
こども育成課 

 

課長 上條 公徳 



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名
ファミリー・サポート・センター事
業

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　育児の援助を受けたい方（０～１５歳の子どもを育てている方）と育児の援助
を行いたい方が会員となり、会員同士の相互援助により、有料で育児に関する
援助活動（子どもの送迎など）を行うもの
　午前７時～午前８時まで受付時間（月～金※祝日を除く午前８時３０分～午
後５時までは事務局で受付）を拡大した緊急サポート事業を行うもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 ファミリー・サポート・センター運営事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

2,600

＜事業の狙い＞

実績値 3,090

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 利用者数

目標値 2,000 2,150 2,300 2,450

1　登録会員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，５０１人
　⑴　依頼会員（育児の援助を受けたい方）　　　２，２２４人
　⑵　協力会員（育児の援助を行いたい方）　　　　　１９０人
　⑶　依頼協力会員　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　８７人
　　　　（子育て中で育児の援助を受けることもあるが、育児の援助も行える方）

２　延べ利用件数　　　　　　　　　　　　　３，０９０件（H２８実績）

３　緊急サポート事業登録会員数　　　１，０５５人
　⑴　依頼会員　　　　　　　　　　　　　　　　　９８９人
　⑵　協力会員　　　　　　　　　　　　　　　　  　４６人
　⑶　依頼協力会員　　　　　　　　　　　　　    ２０人

４　緊急サポート受付件数　　　　　　　　４８件（H２８年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 154.5%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 3,677

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金 0

国・県 2,436

その他 5

正規

一般財源 1,236

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 5,071 人工

嘱託 1,995 0.7

3,076 0.4

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 　～

　登録会員数、利用件数ともに増加しており、核家族化が進むなか必要な事業
であると考える。また、緊急サポート受付は、受付時間を拡大することによって
何かあった時に頼れる事業があるという子育て中の保護者の安心につながっ
ている。
　登録者数の増加に伴い、サポータ訪問事業と兼務の嘱託職員を増員するこ
とを検討したい。

合計コスト①+② 8,748

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　子育ての孤立化、子育て不安等を解消するため、必要不可欠の施設であ
る。
　４館ともに建設から１０年以上経過し、計画的な施設管理を行う必要がある。
　補助金は、地域での子育て支援の充実を目指して、補助制度の周知及び事
業実施の担い手の育成により一層取り組む。

合計コスト①+② 40,856

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

4,614 0.6

非常勤特別職 2,127 0.7

嘱託 22,800 8

正規

一般財源 4,207

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 29,541 人工

利用者負担金 90

国・県 7,018

その他 0

平成３２年度

①　事業費（千円） 11,315

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　こどもプラザの運営
　⑴　実施箇所数　　　　　　　　　４カ所
　⑵　開設時間　　　午前８時３０分から午後５時まで
　　　　　　　　　　　　（※小宮こどもプラザのみ月曜日・祝日休館）
　⑶　延べ利用者数　　　　　　　　６９，４４５人（H２８実績　４館合計）
　　ア　こどもプラザ（筑摩）　　 　２２，３４６人
　　イ　小宮こどもプラザ　　　　   １８，４９９人
　　ウ　南郷こどもプラザ　　　　   １９，２０７人
　　エ　波田こどもプラザ　　　　 　 ９，３９３人
　⑷　育児講座等開催回数　　　　　　２８０回　（延べ参加組数　５，３９７組）
　⑸　子ども子育て安心ルーム（H２８.１０～こどもプラザに開設、子育てコン
　　　シェルジュを１名配置）
　　　 相談件数　　１３３件
　　   ※母子保健コーディネーターとの合同の子育て相談　５４件

２　地域子育て支援事業補助金
　　子育て支援事業（講習、講演等）を行う団体・個人に対して補助金を交付。
　　補助対象は子育て支援事業実施にかかる経費（講師謝礼・消耗品など）
　とし、補助上限額は３万円。
　　H２８　補助金交付件数　２０地区、２６件、補助金交付額　 721,368円

②　成果指標（指標名） 子育て支援事業補助事業/実施地区数

目標値 35 35 35 35 35

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 99.2%

達成度 57.1%

実績値 20

実績値 69,445

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延べ利用者数

目標値 70,000 71,500 73,500 75,000

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　子育てしやすい環境づくりのため、市内に４館あるこどもプラザで、主に未就
園の子どもとその保護者が気軽に交流できる場を提供するとともに、各種育児
講座の開催、育児相談の実施、子育てサークル等の支援を行うもの。
　また、地域の子育て支援活動の推進と充実を図ることを目的に、地域で子育
て支援事業を行う団体及び個人に補助金を交付するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 子育て支援センター運営事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

77,000

＜事業の狙い＞

事務事業名 子育て支援センター運営事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　地域のつながりが希薄化し、核家族化が進むなか、より身近な場所で親子が
交流できる場を提供することは、子育て支援を充実につながると考える。
　27年度までにこどもプラザのない地区（小学校区）で実施箇所数を増やし、実
施してきたが、子育て支援の充実を望む声もあり、地域の実情により増設が必
要である。

合計コスト①+② 59,775

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 0

正規

一般財源 20,187

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

利用者負担金 0

国・県 38,050

その他 0

平成３２年度

①　事業費（千円） 58,237

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

1　実施箇所数　　　　２１カ所

２　開設時間　　　　　午前９時から午後２まで
　　　　　　　　　　　　　（「なんぶ すくすく」は、午前９時から午後５時まで）

３　延べ利用者数　　１０８，９３５人（H２８実績　２１カ所合計）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 108.9%

達成度

実績値

実績値 108,935

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 利用者数

目標値 100,000 110,000 110,000 110,000

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　より子育てしやすい環境づくりのため、より身近な地域での子育て支援を充
実させるため、児童館等を活用して市内２１カ所でつどいの広場事業を実施
　未就園の子どもとその保護者が気軽に交流できる場を提供するとともに、各
種育児講座の開催、育児相談等を行うもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 つどいの広場事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

110,000

＜事業の狙い＞

事務事業名 つどいの広場事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名
子育て支援ネットワークづくり事
業

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ｄ　市内の子育てグループや子育て支援団体、関心のある市民に呼びかけ、研
修会・交流会等を通して、相互に情報交換するとともに、子育て支援について
学習し、市と協働して子育て支援を行うためのネットワーク化を図り、子育てを
支える人材や団体を発掘・育成するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 子育て支援ネットワークづくり事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

175

＜事業の狙い＞

実績値 54

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 研修会参加者数

目標値 175 175 175 175

１　研修会の開催　　４回
　⑴　市の子育て支援策について
　⑵　「こころの鈴」について
　⑶　「掃除の基本と片付け術」について
　⑷　「発達障がいの理解と対応」について

２　視察研修会 　　　１回
　　上田市（ひとまちげんき健康プラザうえだ）

３　研修会・視察研修会延べ参加者数　　　　　　５４名

４　インターネットサイト構築　　　「はぐまつ」の管理運営

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 30.9%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,103

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 1,103

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,877 人工

嘱託 570 0.2

2,307 0.3

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　子育て支援団体と協働で子育て支援の学習や各団体同士の情報交換を行
うことによって、より一層子育てしやすい環境整備を目指すもの。
　子育てグループ、支援団体、個人等を登録対象とし、研修会・視察・講演会
等を実施しているが、参加者数の低下が大きな課題である。

合計コスト①+② 3,980

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 H21～

　登録者数、利用者数ともに年々増加しており、より子育てしやすい環境づくり
のために必要な事業である。今後、さらに登録者が増加した場合、ファミリー・
サポート・センター事業と兼務の嘱託職員増員を検討する必要がある。また、
子育て家庭の要望に応えるためにもサポーターの発掘、育成が必要であり、
養成講座の継続開催によりサポーターの確保に努める。さらに、支援が必要
な世帯への制度の周知方法を検討し、支援が受けやすくなるように努める。

合計コスト①+② 4,914

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

3,076 0.4

嘱託 855 0.3

正規

一般財源 983

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 3,931 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 983

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　多様な生活様式や家族形態に対応した子育て支援策として、都合で自宅で
の一時保育や育児に伴う家事援助などを希望する利用会員家庭に、支援会
員が訪問するもの。
1　登録会員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，００７人
　⑴　依頼会員（自宅援助を受けたい方）　　　　　　　 　８８２人
　⑵　協力会員（サポーター）（援助を行いたい方）　　　１２５人

２　延べ利用件数　　　　　　　　　　　　　２，２８２件（H２８実績）

３　子育て支援事業利用料助成金
　　ひとり親世帯、低所得世帯に対して、サポーター訪問事業利用料の一部を
　助成するもの。
　　助成金額は、利用料金の（平日の昼間１時間あたり８００円）の１／２。
　　ただし、一月の上限額はファミリー・サポート・センター事業利用料での
　助成金と合算し１万円。
　　平成２８年度　助成金交付件数　　　　　　　１４件
　　　　　　　　　　　補助金交付額　　　１１９，０５０円

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 126.8%

達成度

実績値

実績値 2,282

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延利用者数

目標値 1,800 2,700 3,100 3,600

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　自宅での一時保育や育児に伴う家事援助を希望する利用会員家庭に、市の
子育て支援講座を修了した支援会員が訪問する子育て支援策。ひとり親世
帯、低所得世帯に対して利用料の軽減を図っている。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 子育て家庭支援者派遣事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

