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意図（この施策によって対象をどう変えるのか）  
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人 1.44

２１年度（実績）
２２年度（目標）
　　　　　（実績）

２３年度（目標）

53.5

1.46

60.1 52.6

1.48

1９年度（実績） ２０年度（実績）単位

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

２３年度（実績）単位

人

世帯

235,692 236,357

２０年度（実績） ２１年度（実績） ２２年度（実績）

平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424

関　係　課　名

1824

・Ａ）子育てに大きな不安や負担を感じている市民の割合は、平成23年度実績において48.9％となってお
り、平成26年度目標値50.0％をすでに達成しておりますので、48.0％に上方修正を行っております。

Ａ）行政管理課が実施する市民意向調査で、中学生以下の子どものいる世帯に対して「子育てに大きな
不安や負担を感じているか」について質問し、結果を把握する。
Ｂ）厚生労働省が発表する人口動態統計により把握する。

Ａ）子育て中の保護者が、不安や負担を感じることなく、安心して子育てができているかを把握する。
Ｂ）安心して子どもを生み育てることができる環境であれば出生率は上昇すると考えるので、市の合計特
殊出生率
を把握する。

２４年度（目標）

子育て世代

21,021 21,078 21,000 21,000

成果指標設定の
考え方（成果指標

設定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定
企画（実際にどの
ように実績値を把

握するか）

対象指標

A
子育てに大きな不安や負担を

感じている市民の割合

B 合計特殊出生率

C

成果指標

施策№

4

26

第1章

施　策　名

236,057人口 236,711

中学生以下の子どもを持つ世帯数

　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

1９年度（実績）

63.7

234,310

21,000 21,000

235,350

　子育て世代が、大きな不安や負担を感じることなく、子育てに誇りと喜びを感じ、子どもを生みたいと思う人
が安心して子どもを生み育てることができている。

２４年度（目標）

51.8
（48.5）

1.50

２６年度（目標）

232,229

21,000

1.36

こども課

藤田　基明

緑化推進課，　福祉総務課

１．子育て中の親が子育てに大きな不安や負担を感じることがない。
２．子どもを生みたいと思う人が安心して子どもをうみ育てることができる。

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

豊かな心をはぐくみ、楽しく学習できる社会の実現

子育て支援の充実

２６年度（目標）

50.0
（48.0）

1.52

52.0

48.9

1.48

1.49



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名： 唐津市 ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

、

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識

現状
■「子ども・子育て新システム関連法案」が三党合意により修正されたのち、衆議院本会議で可決されている。今後参議院での可決
がなされれば、認定こども園、幼稚園、保育所への共通の給付（「施設型給付」）のためのシステム改修、子ども・子育て支援事業計
画の策定、待機児童解消に向けた新たな対策等についての市町村の実施・検討が、喫緊の課題となると考えられる。
■家庭の育児力の低下による子育てに対する親の孤立感や不安感は依然としてあるわけであり、その現状を踏まえて昨年度から
「育楽プロジェクト」を取り組んできた。この事業は子育て中の保護者を対象にした子育て座談会「語らん場」を開催し、困り感や悩み
を共有できる場を設定し、仲間づくりに繋げていくことを意図したものであるが、この座談会において新たなニーズとして出されたこと
は、「子育て中の母親たちが気軽に集える場」あるいは「子どもと一緒に自分自身も楽しめる場」を求めていることであった。
■平成23年度の保育所の年度途中の待機児童はこの5年間で最高の134名になっており、特に3歳未満児の待機が深刻化してい
る。平成24年度は当初から待機児童が生じており、来年度に向けて早期の待機児童対策を講じなければならない。また、放課後児
童クラブの待機児童も毎年度発生しており、小学校の改築時のクラブ増設と余裕教室利用に関する学校協議を図る必要がある。
■児童クラブ、保育園及び幼稚園においては、障がいの診断までには到らないが、特別な支援を要する子どもが増加し、子どもの
安全確保と適切な対応のできる人材配置が求められている。
■児童虐待の背景は夫婦間不和、経済的困窮、母親の産後うつ、世代間連鎖等さまざまなものであり、それらの要因の複雑化が
顕著になっている。この複雑化した要因を抱える家庭に対応するためには専門的な立場でのコーディネートや関係機関のネット
ワークの強化が課題であり、平成23年度から新たにファミリーコーディネーター2名を配置して戸別訪問を中心に指導している。

