
【ひとづくり】１施策評価書

章 3 章

総合評価

【手段】
その他

投入資源

1.71

H29.4に確定

（4.4）（4.36）（4.32）（4.28）
4.4

（2,204人）

H29.4に確定

1.665
（H25）

（4.24） H29.4月確
定見込み

【課題】

1 ・産前産後はホルモンバランスの崩れから体調を崩す方が多く、家事等に不安を持つ方が多い。その支援策としてヘルパー派遣等を行っているが、事業開始年度でもあり、登録ヘルパーが少なく、広く支援するための運営に
課題がある。また、子育てに関わる団体や人は多くなってはいるが、制度等の認知が低いことで効果的な相談（及び解決の提示）となっていない場合がある。
  ・母乳に対する悩みを入り口として育児不安へとつながっているケースが多くみられる。
2 安心して子どもを産み育てながら、働き続けられる社会の実現
  ・核家族が増えていたり転入者が増えている現状で、父親の子育て関与の重要が高まっているが、父親が参加できるマタニティクラスの回数が、利用者のニーズに比べ少ない。

【改善方針】

1 各種団体との連携や制度周知を図る一方、ヘルパー養成講座の開催回数を増やし、運用の安定化と質を高める。また、個別相談だけでなく「おっぱい相談日」を定期開催し、相談機会の拡充を行う。
2 マタニティクラスの啓発を行い、父親が参加できる回数を増やす。

H29.4月確
定見込み

０～４歳の人口
（各年度1月1日時点） 2,202人

目標通り

（1.71）（1.674） （1.683） （1.692） （1.701）

実績値　上段括弧書きは各年の目標値 目標
達成度

H26

2,114人

H27 H28 H29 H30 H31 H31

基準値

1 ・助産師、地域ボランティア、民生委員児童委員等（地域の相談員）
・子育てボランティア団体、ファミリーサポートセンター会員、教職員等（妊産婦支援や子供の教
育支援）

【結果】
行政活動の結果
（アウトプット
指標・統計デ－

タ等）

1 ・産前産後子育て応援ヘルパー派遣事業（実績7件）／産後ケア事業（実績21人）／母子健康手帳
（H27交付数：400冊）及び出生数（H27：432人統計書より）／妊産婦の転入（H27母子保健のしおり
交付数：73冊）／医療機関委託健診助成回数：妊婦健康診断14回、産婦健康診断1回、乳児健康診断
2回／4か月児健診427人(99.1％)、10か月児相談420人(94.8％)、1歳8か月児健診441人(95.5％)、3
歳6か月児健診448人(95.9％)／フォローアップスクール8公民館等で実施（Ｈ27：117人）
2 マタニティクラス（両親学級）（H27夫婦での参加者数：61組） 【成果】

KPI
測定指標

区分

合計特殊出生率
（単年）

婚姻率（人口千対）

（2,114人）（2,136人）

4.2
（H25）

（2,159人）（2,181人）

2,030人

予算額 118,574 0 0 00

総合戦略
の分類

ひとづくり－出会い・出産・子育てのきめ細かな支援－

【手段】
予算執行
の状況

区分(千円) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

執行額 112,375

【手段】
主な事業

1 結婚・妊娠・出産・子育て支援と教育の充実
 1-1〈子育て家庭に対する経済的支援〉
　　・妊産婦医療費助成事業（妊娠出産時の病気に対する支援）
　　・子宝支援給与金支給事業（不妊治療への支援）
 1-2〈母子の健康的な育児環境を整える取組〉
　　・産前産後子育て応援ヘルパー派遣事業・産後ケア事業・妊産婦訪問事業（体調不良時などの支援）
　　・子育て世代包括支援センター、助産師のの配置、育児相談（ワンストップ相談体制の構築）
 1-3〈社会で子育てを支える仕組みを作る取組〉
　　・子育て情報サポート事業「能美市ママフレ」（フェイスブックやウエブサイトによるＰＲ活動）
　　・ファミリーサポートセンター、フォローアップスクール運営事業（地域による子育て世代への支援）
　　・保育園/教職員職員研修
2 安心して子どもを産み育てながら、働き続けられる社会の実現
　　・マタニティクラス（両親の育児学級）

