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はじめに
今日、あらゆる行政活動を進める上で、その具体的な内容を多くの人々に分かりやすく提示し
ていくことが、従来にも増して求められています。
平成18年に改正された教育基本法でも、「教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進
を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策などの基本的な
計画を定め、それらを公表すること」を規定し、さらには地方公共団体にも、「地域の実情に応
じ教育施策に関する基本的な計画策定」を努力義務として課しています。
これを受け、政府は、平成20年７月に初めての教育に関する総合的な計画である「教育振興基
本計画」を策定し、今後10年間を通じて目指すべき教育の姿と、平成20年度から平成24年度まで
の５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策などを示しました。また、現在、第２期の計画
策定に向けて中央教育審議会教育振興基本計画部会において多面的な観点から、その検討が進め
られているところです。
しかし、地方の状況は、平成23年９月現在、教育振興基本計画を策定している都道府県は約８
割、市区町村においては約５割にとどまり、より一層の主体的な取組が求められています。さら
に、社会教育活動を基礎づける「社会教育計画」については、その多くが生涯学習推進計画に名
を変えただけで規定されていたり、自治体の総合的な計画の中での位置付けが必ずしも十分とは
言えないものが見られるなど様々な問題点が指摘されているところです。
その上、近年では、行政の効率化などの観点から、行政活動に対する横断的な評価への取組が
急速に進められており、こうした状況を踏まえた教育活動に相応しい評価の視点や評価指標の開
発なども急務となっています。
こうした状況の中で、これからの社会教育行政においては、施策を体系的に整理しつつ、計画
的に事業を展開し、その成果や課題を適切に分析し、更なる事業改善につなげていくような計画
と評価を関連付けた取組が益々重要となっております。
国立教育政策研究所社会教育実践研究センターでは、平成19年度から「地方公共団体における
社会教育計画等の策定及び評価に関する調査研究」に取り組み、教育計画の策定方法や評価の観
点、評価指標の開発などについて、地域の実践を踏まえつつ検証を重ねてきました。
今回、そうした研究成果を活かし、「目標や計画策定のプロセスや手順の具体的な方法、事業
の評価の観点と評価指標例」などを示した「社会教育計画策定ハンドブック（計画と評価の実際）
」
を作成し刊行することとしました。
ハンドブックの中では、現在、地域が当面している課題「家庭教育支援」や「青少年教育活動」
などの具体的な施策を参考例に取り上げ、社会教育行政に携わる関係者が業務を遂行する上で実
際に活用できるようなものを心がけました。
本ハンドブックが、今後の地方公共団体における社会教育計画の策定及び評価活動の際に十分
活かされ、地域における社会教育振興の一助となれば幸いです。
おわりに、本ハンドブックの作成に当たり、ご指導を賜りました浅井経子委員長をはじめ委員
各位、並びにご執筆をいただきました協力者の方々に改めて厚く御礼申し上げます。
平成24年3月
国立教育政策研究所社会教育実践研究センター長
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第Ⅰ章
行政における計画を評価する視点

第Ⅰ章

第１節

社会教育計画を策定する目的と意義

ることが望ましいと考えられている。それは効果的かつ効率的に行動するためである。さらに、
近年は、計画策定のみならず事業活動の運用全体を視野に入れたマネジメントサイクルの考え方
が社会教育の領域にも導入されるようになってきている。計画の策定はマネジメントサイクルの
中に位置づき、計画段階でマネジメントサイクルのすべての要素を見据えた仕込みが必要になる
ので、ここでは計画策定の目的と意義をマネジメントサイクルの観点から考えてみることにしよ
う。

１

社会教育計画を策定する目的
マネジメントサイクルは「計画（Plan）」、
「実行（Do）
」、
「評価（Check）」、
「改善（Action）」

の4つの要素から成り、
「計画（Plan）」→「実行（Do）
」→「評価（Check）」→「改善（Action）
」
の順に進むサイクルを繰り返すことで、PDCAサイクルとよんでいる。図Ⅰ-1-1はそのマネジ
メントサイクルを示したもので、目標を設定し目標を達成するための計画を策定し（「計画
（Plan）
」）、それにしたがって実行し（「実行（Do）
」）、どの程度目標を達成したかを評価し（「評
価（Check）」）
、評価結果をもとにして改善を図って（「改善（Action）」）
、次のステップではよ
り効果的な計画を策定するというものである。
そのようなマネジメントサイクルの導入の目的は、(1)目標を管理し(2)手段、方法や手順等の
改善を図って、効果的かつ効率的に事業を行うことにある。もちろん(1)と(2)は表裏一体のもの

実行（Ｄｏ）

計画（Ｐｌａｎ）

評価（Check)

改善（Ａｃｔｉｏｎ）
「計画」は「評価」結果を予測して立案する。
「評価」は「計画」段階で立てた目標の達成度で評価する。

図Ⅰ-1-1

マネジメントサイクル
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社会教育事業に関わらず、人間の意図的な行為はあらかじめ計画を立ててそれに即して行動す

である。実は、マネジメントサイクルを構成する要素の「計画（Plan）」と「評価（Check）」の
間には密接な関係がある。図Ⅰ-1-1で「計画（Plan）」と「評価（Check）」の間に双方向の矢
印がついているのはそのことを示しており、(1)と(2)はそれに関わっている。
まず、「評価（Check）」から「計画（Plan）」への矢印について考えてみよう。評価とは目標
の達成度を測定し価値判断することであるが、評価は計画段階で設定された目標に照らしてその
達成度を評価することになる。マネジメントサイクルは目標を管理する過程ともいうことができ
るが、それは目標を設定し目標の明確化を図ることで、手段や手順等の具体的な進め方を検討し
決めることができる。目標達成が困難なときには手段、方法や手順等に問題があると考えること
になる。
次に「計画（Plan）」から「評価（Check）」への矢印であるが、手段、方法や手順等の具体的
な進め方等の計画を策定するときには評価結果を予測して行うことになる。不可能なことを計画
しても実現できず、意味がないということと同じである。このように計画段階で評価方法を検討
し明確にしておくことが重要になる。例えば、計画段階で評価項目や指標を検討し客観的な評価
が可能なように数値目標を設定したりすることがあげられる。それにより評価結果をあらかじめ
予測して社会教育計画を策定することができるであろう。

２

社会教育計画を策定する意義
マネジメントサイクルの観点から社会教育計画の策定の意義を考えると、次のことがあげられ

るように思われる。
・計画策定の際に目標を設定しその目標を管理することになり、具体的な手段、方法や手順な
どについての計画を策定することになるので、成り行き任せの事業展開を回避することがで
きる。
・成果を予測することにより、無駄な事業等を除いたり、施策、事業等のプライオリティ（優
先順位）をつけたりして、効率的な社会教育計画を策定することができる。このことは「努
力することが大事なので運営段階等で努力することが評価されてしかるべき」といった考え
で計画を策定するのではなく、成果を重視した社会教育計画を策定することを意味している。
・成果を予測するため、説得力ある予算要求が可能になり、財源の確保が可能になる。
・事後に計画策定に際して設定した目標をどれほど達成したかについて評価し、改善を図るこ
とになるので、次の段階の社会教育計画はより効果的、効率的なものにすることができる。
改善には修正や見直しのみならず、事業を廃止することも含まれるし、逆に拡充することも
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あり得るのである。

社会教育計画策定の際の留意点
これまで述べてきた社会教育計画策定の目的と意義に関わって、３点ほど留意点をあげておこ

う。
(1)

計画策定の際の目標設定についていえば、上位にある計画の目標との整合性を図る必要が

ある。さらに、まちづくりのビジョン等を示したマスタープランとの整合性も忘れてはなら
ないであろう。どのようなまちをつくろうとしているのか、どのような教育を実現しようと
しているのかなどを念頭に置き、社会教育事業がそれにどのように寄与するかなどを考えて、
目標を設定することになる（図Ⅰ-1-2を参照）。
(2)

事後に目標達成度を評価することになるので、設定する目標は具体的なものにして評価し

やすくするように工夫することが大事である。また、目標はできるだけ数値目標にするなど
可能な限り定量的評価ができるようにすることが望まれる。ただし、定性的評価の方がよい
場合もあるし、定量化できない場合もある。
(3)

数値目標を設定する場合、何を指標とするかを検討しなければならないが、できるだけ社

会教育事業等のアウトカム（outcome）を指標化することが望まれる。アウトカムには他の
さまざまな要因が複雑に関連する場合が多いので、当該社会教育事業等のアウトカムとして
捉えることができるものかどうかを十分に検討する必要がある。

上位のマスタープランや教育計画
地域の分析
社会教育計画

・時代の要請
・地域特性

長期計画

・住民の生活状況
・住民の学習ニーズ

（５～１０年）

等

中期計画

前段階の社会教育計画の改善

（３～５年）

（現状分析を含む)

・評価結果に基づく施策・
事業の改善策

年間事業計画
社会教育目標に照らし事業計画（事業
の目標、内容、形態・方法等）を立てる

・現状の問題点・課題の分析

図Ⅰ-1-2

社会教育計画策定の構造
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３

(4)

前述したように評価を予測して社会教育計画を策定する必要があるが、一方で「評価疲れ」

といったことがたびたび聞かれる。確かに、評価には手間暇がかかり、成果を測定するため
には経費がかかることもある。その上、さまざまな評価が行われ、事業仕分け等の評価が政
策評価や事業評価との整合性を図ることもないままに取り入れられたりして、評価に追われ
る自治体職員もみられる。そうなると評価自体が目的化してしまったり評価が形式的なもの
になってしまったりするおそれがある。そこで、社会教育計画を策定するときにできるだけ
容易に評価できるよう評価方法を仕込んでおくことも重要である。例えば、指標の算出方法
などを開発し具体的に示しておくとよいであろう。
(5)

一般的に改善といった場合、その多くは具体的な手段、方法や手順などが対象になる。社

会教育計画を策定するときには前ステップでの実績を評価し残された課題等を検討して手
段、方法や手順などの改善を図る必要がある。図Ⅰ-1-2の左下に「前段階の社会教育計画の
改善」があげられているのはそれを示している。もちろん、改善に際しては評価結果がすべ
てではなく、評価結果は一つの資料にすぎないことを理解しておくことが大事である。また、
抜本的な改善が求められるときには目標の見直しからはじめることになる。

本ハンドブックは、評価を前提とした社会教育計画策定の仕方についてのスキルとツールを示
したものである。現在のような財政難の時代にあっては、社会教育主事をはじめとする社会教育
関係指導者は独自のスキルを身につけていなければ生き残れないであろう。また、身につけたス
キルを発揮するためにはツールの活用も重要である。
スポーツ選手を見てもわかるように、スキルは一日で獲得できるものではなく、日頃からの絶
え間ない思考実験や訓練が必要で、それにより自然にスキルを使いこなすことができるようにな
るものである。本ハンドブックを社会教育計画策定のスキルアップに役立てていただければ有難
いと思っている。
社会教育計画策定についての理解を深めるために、国立教育政策研究所社会教育実践研究セン
ター編集の『社会教育調査ハンドブック』
『社会教育計画ハンドブック』を併読していただきたい
と思う。
また、本ハンドブックは、都道府県の例をモデルであげている等、主に都道府県での活用を想
定したものになっているが、内容は市区町村の関係者にも十分にご活用いただけるものになって
いる。都道府県の関係者のみならず市区町村の関係者、さらには民間等の関係者にも本ハンドブ
ックを広くご活用いただき、社会教育振興の一助になれば幸甚である。
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計画を評価する視点とその手法

（１）ニューパブリック・マネジメントと成果評価
ア

目的手段合理性を指導理念とした行政管理手法
計画、予算、組織、人事は、いずれも行政活動をコントロールするための手段である。計画は、

これら諸コントロ－ル手段の中でも、目的手段合理性を強く意識して考案された手法である。目
的手段合理性とは、目的達成を最上位の価値に置き、手段の価値を目的との関係においてのみ問
う考え方のことである。目的手段合理性の下では、
組織や予算ありきで仕事を始めるのではなく、
目的達成のために組織や予算を状況に応じて柔軟に変えることが求められる。
目的手段合理性を徹底することは、一見すると当たり前のことのようだが、実は組織のありよ
うを根底から変革する契機となる。近年の行政改革は、行政組織の内部改革にとどまらず、行政
サービスの市場化や官民パートナーシップといった官と民の境界自体を再定義することにまで及
んでおり、官というだけでは公共サービスの独占的提供主体としての地位は保障されなくなって
きている。そのことは、市場化テスト、PFI、指定管理者制度などに象徴的に現れている。この
ような改革の背景には、官民の差を問わずに目的達成の有効性や効率性の観点から組織の優劣を
比較し、より優れている方を選択するという目的手段合理性の考え方がある。目的手段合理性は、
行政の近代化が始まってからこのかた影響を及ぼし続けており、近年の行政改革は、その理念を
より徹底させたものと捉えることができる。
日本に計画行政という考え方が導入されるのは、概ね1950年代後半からである。それ以前の
組織管理論では、計画、組織、予算、人事について個別に論じられることはあったが、計画が諸
経営機能の中で最上位におかれることはなかった。これに対して、1950年代後半からは、次第
に目的達成のもとに予算や組織といった組織コントロールの諸手段を従わせる理念が明確になっ
てくる。しかしこの計画の理念は、行政組織のありようを根本的に変えるまでには至らなかった。
依然として計画担当部門は、多くの場合、予算、組織、人事を担当する部門と並列的に設置され、
資源配分の要は予算や人事が抑えるという状況に大きな変化はなかったのである。また、縦割り
行政の弊害が問題視されながらも、合理的政策体系に合せて組織を再編するのではなく、既存の
組織を前提にして政策体系の方を暫時調整するという組織慣行は根本的に変化することはなかっ
た。
イ

目的手段合理性の徹底とニューパブリック・マネジメント
ところが1980年代後半から事情は大きく変化してきている。英語圏で始まったニューパブリ
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ック・マネジメント（以下NPMと略す）の動きがそのきっかけになっている。NPMは、官僚制

組織に対する信頼の揺らぎがある。日本でも、1990年代の後半からNPMの影響を受けて改革に
取り組む自治体が次第に増え始めた。それらの改革の原動力は、NPMに先行的に取り組んだ国々
と同様に、深刻な財政赤字と官僚組織に対する信頼の揺らぎである。NPMは、目的手段合理性を

的手段合理性の追求という指導理念に沿った改革という点においては、計画の延長線上にある手
法ともいえる。ただし、従来の計画が内部管理手法としての側面が強かったのに対して、NPMは、
官僚制の弊害を正すための外部統制や説明責任の側面をより強く意識した手法となっている。
ウ

統制強化と権限委譲の両立問題
しかし、外部統制の強化といっても、益々複雑になる行政活動を細部にわたって組織外部から

監視し統制することは、はたして効率的な経営管理手法たりえるのだろうか。新たに生じる管理
事務の手間暇は膨大になり、かえってコストが増えてしまう。外部統制の強化は、統制を受ける
側のインセンティブを考慮すること無しにはうまく進まないという問題もある。職員のモチベー
ション向上や状況に応じた柔軟な対応には、外部統制ではなく権限委譲の方が有効ではないのか
という反論が容易に考えつく。
統制強化と権限委譲の対立をいかに克服するかは、組織管理の基本問題である。NPM以前の目
的手段合理性を指向した改革は、この組織管理上の課題に解を見いだせなかった。計画にもとづ
く統制を確実にするためには、計画部門に権限を集中させることが必要だと考えられ、計画部門
への権限を集中するために、企画財政部を設置する自治体もあった。しかし、企画部門への権限
集中は、事業部門の抵抗で多くの場合うまく進まなかった。仮に、計画部門への権限集中が進ん
だとすると、行政効率は低下してしまう危険性もある。複雑な行政活動を集権的な組織構造でコ
ントロールすることがうまくいかないのは、旧社会主義国で計画経済が破綻したことをみれば容
易に想像ができる。
目的手段合理性が組織の指導理念として浸透しなかった原因は、統制強化と権限委譲の対立に
あったと考えられる。同じ構造の問題は、市民と行政組織との関係にも存在する。NPMは、この
組織管理上の対立を乗り越える管理手法である。管理部門の統制機能を強化しつつ事業部門執行
担当者への権限委譲を進める、あるいは市民統制の機能を強化しつつ同時に事業実施組織への権
限委譲を進めることは可能である。そして、その鍵となるのが成果目標に基づく管理である。
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より徹底させることで、揺らぎ始めた行政に対する信頼を取り戻すための試みである。また、目

エ

「規則と階層性の原則」から「成果目標と分権の原則」に基づく管理へ
規則に基づく管理と階層的組織編成は、近代的行政組織管理の２大原則であった。これに対し

て、成果目標に基づく管理と分権的な組織編成がNPMの２大原則である。一律の規則に基づく管
理は、執行担当者による権限の乱用を防ぎ、標準的なサービスを公平に提供する上で一定の役割
を果たしてきた。しかし、市民にとっては、事細かなルールは問題ではない。どのようなサービ
スが提供されるのか、その結果、生活がどう変わるかが重要である。また、規則によって裁量の
範囲が狭められると、創意工夫の余地が狭められてしまうため、状況に応じて柔軟に対応しよう
という担当者の意欲がそがれてしまう。規則による管理では、統制強化と権限委譲の対立を克服
するには限界があることがわかる。
成果目標に基づく管理は、規則に基づく管理のこの限界を克服する手法である。まず、市民満
足に直結するレベルで成果目標を設定する。その上で、執行担当者が目標達成に責任を負う。さ
らにその達成手段の選択について、執行担当者にできる限り権限を委譲する。こうすることで、
市民は、事業実施上の細部について監視するコストを払わずに、サービスの質に対して監視が可
能となる。統制の対象を執行行為のレベルではなく成果レベルに上げることで、成果レベルで統
制機能強化をはかりつつ、執行レベルで権限委譲することが原理的には可能となる。
NPMの成否は、したがって、第一に成果目標がうまく設定できているかどうか、第二に成果を
達成するために必要な執行上の権限が執行担当者に十分委譲されるかどうかにかかっている。法
の適正な執行を基本としつつも、市民が望む結果とは何か考え、結果が達成されたかどうかを評
価するためにはどのような指標や証拠を使うのが適当か検討する必要がある。

（２）計画と評価の関係
ア

計画の評価と政策評価・行政評価
成果目標に基づく管理と分権的な組織編成というNPMの２大原則は、実は、計画標準を定め集

権的に実施管理するという1950年代に登場した古典的な計画の行き詰まりを克服するために考
案されたものである。計画標準にもとづき一律の施設やサービスを提供するのではなく、最終的
な成果目標を基点として既存の事業を見直し、より高い顧客満足を実現する経営プロセスが計画
の本質だという考え方が明確になるのは1970年代のことである。この計画観は、古典的計画と
区別するために戦略的計画と呼ばれている。計画には、目的手段合理的に事業を遂行するため、
事前に定められた手順の側面と、目標と現状の乖離を常に評価し、軌道修正しながら目標を実現
するプロセスの側面がある。計画標準に基づき定められた手順通りに業務を遂行する側面ではな
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く、成果を常に評価し軌道修正しながら目標を実現するプロセスとしての側面がより重要だとす

プロセス重視の計画観においては、評価は計画過程の重要な要素である。この計画と評価の本
質そのものは変わらないものの、NPMの影響を受けて近年導入が盛んになった政策評価、行政評
価等は、計画評価とは別のものと認識される事がある。政策評価、行政評価に対する取り組みは

評価が行われ、そうでない自治体では、もっぱら赤字減らしに終始する査定が評価と同一視され
たりしている。いずれの場合においても、既存の計画と評価が切り離されている点が特徴的であ
る。しかし、本来、既存の計画の評価とNPMが提唱する評価は矛盾するものでも対立するもので
もない。
本文P18の④「計画の階層性と評価」で詳述するように、行政の目的と手段の体系は、政策―
施策―事業の３層からなるものと捉えることが一般的である。現実には、各自治体で実施されて
いる政策評価、行政評価が、3層どのレベルの評価を指すかは統一されていない。事業レベル評
価を行政評価と呼び、政策レベルの評価と区別されることもある一方で、３層全体の評価を行政
評価と呼ぶこともある。反対に、政策評価を政策レベルの評価に限定して使う場合もあれば、３
層全体の評価に使うこともある。
仮に、３層全体の評価を広義の政策評価、あるいは広義の行政評価と捉えるのならば、政策評
価、行政評価と計画の評価の間には呼称以上の差はない。政策評価、行政評価と計画の評価が別
の体系として併存する状況は、本来の姿とはいいがたい。実際、政策評価、あるいは行政評価の
ために設定した目的手段体系を総合計画と一本化した自治体もある。
イ

評価のインセンティブと評価の技術
それでは、なぜ従来の計画と政策評価、行政評価は別物として導入されるようになったのだろ

うか。従来の計画過程では、計画策定に時間やコストを使ってきたけれども、計画の評価にはあ
まり真剣に取り組んでこなかった事実は否めない。計画の評価が策定に比べて軽視されてきたの
にはそれなりの理由がある。まず、第一に、評価を資源配分に結びつける体制ができていなかっ
たことが挙げられる。資源配分に結びつかないのであれば、評価を行うインセンティブはどうし
ても低くなる。インセンティブが低ければ、資源配分に役立つ評価情報は得られない。その結果、
ますます評価結果は資源配分に利用されなくなるという悪循環が形成されてしまう。
これに対して、NPMの影響を受けて導入された行政評価、政策評価は、従来の計画に比べて評
価を資源配分に活かすことを強く意識した経営管理手法である。これらの手法導入の背景には、
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様々である。NPMの理念に忠実な改革を行った自治体では、政策体系を徹底的に見直す本格的な

評価が資源配分に結びつかないという既存計画過程の弱点を補う狙いがある。しかし、現実の行
政評価、政策評価が資源配分にリンクしているかというと、必ずしもそうではない。権限配分の
問題がいまだ十分には解決されていないとはいえ、行政評価、
政策評価の導入をきっかけにして、
評価に対する意識は以前に比べて高くなっている。現在、評価を行い、その結果を活用すること
の必要性を疑問視する行政職員はまずいないだろう。
それにもかかわらず評価結果が活用されないのは、評価を行うインセンティブの問題とは別に、
計画策定と評価に関わる技術的問題があるからと思われる。
具体的には、
評価の対象である計画、
あるいは政策がそもそも評価を前提にして策定されていないことにある。計画的に事業を行う上
で評価が重要だと理念的にわかっていても、計画自体が評価しづらければ、評価は思うように行
えないし、その結果を活かすことも難しくなってしまう。逆に、評価をうまく行い、その結果を
活かすことができれば、評価を行うインセンティブが高まるという好循環が生まれるものと期待
される。
ウ

計画と評価の関係の要点整理
それでは、評価を前提にした計画はどのように策定したら良いのだろうか。良い計画を策定す

るには創意工夫がいる。マニュアルにしたがって計画を策定すれば、誰でも同じ計画ができるわ
けではない。しかし、マニュアルには作業の方針や思考の枠組みを示すことができる。計画は、
元来、目標と現状の乖離を常に評価し、軌道修正しながら目標を実現するプロセスである。計画
と評価の本来の関係について確認することが、評価を前提にした計画策定の基本である。そこで
まず、計画と評価の本来の関係について再確認し、評価を前提にした計画策定はどのように行っ
たら良いのかその要点について解説を行う。マニュアルをより深く理解する上での助けになるこ
とを期待している。

①

科学的学習過程としての計画過程
計画過程は、通常３つのサブ過程から構成されるものとされている。計画を策定し（Plan）、

策定した計画を実施し（Do）、実施した計画の評価（See）を行う。そして評価の結果に基づき
計画を策定し直し、以後同様に実施、評価のサブ過程が繰り返される。この３つのサブ過程の繰
り返しはマネジメント・サイクルあるいは、プランニング・サイクルと呼ばれている。評価（See）
を計画や行動の修正に反映させることを強く意識して、評価（Plan）、実施（Do）、評価（Check）
、
行動改善（Action）の４つのサブ過程の繰り返しと表現することもある。両者の実質的な内容は、
同じである。
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計画案の有効性や実現可能性は、様々な条件に左右される。人口の規模や構成が変化すれば、

また、計画当初の期待とは異なる結果や思いがけない波及効果を産み出すこともある。どの地域
でも有効であると想定していた意識啓発プログラムの効果が、地域によって大きくばらつくこと
もある。ある事業を行えば期待される効果が得られるという命題は、計画の妥当性を支える一つ

ことができる。
計画案を仮説の体系と見なすと、計画策定とは計画案に盛り込まれた事業の効果と実行可能性
に関する仮説を構築することであり、計画の実施とは仮説を実証するプロセスと見なすことがで
きる。計画策定段階ではもちろん、既存の理論やデータベースに蓄積された情報を駆使して仮説
の妥当性が検討される。しかし、実際に計画を実施することなしに、仮説の妥当性を確認するこ
とはできない。
仮説通りの効果や実行可能性が得られない場合には、仮説は吟味され改善される。
想定のどこに問題があるかが特定できれば、事業実施経験から体系的に知識を増やすことができ
る。科学が、仮説構築、実証、仮説の再構築、そして再検証というサイクルの繰り返しによって
発達してきたように、より有効性が高く効率的な事業手法に関する知識を生産し、蓄積していく
プロセスが計画過程である。すなわち、計画過程とは科学的な学習過程とみなすことができる。
計画の役割は、有効かつ効率的な目的の達成にあることはいうまでもないことである。したが
って、計画目標の100％達成は望ましいことに違いはない。しかし、限られた時間の中で設定さ
れた仮説は不完全である。なぜなら、地域や市民は多様であり、計画案の有効性と実行可能性に
関する前提条件は絶えず変化しているためである。したがって、ここでは100％の目標達成では
なく、現実と計画案のギャップからいかに多くを学ぶことができるのか、そのための仕組みが十
分整っているのかどうかが重要となる。特に、社会変化が激しく、ニーズの多様化が進む今日、

科学の過程

計画の過程

仮説構築

計画の効果と実行可能性に
関する仮説構築

Plan

実証実験

計画の有効性に関する仮説
の実証

Do

仮説評価

計画の有効性に関する仮説
の評価・再構築

See

図Ⅰ-2-1

実証科学と計画過程
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の仮説にすぎない。言い換えると計画案とは、様々な前提条件を明示化した仮説の体系と見なす

計画を実施しながら学ぶことが以前にもまして重要になる。

②

ロジックモデル：結果重視の発想と徹底した事業の分析
科学が知識の体系的蓄積に成功してきたのは、仮説が実証可能な形で記述されている点にある。

計画過程が効率的な学習過程となるためには、計画も実証可能な形で表現されていることが必要
である。それでは、計画を実証可能な形で記述するには、どのようにすれば良いのだろうか。
まず仮説は、論理的な形式で記述されなければならない。自然現象は、原因と結果の連鎖で説
明することができる。原因と結果の関係は、
「もし原因Xが起きれば、結果Yが生じる」という論
理形式の仮説として表現できるので、どんな複雑な現象も、論理的な形式で記述された仮説の連
鎖に分解できることになる。さらに、原因X、結果Yが生じたかどうかを計測することができれば、
理論とデータの乖離から、仮説のどの部分に誤りがあったか特定し、修正することができる。
「も
し原因Xが起きれば、結果Yが生じる」という論理形式の仮説は、英語では、
「If X（もしX）、Then
Y（ならばY）」という形に表記されるのでIf-Then形式の仮説と呼ばれている。
仮説を論理的で実証可能な形式で記述することは、以下の利点がある。

・暗黙の理解を明示化することで、個人の知識を客観化することができる。
・論理という共通の言語でコミュニケーションができる。
・上記により、多くの人の知を仮説構築に活かすことができる。
・実験結果との乖離から、どの仮説に問題があったかチェックすることができる。

仮説を論理的で実証可能な形式で記述することが、科学的知の体系的蓄積の要になっていること
がわかる。
しかし、行政の現場は、科学研究を行っているわけではない。科学研究と同じ厳密さを求める
ことはできないし、求めるべきではない。ただし、計画は自然現象ではないが、計画案が実行に
移されてから真の効果を発揮するまでに通過する過程を論理的で実証可能な形式で記述すること
はできる。実証科学の方法をモデルとして計画の効果発現プロセスを記述することは可能なこと
であり、また有用でもある。その代表的な方法の一つにロジックモデルがある。
計画案が実行に移されてから真の効果を発揮するまでには、資源投入段階、資源が活動に変換
される段階、活動からサービスがアウトプットされる段階、サービスが利用者に効果を与える段
階の４段階に分けることができる。図Ⅰ-2-2のように高齢者の生き甲斐を高めるための学習講座
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換され、講座活動から受講者がアウトプットされ、その結果として受講者の生き甲斐向上という

第Ⅰ章

を例に取ると、予算や講師等の資源がインプットとなり、投入資源は年何回かの講座の開講に変

効果を生み出す一連の過程に分けることができる。
計画案の真のねらいは、生きがいの向上にあるわけであるから、このレベルで計画目標を設定
することが重要である。しかし、計画のねらいの真の効果は計測が難しいことが多い。そのため、

握するためには、これらの指標も重要であるし、計画期間内に達成する事業量を計画の目標と呼
べないわけでもない。しかし、受講者が増えれば生き甲斐が高まるというのは仮説にすぎない。
この仮説を実証するためには、真の効果を測定する必要がある。真の効果との関係が明らかにな
らなければ、受講者数の多い少ないという数字は、全く無意味になってしまう。この真の効果の
ことを、アウトプットと区別してアウトカムと呼ぶ。
このように、資源、活動、アウトプット、アウトカムという枠組みにそって計画効果発現の流
れを示したフロー図は、ロジックモデルと呼ばれている。ロジックモデルは，現実そのものでは
ないし、厳密な意味の理論でもない。ロジックモデルは、資源、活動、アウトプット、アウトカ
ムの関係について計画担当者が抱いている認識をIf-Then形式の論理仮説の連鎖として図示した
ものである。図中の矢印で結びつけられた四角は、If-Then論理仮説の前提と帰結に対応してい
る。矢印の始点に位置するのが前提で、終点に位置するのが帰結である。

