
長野市子ども・子育て支援事業計画の 
進捗管理について 

資料１ 
第１回長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

平成28年６月２日 こども政策課 

長野市こども未来部こども政策課 

（案） 



趣  旨 

● 長野市子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度）では、計画の着実な推進を図るた    
 め、実施事業の進捗状況及び計画全体の成果について定期的に点検・評価し、結果に基づく公表及び 
 施策の改善等につなげていくこととしています。  
 
● 長野市子ども・子育て支援事業計画では、「すべての子育てが喜びとなり すべての子どもが健や 
 かに成長するために」の基本理念に基づき、３つの基本目標のもと９つの基本施策、23の個別施策及 
 び111 ※の個別事業を掲げ、計画の進捗管理をするために、３つの成果指標と95※の活動指標を設定し 
 ています（ ※再掲を含む。再掲を除く計画全体の個別事業数89、同指標・目標値設定事業数75）。    
 
● 平成28年度は、個別事業について各担当課による活動指標の目標値に対する達成度合いの定量的評  
 価（数値化）と実施状況や課題を踏まえた定性的評価（数値化しない）を以下のとおり実施するもの 
 です。 

点検・評価の内容 

(1) 平成 27 年度現状値・・・・・・・・・・・(指標・目標値を設定している事業のみ) 
 

(2) 「確保方策」の進捗状況・・・・・・・・・(確保の内容を記載している事業のみ) (個票) 
 
(3) 「量の見込み」と実際のニーズの乖離・・・(量の見込みを記載している事業のみ) (個票) 
 
(4) 平成 27 年度実施状況 
 
(5) 平成 27 年度決算額 
 
(6) 課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・(評価が「△」となる指標がある場合) 
 
(7) 今後の方針 
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点検・評価の内容その２ 

個別事業実施状況報告書 個別事業実施状況報告書個票 

２ 

②

２-３

２-３-１

２３１１

達成状況

202 人 250 人 185 人 △

達成状況

達成状況

達成状況

平成27年度長野市子ども・子育て支援事業計画個別事業実施状況報告書（記入例）

基本目標 子育て支援の充実

基本施策 仕事と生活の調和の実現に向けた取組の推進 基本施策コード

目標値 現状値（Ｈ27年度）

個別施策 働き方の見直しの促進 個別施策コード

事業名 経済団体等との連携による事業主への意識啓発 個別事業コード

確保方策の進捗状況 （別紙個票のとおり）

指標③ 基準値 目標値 現状値（Ｈ27年度）

活動指標
基準値
目標値
現状値

達成状況

指標① 基準値 目標値 現状値（Ｈ27年度）

ワーク・ライフ・バランス
セミナー参加者数

指標② 基準値

指標④ 基準値 目標値 現状値（Ｈ27年度）

担当部局名 こども未来部こども政策課 作成責任者

量の見込みと
実際のニーズの乖離

（別紙個票のとおり）又は（乖離なし）

実施状況

（新規事業で平成27年度

中、未着手であった場合

は、その理由）

長野市子育て支援事業所連絡協議会を通じて、次のとおり子育て支援に関する
ワーク・ライフ・バランスセミナー等を開催した。
・平成27年７月、人権・男女共同参画課と連携した男女共同参画月間における
セミナーの開催（参加人数　151人）
・平成28年２月、長野市子育て支援事業所連絡協議会構成員等による今後の意
識啓発や活動、好事例取組の共有等の連絡及び提携を図り、取組をより一層推
進するための講演会及び意見交換会の開催（参加人数　34人）

決算額 350,000円

課題

・研修会等への参加者の更なる参集を図るための呼びかけや、意識啓発に係る
情報収集・配布の工夫等が必要である。
・長時間労働などにより、男性の家事・育児への参画が少ないことが、少子化
の原因の一つであり、従来の働き方に関する意識を含めた改革を進めるための
効果的な取組の調査研究が必要である。

今後の方針

・これまでの取組を検証し、引き続き人権・男女共同参画課等と連携を進め、
効果的な研修会、意見交換会を開催していく。
・研修会等への参加者の更なる参集を図るための呼びかけや、意識啓発に係る
情報収集・配布の工夫等を検討する。

