
令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
3 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 245 274 ↑
2 6 7 →
3
4
5

0.42 2772 4092 0.62 4092

0 0 0 0 0

2-1　子育て支援の充実 係名 子ども支援係

事務事業Ｎｏ． 9- 1

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象 保護者が就労等の理由により昼間家庭

にいない小学校に在籍している児童

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

学校活動終了後の留守家庭の児童に対して、安全・安心な居場所づく
りを確保し、健全育成を図る。

事業名 放課後児童対策事業
会計
一般

施　策

事業内容

父母会に対し、放課後児童クラブの運営委託を行い安全・安心な居場所づくりを確保するとともに、東
員町放課後児童健全育成事業実施要綱に定められた事業を実施することにより、児童の健全育成を図
る。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

入所児童数 220 人 275
学童保育施設 6 ヵ所 7

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 73,241 51,327 47,257
財源
内訳

直接事業費Ａ 70,469 47,235 43,165
　　　　　うち一般財源 19,490 25,770 19,173
人件費（千円）B 2,772 4,092 4,092

内訳
一般職員（人・千円） 0.62

臨時職員（人・千円） 0

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

核家族化や共働き世帯増等の影響
による実施施設不足。
父母会による運営基盤が脆弱であ
り、支援員確保が困難となってい
る。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

監査実施回数を増やした。
学校施設を活用した実施施設確保について
の協議を行う。
民間施設の利用も可能とする事業実施要綱
及びマニュアル改正。

④今後の改
善計画

学校区を越えた児童受け入れのほ
か、空き家等を活用した学童保育
所の開設及びその支援策について
検討する。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

児童クラブに対する指導・監査体制の強
化。
実施施設整備方針の見直し。
事業実施要綱及びマニュアルの精査。

③取組の課
題



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
3 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

3.6 23760 29700 3.4 22440

0.6 1080 1080 1.5 2700

2-1　子育て支援の充実 係名 発達支援室

事務事業Ｎｏ． 9- 2

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象 発達に支援の必要な子どもとその保護

者。支援に携わる者

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

子どもの個々の発達に応じて、子どもやその家族が充実した社会生活
を送ることができるようになっている。
また、個のニーズに応じた適切な支援が行える人材が育成されてい
る。

事業名 発達支援事業
会計
一般

施　策

事業内容

発達支援室（福祉）・教育・保健がそれぞれ連携し、発達が気になる子への早期からの途切れのない支援を行う。
　実施内容：発達に支援の必要な子どもに対して療育事業の実施や個別の指導計画を作成。また、発達
　　　　　　相談・巡回相談においては、心理士と連携し、保護者への支援、専門機関との情報提供等
　　　　　　の連携を行う。各園・小中学校にはCLM推進委員を置き、CLM巡回研修や推進委員研修会を
　　　　　　実施し、気になる子への対応の仕方など保育士・教員のスキルアップを促す。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 28,561 31,797 26,707
財源
内訳

直接事業費Ａ 3,721 1,017 1,567
　　　　　うち一般財源 28,561 31,797 26,707
人件費（千円）B 24,840 30,780 25,140

内訳
一般職員（人・千円） 4.5

臨時職員（人・千円） 0.6

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

３、４歳児のＣＬＭの実施と早期
発見、早期支援のための取組みを
強化する必要がある。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

前期において、各園が自発的なＣＬＭの実
施に取り組むことができた。また、保護者
支援として、先輩ママと話そうという企画
を実施することができた。

④今後の改
善計画

療育支援の重複がないようにし
て、支援対象者の幅を広げるとと
もに、保護者支援の充実を図る。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

ＣＬＭと個別の指導計画を有効に使った支
援の各園における自発的な実施。保護者支
援の充実。

③取組の課
題



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
3 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 273 372 ↑
2
3
4
5