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

・達成度：子育てに大きな不安や負担を感じている市民の割合が目標値52.0%に対して48.9%であった。
・妥当性：各事務事業の対象と意図（成果指標の実績値）が上位指標（上位成果指標実績値）と結びついている。
・経済性：施策全体の経費の増加を伴っているが、子育て世代の経済的負担の軽減、育児不安解消等の成果をあげている。
・必要性：市民意識調査においては、子育て支援の今後の重要度は昨年の85%から91%に達しており、その必要性を裏付けている。

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している

一部妥当ではない 妥当ではない

一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

概ね達成 達成していない
評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） ● 達成している

妥当性（構成事業見直し） ● 現行の体系でよい

経済性（費用対効果） ● 妥当な水準である

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

・親が子育てに関しては責任をもち、子どもに基本的な生活習慣や社会のルールなどを身につけさせる。
・すべての市民は、子育て中の家庭を社会全体で支える意識を持つと共に、積極的に関わっていく。
・子育て中の親が気軽に集い、交流や相談ができる地域子育てサークル等の子育て支援に、地域住民はボランティアスタッフとして関わる。
・事業所は子育て中の親が子育てと仕事の両立ができるよう配慮する。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

・若い子育て世代における子育ての経済的負担の軽減を図る。
・育児の不安や悩みを解消するために、子育て関する情報の提供と相談・支援体制の充実を図る。
・保育所（園）・幼稚園での保育サービスの充実や児童クラブの整備を推進する。
・子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」、社会福祉協議会及び子育てサークルとの連携強化を図り、地域における子育て力の向上を図る。
・子育て中の親が孤立しないように、親どうしの仲間づくりができる環境を整えるとともに、新たに社会貢献できる取り組みにも繋げていく。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するのか？

・子ども手当は平成22年度に創設され、つなぎ法（平成23年4月～9月）を経て、10月以降は特措法により一律の支給額が変更され、施設入所
者も支給の対象となり3月まで継続し支給した。平成24年4月からは子ども手当は児童手当となり、24年6月からは所得制限が導入され、高所
得世帯の児童手当が減じられる。
・国で検討されてきた「総合こども園法案」は取り下げられ、代わって提案をされている現行「認定こども園法」の改正案が成立した場合は、幼
稚園、保育所、認定こども園への給付制度が創設され、幼保連携型認定こども園は自治体、学校法人、社会福祉法人のみが設置者となる。
・少子化は進行しているが、景気低迷に伴う共働き家庭の増加等により、保育需要や放課後児童クラブの需要は増加する傾向にある。
・男性も女性も子育てをしながら安心して働き続けるワークライフバランスの考え方の浸透や地域の子育て支援の充実が求められている。
・全国の児童相談所における児童虐待の対応件数は増加し、子どもに関わる悲惨な事件も絶えない現実はさらに深刻化すると考えられる。

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか

・子ども手当法からつなぎ法、特措法、そして児童手当法へと法律の見直しがあったことにより、制度改正に伴う事務処理が煩雑であったこと
について住民からの苦情も多く、制度の安定化が求められている。
･保育所は4年連続で年度途中の待機児童が100名前後生じている一方で、幼稚園は定員割れであり、幼稚園関係者からは幼児教育の継続
の危機が訴えられ、幼稚園型の認定こども園への移行のための施設改修補助が要望として寄せられている。市としての対応は財政的に困難
な状況を説明しているが、さらに幼稚園側からは現在の認定こども園の運営費の補助の継続を強く要望されている。
・国の「総合こども園」の構想がなくなる一方で、「認定こども園」の充実が新たに国の施策として検討に入っているなかで、保育園側から「認定
こども園」を今後増やしていくのかについて質問が投げかけられているが、国が新たに検討に入った認定こども園の具体的な情報等を収集し
ながら、、市としての考え方を示していくことを説明している。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

　子育て支援センター事業や放課後児童クラブ
事業などは、本市が充実しているが、保育所の
設置数や児童センターの設置数などについては
唐津市が充実している。子育て支援事業全体を
比較した結果としては、ほぼ同水準と考える。