If
資源投入
講師

Then

If

Then

活動

アウトプット

高齢者生き甲斐講座

講座修了者

If

Then
アウトカム
高齢者の生き甲斐向上

予算

図Ⅰ-2-2

効果連鎖フロー図

次頁表Ⅰ-2-1に、活動、アウトプット、アウトカムの違いを例示してみた。この表からわかる
ように、資源、活動、アウトプット、アウトカムの分類は絶対的なものではない。大まかな目安
として、アウトカムは、計画が誰を対象としているか特定したうえで、対象者の何をどのように
変えようとしているかを目標として定めたものである。アウトカムの設定として、特定対象者で
はなく社会の状態をどのように変化させようとするのか定めることもある。そのような変化を引
き起こすために必要な対象者に対する働きかけ、あるいはサービス提供を行うことが活動である。
活動の結果、働きかけやサービスを受けた対象者をアウトプットとすることが多い。対象によっ
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受講者数、開講講座数、予算投下量を用いて目標が設定されがちになる。計画案の実施状況を把

表Ⅰ-2-1

活動、アウトプット、アウトカムの例示

活動

アウトプット

アウトカム

自立支援医療事業
就労支援事業

精神自立支援医療受診者
障害者雇用機会

自立生活が可能となった患者数

地域防犯組織化
パトロール

防犯活動
逮捕件数

犯罪件数の減少
犯罪による被害の減少

道路建設
道路補修

供用道路総延長

渋滞解消、交通事故減少

禁煙キャンペーン
受動喫煙防止対策支援

喫煙キャンペーン参加者
受動喫煙防止設備設置協力団体

喫煙被害の知識・喫煙態度の変化
喫煙者数の減少
受動喫煙者数の減少

子育て教室
育児相談
子育て支援者研修

子育て教室参加者
児童相談件数
子育て支援者

育児知識、スキルの向上
育児に対する自信
育児ストレスの減少
良好な親子関係

ては、活動と活動の結果であるアウトプットの結びつきが自明な場合もある。そういった場合に
は、活動とアウトプットを分けずに、両者を合わせて、資源、アウトプット、アウトカムに３分
類することも多い。ただし、高齢者生き甲斐講座の例のように、その開催数が常に講座修了者数
の増加に結びつくわけではないので、両者を分けることは、計画の進捗状況を把握するうえで有
効である。
反対に、アウトカムをさらに細分し、アウトプットと最終アウトカムの間に事業の直接的効果
や、中間的アウトカムを設けることもある。また、アウトカムを短期的アウトカム、中期的アウ
トカム、長期的アウトカムに細分することもある。どのように分類するのが適当かは、計画対象
の性格によるため一概にはいえない。重要な点は、効果がどのような経路で生じるかを論理仮説

インプット

アウトプット
活 動

アウトプット

アウトカム
事業の直接的効果

中間アウトカム

最終アウトカム

短期アウトカム

中間アウトカム

長期アウトカム

投入資源は何か？
どんなサービス提供するのか？

対象者の何を変化させたいのか？
誰に提供するのか？
社会をどのような状態にしたいのか？

図Ⅰ-2-3

効果連鎖フロー図

（Taylor-Powell,E. and E.Henert, 2008, “Developing a logic model: Teaching and
training guide,” University Wisconsin, Cooperative Extension Program Development
and Evaluation 参考資料17をもとに作成）
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確認することである。
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の連鎖として表現し、アウトプットとアウトカムを区別することで、真の計画のねらいが何かを

また、実際には、活動、アウトプット、アウトカムは複数の要因に分解されるので、ロジック
モデルはより複雑になる。図Ⅰ-2-4は、３歳から10歳の子供を持つ親を対象にした子育て支援
事業を例にして、その効果連鎖をより詳細なフロー図に展開したものである。

第２節

インプット

人

予

員

活 動

子育て支援
教室の開催

算

協力団体

子育て支援
グループの
育成

図Ⅰ-2-4

アウトプット

3歳-10歳児
の子供を
養育する
父親・母親
の受講

アウトカム

｛

幼児・児童の
成長に関する
知識の増加

｛ ｛

受講者の子育て
スタイルについ
ての理解

適切な子育て
方針の決定

子育てストレス
の減少

効果的な子育て
の実践

良好な親子関係

子育て技術の
習得

詳細な効果連鎖フロー図（子育て支援事業のロジックモデル）

（Taylor-Powell,E. and E.Henert, （前掲書）参考資料P52をもとに作成）

③

評価のタイミングと評価指標の設定：セオリー評価、プロセス評価、インパクト評価
計画の評価にとって、アウトカム評価が最終的に重要であることはこれまで説明してきたとお

りである。しかし、インプットがアウトプットを経てアウトカムに結びつくには、時間の経過が
必要である。特に、アウトプットがアウトカムに結びつくには、計画期間を超えることもある。
例えば、高齢者が高齢者生き甲斐講座受講後に社会参加活動を行い、結果として多くの高齢者の
生き甲斐向上につながるまでには長い時間がかかる。しかし、アウトカムが出るまで計画の評価
ができないわけではない。
計画のプロセスを、ロジックモデルを作成する段階、ロジックモデルに基づき資源投入が始ま
りアウトプットに変換される段階、そしてアウトプットがアウトカムに結実する段階にわけると、
各段階で異なる内容の評価を行う必要があることがわかる。また、この効果連鎖のフローの流れ
に即した計画段階の区分は、計画策定（Plan）、実施（Do）、評価（See）の各段階におおむね
対応する。このことから、評価は、評価（See）段階でのみ行うものではなく、計画策定(Plan)
段階と実施（Do）段階でも行うべきものであることがわかる。以下、各段階における評価につい
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て見てみよう。
まず、計画策定（Plan）段階は、ロジックモデル作成の段階に対応する。この段階では、既存
の知識やデータをもとに、ロジックモデルの妥当性を論理的に検討することが可能である。論理
的に検討することが中心となるので、この段階で行う評価は、セオリー評価と呼ばれている。計
画実施（Do）段階は、効果連鎖フロー上はインプットが活動を経てアウトプットに変換される段
階に対応する。この段階の評価は、インプットがアウトプットに変換されるプロセスの進捗状況
チェックが中心になるので、プロセス評価と呼ばれている。そして、計画実施後の評価（See）
段階は、アウトプットがアウトカムに結実する時期に対応する。この段階の評価は、どのような
インパクトが生じたかデータに基づき検証することが中心になることから、インパクト評価と呼
ばれている。プロセス評価によって、計画通りに事業が進捗しているかどうかを、また、インパ
クト評価によって狙い通りの効果を達成したかどうかを検証し、計画との乖離がある場合には、
ロジックモデルの見直しを行う。P→D→Sの計画サイクルは、セオリー評価→プロセス評価→イ
ンパクト評価を随伴しながら回るのが本来の姿である。
プロセス評価とインパクト評価を行うためには、計画策定段階において、事業の進捗とその効
果を計測評価する指標をあらかじめ設定しておくことが大切である。そのためには、ロジックモ
デルに即して、その構成要素になっているIf-Then形式の要素仮説を検証するために何を事実と
して把握することが必要かリストアップすることが役に立つ。ロジックモデルでは、これを「評
価の問い」と呼んでいる。
「評価の問い」をたてた後に、各問いに答えるための具体的指標を列挙
していく。

インプット

アウトプット
活 動

アウトカム

アウトプット

事業の直接的効果

中間アウトカム

最終アウトカム

短期アウトカム

中間アウトカム

長期アウトカム

セオリー評価（Plan）

プロセス評価（Do）
インパクト評価（See）

図Ⅰ-2-5

計画サイクルと評価の関係
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活 動

人 員

子育て支援
教室の開催

予 算

協力団体

3歳-10歳児
の子供を
養育する
父親・母親
の受講

アウトカム

｛

幼児・児童の
成長に関する
知識の増加

｛ ｛

受講者の子育て
スタイルについ
ての理解

適切な子育て
方針の決定

子育てストレス
の減少

効果的な子育て
の実践

良好な親子関係

子育て技術の
習得

何を評価するのか？
事業遂行に予算、
人員、協力団体は
どの程度必要か？

教室は何回開催
するのか？

誰が何人参加した
か？
参加者は何回教室
に出席したか？

子育てに関する知識、
技術を習得できたの
か？
誰にとって、どんな
知識や技術が習得さ
れればよいか？

子育て行動は変わ
ったのか？
なぜ、どのように
変わったのか？

子育てストレスは
どの程度減少する
のか？
親子関係はどの程
度改善するのか？

教室開催数
支援団体数
支援団体の質

受講者数
出席率
修了数

習得された知識・技
術量
知識・技術の増えた
参加者の数

子育て行動が変化
した家庭数
変化した子育て行
動の種類

ストレスの減った
家庭数
関係の改善した家
庭数

評価指数は？
投入人員数
投入予算額
協力団体数

図Ⅰ-2-6

効果発現段階に対応した評価指標

（Taylor-Powell,E. and E.Henert,（前掲書）参考資料53をもとに作成）

具体的な評価の問いと、それに対応する評価指標を図Ⅰ-2-6に例示した。この図からもわかる
ように、投入する予算やスタッフ等のインプットと講座の開催数などの活動は、行政組織の内部
の決定のみに左右され、外的要因の影響を受けることが少ない。それに対して、講座の参加者数
や、参加者が講座の成果を現実の子育てに活かすかどうかは、講座の善し悪しだけでは必ずしも
決まらない。行政活動とその成果に影響を与える要因は、行政が直接的にコントロールできる要
因とコントロールできない要因に分けられ、後者を環境要因という。先の例に見られるように、
一般的に、効果発現の段階がインプットからアウトカムに近づくほど、またアウトカムの中でも
事業の直接的効果から最終アウトカムに近づくほど、環境要因の影響をより強く受けることにな
る。そのため、評価指標は、資源から、活動、アウトプット、アウトカムと最終的な効果に近づ
くほど、設定することが難しくなってくる。また、日常業務のなかで捕捉することができないも
のも多く含まれるようになる。
評価指標の設定に当たって、計測可能性や計測に要するコストにあまりとらわれてしまうと、
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子育て支援
グループの
育成

アウトプット

第Ⅰ章

インプット

アウトカムを設定すること自体の意味がなくなってしまう。
「評価の問い」は、データ収集の可能
性にとらわれず設定し、まず、理想的な指標を考え、最後に現実性を加味して、指標を設定する
ことが望ましい手順である。理想と現実のギャップは、創意工夫によって克服できる余地がある
ので、安易に諦めないことも重要である。
また、確実に達成できることのみを計画に記載することが行政の責任であるという考え方から
は、コントロールできない環境要因の影響を受けるアウトカムを用いた目標設定には、ためらい
が生じることになる。このことは、無責任のように感じられるかもしれないが、多様で不確実性
の高い社会状況では、むしろ、計画の意義は環境要因を明示し、行政の果たす役割と限界がどこ
にあるかを示すことにある。目的－手段に関する枠組みを共有することは、様々な主体とのパー
トナーシップを実現するための手段ともなる。このような目標は、行政単独で達成できる目標で
はなく、社会全体で共同して達成すべき目標という意味合いを持つので、行政目標というよりは
社会目標としての性格を帯びることになる。
さらに、アウトプット、アウトカムの達成度に影響を与えると予想される主要な環境要因をあ
らかじめ特定し、これらの状況や変化を評価指標と同時に計測することも大切である。ただし、
計画段階で全ての環境要因を完璧に想定することは現実的ではない。想定し得なかった要因は、
プロセス評価、インパクト評価を行うことで明らかにし、体系的知識の中に取り込んでいくこと
にこそ学習過程としての計画の意義があると考えるべきである。

④

計画の階層性と評価
ロジックモデルは、計画の効果が発現する課程を因果連鎖として捉える枠組みとして優れてい

る。しかし、自治体計画は、複数のレベルにまたがる階層性を有している。そこで、ロジックモ
デルとは別に、行政活動の全体を、階層的な目的手段体系として捉えることが必要になる。
目的と手段の関係は相対的である。ある目的はより上位の目的から考えれば手段とみなすこと
ができるし、手段はそれを達成するための下位の手段から見れば目的になる。この関係は、上方、
下方の両方向に展開することが可能で、理論的にはその総体は何層にもわたる目的手段の体系と
なりうる。上方に行くほど目的は抽象的になり、下方に行くほど手段は具体性を高めていく。例
えば、高齢者の健康を向上させるという目的を達成するためには、病気治療や予防という手段が
考えられる。さらに、その手段を下方に展開すれば、保険制度や医療施設の配置、意識啓発や運
動プログラム等の手段に分解していくことができる。反対に、健康を向上させるということは、
生活の質や生き甲斐を高めるという上位目的の手段と位置づけることもできる。あまりに上方に
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細すぎて計画案に記載するには不適切となる。そこで、具体的意味をもつ中間の範囲に納めるこ
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展開しすぎると目的は抽象的になりすぎて意味がなくなる。その逆に、下方に展開しすぎると詳

とがポイントとなる。
計画を階層的な目的手段体系として展開するにあっては、目的、課題、手段を区別することが
重要である。まず、計画しようとしている行政活動の目的を明確にし、続いて目的を実現するう

を目的とする下位の課題と手段へと展開することで、目的手段体系の全体を明らかにすることが
できる。ただし、階層を何レベルに設定するのが適切か、最下層、最上層をどこに設定するかは、
絶対的な基準があるわけではない。通常は、比較的上方部分に焦点を当てた計画案と、下方部分
に焦点を当てた計画案、その中間の３レベルに分けて、計画案が策定される。基本構想－基本計
画－実施計画という区分は、これに対応している。NPMの影響を受けて近年導入が盛んになった
政策評価、行政評価では、政策－施策－事業の3レベルに分けることが一般的になっている。3
層の目的手段体系であるという点で両者に本来違いはない。しかし、基本構想－基本計画－実施
計画に代わって、政策－施策－事業という用語が使われるようになった背景には、より目的－手
段関係を明確にしようという意図がある。
レベルを３層に分ける考え方は、古くは、R.N.アンソニーが組織における意志決定を、戦略的
プランニング、マネジメント・コントロール、オペレーショナル・コントロールという３レベル
に分類したことに概ね対応する。組織の意思決定の末端には、日々の業務を遂行するための意志
決定であるオペレーショナル・コントロールがあり、上端には、組織全体の目的に関わる意志決

目的

目的：行政活動を通じて実現する目標
課題：実現に向けて課せられた問題
手段：課題解決のための方法

政 策
手段（施策の目的）

課題
施

策

課題

手段（事務事業の目的）
事務事業
手段

課題

図Ⅰ-2-7

階層的目的手段体系としての計画

（総務省自治行政局行政体制整備室、『行政評価指標設定の課題と考え方』(平成14年)、p.34より抜粋）
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えで課されている課題を明らかにし、課題を克服するための手段へと展開する。さらにその手段

定である戦略的プランニングがあり、その中間で行われる意思決定にマネジメント・コントロー
ルがあると論じている。自治体に当てはめるならば、部が所掌するレベルを政策、課が所掌する
レベルを施策、施策を実現するための手段で係や作業チームが所掌するレベルを事業と捉えるの
が、レベル設定の目安になるだろう。

（３）評価を前提とした計画の構造と策定手順のイメージ
前項では、計画を効果発現の因果連鎖フローとして捉える枠組みと、行政活動全体を階層的な
目的手段体系と捉える枠組みがあることを見てきた。本項では、両者を総合して、評価を前提と
した計画の構造と策定手順がどのような姿になるかその概要を述べる。
ア

計画の構造
計画は、政策―施策―事業の3層からなる目的手段体系である。評価を行う際には、レベルご

とに評価指標を設定することが大切である。レベルによって、計測するデータやデータの集計方
法が異なるだけでなく、データを計測する頻度や報告のタイミングまで、すべて異なるからであ
る。ここでは、政策―施策―事業の３層からなる目的手段体系を計画体系と呼び、それに対応す
る評価の視点、項目、及び指標の体系を評価体系と呼ぶことにする。評価を前提にした計画は、
計画体系と評価体系の２体系が連動した計画－評価連動体系として構成することが望ましい。本

計画体系

目的－手段関係
論理性チェック

評価体系

政策1

政策１の評価

（目標を含む）

（評価の視点と評価項目、指標等）

政策１

政策１の評価

（目標を含む）

（評価の視点と評価項目、指標等）

事業１

事業１の評価

（目標を含む）

（評価項目、指標等）

事業２

事業２の評価

（目標を含む）

（評価項目、指標等）

指標間
集約性、代表性、
包括性チェック

検証可能性チェック
計測可能性
解釈可能性

図Ⅰ-2-8

計画－評価連動体系全体の整合性

（山本恒夫「社会教育計画における計画と評価の体系」、国立教育政策研究所社会教育
実践研究センター『地方公共団体における社会教育計画の策定及び評価に関する調査
研究報告書』平成21年3月、P13を加筆）
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の構造」について解説している。本節では、両体系の関連を強く意識してもらうため、計画－評
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ハンドブック第Ⅱ章第５節では、この考え方に基づいて、「社会教育計画（計画体系・評価体系）

価連動体系と表記している。
計画－評価連動体系全体の整合性は、計画体系の整合性、評価体系の整合性、そして両体系間
の整合性の3点からチェックすることができる。
計画体系の整合性
まず、計画体系の階層間の上下関係は、前項で説明したように、目的－手段の関係である。政
策を実現する手段が施策であり、施策を実現する手段が事業となる。計画策定段階では、計画体
系として想定された目的－手段の関係が論理的に整合性の取れたものかどうかをチェックする必
要がある。
②

評価体系の整合性
評価体系の階層は、計画体系に対応するものなので、目的－手段関係と同様に、下位指標の達

成が上位指標の達成に寄与するかどうかという観点からその論理的整合性をチェックする必要が
ある。ただし、評価体系の整合性には、上位指標が複数の下位指標を意味的に集約したものにな
っているのかどうかという評価体系独自の視点からのチェックも必要である。それと類似の基準
として、上位指標は下位指標との関連で、十分な代表性、および包括性を持っているかという観
点からチェックすることも、評価体系の整合性チェックでは大切である。
③

計画体系と評価体系の整合性
計画体系と評価体系の整合性は、検証可能性の観点からチェックする必要がある。計画体系で

設定される各レベルの目標は、その達成状況を当該目標に対応する評価指標の計測によって検証
できなければ、評価体系を構築する意味はなくなる。検証可能であるためには、評価指標は客観
的な計測による測定が可能であり、かつ、指標の値が対応する計画目的に対して意味的に解釈可
能であることが求められる。検証可能な評価指標を定めることができない、あるいは評価指標の
体系が計画体系と意味的に対応しない場合には、目標記述の曖昧さや、目的－手段関係の論理性
に問題がある可能性がある。計画体系を検証可能な評価体系に対応させることは、計画体系をよ
り緻密にチェックするうえで、重要な役割を果たす。
イ

計画策定の手順（ロジックモデルを媒介にした２重の循環）
それでは、整合性の取れた計画－評価連動体系は、どのように策定すればよいのだろうか。計

画の進捗状況と効果の検証が計画評価の要なので、効果発現の連鎖を論理モデルとして分析する
ロジックモデルが評価の有効な手段であることも見てきた。
しかし、ロジックモデルそのものは、
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①

行政活動全体を階層的な目的手段体系として分析するための手段ではない。反対に、政策―施策
―事業の目的手段体系は、行政活動全体を階層的な目的手段体系と捉えるために役立つものの、
手段が目標達成に結びつくプロセスを明示していないために、階層的な計画体系の評価はロジッ
クモデルのようには行えない。これら二つの枠組みは、これまで別々に紹介されてきており、両
者の関係や、両者を一体的に活用する方法は提示されてこなかった。しかし、二つの枠組みには
密接な関係があり、そのことに着目することで、両者を組み合わせる方法が見えてくる。
目的と手段の関係は、ロジックモデルの枠組みで見れば、手段はインプット・活動に対応し、
目的はアウトプット・アウトカムに対応する。したがって、ロジックモデルにおける効果発現の
連鎖をインプットからアウトカムに向けてたどることは、目的－手段関係の木を下方から上方に
展開することに対応する。政策、施策、事業のそれぞれのレベルでロジックモデルを作成すると、
効果発現の連鎖が実はレベルをまたがってしまうために、同じレベル内に分析をとどめることが
できなくなる。
評価指標は、計画体系上の階層レベルが低くなるほど具体性が高く設定しやすいのに対して、
階層レベルが高くなるほど抽象的で設定が難しくなる。事業目標を検証する評価指標の設定に比
べて、政策目標の評価指標設定は格段に難しくなるのはそのためである。計画体系の各レベルに
設定された目標に対応する評価指標をレベルごとに水平方向に展開して作成することは、階層レ
ベルが上がるほど難しくなる。この問題は、下位レベルでロジックモデルを作成すると、効果発
現の連鎖が実は上位レベルにまたがってしまうという性質を活用することで、ある程度克服する
ことができる。実際には、下位レベルのアウトカムがそのまま上位レベルのアウトカムになると
は限らない。しかし、下位レベルのアウトカムを複数ならべ、それらを包括する意味集約的な指
標は何かを考えることは、具体性のある下位レベルの評価指標をより上位レベルの評価指標を設
定する際の発想の素材として活用できるという利点がある。
以上をまとめると、計画－評価連動体系策定の手順は以下のようになる。まず、計画体系はト
ップダウンで策定し、指標はボトムアップで設定していく。指標をボトムアップで設定していく
前提として、事業のロジックモデルを作成する。事業レベルで、効果発現の連鎖フローを作成し、
この段階でアウトカムとその評価指標をしっかりと考えることが、指標体系をボトムアップで設
定する作業につながることになる。このようにして設定された評価指標と計画体系の整合性をチ
ェックし、計画体系と評価体系の見直し行う。このロジックモデルを媒介にした計画体系策定と
評価体系策定の循環を繰り返すことで、
整合性の取れた計画－評価連動体系を作ることができる。
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整合性チェック

計画体系
政策1

政策１の評価

（目標を含む）

（評価の視点と評価項目、指標等）

政策１

政策１の評価

（目標を含む）

（評価の視点と評価項目、指標等）

事業１

事業１の評価

（目標を含む）

（評価項目、指標等）

事業２

事業２の評価

（目標を含む）

（評価項目、指標等）

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

第２節

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン

評価体系

ロジックモデルの作成

図Ⅰ-2-9

計画策定の手順

（出典：図Ⅰ-2-8と同様）

ウ

第Ⅱ章「計画策定の手順」との関係
尚、本ハンドブック第Ⅱ章では、第５節３項（手順１）
「計画体系の骨格づくり」で、計画体系

をトップダウンで策定する具体的手順を解説している。また、続く、
（手順２－１）
「【事業】評価
フロー図の作成」で、事業のロジックモデルを作成する手順を解説している。さらに、（手順３）
から（手順５）で、事業レベルの評価指標からボトムアップ的に、施策評価指標を設定する手順
を解説している。
事業のロジックモデルを作成することは、事業のセオリー評価を行うことと不可分の関係にあ
るので、第Ⅱ章では、これを【事業】評価フロー図と呼ぶことにしている。また、事業のロジッ
クモデルを作成することは、評価を前提とする計画の策定において要となるので、本章第３節「事
業評価フロー図を作成するにあたって」を設け、その要点について整理している。
（坂野
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達郎）

第３節

事業評価フロー図を作成するにあたって

これまで、社会教育行政による計画策定や事業においては、その評価や評価指標の設定に積極
的に取り組んできたとは言い難い。それは、社会や地域における課題は、その背景や要因が複雑
に絡み合っていることや、社会教育行政の取組は環境醸成やリーダー等の人材育成が主であり、
その効果が表れるには時間がかかることが多く、想定していた効果が後に表れたときに、取組が
寄与した度合いが測りにくいという特質を備えていることが挙げられる。また、社会教育行政は
地域の実情や特性を踏まえて展開される特質を備えていることから、同じ課題を持っていても他
の地域では具体的な取組は同じにはならないし、他の地域と同じような取組をしていても目標や
期待する効果はそれぞれ異なることが多いことになる。こうしたことから、評価指標はそれぞれ
の地域で設定する必要が生じることになり、また、数値のように測定可能な目標設定が難しいこ
とが、社会教育行政における評価の取組が進まない要因となり、さらには評価の指標や方法の開
発に取り組んでこなかったと考えられる。
本ハンドブックでは、これらの課題を踏まえながら、事業の適切な計画と評価の双方を同時に
立案することが事業の質を高め、より効果的な施策の実施につながると考え、計画体系と評価体
系を一体的に捉えたモデルを作成している。これを活用して各地方公共団体において、地域の実
情に即した計画体系と評価体系に練り上げられることを期待している。
前２節では評価を前提にした社会教育計画策定の意義や視点等について述べた。ここでは、社
会教育計画の評価指標設定の基礎作業となる、社会教育事業の評価指標を作成する「事業評価フ
ロー図（以下、
「フロー図」と略す。）」の作成について確認しておこう。

１

フロー図作成と事業の充実の関係
個々の社会教育の事業は、施策、施策の柱、事業それぞれの目的を持って行なわれている。そ

の事業が、事業の目的を出発点にして施策の柱や施策の目的に向かって、成果や効果（以下「成
果等」という。
）がどのように進んでいくのかを順を追って検討する作業が、フロー図の作成であ
る。
図Ⅰ-3-1を例にして考えてみよう。
「青少年の健全育成」という施策目的のもと、
「青少年の郷
土愛の醸成」という施策の柱である目的を設定し、そのうちの取組の一つとして「まちかど再発
見事業」という事業を、
「地域の良さを子どもに再発見させる」ことを事業目的にして、
「I love ○○
市

ふれあいクリーン大作戦」という事業名称で実施すると仮定したもので、その成果等のフロ
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図Ⅰ-3-1

青少年の健全育成施策の成果等のフロー図の一例

ーを時系列的に２通り作成してみたものである。
２通りの成果等は順を追って考えており、その成果は青少年にとって、また社会や地域にとっ
て、成果等があると想定されている。しかし、ここに挙げられた成果等の流れや、最終的に挙げ
られている成果等は、事業の目的である「地域の良さを子どもに再発見させる」に向かっている
だろうか。
こうした成果等のフロー図を描くことによって、事業が及ぼす成果等が「青少年の健全育成」
という目的に向かっているかが判断できるのである。そして、目的に向かっていない場合には、
事業の内容・展開や、事業の目的の設定のいずれかの練り直し、あるいは施策の柱や取り組む事
業全体の再検討を行う作業に取り組まざるを得ないことを気づかせてくれるのである。
このように、フロー図の作成は、事業に取り組むことによる実績や直接的な効果、そしてさら
なる効果である事業目的達成の度合いを測定・検証する評価指標を事業実施前に描き、その描く
作業を通じて事業の目的、目標、内容・展開の検討を行なって事業の質的充実を図ることと、取
組の効果を測定する指標づくりを行うことと連動しているのである。
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２

フロー図作成と事業の及ぶ範囲の関係
さらに、個々の事業の成果等の流れを考えることは、個々の事業が及ぶ範囲を把握することに

もなる。例えば、
「青少年の健全育成」を目的にジュニアリーダー養成に取り組む場合には、計画
に掲げる「青少年の健全育成」は行政管内のすべての青少年を指すが、具体的な取組であるジュ
ニアリーダー養成の効果等が直接的に表れるのは当然のことながらその参加者に限定される。青
少年全体のうちの限られた人数である参加者に表れる効果が、すべての青少年に広がっていく事
業も合わせて構想されてこそ「青少年の健全育成」
という大きな目的に向かう計画づくりとなる。
また、人材養成の研修事業は、研修会の実施だけで受講者がすぐさま活発な活動に取り組むと
は考えにくいから、受講者の活動しようという意欲を、研修受講後も励まし、喚起する機能を用
意することや、活動場所の確保や活動への支援を事業化することで、施策の柱や施策の目的に即
した成果があげられる。受講後の活動に向けた取組を社会教育の行政や施設が取り組まなければ
ならないと考えるのではなく、ボランティアセンターや市民活動センターと役割分担・連携して
取り組むことが構想されてももちろんよいのだろう。
このように、成果等の道筋を時系列にフロー図として描いていくことによって、事業の及ぶ範
囲を把握し、１つの課題に対して１つの事業で対応できるか、また、施策や施策の柱で掲げる目
標達成のために、どのような取組がさらに必要となるかを把握することができるのである。この
ことはまた、それぞれの自治体における社会教育行政の領域を具体的に把握し、設定することに
なるし、必然的に他部局との役割分担や連携・協力を検討・構想することになるのである。

３

フロー図と評価指標の洗い出し
フロー図を作成する際には、事業の成果等が順調に現われていくと仮定し、理想的な流れを考

えていくことが基本となる。
特に、フロー図の作成で各事業の評価指標を考える際には、まずはレベルや精度、測定可能性
などを問わず、ランダムに思いつくまま、自由な発想で、質より量を重視し、どんどん挙げてメ
モしていく。このメモの際には付箋を用いると、後に評価フローを考えるときに並べ替えが容易
にでき、次以降の作業を効率よく行うことができる。
そしてP56，57のような一覧表を作成し、そのメモを事業ごとに事業実績、事業の直接的効
果、事業目的達成度の３つの区分で分類する。この評価指標を洗い出す作業は、個別の事業の評
価指標を他の事業の指標と連鎖的・連想的にいろいろと考え、事業の効果等を多様な視点で検討
することにもなる。
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り選択してフロー図を作成していく。さらに、予算、人的資源等のコストや実施可能性を加味し

第Ⅰ章

その次に、たくさん挙げて３つに区分した評価指標の中からP46～49で述べる判断基準によ

て現実的な選択をしていく。
たくさん洗い出した評価指標は、おそらくフロー図にすべて盛り込むことにはならないが、一
覧表を作成することによって、フロー図を見直す際や施策の柱の評価指標を設定する際の参考と
もなるので、ぜひとも作っておきたい。

まとめ
第Ⅲ章には都道府県社会教育計画における家庭教育支援、青少年教育、高齢者教育の３分野の

事業について、フロー図の例を示した。これらは都道府県レベルの社会教育計画を仮想して考え
たもので、評価指標や成果等のフロー図を作成するために例示したものである。先述したように、
評価指標や成果等のフローは地域の実態や課題をもとに各自治体の担当者自身が考えていくしか
ないものであることを十分に理解したうえで参考にしていただきたい。
最後にフロー図作成にあたっての留意点を確認しておこう。

☆

「目的」「目標」「手段」の関係を理解する
目的…達成したい姿（抽象的）
例）家庭の教育力の向上、子どもの生活習慣の確立
目標…達成したい状態（具体的）
例）５歳児が毎朝朝食を食べる率、小学生が朝８時前に起きる率
手段…目的・目標の達成に向けた具体的な取組
例）早寝・早起き・朝ごはん啓発パンフレットの配布、小学校の入学説明会時に保護者を対象に、
生活リズムに関する学習機会の提供