0.4 2640 4422 0.21 1386

1 1800 1800 0 0

2-1　子育て支援の充実 係名 子ども支援係

事務事業Ｎｏ． 9- 3

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象

東員町内に住所がある方、または東員
町内で勤務している方で0歳～小学6年
生までの児童を養育している方。

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

地域の子育て支援を拡充し、保護者が仕事と育児を両立し、安心して
働くことができる環境づくりを進める。

事業名 ファミリーサポートセンター事業
会計
一般

施　策

事業内容

子育てを助けて欲しい人（依頼会員）の要望に応じて、子育てのお手伝いができる人（援助会員）を紹
介し、相互の信頼と合意の上で一時的にお子さんを預かる会員組織を確立する。
・保育施設や小学校・学童保育所の開始前、または終了後に子どもを預かること。・保育施設等までの
送迎を行うこと。・保育施設が休みの時に子どもを預かること。・講演会やボランティア活動・通院な
ど、子ども同伴での外出が困難なときや趣味や息抜きの時間を持つためでも依頼できる。・子どもが軽
度の病気などの場合、臨時的・突発的に子どもを預かること。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

利用者数 133 人 520

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 6,594 6,627 5,381
財源
内訳

直接事業費Ａ 2,154 405 3,995
　　　　　うち一般財源 5,160 4,851 4,049
人件費（千円）B 4,440 6,222 1,386

内訳
一般職員（人・千円） 0.67

臨時職員（人・千円） 1

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

保育士不足のため、会計年度任用
職員のみで事業運営しており、人
材育成が課題となっている。

目標達成度 B達成できなかった

町関与の必要性
Ｃ民間企業やＮＰＯで担う

べき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

事業実施の実績を有するＮＰＯ法人等への
事業委託を検討、準備。

④今後の改
善計画

相互援助活動の趣旨に沿って、活
動を行うことができる会員育成体
制の充実。

総合評価 Ⅰ　拡　充（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

援助会員養成講座の適正実施。
本事業の趣旨に沿った活動内容への是正。

③取組の課
題



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
3 2 3

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

1.39 9174 13068 1.5 9900

3 5400 2880 3 5400

2-1　子育て支援の充実 係名 子ども支援係

事務事業Ｎｏ． 9- 4

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象 未就園の幼児とその保護者

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

未就園の幼児とその保護者を対象に、保育園、幼稚園の場所を提供
し、保護者とのコミュニケーションを持っていただくことにより住民
の子育て支援を図る。

事業名 子育て支援センター経費
会計
一般

施　策

事業内容

月～金まで、「なかよし広場」を開催するとともに、月２回各園を開放するちびっこパークを実施す
る。また月２回各地区に出向いて行う「おでかけ広場」を実施し、未就園の幼児とその保護者を対象と
して受入れを図る。その中で、子育てに係る悩み相談や育児相談を行う。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 17,182 21,574 17,415
財源
内訳

直接事業費Ａ 2,608 5,626 2,115
　　　　　うち一般財源 870 16,062 16,737
人件費（千円）B 14,574 15,948 15,300

内訳
一般職員（人・千円） 1.98

臨時職員（人・千円） 1.6

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

子育て支援団体の育成支援や事業
実施における連携を図る必要があ
る。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

子育て支援センターの令和３年４月１日移
設・開所に向け準備を行い、令和３年度か
らの運営体制を確保した。

④今後の改
善計画

子育て支援機能の充実を図るた
め、運営方法等について、利用者
の意見を聞きながら検討してい
く。また子育て支援ネットの会と
の運営上の調整を図る。

総合評価 Ⅰ　拡　充（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

ふれあいセンターへ子育て支援センターを
移設し、運営方法の見直しを行う。

③取組の課
題



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
3 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 2 4 →
2 7 0 ↑
3 11.4 -
4
5

0.6 3960 6204 2.07 13662

0 0 0.95 1710

2-1　子育て支援の充実 係名 子ども支援係

事務事業Ｎｏ． 9- 5

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象 東員町住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