4,200

＜事業の狙い＞

事務事業名 子育て家庭支援者派遣事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

事業計画年度 S63～

　H22から県が実施する「ながの子育て家庭優待パスポート事業」に移行した。
H28からは全国の協賛店でサービスを受けられる制度に拡大し、第1子妊娠届
出者に対象者が拡大された。 合計コスト①+② 1,442

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

嘱託 855 0.3

正規

一般財源 587

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 855 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 587

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１８歳未満の子どもを育てている市内の世帯に、協賛店で買物割引等の特
典が受けられるカードを配布する。

　ながの子育て家庭優待パスポート
　　【配布世帯数：約24,000世帯、協賛店約380店舗】
　多子世帯応援プレミアムパスポート
　　【配布世帯：約3,300世帯、協賛店約90店舗】

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 110.0%

達成度

実績値

実績値 440

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 協賛店舗数

目標値 400 410 420 430

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　子育て家庭の経済的負担軽減を図ることを目的に、買い物などの際に提示
すれば割引など各種サービスを受けられる「ながの子育て家庭優待パスポー
ト」（カード）を配布する。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 子育て家庭優待パスポート事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

440

＜事業の狙い＞

事務事業名 子育て家庭優待パスポート事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

2

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 子どもの権利推進事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 231 子どもの権利の推進

総合評価 Ａ　松本市子どもの権利に関する条例に基づき、子どもの権利の普及・啓発や
子どもの相談・救済の充実など、子どもにやさしいまちづくりの推進を図るもの
（H25～）

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 子どもの権利推進事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

80.00%

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 自己肯定感の高い子どもの割合

目標値 66.00% 69.50% 73.00% 76.50%

１　子どもにやさしいまちづくり推進計画の進捗管理
　　子どもにやさしいまちづくり委員会を３回開催し、推進計画に基づく子ども
　施策等について評価、検証を実施
　　（自己肯定感の高い子どもの割合80％（平成３２年度目標））

２　子どもの相談・救済
　　子どもの権利相談室「こころの鈴」を周知し、子どもや保護者等からの相談
　に対応　（延相談件数３７５件）

３　子どもの権利の普及・啓発
　⑴　子どもの権利学習パンフレット等の作成及び配布
　⑵　市民フォーラムの開催
　⑶　子どもの権利学習会（出前学習会、ワークショップ等）の開催

４　子どもの意見表明と参加の促進
　⑴　まつもと子ども未来委員会の子どもたち（小学５年～高校３年）による
　　市への政策提言
　⑵　宗像市・福津市との子ども交流事業や全国自治体シンポジウムへの
　　参加

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 6,640

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 6,640

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 6,695 人工

嘱託 2,850 1

3,845 0.5

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　「子どもにやさしいまちづくり推進計画」（平成２７年度～３１年度）の評価、検
証を行い、子どもの権利条例によって子ども施策がどのように進展している
か、またどのようなことが課題かなどを中間報告としてまとめ、今後の子ども施
策の推進につなげる。

合計コスト①+② 13,335

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名
学習支援・交流等スペース設置
運営事業

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　主に引きこもり状態にある小・中学生等を対象として居場所を提供し、学習の
サポートや相談により、引きこもり状態の改善を図る。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 学習支援・交流等スペース設置運営事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

624

＜事業の狙い＞

実績値 1,940

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 居場所利用者数

目標値 624 624 624 624

1　引きこもり状態にある小・中学生等が自由に過ごしたり交流したりできる
　居場所を提供する。

２　ボランティアの指導員を募り、通所する子どもたちの学習のサポートを
　行う。

３　サポートの質を向上させるため、ボランティアの自主的な勉強会を随時
　開催する。

４　子どもと親の心の悩みに対応できるように、月に１回程度カウンセラーに
　よる相談業務を行う。

５　子どもや親に、教育や子育て、子育て支援に関する情報提供を行う。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 310.9%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,910

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 1,910

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

嘱託 0

769 0.1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 H25～

利用者の急増による施設の狭あい化が問題となっている。

合計コスト①+② 2,679

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　核家族化の進展や、地域における人間関係の希薄化により、青少年が社会
生活で必要なことを学ぶ機会や、心豊かで幅広い人間関係を築く機会が減少
しています。
　また、スマートフォンの普及により、インターネット利用を通じた様々な被害に
青少年が巻き込まれる事件が多発していることから、青少年のメディア・リテラ
シーを高めていくことが課題です。

合計コスト①+② 23,942

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

16,149 2.1

嘱託 855 0.3

正規

一般財源 6,938

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 17,004 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 6,938

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　青少年の健全育成と非行防止
　　薬物乱用防止啓発活動の実施

２　市民意識の高揚
　⑴　松本地区青少年（児童・生徒）健全育成連絡協議会
　⑵　青少年健全育成市民大会
　⑶　思春期の子どもたちと向き合うための講座

３　青少年の居場所づくり事業の推進

４　青少年の意識の高揚
　⑴　子どもまつりの開催
　⑵　リーダー講習会の開催

５　メディア・リテラシー講座の開催

６　薬物乱用防止啓発講座等の開催

②　成果指標（指標名） メディア・リテラシー講座受講者数（児童・生徒）

目標値 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 98.1%

達成度 80.3%

実績値 5,218

実績値 4,903

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 青少年の居場所利用者数

目標値 5,000 5,000 5,000 5,000

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 234 青少年の健全育成

総合評価 Ａ　青少年が心身ともに健康で健やかに成長するために、家庭・学校・地域社会
が三位一体となって青少年健全育成に取り組むもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 青少年健全育成事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

5,000

＜事業の狙い＞

事務事業名 青少年健全育成事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 青少年健全育成センター運営
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 234 青少年の健全育成

総合評価 Ａ　市から委嘱を受けた補導委員が、市街地及び地域での補導活動、環境浄化
活動を行い、青少年の健全な育成及び非行防止を図るもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 青少年健全育成センター運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

262

＜事業の狙い＞

実績値 253

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 有害環境実態調査協力店舗数

目標値 262 262 262 262

１　街頭補導活動（S４３．４　育成センター設置）
　　不良行為少年や非行に走りそうな少年を早期に発見して、非行の芽を摘み
　取り、非行に走らないように正しく導くために、「愛の一声」による補導活動を
　行うもの

２　青少年に有害な地域環境実態調査
　　年１回、１１月に青少年に影響を与えると思われる店舗等の実態調査を行
　うもの

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 96.6%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 10,058

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 10,058

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 4,786 人工

嘱託 1,710 0.6

3,076 0.4

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

・町会及び団体推薦の一般補導委員の高齢化などにより、年度途中での交代
や推薦数に満たない地区もあり、今後の担い手づくりが課題。
・イオンモール開店に向けて補導活動のコースを検討。 合計コスト①+② 14,844

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 成人式開催事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 234 青少年の健全育成

総合評価 Ａ　二十歳という人生の節目を迎えた新成人をお祝いし、大人としての責任と自
覚を促すとともに、今後の活躍を期待して成人式を開催するもの（S23～開催）

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 成人式開催事業 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

80

＜事業の狙い＞

実績値 79.2

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 成人式出席率

目標値 80 80 80 80

１　日時
　　平成２９年１月８日（日）１３：００　開式

２　会場
　　松本市総合体育館　メインアリーナ

３　主催
　　松本市、松本市教育委員会

４　企画運営
　　松本市成人式実行委員会（新成人　１７名）

５　内容
　　主催者式辞、来賓祝辞、新成人の抱負、記念品贈呈、企画映像放映

６　新成人対象者
　　２，２８０人（うち、出席者１，８０８人　出席率７９．２％　前年度比０．９％増）

７　その他
　　式典終了後、卒業中学校単位で記念撮影

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 99.0%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 3,761

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 3,761

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,307 人工

嘱託 0

2,307 0.3

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　新成人で構成する成人式実行委員会が主体となって、式典の企画運営を
行っており、引き続き、厳粛で思い出深い式典の開催に努める。

合計コスト①+② 6,068

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 放課後子ども教室推進事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ｂ　全児童を対象とした放課後の居場所を充実させる。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 放課後子ども教室推進事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

9,500

＜事業の狙い＞

実績値 7,209

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延べ利用人数

目標値 9,500 9,500 9,500 9,500

学校の余裕教室等を利用し、自由に参加できる居場所の提供を行うもの。
１　居場所型
　⑴　源池小放課後子ども教室
　⑵　奈川小放課後子ども教室
　⑶　明善小放課後子ども教室
　⑷　安曇小放課後子ども教室

２　運動型
　⑴　開明小放課後子ども教室
　⑵　四賀小放課後子ども教室

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 75.9%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 5,830

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 1,484

その他

正規

一般財源 4,346

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,393 人工

嘱託 855 0.3

1,538 0.2

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 Ｈ２０～

支援員確保のため、支援員の処遇改善について検討が必要である。

合計コスト①+② 8,223

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 補助金
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 234 青少年の健全育成

総合評価　社会奉仕活動、自然体験などを通じ社会性を育成するなど、青少年健全育
成に資するために団体に補助するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 補助金 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

１　松本市子ども会育成連合会補助金
　　各地区の子ども会活動や伝統文化の継承活動など青少年の健全育成
　事業を推進するために各地区子ども会へ交付
２　青少年活動事業補助金
　　青少年団体の活動を援助することにより、団体活動の発展と参加を促進

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 295

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 295

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

嘱託 0

769 0.1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 1,064

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　多様な就労形態に対応するため、日曜日・祝日に保育を行うものである。
　市内では、こどもプラザ１カ所のみの開設であり、必要な事業であると考え
る。 合計コスト①+② 3,522

