
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

【事業の計画・実績】

総合判定 平成30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。

「拡大」
「現状継続」
「要検討」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

１ 次 評 価 現状継続
本市の保育の提供体制及び質の確保のため、私立保育所等の安定経営には不可欠であ
り、現状継続とする。

２ 次 評 価 現状継続 現状継続とする。

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

認可保育所7施設、認定こ
ども園1施設、小規模保育
事業所1施設に補助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援
体制整備総合推進事業
費国庫補助金及び市単
独の補助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援
体制整備総合推進事業
費国庫補助金及び市単
独の補助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援
体制整備総合推進事業
費国庫補助金及び市単
独の補助を実施

【評価結果・評価コメント】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画 実績 計画 計画 計画

２ 対　　象 市内私立認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業所

３ 目的と内容

　私立認可保育所等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、私立認可保育所等に国・道補助
事業による補助及び市単独の補助をする。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
8
年
度
ま
で

　対象施設数：認可保育所7施設、認定こども園1施設、小規模保育事業所1施設の計9施設
　○国・道補助事業項目～一時預かり事業・地域子育て支援センター運営費・延長保育促進事業・保育士研修費等
　○市単独補助項目～保育士加配人件費・給食費補助・園児減少運営費・特別支援児童保育人件費・調理業務経
費・保育所地域活動事業、職員駐車場用地借上経費

2
9
年
度

　平成29年度から認定こども園1施設を追加する。(計10施設)
　○国・道補助事業項目～一時預かり事業・地域子育て支援センター運営費・延長保育促進事業・保育士研修費等
　○市単独補助項目～保育士加配人件費・給食費補助・園児減少運営費・特別支援児童保育人件費・調理業務経
費・保育所地域活動事業、職員駐車場用地借上経費

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

（第   1  章） 支えあい健やかに暮らせるまち

（第   3  節） 子育て支援の充実

（施策   1　） 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

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等
社会福祉法第58条第1項、北広島市社会福祉法人の助成に関する条例第2条第1項、私立学校振興助成法第10条、
北広島市社会福祉施設運営費補助要綱第3条第1号のイ

事務事業開始年度 平成１０年

個別計画等
北広島市子ども・子育て支援プラン、北広島市第4期地域福祉計画、北広島市食育推進
計画、北広島市障がい支援計画【北広島市障がい者福祉計画・第4期障がい福祉計画】〃  終了予定年度

平成29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 私立認可保育所等運営費支援事業 担当部署
保健福祉部

子育て支援室保育課
電話 2205



【事業費の推移】

【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。

経
済
性

・現在の成果を落とさずにコスト(予算・所要時間等)を削減するた
めの方法はありませんか？
  【評点欄】３余地なし、２余地あり、１余地大きい
  【コメント欄】コストを削減するための方策、補助金の減額・削減
について具体的に検討し、検討内容を具体的に記入

3
必要経費に対する補助であり、コストの削減は保育の質の低下
を招く可能性があるため困難である。

達
成
度

・計画どおりに成果があがっていますか？
  【評点欄】３あがっている、２どちらかといえばあがっている、
  １あがっていない
  【コメント欄】理由を記入

3
本市における保育の提供体制や一定した質の確保に寄与して
いる。

成
果
向
上

・成果が現状よりも向上する可能性がありますか？
  【評点欄】３余地なし、２余地あり、１余地大きい
  【コメント欄】成果を向上させるための方策、代替策を記入

3
国・道の補助を活用しているほか、市の単独補助についても適
正な基準で実施している。

チ ェ ッ ク 項 目 評点 コメント

妥
当
性

・税金を使って行うこと（補助すること）が妥当ですか？
・上位の施策への貢献度は大きいですか？
・特定の団体の利益に偏っていませんか？
  【評点欄】３妥当、２どちらかというと妥当、１妥当でない
  【コメント欄】理由を記入

3
すべての保育所等に対し、国・道の基準及び市単独の基準に基
づき補助を実施するものであり、妥当性・有効性・公平性は確保
されている。

【指標の定義（算式等）】 実績値

目標値

8046 8046

事業額（上記）÷②対象施設数 実績値 8,729
成
果
指
標

1施設あたり年間経費 目標値
千円

8,638 8,046

目標値

【指標の定義（算式等）】 実績値

350

実績値 389

④一時預かり事業利用児童数
(延べ)