☆

対象・時間・変容を設定する
誰（どこ）が、いつの時点で（いつまでに）
、どうなっているか（変化しているか）、を明確に示す。

☆

平易な言葉で、簡潔に示す
住民や他部局職員、あるいは地域の団体とも、目標を共感できたり、共有できたりする表現や指標を用い
る。

（稲葉
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隆）

第３節

４

第Ⅱ章
社会教育計画策定の手順

第Ⅱ章

社会教育計画策定の手順と各シートとの関係

現
第１節 現状分析① 自治体の概要

（分析シート１）

P30～31

第２節 現状分析② 社会教育の現状と課題

（分析シート２）

P32～34

第３節 中長期計画の策定① 総論

（計画シート１）

P35～36

第４節 中長期計画の策定② 基本方針

（計画シート２）

P37～38

（計画シート3-1,3-2）

P39～82

（計画シート４）

P83～86

（計画シート５）

P87～90

（計画シート６）

P91～93

（計画シート７）

P94～96

状
分
析

中長期計画

第５節 評価を前提とした社会教育計画の計画体系・評価体系

年次計画

計

第６節 年次計画

画
策
定

年間計画
第７節 年間事業計画

事業計画
第８節 事業計画（学習プログラム計画）

学習展開計画
第９節 学習展開計画

※ 第Ⅱ章以降で使用されている【施策】【施策の柱】【事業】の表記は、第５節 評価を前提とした
社会教育計画の計画体系・評価体系（計画シート３－１）P80，81に合わせて使用している。
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第１節

現状分析①

自治体の概要

まず、これから策定する計画に反映するために○○県の実態を見つめ、教育・文化的環境の
特徴および、その現状と課題を把握し、整理します。

計画を策定するため、参考とする現行の計画、行政資料等を用意する。
○

計画
・総合計画（マスタープラン）
・教育振興基本計画
・生涯学習推進計画
・社会教育計画

○

…など

行政資料

（１）地勢・地域条件等を記入する
・位置、気候、歴史的風土
・面積、交通事情
・人口推移・構成

…など

（２）県民の生活状況の特徴を記入する
・産業構成比、就労状況
・昼夜人口の比率
・地域課題の認識状況

…など

（３）教育・文化的環境の特徴および現状と課題を記入する
・生涯学習関連施設（民間を含む）等の設置状況
・社会教育関係団体等の活動状況
・社会教育関連予算の状況（予算総額、一人あたりの社会教育費等）
・意識調査等から見える生涯学習・社会教育に対する意識・活動状況
・市区町村教育委員会等の施策取組状況

…など

まとめ
有益な施策・事業を立案するため、客観的条件や情報を整理する。
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１ 自治体（○○県）の概要

第Ⅱ章

＜分析シート１＞
○ 計画
名

称

期

間

主管課

名

称

年

度

主管課

○ 行政資料
種 別

（１） 地勢・地域条件等
・
・
・

（２） 県民の生活状況の特徴
・
・
・

（３） 教育・文化的環境の特徴および現状と課題
・
・
・
・
・
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第１節

種 別

第２節

現状分析②

社会教育の現状と課題

ここでは、分析シート１で把握した教育・文化的環境の特徴および現状と課題を踏まえ、現
在どのような社会教育施策等が展開されているかを整理・分析するとともに、現状の問題点を
把握し、新たな社会教育計画策定に向けた課題と方向性を明らかにします。

１

【施策の柱】の名称と達成目標を転記する
分析シート１の作成に使用した資料等から、
【施策の柱】の名称と達成目標を転記する。その際、

自治体の○○教育の[戦略的な目標]を実現するための手段が【施策の柱】であることを踏まえて
おく。

施策の柱

２

現行の
社会教育行政

達成目標

現行の【事業】を転記する
分析シート１の作成に使用した資料等から、現行の事業名を転記する。
その際、
【施策の柱】の[達成目標]を実現するための手段が【事業】であることを踏まえておく。
現行の事業
学校・関連行政・
社会教育行政
民間・団体等

３

現状における問題点

現状における問題点を記入する
現行の【事業】の問題点について整理する。
例：事業の有効性、事業実施の妥当性、他分野・他事業との重複
事業
学校・関連行政・民間・
団体等

現状における問題点
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等

新たな社会教育計画策定に向けた
課題、方向性

新たな社会教育計画策定に向けた課題、方向性を記入する
長期課題と短期課題とに分けて整理する。そのうえで、新たな社会教育計画策定に向けた課題、

第Ⅱ章

４

方向性を明らかにする。

現状における問題点

新たな社会教育計画策定に向けた
課題、方向性

まとめ
計画を策定する前に、これまでの取組状況を整理・分析し、今後取り組むべき課題、方向性
を明らかにする。
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第２節

事業
学校・関連行政・民間・
団体等
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施策の柱

達成目標
社会教育行政

２ 社会教育（○○教育）の現状と課題
学校・関連行政・民間・団体等

現行の事業
現状における問題点

新たな社会教育計画策定
に向けた課題、方向性

＜分析シート２＞

中長期計画の策定①

第Ⅱ章

第３節

総論

ここでは、地域の現状と課題を把握した分析シート１，２をもとに、計画の基本的な考え方
を明らかにします。

分析シート２で明らかにした新たな社会教育計画策定に向けた課題、方向性に基づき社会教育
計画を策定する。その際、以下のような事項に配慮する。
社会教育行政が社会教育を所管する行政であり、生涯学習社会構築の中核であるという理
解に基づき、学校・家庭・地域、さらには他部局、民間等との幅広い連携のもとに、県民の
生涯にわたる自主的な学習活動を支援する計画であること
②

地域及び自治体の特性と住民の学習状況やニーズ、社会情勢を見据えた計画であること

③

教育振興基本計画等、上位計画との整合性を図った計画であること

１

など

計画策定の趣旨を記入する
総合計画（マスタープラン）など他の計画との関係、現行の計画の進捗状況も含めて記入する。

社会教育を取り巻く現在の状況を記入したうえで、計画策定の意義を記入する。

２

計画の性格を記入する
目指すべき方向、他の計画との関連など、計画の特徴を簡潔に記入する。

３

計画の期間を記入する
計画の期間として始めの年度と終わりの年度を記入する。

４

計画の構成を記入する
計画策定の視点や範囲、各章の概要を記入する。章立てを明記し、必要に応じて概要を記入す

る。

まとめ
自治体の規模・施策、地域特性、住民の学習意欲・関心に応じた計画にするための基本的な
考え方を示す。
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①

＜計画シート１＞

○○県社会教育計画
(タイトル)

Ⅰ 総 論
（１） 計画策定の趣旨

（２） 計画の性格

（３） 計画の期間

（４） 計画の構成
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中長期計画の策定②

第Ⅱ章

第４節

基本方針

ここでは、現状分析と総論を踏まえ、計画の基本方針を示します。

１

基本的な考え方を記入する
計画策定の趣旨を踏まえ、この計画によって解決する課題、住民や地域の理想的な姿に言及す

るなど、めざす方向性について記入する。

２

計画の目標を記入する

３

第４節

この計画によって、達成する目標を記入する。

社会教育推進の基本方針を記入する
計画実施期間において、社会教育の進める方向性を端的に記入する。

４

【施策の柱】を設定する
課題となる【施策】を整理し、基本となる【施策の柱】を設定する。

５

上位計画との関連を記入する
上位計画（県総合計画、教育振興基本計画など）や他の計画（学校教育計画など）との関連を

図にまとめるとわかりやすい。
（例）

総合計画（マスタープラン）

教育振興基本計画

社会教育計画
事
業
計
画

物
的
計
画

人
的
計
画

学校教育計画
財
的
計
画

まとめ
「社会教育計画（計画体系・評価体系）」を組み立てるため、上位計画等との関連を整理する。
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＜計画シート２＞

Ⅱ 基本方針
１ 基本的な考え方

２ 計画の目標

３ 社会教育推進の基本方針

４ 施策の柱

５ 上位計画との関連
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第Ⅱ章

第５節

評価を前提とした社会教育計画の計画体系・評価体系

社会教育計画の構造
これまでも述べてきたように、これからの社会教育計画では計画実施後の評価を前提としてい

くことが求められる。社会教育計画の策定は、これまで、社会教育に関する上位の目的や目標を
設定し、それを実現するための施策の策定、さらにはその施策を実行するための具体的な事業の
計画というように、上位から下位へ、大項目から小項目へ、全体から個別へ、という方向で行な
われてきた。
社会教育計画を含め計画の構造やその策定においては、このような考え方に基づくことはいう
までもない。しかし、現在、社会教育計画や社会教育の施策の達成度や成果の評価が問われる状
況にあって、これまでの計画策定の手法のみではそれに対応することは難しい。なぜなら、これ
までの社会教育計画の策定の考え方は「上位の目標を達成するための方策（手段）を策定する」

られずに行なわれてきているからである。
そこで、今後必要となる計画実施後の評価を前提とした社会教育計画の体系と構造を示したも
のが図Ⅱ-5-1である。
この図が示している最も重要な点は、社会教育計画が計画体系と評価体系の２つの体系から構

目
的

手
段

計画体系

評価体系

政策1

政策１の評価

（目標を含む）

（評価の視点と評価項目、指標等）

政策１

政策１の評価

（目標を含む）

（評価の視点と評価項目、指標等）

事業１

事業１の評価

（目標を含む）

（評価項目、指標等）

事業２

事業２の評価

（目標を含む）

（評価項目、指標等）

計画

評価

図Ⅱ-5-1

社会教育計画の構造

（山本恒夫「社会教育計画における計画と評価の体系」、国立教育政策研究所社会教育
実践研究センター『地方公共団体における社会教育計画の策定及び評価に関する調査
研究報告書』平成 21 年３月、p13.を加筆）
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ということであっても、
「計画とその実施および成果を評価する」という視点がほとんど取り入れ

成されているということである。計画体系のツリーは従来から考えられてきた体系で、計画にか
かわる施策、施策の柱、事業で成り立つ体系である。便宜上、施策は１項目のみを示しているだ
けだが、通常は３～５項目くらい設定される。
「施策の柱１」についても同様である。この計画体
系の項目は、通常、トップダウン型で設定される。つまり、上位にある「施策１」を実現するた
めの手段として「施策の柱１」が設定され、さらに施策の柱１を達成するための手段として「事
業１」および「事業２」が設定されている。
この計画体系に対応しているのが評価体系である。評価体系は、施策の評価、施策の柱の評価、
事業の評価で構成される。これらの項目は計画体系のときとは反対にボトムアップ型で設定され
る。まずは計画体系で最も下位のレベルにある事業１および２を評価する「事業１の評価」及び
「事業２の評価」が設定される。そして、この２つの評価をまとめたものとして「施策の柱１の
評価」が設定される。このとき、
「施策の柱１の評価」は、計画体系の「施策の柱１」に対応する
ものであり、
「施策の柱１」の内容を評価するように設定する必要がある。さらに、このように設
定された「施策の柱１」の評価と、ここには示していないがそれ以外の施策の柱の評価をまとめ
て「施策１の評価」を設定する。前と同じように、このようにしてまとめて設定された「施策１
の評価」は、計画体系の「施策１」に対応するもので、
「施策１」を評価できる内容であることが
必要である。
図Ⅱ-5-1は、このようにして計画体系と評価体系の対応を図った上で完成される最終的な形を
示したもので、策定の段階ではさまざまな修正、検討が加えられる。この具体的な策定手順をこ
のあとに示す。
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第Ⅱ章

２

策定手順の流れ（全体像）
計画体系

手順１

計画体系の骨格づくり

※ 本ページの図形の意味

図１

→手順

→作成
→検討

→図

→再検討

手順２
手順２－１

【事業】評価フロー図の作成

図２－１

手順２－２

【事業】の目標（仮）の検討

【事業】の再検討

（手順２－１へ）

図２－２

評

手順３
手順３－１

【施策の柱】の＜評価の視点＞＜評価指標＞の作成

図３－１

【事業】の再検討

手順３－２

（手順２－１へ）

【施策の柱】の再検討 （手順３－１へ）

価
手順４

【施策の柱】の[達成目標]と【施策】の
[戦略的な目標]（仮）の関係を検討

図４

【施策】の再検討（手順１へ）

体

手順５
手順５－１

【施策】の＜評価の視点＞＜評価指標＞の作成

図５－１

手順５－２

系

図５－２

【施策】の[戦略的な目標]（仮）
の検討

【施策】の[戦略的な
目標]（仮）の再設定

（手順４へ）

【施策の柱】の再検討 （手順３－１へ）
手順６

全体の整合性の検討

図６

【事業】の再検討

社会教育計画(計画体系・評価体系）の完成
図７

図Ⅱ-5-2

社会教育計画（計画体系・評価体系）の策定手順
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図３－２

【施策の柱】の[達成目標]（仮）
の検討

３

具体的な策定手順

手順１

計画体系の骨格づくり

ここでは、総論と基本方針が具現化するように、目的と手段の関係を意識した【施策】体系
となるような計画体系づくりを目指します。

１

【施策】の[戦略的な目標]を設定する（図１-①）
例：○○教育
[戦略的な目標]（仮）
①
②
③

作成後、図1-①に転記

④
⑤
※

[戦略的な目標]を設定するポイント
○

上位計画の目標を実現するための手段であることを念頭に置く。

○

この段階で設定した目標は仮目標であり、 手順２ 以降の過程で必要があれば検討・修正する。

２

【施策の柱】の名称と[達成目標]を４項目程度設定する（図１-②）
【施策】
[戦略的な目標] （仮）
①
②
③
④
⑤

(1)【施策の柱】の名称
[達成目標]（仮）

(2)【施策の柱】の名称
[達成目標]（仮）

作成後、図 1-②
に転記

(3)【施策の柱】の名称
[達成目標]（仮）

(4)【施策の柱】の名称
[達成目標]（仮）

※

[達成目標]を設定するポイント
○

[戦略的な目標]を実現するための手段であることを念頭に置く。

○

この段階で設定した目標は仮目標であり、 手順２ 以降の過程で必要があれば検討・修正する。
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３

【事業】の名称とその目標を５項目程度設定する（図1-③）
(1)【施策の柱】
[達成目標]

１

事業名

目標：

２

事業名

作成後、図 1-③
に転記

目標：

３

事業名

目標：

４

事業名

目標：

５ 事業名
目標：

※

【事業】を設定するポイント（図２-３）
【施策の柱】を実現するための手段であることを念頭に置く。

○

他の【施策の柱】や【事業】との関連、さらには年次計画等を意識しながら設定する。

○

事業の目標は仮目標であり、 手順２ 以降の過程で必要があれば、検討・修正する。

目的

手段

事業１
(目標を含む)
事業２(同)

優先順位

事業３(同)
事業４(同)
目的

手段

施策の柱２
(目標を含む)

図Ⅱ-5-3

手順１

優先順位

施策の柱１
(目標を含む)

施策１

この段階では体系、目標
ともにすべて「仮」の設定

計画（施策）の体系づくり

まとめ

計画は、上位から下位の順序で策定する。
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○

社会教育計画( (計画体系・評価体系
社会教育計画
計画体系・評価体系 ）
計

【施策】
【施策】
（戦略的な目標）
（戦略的な目標）
目
目

画

【施策の柱】
【施策の柱】
（具体的な方向性）
（具体的な方向性）

的
的

手
手

段
段

目
目

的
的

体

中期の例
中期の例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
【事業】
（具体的な取組）
（具体的な取組）

作成

手
手

【事業】実施による
【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標]
達成目標] の
の
【施策の柱】の[
＜評価の視点＞と＜評価指標＞
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設 定 ・ 検 証

戦略的な目標] （仮）
（仮）
[[ 戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。

①

家庭の教育力向上の支援
家庭の教育力向上の支援
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞

手順
１
設 定 ・ 検 証

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
地域における家庭教育支援施策の充実支援
(1)

地域における家庭教育支援施策の充実支援
地域における家庭教育支援施策の充実支援
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞

１ 家庭教育支援のための基盤形成
家庭教育支援のための基盤形成
１

達成目標] （仮）
（仮）
[[ 達成目標]
親・保護者に最も身近な地域において、家
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。
る。

【施策】の[ 戦略的な目標]
戦略的な目標] の
の
【施策】の[
＜評価の視点＞と＜評価指標＞
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段
段

家庭の教育力向上の支援
家庭の教育力向上の支援

②
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図１

＜評価指標＞
＜評価指標＞

目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
設置する。
設置する。

＜評価指標＞
＜評価指標＞

２ 家庭教育プログラム開発事業
家庭教育プログラム開発事業
２
目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
普及・啓発を図る。
普及・啓発を図る。

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
３

③

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。
る。

４ 家庭教育支援ための調査研究
家庭教育支援ための調査研究
４
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
な方策について、調査研究を行う。
な方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
５

設 定 ・ 検 証

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
家庭教育に関する団体・人材への支援
(2)

②

[達成目標]（仮）
[達成目標]（仮）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。
を実施する。
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目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
村に普及し、新たな取組を喚起する。
村に普及し、新たな取組を喚起する。

家庭教育に関する団体・人材への支援
家庭教育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞

１ 子育てサポーターリーダー養成研修
子育てサポーターリーダー養成研修
１
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

③

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
２

＜評価指標＞
＜評価指標＞

目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。
に、家庭教育に係る研修会を行う。

３ 家庭教育振興大会
家庭教育振興大会
３
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞

４ 家庭教育電話相談員専門研修
家庭教育電話相談員専門研修
４
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
専門家による講座等を行う。
専門家による講座等を行う。

設 定 ・ 検 証

(3) 先導的・モデル的事業の実施
先導的・モデル的事業の実施
(3)

②

先導的・モデル的事業の実施
先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞

１ 企業連携家庭教育出前講座事業
企業連携家庭教育出前講座事業
１

[達成目標]（仮）
[達成目標]（仮）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。
育への参加を促進するための機会を提供する。

目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

③

２ 父親の家庭教育参加促進事業
父親の家庭教育参加促進事業
２

＜評価指標＞
＜評価指標＞

目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
について、事例紹介や情報交換等を行う。
について、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
親子ふれあい交流事業
３
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
親子ふれあい職場探検事業
４
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

設 定 ・

(4) 広域的事業の実施
広域的事業の実施
(4)

②

[達成目標]（仮）
[達成目標]（仮）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供な
個々の親を対象とする電話相談や情報提供な
ど、広域的に取り組むことがより効果的な事業
ど、広域的に取り組むことがより効果的な事業
等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。
等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
１

検 証

広域的事業の実施
広域的事業の実施
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞

目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業
お手伝い推進事業
２

③

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。

＜評価指標＞
＜評価指標＞

３ 家庭教育電話相談事業
家庭教育電話相談事業
３
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
対応する電話相談を行う。
対応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
家庭教育啓発資料の発行
４
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
子育て情報メールマガジンの発行
５
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
育て等の不安解消に寄与する。
育て等の不安解消に寄与する。

サンプル図１
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手順２
手順２－１

【事業】評価フロー図の作成（図２-１(B)）

ここでは、手順１で策定した【事業】の実施によって、どのような「事業実績」、
「事業の直
接的な効果」が生じるかを事業評価フロー図の作成を通して予測し、事業目的達成度を導き出
します。

１

はじめに
図２-１(A)を参照し、以下の３点を確認する。

(1)

計画体系・評価体系の構造

(2)

【施策】と【施策の柱】と【事業】の関係

(3)

計画体系・評価体系における事業評価フロー図の位置付け

２

手順１の３で設定した事業の評価フロー図を作成

(1)

図１-①から【施策】名を転記（図２-１(B)①）

例：家庭の教育力向上の支援、青少年教育推進、高齢者教育推進
(2)

図１-②から【施策の柱】名を転記（図２-１(B)②）

例：地域における家庭教育支援施策の充実支援
(3)

図１-③から【事業】名を転記（図２-１(B)③）

例：家庭教育支援のための基盤形成、家庭教育プログラム開発事業
(4)

図１-③を参照し、【事業】の目標を記入（図２-１(B)④）

【事業】を行うにあたっての目標を記入する。
(5)

【事業】の概要を記入（図２-１(B)⑤）

【事業】の内容や方法の要点をとりまとめて記入する。
(6)

他の【事業】等との関連を記入（図２-１(B)⑥）

他の【事業】等との関連について、特記すべき事項があれば記入する。
例：「子育て情報メールマガジンの発行」事業を広報し、さらなる登録促進を想定
(7)

年次計画を記入（図２-１(B)⑦）

【事業】を実施する年次に○を記入する。
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事業実績を記入（図２-１(B)⑧ ⑨）

事業の実施や活動状況から導き出される結果（アウトプット）を記入する。
図2-1(B)⑧
「評価の視点」
図2-1(B)⑨
「評価指標」

※

(9)

第Ⅱ章

(8)

例：家庭教育支援チームの設置、家庭教育支援チームに
住民が相談
例：講座の実施回数、講座の参加者数、利用者数、利用
団体数

⑧ ⑨の枠は、必要に応じて増減する。

効果向上のための取組を記入（図２-１(B)⑩ ⑪）

事業目的達成のために実施する補強・副次的な取組があれば記入する。
図2-1(B)⑩
「評価の視点」

※

(10)

例：ホームページアクセス件数、チラシ配布枚数／世帯
数

⑩ ⑪の枠は、必要に応じて増減する。

事業の直接的な効果を記入（図２-１(B)⑫ ⑬）

事業実績によって直接的に生じる事業の成果（アウトカム）を記入する。
図2-1(B)⑫
「評価の視点」
図2-1(B)⑬
「評価指標」

※

(11)

例：支援チームが地域において活動、支援チームの地域への周
知・認知、支援チームに相談したことにより問題が解決
例：相談件数、講座実施回数、支援チームの存在を知っている
地域の人の数、問題が解決したと感じた人の数

⑫ ⑬の枠は、必要に応じて増減する。

事業目的達成度を記入（図２-１(B)⑭ ⑮）

図1-②を参照しながら「事業の直接的な効果」、
【施策の柱】をもとに事業目的達成度を記入す
る。
ここでは、理想的な【事業】を目指して＜評価指標＞を設定するが、のちに「社会教育計画（計
画体系・評価体系）中期」に反映する際には、費用対効果等の実現可能性を考慮し、＜評価指標＞
として採用するかどうかを判断する。
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図2-1(B)⑪
「評価指標」

例：家庭教育支援チーム設置の広報

図2-1(B)⑭

例：支援チーム活動の地域への定着、他機関と連携して
事業を実施

「評価の視点」

例：相談件数と地域への周知、他機関と連携した事業の
割合

図2-1(B)⑮
「評価指標」

※

(12)

⑭ ⑮の枠は、必要に応じて増減する。

作成上のポイント・留意事項等を記入（図２-１(B)⑯）

事業の直接的な効果、事業目的達成度の設定理由等、特記すべき事項について記入する。

(13)

データ収集の方法

工夫の一つとして＜評価指標＞欄の下段に、郵送調査、電話調査、集合調査、インターネット
調査等、＜評価指標＞を導き出すためのデータ収集方法を追記することもできる。その際には、
実現可能性、費用対効果等も考慮すること。

手順２－２

【事業】の目標(仮)の検討（図2-1(B)，図2-2）

ここでは、手順２－１で作成した「事業目的達成度」が【事業】の目標→【施策の柱】と整
合性がとれているかを確認します。整合性がとれていないと判断した場合には、(4)の【事業】
の目標を記入する作業から再検討します。

１

事業の直接的な効果や事業目的達成度によって当初設定した【事業】の目標（仮）が評価で
きるかどうかを検討する。
◎

評価できる

→

△

評価できない

→

手順３ へ
【事業】の再検討（ 手順２－１ へ）
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①フロー図（作成）の流れ
事業
(目標を含む)

事業実績
(アウトプット)

事業の直接的
な効果

事業目的達成度
(中間的アウトカム)

②事業目的達成度の【事業】の目標（仮）の整合性の検討
図Ⅱ-5-4

※

評価フロー図作成と事業目標検討のサイクル

注（Ｐ56，57）
図２-３「家庭の教育力向上の支援」評価指標洗い出し一覧作成の意義
本図は、計画体系に示された全事業の分析作業の中で作成されたすべての＜評価指標＞を「事

業実績」「事業の直接的な効果」「事業目的達成度」ごとに一覧にしたものである。この一覧は、
【事業】評価フロー図の見直しや、のちに【施策の柱】の＜評価指標＞を設定する際の参考とな

第５節

るため、作成することが望ましい。

手順２

まとめ

評価は、下位から上位の順序で行う。
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社会教育計画（計画体系・評価体系）
計

【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

中 期の例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

手 順２−１ 確認事項：1- ( 1)

段

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

計画体系・評価体系，1- ( 2)

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

目的・手段の関係

設 定 ・ 検 証

家庭の教育力向上の支援

設 定 ・ 検 証

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
[ 達成目標] （仮）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

１ 家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
設置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
な方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修会の内容とした有無
○普及アプローチ数(実際に配布等をした
数/対象の機関・団体数)

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

設 定 ・ 検 証

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
１ 子育てサポーターリーダー養成研修
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。

３ 家庭教育振興大会
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
専門家による講座等を行う。

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設 定 ・ 検 証

[達成目標]（仮）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
について、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

設 定 ・ 検 証

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]（仮）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
など、広域的に取り組むことがより効果的な事
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。

３ 家庭教育電話相談事業
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
対応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
育て等の不安解消に寄与する。

＜評価指標＞
【評価指標】
①支援チームの置率、支援チームの活動依頼件数、支援チー
ムにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援チー
ムに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

家庭教育に関する団体・人材への支援

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

(3) 先導的・モデル的事業の実施

地域における家庭教育支援施策の充実支援
＜評価の視点＞
【評価の視点】
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

○登録者数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
○親等のメールマガジンの認知度・周知度 した人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などをし
た人数

＜評価の視点＞
【評価の視点】
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
＜評価指標＞
【評価指標】
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
【評価の視点】
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。
＜評価指標＞

＜評価の視点＞
【評価の視点】
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。
＜評価指標＞
【評価指標】
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

第５節

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
村に普及し、新たな取組を喚起する。

作成

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
普及・啓発を図る。

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。

[達成目標]（仮）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

家庭の教育力向上の支援

手順２−１
1- ( 3) 【事業】評価フ ロー図の位置を確認
【事業】フロー 図作成後、一覧表に評価指標を記入

[ 戦略的な目標] （仮）
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
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図２−１（A）

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

【関連部局における家庭教育支援関連の取組】
＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
＜子育て支援部局＞
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
＜労政部局＞
○ワークライフバランスの普及・啓発
＜医療・衛生部局＞
○小児・母子医療体制の充実

【評価指標】
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施
＜評価の視点＞
【評価の視点】
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
【評価指標】
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図２
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図２-１(B)【事業】評価フロー図（サンプル）
施策

①

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （１） 地域における家庭教育支援施策の充実支援
事業

②
③

１ 地域における家庭教育支援のための基盤形成

事業
の目標

子どもと親だけの家庭における子育ての悩みを解消するために地域に子育て支援の組織「家庭教育支
援チーム」を設置する。

事業
の概要

小学校区ごとに家庭教育支援チームを設置する。
支援チームは子育てサポーターリーダーを中心とし、保健士、保育士等専門家を配置し具体的な質問
に応えられるような体制とする。
⑤

④

(1)-4「家庭教育支援のための調査研究」内で支援チームからのニーズ把握調査を想定
他の事業等
(2)-3「子育て応援フェスタ」内で、さらなる支援チーム設置の促進を図る広報を想定
との関連
(5)-5「子育て情報メールマガジンの発行」事業を広報し、登録促進を想定
4

1

2

3

○

○

⑦

年次計画

⑥
5

効果向上のための取組

事業実績

家庭教育支援チームの
設置

家庭教育支援チー
ム設置の広報

設置数／学区数

広報の実施

⑩

⑧

⑨

⑪

家庭教育支援チームに
住民が相談

⑧

⑨

相談件数

事業の直接
的な効果

支援チームが地域にお
いて活動

支援チームの地域への
周知・認知

相談件数、講座実施回
数

支援チームの存在を
知っている地域の人の
数

⑫

⑬

⑫

⑬

支援チームに相談した
ことにより問題が解決

⑫
問題が解決したと感じ
た人の数

⑬

事業目的
達成度

支援チームの活動の地
域への定着

⑭

相談件数と地域への周
知

⑮

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
事業目的達成度は、市町村に設置された家庭教育支援チーム数を取ることも考えられ、そちらの方が明確で
あるが、事業としては、設置された支援チームが地域に周知され、活用されるかが重要なので地域への定着度
とした。
したがって、支援チームの設置数及び設置率は、施策の柱である「地域における家庭教育支援施策の充実支
援」においては「評価の視点」とすることが考えられる。個々の事業の目的達成度と「施策の柱」の評価指標
が同一にならない場合もある。

⑯
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計
【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

中期の例

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

設 定

目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
設置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
な方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。

子育て応援フェスタ

目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
専門家による講座等を行う。

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

＜評価指標＞

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修会の内容とした有無
○普及アプローチ数(実際に配布等をした
数/対象の機関・団体数)

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

(3) 先導的・モデル的事業の実施
１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
について、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

設 定 ・ 検 証

２ お手伝い推進事業

目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
対応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
育て等の不安解消に寄与する。

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞

先導的・モデル的事業の実施

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

＜評価指標＞

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

・ 検 証
○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。

３ 家庭教育電話相談事業

＜評価指標＞

○参加者数
○協力企業（事業所）数

設 定

目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。

家庭教育に関する団体・人材への支援

＜評価の視点＞

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

＜評価指標＞

＜評価の視点＞

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

(4) 広域的事業の実施
１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開

地域における家庭教育支援施策の充実支援
＜評価の視点＞

設 定 ・ 検 証
１ 子育てサポーターリーダー養成研修

家庭の教育力向上の支援
＜評価の視点＞

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援

[達成目標]（仮）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供な
ど、広域的に取り組むことがより
効果的な事業
等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

第５節

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
村に普及し、新たな取組を喚起する。

[達成目標]（仮）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
普及・啓発を図る。

３ 家庭教育振興大会

系

・ 検 証

設 定 ・ 検 証
１ 家庭教育支援のための基盤形成

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。

[達成目標]（仮）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

体

手順２−２

点検・再検討

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
[ 達成目標] （仮）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