主担当部課名 健康福祉部子育て支援課

国の目標 若い世代の結婚・出産・子育てのきめ細やかな支援

　結婚に始まり、妊娠、出産、子育て、学校教育までを社会全体の問題として捉えて、安心して子どもを産み育て続けられる環境づくりのために、子育てに伴う不安と負担の軽減、家庭と仕事の両立支援に向けた情報発信、き
め細かな相談体制及び直接的な子育て支援を市を挙げて提供できた。今後は、ボランティア等の養成や団体等連携や制度周知を強化し、制度運用の安定化や普及等、施策の質を高めていくこととする。また、若者の結婚に関す
る支援の取組は平成28年度から行っていくこととする。

作成責任者名 健康福祉部長　勝山与四久

基本的な方向 若い世代の「結婚したい」という願望をかなえるためのきめ細やかな環境と、理想とする子供の人数を授かり、安心して子供を産み育てていくことができる社会を地域全体で作る。

施策の方向
1 結婚・妊娠・出産・子育て支援と教育の充実
2 安心して子供を産み育てながら、働き続けられる社会の実現
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【ひとづくり】２事務事業一覧表

事業名 誰に（受益者） 何を（事業実施内容） 指標 実績 目標 予算額 執行額 効果 必要 意義 満足 総合

31

311

3111

3112

3113

312

3121

312101
妊産婦医療費助成事業（地域支援）（繰
越）

子育て支援課 妊産婦
妊娠及び出産に伴う医療費
（保険診療の自己負担分）助
成

申請に対する助成率 100% 100% 一般 7,320 6,606 5 5 5 5 5 ○

312102
子宝支援給与金支給事業（地域支援）（繰
越）

子育て支援課 市に住所を有する夫婦
不妊症及び不育症に関する治
療費助成

申請に対する支給率 100% 100% 一般 12,000 11,335 5 5 5 5 5 ○

312103 妊産婦医療費助成事業 子育て支援課 妊産婦
妊娠及び出産に伴う医療費
（保険診療の自己負担分）助
成

申請に対する助成率 100% 100% 一般 74 74 5 5 5 5 5 ○

312104 子宝支援給与金支給事業 子育て支援課 市に住所を有する夫婦
不妊症及び不育症に関する治
療費助成

申請に対する支給率 100% 100% 一般 985 985 5 5 5 5 5 ○

312105
保育園保育料通常保育（地域支援）【歳
入】

子育て支援課
2号及び3号認定のうち第7階
層の保護者

保育料を無料化し、子育て世
帯の経済負担を支援する。

2号及び3号認定のうち
第7階層の保育料無料
化率

100% 100% 一般 - - 5 5 5 5 5 ○

312106 出産子育て応援事業 健康推進課 妊産婦と乳児 産前産後の育児支援
支援ニーズの高い妊産
婦に対する相談支援率

65.9% 67.0% 一般 3,547 3,286 4 4 4 3 5 ◎

312107 妊産婦・乳幼児医療機関委託健診事業 健康推進課 妊産婦と乳幼児 健康診断費用助成・保健指導
妊婦健康診断1回目の
利用率

100% 100% 一般 44,765 44,763 5 5 5 4 5 ○

312108 乳幼児健康診査事業 健康推進課 乳幼児
健康診断と育児支援・保健指
導

健診受診率 96.3% 97.0% 一般 5,700 5,190 5 5 5 5 5 ○

312109 母子保健対策事業 健康推進課 乳幼児とその保護者
訪問・来所での育児支援・発
達支援

育児相談参加人数 364人 382人 一般 1,059 879 4 5 5 5 5 ○

3122

3123

312301 - 子育て支援課 子どもとその保護者 子育ての応援や援助
子育てボランティア団
体の登録数

6グループ 7グループ - - - 4 4 4 4 4 ○

312302 まちづくり：再掲 福祉課 ボランティア ボランティア活動助成 ボランティア登録者数 3,868 4,200 一般 3,227 2,711 5 3 4 3 4 ○

