
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

（第   2  章）

（第   1  節）

（施策   1　）

【事業の計画・実績】

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、事業内容については、今一度、精査されたい。

「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
幼稚園教育の振興と保護者の負担軽減を図るため、継続していくことが必要である。
事業内容については、交付基準により補助金を交付している。

２ 次 評 価 現状継続 現状継続とする。

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、補助金を交付
　○幼稚園に補助
       （6,886千円）

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

【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

２ 対　　象 　市内の私立幼稚園

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の整備、
障がい児の受け入れに係る経費を助成する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
4
年
度
ま
で

　教材費、職員研修、障がい児教育に補助金を交付する。

2
5
年
度

　教材費、職員研修、障がい児教育に補助金を交付する。

人と文化を育むまち

「生きる力」を育む学校教育の推進

幼児教育の振興・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 単独

※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

00203 事務事業名 幼稚園振興事業 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 北広島市私立幼稚園補助金交付要綱第1条

事務事業開始年度 平成10年度

個別計画等 北広島市教育基本計画　2011-2020〃  終了予定年度

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系



【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【 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 　補助金を交付する事業であり、負担を求めるものではない。

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。

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
　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就学前幼児教育を充実する
上で必要である。

【指標の定義（算式等）】 実績値 2

障がい児対象園 目標値
園

8 8 8

100

【指標の定義（算式等）】 実績値 100

3,200
成
果
指
標

研修会参加回数 目標値
回

80 100

教材費購入額 目標値
千円

3,200 3,200

【指標の定義（算式等）】 実績値 3,200

③ 目標値

実績値

④ 目標値

実績値

② 目標値

平成26年度 平成27年度

活
動
指
標

①市内私立幼稚園数 目標値
園

8 8 8

実績値

実績値 8

総事業費①＋④ 7,066 7,066 7,066 0

指　　　　標　　　　名 単位 平成24年度 平成25年度

9,000

 ④ ＝②×③ 180 180 180 0

人　件　費

② 人　数（年間） 0.02 0.02 0.02

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

一般財源 6,886 6,886 6,886

 ① 合　計 6,886 6,886 6,886 0

0 0 0

その他特財 0 0 0

（単位：千円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 ※平成27年度

0

道支出金 0 0 0

決算額、当初予算額又は推進計画額 6,886 6,886 6,886

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 0 0

地方債



％ ％ ％

％ ％ ％

 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) 1,789 1,900 1,790

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 45 48 44

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 45 43 44

支　　出

教職員研修費 322 580 500

教材費 475 515 1,290

障がい児教育費

支　出　合　計 （Ｃ） 1,789 2,130 1,790

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,789 2,130 1,790

992 1,035

□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） 811 906 790

園費 978 1,224 1,000

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＞

【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 昭和24年

 構成員(団体)数 広島天使幼稚園 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の充実

 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

事務局の状況
（24年度）

■補助団体にある



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 広島幼稚園 （25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 昭和52年

別紙 ２ 付　　　　　表

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 752 874 795

園費 374 225 1,500

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,126 1,099 2,295

障がい児教育費 1,000

支　　出

教職員研修費 328 223 550

教材費 798 876 745

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 67 80 35

支　出　合　計 （Ｃ） 1,126 1,099 2,295

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 67 80 61

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 1,126 1,099 1,295



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 広島大谷幼稚園 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の充実

 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 昭和48年

その他 2

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 695 806 945

園費 905 997 1,000

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,602 1,803 1,945

障がい児教育費

支　　出

教職員研修費 543 521 600

教材費 1,059 1,282 1,345

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 43 45 49

支　出　合　計 （Ｃ） 1,602 1,803 1,945

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 43 45 49

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 1,602 1,803 1,945



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 広島わかば幼稚園 （25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 昭和50年

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 727 837 958

園費 210 973 900

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 937 1,810 1,858

障がい児教育費

支　　出

教職員研修費 432 520 550

教材費 505 1,290 1,308

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 78 46 52

支　出　合　計 （Ｃ） 937 1,810 1,858

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 78 46 52

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 937 1,810 1,858



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 北広島かおり幼稚園 （25年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

幼児教育の充実

 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 昭和58年

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 727 878 813

園費 1,461 1,067 1,750

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 2,188 1,945 2,563

障がい児教育費 974 727 1,363

支　　出

教職員研修費 417 496 500

教材費 797 722 700

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 33 45 32

支　出　合　計 （Ｃ） 2,188 1,945 2,563

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 33 45 32

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 2,188 1,945 2,563



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 大曲大谷幼稚園 （25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 昭和48年

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 924 1,059 1,043

園費 198 1,485 1,500

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,122 2,544 2,543

障がい児教育費

支　　出

教職員研修費 562 1,190 1,200

教材費 560 1,354 1,343

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 82 42 41

支　出　合　計 （Ｃ） 1,122 2,544 2,543

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 82 42 41

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 1,122 2,544 2,543



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 札幌自由の森幼稚園 （25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 平成5年

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 668 751 765

園費 16 32 100

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 684 783 865

障がい児教育費

支　　出

教職員研修費 316 354 400

教材費 368 429 465

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 98 96 88

支　出　合　計 （Ｃ） 684 783 865

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 98 96 88

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 684 783 865



％ ％ ％

％ ％ ％

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
（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 大地太陽幼稚園 （25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 平成9年

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 814 775 777

園費 395 256 300

【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

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 1,209 1,031 1,077

障がい児教育費 138

支　　出

教職員研修費 376 390 400

教材費 695 641 677

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 67 75 72

支　出　合　計 （Ｃ） 1,209 1,031 1,077

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 67 75 72

補助・交付金の算出根拠 総体定額（園児数・教職員数・障がい児数により算出）

 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) 1,209 1,031 1,077