事業名 1111

計画値 実績値
平成27年度 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

4,239 4,239 4,146 4,054 3,932 3,825

1号認定 3,020 3,020 2,955 2,889 2,802 2,726

２ 号 認 定

（幼児期の
学校教育の

利用希望）

1,219 1,219 1,191 1,165 1,130 1,099

5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

特定教育・

保育施設 835 835 835 835 835 835

確認を受け

ない幼稚園 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465 4,465

1,061 1,061 1,154 1,246 1,368 1,475

2,824 2,824 2,740 2,645 2,552 2,464

1号認定 2,058 2,058 1,997 1,927 1,859 1,795

２ 号 認 定
（幼児期の

学校教育の
利用希望）

766 766 743 718 693 669

3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830

確認を受け

ない幼稚園 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310

1,006 1,006 1,090 1,185 1,278 1,366

1,415 1,415 1,406 1,409 1,380 1,361

1号認定 962 962 958 962 943 931

２ 号 認 定

（幼児期の
学校教育の

利用希望）

453 453 448 447 437 430

1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470

特定教育・

保育施設
315 315 315 315 315 315

確認を受け

ない幼稚園
1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155

55 55 64 61 90 109

（記入例）

520 520 520

過不足（ｂ－a）

Ｂ提供区域（篠ノ井、松代、若穂、川中島、更北、信更、大岡、信州新町）

520520520

量の見込み（a）

確保の内容（ｂ）

過不足（ｂ－a）

過不足（ｂ－a）

確保の内容（ｂ）

特定教育・
保育施設

Ａ提供区域（第一、第二、第三、第四、第五、芹田、古牧、三輪、吉田、古里、柳原、浅川、大豆島、朝陽、若槻、長

沼、安茂里、小田切、芋井、七二会、豊野、戸隠、鬼無里、中条）
量の見込み（a）

平成27年度長野市子ども・子育て支援事業計画個別事業実施状況報告書個票

※　数値に修正がある場合は、赤字で記入してください。

１号認定・２号認定（幼児期の学校教育の利用希望） 個別事業コード

参考量の見込み・確保方策

市全域

量の見込み（a）

確保の内容（ｂ）



達成状況の点検・評価方法 

 (1)  指標・目標値を設定している事業 
 
   ● 個別事業の現状値が計画策定時に設定した基準値と比べ、目標値にどの程度達しているか 
   を踏まえ点検・評価（定量的評価）します。 

 ● 評価に当たっては、次の式により達成率を算定し、次の判定基準から「◎」、「○」、「→」  
  及び「△」の４段階に区分します。 
   ただし、目標値等が数値以外のもの（例 第３子以降、中学生以下など）については、該当す  
  る区分に従い、評価します。 

▶ 達成率 

▶ 判定基準 

             （現状値）－（基準値） 
  達成率  ＝                 ×100（％） 
           （目標値）－（基準値） 
 

 ※ なお、目標値と基準値が同じ場合は、現状値が基準値以上のときが「◎」、それ以外が 
 「△」となります。 

 (2)  指標・目標値を設定していない事業 
 
   ● 平成 27 年度実施状況や課題を踏まえ、点検・評価（定性的評価）をします。 

◎ 目標値を達成している又はほぼ達成している（75.0％以上の達成率）。 

○ 目標値に近づいている（基準値を上回っている。）。 

→ 基準値と同じ。 

△ 基準値から低下している。 

３ 



公 表 

● 子ども・子育て支援法（平成24年８月22日法律第65号） ※では、長野市版子ども・子育て会議 
 （長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会）において、子ども・子育て支援に関する施策の総 
 合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議することと定められ 
 ており、同会議において点検・評価や意見聴取を行い、公表します。 
  
   ※子ども・子育て支援法（抄） 
  （市町村等における合議制の機関） 
  第77条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他 
     の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 
   四  当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し 
    必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

今後の予定 

● 平成27年度における実施状況の公表までのスケジュール(予定)は、次のとおりです。 
 
 ７月下旬     長野市子ども・子育て支援新制度推進委員会(庁内組織)開催 
 
 ８月中旬     長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会開催 
 
 ８月下旬～９月  公表(市ホームページ) 
 

４ 