子どもの権利条例の理念に基づき東員町に住む全ての子ども達が愛し
愛され、条例に謳われた６つの権利を尊重し、健やかに成長できるよ
うなまちづくりを進める。

事業名 子ども支援事業
会計
一般

施　策

事業内容

子どもの権利条例に示されている「子どもの権利」を保障し、東員町に住むすべての子ども達が愛し愛
され安心して健やかに暮らせることができるまちづくりを進める。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

人権講演会や研修会の開催回数 1 件 3
人権啓発回数 5 件 6
町の人権教育・啓発に関する取組みについての満足度 - ％ 45

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 7,130 11,012 23,056
財源
内訳

直接事業費Ａ 3,170 4,808 7,684
　　　　　うち一般財源 3,153 10,979 20,537
人件費（千円）B 3,960 6,204 15,372

内訳
一般職員（人・千円） 0.94

臨時職員（人・千円） 0

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

保護者へのさらなる意識啓発が必
要である。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

城山小学校において、ワークショップ形式
の講演会を実施した。

④今後の改
善計画

アンケート結果から、子どもに
とって必要な事業について検討す
るほか、住民へ広く認知されるよ
う啓発を推進する。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

小学校でワークショップ形式の講演会を実
施し、児童に自らの権利に対する自覚を促
す。

③取組の課
題



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
3 2 1

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1
2
3
4
5

1.25 8250 9636 1.49 9834

0 0 0 0

2-1　子育て支援の充実 係名 子ども支援係

事務事業Ｎｏ． 9- 6

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象 東員町住民（乳幼児、児童）

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

児童やその保護者との接触機会の多い小中保幼の先生方との連携によ
り、見落としのないよう児童虐待の疑いのある児童を保護して身の安
全を守る。

事業名 児童福祉事業
会計
一般

施　策

事業内容

要保護児童が増加する中で表面化しにくい児童虐待の案件を発見し、いち早く対応できるように小中学
校の現場や関係各課と連携し、子どもたちを守るべき立場にあるすべての方に常に問題意識をもって事
案に対応いただくための意識向上をねらいとして、県の出前講座を活用した研修会を実施していく。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 11,786 13,607 12,829
財源
内訳

直接事業費Ａ 3,536 3,971 2,995
　　　　　うち一般財源 11,786 12,097 11,805
人件費（千円）B 8,250 9,636 9,834

内訳
一般職員（人・千円） 1.46

臨時職員（人・千円） 0

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

虐待対応件数の増加、深刻化に対
応するために専門性をもった人材
確保及び人員増を図るとともに、
関係機関との連携強化が必要であ
る。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

子ども家庭総合支援拠点の設置に向けた検
討、準備を行った。

④今後の改
善計画

担当者及び実務者の対応力向上を
図るため、研修会の開催や受講を
進めより一層の体制強化を図る。

総合評価 Ⅲ　要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

児童虐待の対応件数は増加しており、個々
の事案に適切に対応するため、子ども家庭
総合支援拠点の設置を検討する。

③取組の課
題



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 2

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 97 90.6 ↑
2 94.3 99.3 →
3
4
5

0.4 2,640 3,366 0.2 1,320

0.4 720 0 0.13 234

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

施　策 2-1　子育て支援の充実 係名

②R2年度
に実施し
た取り組
み

ロタウイルスワクチン定期接種化の対応及び子
宮頸がんワクチン定期接種の周知。

④今後の改
善計画

新たな定期接種化に対し、円滑な事
業導入を図る。
定期接種の勧奨を継続する。

総合評価 Ⅱ　継　続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

接種の必要性について、丁寧な説明に努める。

③取組の課
題

接種拒否する対象者を減らし、定期
接種の適正実施を進める。
国の動向に沿った子宮頸がんワクチ
ン定期接種の周知を進める。

目標達成度 Ａ達成できた

町関与の必要性 Ａ町が担うべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 Ｂ必要性は変わらない 有効性