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 855 0.3

正規

一般財源 925

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,624 人工

利用者負担金 973

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,898

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

1　実施カ所　　　市内１カ所（こどもプラザ）
　
２　利用時間　　　８時間（午前８時３０分から午後５時までの間）

３　延べ利用者数　　　　５１３人（H２８実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.6%

達成度

実績値

実績値 513

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延利用者数

目標値 510 550 590 630

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　勤労世帯の多様な生活様式に対応するため、勤務や家庭状況により日曜
日、祝日に家庭で保育できない利用日現在満１歳から就学前の児童の保育を
行い、子育て環境の充実を図るもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 休日保育事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

660

＜事業の狙い＞

事務事業名 休日保育事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　保護者が安心して就労するために必要な事業である。
　女性の社会進出に伴い、利用者数は年々増加しており、増設を望む声もあ
る。
　事業の継続実施と増設が必要であると考える。

合計コスト①+② 22,626

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 0

正規

一般財源 6,928

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

利用者負担金 306

国・県 13,854

その他 0

平成３２年度

①　事業費（千円） 21,088

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

1　実施カ所　　　市内２カ所（相澤病院・梓川診療所）
　
２　利用時間　　　午前８時から午後６時まで

３　利用定員
　⑴　相澤病院　　　４名
　⑵　梓川診療所 　８名

４　延べ利用者数　　１，３６１人（H２８実績　２カ所合計）
　

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 119.8%

達成度

実績値

実績値 1,361

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延利用者数

目標値 1,136 1,136 1,136 1,136

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　共働き世帯などの保護者が安心して就労できる子育て環境の充実を目的に
実施している。
　市内在住または市内に勤務している保護者の、生後５カ月から小学３年生ま
での病中の児童の保育を行うもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 病児・病後児保育事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

1,136

＜事業の狙い＞

事務事業名 病児保育事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 病後児保育事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　共働き世帯などの保護者が安心して就労できる子育て環境の充実を図るも
の
　市内在住または市内に勤務している保護者の、利用日現在満１歳から就学
前の病気回復期（病気は治癒している）にある児童の保育を、看護師と保育士
が行うもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 病児・病後児保育事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

243

＜事業の狙い＞

実績値 329

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延べ利用者数

目標値 243 243 243 243

1　実施カ所　　　　　 市内２カ所（こどもプラザ・南郷こどもプラザ）
　
２　利用時間　　　　　午前８時から午後６時まで

３　延べ利用者数　　３２９人（H２８実績　２カ所合計）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 135.4%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 182

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金 20

国・県 108

その他

正規

一般財源 54

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 12,938 人工

嘱託 11,400 4

1,538 0.2

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　病気が治癒しているとはいえ、体力が低下している子どもの登園等が心配な
保護者の利用があり、一定の需要がある。
　子育て中の保護者が安心して就労するために必要な事業である。 合計コスト①+② 13,120

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　自然や環境にふれあう体験型のイベントとして定着していますが、会場や駐
車場のスペースを考慮すると大幅な来場者数の増加は見込めないのが現状
です。 合計コスト①+② 13,169

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 0

正規

一般財源 12,400

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 12,400

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　期日
　　平成２８年７月１７日（日）、１８日（月・祝）

２　会場
　　アルプス公園

３　主催
　　ネイチャリングフェスタ実行委員会

４　内容
　⑴　２７種類のハンディクラフトや野外体験プログラム（まが玉作り、押花
　　　教室、丸太切り、ロープ結びなど）
　⑵　親子キャンプ
　⑶　昆虫観察会　他

５　活動指標
　　来場者数　２０，０００人（２日間）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 110.0%

達成度

実績値

実績値 22,000

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 来場者数（２日間）

目標値 20,000 20,000 20,000 20,000

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 234 青少年の健全育成

総合評価 Ａ　　「人と自然、ふれあいと感動」を基本テーマに未来を担う子どもたちの心と
体の育成、人・自然・環境とふれあい、交流と対話を深めるイベントとして開催
するもの（H12～実施）

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 ネイチャリングフェスタイベント事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

20,000

＜事業の狙い＞

事務事業名
ネイチャリングフェスタイベント事
業

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

事業計画年度 21～

　地方創生戦略事業の１つとして平成２７年度から無料券配布事業を実施し
た。補助金終了に伴い、無料券配布事業は、３０年度末（配布は２９年度末）に
終了することを検討したい。
　子育てサポーター養成講座は継続し、サポーターの養成に努める。

合計コスト①+② 2,595

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 570 0.2

正規

一般財源 487

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,108 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 487

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　第２子以降の母子手帳交付時に、ファミリー・サポート・センター事業の
　１０時間分無料券を配布し、第２子以降の出産時等の子育ての手助けが
　必要な時の利用を促すもの
　⑴　無料券配布人数　　　　　　　１，０８４人（H２８実績）
　⑵　使用枚数　　　　　　　　　　　　　４８９枚（H２８実績）

２　子育てしやすい環境づくりのために子育てを支援する人材を発掘、育成
　するもの子どもの病気や事故予防など、子育てに関する内容の「子育て
　サポータ養成講座」を開催するもの
　⑴　子育てサポーター養成講座　　　　　　　全２０講座
　⑵　開催期間　　　　　　７月から１２月まで
　⑶　受講者数　　　　　　１５人（H２８実績）うち、９人がサポーターとして登録

②　成果指標（指標名） 講座開催数

目標値 32 32 32 32 32

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 108.4%

達成度 62.5%

実績値 20

実績値 1,084

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 配布人数

目標値 1,000 1,000 1,000 1,000

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　安心して子育てできる環境を充実させることで、第2子以降の出産に希望を
持つことができるようになり、人口の自然増につながること

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 安心子育て応援事業 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

1,000

＜事業の狙い＞

事務事業名 安心子育て応援事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 Ｓ４１～

木造築40年の施設を優先して整備していく必要がある。

合計コスト①+② 7,324

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 0

正規

一般財源 6,555

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

利用者負担金 0

国・県 0

その他 0

平成３２年度

①　事業費（千円） 6,555

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　幼児・児童の体調管理、生活環境の向上のために、施設環境の維持管理
　及び改善を行う。
２　古い木造４館の改築を計画的に進め、他施設については施設整備計画に
　基づき小規模改修、大規模改修等を行う。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

実績値 3

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 施設整備数

目標値 3 3 4 5

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　児童に健全な遊びを与え、幼児又は少年を個別的、集団的に指導し児童の
健全な育成を図る。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童館整備事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

6

＜事業の狙い＞

事務事業名 児童館整備事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 Ｓ４１～

　子ども子育て支援事業計画、松本市放課後子ども総合プラン、放課後児童
健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等に基づき、適正
な量を把握し、ソフト、ハードともに将来的な計画を見直す必要がある。 合計コスト①+② 369,590

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

6,152 0.8

嘱託 0

正規

一般財源 121,146

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 6,152 人工

利用者負担金

国・県 242,292

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 363,438

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　市内２７館の公設・公営児童館・児童センターの管理・運営を行う。 ②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 124.3%

達成度

実績値

実績値 455,118

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延利用者数

目標値 366,000 366,000 366,000 366,000

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ｂ　児童に健全な遊びを与え、幼児又は少年を個別的、集団的に指導し児童の
健全な育成を図る。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童館管理運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

360,000

＜事業の狙い＞

事務事業名 児童館管理運営事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

Ｓ３９～

　地域での子どもの居場所として、適正な管理を行う。
　町会設置の児童遊園は減少傾向にあるが、子どもが安心して過ごせる地域
の児童遊園の必要性から、補助を継続するもの。 合計コスト①+② 11,254

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 0

正規

一般財源 9,716

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 9,716

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　市内に３８園ある児童遊園の管理・運営を行う。
２　３８園中２２園に設置されたトイレを衛生的かつ快適な環境とするため、
　水洗化トイレや洋式トイレに整備する。
３　町会が積極的に管理する児童遊園の適切な維持管理を担保するため、
　賠償責任保険及び設置・改修に関する補助金を交付するもの。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価　子どもの安心安全な遊び場を確保するもの。
　また、条例設置の児童遊園３６カ所を補完する子どもの遊び場として、町会
が積極的に管理する児童遊園の適切な維持管理を担保するため補助金を交
付するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童遊園管理費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞ 事業計画年度

事務事業名 児童遊園管理事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名 留守家庭児童対策事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　放課後留守家庭児童の安全と健やかな成長に資する居場所の確保を図る。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 留守家庭児童対策費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

365,161

＜事業の狙い＞

実績値 455,118

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 延利用者数

目標値 365,161 365,161 365,161 365,161

　両親が共働きなどの事業により、小学校の放課後に留守家庭となる子どもを
児童館・児童センター等を利用し、登録制（有料）で預かる事業を実施。
　１　放課後児童クラブ（公営）　　　２９カ所
　２　児童育成クラブ（民営）　　　　 １３カ所

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 124.6%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 126,184

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 84,123

その他

正規

一般財源 42,109

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 30,377 人工

嘱託 24,225 8.5

6,152 0.8

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 S63～

　登録児童の増加による狭あい化を解消するため、専用施設の建設を検討す
る。施設による指導員賃金格差を解消するため、交付金を活用し処遇改善を
行う必要がある。 合計コスト①+② 156,561

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども育成課 課ＣＤ 09500000

事務事業名
児童福祉事業
（子育てガイドブックの作成事業）

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価 Ａ　企業との協働により「松本市子育てガイドブック」を作成し、母子手帳交付時・
転入時に乳幼児のいる世帯に配布することで、子育て支援情報の周知と制度
利用を促進するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童福祉事務費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