父母との同居・近居の推進

切れ目のない妊娠・出産・育児支援

★子育て世代包括支援センタ－等による妊娠・出産・
育児の切れ目のない支援の実施

子育てを支援する市民団体活動の推進

結婚・妊娠・出産・子育て支援と教育の充実

若者の結婚活動の支援

★若者の出会いの創出と人生設計の支援

出会いのおせっかい仕組みづくり

成果

担当課 会計 重点項目

結婚に対する経済的な支援

主な事業の手段 管理指標（OUTPUTまたはOUTCOME) 事業費（千円）

施策別事務事業一覧

予算科目
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【ひとづくり】２事務事業一覧表

事業名 誰に（受益者） 何を（事業実施内容） 指標 実績 目標 予算額 執行額 効果 必要 意義 満足 総合

成果

担当課 会計 重点項目

主な事業の手段 管理指標（OUTPUTまたはOUTCOME) 事業費（千円）

施策別事務事業一覧

予算科目

312303 民生委員協議会運営費（補助） 福祉課 民生委員児童委員 協議会の運営支援 民生委員児童委員数 91 91 一般 5,701 5,701 3 4 4 4 4 ○

312304 民生委員協議会運営費（単独） 福祉課 民生委員児童委員 協議会の運営支援 民生委員児童委員数 91 91 一般 2,334 2,334 3 4 4 4 4 ○

313

3131

313101 子ども・子育て支援事業計画策定事業 子育て支援課 子どもとその保護者

幼児期の学校教育・保育、地
域の子ども・子育て支援を推
進させるための事業計画の策
定

子育て支援の取組に対
する満足度

0.56 0.70 一般 44 0 3 4 4 2 3 ○

3132

313201 青少年健全育成（単独） 生涯学習課 市民 イベント案内
のみ☆子育てカレンダ
－アクセス数（年間）

3,865件 2,000件 一般 0 0 4 5 4 5 4

313202 子育て情報サポート事業 子育て支援課 市内の子育て家庭全般

子育てコンシェルジュを各園
長が兼務して、子育て支援サ
イトのママフレを配信して育
児支援する。

「能美市ママフレ」ア
クセス数

3,264件 3,400件 一般 5,748 5,316 4 5 5 4 5 ○

3133

313301 母子保健対策事業 健康推進課 妊婦とその夫
マタニティクラス（両親学
級）

父親の参加者数 61 120 一般 1,059 879 3 4 3 4 3 ○

3134

313401 ファミリーサポートセンター運営事業 子育て支援課
育児に関する相互援助活動を
求める市民

子どもの送迎や一時預かり等
の育児に関する必要な援助

ファミリーサポートセ
ンター会員登録数（協
力・両方会員）

154人 200人 一般 5,150 5,150 4 4 4 4 4 ○

313402 保育園職員研修費（地域支援）（繰越） 子育て支援課
市内保育園に勤務する保育
士、栄養士、看護師等職員

各種研修会を受講して、能力
や保育等の質の向上

各種研修会受講率 100% 100% 一般 1,350 921 5 5 5 3 5 ○

313403 保育園職員研修費 子育て支援課
市内保育園に勤務する保育
士、栄養士、看護師等職員

各種研修会を受講して、能力
や保育等の質の向上

各種研修会受講率 100% 100% 一般 1,143 0 5 5 5 3 5 ○

3135

313501 心の教育（人間関係能力）推進事業 学校教育課 児童生徒 ・QUアンケートの実施 不登校傾向者数 65人 65人 一般 2,781 2,739 4 5 5 3 4 ◎

313502 教職員研修費 学校教育課 教職員
・研修会の実施
・研修負担金の補助

申請件数 68人 68人 一般 1,073 688 4 4 4 3 4 ◎

313503 フォローアップスクール事業 学校教育課 小学3年～6年 ・土曜学習の実施 参加人数 延べ250人 延べ250人 一般 1,193 1,193 4 4 4 4 4 ◎

