 29,194 28,714 37,738

助成金 6,069 7,319 5,691

その他 2,050 857 1,482

支　出　合　計 （Ｃ） 81,989 84,294 96,212

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 1,374 1,289 0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

54 55 52

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

人件費・事業費 人件費・事業費 人件費・事業費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 68,202 56,835 59,976

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 64 81 84

補助・交付金の算出根拠 人件費全額・事業費定額



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠
・活動費　定数1人あたり58,200円　・事業費　定額

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 13,431 12,368 12,650

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 99 99 97

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

99 99 97

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

「その他」を除く
経費

「その他」を除く
経費

「その他」を除く
経費

支　出　合　計 （Ｃ） 13,453 12,368 12,680

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 216 264 0

支　　出

地区協議会助成金 11,335 10,302 10,427

旅費 525 456 555

負担金 1,321

その他 22 0 30

1,339 1,380

需用費・役務費 250 265 270

借上料 0 6 18

繰越金 226 216 264

収　入　合　計 （Ｂ） 13,669 12,632 12,680

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 13,320 12,290 12,290

会費 122 126 126

雑収入 1 0 0

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

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２２年度 (決算) ２３年度 (決算) ２４年度 (予算)

平成９年

 構成員(団体)数 １１１名 （24年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市内3地区(東部・西の里、大曲・西部、北広島団地)の地区民生委員児童委員協議会間の連携を
図り、社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に寄与することを目的としている｡

 交付先団体等の
 活動内容

　・地区民生委員児童委員協議会との連絡調整
　・主任児童委員連絡会議の開催
　・各種研修会、講座への参加
　・地区民生委員児童委員協議会への助成

事務局の状況
（23年度）

■補助団体にある □市役所にある

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 40-2 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市民生委員児童委員連絡協議会補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市民生委員児童委員連絡協議会　会長　伊藤正秀 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 40-3 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 恵庭地区保護司会北広島分区補助金

交付先の名称
及び代表者名

恵庭地区保護司会北広島分区　分区長　青山榮次 設立年 昭和４８年

 構成員(団体)数 １５名 （24年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

犯罪者の更生を援護するとともに、犯罪予防のための啓発活動を実施し、地域社会の公共の福
祉に寄与することを目的としている｡

 交付先団体等の
 活動内容

【保護司会の活動】
　・更生保護の推進と犯罪予防の啓発
　・研修実施による保護司資質の向上
　・保護司相互の連絡調整

事務局の状況
（23年度）

□補助団体にある ■市役所にある

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

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

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） 802 802 802

恵庭地区社明運動補助金 150 150 150

賛助会費交付金 215 196 200

負担金 596 52 60

雑収入 0 0 1

繰越金 74 18 100

収　入　合　計 （Ｂ） 1,837 1,218 1,313

77 90

負担金 150 150 150

事業費 114 68 129

需用費・役務費 15 21 40

その他 59 0 10

支　出　合　計 （Ｃ） 1,819 1,118 1,313

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 18 100 0

支　　出

活動費 630 581 574

研修費（視察研修） 761 221 320

旅費 90

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

44 72 61

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

「その他」を除く
経費

「その他」を除く
経費

「その他」を除く
経費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 1,760 1,118 1,303

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 46 72 62

補助・交付金の算出根拠
活動費・研修費　１人48,500円
恵庭地区保護司会負担金　１人　10,000円×1/2
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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 40-4 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 北広島市遺族会補助金

交付先の名称
及び代表者名

北広島市遺族会　会長　堀田峰生 設立年 昭和２１年

 構成員(団体)数 ４１名 （24年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

・戦没者の慰霊活動を行う。
・戦没者遺族の援護施策に対する情報の伝達及び研修などを行う。

 交付先団体等の
 活動内容

・北海道連合遺族会などが開催する研修会へ参加する。
・遺族会報の配付(戦傷病者遺族等援護法の改正などの情報伝達)を行う。
・北広島市戦没者追悼慰霊祭を市との共同で開催する。

事務局の状況
（23年度）

□補助団体にある ■市役所にある

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

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

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） 269 263 275

会費 90 74 82

研修負担金 38 35 50

雑収入 19 18 51

繰越金 23 27 8

収　入　合　計 （Ｂ） 439 417 466

258 270

需用費・役務費 10 17 20

使用料 20

その他 10 5 15

支　出　合　計 （Ｃ） 412 409 466

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 27 8 0

支　　出

旅費 70 73 88

負担金 62 56 53

事業費 260

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

65 64 59

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

その他及び飲食に
係る分を除く経費

その他及び飲食に
係る分を除く経費

その他及び飲食に
係る分を除く経費

補助・交付金の算出根拠
活動費　850円×会員数　石狩地区連合遺族会負担金　1,000円×1/2×会員数
慰霊祭事業　220,000円

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 364 369 401

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 74 71 69



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
  会計処理や監査など適正であり、また、目的に沿っ
た活動が進められている。

採点合計 38 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

4   民生委員児童委員活動に要する処遇能力向上のた
め研修会を開催し、訪問活動・相談に対応しており、
有効な方法であると考える。また、補助についても、活
動に要する経費の実費支給などであり、適切である。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

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
　制度改正等により福祉サービスの内容が複雑化して
いるなか、地域福祉の中核である民生委員児童委員
の役割はますます重要となってきており、また、市の
福祉施策へ協力する役割も担っており、補助は妥当で
ある。

(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

　厚生労働大臣が委嘱する民生委員児童委員は、市
をはじめ関係行政機関と協力し、地域福祉の中心的
役割を担っており、市民の福祉増進に寄与している。

×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 4,337 4,337 7,451 4,337

交付金額

国支出金 .
道支出金 7,953 7,953 7,953 7,953
地方債

合　計 12,290 12,290 15,404 12,290

（単位：千円）

区　　　　　　　分 ２３年度決算額 ２４年度予算額
２５年度以降予定額

25 25 年度 毎年度

補助金等の概要
  民生委員児童委員は地域住民の身近なところで、生活困窮者・高齢者・障がい者・児童に
対する福祉など多岐にわたる相談・援助の業務を行っている｡地域住民の困りごとに対処して
いる民生委員児童委員の資質向上や活動強化のために、連絡協議会に交付金を交付する｡

上位施策との関連
（総合計画での
  位置付け）

章 支えあい健やかに暮らせるまち 1 章）

節 地域福祉の推進 2 節）

施策 地域福祉推進体制の充実 1

事務
区分

■自治事務 交付開始年度 昭和２３年 根　拠
法令等□法定受託事

務
交付終了予定年度

平成２４年度補助金等評価調書（現行補助金用）
平成24年4月27日現在

計画事
業番号

40
補助金
等名

北広島市民生委員児童委員連絡協議会補助
金

作成
部署

保健福祉部福祉課
電
話

800