4,000

＜事業の狙い＞

実績値 4,000

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 配布冊数

目標値 4,000 4,000 4,000 4,000

1　市内企業との協働により「松本市子育てガイドブック」を４，９００冊作成す
　る。
２　冊子には、主に未就学の子どもを持つ保護者のための子育て関連施策
　の内容及び担当課を記載している。
３　広告費により冊子印刷するもの。
　
配布先
　窓口配布　　　 4,000冊
　民生・児童委員　550冊
　事務用　　　　　　350冊

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 0

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

嘱託 0

769 0.1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　市の子育てに関する情報を網羅的に掲載した冊子で、制度改正等に対応す
るため、今後も継続して毎年度発行するもの。
　また、H28年度版から、広告費収入により全費用を賄っているもの。 合計コスト①+② 769

前年度比



こども福祉課 

 

課長 髙山 秀一 



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　通所事業については、事業所の増加により利用者数が急増している。しか
し、利用日数や通所先が利用者の希望に沿わない場合も多くあり、需要に対
する供給は十分ではない。 合計コスト①+② 252,559

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

17,687 2.3

嘱託 570 0.2

正規

一般財源 75,194

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 18,257 人工

利用者負担金

国・県 159,108

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 234,302

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　サービス利用計画作成事業
　　障害児通所支援利用のための、計画作成を行う。（３５６件）
２　児童発達支援事業
　　未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の
　付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
　　（延べ利用人数　４，７３５人）
３　放課後等デイサービス事業
　　就学中の障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流
　の促進その他必要な支援を行う。
　　（延べ利用人数　１９，４２８人）
４　保育所等訪問支援事業
　　専門的支援が必要と認められた障害児に対し、障害児以外の児童との集
　団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
　　（延べ利用人数　８人）
５　高額障害児福祉サービス費支給事業
　　世帯におけるサービス利用者負担額が算定基準額を超える場合、支給を
　行う。　（対象者　２７人）
６　補装具費支給事業
　　身体機能を補完するための用具の交付を行い、日常生活の向上を図る。
　　（支給件数　１５１件）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　障害児の日常生活の向上、介護者の負担軽減を図るため、障害児の早期療
育、放課後や長期休暇の居場所づくり、身体機能を補完するための用具の交
付を行うもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 自立支援福祉事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

事務事業名 自立支援福祉事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 障害者地域生活支援事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　在宅重度障害児等の、日常生活の向上、介護者の負担軽減のため、日常生
活の便宜を図るための用具を給付する。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 障害者地域生活支援事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

１　日常生活用具給付等事業
　　在宅重度障害児等の日常生活の便宜を図るための用具を給付する。
　　（３８２件）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 8,629

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 4,553

その他

正規

一般財源 4,076

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 6,238 人工

嘱託 855 0.3

5,383 0.7

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　排泄支援用具の給付等、日常に欠かすことができない用具の給付のため、
今後も継続して、適正に給付を行っていく。

合計コスト①+② 14,867

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　利用件数や時間に大幅な増加は見られないが、需要は確実にある事業のた
め、引き続き行っていきたい。

合計コスト①+② 12,801

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

3,845 0.5

嘱託 285 0.1

正規

一般財源 5,541

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 4,130 人工

利用者負担金

国・県 3,130

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 8,671

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　タクシー利用料金・自動車燃料費助成事業
　　重度障害児の社会活動の範囲を広げるとともに、その世帯の経済的負担
　軽減を図るため、タクシー利用料金・自動車燃料費の助成を行う。（１０７件）
２　心身障害者・児タイムケア事業
　　障害児が一時的に家庭において介護を受けることができない場合、生活を
　支援するため事業登録者が介護サービスを提供する。
　（延べ利用時間　９，３０４時間）
３　ストマ用補装具自己負担額助成事業
　　重度障害児のストマ、紙おむつ購入の際の自己負担を助成することによ
　り、経済的負担を軽減する。（１２３件）
４　軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業
　　補装具支給制度対象外の難聴児に対し、補聴器購入の助成を行うことに
　より、補聴器の早期装用を促し、聴力向上を図る。（１０件）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　心身障害児を持つ家族の介護負担軽減及び、経済的負担軽減を図る。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 身体障害者福祉費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

事務事業名 身体障害者福祉
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 知的障害者福祉
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　障害児通園施設を利用する障害児の利用者負担を軽減し、障害児の早期療
育、子育て支援の充実を図る。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 知的障害者福祉費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

１　障害児通園施設療育支援事業
　　就学前児童が２人以上いる世帯で、１人目が保育所等に通所し、２人目が
　児童発達支援事業を利用する児童に対し、利用者負担の補助を行う。
　（対象者　１０人）

２　心身障害者・児通所通園等推進事業
　　県内対象施設に入所・通所している障害児の保護者に対し、自動車利用
　の対象交通費助成を行う。（対象者　１５人）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 312

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 81

その他

正規

一般財源 231

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1538 人工

嘱託 0 0

1538 0.2

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　対象者数に大きな変動はない。引き続き助成事業を行い、介護者負担軽
減、通所等の促進を図りたい。

合計コスト①+② 1,850

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　障害児通所施設を運営する民間団体の、安定的な運営のため必要不可欠
な支援策となっている。

合計コスト①+② 1,369

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 0 0

正規

一般財源 600

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 600

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　中活動の場整備促進事業
　　障害者等共同作業所等の日中活動を行う場を提供する団体に、借地料の
　助成を行う。（１件）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　障害者等が、日中活動を行う場の整備促進を図る。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 補助金 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

事務事業名 補助金（中活動の場整備促進事業）
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 福祉医療費給付事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 223 生活福祉の充実

総合評価　乳幼児、児童、障害者、母子家庭の母子、父母のない児童及び父子家庭の
父子の健康保持と福祉の増進を図るため、乳幼児等が療養の給付又は療養
費の支給等を受けたときに、福祉医療費給付金を支給するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 福祉医療費給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

　子育て支援医療、障害者支援医療及びひとり親家庭支援医療について、医
療機関に支払った保険適用医療費自己負担の額から高額療養費、附加給付
金及び受給者負担金５００円を除いた額を毎月１３日に支給するもの。

１　子育て支援医療（乳幼児等）
　　０歳～中学校３年生
２　身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ１
　　身体障害者手帳３・４級、療育手帳Ａ２・Ｂ１
　　特別児童扶養手当１・２級
　　精神障害者保健福祉手帳１・２級
３　ひとり親家庭支援医療
　　配偶者のない女子で、１８歳未満児童を扶養する母とその子
　　１８歳未満の父母のない児童等
　　配偶者のない男子で、１８歳未満の児童を扶養する父とその子

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 816,645

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 232,376

その他 1,116

正規

一般財源 583,153

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 21,080 人工

嘱託 5,700 2

15,380 2

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 837,725

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 福祉手当給付事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　在宅の重度の障害児に対し、その障害によって生ずる特別な負担の軽減の
一助として手当を支給することにより福祉の増進を図る｡

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 福祉手当給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

　２０歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする在宅重度障害児に
支給するもの。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 19,469

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 14,601

その他

正規

一般財源 4,868

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

嘱託 0

769 0.1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 20,238

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　障害児の受け入れ事業所数が少ない地域で運営している事業所のため、地
域の障害児にとっては必要不可欠。引き続き委託を行っていく。

合計コスト①+② 3,218

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 0 0

正規

一般財源 1,465

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

利用者負担金

国・県 984

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 2,449

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　障害児放課後等交流促進事業
　　放課後や休日に、障害児（義務教育対象児）に適切な遊びや生活の場を
　提供するため、事業をNPO法人に委託する。（１件）
２　 障害児及び発達遅滞のおそれがある児童に対し、児童の機能回復に役
　立つおも　ちゃの貸出しを行う。
　（南部・北部おもちゃ図書館　４５回延べ人数２，３４７人
　（おもちゃひろばの開催　７会場）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　放課後や休日等、障害児に対し適切な遊びと生活の場を提供する。
  障害児及び発達遅滞のおそれがある児童に対し、児童の機能回復に役立つ
おもちゃの貸出しを行うもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 障害児福祉費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

事務事業名 障害児福祉
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

心

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名
心身障害児通園施設（しいのみ
学園）運営

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価 Ｂ　心身障害児の就学前の母子通園施設で、心身障害児の基本的動作と集団
生活への適応訓練を行い成長・発達を促すとともに、保護者に対して、療育相
談を行うことで、保護者の負担軽減を図る（事業委託）

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 心身障害児通園施設（しいのみ学園）運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞

実績値 4372

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 施設の延利用者数（保護者を含む）

目標値

 １　母子通園を236日開園し、ＰＴ訓練・体操マッサージなどの療育と五感を
　刺激するあそび（集団・感触・感覚･運動等）を実施
２　南松本保育園･あるぷキッズ・あそびの教室と交流保育の実施
３　保護者に対して心理相談・ＳＴ相談を実施し、、療育相談と指導の実施
４　放課後デイサービス（就学中の障害児が、生活能力の向上のために必要
　な訓練等を行う）の実施

②　成果指標（指標名） 　　　　　1日当りの在園児平均利用率

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値 42.3

平成３２年度

①　事業費（千円） 19,754

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金 26,266

国・県 0

その他

正規

一般財源 1,466

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,307 人工

嘱託 0 0

2,307 0.3

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　障害福祉施設の特性から、重度心身障害児・医療的な処置が必要な児の受
け入れに対応できるよう、医療行為や体調管理を終日勤務できる看護師の雇
用が必要。
　多様なニーズに対応できる質の高い療育が提供できるよう職員のスキルアッ
プが必要。