32

321

教育課題の解決に向けた取り組みの充実

安心して子どもを産み育てながら、働き続けられる社会の実現

子育て市民総活躍（男女共同参画）社会の推進

「子ども・子育て支援新制度」の円滑かつ持続的な実施

★能美市子ども・子育て支援事業計画の推進

★対象者に情報が届く広報活動の充実

育児や家事を積極的に率先して行う父親の育成

子育て支援活動に対する人材の確保
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【ひとづくり】２事務事業一覧表

事業名 誰に（受益者） 何を（事業実施内容） 指標 実績 目標 予算額 執行額 効果 必要 意義 満足 総合

成果

担当課 会計 重点項目

主な事業の手段 管理指標（OUTPUTまたはOUTCOME) 事業費（千円）

施策別事務事業一覧

予算科目

3211

321101 母子保健対策事業 健康推進課 妊婦とその夫
マタニティクラス（両親学
級）

父親の参加者数 61 120 一般 1,059 879 3 3 4 4 3 ○

3212

3213

321301 再掲 福祉課 ボランティア ボランティア活動助成 登録者数 3,868 4,200 一般 3,227 2,711 5 3 4 3 4 ○

321302 再掲 福祉課 民生委員児童委員 協議会の運営支援 民生委員児童委員数 91 91 一般 5,701 5,701 3 4 4 4 4 ○

321303 再掲 福祉課 民生委員児童委員 協議会の運営支援 民生委員児童委員数 91 91 一般 2,334 2,334 3 4 4 4 4 ○

父母との同居・近居の推進（再掲）

子育てを支援する市民団体活動の推進（再掲）

育児や家事を積極的に率先して行う父親の育成（再
掲）
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【ひとづくり】３KPI一覧表

★ 重点施策 　

指標 基準値 目標値（H31) H27 H28 H29 H30 H31 達成状況 記入担当課

31

（201件） （206件） （211件） （216件） （221件）

－

－ （100人） （200人） （300人） （400人）

－

－ － （20件） （40件） （60件）

－

- - - （60件） （60件）

－

（29.96歳） （29.775歳） （29.59歳） （29.405歳） （29.22歳）

－

（67％） （68.25％） （69.5％） （70.75％） （72％）

66%

（60.6％） （61.2％） （61.8％） （62.4％） （63％）

60.6%

（6グループ） （6グループ） （7グループ） （7グループ） （7グループ）

6グループ

313 （822世帯） （826世帯） （831世帯） （835世帯） （840世帯）

822世帯

（0.56） （0.595） （0.63） （0.665） （0.7）

－

（3,264件） （3,298件） （3,332件） （3,366件） （3,400件）

3,250件

（449件） （469件） （489件） （509件） （530件）

449件

（15,325件） （17,325件） （19,325件） （21,325件） （23,325件）

17,190件

未実施・準備期間中

目標通り

目標通り

目標通り

データ取得不可

未実施・準備期間中

目標以上

目標通り

目標通り

未実施・準備期間中

312

29.22歳29.96歳(H26)初産の平均出産年齢

0.70.56(H27)
児童福祉、子育て支援の取組に対
する満足度（加重平均）

18歳未満児童3人以上の世帯の数 822世帯（H27) 840世帯

7グル－プ6グル－プ（H27)子育てボランティア団体の登録数

60.6%（H27)
祖父母と同居または近居の保育園
児の割合

支援ニ－ズの高い妊産婦・乳幼児
に対する子育て世代包括支援セン
タ－の相談支援実施率

67% 72%

「子ども・子育て支援新制度」の円滑かつ持続的な実施
等

切れ目のない妊娠・出産・育児支援

3121

子育てを支援する市民団体活動の推進3123

父母との同居・近居の推進

3132

3131

★ 対象者に情報が届く広報活動の充実

★ 能美市子ども・子育て支援事業計画の推進

13,325件（H22-26累
計）

のみ☆子育てカレンダ－アクセス
数

子育てに関する相談数

「能美市ママフレ」アクセス数
（月平均）

449件（H27)

3,264件（H27)