段

家庭の教育力向上の支援
[ 戦略的な目標] （仮）
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」
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図2- 2 社会教育計画（計画体系・評価体系）

広域的事業の実施
＜評価の視点＞

＜評価指標＞

○登録者数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
○親等のメールマガジンの認知度・周知度 した人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などをし
た人数

サンプル図2-2

54

55

計画体系
計画体系

事業実績
事業実績

事業の直接的な効果
事業の直接的な効果

事業目的達成度
事業目的達成度

施策の柱の評価の視点
施策の柱の評価の視点

(1) (1)
地域における家庭教育支援施策の充実支援（対市区町村）
地域における家庭教育支援施策の充実支援（対市区町村）
地域における家庭教育支援のための基盤形成
１１
地域における家庭教育支援のための基盤形成

支援チームの設置数
支援チームの設置数

支援チームの設置率(設置数/学区
支援チームの設置率(設置数/学区
数) 数)

支援チームの活動依頼件数
支援チームの活動依頼件数

支援チームの活動回数(相談件数、
支援チームの活動回数(相談件数、 支援チームの活動への参加者数
支援チームの活動への参加者数
講座数等)
(or対象数)
講座数等)
(or対象数)

支援チームの利用者の満足度
支援チームの利用者の満足度

支援チームの周知度・認知度
支援チームの周知度・認知度

地域住民が支援チームに物資や労
地域住民が支援チームに物資や労
力の提供等協力をした人数
力の提供等協力をした人数

支援チームへの相談数
支援チームへの相談数

内容：小学校区毎に家庭教育支援チームの設置支援
内容：小学校区毎に家庭教育支援チームの設置支援

支援チームにより問題・課題が解決
支援チームにより問題・課題が解決 支援チームが他の機関等と連携し
支援チームが他の機関等と連携し
された件数
た事業数
された件数
た事業数

２２
家庭教育プログラム開発事業
家庭教育プログラム開発事業

県が開発した新しいプログラム数
県が開発した新しいプログラム数

開発プログラムの活用事業数
開発プログラムの活用事業数

開発プログラムの活用事業率(活用
開発プログラムの活用事業率(活用
事業数/事業総数)
事業数/事業総数)

活用プログラムの参加者の満足度
活用プログラムの参加者の満足度

開発プログラムの活用市町村数
開発プログラムの活用市町村数

開発プログラムの活用市町村率(活
開発プログラムの活用市町村率(活 開発プログラムに対する市町村担
開発プログラムに対する市町村担
用市町村数/市町村数)
当者の満足度
用市町村数/市町村数)
当者の満足度

新規事業に発展したことによる住民
新規事業に発展したことによる住民
の家庭教育への理解度の向上の
の家庭教育への理解度の向上の
割合
割合

研修内容の満足度
研修内容の満足度

研修内容の理解度
研修内容の理解度

参加者のうち市町村の施策等の再
参加者のうち市町村の施策等の再
構築に取り組んだ市町村数
構築に取り組んだ市町村数

参加者のうち市町村の施策等の再
参加者のうち市町村の施策等の再
構築に取り組んだ市町村の率
構築に取り組んだ市町村の率

参加市町村における事業数の増減
参加市町村における事業数の増減

研修参加により悩みが減少した参
研修参加により悩みが減少した参
加者数
加者数

参加者の家庭教育支援に対する意
参加者の家庭教育支援に対する意
識向上度
識向上度

講座内容等を改善したプログラム
講座内容等を改善したプログラム
数 数

参加市町村における新規事業数
参加市町村における新規事業数

施策の再構築時に中心的役割を
施策の再構築時に中心的役割を
担った修了者数
担った修了者数

市町村が調査結果を事業に生かし
市町村が調査結果を事業に生かし
た数た数

研究成果が市町村で事業に生かさ
研究成果が市町村で事業に生かさ
れた数
れた数

調査研究の成果を生かして施策の
調査研究の成果を生かして施策の
再構築を行った市町村数
再構築を行った市町村数

成果を活用して施策の再構築等に
成果を活用して施策の再構築等に
取り組んだ市町村数
取り組んだ市町村数

成果を活用して施策の再構築等に
成果を活用して施策の再構築等に
取り組んだ市町村の率
取り組んだ市町村の率

啓発資料をさまざまな機会に活用し
啓発資料をさまざまな機会に活用し
啓発資料をさまざまな機会に活用し 啓発資料をさまざまな機会に活用し
た市町村数
た市町村の率
た市町村数
た市町村の率

内容：市町村の家庭教育に関する学習プログラム開発
内容：市町村の家庭教育に関する学習プログラム開発

３３
社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

ワークショップ等の有無
ワークショップ等の有無

研修機会での参加者の発言回数
研修機会での参加者の発言回数

研修の参加者数
研修の参加者数

研修の修了者数
研修の修了者数

研修参加者の所属市町村数
研修参加者の所属市町村数

報告書の簡略版の作成・の有無
報告書の簡略版の作成・の有無

報告書のweb公開
報告書のweb公開

報告書のwebアクセス数
報告書のwebアクセス数

課題を解決する方法が明確となる
課題を解決する方法が明確となる

調査研究(報告書)内容に対する市
調査研究(報告書)内容に対する市
町村担当者の満足度
町村担当者の満足度

成果を内容とした研修会の有無
成果を内容とした研修会の有無

普及アプローチ数(実際に配布等を
普及アプローチ数(実際に配布等を
した数/対象の機関・団体数)
した数/対象の機関・団体数)

成果(物)が役に立つと考えた市町
成果(物)が役に立つと考えた市町
村数
村数

成果(物)が役に立つと考えた市町
成果(物)が役に立つと考えた市町
村の率
村の率

新しいプログラムの参加者のうち、
他の機関等と連携した事業の率(連 新規事業に発展した数
新しいプログラムの参加者のうち、 他の機関等と連携した事業の率(連
新規事業に発展した数
親子のかかわり方を見直した人数
親子のかかわり方を見直した人数 携事業数/事業数)
携事業数/事業数)
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図2一覧
図2-33「家庭の教育力向上の支援」
「家庭の教育力向上の支援」評価指標洗い出し
評価指標洗い出し
一覧

地域の家庭教育支援体制が
地域の家庭教育支援体制が
できたか
。。
できたか

市町村の家庭教育支援施
市町村の家庭教育支援施
策・
事業が充実したか
。。
策・
事業が充実したか

再構築した結果、成果をあげたとと
再構築した結果、成果をあげたとと
らえている市町村数
らえている市町村数

内容：市町村職員の資質向上の研修実施
内容：市町村職員の資質向上の研修実施

４４
家庭教育支援ための調査研究
家庭教育支援ための調査研究
内容：家庭教育支援の施策・事業立案に有用な調査研究実施
内容：家庭教育支援の施策・事業立案に有用な調査研究実施

調査研究(報告書)内容を理解した
調査研究(報告書)内容を理解した 市町村にとって市町村の課題を解
市町村にとって市町村の課題を解
市町村（担当者）の割合（理解した
市町村（担当者）の割合（理解した 決する方法を得られたことの有無
決する方法を得られたことの有無
市町村数/市町村総数）
市町村数/市町村総数）

報告書発行数
報告書発行数

５５
先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

成果をweb掲載等広報の有無
成果をweb掲載等広報の有無

内容：県が実施する各種事業の成果を市町村等に普及
内容：県が実施する各種事業の成果を市町村等に普及

啓発資料をテキストとして利用した
モデル事業のプログラムを活用して モデル事業のプログラムを活用して
モデル事業のプログラムを活用して モデル事業のプログラムを活用して
モデル事業のプログラムを活用して
啓発資料をテキストとして利用した モデル事業のプログラムを活用して
事業数
事業を実施した事業数
事業を実施した市町村数
事業を実施した市町村の率
事業数
事業を実施した事業数
事業を実施した市町村数
事業を実施した市町村の率

プログラム集等の配布数
プログラム集等の配布数

(2) (2)
家庭教育に関する団体・人材への支援（対団体・人材）
家庭教育に関する団体・人材への支援（対団体・人材）
子育てサポーターリーダー養成研修
１１
子育てサポーターリーダー養成研修

研修の実施回数
研修の実施回数

研修への参加者数
研修への参加者数

内容：市町村のサポーターリーダーの資質向上研修の実施
内容：市町村のサポーターリーダーの資質向上研修の実施

サポーターリーダーの参加率（サ
サポーターリーダーの参加率（サ
ポーター参加者数/サポーター総
ポーター参加者数/サポーター総
数）
数）

研修参加者の満足度
研修参加者の満足度

研修参加者の理解度
研修参加者の理解度

支援チームへのサポーターリー
支援チームへのサポーターリー
サポーターリーダーの養成率（活動
研修内容を用いて利用者対応をし
サポーターリーダーの養成率（活動 ダーの配置数（リーダーとしての活
研修内容を用いて利用者対応をし
ダーの配置数（リーダーとしての活 た件数
人数/養成人数）
人数/養成人数）
た件数
動人数）
動人数）

研修の実施回数
研修の実施回数

研修への参加者数
研修への参加者数

参加者の理解度
参加者の理解度

PTAが家庭教育支援に取り組む必
PTAが家庭教育支援に取り組む必
要性を理解した人数
要性を理解した人数

単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実
単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実 学校や地域との連携がなされた回
単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実
単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実 施した数の割合（実施数/ＰＴＡ総
学校や地域との連携がなされた回
施した数の割合（実施数/ＰＴＡ総 数
施した数
施した数
数
数）
数）

PTA活動の重要性を理解した人数
PTA活動の重要性を理解した人数

PTA等の設置の必要性を理解した
PTA等の設置の必要性を理解した
参加者数
参加者数

内容：ＰＴＡのリーダー層の資質向上研修の実施
内容：ＰＴＡのリーダー層の資質向上研修の実施

実施回数
実施回数

参加者数
参加者数

参加団体数
参加団体数

参加者がPTAのない学校に働きか
参加者がPTAのない学校に働きか
け、新たに立ち上げた数
け、新たに立ち上げた数

ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数
ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数
ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数
ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数 の割合の増減（活動人数/保護者
の割合の増減（活動人数/保護者
の増減
の増減
総数）
総数）

子育て支援、家庭教育支援
子育て支援、家庭教育支援
に関わる指導者・
人材の活
に関わる指導者・
人材の活
動が充実したか
。。
動が充実したか
PTAや子育てサークル
、子育
PTAや子育てサークル
、子育
て支援NPO等地域の家庭教
て支援NPO等地域の家庭教
育支援団体の活動が活性化
育支援団体の活動が活性化
したか
。。
したか

研修内容を踏まえたＰＴＡ活動を検
研修内容を踏まえて新たなＰＴＡ活 PTA活動に満足した保護者の割合
研修内容を踏まえたＰＴＡ活動を検 研修内容を踏まえて新たなＰＴＡ活
PTA活動に満足した保護者の割合
討した数
動を実施した数
討した数
動を実施した数

参加者のうち、内容・課題等を理解
参加者のうち、内容・課題等を理解 参加者のうち、内容・課題等を理解
参加者のうち、内容・課題等を理解 参加者のうち自らの団体の役割を
参加者のうち自らの団体の役割を
認識した人数
した団体リーダー等人数
した団体リーダー等の比率
した団体リーダー等人数
した団体リーダー等の比率
認識した人数

参加者のうち所属団体等で研修
参加者のうち所属団体等で研修
会・報告会を実施した人数
会・報告会を実施した人数

内容をもとに今後の活動について
内容をもとに今後の活動について
話し合った団体数
話し合った団体数

参加者のうち、内容・課題等を理解
参加者のうち、内容・課題等を理解 参加した保護者等の満足度
参加した保護者等の満足度
した保護者等の人数
した保護者等の人数

保護者等がわが子への関わり方を
保護者等がわが子への関わり方を
見直した人数
見直した人数

参加した団体が催した活動への参
参加した団体が催した活動への参
加者数
加者数

相談により保護者等の悩みが減少
相談により保護者等の悩みが減少
した率
した率

PTA等で新しい取組を実施した団
PTA等で新しい取組を実施した団
体数
体数

他の団体等との連携を図ることが
他の団体等との連携を図ることが
できた事業数
できた事業数

相談により問題解決した人数
相談により問題解決した人数

リピーター数の増減
リピーター数の増減

要相談、クレーム数の増減
要相談、クレーム数の増減

参加した保護者が家庭で内容を用
参加した保護者が家庭で内容を用
いた人数
いた人数

参加者の家庭で親子の触れあう時
参加者の家庭で親子の触れあう時
間の増減
間の増減

取り組みについての他企業の理解
取り組みについての他企業の理解
度 度

協力企業の家庭教育に関する取組
協力企業の家庭教育に関する取組
の増減
の増減

先導的・モデル的な内容の有無
先導的・モデル的な内容の有無

先導的・モデル的な方法、形態、取
先導的・モデル的な方法、形態、取
り組み方の有無
り組み方の有無

参加者の父と子の触れあう時間の
参加者の父と子の触れあう時間の
増減
増減

参加者の父親が学校行事等へ参
参加者の父親が学校行事等へ参
加した回数
加した回数

先導的・モデル的な内容の有無
先導的・モデル的な内容の有無

先導的・モデル的な方法、形態、取
先導的・モデル的な方法、形態、取
り組み方の有無
り組み方の有無

第５節

３３
子育て応援フェスタ（家庭教育振興大会）
子育て応援フェスタ（家庭教育振興大会）

研修参加者が地域で新たなリー
研修参加者が地域で新たなリー
ダーを育成した人数
ダーを育成した人数

参加者のうち支援チームで研修会・
サポーターがコーディネートを行っ
参加者のうち支援チームで研修会・ サポーターがコーディネートを行っ
報告会を実施した人数
た件数
報告会を実施した人数
た件数

サポーターリーダーの養成数
サポーターリーダーの養成数

２２
ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」

サポーター・リーダー同士が連携・
サポーター・リーダー同士が連携・ サポーター活動に対する保護者等
サポーター活動に対する保護者等
協力して問題・課題解決にあたった
協力して問題・課題解決にあたった の満足度
の満足度
数(回数)
数(回数)

内容：家庭教育支援の関係者が一堂に会する研修の実施
内容：家庭教育支援の関係者が一堂に会する研修の実施

４４
家庭教育電話相談員専門研修
家庭教育電話相談員専門研修

研修会の実施
研修会の実施

参加者数
参加者数

修了者数
修了者数

修了率
修了率

実施企業数
実施企業数

参加者数
参加者数

協力企業(事業所)数
協力企業(事業所)数

参加者のうちはじめて家庭教育に
参加者のうちはじめて家庭教育に
ついて学んだ人数
ついて学んだ人数

実施回数
実施回数

参加者数
参加者数

参加率（参加者数/相談員総数）
参加率（参加者数/相談員総数）

研修内容の満足度
研修内容の満足度

研修内容の理解度
研修内容の理解度

実施回数
実施回数

参加者の理解度
参加者の理解度

家庭教育の意味や重要性を初めて
家庭教育の意味や重要性を初めて
知った参加者の数
知った参加者の数

受講後、相談の方法や内容の改善
受講後、相談の方法や内容の改善
に取り組んだ相談員数
に取り組んだ相談員数

内容：家庭教育電話相談員のスキルアップ研修の実施
内容：家庭教育電話相談員のスキルアップ研修の実施

(3) (3)
先導的・モデル的事業の実施（県の役割）
先導的・モデル的事業の実施（県の役割）
１１
企業連携家庭教育出前講座事業
企業連携家庭教育出前講座事業
内容：企業等へ家庭教育に関する出前型講座実施
内容：企業等へ家庭教育に関する出前型講座実施

２２
父親の家庭教育参加促進事業
父親の家庭教育参加促進事業

参加者の満足度
参加者の満足度

参加者の理解度
参加者の理解度

父親のかかわりの重要性を理解し
父親のかかわりの重要性を理解し
た参加者数
た参加者数

内容：父親の意識啓発を内容とする講座実施
内容：父親の意識啓発を内容とする講座実施

３３
親子ふれあい交流事業
親子ふれあい交流事業

実施回数
実施回数

参加者のうち親子のふれあいの重
参加者のうち親子のふれあいの重
要性を理解した人数
要性を理解した人数

参加者数
参加者数

事業後、親子で事業について話題
事業後、親子で事業について話題
にした親子数
にした親子数

参加者の満足度
参加者の満足度

参加した親子のうち親子の会話が
参加した親子のうち親子の会話が
増えた親子の数
増えた親子の数

参加した親子のうち親子の絆が深
参加した親子のうち親子の絆が深
まったと感じた親子の数
まったと感じた親子の数

先導的・モデル的な内容の有無
先導的・モデル的な内容の有無

先導的・モデル的な方法、形態、取
先導的・モデル的な方法、形態、取
り組み方の有無
り組み方の有無

参加者の親子の触れあう時間の増
参加者の親子の触れあう時間の増
減 減

親の仕事について話をした参加親
親の仕事について話をした参加親
子の数
子の数

先導的・モデル的な内容の有無
先導的・モデル的な内容の有無

先導的・モデル的な方法、形態、取
先導的・モデル的な方法、形態、取
り組み方の有無
り組み方の有無

内容：親子の共同体験を行う事業実施
内容：親子の共同体験を行う事業実施

4 4親子ふれあい職場探検事業
親子ふれあい職場探検事業

実施回数
実施回数

参加者数
参加者数

協力企業(事業所)数
協力企業(事業所)数

家庭とは異なる親の姿を見せること
家庭とは異なる親の姿を見せること 親の仕事を理解した子どもの数
親の仕事を理解した子どもの数
の重要性を理解した数
の重要性を理解した数

参加した親子の満足度
参加した親子の満足度

家庭教育支援に係る先導
家庭教育支援に係る先導
的・モデル的なプログラムで
的・モデル的なプログラムで
あったか。
あったか。

さまざまな
理由で学習機会
さまざまな
理由で学習機会
に参加しにくい
保護者等を対
に参加しにくい
保護者等を対
象に学習機会を提供できた
象に学習機会を提供できた
か。
か。

参加後、父親が規範意識やマナー
参加後、父親が規範意識やマナー
などを意識して子どもと接するよう
などを意識して子どもと接するよう
になった人数
になった人数

父親の家庭教育参加を促進
父親の家庭教育参加を促進
できたか
。。
できたか
参加後に親子でふれあう活動に今
参加後に親子でふれあう活動に今
まで以上に積極的に取り組んだ人
まで以上に積極的に取り組んだ人
数 数

働くことについて話をした参加親子
働くことについて話をした参加親子 実施企業で他の従業員の意識が変
実施企業で他の従業員の意識が変
の数
化した率
の数
化した率

内容：親の職場見学会を実施
内容：親の職場見学会を実施

(4) (4)
広域的事業の実施（県の役割）
広域的事業の実施（県の役割）
1 1早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
内容：子どもの生活リズム向上を目指す県民世論を喚起する
内容：子どもの生活リズム向上を目指す県民世論を喚起する
事業（パンフレット作成、メディア広告、フォーラム開催な
事業（パンフレット作成、メディア広告、フォーラム開催な
ど）の実施
ど）の実施

2 2お手伝い推進事業
お手伝い推進事業

運動についての県民の周知度
運動についての県民の周知度

運動の意義・主旨についての県民
運動の意義・主旨についての県民
の周知度
の周知度

早寝早起きや朝ご飯を取ることに
早寝早起きや朝ご飯を取ることに
取り組む学校数
取り組む学校数

運動に取り組んだ市町村、ＰＴＡ、Ｎ
運動に取り組んだ市町村、ＰＴＡ、Ｎ
ＰＯ等の団体数
ＰＯ等の団体数

運動についての保護者等の周知度
運動についての保護者等の周知度

運動の意義・主旨についての保護
運動の意義・主旨についての保護
者等の周知度
者等の周知度

子どもの生活リズム向上に取り組
子どもの生活リズム向上に取り組
んだ家庭数
んだ家庭数

おてつだいちょうの作成配布数
おてつだいちょうの作成配布数

子どもにとっておてつだいが必要だ
子どもにとっておてつだいが必要だ 子どもが家庭でおてつだいを行った
子どもが家庭でおてつだいを行った 家事を教えた保護者の数
家事を教えた保護者の数
と理解した保護者の数
回数の増減
と理解した保護者の数
回数の増減

パンフレットの配布数
パンフレットの配布数

メディアでの広告回数
メディアでの広告回数

保護者等の認知度・周知度
保護者等の認知度・周知度

フォーラムの参加者数
フォーラムの参加者数

おてつだいちょうの利用・活用率
おてつだいちょうの利用・活用率

朝ご飯を食べるようになった子ども
早寝早起きをする子どもの県平均
朝ご飯を食べるようになった子ども 早寝早起きをする子どもの県平均
の県平均の増加率
の増加率
の県平均の増加率
の増加率

子どもの生活リズムが習慣化したと
子どもの生活リズムが習慣化したと 運動を推進する地域団体の結成数
運動を推進する地域団体の結成数
感じる保護者の比率
感じる保護者の比率

メディアでの子どもの生活リズムに
メディアでの子どもの生活リズムに
関する記事等の数
関する記事等の数
家庭で親子の関わりを持つ時間の
家庭で親子の関わりを持つ時間の
増減
増減

県全体で子どもの
生活リズム
県全体で子どもの
生活リズム
の習慣化が図られているか
の習慣化が図られているか

「おてつだいちょう」を活用した取り
「おてつだいちょう」を活用した取り
組みを行う市町村数
組みを行う市町村数

内容：「おてつだいちょう」を作成・配布し、活用の促進
内容：「おてつだいちょう」を作成・配布し、活用の促進

市町村の家庭教育施策・
事事
市町村の家庭教育施策・
業が充実したか
。（再掲）
業が充実したか
。（再掲）

普及アプローチ数(実際に配布等を
普及アプローチ数(実際に配布等を
した数/対象の機関・団体数)
した数/対象の機関・団体数)

3 3家庭教育電話相談事業
家庭教育電話相談事業

相談件数
相談件数

保護者等の認知度・周知度
保護者等の認知度・周知度

県民の認知度・周知度
県民の認知度・周知度

新規相談件数の増減
新規相談件数の増減

相談者の満足度
相談者の満足度

相談事例集の活用回数
相談事例集の活用回数

県内の家庭数（保護者数）と相談者
県内の家庭数（保護者数）と相談者 相談事例集のアクセス件数
相談事例集のアクセス件数
の地域分布
の地域分布

相談事例集に関する問い合わせ数
相談事例集に関する問い合わせ数

相談対応への活用件数
相談対応への活用件数

保護者等利用者の満足度
保護者等利用者の満足度

保護者等利用者の理解度
保護者等利用者の理解度

保護者等が内容を活用した人数
保護者等が内容を活用した人数

(1)5へつながる
(1)5へつながる
テキストとして利用した事業数
テキストとして利用した事業数

啓発資料により悩み等が減少した
啓発資料により悩み等が減少した
保護者の数
保護者の数

啓発資料を活用した取り組みを行う
啓発資料を活用した取り組みを行う
市町村数
市町村数

家庭教育支援団体の満足度
家庭教育支援団体の満足度

家庭教育支援団体の理解度
家庭教育支援団体の理解度

登録者のうち情報を活用して講座
登録者のうち情報を活用して講座
等に参加した人数
等に参加した人数

登録者のうち情報を活用して育児
登録者のうち情報を活用して育児
サークル等に参加した人数
サークル等に参加した人数

内容：保護者等の家庭教育に関する相談に応ずる、相談事例集の発行
内容：保護者等の家庭教育に関する相談に応ずる、相談事例集の発行

4 4家庭教育啓発資料の発行
家庭教育啓発資料の発行

広報等の実績（実施回数、パンフ配
広報等の実績（実施回数、パンフ配 相談事例集の配布数、配布先
相談事例集の配布数、配布先
布数等）
布数等）

相談事例集の事例数
相談事例集の事例数

発行部数
発行部数

普及アプローチ数(実際に配布等を
普及アプローチ数(実際に配布等を
した数/対象の機関・団体数)
した数/対象の機関・団体数)

保護者等の認知度・周知度
保護者等の認知度・周知度

家庭における問題の増減
家庭における問題の増減

内容：家庭教育の重要性を啓発する冊子を作成・配布
内容：家庭教育の重要性を啓発する冊子を作成・配布

5 5子育て情報メールマガジンの発行
子育て情報メールマガジンの発行

配信数
配信数

登録者数
登録者数

内容：家庭教育関連の各種情報をメールマガジンとして提供
内容：家庭教育関連の各種情報をメールマガジンとして提供

県民のメールマガジンの認知度・周
県民のメールマガジンの認知度・周 登録者の地域分布
登録者の地域分布
知度
知度
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広域的に利活用が図られて
広域的に利活用が図られて
いるか。
いるか。

保護者等のメールマガジンの認知
保護者等のメールマガジンの認知
度・周知度
度・周知度

登録者のうち情報を活用して施設
登録者のうち情報を活用して施設
等を利用した人数
等を利用した人数

登録者のうちこの情報を活用しては
メールマガジンの情報が子育て不
登録者のうちこの情報を活用しては メールマガジンの情報が子育て不
じめて講座等に参加した人数
安の解消に役立った人数
じめて講座等に参加した人数
安の解消に役立った人数

情報提供の協力をする市町村数
情報提供の協力をする市町村数

登録者のうちこの情報を活用しては
登録者のうちこの情報を活用しては 登録者のうちこの情報を活用しては
登録者のうちこの情報を活用しては
じめて育児サークル等に参加した
じめて育児サークル等に参加した じめて施設等を利用した人数
じめて施設等を利用した人数
人数
人数
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市町村の協力を得た展開が
市町村の協力を得た展開が
されているか
。。
されているか

子育てに関する相談及び対
子育てに関する相談及び対
応の内容を県・
市町村で共有
応の内容を県・
市町村で共有
できたか
。。
できたか

手順３
ここでは、手順２で作成した【事業】評価フロー図をもとに【施策の柱】ごとの＜評価の視
点＞＜評価指標＞を作成します。
修正の必要があれば、【施策の柱】の[達成目標](仮)を再検討します。

評価体系

事業

事業実績
(アウトプット)

事業の直接
的な効果

事業目的達成度
(中間的アウトカム)

施策の柱
達成度

施策目的
達成度

フロー図を作成する範囲

【事業】の
評価指標へ
図Ⅱ-5-5

手順３－１

【事業】の
評価指標へ

【施策の柱】の
評価指標へ

【施策】の
評価指標へ

評価フロー図の作成と評価指標の対応

【施策の柱】の＜評価の視点＞＜評価指標＞の作成（図3-1①）

○ 【事業】評価フロー図作成（ 手順２－１ ）の中で出された事業実績、事業の直接的な効
果、事業目的達成度のすべての＜評価指標＞を確認する。
○

上記を俯瞰する＜評価の視点＞＜評価指標＞を作成する。
【事業】実施による

【事業】実施による

「事業実績」の＜評価指標＞

｢事業の直接的な効果｣・｢事業目的達成度｣の＜評価指標＞

【施策の柱】の名称
＜評価の視点＞
作成後、図 3-1①に転記
＜評価指標＞
作成後、図 3-1①に転記
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【施策の柱】の＜評価指標＞を作成・選択するポイント
①

包括性（関連項目をカバーできること）

②

整合性（他の指標と矛盾しないこと）

③

単純性（わかりやすいこと）

④

測定可能性（当該の指標かあるいは下位指標で達成度等を調べられること）

第Ⅱ章

※

特に、＜評価指標＞を選択する場合には、上記に加えて重要性、優先性を考慮する。

手順３－２

【施策の柱】の[達成目標](仮)の検討（図３-２②）

◎

評価できる

→

△

評価できない

→

【事業】の再検討（ 手順２ へ）

→

【施策の柱】の再検討（ 手順３－１ へ）

第５節

手順３

手順４ へ

まとめ

評価体系の【施策の柱】の＜評価の視点＞＜評価指標＞と計画体系の【施策の柱】の[達成目
標]との整合性を図る。
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計
【施策】
（戦略的な目標）
目
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的
的

手
手

段
段

目
目

的
的

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手
手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

設 定 ・ 検 証

戦略的な目標] （仮）
（仮）
[[ 戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。

１ 家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を設
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を設
置する。
置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普
目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普
及・啓発を図る。
及・啓発を図る。

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。
る。

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な
方策について、調査研究を行う。
方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
に普及し、新たな取組を喚起する。
に普及し、新たな取組を喚起する。

【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の企
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の企
画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。
画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。
に、家庭教育に係る研修会を行う。

３ 子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシンポ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシンポ
ジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。
ジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や専
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や専
門家による講座等を行う。
門家による講座等を行う。

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設 定 ・ 検 証

(3) 先導的・モデル的事業の実施
１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方に
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方に
ついて、事例紹介や情報交換等を行う。
ついて、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通して、
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通して、
親子関係の在り方について情報交換等を行う。
親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

設 定 ・ 検 証

(4) 広域的事業の実施
１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたち
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたち
の望ましい基本的生活習慣を育成する。
の望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

○登録者数
○親等のメールマガジンの認知度・周知
度

○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用など
をした人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
した人数

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深める
目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深める
とともに、家庭の教育力の充実を図る。
とともに、家庭の教育力の充実を図る。

３ 家庭教育電話相談事業
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対
応する電話相談を行う。
応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理
解してもらうための啓発資料を作成、配布する。
解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育
て等の不安解消に寄与する。
て等の不安解消に寄与する。

家庭の教育力向上の支援
＜評価の視点＞
【評価の視点】
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。
＜評価指標＞

作成
地域における家庭教育支援施策の充実支援
＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。
＜評価指標＞
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

①

家庭教育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
＜評価指標＞
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

①

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

【評価指標】
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

第５節

設 定 ・ 検 証
１ 子育てサポーターリーダー養成研修

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」

[達成目標]（仮）
[達成目標]（仮）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
電話相談や情報提供
個々の親を対象とする
など、
、広域的に取り組むことがより効果的な事
広域的に取り組むことがより効果的な事
など
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

系

○研修会の内容とした有無
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○普及アプローチ数(実際に配布等をした ○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
数/対象の機関・団体数)

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援

[達成目標]（仮）
[達成目標]（仮）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。
育への参加を促進するための機会を提供する。