内訳
一般職員（人・千円） 0.51

臨時職員（人・千円） 0

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

71,835 67,166 72,906
人件費（千円）B 3,360 3,366 1,554

全体事業費（千円）A+B 75,195 67,166 73,987
財源
内訳

直接事業費Ａ 71,835 63,800 72,433
　　　　　うち一般財源

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

ＢＣＧ接種率 100 ％ 95
麻しん・風しん混合ワクチン接種率 98.6 ％ 95

9-

伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防
する。

事業内容

・伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予防するため、予防接種法に基づき定期接
　種を実施する。
・長期の入院等やむを得ない理由で、委託外医療機関で予防接種をした方に、委託単価
　相当額を助成する。
・任意接種として生後6か月から未就学児に対する乳幼児インフルエンザ接種費用の一
　部を助成する。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

7

事業名 子ども予防接種事業費
会計
一般

事業
目的 対象 住民

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

事務事業Ｎｏ．



令和２年度　事務事業マネジメントシート

款 項 目
4 1 3

１　事務事業の目的・内容

令和元年度 令和2年度 目標方向

1 99.7 99.5 ↑
2 694 587 ↑
3
4
5

2.3 15180 23298 4.09 26994

1.24 2232 1800 1.56 2808

2-1　子育て支援の充実 係名

事務事業Ｎｏ． 9- 8

政　策 2　次世代を育むために 課名 子ども家庭課

事業
目的 対象 乳幼児と保護者

目的（対象がどのよ
うな状態になっている

か）

子どもの健やかな成長を支援するため、育児不安
の軽減を図り、保護者が安心して子育てができ
る。

事業名 母子保健事業費
会計
一般

施　策

事業内容

・妊娠届を出された方に、妊娠・出産・育児の状況を記載する母子健康手帳を交付する。
・妊婦、産婦及び乳幼児の健康保持・増進を図るため、各種健診及び教室を実施する。
・母子の心身の状況、養育環境等の把握を行い、育児相談に応じるほか、子育て支援についての情報提
供や適切なサービスの提供する。
・乳幼児健診の結果等により要経過観察となった乳幼児については、必要に応じ保健師が訪問し継続的
に支援を行う。
・不妊治療に係る経費、未熟児の養育医療費を助成する。
・中学生を対象とし、性教育のための講習を行う。

２　事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標

指標名 平成30年度 単位 令和2年度（目標）

集団幼児健診受診率 100.2 ％ 100
母子教室等への参加者数 779 人 600

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

全体事業費（千円）A+B 57,004 65,029 76,771
財源
内訳

直接事業費Ａ 39,592 39,931 46,969
　　　　　うち一般財源 36,118 61,948 71,493
人件費（千円）B 17,412 25,098 29,802

内訳
一般職員（人・千円） 3.53

臨時職員（人・千円） 1

３　事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善＜※主管課長記入＞

（１）事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価 必要性

今後の必要性 A 必要性は高まると考えられる 有効性

虐待や発達が気になるなどフォロー
が必要となる母子が増加しており、
関係機関と連携し、効率的な支援を
行う必要がある。

目標達成度 B達成できなかった

町関与の必要性
Ｂ町が担うとともに、町民

協働を進めるべき 効率性
対象者の適切性 Ａ対象者は適切である

コストの削減 Ａ削減の余地はない

②R2年度
に実施し
た取り組
み

子育て世代包括支援センターを設置、支援体制
の拡充。

④今後の改
善計画

新たな組織体制において、円滑な業
務実施を進める。また、子ども家庭
総合支援拠点設置に向けた準備検討
を行う。

総合評価 Ⅰ　拡　充（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき）

（２）事務事業の業務改善について

①R2年度
の改善計
画

子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期
から子育て期まで切れ目の無い支援を行う。

③取組の課
題