　子育てに関する情報提供、地域の子育て
支援機能の向上、及び子育てと仕事の両
立を図るための支援について、市が行う情
報提供の新たな手立て、地域活動支援の
強化あるいは保育所等への受け入れの拡
大について、検討する余地がある。

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

　平成19年度との比較では、A成果指標もB成果
指標も平成23年度の実績は向上している。これ
は市、保育所、幼稚園、社会福祉協議会、地域
サークル等による子育て支援のネットワークが
広がり、子育て家庭の困り感・不安感を共有し、
寄り添い、軽減するための環境整備ができてき
たと考える。



減少

●次年度方向性の考え方
■子どもの医療費助成事業は、平成24年4月から償還払いから現物給付（3歳以上～小学校就学前）移行するとともに、中学生の入院に係る医療費まで助成対
象を拡大したが、今後、通院に係る医療費助成の拡大については、他の市町の状況を見極めながら今後の方向性を検討していく必要がある。
■家庭の育児力と地域の子育て支援力の向上のためには、身近な子育て中の相談者、いつも利用できる支援者のいる場所、常に提供されてくる子育て情報等
が必要であり、「育楽プロジェクト」で生まれた子育てグループ、子育て支援センター「ゆめ・ぽけっと」及び地域の子育てサークルが繋がることが求めらる。
■私立保育園整備事業は、補助条件として定員拡大を要綱に明記しており、補助を活用した園舎改築であれば、定員は増やさなければならない。また、待機児
童の対策としては認可保育園の分園の設置と幼稚園型認定こども園への補助がある。認可保育園の分園は認可保育園の運営上で非効率性があるが、平成
21年度から行ってきた幼稚園型認定こども園への運営費補助は、3歳未満児を保育所部分で受け入れる環境を整えるという点で大きな成果に繋がる。
■障害児保育事業(公立・私立)の充実は、まずは障がいの診断のある子どもに限らず、特別支援を要する子どもの状況に応じて、適宜、保育士が配置できる状
況をつくることである。これにより、安全・安心な保育環境を確保することができるとともに、スタッフの資質向上に向けた研修機会を設けることができる。
■児童虐待防止においては、ネットワーク事業を最大限に活用し、経済的・精神的・家庭的に特に悪い状況にあるケースは、関係機関の密な情報交換、個別
ケース会議、対処方針、スケジュール策定を行ない、それに従って、保育士、社会福祉士、臨床心理士、保健師等が訪問・連絡を行なっていく。

減少 維持 増加

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

維持

事務事業の成果向上余地

９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

児童扶養手当給付事業 保育所分園促進事業
病後児保育事業
子育てサポートセンター事業
夜間保育推進事業
一時保育事業(公立・私立)
障害児学童保育事業
延長保育事業(公立・私立)
休日保育事業
幼稚園就園奨励費補助事業
私立幼稚園預かり保育推進事業
本庄幼稚園預かり保育事業
認可外保育所児童健康対策事業
虐待防止ネットワーク推進事業
ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭支援事業（こども課）

乳幼児及び児童医療費助成事業
児童手当給付事業
私立保育園整備助成事業
認定こども園事業助成経費
エスプラッツ子育て支援センター運営事業
障害児保育事業(公立・私立)

事
務
事
業
の
成
果

向上

私立保育園管理運営事業
親子レクレーション活動
保育所(園)入所事務経費
保育料徴収事務経費
認可外保育施設保育従事者健康対策事業
自治会管理の児童遊園地に対する設備整備補助
金
児童遊園、児童広場の環境整備
次世代育成支援行動計画推進経費
地域組織活動
母子寡婦福祉連合会補助事業
こどもにやさしい街づくり事業

児童クラブ運営事業
公立保育所管理運営事業
若葉保育所改築事業
母子自立支援プログラム策定事業
子育て支援短期利用事業の充実
母子生活支援施設運営事業
市外母子生活支援施設運営事業
助産施設収容措置事業
家庭の子育て力向上推進事業
保育所地域活動事業(公立・私立)
子育て支援センター事業(公立・私立)
家庭相談室運営事業
児童センター管理運営事業
子育て安心ガイド作成事業
私立保育園支援経費

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

乳幼児及び児童医療費助成事業
子ども手当支給事業
児童手当給付事業
私立保育園整備助成事業
認定こども園事業助成経費
エスプラッツ子育て支援センター運営事業

児童扶養手当給付事業
ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭支援事業(こども課)

