
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第   1  章）

（第   3  節）

（施策   1　）

【事業の計画・実績】 ※平成27年度欄は推進計画が未策定なので、空欄にしております。

平成25年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00056 事務事業名 私立認可保育園運営費支援事業 担当部署
保健福祉部
児童家庭課

電話 801

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

事務事業開始年度 平成１０年

個別計画等 特になし〃  終了予定年度

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

子育て支援の充実

子育て環境の充実

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

２ 対　　象 　私立認可保育園６園（西の里きらきら・はだかんぼ・大曲いちい・大地太陽森の家・大曲はだかんぼ・大谷むつみ）

３ 目的と内容
　私立認可保育園の安定経営を支援し児童の良好な保育環境を確保するため、私立認可保育園に国の特別保育事
業に対する補助及び市単独の補助をする。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
4
年
度
ま
で

　○国・道補助事業項目～一時預かり事業・保育所地域活動・地域子育て支援センター事業・延長保育事業
　○市単独補助項目～保育士加配人件費・児童用傷害保険料補助・牛乳購入費補助・園児減少運営費補助・障がい
児保育人件費補助・調理業務経費補助・職員駐車場用地借上補助

2
5
年
度

同上を継続

私立認可保育園６園に国の
特別保育事業補助及び市
単独を実施
当初予算額　85,567,000円

私立認可保育園６園に国の
特別保育事業補助及び市
単独を実施
精算額　82,472,000円

私立認可保育園６園に国
の特別保育事業補助及
び市単独を実施
当初予算額　83,005,000
円

国の特別保育事業補
助、道補助金による延長
保育及び市単独の補助
を実施

【評価結果・評価コメント】

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

計画 実績 計画 計画 ※計画

総合判定 平成２６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、今後、この事業を継続していくことについての妥当性や必要性につい
て、検証する必要がある。

「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
私立保育園の安定経営には不可欠であり、国の新システムが構築されるまでは現状維持
が妥当。

２ 次 評 価 現状継続 現状継続とする。市単独補助の内容については、常に検証すること。



【事業費の推移】 ※平成27年度欄は推進計画が未策定なので、空欄にしております。

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

（単位：千円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 ※平成27年度

8,440

道支出金 19,632 19,610 19,610

決算額、当初予算額又は推進計画額 82,472 83,005 85,567 0

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 8,180 8,180

地方債 0

その他特財 0

一般財源 54,660 55,215 57,517

 ① 合　計 82,472 83,005 85,567 0

9,000

 ④ ＝②×③ 1,350 1,350 1,350 0

人　件　費

② 人　数（年間） 0.15 0.15 0.15

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

総事業費①＋④ 83,822 84,355 86,917 0

指　　　　標　　　　名 単位 平成24年度 平成25年度

②障がい児保育対象者数 目標値
人

5 5

平成26年度 平成27年度

活
動
指
標

①乳児保育延べ人数 目標値
人

370 455 455

5

実績値 4

実績値 526

実績値 6

③延長保育実施保育園数 目標値
園

6 6 6

実績値 218

④延長保育実利用者数 目標値
人

220 220 220

成
果
指
標

園児1人あたり年間経費 目標値
千円

202 186

各園事業費に占める補助金の割
合

目標値
％

補助金総額÷6園総事業費 実績値

目標値

190

事業額（上記）÷3月初日児童数 実績値 185

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
市独自の保育士配置基準の尊守、保護者の就労形態への対
応等、有効性は確保されている。

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 私立保育園の安定した運営に効果的である。

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２４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
地区におけるバランスの良い保育の提供や保育の質の確保に
寄与している。

【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 】 □ ■

【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 所得に応じた保育料が設定されている。

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



％ ％ ％

％ ％ ％

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 56-1 ＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育園運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

社会福祉法人札幌厚生会　西の里きらきら保育園　園長　大橋　裕子 設立年 昭和５１年

 構成員(団体)数 職員数　17人 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

0歳児から就学児童までの乳幼児を対象に保護者が仕事やその他の理由で保育に欠ける子どもの
幸せを願って、保育の専門家による心身共に健やかで豊かな人間性を持った児童の育成