目標値
人

300 350 350

実績値 5,002

③延長保育促進事業利用児童
数(延べ)

目標値
人

3,000 5000 5000

281

9

5000

②延長保育実利用者数 目標値
人

240 280 280

平成31年度

活
動
指
標

①対象施設数 目標値
施設

9 10 10 10

実績値

指　　　　標　　　　名 単位 平成28年度 平成29年度 平成30年度

280

実績値

1,680 0

総事業費①＋④ 78,563 80,465 115,626 115,626

4,500 8,400 4,500

 ④ ＝②×③ 1,680 0 1,680 0 1,680 0

人　件　費
(左側：一般、
右側：再任用)

0.20 0.00 0.20 0.00

③ 1人当り年間平均人件費 8,400 4,500 8,400 4,500 8,400

② 人　数（年間） 0.20 0.00 0.20 0.00

一般財源 58,474 60,833 70,241 70,241

 ① 合　計 76,883 78,785 113,946 113,946

0 0 0 0

その他特財 0 0 0 0

（単位：千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

22,387 22,387

道支出金 9,002 8,627 21,318 21,318

決算額、当初予算額又は推進計画額 76,883 78,785 113,946 113,946

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 9,407 9,325

地方債



％ ％ ％

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

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、特別支援児童保育人件費、調理業務経費、延長保育促進事業、保育所地域活動事業、地域子育て支援
センター運営費、一時預かり事業、職員駐車場用地借上、保育士研修費等を補助

 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) 103,973 116,011 107,174

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 13 16 16

支　出　合　計 （Ｃ） 138,852 123,591 112,363

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 12,392 13,479 13,864

支　　出

人件費 76,979 77,607 77,800

事業費 14,970 15,984 16,460

123,591 112,363

その他 34,511 16,521 4,239

その他 23,297 3,785 2,311

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 18,433 19,905 18,140

運営費 97,122 99,901 91,912

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 138,852

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＞

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　32人 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

0歳児から就学前児童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）
・特別支援児童保育
・地域子育て支援センター（すくすく広場、子育て相談など)
・一時預かり　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

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



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 7 7 7

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、調理業務経費、延長保育促進事業、保育所地域活動事
業、保育士研修費等を補助

 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) 87,993 89,501 84,414

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 6 6 6

支　出　合　計 （Ｃ） 97,701 94,325 89,131

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 6,629 9,233 3,854

支　　出

人件費 72,027 72,257 75,836

事業費 9,684 10,285 6,741

94,325 89,131

その他 9,361 2,550 2,700

その他 1,940 2,221 1,943

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 5,858 5,848 5,731

運営費 89,903 86,256 81,457

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 97,701

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　28人 （29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）
・すくすく広場（地域子育て支援）
・育児相談　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

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 16 17

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、特別支援児童保育人件費、調理業務経費、延長保育促進事業、保育
所地域活動事業、地域子育て支援センター運営費、保育士研修費等を補助

 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) 101,418 90,590 89,821

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 14 11 12

支　出　合　計 （Ｃ） 124,705 136,891 121,882

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 16,020 5,378 7,210

支　　出

人件費 73,021 72,642 72,306

事業費 12,837 11,170 12,306

136,891 121,882

その他 22,827 47,701 30,060

その他 3,115 26,066 2,371

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 16,885 14,430 14,890

運営費 104,705 96,395 104,621

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 124,705

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　33人 （29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）
・特別支援児童保育
・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）　　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

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　理事長　小林　信子 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） 10 7 7

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、調理業務経費、延長保育促進事業、保育所地域活動事
業、保育士研修費等を補助

 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) 43,251 48,576 52,689

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 9 6 7

支　出　合　計 （Ｃ） 47,083 56,455 52,785

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 7,704 9,329 9,905

支　　出

人件費 25,050 29,472 32,300

事業費 10,534 9,796 10,580

56,455 52,785

その他 3,795 7,858 0

その他 220 22 96

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 4,187 3,558 3,583

運営費 42,676 52,875 49,106

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 47,083

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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 （29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　　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

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） 9 9 7

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、特別支援児童保育人件費、調理業務経費、延長保育促進
事業、保育所地域活動事業、職員駐車場用地借上、保育士研修費等を補助