合計コスト①+② 22,061

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 交通及び災害遺児等福祉金
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 223 生活福祉の充実

総合評価　18歳未満の児童で交通事故又は自然災害、労働災害等により父又は母を
失った遺児等の福祉の増進を図る。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 交通及び災害遺児等福祉金給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

　交通事故等により父又は母が死亡した児童、父又は母が交通災害等の事故
による障害者(身障手帳1級程度）となった児童に支給するもの。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,775

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他 1,775

正規

一般財源

人工 人工 人工②　人件費(千円） 769 人工

嘱託 0

769 0.1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 2,544

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 28～32

　全国の児童相談所での児童虐待相談対応件数は平成27年度には10万件を
超え、平成11年度と比較して約8.9倍まで増加しています。
　松本地域の現状も同様の傾向を示しており、今まで以上に関係機関が連携
し、対策に取り組むことが急務となっています。

合計コスト①+② 21,739

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

16,149 2.1

嘱託 5,130 1.8

正規

一般財源 390

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 21,279 人工

利用者負担金

国・県 70

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 460

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　虐待や非行などの要保護児童等に関する問題について、関係機関等の連携
により組織的に対応し、要保護児童等の早期発見及び適切な支援を行う。

１　要保護児童対策地域協議会の開催
　　児童福祉法に位置づけられた２３関係機関による協議会

２　ＪＩＡＭ児童虐待防止研修会への参加

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 231 子どもの権利の推進

総合評価・要保護児童対応に係る関係機関の連携により、要保護児童の早期発見、対
応を推進する
・研修への参加を通じ、職員の専門性及び資質向上を図り、助言、指導体制
の充実を図る

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童福祉事務費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞

事務事業名 児童福祉事務
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

合計コスト①+② 15,626

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 2,850 1

正規

一般財源 1,438

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 4,388 人工

利用者負担金

国・県 9,800

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 11,238

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　自立支援教育訓練給付金事業
　　母子父子家庭の親が職業能力の開発のため、厚生労働省の指定する
　講座を受講する場合に費用の６０％（上限20万円）を給付する。
２　高等職業訓練促進費事業
  　ひとり親家庭の者が就職に有利な資格取得をするため、養成機関（1年
　以上のカリキュラム）に就学する場合、その期間の生活の負担軽減を図り、
　資格取得を促進する。
３　母子寡婦福祉会
　　市内在住の母子・父子・寡婦が会員となり、自立促進のため活動を行い、
　定例会や親子参加の交流事業を開催し、情報交換等を図っている。
４　バスハイク事業
　　経済力の乏しいひとり親家庭を対象に親子が一日を楽しく過ごせるよう
　事業を実施し、親子間の親睦を深め、福祉の増進を図る。
５　母子父子寡婦福祉資金貸付金利子補給事業
　　母子及び父子・寡婦家庭の経済的自立の助長と、その生活意欲の助長を
　図り、その家庭の福祉の増進のため。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 ～
総合評価　ひとり親家庭の身上相談に応じ、その自立を促すため必要な助言および生

活意欲の助長を図る
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実 ５つの重点目標 ４　暮しと生活の基盤づくり

予算中事業名 ひとり親家庭等相談事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 ひとり親家庭等相談事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 24,057

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

2,307 0.3

嘱託 0

正規

一般財源 5,362

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,307 人工

利用者負担金

国・県 12,405

その他 3,983

平成３２年度

①　事業費（千円） 21,750

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　出生時の体重が2000ｇ以下またはその他の理由により、指定養育医療機関
の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担するも
の。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 223 生活福祉の充実

総合評価　母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定に基づく養育医療の給付
をするもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 養育医療費給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

事務事業名 養育医療費給付事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 13,434

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

2,307 0.3

嘱託 0

正規

一般財源 2,673

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,307 人工

利用者負担金

国・県 8,454

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 11,127

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１８歳未満で身体に障害があるお子さんや、今ある疾患を放置すると将来障
害が残ると認められるお子さんが、手術などの確実な効果が期待できる治療
を行う場合に、治療費の一部を公費で負担するもの。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 222 障害者（児）福祉の充実

総合評価　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の
規定に基づく育成医療の給付をするもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 育成医療費給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞

事務事業名 育成医療費給付事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 こんにちは赤ちゃん事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実 ５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 こんにちは赤ちゃん事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 ～
総合評価　乳児家庭と地域をつなぎ乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援

するため
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

　生後４カ月までの乳児のいる全ての家庭を各地区の民生・児童委員や主任
児童委員がプレゼントを持って訪問する。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 2,866,608

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 955,000

その他

一般財源 1,911,608

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,909 人工

嘱託 1,140 0.4

正規

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

　事業開始から６年が経過。活動が周知されてきている。

合計コスト①+② 2,868,517



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　切れ目のない支援を確実に行うための情報共有のあり方について、引き続
き
庁内関係課及び外部関係団体等との連携及び調整に努める。 合計コスト①+② 91,297

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

53,061 6.9

嘱託 22,800 8

正規

一般財源 15,191

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 75,861 人工

利用者負担金 245

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 15,436

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　相談窓口
　　発達障害及び発達に関する相談を、支援チームの専門職員が対応

２　巡回支援
　　子どもたちが毎日生活する保育園・幼稚園・学校等での困難に対し、専門
　支援チームが巡回し、対応方法等についての助言を行う。

３　あるぷキッズサポート手帳の配付
　　子どもの情報や経過等を記入し、保護者と支援者が情報を共有し、共通
　理解のうえで適切な支援に役立てるもの。

４　あそびの教室
　　未就園の親子に対し、生活体験やあそびを通して発達を促したり、親子
　関係を豊かにするための教室

５　保護者支援（ペアレントトレーニング）
　　発達障害等で、子どもの対応に困難を抱えている保護者が、子どもの行
　動を適切に理解し、その対処方法を具体的に学び、親子関係を良好にする
　ための講座

②　成果指標（指標名） 「巡回が役に立った」と回答した施設の割合

目標値 59.00% 59.00% 59.50% 59.50% 60.00%

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 101.4%

達成度 96.3%

実績値 56.80%

実績値 98.40%

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 「あそびの教室」参加者の満足度

目標値 97.00% 97.00% 97.50% 97.50%

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実

総合評価   発達障害及び発達に心配のある子どもとその保護者並びに発達障害児と
毎日関
わる支援者を、総合的に継続して支援するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 あるぷキッズ支援事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

98.00%

＜事業の狙い＞

事務事業名 あるぷキッズ支援事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年10月4日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

　核家族化の進行や、家庭養育力の低下に伴い例年利用量は増加傾向にあ
ります。

合計コスト①+② 3,284

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 0

正規

一般財源 1,685

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

利用者負担金

国・県 830

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 2,515

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　児童養護施設との委託契約により家庭での養育が困難の状態の児童を最
長７泊８日の期間預かるもの。
 
子育て支援ショートステイ事業

１　委託先
　⑴　松本赤十字乳児院（原則として２歳未満の児童）
　⑵　松本児童園（原則として２歳以上１８歳以下の児童）

２　委託料（１泊あたり）
　　　　　　　　　　　　　　２歳児未満　　　２歳児以上
　　生活保護世帯　　　　@10,700　　　　　@5,500
　　非課税世帯　　　　　 @ 9,600　　　　　 @4,500
　　その他世帯　　　　　 @ 5,350　　　　　 @2,750

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 28～32
総合評価　家庭での養育が困難な状態の児童を一時的に預かることにより、保護者の

育児不安、疲れの軽減を図る。また、児童に安全に生活環境を提供する
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 231 子どもの権利の推進 ５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 留守家庭児童対策費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 留守家庭児童対策
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

 

　児童虐待事案が発生すると一時的には報道が行われますが、やがて家族の
問題として収束してしまう傾向があります。

合計コスト①+② 3,018

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 570 0.2

正規

一般財源 710

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,108 人工

利用者負担金

国・県 200

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 910

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　児童虐待防止について広く周知し、住民ひとりひとりが周囲の子どもたちに
関心を持つよう意識の向上を図るとともに、子育てに悩む保護者等からの相
談に対応するもの。

１　オレンジリボンキャンペーン（児童虐待防止啓発活動）の実施
　⑴　広報まつもとへの記事掲載
　⑵　懸垂幕、横断幕の掲示
　⑶　タスキリレーへの参加と啓発物品配布
　⑷　映画上映会、講演会の開催

２　ＮＰ（ノーバディーズパーフェクト）ファシリテーター養成講座の受講
　⑴　講師養成講座への出席
　⑵　講座の開講

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 28～32
総合評価　要保虐待の発生防止に向け、市民に向けた啓発活動を実施するもの ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 231 子どもの権利の推進 ５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童虐待防止啓発事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 児童虐待防止啓発事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

合計コスト①+② 174,441

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 0 0

正規

一般財源 173,672

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 173,672

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

１　施設の概要
　⑴　場所　松本市双葉4番8号
　⑵　構造　鉄骨造3階建
　⑶　延床面積　３，３４９．９１㎡
　
２　経過
　　25.6～9　ふれあい体育館解体工事
　　25.11～26.3　南部保健センター解体工事
　　25.6～26.9　複合施設実施設計
　　26.12　複合施設新築工事着工
　　27.12　複合施設完成
　　28.1　複合施設利用開始
　　28年度　外構工事等