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午後6時30分～午後7時30分）
・障がい児保育
・地域子育て支援センター（すくすく広場、子育て相談など)
・一時保育　他

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24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 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 20,465 20,425 18,651

運営費 82,092 83,591 78,643

その他 3,120 7,869 2,322

積立基金等取り崩し 11,000

収　入　合　計 （Ｂ） 105,677 122,885 99,616

その他 5,228 5,681 3,019

11,152 10,558

固定資産取得費 160 262

施設整備等積立金 2,000 500

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

人件費 66,425 79,996 65,142

事務費 13,242 16,747 12,977

事業費 10,690

地域子育て支援センター事業費 7,932 8,547 7,920

人件費・事務費・
事業費・支援セン
ター事業費

人件費・事務費・
事業費・支援セン
ター事業費

人件費・事務費・
事業費・支援セン
ター事業費

支　出　合　計 （Ｃ） 105,677 122,885 99,616

補助・交付金の算出根拠
保育士加配、児童用傷害保険料、牛乳購入費、障がい児保育、調理業務経費、特
別保育事業、職員駐車場借上等に対して補助

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 90,357 99,348 96,597

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 23 21 19

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 19 17 19

 補助・交付金の対象経費　 （項目）



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 12 11 11

補助・交付金の算出根拠
保育士加配、児童用傷害保険料、牛乳購入費、調理業務経費、特別保育事業等に
対して補助

 補助・交付金の対象経費　 （項目）
人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 77,968 87,862 80,934

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 11 9 11

支　出　合　計 （Ｃ） 83,240 98,750 82,498

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

基金積立 3,500 3,800

経理区分間繰出金 5,000

事業費 10,067 8,987 10,373

支　　出

人件費 59,220 68,724 61,720

事務費 8,681 10,151 8,841

償還金支出 1,641 1,500 1,564

その他 131 588

その他 1,888 1,232 957

収　入　合　計 （Ｂ） 83,240 98,750 82,498

運営費 71,958 82,376 71,545

利用料 832 765

積立基金等取り崩し 5,000

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 9,394 9,310 9,231

施設整備補助金

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24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 職員数　1８人 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

子育ての環境の変化による社会需要に応えるべく、乳児保育の実施、開所時間の延長、障がい児
の受入れなどを積極的に実施し、保育内容の充実を図り、子どもにも保護者にも、よりよい環境
づくりの充実を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午後6時～午後7時）
・障がい児保育
・すくすく広場（地域子育て支援）
・育児相談　他

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育園運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

社会福祉法人広島未来の会　はだかんぼ保育園　園長　細谷　和広 設立年 平成６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 56-2 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 17 23 23

補助・交付金の算出根拠
保育士加配、児童用傷害保険料、牛乳購入費、調理業務経費、特別保育事業等に
対して補助

 補助・交付金の対象経費　 （項目）
人件費・事務費・
事業費・支援セン
ター事業費

人件費・事務費・
事業費・支援セン
ター事業費

人件費・事務費・
事業費・支援セン
ター事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 84,344 75,395 81,556

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 14 14 19

支　出　合　計 （Ｃ） 104,822 128,359 98,742

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

2,000

その他 14,555 12,723 12,247

固定資産取得費 464 687

事業費 10,768 9,274 11,158

支　　出

人件費 62,029 56,410 60,735

事務費 11,547 9,711 9,663

償還金支出 459 2,554 2,939

積立金等 5,000 37,000

収　入　合　計 （Ｂ） 104,822 128,359 98,742

運営費 84,033 78,303 77,255

積立基金等取り崩し 30,000

その他 6,385 2,596 2,586

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 14,404 17,460 18,901

借入金

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24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 職員数　　13人 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

特別保育事業として子育て支援センターや延長保育、障がい児保育を実施、子育てをしながら安
心して働くことのできる環境整備の充実を図る。
設立の理念「自然から学ぶ」保育目標「やさしく　たくましく　心ゆたかに」

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午後6時30分～午後7時30分）
・障がい児保育
・すくすく広場
・地域子育て支援センター（みんなの広場、園開放、電話相談）　　他

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育園運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

社会福祉法人水の会　大曲いちい保育園　園長　佐藤　良恵 設立年 平成１２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 56-3 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 16 17 17