 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) 97,564 92,380 93,713

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 8 9 7

支　出　合　計 （Ｃ） 103,688 96,250 97,370

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 7,508 5,856 4,888

支　　出

人件費 79,563 78,312 80,692

事業費 10,671 9,370 9,090

96,250 97,370

その他 5,946 2,712 2,700

その他 2,221 2,144 7,573

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 8,638 8,515 6,846

運営費 92,829 85,591 82,951

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 103,688

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　32人 （29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）
・特別支援児童保育
・すくすく広場　　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

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　山根　仁美 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） 9 10 10

補助・交付金の算出根拠

Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、特別支援児童保育人件費、調理業務経費、延長保育促進
事業、保育所地域活動事業、一時預かり事業、職員駐車場用地借上、保育士研修
費等を補助

 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) 103,157 104,499 99,064

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 9 10 9

支　出　合　計 （Ｃ） 104,461 104,372 104,596

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 13,494 14,075 17,538

支　　出

人件費 66,023 71,579 71,406

事業費 11,079 11,205 11,406

104,372 104,596

その他 13,865 7,513 4,246

その他 1,567 1,857 2,540

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 9,455 10,659 9,477

運営費 93,439 91,856 92,579

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 104,461

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　23人 （29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）
・特別支援児童保育
・すくすく広場
・一時預かり保育　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

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＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 11 10 9

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、調理業務経費、延長保育促進事業、保育所地域活動事
業、職員駐車場用地借上、保育士研修費等を補助

 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) 40,792 43,882 45,795

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 9 8 8

支　出　合　計 （Ｃ） 47,603 51,994 54,324

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 3,565 5,357 4,410

支　　出

人件費 31,675 33,018 35,500

事業費 5,718 6,286 6,630

51,994 54,324

その他 6,645 7,333 7,784

その他 574 674 640

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 4,446 4,374 4,284

運営費 42,583 46,946 49,400

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 47,603

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　10人 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

２１世紀を支える子どもたちがゆとりを持って伸びやかな成長ができるよう、保育事業、遊びの
場の提供・情報交換・育児の仲間作りなどの子育て支援事業を行い、地域の方々と支え合いなが
ら、地域ぐるみでの子育ての場となるよう活動をすすめ、子どもの健全育成に寄与する。

 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　　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

ＮＰＯ法人子どもの家あおぞら保育園　あおぞら保育園　理事長　矢野　等 設立年 平成２７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 56-7 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 11 13 12

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、調理業務経費、保育所地域活動事業、保育士研修費等を
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) 33,593 29,480 32,695

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 10 8 9

支　出　合　計 （Ｃ） 38,593 48,248 44,915

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 743 763 785

支　　出

人件費 18,668 22,909 23,450

事業費 9,860 11,779 12,585

48,248 44,915

その他 9,322 12,797 8,095

その他 8,624 11,692 9,994

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 3,851 3,892 3,921

運営費 26,118 32,664 31,000

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 38,593

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　8人 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

0歳から2歳までのお子さんを対象に、定員19名の小規模でより家庭に近い環境の中で保育を行う
とともに、園舎を取り囲む豊かな自然とふれあい、乳幼児の心身の成長を助長することを目的と
する。

 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）
・すくすく広場　　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

学校法人北広島竜谷学園　こどものもり　理事長　草薙　惠眞 設立年 平成２７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 56-8 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 7 8

補助・交付金の算出根拠
Ｈ28支出補助事業項目
保育士人件費、給食費、調理業務経費、延長保育促進事業、保育所地域活動事
業、保育士研修費等を補助

 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) 82,344 73,869

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 4 4

支　出　合　計 （Ｃ） 0 132,309 149,514

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

事務費 24,165 29,382

支　　出

人件費 88,195 105,772

事業費 8,023 8,924

132,309 149,514

その他 11,926 5,436

その他 39,362 46,345

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 5,419 6,175

運営費 87,528 96,994

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 27年度 (決算) 28年度 (決算) 29年度 (予算) 備 考

収　入　合　計 （Ｂ） 0

事務局の状況
（28年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（28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　34人 （29年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校教育法の規定による義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、満3歳以上の子ど
もに対する教育を行うとともに、0～5歳児で保育が必要な子どもに保育を行い、その心身の発達
を助長する。

 交付先団体等の
 活動内容

・延長保育（午後6時～午後7時）
・地域活動事業　　ほか

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 私立認可保育所等運営費補助金

交付先の名称
及び代表者名

学校法人北邦学園　札幌自由の森幼稚園・保育園 設立年 平成２８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 56-9 ＜継続用＞