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 25～28
総合評価　平成２３年６月の長野県中部地震により使用不能となった「ふれあい体育館」

を解体し、老朽化していた「南部保健センター」「松南地区福祉ひろば」「松本
市南ふれあいホーム」「障害者相談支援センターwish」の建替えとともに「ある
ぷキッズ支援事業拠点施設」を複合施設として整備するもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実 ５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 南松本福祉関係複合施設管理費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 南松本福祉関係複合施設建設管理
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 児童扶養手当給付事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 2 安定した暮らしを続けられるまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 223 生活福祉の充実

総合評価　父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と、
自立の促進に寄与すると共に児童福祉の増進を図る。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標

予算中事業名 児童扶養手当給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

　次のいずれかに該当する18歳(誕生日後の3月31日までの間を含む)の子､又
は20歳未満の障害児を監護する父母等に支給するもの。

１ 　父母が婚姻解消
２　 父又は母が死亡又は生死不明の児童
３　 父又は母が重度の障害の状態にある児童
４　 父又は母が引き続き1年以上拘禁、又は遺棄されている児童
５　 父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
６ 　母が婚姻によらないで懐胎した児童

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 946,067

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 315,731

その他

正規

一般財源 630,336

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 13,390 人工

嘱託 5,700 2

7,690 1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 959,457

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000

事務事業名 児童手当給付事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 231 子どもの権利の推進

総合評価児童手当法第８条の規定に基づき児童手当を支給するもの。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童手当給付事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

　中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育し
ている方へ支給する。

　※　支給額（児童手当の１人当たり月額）
　　　３歳未満：一律１５，０００円
　　　３歳以上小学校修了前：１０，０００円（第３子以降は１５，０００円）
　　　中学生：一律１０，０００円

　※　児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、
　　　「特例給付」として月額一律５，０００円を支給

　※　支給時期
　　　毎年６月、１０月、２月にそれぞれの前月分までの手当を支給

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 4,014,164

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 3,402,223

その他

正規

一般財源 611,941

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 13,616 人工

嘱託 2,850 1

10,766 1.4

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 4,027,780

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

合計コスト①+② 3,684,134

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

769 0.1

嘱託 1,425 0.5

正規

一般財源 699,235

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,194 人工

利用者負担金 160,400

国・県 2,822,305

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 3,681,940

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けられない
妊婦を助産施設に入所させ、助産を受けさせる。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 ～
総合評価　児童福祉法の規定により、経済的な理由等から分娩費に困窮している妊婦

の支援のため
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実 ５つの重点目標 ４　暮しと生活の基盤づくり

予算中事業名 助産施設委託事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 助産施設委託事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

合計コスト①+② 15,286,487

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 11,400 4

正規

一般財源

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 12,938 人工

利用者負担金 58,000

国・県 6,113,675

その他 9,101,874

平成３２年度

①　事業費（千円） 15,273,549

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　母子世帯を入所させ、生活全般を支援し、自立の促進を図る ②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 ～
総合評価　住宅・経済的困窮等の問題により、子どもの養育が十分に出来ない母子世

帯の支援のため
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実 ５つの重点目標 ４　暮しと生活の基盤づくり

予算中事業名 母子生活支援施設管理運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 母子生活支援施設管理運営
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

合計コスト①+② 3,732

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

2,307 0.3

嘱託 1,425 0.5

正規

一般財源

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 3,732 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 0

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　配偶者等からのDVにより、市内での生活に危険性がある母子に対し、広域
で保護を実施する

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度

達成度

実績値

実績値

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　

目標値

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 ～
総合評価　DV等により、配偶者等からの危険性がある母子に対し、広域での避難を要

する世帯に対応するため
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 232 出産・子育て環境の充実 ５つの重点目標 ４　暮しと生活の基盤づくり

予算中事業名 母子広域措置費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 母子広域措置
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

　食事提供等を伴う居場所の拡大については新規事業であり、今後、事業成
果の追跡が必要

合計コスト①+② 3,845

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

3,845 0.5

嘱託 0 0

正規

一般財源

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 3,845 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 0

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　すべての子どもたちを取り巻く成育環境が悪化した状態を「子どもの貧困」と
捉え、この改善を目指すための施策推進にあたり、以下の事業を実施したも
の。

１　庁内推進会議の開催
　　９部１７課が参加する会議で、取組方針の共有を図るとともに、効果的な
　事業展開の推進を図った。

２　民間団体との連絡会議開催
　　こどもの居場所づくりや学習支援に取り組む団体との連絡会議を開催し、
　事業推進に向けた課題について意見交換を実施

３　各種実態調査の実施
　　ひとり親家庭や保育園、幼稚園等を対象とした調査を実施し、本市におけ
　る実態の把握をすすめた。

４　指針の策定
　　市の取組み姿勢を明示するものとして、松本市子どもの未来応援指針を
　策定

②　成果指標（指標名） まわりの人から大切にされていると感じている子どもの割合

目標値 82.7 84.53 86.35 88.18 90

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度 100.0%

実績値 82.7

80

実績値 62.2

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 自分のことが好きだとする子どもの割合

目標値 62.2 66.65 71.1 75.55

＜事業の狙い＞ 事業計画年度 28～32
総合評価 Ａ・すべての子どもが自分のかけがえのない価値に気付き、自ら未来を選択して

いける力を育むことを目指して部局横断による取組みを行うもの
＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 231 子どもの権利の推進 ５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

事務事業名 子どもの未来応援事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○子どもの権利を擁護し、虐待やいじめを撲滅

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 こども福祉課 課ＣＤ 09550000



保育課 

 

課長 平林 泉 



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 883,942

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

7,690 1

嘱託 0

正規

一般財源 395,601

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 7,690 人工

利用者負担金

国・県 480,651

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 876,252

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　児童福祉法第45条の最低基準を維持するための経費に対する補助
１　事業費
　⑴一般生活費
　　・給食材料費、保育材料費、教材費、光熱水費

２　人件費
　⑴本俸
　⑵手当
　⑶社会保険料
　⑷非常勤職員雇上費

３　管理費
　⑴旅費
　⑵庁費（備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、会議費）
　⑶職員研修費
　⑷被服費
　⑸職員健康管理費
　⑹保健衛生費
　⑺補修費

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.6%

達成度

実績値

実績値 1,062

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 私立保育所月平均児童数

目標値 1,056 1,069 1,077 1,084

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　 私立保育所等の運営に係る経費を支弁することで、安定的な運営に資する
もの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 私立保育所等運営事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

1,092

＜事業の狙い＞

事務事業名 私立保育所等運営事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名
児童福祉事務
(実費徴収に係る補足給付事業)

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　低所得で生計が困難である保護者の子どもが保育園・幼稚園・認定こども園
等に通う場合に、保護者が保育料の他に支払う実費徴収に対して、その一部
を補助するものです。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童福祉事務費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

36

＜事業の狙い＞

実績値 7

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 申請者数

目標値 60 36 36 36

１　事業内容
　⑴　対象保護者　生活保護世帯
　⑵　対象範囲（ア～ウを満たすもの）
　　ア　園で利用する通常必要とされる日用品に係る経費
　　イ　市内の保育園・幼稚園・認定こども園等に共通するもの（限定列挙）
　　ウ　同一園児に対し、同一年度内に１回購入するもの

２　補助額
　　対象経費×10/10　（月額2,500円程度、年度合計5,000円まで）

３　活動指標
　　申請者数　　　7人（H28実績値）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 11.7%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 46

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 46

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

嘱託 0

1,538 0.2

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　対象世帯への制度周知と継続的な支援により、すべての子どもの健やかな
成長を支援する。

合計コスト①+② 1,584

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名
補助金
(私立保育所等への補助事業)

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 　私立保育園等の経営の円滑を図り、児童福祉の向上に資するもの ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 補助金 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

1,092

＜事業の狙い＞

実績値 1,062

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 私立保育所月平均児童数

目標値 1,056 1,069 1,077 1,084

私立保育園等の保育事業に係る経費に対する補助を行うもの
１　補助事業
　⑴　私立保育園等経営安定事業
　⑵　認可外保育施設児童対策事業
　⑶　私立保育所等障害児保育事業
　⑷　私立保育所等児童健康管理事業
　⑸　私立保育所等乳児保育促進事業
　⑹　私立保育所等一時保育事業
　⑺　私立保育所等施設整備事業
　⑻　保護者会文化事業
　⑼　園児送迎用駐車場確保事業
　⑽　私立保育所等延長保育事業
　⑾　私立保育園等1歳児保育支援事業
　⑿　保育対策総合支援事業

２　補助対象施設
　⑴　私立保育園　　　　　　 ５園
　⑵　私立認定こども園　　　４園
　⑶　認可外保育施設　　　 ８施設

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.6%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 255,713

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 58,858

その他

正規

一般財源 196,855

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 5,383 人工

嘱託 0

5,383 0.7

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　私立保育園に通う児童の保育環境の向上が図れる。
　また、私立保育園も公立保育園と同じ基準で保育事業を実施することが可能
となる。 合計コスト①+② 261,096

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　未満児の増加に伴う、保育士の確保対策に努めるとともに、保育園の安定
的な運営を図るもの。

合計コスト①+② 4,226,885

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

2,160,890 281

嘱託 997,500 350

正規

一般財源 93,872

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 3,158,390 人工

利用者負担金 974,623

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,068,495

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　公立保育園の運営に関する事務費及び管理費
　１　事業内容
　　⑴　保育園入園事務
　　⑵　保育園人事管理事務
　　⑶　保育料等の滞納整理事務
　　⑷　保育園職員の研修事務
　　⑸　保育園給食管理事務
　　⑹　保育園児童の健康管理事務

