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児童養育事業 事務事業評価シート

29年度(計画)

28年度(実績) 29年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

134600 児童養育事業

人づくり

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

目的 児童の適正な養育

対象 家庭において一時的に養育が困難になった児童

4

後援・協賛 補助・助成

27年度(実績)

市民参画の有無

市民協働の形態

実績 4 4

【 事後評価 】平成 28 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 03 02 03

政策 3-1 子育て環境の充実
施策 1 子育て支援の充実

意図 児童養護施設等において一定期間養育を行う
妥当である

見直し余地がある

○短期入所生活援助（ショートステイ）
　保護者が一定の理由により児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設等において児童を
養育・保護（原則として７日以内）
○夜間養護等（トワイライトステイ）
　保護者が一定の理由により夜間に不在となり、児童の養育が困難となった場合に、児童養護施
設等において児童を預かる

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

妥当でない

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性

委託

公
平
性

はなまきファミリー・サポート・センター事業などの類似事業と
の連携を図り、利用者ニーズに的確に対応した子育て支援を行う
ことができると考えられる。

向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

児童の保護を適切に行うためには、児童養護施設等に委託するの
が最適であり、その委託料は他市と同水準にしているため削減の
余地はない。また、保護者や施設との連絡調整が必要なため、人
件費の削減余地もない。

対象外
適正である共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

③
計画

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 28年度(実績)

② 利用延べ児童数 人/日
計画 27

① 実施施設数 施設
計画 4

実績 6 14
27

％
100.0 100.0目標

実績

100.0実績

27年度(実績)成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

成果指標
の達成度

目標値より高い ○ 概ね目標値どおり

③

②
目標

①

実績

利用希望者が利用できた割合

目標

実績

100.0

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

　保護者の疾病や育児疲れなどの際に、児童相談所の保護に先立つ児童の一時的な受け皿が必要
とされていることから、当事業は利用者のニーズにかなった事業である。
　関係機関と連携を図りながら個々のケースに応じた指導援助を実施し、適切に児童を養育、保
護することができた。

保護者が一時的に児童の養育が困難になった場合に、確実に児童を預かることができる方法を提
供するものであり、利用希望者が利用できた割合の目標値を100％とし、利用できない状況がな
い状態を目指すもの。

目標値より低い

保護者の疾病等の理由で一時的に子どもを預けざるを得ない状況
になった場合に対応できる民間事業者がないため、市の関与が必
要である。

 受益と負担の適正化余地 利用する場合は、世帯の所得に応じた負担金を徴収しており、適
正である。受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括
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○子育て短期支援事業 77千円
単位：千円

○ ～

【花巻市の実施施設】

【事業実績】
１　ショートステイ 131千円

２歳未満児　＠10,700円×0日＝0円
２歳以上児　＠5,500円×14日＝77,000円

２　トワイライトステイ 12千円
平日　＠1,500円×0日＝0円

○保護者負担の金額（１日当たり）

　

○委託料の単価

児童養育事業

一日当たり単価 10,700円 5,500円 1,500円 2,700円

上記以外 5,350円 2,750円 750円 1,350円

区分
ショートステイ トワイライトステイ

２歳未満 ２歳以上 平日 休日

生活保護 0円 0円 0円 0円
市民税非課税世帯 1,100円 1,000円 300円 350円

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等

その他
子ども・子育て支援法第59条第６号に規定する地域子ども・子育て支援事
業（13事業）の１事業

児童養護施設 清光学園（花巻市）、和光学園（盛岡市）
乳児院 日赤岩手乳児院（盛岡市）、善友乳児院（盛岡市）

区分
ショートステイ トワイライトステイ

２歳未満 ２歳以上 平日 休日

根拠 児童福祉法第６条の３第３項

要綱
子育て短期支援事業実施要綱
（H26.5.29付け雇児発0529第14号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

実施主体 市町村（委託可）

種類
短期入所生活援助事業 夜間養護等事業
（ショートステイ） （トワイライトステイ）

対象者

以下に該当する家庭の児童又は母子等

保護者の仕事等の理由により、平日
の夜間又は休日に不在となる家庭の
児童

・児童の保護者の疾病
・育児疲れ、看病疲れ等身体上又は精神上の事由

・出産、看護、事故等家庭養育上の事由

・冠婚葬祭、転勤、出張等社会的な事由

実施施設

平成 28 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
吉田睦美 507担当係長 内線

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

担当部署 部名 健康福祉部 課名 地域福祉課

27年度
決算額(A)

28年度
決算額(B)

29年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

事業費
83 1,937 1,854

財
源
内
訳

国・県 46 1,413 1,367

内容

保護者が、疾病、疲労など身体上・
精神上・環境上の理由により家庭で
の児童の養育が一時的に困難となっ
た場合等に実施施設において養育・
保護を行う。（原則７日以内）

保護者が、仕事その他の理由により
平日の夜間又は休日に不在となり家
庭において児童を養育することが困
難となった場合等にその児童を実施
施設において保護し、生活指導、食
事の提供等を行う。（宿泊可）

地方債

448

その他 39

事業開始の背景・経緯

部重点施策における目標

安心して出産し、親子が健やかに育っています。

年度〕事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成

事業概要

○短期入所生活援助（ショートステイ）
　保護者が一定の理由により児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設等において児童を
養育・保護（原則として７日以内）
○夜間養護等（トワイライトステイ）
　保護者が一定の理由により夜間に不在となり、児童の養育が困難となった場合に、児童養護施
設等において児童を預かる

利用期間が７日を超える場合は、児童相談所に施設入所措置を求める。

事業説明資料

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

目

03

事業ｺｰﾄﾞ

134600

保護者の疾病等により家庭において児童の養育が一時的に困難な場合に、短期的な支援を行うた
め平成21年度から事業を開始した。

一般財源 37 485

事業名

年度 平成

39

一般 03 02 児童養育事業
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○母子生活支援施設入所措置事業 1,860千円

【事業実績】 (円)

１０～３月　310,075円×6月＝ 円

児童養育事業 事業説明資料

28

03

事業ｺｰﾄﾞ

年度事業説明資料 】

事業名

児童養育事業

【

項

02

目

134600一般 03

会計 款

平成 事後評価

根拠 児童福祉法第３８条

要綱
児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金交付要綱
（H28.9.5付け厚生労働省発雇児0905第1号厚生労働事務官通知）

実施主体 市町村（委託可）

内容
経済的な理由や住居がない等の事情のため児童の監護が十分果たし得ない
保護者とその児童について、施設に入居させ保護するとともに、自立の促
進のためにその生活を支援する

対象者 児童の監護が十分果たし得ない保護者とその児童
実施施設 母子生活支援施設かつら荘（経営主体:盛岡市）

月額保護単価 156,390円(運営費)×7世帯(定員)÷6世帯(3/1現在の入所世帯数) 182,455
生活所費 3,700円×5人(入所者にかかる経常経費) 18,500

1,860,450

虐待児童受入加算費 26,100円×4人(児童虐待支援のための雇用経費) 104,400
児童用採暖費 1,180円×4人(冬季の採暖費10～3月) 4,720

10～3月単価 310,075