手順３−１

設 定 ・ 検 証

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援

[達成目標]（仮）
[達成目標]（仮）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。
を実施する。

体

段
段

家庭の教育力向上の支援

達成目標] （仮）
（仮）
[[ 達成目標]
親・保護者に最も身近な地域において、家
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。
る。

価
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図３−１ 社会教育計画（計画体系・評価体系） 中期の 例

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
【関連部局における家庭教育支援関連の取組】
＜子育て支援部局＞
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
＜労政部局＞
○ワークライフバランスの普及・啓発
＜医療・衛生部局＞
○小児・母子医療体制の充実

＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

①

広域的事業の実施
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

①

サンプル図３−１

60

61

社会教育計画（計画体系・評価体系）
計

【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

中期の 例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設 定 ・ 検 証

②

設 定 ・ 検 証
１ 家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を設
置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普
及・啓発を図る。

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な
方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
に普及し、新たな取組を喚起する。

目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の企
画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。

[達成目標]（修正後）
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門
的スキルの向上を内容とする研修を通じて、そ
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

②

３ 子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシンポ
ジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や専
門家による講座等を行う。

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設 定 ・ 検 証

(3) 先導的・モデル的事業の実施
[達成目標]（修正前）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

[達成目標]（修正後）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。

②

１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方に
ついて、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通して、
親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

設 定 ・ 検 証

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]（修正前）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
など、広域的に取り組むことがより効果的な事
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたち
の望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

(
[達成目標]（修正
１回目）

広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
るとともに、市町村における施策、事業の実施

②

(

[達成目標]（修正２回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、県民
等の子育てを支える意識を涵養するとともに、
家庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用
の促進することを通じて、市町村における施
策、事業の実施に寄与する。

②

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

○登録者数
○親等のメールマガジンの認知度・周知
度

○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用など
をした人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
した人数

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深める
とともに、家庭の教育力の充実を図る。

３ 家庭教育電話相談事業
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対
応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理
解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育
て等の不安解消に寄与する。

＜評価指標＞
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

家庭教育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
＜評価指標＞
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

＜評価の視点＞
【評価の視点】
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。
＜評価指標＞
【評価指標】
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

第５節

設 定 ・ 検 証
１ 子育てサポーターリーダー養成研修

地域における家庭教育支援施策の充実支援
＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

○研修会の内容とした有無
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○普及アプローチ数(実際に配布等をした ○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
数/対象の機関・団体数)

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
[達成目標]（修正前）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

家庭の教育力向上の支援

点検・再検討

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
[ 達成目標] （修正なし）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

手順 ３−２
手順３−２

段

家庭の教育力向上の支援
[ 戦略的な目標] （仮）
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
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図３−２

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
【関連部局における家庭教育支援関連の取組】
＜子育て支援部局＞
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
＜労政部局＞
○ワークライフバランスの普及・啓発
＜医療・衛生部局＞
○小児・母子医療体制の充実

＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図３−２
サンプル図３−２
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手順４

【施策の柱】の[達成目標]と【施策】の[戦略的な目標](仮)の関係を検討

ここでは、計画体系の【施策の柱】の[達成目標]と【施策】の[戦略的な目標](仮)を再検討し、
計画体系の整合性を図るように努めます。

１

当初設定した【施策】の[戦略的な目標](仮)を検討する（図４-①）
○

【事業】の分析と同様に、どのような経過をたどって【施策】の
[戦略的な目標](仮)の達成に結びつくかを検討する。
【施策】
[戦略的な目標]
①
②
③
検討し、必要があれば図 4-①を修正
④
(1)【施策の柱】
[達成目標]

(2)【施策の柱】
[達成目標]

(3)【施策の柱】
[達成目標]

(4)【施策の柱】
[達成目標]

◎

評価できる

→

△

評価できない

→

手順５ へ
【施策】の再検討（ 手順１ へ）
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手段
施策の柱１

施策１

第Ⅱ章

目的

施策の柱 2
（修正された達成目標）
修正された【施策の柱】の
達成目標は、
【施策】を実現
する手段となっているか？

施策の柱３

施策の柱２
図Ⅱ-5-6

まとめ

計画体系の整合性を図るため、【施策の柱】の[達成目標]と【施策】の[戦略的な目標](仮)の
関係を再検討する。
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第５節

手順４

【施策】の検討（【施策の柱】の達成目標を修正後）

計
【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

中期の例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設 定 ・ 検 証

家庭の教育力向上の支援

点検・再検討

①

設 定 ・ 検 証

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
[ 達成目標] （修正なし）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

１ 家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を設
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を設
置する。
置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普
目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普
及・啓発を図る。
及・啓発を図る。

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。
る。

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な
方策について、調査研究を行う。
方策について、調査研究を行う。

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
に普及し、新たな取組を喚起する。
に普及し、新たな取組を喚起する。

設 定 ・ 検 証

地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

１ 子育てサポーターリーダー養成研修
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の企
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の企
画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。
画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。
に、家庭教育に係る研修会を行う。

[達成目標]（修正後）
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門

的スキルの向上を内容とする研修を通じて、そ
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

３ 子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシンポ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシンポ
ジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。
ジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や専
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や専
門家による講座等を行う。
門家による講座等を行う。

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設 定 ・ 検 証

(3) 先導的・モデル的事業の実施
[達成目標]（修正前）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

[達成目標]（修正後）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。

１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方に
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方に
ついて、事例紹介や情報交換等を行う。
ついて、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通して、
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通して、
親子関係の在り方について情報交換等を行う。
親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

設 定 ・ 検 証

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]（修正前）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
など、広域的に取り組むことがより効果的な事
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたち
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたち
の望ましい基本的生活習慣を育成する。
の望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

(
[達成目標]（修正
１回目）

広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
るとともに、市町村における施策、事業の実施

目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対
応する電話相談を行う。
応する電話相談を行う。

(
[達成目標]（修正２回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、県民
等の子育てを支える意識を涵養するとともに、
家庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用
の促進することを通じて、市町村における施
策、事業の実施に寄与する。

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

○登録者数
○親等のメールマガジンの認知度・周知
度

○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用など
をした人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
した人数

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深める
目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深める
とともに、家庭の教育力の充実を図る。
とともに、家庭の教育力の充実を図る。

３ 家庭教育電話相談事業

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理
解してもらうための啓発資料を作成、配布する。
解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育
て等の不安解消に寄与する。
て等の不安解消に寄与する。

＜評価指標＞
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

【評価指標】
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

○研修会の内容とした有無
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○普及アプローチ数(実際に配布等をした ○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
数/対象の機関・団体数)

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
[達成目標]（修正前）

地域における家庭教育支援施策の充実支援
＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

＜評価の視点＞
【評価の視点】
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。
＜評価指標＞

家庭教育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
＜評価指標＞
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

第５節

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

手順４

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段

家庭の教育力向上の支援
[ 戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
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図４ 社会教育計画（計画体系・評価体系）

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
【関連部局における家庭教育支援関連の取組】
＜子育て支援部局＞
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
＜労政部局＞
○ワークライフバランスの普及・啓発
＜医療・衛生部局＞
○小児・母子医療体制の充実

＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図４
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手順５
ここでは、手順３で作成した【施策の柱】の＜評価の視点＞と＜評価指標＞をもとに、
【施策】
の＜評価の視点＞＜評価指標＞を作成します。
さらに、修正の必要があれば、【施策】の[戦略的な目標]（仮）を再検討します。

手順５－１

【施策】の＜評価の視点＞＜評価指標＞の作成（図5-1①）

○ 【施策の柱】の＜評価の視点＞と＜評価指標＞を作成した 手順３－１ と同様の考え方で
作成する。
○

それぞれの【施策の柱】の＜評価の視点＞＜評価指標＞の中から、それらをまとめること
のできる＜評価の視点＞と＜評価指標＞を選択したり、新たな＜評価の視点＞がないか等を
検討したりして作成する。

○

評価体系の上位になるほど他の連携部局等の【施策】との関連が強くなると考えられるた
め、その成果を予想して記入することもある。(図5-1② ③)
【施策】
(1)【施策の柱】
[達成目標]

(2)【施策の柱】
[達成目標]

(3)【施策の柱】
[達成目標]

(4)【施策の柱】

＜評価の視点＞
①
②
③
作成後、図 5-1①に転記
④
⑤
＜評価指標＞
①
②
③
④
⑤
＜関連部局等における取組の評価指標＞

作成後、図 5-1③に転記

[達成目標]
＜関連部局等における取組＞
作成後、図 5-1②に転記
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○

【施策】の[戦略的な目標]（仮）の検討（図５-２①）

【施策】の＜評価の視点＞、＜評価指標＞が[戦略的な目標]（仮）を評価するものになっ
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手順５－２

ているかどうかを検討する。
○

必要があれば、まず【施策】の[戦略的な目標]（仮）を修正する。なお、この修正だけで
は済まない場合には、以下を参考に再検討する。

◎

評価できる

→ 手順６ へ

△

評価できない

→【施策】の目標を再設定（ 手順４ へ）
【施策の柱】の再検討（ 手順３－１ へ）
【事業】の再検討（ 手順２－１ へ）

【施策】
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[戦略的な目標](仮)
検討後、必要があれば図 5-2①を修正

【施策】
＜評価の視点＞
＜評価指標＞

＜関連部局等における評価指標＞

＜関連部局等における取組＞

手順５

まとめ

評価体系の【施策】の＜評価の視点＞＜評価指標＞と計画体系の【施策】の[戦略的な目標]
との整合性を図る。
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社会教育計画（計画体系・評価体系）
計

【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

中期の 例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設

定

・

検

証

設

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援

目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を設
置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な
方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の企
画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。

３ 子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシンポ
ジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や専
門家による講座等を行う。

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設 定 ・ 検 証
１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方に
ついて、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通して、
親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

設 定 ・ 検 証

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]（修正前）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
など、広域的に取り組むことがより効果的な事
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたち
の望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

(
[達成目標]（修正
１回目）

広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
るとともに、市町村における施策、事業の実施

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

○登録者数
○親等のメールマガジンの認知度・周知
度

○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用など
をした人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
した人数

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深める
とともに、家庭の教育力の充実を図る。

３ 家庭教育電話相談事業
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対
応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理
解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育
て等の不安解消に寄与する。

＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。
＜評価指標＞
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

＜評価指標＞
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

①

○研修会の内容とした有無
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○普及アプローチ数(実際に配布等をした ○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
数/対象の機関・団体数)

(3) 先導的・モデル的事業の実施

[達成目標]（修正後）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。

地域における家庭教育支援施策の充実支援

設 定 ・ 検 証
１ 子育てサポーターリーダー養成研修

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」

[達成目標]（修正前）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

証
○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援

[達成目標]（修正後）
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門
的スキルの向上を内容とする研修を通じて、そ
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

検

＜評価の視点＞
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。

家庭教育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
＜評価指標＞
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

第５節

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
に普及し、新たな取組を喚起する。

地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

・

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普
及・啓発を図る。

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。

[達成目標]（修正前）

定

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

作成
家庭の教育力向上の支援

[ 戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくり、市町村の施策の充実を図る。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支える意識を持てるようにする。

１ 家庭教育支援のための基盤形成

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

手順５−１

段

家庭の教育力向上の支援

[ 達成目標] （修正なし）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

第Ⅱ章

図５−１

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

③

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
子育て支援部局
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
労政部局
○ワークライフバランスの普及・啓発
医療・衛生部局
○小児・母子医療体制の充実

②
②

＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図５−１
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社会教育計画（計画体系・評価体系）
計

【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

手

段

目

的

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

中期の 例

手順５−２
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

評

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設 定 ・ 検 証

①

設 定 ・ 検 証
１ 家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
設置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
な方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

【評価指標】
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修会の内容とした有無
○普及アプローチ数(実際に配布等をした
数/対象の機関・団体数)

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

設 定 ・ 検 証

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
１ 子育てサポーターリーダー養成研修
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。

[達成目標]（修正後）
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門
的スキルの向上を内容とする研修を通じて、そ
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

３ 子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
専門家による講座等を行う。

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設 定 ・ 検 証

(3) 先導的・モデル的事業の実施
[達成目標]（修正前）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。

[達成目標]（修正後）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。

１ 企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
について、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○実施企業数
○参加者数

○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

設 定 ・ 検 証

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]（修正前）
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
など、広域的に取り組むことがより効果的な事
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

(
[達成目標]（修正１回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
るとともに、市町村における施策、事業の実施

[達成目標]（修正２回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、県民等
の子育てを支える意識を涵養するとともに、家
庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用の促
進することを通じて、市町村における施策、事
業の実施に寄与する。

３ 家庭教育電話相談事業

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
育て等の不安解消に寄与する。
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○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。

目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
対応する電話相談を行う。

(

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○登録者数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
○親等のメールマガジンの認知度・周知度 した人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などをし
た人数

家庭教育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
【評価指標】
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

＜評価の視点＞
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。
＜評価指標＞
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

第５節

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
村に普及し、新たな取組を喚起する。

地域における家庭教育支援施策の充実支援

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
普及・啓発を図る。

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。

[達成目標]（修正前）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。

家庭の教育力向上の支援

検討・修正

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
[ 達成目標] （修正なし）
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段

家庭の教育力向上の支援
[ 戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくる。り、市町村の施策の充実を図る。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支える意識を持てるようにする。

第Ⅱ章

図５−２

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
子育て支援部局
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
労政部局
○ワークライフバランスの普及・啓発
医療・衛生部局
○小児・母子医療体制の充実

＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図５−２
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手順６

全体の整合性の検討（図６）

ここでは、今まで策定してきた計画体系と評価体系の全体を通じて、その整合性、妥当性等
を検討します。

１

計画・評価体系全体の整合性、妥当性等を再検討する
◎

評価できる

→

終了

△

評価できない

→【施策】の目標を再設定（ 手順４ へ）
【施策の柱】の再検討（ 手順３－１ へ）
【事業】の再検討（ 手順２－１ へ）

該当手順に戻り、問題点が解消されるまで策定作業を行う。

振り返りのチェックポイント
１

上位目標と下位目標のズレ
①

【施策】の[戦略的な目標]と【施策の柱】の[達成目標]

②

【施策の柱】の[達成目標]と【事業】の[目標]
①②それぞれにおいて、「目的—手段」の関係が成立しているかを確認する。

２

評価指標と目標のズレ(同レベル)
①

【事業】の＜評価指標＞と【事業】の[目標]

②

【施策の柱】の＜評価指標＞と【施策の柱】の[達成目標]

③

【施策】の＜評価指標＞と【施策】の[戦略的な目標]
①～③それぞれにおいて、目標の達成状況を評価できる指標になっているかどうかを確認

する。
３

上位指標と下位指標のズレ
①

【施策の柱】の＜評価指標＞と【事業】の＜評価指標＞

②

【施策】の＜評価指標＞と【施策の柱】の＜評価指標＞
①②それぞれにおいて、集約可能性、代表性、包括性の視点で上位指標が適切かどうかを

確認する。

手順６

まとめ

計画体系と評価体系の全体を通じて、その整合性、妥当性を検討する。
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計
【施策】
【施策】
（戦略的な目標）
（戦略的な目標）
目
目

画

体

【施策の柱】
【施策の柱】
（具体的な方向性）
（具体的な方向性）

的
的

手
手

段
段

目
目

的
的

中期の例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
【事業】
（具体的な取組）
（具体的な取組）

手
手

【事業】実施による
【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標]
【施策の柱】の[
達成目標] の
の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

[[戦略的な目標]
戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくり、市町村の施策の充実を図る。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくり、市町村の施策の充実を図る。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支える意識を持てるようにする。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支える意識を持てるようにする。

手順６

１
１ 家庭教育支援のための基盤形成
家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
設置する。
設置する。

２
２ 家庭教育プログラム開発事業
家庭教育プログラム開発事業

３
３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」
社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４
４ 家庭教育支援ための調査研究
家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
な方策について、調査研究を行う。
な方策について、調査研究を行う。

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
村に普及し、新たな取組を喚起する。
村に普及し、新たな取組を喚起する。

＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

○県が開発した新しいプログラム数
○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

【評価指標】
【評価指標】
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）
再構築に取り組んだ市町村数（率）

○報告書発行数
○報告書発行数
○報告書のweb公開
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修会の内容とした有無
○研修会の内容とした有無
○普及アプローチ数(実際に配布等をした
○普及アプローチ数(実際に配布等をした
数/対象の機関・団体数)
数/対象の機関・団体数)

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

(2)
(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
家庭教育に関する団体・人材への支援
１
１ 子育てサポーターリーダー養成研修
子育てサポーターリーダー養成研修
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２
２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。
に、家庭教育に係る研修会を行う。

３
３ 子育て応援フェスタ
子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４
４ 家庭教育電話相談員専門研修
家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
専門家による講座等を行う。
専門家による講座等を行う。

家庭教育に関する団体・人材への支援
家庭教育に関する団体・人材への支援

○研修への参加者数
○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）
ター参加者数/サポーター総数）

○参加者の理解度、満足度
○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

○研修の実施回数
○研修の実施回数
○研修への参加者数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○実施回数
○参加者数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
自らの団体の役割を認識した人数
○同
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
内容・課題等を理解した保護者等の人数
○同
○参加した保護者等の満足度
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○参加者数
○修了率
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

(3)
(3) 先導的・モデル的事業の実施
先導的・モデル的事業の実施

[達成目標]（修正後）
[達成目標]（修正後）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。
対しての家庭教育への参加促進を図る。

地域における家庭教育支援施策の充実支援
地域における家庭教育支援施策の充実支援
○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数
○支援チームの活動への参加者数

１
１ 企業連携家庭教育出前講座事業
企業連携家庭教育出前講座事業
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

２
２ 父親の家庭教育参加促進事業
父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
について、事例紹介や情報交換等を行う。
について、事例紹介や情報交換等を行う。

３
３ 親子ふれあい交流事業
親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４
４ 親子ふれあい職場探検事業
親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○参加者の理解度
○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

○参加者数
○参加者数
○協力企業（事業所）数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の満足度
○参加者の理解度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○実施回数
○参加者数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○参加者数
○協力企業（事業所）数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数
○親の仕事を理解した子どもの数

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

[達成目標]（修正前）
[達成目標]（修正前）
個々の親を対象とする
個々の親を対象とする電話相談や情報提供
電話相談や情報提供
広域的に取り組むことがより効果的な事
広域的に取り組むことがより効果的な事
など
など、
、
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。
業等を通じて、家庭の教育力の向上を図る。

１
１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
早寝早起き朝ご飯推進運動の展開
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。

２
２ お手伝い推進事業
お手伝い推進事業

((
[達成目標]（修正
[達成目標]（修正
１
１回目）
回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
広域的な家庭教育支援の取組として、家庭教
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
育に関わる情報提供や電話相談の利用の促進す
るとともに、市町村における施策、事業の実施
るとともに、市町村における施策、事業の実施

３
３ 家庭教育電話相談事業
家庭教育電話相談事業
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
対応する電話相談を行う。
対応する電話相談を行う。

((
[達成目標]（修正
[達成目標]（修正
２
２回目）
回目）
広域的な家庭教育支援の取組として、県民等
広域的な家庭教育支援の取組として、県民等
の子育てを支える意識を涵養するとともに、家
の子育てを支える意識を涵養するとともに、家
庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用の促
庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用の促
進することを通じて、市町村における施策、事
進することを通じて、市町村における施策、事
業の実施に寄与する。
業の実施に寄与する。

４
４ 家庭教育啓発資料の発行
家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５
５ 子育て情報メールマガジンの発行
子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
育て等の不安解消に寄与する。
育て等の不安解消に寄与する。
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＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

＜評価指標＞
＜評価指標＞
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果
業の実績・効果

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
子育て支援部局
子育て支援部局
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
○子ども家庭支援センターの設置促進
労政部局
労政部局
○ワークライフバランスの普及・啓発
○ワークライフバランスの普及・啓発
医療・衛生部局
医療・衛生部局
○小児・母子医療体制の充実
○小児・母子医療体制の充実

＜評価指標＞
＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施
広域的事業の実施

○パンフレットの配布数
○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数
○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○相談件数
○親等の認知度
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数
○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。

【評価指標】
【評価指標】
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減
の増減

先導的・モデル的事業の実施
先導的・モデル的事業の実施

○実施企業数
○実施企業数
○参加者数
○参加者数

(4)
(4) 広域的事業の実施
広域的事業の実施

＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。
教育支援団体の活動が活性化したか。

＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。
る意識を持てたか。

第５節

５
５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及
先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

[達成目標]（修正前）
[達成目標]（修正前）
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
理由で学習機会に参加できない親等を対象にし
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
た学習機会を実施するとともに、父親の家庭教
育への参加を促進するための機会を提供する。
育への参加を促進するための機会を提供する。

全体の整合性を検討

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率
○家庭教育支援チーム設置率

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
普及・啓発を図る。
普及・啓発を図る。

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。
る。

[達成目標]（修正後）
[達成目標]（修正後）
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門
る団体のリーダー等の人材の
資質や能力、専門
的スキルの向上を内容とする
研修を通じて
そ
的スキルの向上を内容とする
研修を通じて、
、
そ
団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。
の
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

家庭の教育力向上の支援
家庭の教育力向上の支援

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

(1)
(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
地域における家庭教育支援施策の充実支援

[達成目標]（修正前）
[達成目標]（修正前）
地域における家庭の教育力向上を支援する団
地域における家庭の教育力向上を支援する団
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
体・人材の活動等の一層の活発化のため、資質
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
や能力、専門的スキルの向上を内容とする研修
を実施する。
を実施する。

【施策】の[ 戦略的な目標]
【施策】の[
戦略的な目標] の
の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段
段

家庭の教育力向上の支援
家庭の教育力向上の支援

[[達成目標]
達成目標]（修正なし）
（修正なし）
親・保護者に最も身近な地域において、家
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。
る。

第Ⅱ章

図６ 社会教育計画（計画体系・評価体系）

○登録者数
○登録者数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
○親等のメールマガジンの認知度・周知度
した人数
○親等のメールマガジンの認知度・周知度 した人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などをし
情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などをし
○同
た人数
た人数

＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
できたか
＜評価指標＞
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図６
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社会教育計画( 計画体系・評価体系）
計

【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

中期の例

施策テーマ「家庭の教育力向上の支援」

系

評
【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[ 達成目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設

定

・

検

証

家庭の教育力向上の支援

[ 戦略的な目標]
①親等が身近な場所で学習できる環境を拡充する。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実するよう支援する。
③地域で家庭教育を支援するしくみをつくり、市町村の施策の充実を図る。
④親等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積極的に提供する。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業を実施し、その成果を市町村等関係機関に普及する。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支える意識を持てるようにする。

設 定

(1) 地域における家庭教育支援施策の充実支援
１ 家庭教育支援のための基盤形成
目標：子育ての悩みを解消するために「家庭教育支援チーム」を
設置する。

２ 家庭教育プログラム開発事業

３ 社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

４ 家庭教育支援ための調査研究
目標：子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的
な方策について、調査研究を行う。

５ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

＜評価の視点＞
①地域の家庭教育支援体制ができたか。
②市町村の家庭教育支援施策・事業が充実したか。

○県が開発した新しいプログラム数

○開発プログラムの活用事業率
○開発プログラムの活用市町村数
○開発プログラムに対する市町村担当者の満足度

○研修の参加者数
○研修参加者の所属市町村数

○研修内容の満足度
○研修成果の活用率
○研修参加により悩みが減少した参加者数
○研修参加後に施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

【評価指標】
①支援チームの設置率、支援チームの活動依頼件数、支援
チームにより問題・課題が解決された件数、地域住民が支援
チームに物資や労力を提供した人数
②開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の
再構築に取り組んだ市町村数（率）

○報告書発行数
○報告書のweb公開

○調査研究(報告書)内容に対する市町村担当者の満足度
○同内容を理解した市町村の割合
○市町村が課題解決の方法を得た有無
○調査研究の成果を生かして施策の再構築に取り組んだ市町村数・割合

○研修会の内容とした有無
○普及アプローチ数(実際に配布等をした
数/対象の機関・団体数)

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

設 定

(2) 家庭教育に関する団体・人材への支援
１ 子育てサポーターリーダー養成研修
目標：リーダーに必要な知識・技術を身に付けるために、講座の
企画・立案、活動支援等に係る研修会を行う。

２ ＰＴＡリーダー研修「家庭教育支援」
目標：ＰＴＡリーダーの資質向上及び学習成果の地域還元のため
に、家庭教育に係る研修会を行う。

３ 子育て応援フェスタ
目標：家庭教育に取り組む関係者が一堂に会し、事例報告やシン
ポジウム等を通して交流し、情報の共有化を図る。

４ 家庭教育電話相談員専門研修
目標：電話相談員の資質向上を図るために、事例の分析・検討や
専門家による講座等を行う。

２ 父親の家庭教育参加促進事業
目標：男女共同参画の視点に基づく父親の家庭教育参加の在り方
について、事例紹介や情報交換等を行う。

３ 親子ふれあい交流事業
目標：自然体験・創作活動等、親子がふれあう体験活動を通し
て、親子関係の在り方について情報交換等を行う。

４ 親子ふれあい職場探検事業
目標：子どもによる保護者の職場訪問等を行い、親と子の絆を深
め、親子関係の在り方を考える機会を提供する。

○研修の実施回数
○研修への参加者数

○参加者の理解度
○ＰＴＡが家庭教育支援に取り組む必要性を理解した人数
○単位ＰＴＡ等で報告会・研修会を実施した数・割合
○ＰＴＡ等の設置や活動の重要性を理解した人数

○実施回数
○参加者数

○参加者のうち、内容・課題等を理解した団体リーダー等人数・比率
○同 自らの団体の役割を認識した人数
○同 内容・課題等を理解した保護者等の人数
○参加した保護者等の満足度

○参加者数
○修了率

○研修内容の満足度
○研修内容の理解度
○受講後、相談の方法や内容の改善に取り組んだ相談員数

目標：関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもた
ちの望ましい基本的生活習慣を育成する。

２ お手伝い推進事業

・ 検 証

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加者の満足度
○参加者の理解度
○父親のかかわりの重要性を理解した参加者数

○実施回数
○参加者数

○参加者の満足度
○参加者のうち親子のふれあいの重要性を理解した人数
○事業後、親子で事業について話題にした親子数

○参加者数
○協力企業（事業所）数

○参加した親子の満足度
○家庭とは異なる親の姿を見せることの重要性を理解した数
○親の仕事を理解した子どもの数

定

・ 検 証

３ 家庭教育電話相談事業
目標：保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に
対応する電話相談を行う。

４ 家庭教育啓発資料の発行
目標：家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を
理解してもらうための啓発資料を作成、配布する。

５ 子育て情報メールマガジンの発行
目標：家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子
育て等の不安解消に寄与する。
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【評価指標】
①サポーター活動に対する保護者等の満足度、サポーターが
コーディネートを行った件数、相談により保護者等の悩みが
減少した率
②研修等への参加者のうち、内容・課題等を理解した団体
リーダー等の人数（率）、研修内容を踏まえて新たな活動を
実施した団体数、ＰＴＡ活動に参加する保護者等の数の割合
の増減

＜評価の視点＞
①家庭教育支援に係る先導的・モデル的プログラム、手法
であったか。
②さまざまな理由で学習機会に参加しにくい保護者等を対
象に学習機会を提供できたか。
③父親の家庭教育参加を促進できたか。

＜評価指標＞
①家庭数（保護者数）と県及び市町村の事業数の比率、
親子での地域行事や地域活動への参加状況
②地域で家庭教育支援に取り組む団体等の事業数、団体
等の事業に参加した保護者等数、県及び市町村の子育て
事例集の活用件数
③社会教育施策の重点施策として家庭教育支援を位置付
けている市町村数
④資料や情報提供の満足度・活用度、子育てに関して適
切な判断や対応ができるようになった保護者等数、子育
てに関して信頼のおける情報源等の所在を持つ保護者等
数
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑥家庭教育の重要性を理解した県民や団体等の数、子ど
もが地域で見守られていると感じる保護者等の数

○子どもの学校外の活動場所数の増減
○相談機関の有機的連携の実績
○保護者等の労働時間の増減
○保護者等が子ども関わる時間の増減
○子育て支援フォーラムの実績・効果
○乳幼児健診等における学習機会提供等連携・協力事
業の実績・効果

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
子育て支援部局
○学童クラブ、児童館の設置拡大
○児童相談所や警察における相談機関の充実
○ファミリーサポーターの拡充
○子ども家庭支援センターの設置促進
労政部局
○ワークライフバランスの普及・啓発
医療・衛生部局
○小児・母子医療体制の充実

＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加
者の数、
③父親のかかわりの重要性を理解した参加者数、参加者の
父と子の触れあう時間の増減、参加後に親子でふれあう活
動に今まで以上に積極的に取り組んだ人数

広域的事業の実施

○パンフレットの配布数
○メディアでの広告回数
○フォーラムの参加者数

○県民運動の周知度
○県民の子どもの生活リズムの重要性の理解度
○子どものよい生活リズムが習慣化したと感じる保護者数

○「おてつだいちょう」の作成配布数

○子どもにとっておてつだいが必要だと理解した保護者の数
○子どもが家庭でおてつだいを行った回数の増減
○家事を教えた保護者の数
○家庭で親子の関わりを持つ時間の増減

○相談件数
○親等の認知度
○相談事例集の配布数、配布先

○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

○発行部数

○保護者等利用者の満足度・理解度
○保護者等が内容を活用した人数
○家庭教育支援団体の満足度・理解度

目標：子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深め
るとともに、家庭の教育力の充実を図る。

＜評価の視点＞
①子育て支援、家庭教育支援に関わる指導者・人材の活動が
充実したか。
②ＰＴＡ、子育てサークル、子育て支援ＮＰＯ等地域の家庭
教育支援団体の活動が活性化したか。

先導的・モデル的事業の実施
○参加者の理解度
○家庭教育の意味や重要性を初めて知った参加者の数

設
１ 早寝早起き朝ご飯推進運動の展開

定

○実施企業数
○参加者数

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]
広域的な家庭教育支援の取組として、県民等
の子育てを支える意識を涵養するとともに、家
庭教育に関わる情報提供や電話相談の利用の促
進することを通じて、市町村における施策、事
業の実施に寄与する。