目標通り

子育て支援課

23,325件（累計）

530件

3,400件

子育て支援課

子育て支援課

生涯学習課

311

結婚に対する経済的な支援3113

出会いのおせっかい仕組みづくり3112

3111 ★ 若者の出会いの創出と人生設計の支援

221件201件婚姻数

120件（H29-31の累計）－

41人（H27)若者の出会い創出事業参加者数

若者の結婚活動の支援

結婚後市内に住んだ世帯への補助
件数

60件（H29-31の累計）－独身者のマッチング数

400人（H28-31の累計）

子育て支援課

子育て支援課

「ひとづくり」に関する具体的施策区分

※　KPI　上段（括弧書き）は各年の目標値

3122

★ 子育て世代包括支援センタ－等による妊
娠・出産・育児の切れ目のない支援の実施

企画振興課

健康推進課

未実施・準備期間中

未実施・準備期間中

63% 子育て支援課

健康推進課

健康推進課

地域振興室

企画振興課

結婚・妊娠・出産・子育て支援と教育の充実
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【ひとづくり】３KPI一覧表

★ 重点施策 　

指標 基準値 目標値（H31) H27 H28 H29 H30 H31 達成状況 記入担当課「ひとづくり」に関する具体的施策区分

※　KPI　上段（括弧書き）は各年の目標値

－ （250人） （500人） （750人） （1,000人）

－

（18％） （21％） （24％） （27％） （30％）

15%

（154人） （165人） （177人） （188人） （200人）

154人

（13人） （15人） （17人） （19人） （20人）

13人

（小学校）
国：上回る
県：同程度
（中学校）
国：同程度
県：やや下回る

（小学校）
国：やや上回る
県：やや下回る
（中学校）
国：同程度
県：やや上回る

（小学校）
国：やや上回る
県：同程度
（中学校）
国：同程度
県：やや上回る

（小学校）
国：上回る
県：やや上回る
（中学校）
国：同程度
県：やや上回る

（小学校）
国：上回る
県：上回る
（中学校）
国：上回る
県：上回る

（小学校）
国：上回る
県：同程度
（中学校）
国：同程度
県：やや下回る

（96.80％） （97.1％） （97.4％） （97.7％） （98％）

96.80%

－ （250人） （500人） （750人） （1,000人）

－

（18％） （21％） （24％） （27％） （30％）

15%

（60.6％） （61.2％） （61.8％） （62.4％） （63％）

60.6%

（6グループ） （6グループ） （7グループ） （7グループ） （7グループ）

6グループ
目標通り

目標通り

目標通り

未実施・準備期間中

未実施・準備期間中

目標通り

目標通り

子育てを支援する市民団体活動の推進（再掲） 子育てボランティア団体の登録数

マタニティクラス対象夫婦の受講
率

父母との同居・近居の推進（再掲）

育児や家事を積極的に率先して行う父親の育成
（再掲）

6グル－プ（H27)

祖父母と同居または近居の保育園
児の割合

子育て支援課

子育て支援課

健康推進課

子育て支援課

15%（H26) 30%

教育課題の解決に向けた取り組みの充実3135 全国学力状況調査の結果
全国平均と同程度、石
川県平均をやや下回る

13人（H27)
産前産後子育て応援ヘルパ－登録
者数

1,000人(H28-31の累
計）

－

－イクメン講座受講者数

イクメン講座受講者数

全国平均・石川県平均
を上回る

20人 目標通り

目標通り

目標通り

子育て支援課

子育て支援課

健康推進課

子育て支援課

学校教育課

健康推進課

3133 育児や家事を積極的に率先して行う父親の育成

子育て支援活動に対する人材の確保3134

60.6%（H27)

ファミリ－サポ－トセンタ－会員
登録数（協力・両方会員）

154人（H27) 200人

30%15%（H26)
マタニティクラス対象夫婦の受講
率

1,000人(H28-31の累
計）

子育て市民総活躍（男女共同参画）社会の推進

安心して子どもを産み育てながら、働き続けられる社会の実現

3123

321

32

3212

3211

98%96.80%
身近に子育ての相談・支援が受け
られる人がいる保育園児の保護者
の割合

7グル－プ

63%
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