　２　活動指標
　　　公立保育園月平均児童数　　　4,565人（H28年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 101.0%

達成度

実績値

実績値 4,565

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 公立保育園月平均児童数

目標値 4,518 4,536 4,568 4,600

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　公立保育園の運営の維持・向上を図るもの ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 保育所管理運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

4,632

＜事業の狙い＞

事務事業名 保育所管理運営
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月26日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 51,343

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

2,307 0.3

嘱託 45,600 16

正規

一般財源 -21,916

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 47,907 人工

利用者負担金 25,352

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 3,436

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　公立保育園（8園）で実施されるいる一時保育事業の運営に係る事務経費
　
　１　実施園
　　　小宮、寿東、あがた、桐、南郷、さくら、南松本、渕東

　２　利用回数及び時間等
　　⑴　利用回数　　１５回以内／月
　　⑵　利用時間　　平日・・・８：３０～１７：００の間で８時間以内
　　⑵　利用時間　　休日・・・８：３０～１２：３０
　　⑶　利用料金　　３歳未満児　　４時間以内　　1,300円
　　⑶　利用料金　　３歳〃満児　　４時間以上　　2,600円
　　⑶　利用料金　　３歳以上児　　４時間以内　　　650円
　　⑶　利用料金　　３歳〃満児　　４時間以内　　1,300円

　３　活動指標
　　　月平均利用者数　　　955人（H28実績値）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 106.1%

達成度

実績値

実績値 955

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 月平均利用者数

目標値 900 950 998 1,047

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　一時保育を利用する児童に対して、保育材料（折紙等）や給食を提供し、利
用者の処遇を向上を図るもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 保育所管理運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

1,100

＜事業の狙い＞

事務事業名 一時的保育事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名 乳幼児情操教育事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　乳幼児期から豊かな情操、感性を育むため ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 乳幼児情操教育事業費（民生費） ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

43

＜事業の狙い＞

実績値 43

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 事業開催園数

目標値 43 43 43 43

　本市の恵まれた音楽環境を活用し、乳幼児期から音楽を聴いたり、歌った
り、楽しむという環境のなかで、豊かな情操、感性を育むための取り組みむも
の。

　１　事業概要
　　⑴　生演奏による鑑賞（才能研究会）
　　⑵　各園独自で音楽演奏会を実施
　　⑶　各園でクラシック音楽に親しむ環境づくりを実施

　２　活動指標
　　　事業開催園数　　　　43園（H28実績値）

②　成果指標（指標名） 事業開催件数

目標値 43 43 43 43 43

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度 100.0%

実績値 43

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,209

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 1,209

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 385 人工

嘱託 0

385 0.05

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

 保育園児の豊かな情操、感性を育むもの。

合計コスト①+② 1,594

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名
子ども・子育て支援事業計画推進事
業

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　質の高い学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡大、家庭における
養育支援の充実を図るもの。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 子ども・子育て支援事業計画推進事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

2

＜事業の狙い＞

実績値 2

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 子ども・子育て支援会議開催件数

目標値 2 4 2 4

　１　事業内容
　　⑴　松本市子ども・子育て支援事業計画に基づく各種施策の実行
　　⑵　地域型保育事業に係る認可事務（研修含む）
　　⑶　施設型給付費等支給のための施設・事業所確認事務
　　⑷　制度管理システムの運用

　２　活動指標
　　　子ども・子育て支援会議開催件数　　２回（H28年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 6

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 6

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

嘱託 0

1,538 0.2

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　平成２７年度に事業計画を策定し、事業の中間にあたる平成２９年度は、保
育等の現状にあった計画に見直しを行うもの。

合計コスト①+② 1,544

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　 公立保育園に係る各種団体へ負担し、保育園運営の向上を図る。

合計コスト①+② 3,032

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

385 0.05

嘱託 0

正規

一般財源 2,039

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 385 人工

利用者負担金

国・県

その他 608

平成３２年度

①　事業費（千円） 2,647

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１　各種負担金
　　⑴　長野県保育連盟負担金
　　　　 県内の全市町村が加入し、保育内容の充実、保育従事者の資質向
　　　上、情報・連絡、功労者の顕彰、各種研究大会の開催等の事業を実施
　　　する。
　　　ア　全保協負担金＠5,000円／１園
　　　イ　県社協負担金＠500円／１園、＠100円／園児割
　　⑵　幼年教育研究会負担金
　　　　 市内１０１校の幼稚園・保育園・小学校が参加して実施する研究集会、
　　　調査活動、講演会、新入学児童の情報共有等の事業を実施する。
　　　ア　市立保育園＠1,000円／１園
　　　イ　市立幼稚園＠5,000／１園
　　⑶　日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金
　　　　 体育の振興と児童の健康の保持増進を図るため、保育園等の児童の
　　　災害等の給付を行うもの
　　　ア　＠375円（保護者負担120円）／１人（要保護児童は＠65円）
　　⑷　会議・研修等負担金
　　　　 公立保育園運営に係る会議・研修等の負担金

②　成果指標（指標名） 幼年教育研究会参加施設数

目標値 101 101 101 101 101

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 99.5%

達成度 100.0%

実績値 101

実績値 4,575

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 児童割数

目標値 4,599 4,575 4,607 4,639

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　保育事業に係る各種団体への負担金 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 負担金 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

4,672

＜事業の狙い＞

事務事業名
負担金
(保育園に係る各種団体負担金)

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名 中条保育園改築事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　次代の社会を担う子どもが健やかに育つ保育環境の整備を充実させる。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 中条保育園改築事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

＜事業の狙い＞

実績値 38.8%

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 事業実施率（全体事業費）

目標値 38.8% 97.5% 100%

　老朽化した木造園舎で概ね50年経過した保育園を計画的に整備していくた
め、下記内容の事業を行う。

１　用地購入　　購入面積  3,795.16㎡

２　地質調査　　２ケ所

３　造成設計・実施設計・工事監理委託

４　造成工事　　造成面積 3,795.16㎡

５　改築工事　　延床面積 966.42㎡ （木造2階建一部鉄骨造）

６　外構工事　  駐車場、フェンス、植栽等

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 77,188

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 77,188

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 3,076 人工

嘱託 0

3,076 0.4

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 H２４～H３０

　昭和47年に建設され、敷地が狭隘で園舎の老朽化が進んでいるため、施設
整備方針に基づき計画的に整備をするもの。

合計コスト①+② 80,264

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 H１２～

　老朽化が進む保育園の内外装を改修することにより、保育環境の改善と園
舎躯体を保護して施設の延命を図るもの。

合計コスト①+② 5,178

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 0

正規

一般財源 3,640

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 3,640

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　建築後概ね３０年経過した園の老朽化した施設・設備の改修を計画的に整
備していくため、下記内容の改修工事及び工事監理を行う。

１　工事内容
　①屋根改修　②トイレ改修　③内外装改修　④給排水設備改修　等

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

実績値 3,640

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 各年度事業費（千円）

目標値 3,640 167,350 140,620 0

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ 　次代の社会を担う子どもが健やかに育つ環境整備のため、老朽化が進んで
いる保育園の大規模改造をする。

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 保育園大規模改修事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

3,380

＜事業の狙い＞

事務事業名 保育園大規模改修事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名 保育園園庭芝生化事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　次代の社会を担う子どもが健やかに育つ保育環境の整備を充実させる。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 保育園園庭芝生化事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

95.3%

＜事業の狙い＞

実績値 90.70%

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 芝生化実施率（箇所数）

目標値 90.7% 93.0% 93.0% 95.3%

　園児が心身ともに健やか・安全に育成される環境の整備を図るため、山間地
を除く園の園庭一部芝生化事業を下記のとおり行う。
　
１　芝生化部分は、運動会トラック内部、約150㎡程度とする。

２　園での維持管理は、芝刈り機による週１・２回程度の作業、草むしりを行う。

３　専門的な維持管理は、委託業者にて行う。

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 12,680

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県

その他

正規

一般財源 12,680

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 769 人工

嘱託 0

769 0.1

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 H２４～

　園庭の一部を芝生化する事で、園児が外で遊ぶ頻度が増し運動能力向上に
つながる。

合計コスト①+② 13,449

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

　幼稚園の安定的な運営に努めるもの。

合計コスト①+② 175,282

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

115,350 15

嘱託 37,050 13

正規

一般財源 2,290

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 152,400 人工

利用者負担金

国・県

その他

20,592

実績値

平成３２年度

①　事業費（千円） 22,882

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業計画年度 ～

　公立幼稚園の運営に関する事務費及び管理費
　１　事業内容
　　⑴　幼稚園入園事務
　　⑵　幼稚園人事管理事務
　　⑶　保育料等の滞納整理事務
　　⑷　幼稚園職員の研修事務
　　⑸　幼稚園給食管理事務
　　⑹　幼稚園児童の健康管理事務

　２　活動指標
　　　公立幼稚園月平均児童数　　　203人（H28年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 93.5%

達成度

実績値 203

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 公立幼稚園月平均園児数

目標値 217 210 210 210

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　公立幼稚園の運営の維持・向上を図るもの ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 一般管理費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

210

＜事業の狙い＞

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名
一般管理（幼稚園管理運営事
業）

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　幼稚園を運営していく上で必要な経常経費を計画的に執行している。

合計コスト①+② 5,896

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

2,307 0.3

嘱託 0

正規

一般財源 3,589

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 2,307 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 3,589