家庭教育に関する団体・人材への支援
○参加者の理解度、満足度
○サポーターリーダーの養成率
○支援チームへのサポーターリーダーの配置数

設

目標：企業等と連携し、日頃は講座等に参加が困難な方々を対象
に、家庭教育に係る学習機会を提供する。

・ 検 証

○研修への参加者数
○サポーターリーダーの参加率（サポー
ター参加者数/サポーター総数）

(3) 先導的・モデル的事業の実施
１ 企業連携家庭教育出前講座事業

地域における家庭教育支援施策の充実支援
○支援チームの活動依頼件数
○支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
○支援チームの活動への参加者数

＜評価の視点＞
①保護者等が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②家庭教育を支援する団体・人材の活動等が充実したか。
③地域で家庭教育を支援する市町村の施策が充実したか。
④保護者等に対して、家庭教育に関する情報や資料を積
極的かつ的確に提供できたか。
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
関係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が地域で子育てを支え
る意識を持てたか。

第５節

目標：県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町
村に普及し、新たな取組を喚起する。

[達成目標]
先駆的・モデル的な取組として、さまざまな
理由で学習機会に参加できない親等に家庭教育
に関わる学習機会を実施するとともに、父親に
対しての家庭教育への参加促進を図る。

・ 検 証

○家庭教育支援チーム設置数
○家庭教育支援チーム設置率

目標：家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への
普及・啓発を図る。

目標：家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深め
る。

[達成目標]
ＰＴＡ等地域における家庭の教育力を支援す
る団体のリーダー等の人材の資質や能力、専門
的スキルの向上を内容とする研修を通じて、そ
の団体・人材の活動等の一層の活発化を図る。

【施策】の[ 戦略的な目標] の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段

家庭の教育力向上の支援

[ 達成目標]
親・保護者に最も身近な地域において、家
庭教育をきめ細かく支援する体制整備に取り
組む。また、市町村が行う家庭教育支援のた
めの施策・事業を拡充するため、魅力的で効
果的なプログラムを開発するとともに、市町
村担当職員の能力向上のための研修や施策等
の立案のための調査研究を行う。さらに、県
において取り組む先駆的・モデル的事業等の
成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起す
る。

第Ⅱ章

図７

○登録者数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などを
○親等のメールマガジンの認知度・周知度 した人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、施設利用などをし
た人数

＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で子どもの生活リズムの習慣化が図られているか
③市町村の家庭教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
⑤子育てに関する相談及び対応の内容を県・市町村で共有
できたか
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
等を利活用した人数
②朝ご飯を食べるようになった子どもの県平均の増加率、
早寝早起きをする子どもの県平均の増加率、子どもの生活
リズムが習慣化したと感じる保護者等数、運動を推進する
地域団体の結成数
③開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
④市町村において資料を活用した取り組み数、メールマガ
ジンへの情報提供市町村数
⑤県及び市町村の相談事例集のアクセス・問合せ数

サンプル図７
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計画シート３－１
Ⅲ

社会教育計画（計画体系・評価体系）
計
【施策】
（戦略的な目標）
目

画

体

評

系

【施策の柱】
（具体的な方向性）

的

手

段

目

的

「○○教育」

中期

【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[達成目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

【施策】の[戦略的な目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段

設

○○教育

定

・ 検 証

○○教育

[戦略的な目標]（仮）
①
②
③
④
⑤

＜評価の視点＞

(1) 地域における○○教育施策の充実
[達成目標]（仮）

設

地域における○○教育施策の充実

目標：

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

○
○
○

＜評価の視点＞

目標：

○
○
○

○
○
○

○
○
○

＜評価指標＞

目標：

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

○
○
○

＜評価の視点＞

目標：

○
○
○

○
○
○

○
○
○

＜評価指標＞

目標：

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

目標：

○
○
○

○
○
○

５

(2) ○○教育に関する団体・人材への支援

設
１

２

３

４

(3) 先導的・モデル的事業の実施

設
１

２

３

４

設

(4) 広域的事業の実施

１

２

３

４

５
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証

○
○
○

４

[達成目標]（仮）

検

目標：

３

[達成目標]（仮）

・

○
○
○

２

[達成目標]（仮）

定

○
○
○

１

定

定

定

・

・

・

検

検

検

証

証

＜評価指標＞

＜評価の視点＞

＜評価指標＞

○○教育に関する団体・人材への支援

＜関連部局における取組＞

先導的・モデル的事業の実施

証

広域的事業の実施
＜評価の視点＞

＜評価指標＞
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【事業】評価フロー図（計画シート３－２）
施策
施策の柱
事業

事業
の目標
事業
の概要

他の事業等
との関連
1

2

3

4

5

年次計画
効果向上のための取組
事業実績

事業の直接
的な効果

事業目的
達成度

フロー図作成上のポイント・留意事項等
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第Ⅱ章

第６節

年次計画

ここでは、第５節

手順１－３ で策定したそれぞれの【施策の柱】について【事業】ごと

に数値目標を設定し、年次計画を策定します。

１

【施策の柱】の名称を計画体系から転記する
施策の
柱
例：(1)
地域に
おける
教育

(1)【施策の柱】
[達成目標]

２

それぞれの【事業】の名称を計画体系から転記する
１

事業名

施策
の柱

２

事業名

(1)

３

事業名

４

事業名

５

事業名

事業名
例：
１家庭教育支援のための
基盤形成

担当課名を記入する
連携及び協力して事業に取り組む場合には、関係課名も記入する。
施策
の柱

事業名

担当課

例：
(1)

１

社会教育課
（保健福祉課）
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第６節

３

事業名

４

【事業】の目標を事業評価フロー図から転記する
施策
の柱

(1)

５

事業名

事業の目標

例：
子どもと親だけの家庭における子育ての悩
みを解消するために地域に子育て支援の組織
「家庭教育支援チーム」を設置する。

１

関連する【事業】の項目番号を事業評価フロー図から転記する
施策
の柱

(1)

６

担当課

事業名

担当課

事業の目標

他の事業等
との関連

事業概要

例：
(1)-4
(2)-3
(5)-5

１

＜評価指標＞を評価体系から転記する
事業評価フロー図を踏まえ、評価体系に反映された「事業実績」の＜評価指標＞、
「事業の直接

的な効果」の＜評価指標＞を転記する。

評価指標
例：
「事業実績」の
＜評価指標＞

①家庭教育支援チーム設置数
②家庭教育支援チーム設置率
①支援チームの活動依頼件数

「事業の直接的な効果」の
＜評価指標＞

②支援チームの活動回数(相談件数、講座数等)
③支援チームの活動への参加者数

84

第Ⅱ章

７

＜評価指標＞について、年度ごとに達成すべき数値目標を設定する
評価指標
○○年度
「事業実績」の
＜評価指標＞
「事業の直接的な効
果」の＜評価指標＞

※

○○年度

年次別目標値
○○年度
○○年度

○○年度

①
②
③
①
②
③

年次別目標値を設定する際に考慮すること（例）
○

中期的（3～5年）な視点に立って、設定する。

○

人的・財的・物的条件、上位計画との関連や地域条件（人口変動、高齢化の進展等）を考
慮して設定する。

○

目標値設定の根拠を明らかにしておく。

○

他部局等が策定した計画内で設定している数値目標との整合性を図る。

○

政治的な事情や法改正、その他の要因で、設定した目標値が妥当な数値にならないことが

第６節

あることを踏まえておく。

まとめ
年次計画では、＜評価指標＞をもとに年次別の目標値を設定する。
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86

施策の柱

事業名

担当課

Ⅳ （△△教育）年次計画
事業の目標
事業概要

他の事業等
との関連

③

「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞

①

③

「事業実績」の
②
＜評価指標＞

①

③

「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞

①

③

「事業実績」の
②
＜評価指標＞

①

③

「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞

①

③

「事業実績」の
②
＜評価指標＞

①

③

「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞

①

③

「事業実績」の
②
＜評価指標＞

①

③

「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞

①

③

「事業実績」の
②
＜評価指標＞

①

評価指標
○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度

年次別目標値

＜計画シート４＞
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第７節

年間事業計画

ここでは、年次計画との関連を常に考えながら、それぞれの【事業】の評価指標（事業の直
接的な効果，目標値）を設定し、年間事業計画を策定します。

１

【施策の柱】の名称を計画体系から転記する
施策の
柱
例：(1)
地域に
おける
教育

(1)【施策の柱】
[達成目標]

２

それぞれの【事業】の名称を計画体系から転記する
１

事業名

施策
の柱

２

事業名

(1)

３

事業名

４

事業名

５

事業名

事業名
例：
１家庭教育支援のための
基盤形成

事業内容を設定する
【事業】の目標を効率的、かつ効果的に達成させることができる事業内容（対象者、定員、実

施時期、回数、配置職員数等）を設定する。その際、地域性、波及効果、緊急性、重要性等につ
いても考慮する。
施策
の柱

事業名

事業内容
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３

事業名

４

予算額を記入する
【事業】を実施するために必要な予算額を記入する。
その際、特に実現可能性、公益性等について考慮する。また、ここでは予算総額を記入するが、

財源も含めて別途積算の根拠を明らかにしておく必要がある。さらに、計画策定中（年度途中）
の予算額変更も予想されるため、予算規模に応じた計画の変更への対応も視野に入れておくこと
が求められる。
施策
の柱

事業名

事業内容

予算
（千円）
例1：
国庫（１／２）
７５０千円
県費（１／２）
７５１千円

５

評価指標・目標値を設定する
年次計画において設定した「事業実績」、「事業の直接的な効果」及び「達成目標」の＜評価指

標＞について検討し、該当年度の評価指標を設定する。さらに、設定した評価指標について、達
成すべき目標値を設定する。
評価指標

目標値

①
「事業実績」の
＜評価指標＞

②
③
①

「事業の直接的な効果」の
＜評価指標＞

②
③

※

評価指標・目標値を設定する際に考慮すること（例）
①

年次計画から抽出する場合
・評価指標・目標値ともに、年次計画と同一となる。

②

新規に設定する場合
・年次計画を具現化するという視点に立って設定するとともに、その根拠を明らかにしてお
く。
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事業計画との整合性を図る
年間事業計画（計画シート５）と次の第８節で取り上げる事業計画（計画シート６）の策定に

第Ⅱ章

６

ついては、常に整合性を図りながら、作業を進める。
そのため、計画シート５，６については、同時の完成を目指すことが望ましい。

まとめ
年間事業計画は、年次計画の具現化を図るため、地域性、波及効果、緊急性、重要性、実現
可能性、公益性等を考慮して策定する。

第７節
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施策の柱

事業名

事業内容

Ⅴ 年間事業計画（平成○○年度△△教育事業計画）
予算額
（千円）

①
「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞
③

①
「事業実績」の
②
＜評価指標＞
③

①
「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞
③

①
「事業実績」の
②
＜評価指標＞
③

①
「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞
③

①
「事業実績」の
②
＜評価指標＞
③

①
「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞
③

①
「事業実績」の
②
＜評価指標＞
③

①
「事業の直接
的な効果」の ②
＜評価指標＞
③

①
「事業実績」の
②
＜評価指標＞
③

評価指標

目標値

＜計画シート５＞
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第８節

事業計画

ここでは、年間事業計画をもとに、それぞれの【事業】について事業目標の設定、内容・方
法の選択、援助・評価・事業継続の手だて等を検討し、個別の事業計画を策定します。

通常、
【事業】には①基盤体制整備

②情報提供

③○○運動の推進

④調査研究

⑤学習講座

⑥イベント等があり、それぞれ個別の事業計画策定が求められる。ただし、ここでは社会教育施
設等で実施されていることが多い⑤学習講座型の事業を取り上げ、事業計画策定の手順を示す。

１

【事業】の名称と目標を計画体系から転記する
(1)
(2)
(3)

２

事業名
事業の目標
実施主体

実施主体を設定する
主催だけでなく、共催、後援等の連携による効果的な事業実施の在り方も考慮する。
事業名

(2)

事業の目標

(3)

実施主体

(4)

対象者

対象者・定員・学習期間・学習時間(回数)を年間事業計画から転記し、学習場所を設定する
(1)

事業名

(2)

事業の目標

(3)

実施主体

(4)

対象者

(5)

定員

(6)

学習期間

(7)

学習時間（回数）

(8)

学習場所
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３

(1)

４

【事業】の目標を達成することができる回数・学習テーマを設定する
回数を重ねるごとに目標の達成に向かう学習活動となることや、学習者の意識の流れを踏まえ

て設定する。
回

５

学習テーマ

学習の内容と方法

学習支援者

備

考

学習の内容と方法、学習支援者を設定する
まず、系統性、連続性、発展性を十分に検討して学習内容を設定する。その際、参加型学習な

ど多様な学習方法を採用する。また、情報化にも対応する。
次に、学習者のレベルに対応するだけでなく、学習の内容、方法、形態等との関連を考慮して、
学習支援者を決定する。その際、多様な人材（過去の講座修了者等）の活用も検討する。
回

６

学習テーマ

学習の内容と方法

学習支援者

備

考

事業の直接的な効果を測定するための方法、体制等を記入する
学習者に対し、事後アンケート調査や追跡調査を実施する等、事業の直接的な効果を測定する

ための方法、体制等について記入する。
その際、計画期間全体における事業の目標をどの程度達成できているかも判断可能となるよう
に、調査方法・体制を工夫する。

まとめ
事業計画は上位計画との関連性を考慮し、目的と手段の整合性を図って策定する。
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Ⅵ 事業計画（学習プログラム計画）

第Ⅱ章

＜計画シート６＞

(1) 事業名
(2) 事業の目標
(3) 実施主体
(4) 対象者
(5) 定員
○○月～○○月

(6) 学習期間
(7) 学習時間（回数）
(8) 学習場所

(9) プログラムの展開
回

学習テーマ

学習の内容と方法

学習支援者

備

考

1

2

3

第８節

4

5

(10) 事業の直接的な効果を測定するための体制、方法等
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第９節

学習展開計画

ここでは、事業計画の学習テーマごとに、プログラムの展開をより具体化した学習展開計画
を策定します。

１

実施日時を設定し、学習テーマを事業計画から転記する
学習者の参加しやすい日時を設定する。

２

(1)

実施日時

(2)

学習テーマ

(3)

学習目標

○○月○○日(○) ～ ○○月○○日（○）
○○：○○ ～ ○○：○○ （○／○回）

当該時間の学習目標を設定する
【事業】の目標との整合性を図りつつ、学習者の視点からみて、到達可能な目標となるよう学

習目標を設定する。その際、個人の要望に即しながら地域の教育的要請に応えられる目標となる
よう考慮する。

３

(1)

実施日時

(2)

学習テーマ

(3)

学習目標

準備物・会場レイアウトを記入する
(4)準備物

(5)会場レイアウト

□
□
□
□
□
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時間と学習活動を時系列に沿って配置する
「導入」部分では、学習の場の雰囲気を和らげ、参加者相互の出会いの場とするとともに、学

第Ⅱ章

４

習への意欲を喚起するような活動を盛り込む。
「展開」部分では、各学習活動の配列と時間配分に留意しながら組み立てる。
「まとめ」部分では、全体を振り返るとともに、学習成果を共有する時間となるよう設定する。
展開

時間

学習活動

学習支援者

留意点

導
入

展
開

ま
と
め

５

評価計画を作成する
展開される学習プログラムが、学習者への支援として適切であるかどうかが判断でき、さらに

は上位計画に対する提案ができる評価計画の作成を目指す。その際の視点として、評価の目標、
具体的な評価の方法、内容、時期、主体、データの収集・分析方法等を明確化することが求めら

第９節

れる。

まとめ
学習展開計画は、学習内容の系統性、連続性、発展性等を十分に検討して策定する。
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＜計画シート７＞
Ⅶ 学習展開計画（展開プログラム）
(1) 実施日時
(2) 学習テーマ
(3) 学習目標

(4) 準備物

(5) 会場レイアウト

□
□
□
□
□

(6) 展開
回 時間

学習活動

学習支援者

導

入

展

開

ま
と
め

(7) 評価計画
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留意点

第Ⅲ章
社会教育計画（計画体系・評価体系）中期の例示

第Ⅲ章

第１節

99
98

家庭の教育力向上の支援

施策

施策の柱 （１）
事業

１

地域における家庭教育支援施策の充実支援
地域における家庭教育支援のための基盤形成

事業
の目標

子どもと親だけの家庭における子育ての悩みを解消するために地域に子育て支援の組織「家庭教育支
援チーム」を設置する。

事業
の概要

小学校区ごとに家庭教育支援チームを設置する。
支援チームは子育てサポーターリーダーを中心とし、保健士、保育士等専門家を配置し具体的な質問
に応えられるような体制とする。

(1)-4「家庭教育支援のための調査研究」内で支援チームからのニーズ把握調査を行う。
他の事業等
(2)-3「子育て応援フェスタ」内で、さらなる支援チーム設置の促進を図る広報を行う。
との関連
(4)-5「子育て情報メールマガジンの発行」事業を広報し、登録促進を行う。
1

2

○

○

3

4

5

年次計画
効果向上のための取組

事業実績

家庭教育支援チームの
設置

家庭教育支援チー
ム設置の広報

設置数／学区数

広報の実施

家庭教育支援チームに
住民が相談
相談件数

事業の直接
的な効果

支援チームが地域にお
いて活動

支援チームの地域への
周知・認知

相談件数、講座実施回
数

支援チームの存在を
知っている地域の人の
数

支援チームに相談した
ことにより問題が解決

問題が解決したと感じ
た人の数

事業目的
達成度

支援チームの活動の地
域への定着

相談件数と地域への周
知

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
事業目的達成度は、市町村に設置された家庭教育支援チーム数を取ることも考えられ、そちらの方が明確で
あるが、事業としては、設置された支援チームが地域に周知され、活用されるかが重要なので地域への定着度
とした。
したがって、支援チームの設置数及び設置率は、施策の柱である「地域における家庭教育支援施策の充実支
援」においては「評価の視点」とすることが考えられる。個々の事業の目的達成度と「施策の柱」の評価指標
が同一にならない場合もある。
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第Ⅲ章

施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （１） 地域における家庭教育支援施策の充実支援
事業

２ 家庭教育プログラム開発事業

家庭教育に係る新規学習プログラムを開発し、市町村への普及・啓発を図る。

事業
の概要

対象 県内の市町村教育委員会
内容 ①学習プログラムの開発
②家庭教育プログラム集の作成

第１節

事業
の目標

他の事業等 (1)-4「家庭教育支援のための調査研究」内で支援チームからの課題把握調査を行う。
との関連 (4)-5「子育て情報メールマガジンの発行」事業内で広く周知を図る。
1

2

3

調査・開発

試行・検証

4

5

年次計画
効果向上のための取組
事業実績

市町村担当者への開発
プログラムの利用方法
の説明

市町村へのプログラム
集の配布
開発したプログラム数

事業の直接
的な効果

市町村での活用

市町村担当者の評価

活用した市町村割合
（活用市町村数／市町
村数）

従来のものに対して今回の
プログラムを評価した担当
者の割合

資料を参考にした市町
村での従来プログラム
の改善
何らかの形でプログラ
ムの改善された数

事業目的
達成度

プログラムを活用した
新規事業の実施

活用されたプログラム
数

家庭教育について事業
参加者が理解

他の機関と連携して事
業を実施

家庭教育に対して理解
した参加者の数

他の機関と連携して
行った事業の割合

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
市町村におけるプログラムの改善を目指した取組なので、目的の達成度は「開発プログラムの新規事業への
活用」ということで、「活用されたプログラム数」を指標とすることができる。一方で効果の上がるプログ
ラムを開発することがこの事業の目的でもあるので、学習者の家庭教育への理解度が上がるなどの変容も指
標になりえる。
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施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （１）
事業

３

地域における家庭教育支援施策の充実支援
社会教育関係職員研修「家庭教育支援施策」

事業
の目標

家庭教育支援施策の重要性と必要性についての理解を深める。

事業
の概要

市町村の社会教育関係職員を対象にした研修全１０回、うち家庭教育支援施策をテーマにした研修会
（家庭教育支援担当者対象）を４回実施。

他の事業等 全般：市町村における家庭教育支援施策の再構築に寄与する。
との関連 (3)-1「企業連携家庭教育出前講座事業」内で連携の視点を中心に研修を実施する。
1

2

3

4

○

○

○

○

5

年次計画
○
効果向上のための取組

事業実績

市町村職員の研修
会への参加

研修内容の工夫

広報・啓発の状況

参加者数と所属市
町村数

ワークショップの有無

広報の取組状況（県
ＨＰ等）

活発な研修活動の
展開
研修機会での参加
者の発言回数

研修会の修了
修了者数と修了率

事業の直接
的な効果

家庭教育支援施策
の必要性の理解

参加者の家庭教育推進
に関わる悩みの解消

研修内容の満足度
と理解度

悩みが減少した参加
者数と意識向上度

修了者の再構築へ
の取組

事業目的
達成度

施策の再構築時に中心的
役割を担った修了者数

市町村での新規事
業への取組

市町村での再構築
への取組

市町村実施講座内
容の改善への取組

参加市町村における
新規事業数

研修会参加後に施策の
再構築に取り組んだ市
町村数と市町村率

研修会参加後に講
座内容を改善したプ
ログラム数

市町村の事業実施
の拡大

市町村の事業実施
の成果の広がり

市町村の実施事業
数の増減

事業成果をあげたとと
らえている市町村数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
家庭教育支援施策の推進に、国と県，市町村が連携して取り組んでいる。その中で、県は，社会教育関係
職員の資質の向上を図る研修を実施し，市町村の家庭教育の推進を支援している。事業目的達成度につい
ては、研修会修了者の家庭教育に対する理解の深まりや悩みの解消等が、市町村での施策の再構築等でど
のようにフィードバックできるかに視点をあてて評価指標を設定した。
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施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （１）
事業

４

地域における家庭教育支援施策の充実支援
家庭教育支援のための調査研究

子どもの生活リズムの現状把握とその改善のための具体的な方策について、調査研究を行う。

事業
の概要

学識経験者等による調査研究委員会を設置し、調査研究を行う。調査研究委員会は年６回程度開催し、
調査研究の成果を報告書等にまとめる。報告書等は市町村に配布するとともに、研修会等で使用する。

他の事業等 (1)-2「家庭教育プログラム開発事業」の実践との融合を目指す。
との関連 その成果を報告書内に反映し、県内に広く普及する。
1

2

3

4

5

○

○

○

年次計画

事業実績

報告書（調査研究の
成果）の作成
報告書の作成の有
無

報告書の配布
報告書発行数

事業の直接
的な効果

報告書の研修会等
での活用

調査研究の結果・成
果のＷｅｂ上での公開

報告書を活用した研
修会数

報告書のＷｅｂ公開の
有無とアクセス件数

調査内容に対する理
解と満足度の高まり
調査内容を理解した
市町村担当者の割合
と満足度

課題解決方法の
理解、習得
課題を解決する方法
を得られた市町村数

事業目的
達成度

研究成果の市町村
事業での活用
研究成果が市町村で
事業に生かされた数

研究成果の市町村施
策再構築での活用
調査研究の成果を生か
して施策の再構築を行っ
た市町村数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
本事業では，全市町村での家庭教育の推進を図るために，家庭教育支援のための調査研究の成果を県がま
とめ，市町村に提供し，市町村での活用を推進していく。事業目的達成度については、調査研究の成果の
活用にポイントをおいて評価指標を設定した。特に，市町村家庭教育施策の再構築にどれほど貢献できた
かという点に視点をあてた。
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第１節

事業
の目標

施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （１）
事業

５

地域における家庭教育支援施策の充実支援
先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及

事業
の目標

県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村に普及し、新たな取組を喚起する。

事業
の概要

県が実施する各種先駆的・モデル的事業の成果をプログラム集にまとめて配布したり、県教育委員会の
ホームページに掲載したり、研修会で成果を周知したりすることで、先駆的・モデル的事業とその成果
を市町村に普及する。

他の事業等 (3)「先導的・モデル的事業の実施」の各事業と(1)-4「家庭教育支援のための調査研究」内での成果を
との関連 中心に市町村に普及する。
1

2

3

4

5

○

○

○

年次計画

事業実績

先駆的・モデル的事
業等のＷｅｂ上での
広報

先駆的・モデル的事
業等の成果物等の
配布

プログラム集等のＷ
ｅｂ上への掲載件数

プログラム集等の配
布数

成果を研修会の内
容として実施

成果を機関・団体等
へ普及

成果を内容とした研
修会の実施回数や
参加者数

成果を機関・団体等へ普
及・アプローチした数（実
際に配布等をした数／対
象の機関・団体数）

事業の直接
的な効果

取組の成果の理解
成果（物）が役に立つと
考えた市町村や機関・団
体数，市町村の率

事業目的
達成度

モデル事業のプログ
ラムを事業で活用

啓発資料をテキスト
として活用

成果を事業の再構
築に活用

モデル事業のプログラ
ムを活用して実施した
事業数と市町村・機
関・団体数及び市町
村の率

啓発資料をテキスト
として利用した事業
数

成果を活用して施策
の再構築等に取り組
んだ市町村数と市町
村の率

成果の活用による
市町村の家庭教育
支援の推進
成果の活用が市町村
の家庭教育支援施策
の再構築に反映され
た市町村数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
県の役割としての先駆的・モデル的事業等の成果の普及に視点をあてて評価指標を設定した。成果物等を
ただ配布するのではなく，研修会をとおした啓発や機関・団体等へのアプローチも目標達成へのプロセス
として位置づけた。その利活用により市町村の施策に反映されるところに事業目的達成度を設定した。
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施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （４）
事業

事業
の概要

広域的事業の実施
早寝早起き朝ごはん推進運動の展開

関係団体が連携して推進運動を実施することで、子どもたちの望ましい基本的生活習慣を育成する。
１

先進地域の事例等をまとめた冊子を作成し、あわせて各種メディアを活用して、団体等との連携
を図りながら事業の広報啓発を図る。
２ フォーラムを実施することで、県全域にわたる推進運動の拡大を図る。

他の事業等 (4)-4「家庭教育啓発資料の発行」(4)-5「子育て情報メールマガジンの発行」内などで、広く推進運動
との関連 の周知を図る。
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画

事業実績

冊子等による広報啓
発活動の実施

メディアを活用した
広報啓発の実施

説明会や電話等に
よる普及活動の実施

冊子等の配布数

県域メディアでの広
報啓発回数

電話件数や説明会
の実施回数

団体の運動への
取組

啓発フォーラム
の実施

運動へ取り組んだ市
町村、ＰＴＡ、ＮＰＯ等
の団体数

啓発フォーラムへの
参加者数と実施回
数

事業の直接
的な効果

運動の意義・主旨に
ついての周知
運動の意義・主旨に
ついての県民や保
護者の周知度

事業目的
達成度

学校での取組
の推進

家庭での取組
の推進

地域や団体の取組
の推進

推進運動に取り組む
学校数

子どもの生活リズム
向上に取り組んだ家
庭数

運動を推進する地域
や団体の数と活動回
数、活動した人数

子どもの生活リズム
向上の取組の全県で
の推進（子ども向け）

子どもの生活リズム
向上の取組の全県で
の推進（保護者向け）

地域や団体による運
動の推進

早寝早起きをしたり、
朝ご飯を食べるように
なった子どもの（県平
均の）増加率

子どものよい生活リ
ズムが習慣化したこ
とを感じる保護者の
比率

運動を推進する地域
や団体の割合

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
本事業は、地域ぐるみで子どもの望ましい基本的生活習慣を育成するための県民運動として全県での実施
とする。広域で実施することより地域差のない全県にわたる事業の推進が可能となる。事業実施に当たっ
ては、各種メディアを有効活用し、団体等とも連携しながら運動の効果的な推進を図ることに視点をおい
て評価指標を設定した。事業目的達成度については、実施の成果に係る県平均の増加率等を評価指標とし
てあげたが、県政世論調査の質問項目に入れて目的達成度を測ることも有効である。
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第１節

事業
の目標

１

施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （４）

広域的事業の実施

事業

お手伝い推進事業

２

事業
の目標

子どもの生活体験の奨励をとおして親子のかかわりを深めるとともに、家庭の教育力の充実を図る。

事業
の概要

対象－Ａ県内の全小学校１年生全員に配布し、親子で活用する。
内容：おてつだいちょうの作成・配布・活用（学校を通じて配布、家庭・学校で活用）
おてつだいちょうの広報・啓発

他の事業等
学校教育所管課との連携を図る。
との関連
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画
効果向上のための取組

事業実績

おてつだいちょうの
作成・配布

広報・啓発の状況

おてつだいちょうの
作成配布数

広報の取組状況（ラ
ジオ、ＨＰ等）

おてつだいちょうの
保護者への周知

おてつだいちょうの
団体等への周知

保護者の認知度・周
知度

普及アプローチ数（実
際に配布をした数／
対象の機関・団体数）

おてつだいちょうの
活用状況
おてつだいちょうの
利用・活用率

事業の直接
的な効果

事業目的
達成度

保護者の理解の深
まりの増加

家庭でお手伝いへ
の関わり増加

市町村（学校を含
む）での取組への広
がり

子どもにとってお手
伝いが必要だと理解
した保護者の数

子どもが家庭でお手
伝いを行った回数の
増減と家事を教えた
保護者の数

「おてつだいちょう」
を活用した取組を行
う市町村数（学校数）

家庭での親子の関わ
りの増加

家庭で親子の関わり
を持つ時間

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
全県にわたって子どもの生きる力の育成や家庭の教育力の向上を図るため、おてつだいちょうを作成し、
広域的に普及することとした。そこで、おてつだいちょうの活用を生きる力の育成や家庭教育の充実につ
なげることにポイントをおいて評価指標を設定した。
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第Ⅲ章

施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （４）
事業

３

広域的事業の実施
家庭教育電話相談事業

保護者等からの教育や子育てに関する幅広い内容の相談に対応する電話相談を行う。

事業
の概要

①家庭教育電話相談事業の周知 窓口があることをメディアを活用し周知する。
②相談体制 相談員による電話体制（毎日９時～２４時）
精神科医、臨床心理士による特別相談の実施

第１節

事業
の目標

他の事業等 相談内容を(4)-4「家庭教育啓発資料の発行」に、プライバシーに配慮して反映する。
との関連 福祉部局、教育センター、病院、警察、児童相談所、保健所などと連携し、相談体制の充実を図る。
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画
効果向上のための取組