補助・交付金の算出根拠
保育士加配、児童用傷害保険料、牛乳購入費、調理業務経費、特別保育事業等に
対して補助

 補助・交付金の対象経費　 （項目）
人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 48,571 45,774 45,217

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 15 16 17

支　出　合　計 （Ｃ） 51,229 49,374 46,217

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

1,000

事業費 9,901 11,105 9,792

支　　出

人件費 24,130 25,853 26,500

事務費 14,540 8,816 8,925

その他 928 250

固定資産取得 1,730 3,350

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 51,229 49,374 46,217

運営費 43,188 41,146 38,000

その他 295 411 460

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 7,746 7,817 7,757

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24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 職員数　7人 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

子どもたちの将来を見通した保育、自分で生きていく上で大切な力を身につけていく保育を方針
として、子どもを一人の人間として、出来るだけ一人ずつの権利を認める保育を心掛け、いつも
子どもが意欲的、自発的に関わるような環境を用意し、子どもの主体性を大切にしていく。

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午後6時30分～午後7時30分）
・すくすく広場

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育園運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

学校法人坂本学園　大地太陽森の家保育園　理事長　坂本　行正 設立年 平成１８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 56-4 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 17 18 15

補助・交付金の算出根拠
保育士加配、児童用傷害保険料、牛乳購入費、障がい児保育、調理業務経費、特
別保育事業、職員駐車場借上等に対して補助

 補助・交付金の対象経費　 （項目）
人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 95,553 95,133 95,280

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 15 11 15

支　出　合　計 （Ｃ） 106,772 160,032 95,280

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

固定資産取得 11,132 59,706

事業費 11,017 13,295 12,430

支　　出

人件費 75,199 70,380 70,571

事務費 9,337 11,458 12,279

その他 87 193

施設整備基金繰出 5,000

積立基金等取り崩し 9,200

収　入　合　計 （Ｂ） 106,772 160,032 95,280

運営費 87,132 87,905 79,611

その他 1,461 1,394 1,740

経理区分間繰入金 7,549

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 15,929 16,886 13,929

本市施設整備補助金 2,250 37,098

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24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 職員数　16人 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

子育ての環境の変化による社会需要に応えるべく、乳児保育の実施、開所時間の延長、障がい児
の受入れなどを積極的に実施し、保育内容の充実を図り、子どもにも保護者にも、よりよい環境
づくりの充実を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午前7時～午前7時30分、午後6時30分～午後7時）
・障がい児保育
・すくすく広場（地域子育て支援）
・子ども発達支援センター交流保育、世代間（高齢者）交流　他

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育園運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

社会福祉法人広島未来の会　大曲はだかんぼ保育園　園長　高橋　正子 設立年 平成２０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 56-5 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 17 16 16

補助・交付金の算出根拠
保育士加配、児童用傷害保険料、牛乳購入費、障がい児保育、調理業務経費、特
別保育事業、職員駐車場借上に対して補助

 補助・交付金の対象経費　 （項目）
人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

人件費・事務費・
事業費

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 58,860 67,684 74,885

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 14 13 14

支　出　合　計 （Ｃ） 69,996 78,694 82,522

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

2,500

事業費 8,860 10,407 11,150

支　　出

人件費 38,724 44,751 51,185

事務費 11,276 12,526 12,550

その他 8,796 6,997 5,137

固定資産取得 2,340 4,013

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 69,996 78,694 82,522

運営費 58,522 66,155 67,761

その他 1,219 1,955 2,850

寄付金等 158 10 10

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 10,097 10,574 11,901

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２３年度 (決算) ２４年度 (決算) ２５年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（24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 職員数　13人 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

開所時間の延長、障がい児の受入れ、一時預かり保育の実施など子どもの人権を重視した保育を
行う。また、異年齢児混合保育により対人関係の構築能力向上を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午前7時～午前7時30分、午後6時30分～午後7時）
・障がい児保育
・すくすく広場（地域子育て支援）
・一時預かり保育　他

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育園運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

学校法人　広島大谷学園　大谷むつみ保育園　理事長　堀田　峰生 設立年 平成２３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 56-６ ＜継続用＞