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　幼稚園の運営上、必要な下記経常経費を計画的に執行し、園児が安全に育
成される環境の整備を図る。

１　必要な経常経費
　①消耗品費　②修繕料　③営繕工事費

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

実績値 3,589

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 各年度事業費（千円）

目標値 3,589 2,540 2,540 2,540

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　次代の社会を担う子どもが健やかに育つ環境の整備を充実させる。 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 幼稚園営繕事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

2,540

＜事業の狙い＞

事務事業名 幼稚園営繕事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　公立幼稚園が教育委員会から保育課へ所管が移行して8年が経過し、公立
保育園との食育の推進も足並みが揃ってきた。また、調理室の衛生管理につ
いても、研修への参加や各園との情報共有により、充実してきている。 合計コスト①+② 4,015

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 285 0.1

正規

一般財源 2,192

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,823 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 2,192

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１　事業内容
　　　献立作成（一般食・アレルギー食・離乳食）、歯科栄養指導、給食業務指
　 導、保護者向け講習、衛生関係業務

　２　活動指標
　　　公立幼稚園月平均児童数　　　203人（H28年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 93.5%

達成度

実績値

実績値 203

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 公立幼稚園月平均園児数

目標値 217 210 210 210

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　献立作成（一般食・アレルギー食・離乳食）、歯科栄養指導、給食業務指導、
保護者向け講習、衛生関係業務

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 幼稚園給食管理運営費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

210

＜事業の狙い＞

事務事業名 幼稚園給食管理運営
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　各幼稚園ごとの取組みや地域とのかかわりにより、園児の豊かな人間性の
育成に繋がる。

合計コスト①+② 523

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

231 0.03

嘱託 0

正規

一般財源 292

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 231 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 292

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１　事業内容
　　　茶道教室、子育て相談、サッカー教室、陶芸教室、地域・未就園児交流

　２　活動指標
　　　実施園　　　３園（H28年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

実績値 3

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 実施園

目標値 3 3 3 3

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　特色ある幼稚園づくりの一環として、人間性豊かな園児の育成と活力ある幼
稚園を創造し、地域住民・未就園児との交流活動や地域に密着した幼稚園を
目指すもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 トライやる・スクール事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

3

＜事業の狙い＞

事務事業名 幼稚園トライやる・スクール事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

 幼稚園児の豊かな情操、感性を育むもの。

合計コスト①+② 563

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

385 0.05

嘱託 0

正規

一般財源 178

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 385 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 178

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　本市の恵まれた音楽環境を活用し、乳幼児期から音楽を聴いたり、歌った
り、楽しむという環境のなかで、豊かな情操、感性を育むための取り組みむも
の。

　１　事業概要
　　⑴　生演奏による鑑賞（才能研究会）
　　⑵　各園独自で音楽演奏会を実施
　　⑶　各園でクラシック音楽に親しむ環境づくりを実施

　２　活動指標
　　　事業開催園数　　　　3園（H28実績値）

②　成果指標（指標名） 事業開催件数

目標値 3 3 3 3 3

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度 100.0%

実績値 3

実績値 3

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 事業開催園数

目標値 3 3 3 3

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　乳幼児期から豊かな情操、感性を育む ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 乳幼児情操教育事業費（教育費） ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

3

＜事業の狙い＞

事務事業名 幼稚園乳幼児情操教育事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月26日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

合計コスト①+② 1,652

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

0

嘱託 143 0.05

正規

一般財源 446

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 143 人工

利用者負担金

国・県 887

その他 176

平成３２年度

①　事業費（千円） 1,509

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　公立幼稚園において、一時的に家庭での保育が困難となった在園児を教育
時間前後又は長期休業日に一時的に預かるもの

　１　対象園
　　　公立幼稚園　　３園

　２　利用料
　　　400円／回

　３　活動指数
　　　利用者数　　　438人（H28年度実績）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 20.3%

達成度

実績値

実績値 438

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 利用者数

目標値 2,160 456 458 460

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　保護者の就労等に応じた保育の受け皿を確保すると共に、保護者の育児に
伴う心理的・肉体的負担の解消が図るもの

＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 一時預かり事業費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

461

＜事業の狙い＞

事務事業名 一時預かり事業
＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事業計画年度 ～

　 公立幼稚園に係る各種団体へ負担し、幼稚園運営の向上を図る。

合計コスト①+② 532

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

385 0.05

嘱託 0

正規

一般財源 147

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 385 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 147

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１　各種負担金
　　⑴　国公立幼稚園長会負担金
　　　　 県内の全国公立幼稚園が加入し、幼児教育内容の充実、教育従事
　　　者の資質向上、情報・連絡、各種研究大会の開催等の事業を実施
　　　ア　国負担金＠4,000円／１園、＠35円×園児数
　　　イ　県負担金＠3,000円／１園、＠3,000円／学級数
　　⑵　県幼稚園教育研究協議会負担金
　　　　 県内８園の国公立幼稚園が参加して実施する研究協議会に係る講
　　　師謝礼、教材費等の経費として
　　　ア　市立幼稚園＠10,000円／１園
　　⑶　松本市幼年教育研究会負担金
　　　　松本市内１０１校の幼稚園・保育園・小学校が参加する松本市幼年
　　　教育研究会の会費を負担
　　　ア　市立幼稚園＠5,000円／１園
　　⑷　防火管理協会負担金
　　　　 防火管理協会の会費負担金
　　⑸　会議・研修等負担金
　　　　 公立幼稚園運営に係る会議・研修等の負担金

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 100.0%

達成度

実績値

実績値 3

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 参加施設数

目標値 3 3 3 3

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　幼稚園事業に係る各種団体への負担金 ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 負担金 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

3

＜事業の狙い＞

事務事業名
負担金
(幼稚園に係る各種団体負担金)

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月26日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

　

事務事業評価票
作成日 平成29年10月4日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000

事務事業名
補助金
(私立幼稚園等への補助事業)

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価 Ａ　私立幼稚園の経営の安定を図り幼児教育の振興を図るもの ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 補助金 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

1,870

＜事業の狙い＞

実績値 1,867

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 私立幼稚園月平均児童数

目標値 1,950 1,870 1,870 1,870

　１　補助事業
　⑴　私立幼稚園等運営費
　　　 幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園に対しての補助
　　　 　１園につき年額700,000円以内、園児１人につき年額27,000円以内
　⑵　私立幼稚園就園奨励費
　　　 私立幼稚園の設置者が行う保育料等の減免に対し、助成することで幼
　　児教育の振興に資するもの
　　　 １０分の１０以内（国の幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第３条第３項
　　の規定による額を限度とする。）
　⑶　私立幼稚園建設費
　　　 私立幼稚園の新築、増築又は改築、定員増となる増改築の初度調弁
　　費に要する経費に対し助成をすることで、幼児の処遇の向上を図るもの
　　　 事業費から国交付金その他の特定財源を控除した額の３分の２以内の
　　額又は事業費の３分の１以内の額

②　成果指標（指標名） 就園奨励費交付対象者数

目標値 1,179 1,180 1,180 1,180 1,180

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 95.7%

達成度 99.6%

実績値 1,174

平成３２年度

①　事業費（千円） 338,922

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

利用者負担金

国・県 128,187

その他

正規

一般財源 210,735

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 3,845 人工

嘱託 0

3,845 0.5

－

＜現状に対する認識＞

事業計画年度 ～

　私立幼稚園の経営が安定し保護者の経費負担が抑えられる。

合計コスト①+② 342,767

前年度比



＜第１０次基本計画の位置付け＞

＜予算上の位置付け＞

 

事業計画年度 ～

　園児の園生活の安全、衛生を管理し、適正な環境を保つことができる。

合計コスト①+② 1,926

前年度比 －

＜現状に対する認識＞

1,538 0.2

嘱託 0

正規

一般財源 388

人工 人工 人工人工②　人件費(千円） 1,538 人工

利用者負担金

国・県

その他

平成３２年度

①　事業費（千円） 388

＜コスト一覧＞
区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

　１　事業内容
　　　保健指導、感染症関係業務、障害児相談、障害児入所審査委員会、
　 障害児巡回指導、各種健康診断

　２　活動指標
　　　公立幼稚園園児数　　　203人（H28.）

②　成果指標（指標名）

目標値

＜事業の実施内容及び活動指標（実績値）＞ 達成度 93.5%

達成度

実績値

実績値 203

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

①　成果指標（指標名）　 公立幼稚園月平均園児数

目標値 217 210 210 210

会　計　名 一般会計 基本施策（個別目標） 233 保育環境の充実

総合評価　公立幼稚園児の安全、衛生を管理するもの ＜指標の達成状況＞

区分 平成２８年度 平成２９年度

５つの重点目標 ２　次世代を育むまちづくり

予算中事業名 児童生徒保健管理費 ― ― ― ― 松本版総合戦略 ⑤子どもが生まれ健やかに育つ環境づくり

210

＜事業の狙い＞

事務事業名
児童生徒保健管理
（幼稚園児童の健康管理事務）

＜市長公約・重点目標・総合戦略の位置付け＞

まちづくりの基本目標 2 一人ひとりが輝き大切にされるまち
市
長
公
約

公約 ２　子育て支援を充実し、次代を担う子どもたちを健やかに育みます

政策の方向（まちの姿） 3 子どもの育ちを応援するまち 主な取組み ○完全市営による保育園運営、待機児童ゼロ継続

事務事業評価票
作成日 平成29年9月25日

部局名 こども部 課 名 保育課 課ＣＤ 09600000