保育所分園促進事業
病後児保育事業
子育てサポートセンター事業
夜間保育推進事業
一時保育事業(公立・私立)
障害児学童保育事業
障害児保育事業(公立・私立)
延長保育事業(公立・私立)
休日保育事業
幼稚園就園奨励費補助事業
私立幼稚園預かり保育推進事業
本庄幼稚園預かり保育事業
認可外保育所児童健康対策事業
虐待防止ネットワーク推進事業

母子自立支援プログラム策定事業
子育て支援短期利用事業の充実
母子生活支援施設運営事業
市外母子生活支援施設運営事業
助産施設収容措置事業
家庭の子育て力向上推進事業
保育所地域活動事業(公立・私立)
子育て支援センター事業(公立・私立)
家庭相談室運営事業
子育て安心ガイド作成事業

地域組織活動
次世代育成支援行動計画推進経費
認可外保育施設保育従事者健康対策事業
子育て支援環境づくり事業
自治会管理の児童遊園地に対する設備整備補助
金
児童遊園、児童広場の環境整備
母子寡婦福祉連合会補助事業
こどもにやさしい街づくり事業

児童クラブ運営事業
公立保育所管理運営事業
私立保育園管理運営事業
若葉保育所改築事業
児童センター管理運営経費
私立保育園支援経費

親子レクレーション活動
保育所(園)入所事務経費
保育料徴収事務経費

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３

７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

■乳幼児及び児童医療費助成事業については、償還払いから現物給付に移行(3歳以上～小学校就学前)し、自己負担額等について県市町で協
議を行い、制度の見直しを行ったところである。さらに24年4月からは子どもの医療費助成制度に改め、小学生の入院にかかる医療費助成を中学
生まで拡大し、システムの改修を行うとともに対象者には、制度改正について周知の徹底を図っていく。
■「子ども・子育て新システム関連法案」の修正に関する国会論議の動向を見極めながら、特に子ども・子育て支援事業計画の策定については最
初に取り組むべき課題として捉えているところであり、現段階から取り組み準備に着手している先進都市との連絡・連携を図る必要がある。
■家庭の育児力向上や地域の子育て支援力を高めるためには、家庭や地域における子育てに関する困り感や悩みの把握、子育てサークル活動
や子育てサロンの開催状況に関する情報提供、あるいは父親も含めた子育てグループの立ち上げが有効な手立てと考える。
■保育所の待機児童は当分の間、既存の保育園・幼稚園が現行の助成措置を活用して、受け入れの拡大を図っていく環境を整えることが適当で
あり、放課後児童クラブは毎年待機が生じるクラブや70名を超える大規模クラブについて、施設改修や学校内での新たな実施場所の検討を行う。
■保育園の特別支援は、子どもの適切な対応・支援をできるように保育士の適切な配置がなされるとともに、スキルアップが必要である。
■児童虐待防止は、子育て家庭を孤立させないように、関係機関が対象家庭の必要な情報交換や援助方針・役割分担の協議を行っていく。

大 中 小

母子寡婦福祉連合会補助事業
こどもにやさしい街づくり事業

大

中

小



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

■実績水準総合評価 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）
（28点満点）

・18年度評価 17.79 ・実績水準総合評価（28点満点） 19.81

・重要度総合評価（14点満点） 12.13

・19年度評価 17.75 ・今後のコスト水準（10点満点） 7.29

・市の裁量余地の大小（10点満点） 7.47

・20年度評価 17.45

※経営戦略会議調整

・21年度評価 17.42    なし（採点結果どおり）

・22年度評価 19.66 参考：H24方針

成果向上・コスト向上

・23年度評価 19.01

平成２１年度実績

56

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/　                   　）

項　　目

36,805

3,031

7,960,085

714,606

効率性指標

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

681,546

11,294,666

44,902

655,890

11,820,652

47,440

平成２２年度実績

8,674,691

33,773

2,787

50,226

3,215

48,109

平成２３年度実績

58

10,613,120

55

11,164,762

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策
の
⑤事業費（定義式：　　　　　②　　　/                      　　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　　                  　　）

施策トータル
コスト

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

④トータルコスト（②＋③）

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