事業実績

事業の直接
的な効果

子育て中の親が電
話相談に悩みを相
談

広報活動の実施

相談件数の前年比

実施回数・パンフレッ
ト配布数等

保護者等の認知度・
周知度向上

県民の認知度・周知
度の向上

相談数の前年比

相談者の地域分布

新規相談件数の増
減

相談数の前年比

事例集の作成

配布冊数

事業目的
達成度

県民の認知度・周知
度の上昇

相談者の満足度の
上昇

相談者の地域分布

再相談者数、問題が
解決したという感想
をもった相談者の数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
事業の目的を考えたとき、電話相談実施により、家庭の問題解決がなされるということがこの場合目的で
あると考えられる。一方で計画全体からこの事業を見たとき「広域的事業の実施」という施策の柱の中に
位置づけられた事業であるので、このような機関が身近に存在し、家庭教育上の課題解決の一助になるこ
とが周知され、認知されることが事業目的達成度とした。指標としては、県内で相談者がどのように分布
しているかを調べることで、県内での周知度を明らかにする。
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施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （４）
事業

広域的事業の実施

４ 家庭教育啓発資料の発行

事業
の目標

家庭教育にかかる情報提供、学習機会の重要性や必要性を理解してもらうための啓発資料を作成、
配布する。

事業
の概要

家庭教育啓発資料を作成しすべての親が参加する就学時健診、小学校入学説明会において配布する。ま
た、関係団体機関等に対しても配布を行い、家庭教育の学習機会を設けてもらう。図版などを盛り込み
読みやすく、分かりやすい内容とする。

他の事業等 (1)-4「家庭教育支援のための調査研究」成果を分かりやすく掲載する。
との関連 (4)-4「家庭教育啓発資料の発行」に際し、プライバシーに配慮して相談内容を掲載する。
1

2

3

4

5

○

○

年次計画
効果向上のための取組

家庭教育啓発資料
の作成・配布

事業実績

県民へのＰＲ

配布冊数

普及アプローチ数
実際に配布した数
／対象の機関・団体
数

事業の直接
的な効果

事業目的
達成度

市町村等

保護者等

団体等
啓発資料を活用した
家庭教育事業の実
施

啓発資料を事業に活
用した市町村

啓発資料を活用した
保護者

活用した市町村数

活用した保護者／
配布した保護者数

実施回数

啓発資料の認知度
の向上

啓発資料を事業に活
用した団体の評価

啓発資料の存在を
知っている保護者数

事業参加者の満足
度

家庭における課題
の解決
課題の解決した
保護者

市町村において家
庭教育の周知が進
展
家庭教育が何かを
知っている保護者数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
啓発資料配布は、市町村、保護者、団体等に対して効果を及ぼしており、それぞれから事業の直接的な効
果（たとえば啓発資料を活用した事業の実施など）が生じることが考えられる。啓発資料を活用した家庭
における課題の解決が、この計画の事業目的として終わるフロー図も間違いではないと思われる。今回は
家庭教育がどのようなものかわかる資料作成と、家庭教育によって家庭における問題が解決するというこ
とを県民が理解することを最終的な達成目標とした。計画体系における中項目「広域的事業の実施」の評
価の視点を考えた時、市町村との連携、県民並びに自治体担当者への家庭教育の啓発がどのくらい進んだ
かを事業の成果として取る必要があるので、今回は「市町村において家庭教育の周知が進展」するをあえ
て最終的な指標に位置づけた。
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第Ⅲ章

施策

家庭の教育力向上の支援

施策の柱 （４）
事業

５

広域的事業の実施
子育て情報メールマガジン

家庭教育に係る情報を様々なメディアを通じて提供し、子育て等の不安解消に寄与する。

事業
の概要

家庭教育関連情報をメールマガジンとして提供する。
提供する情報：講座、イベント情報、子育てサークル情報、乳幼児健診情報
子育てQ＆A、子育て支援施設情報等

第１節

事業
の目標

他の事業全般を情報提供対象とする。
他の事業等
市町村教委、図書館、博物館等、県内学習関連施設だけでなく、関係部局、民間等についても
との関連
連携を推進する。
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画
効果向上のための取組

事業実績

事業の直接
的な効果

事業目的
達成度

情報の配信

子育て情報メールマ
ガジンの発行

子育てメールマガジ
ンについて広報誌等
による周知

配信数

登録者数

広報回数

登録者が育児情報
を利用

子育て情報の提供を
県内市町村に依頼

実際に育児情報を
見た登録者の数

依頼に応えた市町村
数

登録者が情報を活
用し施設を利用

登録者が情報を活
用し育児講座等に
参加

登録者が情報を活
用し育児サークル等
に参加

施設使用者の内メー
ルマガジンに登録者
数の割合（登録者数
／施設利用者）

事業参加者中の
メールマガジン登録
者数の割合（登録者
数／事業参加者数）

参加者の内メールマ
ガジンに登録者数の
割合（登録者数／
サークル等参加者数）

子育て不安が解消
情報が役に立ったと
感じた利用者の数

市町村からの情報提
供があり提供情報増

市町村提供の情報
数の増減

広域的な子育て情
報提供システムとし
て機能
利用率（情報を見た
人／登録者数）

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
この事業の最終的な達成目標は、このシステムを活用し、子育て中の親の育児不安が解消されるというこ
と及び市町村が情報提供をすることでシステムが充実し、アクセス件数が増大するという信頼のおけるシ
ステムになると思われる。ここでは、施策の柱が「広域的事業の実施」なので個々の市町村で対応しきれ
ない事業、連携を必要とする情報提供のシステム構築と情報発信を目的の達成度に位置づけた。
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計
【施策】
【施策】
（戦略的な目標）
（戦略的な目標）
目
目

社会教育計画（計画体系・評価体系）中期の例
画

体

手
手

段
段

目
目

的
的

的
的

「青少年の健全育成」

系

【施策の柱】
【施策の柱】
（具体的な方向性）
（具体的な方向性）

評
【事業】
【事業】
（具体的な取組）
（具体的な取組）

手
手

【事業】実施による
【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞
「事業実績」の＜評価指標＞

【事業】実施による
【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[達成目標]の
【施策の柱】の[達成目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

青少年の健全育成
青少年の健全育成

(1)
(1) 地域における青少年の健全育成施策の充実
地域における青少年の健全育成施策の充実

地域における青少年の健全育成施策の充実
地域における青少年の健全育成施策の充実

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証
１
１ 安心・安全な子どもの居場所づくり設置推進事業
安心・安全な子どもの居場所づくり設置推進事業

○子どもの居場所協議会設置数、設置率
○子どもの居場所協議会設置数、設置率
○子どもの居場所設置数、設置率
○子どもの居場所設置数、設置率

○子どもの居場所に係る事業・協議会開催日数
○子どもの居場所に係る事業・協議会開催日数
○子どもの居場所づくり事業・協議会への新規参加団体数
○子どもの居場所づくり事業・協議会への新規参加団体数

○研修の参加者数
○研修の参加者数
○研修開催回数
○研修開催回数

○研修内容の満足度
○研修内容の満足度
○研修成果の利用率
○研修成果の利用率
○施策の再構築に取り組んだ市町村数
○施策の再構築に取り組んだ市町村数

○指導者のためのマニュアル作成・配布
○指導者のためのマニュアル作成・配布
数
数

○マニュアルを事業等に活用した市町村・団体数
○マニュアルを事業等に活用した市町村・団体数
○研究成果を事業見直し・新規事業に取り入れた市町村・団体数
○研究成果を事業見直し・新規事業に取り入れた市町村・団体数

○成果普及事業の実施数
○成果普及事業の実施数

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

身近な地域において、異年齢集団の交流を促進するため、小学校区
目
目 身近な地域において、異年齢集団の交流を促進するため、小学校区
ごとに安心・安全な子どもの居場所の設置を支援する。
ごとに安心・安全な子どもの居場所の設置を支援する。
標
標

２
２ 社会教育関係職員等研修事業
社会教育関係職員等研修事業
青少年健全育成支援のための事業を充実・拡充するため、また、行
目
目 青少年健全育成支援のための事業を充実・拡充するため、また、行
政担当職員の資質・能力の向上、団体育成のための研修を実施す
政担当職員の資質・能力の向上、団体育成のための研修を実施す
標
標
る。
る。

３
３ 青少年の健全育成のための調査研究事業
青少年の健全育成のための調査研究事業
青少年健全育成支援のための施策を充実・拡充するため、県民意識
目
目 青少年健全育成支援のための施策を充実・拡充するため、県民意識
調査、青少年の実態調査等をもとにした調査研究事業を実施する。
調査、青少年の実態調査等をもとにした調査研究事業を実施する。
標
標

４
４ 先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及事業
先駆的・モデル的事業等県の取組の成果普及事業

【評価の視点】
【評価の視点】
①青少年の健全育成に係る活動の機会、場の提供などを
①青少年の健全育成に係る活動の機会、場の提供などを
充実させるための体制整備を行うことができたか。
充実させるための体制整備を行うことができたか。
②市町村の青少年の健全育成施策・事業が充実したか。
②市町村の青少年の健全育成施策・事業が充実したか。

【評価指標】
【評価指標】
①市区町村主催の青少年健全育成事業への参加者・団体数
①市区町村主催の青少年健全育成事業への参加者・団体数
（率）
（率）
②参加ボランティア数（率）、新規ボランティア登録者数
②参加ボランティア数（率）、新規ボランティア登録者数
（率）
（率）
③県が開発したプログラム導入数（率）
③県が開発したプログラム導入数（率）
④施策の再構築に取り組んだ市町村数（率）
④施策の再構築に取り組んだ市町村数（率）
⑤県の提言を取り入れた市町村・団体数（率）
⑤県の提言を取り入れた市町村・団体数（率）

県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村に普及
目
目 県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村に普及
し、新たな取組を喚起する。
標 し、新たな取組を喚起する。

標

(2)
(2) 青少年の健全育成に関する団体・人材への支援
青少年の健全育成に関する団体・人材への支援

青少年の健全育成に関する団体・人材への支援
青少年の健全育成に関する団体・人材への支援

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証
１
１ 青少年教育関係団体指導者研修事業
青少年教育関係団体指導者研修事業
青少年教育関係団体に関する基礎的な知識、指導者としての知識・
目
目 青少年教育関係団体に関する基礎的な知識、指導者としての知識・
技術を習得させるため、指導者研修事業を実施する。
標
標 技術を習得させるため、指導者研修事業を実施する。

２
２ ジュニアリーダー研修事業
ジュニアリーダー研修事業
県内の各地域、団体等において活躍するジュニアリーダーの資質向
目
目 県内の各地域、団体等において活躍するジュニアリーダーの資質向
上をめざすため、コミュニケーション能力等についての研修事業を
上をめざすため、コミュニケーション能力等についての研修事業を
標
標
実施する。
実施する。

３
３ 青少年教育指導者・団体等の実践研究交流会
青少年教育指導者・団体等の実践研究交流会
県内の関係者が一堂に会し、青少年教育のさらなる充実をめざすた
目
目 県内の関係者が一堂に会し、青少年教育のさらなる充実をめざすた
め、それぞれの実践とその成果をもとに交流する。
め、それぞれの実践とその成果をもとに交流する。
標
標

○年間事業実施回数
○年間事業実施回数
○指導者の参加数・参加率
○指導者の参加数・参加率
○参加者修了率
○参加者修了率

○県内、各市町村・団体等での伝達講習会の実施率
○県内、各市町村・団体等での伝達講習会の実施率
（実施回数／全市町村・団体連絡会数）
（実施回数／全市町村・団体連絡会数）
○各市町村・団体連絡会が、単位組織を対象に指導者養成講座を
○各市町村・団体連絡会が、単位組織を対象に指導者養成講座を
実施した率（実施回数／全市町村・団体連絡会の単位団体数）
実施した率（実施回数／全市町村・団体連絡会の単位団体数）

○参加数・参加率
○参加数・参加率
○年間事業実施回数
○年間事業実施回数
○参加者修了率
○参加者修了率
○事業満足度
○事業満足度

○県内、各地域・団体等での伝達講習会の実施率
○県内、各地域・団体等での伝達講習会の実施率
（実施回数／全市町村・団体数）
（実施回数／全市町村・団体数）
○県内、各地域・団体等主催のジュニアリーダー研修の実施率
○県内、各地域・団体等主催のジュニアリーダー研修の実施率
（県の研修で扱ったプログラム導入数）
（県の研修で扱ったプログラム導入数）

○参加数
○参加数
○実践発表者数・事例提供者数
○実践発表者数・事例提供者数
○事業満足度
○事業満足度

○関係者・関係団体間の情報交換数
○関係者・関係団体間の情報交換数
○新たな連携・協力をして行った事業件数
○新たな連携・協力をして行った事業件数
○他団体の実践状況を参考に、事業内容を工夫・充実した数
○他団体の実践状況を参考に、事業内容を工夫・充実した数
○新組織・新団体の設立数
○新組織・新団体の設立数

(3)
(3) 先導的・モデル的事業の実施
先導的・モデル的事業の実施
安心・安全な子どもの居場所づくりリーダー養成・研修事業
１
１ 安心・安全な子どもの居場所づくりリーダー養成・研修事業

○参加数
○参加数
○参加団体数
○参加団体数

○自らの企画を実施してみたいと感じた参加者数（団体数）
○自らの企画を実施してみたいと感じた参加者数（団体数）
○事業参加者のために自分は役立ったと感じたリーダー数（率）
○事業参加者のために自分は役立ったと感じたリーダー数（率）
○事業参加者の肯定的な感想の数
○事業参加者の肯定的な感想の数

○参加者数・団体数
○参加者数・団体数
○一人あたりのブース利用数
○一人あたりのブース利用数
○事業満足度
○事業満足度

○フェスタ実施後に情報交換した個人・団体数
○フェスタ実施後に情報交換した個人・団体数
○フェスタ実施後に自主的に情報交換会、プログラム体験等の実施回数
○フェスタ実施後に自主的に情報交換会、プログラム体験等の実施回数
○フェスタ実施後に自主的に企画・運営した事業数
○フェスタ実施後に自主的に企画・運営した事業数

○事業申込件数
○事業申込件数

○次代の担い手としての自覚を持った人数(率)
○次代の担い手としての自覚を持った人数(率)
○引き続き活動する意欲や新しい企画を考えてみたいと思った人数(率)
○引き続き活動する意欲や新しい企画を考えてみたいと思った人数(率)

○事業申込件数
○事業申込件数
○街は自分達が作るものと
○街は自分達が作るものと
理解した人数(率)
理解した人数(率)

○次代の担い手としての自覚を持った人数(率)
○次代の担い手としての自覚を持った人数(率)
○何らかのまちづくりの活動に携わった人数
○何らかのまちづくりの活動に携わった人数

青少年健全育成事業等で、青少年、特に中高生自らが指導者となる
目
目 青少年健全育成事業等で、青少年、特に中高生自らが指導者となる
ための企画力やスキルを習得する事業を実施する。
ための企画力やスキルを習得する事業を実施する。
標
標

２
２ 体験の風フェスタ
体験の風フェスタ
各自治体・民間・ＮＰＯ等が、自主的に青少年の体験活動に係る情
目
目 各自治体・民間・ＮＰＯ等が、自主的に青少年の体験活動に係る情
報交換・交流会等を企画・運営できるような体験の風フェスタを実
報交換・交流会等を企画・運営できるような体験の風フェスタを実
標
標
施する。
施する。

３
３ チャレンジ・アシスト・プログラム
チャレンジ・アシスト・プログラム
若者が事業の企画・立案・実施の活動を通して、自己表現及び社会
目
目 若者が事業の企画・立案・実施の活動を通して、自己表現及び社会
で必要なスキル獲得の機会を提供する。
で必要なスキル獲得の機会を提供する。
標
標

４
４ わが町探検プログラム
わが町探検プログラム
日頃、学習の機会に参加しにくい青少年に対して、身近な場所で学
目
目 日頃、学習の機会に参加しにくい青少年に対して、身近な場所で学
習できる機会を提供し、学習の楽しさを知ってもらう。
習できる機会を提供し、学習の楽しさを知ってもらう。
標
標

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

(4)
(4) 広域的事業の実施
広域的事業の実施
【達成目標】（仮）
【達成目標】（仮）
市町村における施策、事業の実施に寄与するため、
市町村における施策、事業の実施に寄与するため、
青少年に関する情報提供を行うとともに、相談体
青少年に関する情報提供を行うとともに、相談体
制の整備や確立を図る。
制の整備や確立を図る。

１
１ 体験活動推進運動の展開
体験活動推進運動の展開
青少年の体験活動の必要性を示すとともに、その充実を目指すた
目
目 青少年の体験活動の必要性を示すとともに、その充実を目指すた
め、様々な情報を広く発信する。
め、様々な情報を広く発信する。
標
標

２
２ 青少年の悩み電話相談事業
青少年の悩み電話相談事業
青少年の悩み解決のために電話相談事業を実施し、Ｑ＆Ａ集にまと
目
目 青少年の悩み解決のために電話相談事業を実施し、Ｑ＆Ａ集にまと
めて発行することで、その成果を広く普及させる。
めて発行することで、その成果を広く普及させる。
標
標

３
３ 青少年教育指導者のためのマニュアル発行
青少年教育指導者のためのマニュアル発行

【評価指標】
【評価指標】
①各地域・団体等の青少年教育関連事業の増加数（率）
①各地域・団体等の青少年教育関連事業の増加数（率）
②各地域・団体等のジュニアリーダー関連事業増加数
②各地域・団体等のジュニアリーダー関連事業増加数
（率）
（率）
③新しい組織・団体等の設立数
③新しい組織・団体等の設立数

先導的・モデル的事業の実施
先導的・モデル的事業の実施

設
設 定
定 ・
・ 検
検 証
証

【達成目標】（仮）
【達成目標】（仮）
地域における青少年の諸課題に対応するため、
地域における青少年の諸課題に対応するため、
次世代育成、機関等連携、広域交流等の学習機
次世代育成、機関等連携、広域交流等の学習機
会を提供する。
会を提供する。

【評価の視点】
【評価の視点】
①青少年の健全育成に係る団体・指導者の事業が
①青少年の健全育成に係る団体・指導者の事業が
充実したか。
充実したか。
②青少年の健全育成に係る団体・指導者の事業が
②青少年の健全育成に係る団体・指導者の事業が
活性化したか。
活性化したか。

【評価の視点】
【評価の視点】
①青少年の諸課題に対応する様々な学習機会を提供する
①青少年の諸課題に対応する様々な学習機会を提供する
ことができたか。
ことができたか。
②実施する先導的・モデル的事業が、区市町村に普及
②実施する先導的・モデル的事業が、区市町村に普及
したか。
したか。

【評価指標】
【評価指標】
①市町村が自主的に企画・運営した情報交換、
①市町村が自主的に企画・運営した情報交換、
相互交流、指導者養成等の事業増加数（率）
相互交流、指導者養成等の事業増加数（率）
②研修プログラム及び事例集等の発行部数、活用件数
②研修プログラム及び事例集等の発行部数、活用件数
（率）
（率）

広域的事業の実施
広域的事業の実施

○パンフレット配布数
○パンフレット配布数
○メディア露出回数
○メディア露出回数
○フォーラム等の参加者数
○フォーラム等の参加者数

○運動の県民認知度
○運動の県民認知度
○青少年の体験活動の重要性の理解度
○青少年の体験活動の重要性の理解度

○相談件数
○相談件数
○県民の認知度
○県民の認知度
○Ｑ＆Ａ集の配布数
○Ｑ＆Ａ集の配布数

○新規相談件数の増減
○新規相談件数の増減
○相談者の満足度
○相談者の満足度

○発行部数
○発行部数

○利用者の満足度・理解度
○利用者の満足度・理解度
○利用者が内容を活用した数
○利用者が内容を活用した数

○登録者数
○登録者数
○関係者への認知度
○関係者への認知度
○関係者への周知度
○関係者への周知度

○登録者の情報活用度
○登録者の情報活用度

【評価の視点】
【評価の視点】
①青少年の健全育成に寄与する情報提供を広域的に行う
①青少年の健全育成に寄与する情報提供を広域的に行う
ことができたか。
ことができたか。
②青少年の健全育成に寄与する相談体制整備を図ること
②青少年の健全育成に寄与する相談体制整備を図ること
ができたか。
ができたか。

【評価指標】
【評価指標】
①メールマガジン登録者数（率）
①メールマガジン登録者数（率）
②登録者地域分布
②登録者地域分布
③情報活用件数（率）
③情報活用件数（率）
④推進運動、相談事業、情報提供等の県民認知度
④推進運動、相談事業、情報提供等の県民認知度

市町村における青少年教育施策、事業の実施に寄与するため、事業
目
目 市町村における青少年教育施策、事業の実施に寄与するため、事業
の企画・立案、実施、評価等に関する冊子を作成、発行する。
標 の企画・立案、実施、評価等に関する冊子を作成、発行する。

標

４
４ 青少年教育情報メールマガジンの発行
青少年教育情報メールマガジンの発行
青少年教育関連の各種情報を広く活用してもらうため、メールマガ
目
目 青少年教育関連の各種情報を広く活用してもらうため、メールマガ
ジンとして提供する。
ジンとして提供する。
標
標

110

111

【評価の視点】
【評価の視点】
①社会とのかかわりを自覚できる体制整備や支援を行
①社会とのかかわりを自覚できる体制整備や支援を行
う うことで、健全な青少年が育成されているか。
ことで、健全な青少年が育成されているか。
②家庭、学校、地域その他の相互協力により、青少年
②家庭、学校、地域その他の相互協力により、青少年
の健全育成に関する団体の活性化や指導者の資質が
の 向上しているか。
③有益な情報提供、相談体制の整備を図ることで青少
健全育成に関する団体の活性化や指導者の資質が向
上 年の健やかな発達を促すことができているか。
しているか。
③有益な情報提供、相談体制の整備を図ることで青少
年
の健やかな発達を促すことができているか。

【評価指標】
【評価指標】
①市町村の青少年健全育成関連事業の増加(率)
①市町村の青少年健全育成関連事業の増加(率)
②市町村の青少年健全育成関連事業費の増加(率)
②市町村の青少年健全育成関連事業費の増加(率)
③施策の再構築に取り組んだ市町村数(率)
③施策の再構築に取り組んだ市町村数(率)
④推進運動、相談事業、情報提供事業等の県民認知度
④推進運動、相談事業、情報提供事業等の県民認知度
⑤基本的生活習慣定着率(学力調査)
⑤基本的生活習慣定着率(学力調査)
⑥地域活動参加者増加(率)
⑥地域活動参加者増加(率)
⑦青少年の補導及び学校内の問題行動件数の減少(率)
⑦青少年の補導及び学校内の問題行動件数の減少(率)
⑧ニート、ひきこもりの減少(率)
⑧ニート、ひきこもりの減少(率)

第２節

【戦略的な目標】（仮）
【戦略的な目標】（仮）
①青少年が、社会とのかかわりを自覚できる体制整備や支援を行う。
①青少年が、社会とのかかわりを自覚できる体制整備や支援を行う。
②家庭、学校、地域その他の相互協力による事業を展開する。
②家庭、学校、地域その他の相互協力による事業を展開する。
③青少年の健やかな発達を促す情報資料の提供、相談体制の整備を図る。
③青少年の健やかな発達を促す情報資料の提供、相談体制の整備を図る。

【達成目標】（仮）
【達成目標】（仮）
地域における青少年の健全育成を支援する団体・
地域における青少年の健全育成を支援する団体・
人材の活動の一層の活性化のため、資質・能力の
人材の活動の一層の活性化のため、資質・能力の
向上を目指す研修等を実施する。
向上を目指す研修等を実施する。

【施策】の[戦略的な目標]の
【施策】の[戦略的な目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段
段

青少年の健全育成
青少年の健全育成

【達成目標】（仮）
【達成目標】（仮）
身近な地域において、異年齢集団での交流をはじ
身近な地域において、異年齢集団での交流をはじ
め親子でのふれあい等、多くの体験活動の機会や
め親子でのふれあい等、多くの体験活動の機会や
場を提供できるよう青少年をきめ細かく支援する
場を提供できるよう青少年をきめ細かく支援する
体制整備に取り組む。
体制整備に取り組む。
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第２節 青少年教育

施策 青少年の健全育成
施策の柱 （２） 青少年の健全育成に関する団体・人材への支援
事業

１ 青少年教育関係団体指導者研修事業

事業
の目標

青少年教育関係団体に関する基礎的な知識、指導者としての知識・技術を習得させるため、指導者研
修事業を実施する。

事業
の概要

対象：県内各青少年団体の指導者（市町村職員・市町村青少年団体連絡会役員）
内容：青少年団体に関する基礎知識、指導者として必要な基礎知識の習得
(1)-3「社会教育関係職員・団体指導者等研修事業「青少年教育施策」をスキルアップ研修と位置付けることを想

他の事業等 定
(2)-3「体験活動指導者専門研修」をスキルアップ研修と位置付けることを想定
との関連 (4)-4「青少年教育指導者のためのマニュアル発行」で作成されたマニュアルをテキストとして使用することを想
定

1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画

効果向上のための取組
事業実績

事業の直接
的な効果

指導者養成講座への参
加

指導者養成講座の実施

(4)-4「マニュアル」
の事前配布
「マニュアル」におけ
る疑問・質問の収集

参加率（参加者数／指
導者数）

年間実施回数

疑問・質問数

年間参加状況

事後アンケートの実施

参加者修了率

疑問・質問の解決率

県内、各市町村・団体等での伝達講習会の実施

(4)-4「マニュアル」
の事前配布
「マニュアル」におけ
る疑問・質問の収集

実施率（実施回数／全市町村・団体連絡会数）

県内、各市町村・団体連絡会が、単位組織を対象に
指導者養成講座を実施
実施率
（実施回数／全市町村・団体連絡会の単位団体数）

事業目的
達成度

県内、各地域・団体において青少年教育事業を実施

各地域・団体等の青少年教育事業の増加数
各地域・団体等からの質問・相談等の数の減少状況

フロー図作成上のポイント・留意事項等
事業(4)-4「青少年教育指導者のためのマニュアル発行」で作成されたマニュアルをテキストとして使用
する。
各市町村・団体が伝達講習会を実施する際も、学習効果が高まるよう、県の実施と同様にマニュアルによ
る事前学習と質問の収集を行うこととした。
本事業における学習者の意見や反応をマニュアルの改訂に反映する。
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施策

青少年の健全育成
（２） 青少年の健全育成に関する団体・人材への支援
事業
２ ジュニアリーダー研修事業

施策の柱

事業
の目的

県内の各地域、団体等において活躍するジュニアリーダーの資質向上をめざすため、コミュニケー
ション能力等についての研修事業を実施する。

事業
の概要

対象：県内各青少年団体等ですでに活躍している中高生
内容：コミュニケーション能力、自然体験活動等の知識・技術の向上を目的とした宿泊研修

第２節

他の事業等 (3)-1「安心・安全な子どもの居場所づくりリーダー養成事業」参加者を想定
との関連 成果を(1)-1「安心・安全な子どもの居場所づくり設置推進事業」内で生かせることを想定
1

2

3

4

5

年次計画
○

○

効果向上のための取組
事業実績

事業の直接
的な効果

ジュニアリーダー
研修会への参加

研修会の実施

事前研修会の実施

参加率(参加者数/県内
ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ)

年間実施回数

実施率(実施回数/
全市町村・団体数)

年間参加状況

事後アンケートの実施

参加者修了率

事業満足度

県内、各地域・団体等での伝達講習会の実施

実施率(実施回数/全市町村・団体数)

県内、各地域・団体等主催のジュニアリーダー研修
の実施

県の研修で扱ったプログラム導入数

事業目的
達成度

県内、各地域・団体等におけるジュニアリーダーが
主体的にかかわる事業の実施

各地域・団体等のジュニアリーダー関連事業増加数

フロー図作成上のポイント・留意事項等
事業(3)-1のスキルアップ事業として位置づけ実施する。
年次計画では、他の施策の柱との関連等を考慮して、２，４年次実施予定とした。
本事業は、あらかじめ事業目的達成度を設定し、それに近づくための事業実績及び事業の直接的な効果を
設定する手法を取り入れている。
評価指標を導くための手立てとして、調査計画の欄(3段目)を新設することも検討できる。
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施策

青少年の健全育成
（２）青少年の健全育成に関する団体・人材への支援
事業
３ 青少年教育指導者・団体等の実践研究交流会

施策の柱

事業
の目標

県内の関係者が一堂に会し、青少年教育のさらなる充実をめざすため、それぞれの実践とその成果を
もとに交流する。

事業
の概要

対象：県内青少年健全育成活動の関係者
内容：関係者がそれぞれの実践とその成果をもとに交流する

他の事業等 (1)-4「青少年のための調査研究事業」の調査結果を提供
との関連 (1)-5「先駆的・モデル事業等県の取組の成果普及事業」の成果を提供
1

2

3

4

5

年次計画
○

○

効果向上のための取組
事業実績

事業の直接
的な効果

実践研究交流会への参
加

実践研究交流会の実施

実践事例の収集
統一書式での事例
集の作成

参加者数

実践発表者数
事例提供数

事例数

参加者の交流
状況に関する
アンケート

実践発表者・
事例への質
問・意見

交流会での他
者への情報提
供・助言

満足度

質問数・意見
数

情報提供数・
助言数

事業充実のため、関係
者・関係団体間での
個々の情報交換

自らの活動の充実に生
かせる事例の取捨選択

情報交換数

参考となった事例数
取り入れることができる事
例数

新たなネットワーク・連携先の構築

新たな連携・協力の件数

事業目的
達成度

新たな視点を加えての
モデルチェンジ事業の
実施、新規事業の実施

他の組織・団体との共
催・共同事業の実施

ネットワーク・
連携を機会とし
て目標を同じと
する新たな組
織・団体の設立

各市町村・団体が他団体の実
践状況を参考に、事業内容を
工夫・充実した数

共催・共同事業の実施
数

新組織・新団
体の設立数

フロー図作成上のポイント・留意事項等
(1)-5「先駆的・モデル事業等県の取組の成果普及事業」の成果を活用し、両事業の相乗効果を図る。
(1)-5「先駆的・モデル事業等県の取組の成果普及事業」とのすみわけを明確にする。
「事業の直接的な効果」においては、主催者と参加者両者の視点をわけて表記する。
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青少年の健全育成
先導的・モデル的事業の実施

施策

施策の柱 （３）
事業

１ 安心・安全な子どもの居場所づくりリーダー養成事業

事業
の目標

放課後子ども教室等青少年健全育成事業等で、青少年、特に中高生自らが指導者となるための企画力
やスキルを習得する研修を実施する。

事業
の概要

対象：中高生のボランティア部、大学の児童文化研究会、若者のバンド、ダンス等
自主グループ等、３人以上の団体
内容：青少年対象事業のプログラム企画、安全確保・危険回避に関する講義等

1

2

3

4

5

研修

研修

研修＋ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

研修＋ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

年次計画

効果向上のための取組
事業実績

研修事業実施

参加者数・団体数

事業の直接
的な効果

放課後子ども教室
等からの推薦方式
の導入
推薦件数

参加者の意欲喚起
自分たちの企画を実施してみたいと考えた参加者数
(団体数)

放課後子ども教室等で
受講した青少年が指導
するプログラムの導入
度合い

青少年の指導者として
の活動の度合い
参加者数(団体数)のうち、
実施した参加者数(団体
数)(率)

導入教室の増加数(率)

事業目的
達成度

事業参加した子どもの
満足度

指導者となった青少年
の子どもとかかわった
満足度

「新しい体験ができた」「おにいさ
ん・おねえさんと話すのが楽しかっ
た」など肯定的な感想の数

子どものために自分は役
立ったと感じた青少年の
数・比率

継続的な活動の定着度

指導者となった青少年
が子どもとかかわった
満足度

指導者となった青少年
が大人とかかわった満
足度

複数年にわたって青少年が
指導者となっている教室数
(比率)

子どものために自分は役
立ったと感じた青少年の
数・比率

大人とのかかわって新しい発
見があったと感じた青少年の
数・比率

放課後子ども教室等で
青少年が指導するプロ
グラムの導入度合い

区市町村の取組の普及
度

研修プログラム&活動事
例集の発行

導入教室の増加数(率)

区市町村主催の養成研
修の実施数(率)

印刷部数、活用回数な
ど

フロー図作成上のポイント・留意事項等
１・２年次は先導的事業として養成を中心にして実施。３・４年次は養成と養成した青少年のフォロー
アップを実施。５年次からはフォローアップのみを実施。
本研修事業は先導的事業として実施するため、区市町村の定着状況により都道府県の直接実施は縮小し、
普及・定着の取組へと変化することから、普及・定着を目指すフローとなっている。
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第２節

他の事業等
特記事項なし
との関連

施策

青少年の健全育成
（３） 先導的・モデル的事業の実施
事業
２ 体験の風フェスタ

施策の柱

事業
の目的

各自治体・民間・ＮＰＯ等が、自主的に青少年の体験活動に係る情報交換・交流会等を企画・運営で
きるような体験の風フェスタを実施する。

事業
の概要

対象：県内の社会教育行政関係職員、社会教育関係団体、民間企業、ＮＰＯ等
内容：各事例のポスターセッション、プログラム体験等

次年度以降の(2)-4「青少年教育指導者・団体等の実践研究交流会」内で事例発表を想定
他の事業等
フェスタ内で(4)-2「青少年健全育成関係団体等の連携推進事業」の広報、参加促進を想定
との関連
(4)-4「青少年教育情報メールマガジンの発行」事業を広報し、登録促進を想定
1

2

3

4

5

年次計画
○

○

効果向上のための取組
事業実績

フェスタの実施

プログラム体験等の
実施

広報活動の実施

参加者・団体数

一人あたりのブース
利用数

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布数、ﾒｰ
ﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ配信数等

参加者・団体等同士の情報交換・相互交流に関する
アンケートの実施
満足度

事業の直接
的な効果

追跡調査の実施

フェスタ実施後に情報交換した個人・団体数

自主的に情報交換会、プログラム体験等を実施

実施回数

事業目的
達成度

自主的な情報交換、相互交流のための事業実施

自主的に企画・運営した事業数

フロー図作成上のポイント・留意事項等
１年次は、モデル実施。５年次は、１～４年次の成果活用の場という位置づけで実施する。
年次計画では、他の施策の柱との関連等を考慮して、１，５年次実施予定とした。
本事業は、あらかじめ事業目的達成度を設定し、それに近づくための事業実績及び事業の直接的な効果を
設定する手法を取り入れている。
評価指標を導くための手立てとして、調査計画の欄(3段目)を新設することも検討できる。
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青少年の健全育成
先導的・モデル的事業の実施

施策

施策の柱 （３）

３ チャレンジ・アシスト・プログラム

事業
事業
の目標

若者が事業の企画・立案・実施の活動を通して、自己表現の及び社会で必要なスキル獲得の機会と場
を提供する。

事業
の概要

若者のグループが企画･提案する活動を公募し、審査の上、優秀な企画･提案には、その実現に向け
て、事業費の助成や活動場所の提供。対象：県内在住・在学・在勤のおおむね18歳以上30歳までの方
が半数以上を占める３人以上のグループ内容：社会参加、課題解決、創造性に該当する事業で、優秀
な企画・提案とされた５グループ程度に対して、活動実施のための助成金を支給。

第２節

他の事業等
特記事項なし
との関連
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画

事業実績

事業の認知度

申込件数

事業の直接
的な効果

若者の事業終了後の社
会貢献等の意識変容の
度合い
次代の担い手としての
自覚を持った人数(率)

事業目的
達成度

同左
引き続き活動する意欲や新
しい企画を考えてみたいと
思った人数(率)

活動の継続の度合い(短
期的)
引き続きの活動や新しい活
動を行った人数(率)

活動の継続の度合い(長
期的)
引き続きの活動や新し
い活動を行っている人
数(率)

フロー図作成上のポイント・留意事項等
他にない事業という点で先導的であり、区市町村では実施しにくい事業という点で広域的事業であるとも
いえる。
若者に直接働きかける事業なので、「直接的な効果」と「事業目的達成度」が同一という考え方もできる。
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施策

青少年の健全育成
先導的・モデル的事業の実施

施策の柱 （３）

４ わが町探検グランプリ

事業
事業
の目標

日頃、学習の機会に参加しにくい青少年に対して、身近な場所で学習できる機会を提供し、学習の楽
しさを知ってもらう。

事業
の概要

対象：公民館等に関わる３人以上の若者のグループ
内容：区市町村別の若者チームが自分の町の良さ－動物の絵の多さ、ユニークな家等建築物、町で見
かけたいい風景など－をデジカメで撮影してきて、自慢し合うことを通じて、わが町の良さを再発見
するとともに、住み良い町のあり方について考える。

他の事業等
特記事項なし
との関連
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画

事業実績

事業の認知度

申込件数

若者の事業終了後のまちづくり等の意識変容の度合い

街は自分達が作るものと理解した人数(率)

事業の直接
的な効果

若者の事業終了後のまちづくり等の意識変容の度合い

次代の担い手としての自覚を持った人数(率)

事業目的
達成度

何らかのまちづくりの活動に携わった

何らかのまちづくりの活動に携わった人数

フロー図作成上のポイント・留意事項等
町比べという勝ち負け・優劣を競う形の事業であるが、若者自身がそれぞれの町の良さを見つめ直し、そ
のことに関わる気持ちや行動を評価するフローとなっている。
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第２節

119

計
【施策】
（戦略的な目標）
目

社会教育計画（計画体系・評価 体系）中期の例
体系）中期の例
社会教育計画（計画体系・評価
画

体

的

手

段

目

的

「高齢者教育」
「高齢者教育」

系

評

【施策の柱】
（具体的な方向性）

【事業】
（具体的な取組）

手

【事業】実施による
「事業実績」の＜評価指標＞

第Ⅲ章

第３節 高齢者教育
高齢者教育
第３節

【事業】実施による
「事業の直接的な効果」・「事業目的達成度」の＜評価指標＞

価

体

系
【施策の柱】の[達成目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

段

設 定 ・ 検 証

高齢者教育

高齢者教育

[戦略的な目標]
①高齢者が喜びや達成感を感じられる学習機会の体制を整備する。
②高齢者教育に関する団体・人材への支援を推進する。
③高齢者や団塊の世代の方々の持っている経験や知識や生活文化の継承を図る。
④高齢者教育について、県民への理解と浸透を図る。

設 定 ・ 検
１ 高齢者教育プログラム開発事業

○活用した市町村割合（活用市町村数／市町村数）
○従来のものに対して今回のプログラムを評価した担当者の割合
○何らかの形でプログラム改善された数

○研修参加者数
○研修参加市町数

○研修内容の満足度
○研修成果の利用率
○施策の再構築に取り組んだ市町村数

○報告書発行数
○報告書を活用した研修会数
○報告書のＷｅｂ公開の有無とアクセス
件数

○調査内容を理解した市町村担当者の割合と満足度
○課題を解決する方法を得られた市町村数
○調査研究の成果を生かして高齢者の社会参画に係る事業を新規に行った
市町村数・割合

○研修会等における活用数
○実施事業における反映（参考とした例
の
有無）

○成果(物)が役に立つと考えた市町村数
○成果(物)が役に立つと考えた市町村の率

目 市町村への普及・定着を図るため、高齢者教育に係るプログ
標 ラムを開発する。

２ 社会教育関係職員等研修事業

証証

○県が開発した新しいプログラム数

目 高齢者教育、あるいは高齢者の社会参加の意義について、市
町村の担当者等の理解を深めるため、研修会を実施する。
標
標

３ 高齢者の積極的社会参加のための調査研究事業
目 高齢者の抱えている課題、社会参加・参画への意識及びニー
ズ等を把握し、高齢者教育の施策に生かすため、調査を実施
標
する。

４ 先進的・モデル的事業等県の取組の成果普及事業
目 県において取り組む先駆的・モデル的事業等の成果を市町村
に普及し、新たな取組を喚起する。
標
標

設 定 ・ 検

(2) 高齢者教育に関する団体・人材への支援
[達成目標]
高齢者教育支援者や、各種活動のリーダー
的立場にある高齢者に対して、必要な研修を
実施するとともに、団体や高齢者間の交流を
通して、高齢者の社会参画や高齢者教育につ
いての意識の高まりを図る。

１ 高齢者教育支援者研修事業
目 高齢者教育に関する基礎的な知識、支援者としての知識・技
術を習得するため、必要な研修を実施する。
標

２ 高齢者社会参画リーダー養成講座
目 教育サポーター等、各活動で中心的に活動している高齢者に
対し、資質・能力の一層の向上を図るため、研修を実施す
標

証

○参加率（参加者数／指導者数）
○年間実施回数
○参加者修了率
○疑問・質問の解決率

○伝達講習会の実施率（実施回数／全市町村・団体等数）
○支援者養成講座の実施率（実施回数／全市町村・団体等数）
○各地域・団体等の高齢者教育事業の増加数

○研修の実施回数
○研修への参加者数
○参加者の満足度

○参加者の理解度、満足度
○高齢者社会参画リーダーの養成率
○高齢者社会参画リーダーの活動実績数

○参加者数
○事例提供数
○参加者の満足度

○参加団体の情報交換数
○参加者が参考となったと考えた事例数
○新たな連携・協力の件数

る。

３ 高齢者社会参画団体実践交流会
目 ＮＰＯや老人クラブ等、高齢者の団体の情報交換のため、実
践交流会を実施する。
標

設 定 ・ 検

(3) 先進的・モデル的事業の実施
[達成目標]
さまざまな交流活動を通して、高齢者や団
塊の世代が持っている豊富な知識や経験及び
生活文化について、次世代への伝承を図ると
ともに、世代間の理解と親交を深める。

１

「おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう・作ろう」フェスタ

○フェスタ実施後に情報交換した個人・団体数
○フェスタ後に実施された団体や学校等による交流活動等数
○フェスタ後に自主的に企画・運営した事業数

○応募数
○参加者の満足度

○高齢者の知恵や知識が子どもたちにとって大切と考えた保護者数
○又機会があったらやりたいと考えた高齢者の数
○楽しかった、また授業を受けたいと考えた子どもの数
○「出前事業」を実施したいと考えた市町（学校）の数

○作品応募者数
○フォーラム参加者数

○作品の活用数（他の資料等への掲載、学校での紹介・掲示等）
○フォーラム参加者の満足度

○参加者数
○参加者の満足度

○参加後の高齢者の技能活用度
○習得した技能を他の方へ伝達した高齢者数

目 高齢者と幼児・小学生の相互理解と交流を深めるため、交流
イベントを実施する。
標

２ 「団塊の世代」学校出前授業
目 団塊の世代の方々が持っている豊富な知識や経験を子どもた
ちに伝達するため、学校と連携しながら出前授業を実施す
標
る。

３ ３世代交流フォーラム

証

○参加者・参加団体数
○参加者の満足度

目 世代間交流を図るため、３世代同居家庭対象のポスター等の
コンクールを行い、表彰式を兼ねたフォーラムを開催する。
標

４ かんたんインターネット研修

地域における高齢者の積極的社会参加への施策支援
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①地域の高齢者教育支援体制ができたか。
①地域の高齢者教育支援体制ができたか。
②市町村の高齢者教育支援施策・事業が充実したか。
②市町村の高齢者教育支援施策・事業が充実したか。
③市町村の高齢者の社会参画の機会が充実したか。
③市町村の高齢者の社会参画の機会が充実したか。
【評価指標】
①高齢者教育プログラムを活用した市町村割合、市町村ご
【評価指標】
と
①高齢者教育プログラムを活用した市町村割合、市町村ごと
の高齢者教育に係る情報提供件数、高齢者教育に係る学
の高齢者教育に係る情報提供件数、高齢者教育に係る学習
習機会についての認知度
機会についての認知度
②市町村ごとの高齢者教育に係る学習機会回数、開発プログ
②市町村ごとの高齢者教育に係る学習機会回数、開発プロ
ラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町村数、新規
グ事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の再構築に
ラムの活用事業数、開発プログラムの活用市町村数、新
取り組んだ市町村数（率）
規
③市町村ごとの高齢者の社会参画に係る事業実施数、同参加
事業に発展した数、成果を活用して施策・事業の再構築
者数、同認知度、同情報提供回数
に
取り組んだ市町村数（率）
③市町村ごとの高齢者の社会参画に係る事業実施数、同参
加
者数、同認知度、同情報提供回数
高齢者育に関する団体・人材への支援
＜評価の視点＞
①高齢者教育に関わる指導者・人材の活動が充実したか。
②高齢者団体や高齢者間の交流や情報交換に係る活動が活
性 性化したか
。
化したか。
【評価指標】
【評価指標】
①高齢者教育に係る内容・課題等を理解した指導的立場に
①高齢者教育に係る内容・課題等を理解した指導的立場に
ある方の数
あ
②高齢者の交流活動、又はさまざまな諸活動の中で高齢者
る方の数
交流を取り上げていこうと考えた市町村担当者の数
②高齢者の交流活動、又はさまざまな諸活動の中で高齢者
交
流を取り上げていこうと考えた市町村担当者の数

先導的・モデル的事業の実施
＜評価の視点＞
①高齢者教育に係る先導的・モデル的プログラム、手法で
あったか。
②さまざまな立場の高齢者を対象に学習機会を提供するこ
とができたか。
③高齢者の社会参画の意義をより多くの方に啓発すること
ができたか。
＜評価指標＞
①先導的・モデル的な事業への参加者の満足度・理解度
②参加者数、高齢者教育の意味や重要性を初めて知った
参加者の数、
③高齢者の社会参画の意義を理解した参加者数
④身近な高齢者に対する意識が変容した参加者数、参加
者の高齢者と触れあう時間の増減、参加後に高齢者と
のかかわり合いが増えた人数

目 高齢者によるネット相談やメールマガジン受信等に対応する
ため、パソコン・ネット研修を実施する。
標
標

設 定 ・ 検

(4) 広域的事業の実施
[達成目標]
広域的な高齢者教育支援の取組として、県
民等の高齢者への理解と尊敬の意識を涵養す
るとともに、高齢者の積極的な社会参画や高
齢者教育に関わる情報提供やネット相談の利
用の促進することを通じて、市町村における
施策、事業の実施に寄与する。

１ ”亀の甲より年の功”ネット相談事業
目 高齢者のもつ子育てや家庭生活等に関する知恵や工夫を次世
代に伝えるため、高齢者による相談ウエブサイトを設置す
標

証

○相談件数
○相談件数の前年比
○相談者の地域分布

○新規相談数の前年比
○事例集の配布冊数

○応募者（含：推薦）数
○登録者数

○登録ジャンル数と各ジャンル登録者数
○依頼数
○年度内に複数回依頼を行った地域・学校等数

○メールマガジン発行回数
○受信者登録数
○メールマガジンの認知度・周知度

○メールマガジン受信者のコメント等の返信数
○登録者のうち、情報を活用して講座等参加、育児サークル等
参加、施設利用などをした人数
○同 情報を活用してはじめて講座等参加、育児サークル等参加、
施設利用などをした人数

る。

２ 教育サポータ人材バンク設置事業
目 高齢者による学校等への支援の活性化のため、必要な研修を
標 終えた方々を、「教育サポーター人材バンク」として登録す
る。

３ 高齢者教育メールマガジンの発行
目 高齢者の社会参画や高齢者教育に関する情報の共有を図るた
め、適切な情報をインターネットで配信する。
標
標
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広域的事業の実施
＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①広域的に利活用が図られているか。
①広域的に利活用が図られているか。
②県全体で高齢者教育の振興が図られているか
②県全体で高齢者教育の振興が図られているか
③市町村の高齢者教育施策・事業が充実したか。（再掲）
③市町村の高齢者教育施策・事業が充実したか。（再掲）
④市町村の協力を得た展開がされているか。
④市町村の協力を得た展開がされているか。
＜評価指標＞
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
＜評価指標＞
等
①メールマガジン登録者数（率）、登録者地域分布、情報
を利活用した人数
等を利活用した人数
②高齢者とのふれあう機会・時間の増加率
②高齢者とのふれあう機会・時間の増加率
③より多くの年代の方とふれあう機会が増えたと実感する
③より多くの年代の方とふれあう機会が増えたと実感する
高齢者数
高齢者数
④人材バンクの登録者への依頼数の増加率
④人材バンクの登録者への依頼数の増加率
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用市
町 町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・
村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施策・事
事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
業
⑥市町村において資料を活用した取組数、メールマガジン
の再構築に取り組んだ市町村数（率）（再掲）
への情報提供市町村数
⑥市町村において資料を活用した取組数、メールマガジン
⑦県及び市町村のネット相談及び事例集へのアクセス・問
へ 合せ数
の情報提供市町村数
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＜評価の視点＞
＜評価の視点＞
①高齢者が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
①高齢者が身近な場所で学習できる環境が拡充したか。
②高齢者教育・高齢者の社会参画を支援する団体・人材
②高齢者教育・高齢者の社会参画を支援する団体・人材
の の活動等が充実したか。
活動等が充実したか。
③地域で高齢者教育・高齢者の社会参画を支援する市町
③地域で高齢者教育・高齢者の社会参画を支援する市町
村の施策が充実したか。
村
④より多くの方に、高齢者教育・高齢者の社会参画に関
の施策が充実したか。
する情報や資料を積極的かつ的確に提供できたか。
④より多くの方に、高齢者教育・高齢者の社会参画に関
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
す 関係機関に普及できたか。
る情報や資料を積極的かつ的確に提供できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が、地域での高齢者教
⑤調査研究や先駆的・モデル的な事業の成果を市町村等
育・高齢者の社会参画の重要性に対する意識を持てた
関 か。
係機関に普及できたか。
⑥県民やさまざまな団体・機関等が、地域での高齢者教
＜評価指標＞
育
①高齢者を含めた多様な年代の方が参加する地域行事や
・高齢者の社会参画の重要性に対する意識を持てたか。
地域活動への参加状況
②地域で高齢者教育・高齢者の社会参画に取り組む団体
＜評価指標＞
等の事業数、団体等の事業に参加した人数、県及び市
①高齢者を含めた多様な年代の方が参加する地域行事や
町村の高齢者教育事例集の活用件数
地
③社会教育施策の重点施策として高齢者教育又は高齢者
域活動への参加状況
の社会参画を位置付けている市町村数
②地域で高齢者教育・高齢者の社会参画に取り組む団体
④資料や情報提供の満足度・活用度、高齢者教育・高齢
等
者の社会参画に関して適切な判断や対応ができるよう
の事業数、団体等の事業に参加した人数、県及び市町
になった人数
村
⑤開発プログラムの活用事業数、開発プログラムの活用
の高齢者教育事例集の活用件数
市町村数、新規事業に発展した数、成果を活用して施
③社会教育施策の重点施策として高齢者教育又は高齢者
策・事業の再構築に取り組んだ市町村数（率）
の
⑥高齢者教育・高齢者の社会参画の重要性を理解した県
社会参画を位置付けている市町村数
民や団体の数
④資料や情報提供の満足度・活用度、高齢者教育・高齢
者
の社会参画に関して適切な判断や対応ができるように

＜関連部局における家庭教育支援関連の取組＞
保健福祉部局
○老人クラブの設置数、会員数の増加
医療・衛生部局
○高齢者医療のの充実
○高齢者医療の充実

第３節

(1) 地域における高齢者の積極的社会参加への施策支援
[達成目標]
高齢者が、自分自身の趣味を楽しんだり教養
を高めることができ、活動に対する喜びや達成
感を感じられるようなプログラム開発、研修体
制づくり、調査研究等のための支援を行う。

【施策】の[戦略的な目標]の
＜評価の視点＞と＜評価指標＞

施策

高齢者教育

施策の柱 （１）
事業

事業
の目標
事業
の概要

地域における高齢者の積極的社会参加への施策支援

１ 高齢者教育プログラムの開発事業

市町村への普及・定着を図るため、高齢者教育に係るプログラムを開発する。
対象
内容

県内の市町村教育委員会
①学習プログラムの開発
②高齢者教育プログラム集の作成

他の事業等 (2)-1「高齢者教育指導者研修事業」をスキルアップ研修として位置付ける。
との関連 (4)-3「高齢者教育メールマガジンの発行」事業内で広く周知を図る。
1

2

3

調査・開発

試行・検証

4

5

年次計画
効果向上のための取組
事業実績

市町村担当者への開発
プログラムの利用方法
の説明

市町村へのプログラム
集の配布
開発したプログラム数

事業の直接
的な効果

市町村での活用

市町村担当者の評価

活用した市町村割合
（活用市町村数／市町
村数）

従来のものに対して今回の
プログラムを評価した担当
者の割合

資料を参考にした市町
村での従来プログラム
の改善
何らかの形でプログラ
ムの改善された数

事業目的
達成度

プログラムを活用した
新規事業の実施

活用されたプログラム
数

高齢者教育について事
業参加者が理解

他の機関と連携して事
業を実施

高齢者教育に対して理
解した参加者の数

他の機関と連携して
行った事業の割合

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
市町村におけるプログラムの改善を目指した取組なので、目的の達成度は「開発プログラムの新規事業へ
の活用」ということで、「活用されたプログラム数」を指標とすることができる。一方で効果の上がるプロ
グラムを開発することがこの事業の目的でもあるので、学習者の高齢者教育への理解度が上がるなどの変容
も指標になりえる。
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第Ⅲ章

施策 高齢者教育
施策の柱 （１） 地域における高齢者の積極的社会参加への施策支援
事業

３ 高齢者の積極的社会参加のための調査研究事業

事業
の目標

高齢者の抱えている課題、社会参加・参画への意識及びニーズ等を把握し、高齢者教育の施策に生かす
ため、調査を実施する。

事業
の概要

学識経験者等による調査研究委員会を設置し、調査研究を行う。調査研究委員会は年６回程度開催し、
調査研究の成果を報告書等にまとめる。報告書等は市町村に配布するとともに、研修会等で使用する。

(1)-1「高齢者教育プログラム開発事業」の実践との融合を目指す。
他の事業等
(3)-2「団塊の世代学校出前事業」及び(4)-1「”亀も甲より年の功”ネット相談事業」等、高齢者の社
との関連
会参画の成果を報告書内に反映し、県内に広く普及する。
1

2

3

4

5

○

○

○

年次計画

報告書（調査研究の
成果）の作成
報告書の作成の有無

報告書の配布
報告書発行数

事業の直接
的な効果

報告書の研修会等
での活用

調査研究の結果・成
果のＷｅｂ上での公開

報告書を活用した研
修会数

報告書のＷｅｂ公開の
有無とアクセス件数

調査内容に対する理
解と満足度の高まり
調査内容を理解した
市町村担当者の割合
と満足度

課題解決方法の
理解、習得
課題を解決する方法
を得られた市町村数

事業目的
達成度

研究成果の市町村
事業での活用
研究成果を生かして
高齢者の活動を位置
付けた事業を行った
市町村数

研究成果の市町村施
策再構築での活用
調査研究の成果を生か
して、高齢者の社会参画
に係る事業を新規に行っ
た市町村数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
本事業では，全市町村での高齢者教育の推進を図るために，高齢者教育支援のための調査研究の成果を県
がまとめ，市町村に提供し，市町村での活用を推進していく。事業目的達成度については、調査研究の成
果の活用にポイントをおいたが、特に高齢者の積極的な社会参画に係る事業の実施にどれほど貢献できた
かという点に視点をあてた。
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事業実績

施策

高齢者教育

施策の柱
事業

（２）高齢者教育に関する団体・人材への支援
１ 高齢者教育支援者研修事業

事業
の目標

高齢者教育に関する基礎的な知識、支援者としての知識・技術を習得するため、必要な研修を実施す
る。

事業
の概要

対象：県内市町村の高齢者教育支援者（市町村職員・高齢者団体等の役員）
内容：高齢者教育に関する基礎知識、支援者として必要な基礎知識の習得

他の事業等 (1)-2「社会教育関係職員等研修事業」のスキルアップ研修として位置付けることを想定
との関連 (2)-3「高齢者社会参画団体実践交流会」を、実践研修の機会と位置付けることを想定
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画

事業実績

事業の直接
的な効果

支援者養成講座への参
加

支援者養成講座の実施

参加率（参加者数／支
援者数）

年間実施回数

年間参加状況

事後アンケートの実施

参加者修了率

疑問・質問の解決率

県内、各市町村・団体等での伝達講習会の実施

実施率（実施回数／全市町村・団体等数）

県内、各市町村・団体連絡会が、単位組織を対象に
支援者養成講座を実施
実施率
（実施回数／全市町村・団体等数）

事業目的
達成度

県内、各地域・団体において高齢者教育事業を実施

各地域・団体等の高齢者教育事業の増加数
各地域・団体等からの質問・相談等の数の減少状況

フロー図作成上のポイント・留意事項等
事業(1)-2「社会教育関係職員等研修事業」が、社会教育関係全般の研修実施の上に高齢者教育に視点を
当てているのに対して、本事業は高齢者教育に特化した専門的研修である。よって、支援者の習得した知
識・技能が、各地域・団体等の指導的立場の方に確実に浸透していき、結果的に高齢者教育の重要性に対
する認識の広がりにつながったり、高齢者教育関係事業増えていくことを想定している。
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施策

高齢者教育

施策の柱 （２）高齢者教育に関する団体・人材への支援
事業

３

高齢者社会参画団体実践交流会

事業
の目標

ＮＰＯや老人クラブ等、高齢者の団体の情報交換のため、実践交流会を実施する。

事業
の概要

ＮＰＯや老人クラブ等の高齢者の団体が集い、自分たちの活動実践を持ち寄り情報交換を行うことで、
高齢者教育に係る団体の活動の質の高まりや、参加者の活動に対する意欲付けを図り、県下の高齢者活
動の活性化に寄与する。

(1)-3「高齢者の積極的社会参加のための調査研究事業」での事例等と照らし合わせ、県下の活動実態
他の事業等
の全体像の把握に努める。
との関連
(1)-4「先進的・モデル的事業等県の取組の成果普及事業」の成果を提供する。
1

2

3

4

5

○

○

効果向上のための取組
事業実績

事業の直接
的な効果

実践交流会への参加

実践交流会の実施

実践事例の収集
統一書式での事例
集の作成

参加者数

実践発表者数
事例提供数

事例数

参加者の交流
状況に関する
アンケート

実践発表者・
事例への質
問・意見

交流会での他
者への情報提
供・助言

満足度

質問数・意見
数

情報提供数・
助言数

事業充実のため、関係
者・関係団体間での
個々の情報交換

自らの活動の充実に生
かせる事例の取捨選択
参考となった事例数

情報交換数

取り入れることができる事例
数

新たなネットワーク・連携先の構築
新たな連携・協力の件数

事業目的
達成度

新たな視点を加えての
モデルチェンジ事業の
実施、新規事業の実施

他の組織・団体との共
催・共同事業の実施

ネットワーク・連携を機会
として目標を同じとする新
たな組織・団体の設立

各市町村・団体が他団体の実
践状況を参考に、事業内容を
工夫・充実した数

共催・共同事業の実施
数

新組織・新団体の設立
数

フロー図作成上のポイント・留意事項等
(1)-4「先進的・モデル事業等県の取組の成果普及事業」の成果を活用し、両事業の相乗効果を図る。
(1)-4「先進的・モデル事業等県の取組の成果普及事業」とのすみわけを明確にする。
「事業の直接的な効果」においては、主催者と参加者両者の視点をわけて表記する。
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年次計画

施策

高齢者教育

施策の柱 （３）
事業

先進的・モデル的事業の実施
１ 「おじいちゃん・おばあちゃんと遊ぼう・作ろう」フェスタ

事業
の目的

高齢者と幼児・小学生の相互理解と交流を深めるため、交流イベントを実施する。

事業
の概要

対象：県内の社会教育行政関係職員、社会教育関係団体、民間企業、ＮＰＯ等
内容：各事例のポスターセッション、プログラム体験等

次年度以降の(2)-3「高齢者社会参画団体実践研究交流会」内で事例発表を想定
他の事業等
(3)-2「『団塊の世代』学校出前授業」でのつながりをもとにした参加や、(3)-3「３世代交流フォー
との関連
ラム」への発展を想定
1

2

3

4

5

年次計画
○

○

効果向上のための取組
事業実績

フェスタの実施（全体レクリェーション、ブー
スでの交流）

広報活動の実施

参加者・団体数

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配布数、ﾒｰ
ﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ配信数等

高齢者及び子ども・保護者等、参加者・団体等
同士の情報交換・相互交流に関するアンケート
の実施
満足度

事業の直接
的な効果

追跡調査の実施
フェスタ実施後に情報交換した個人・団体数

団体や学校等による交流活動等を実施

実施回数

事業目的
達成度

自主的な情報交換、交流活動のための事業実施

自主的に企画・運営した事業数

フロー図作成上のポイント・留意事項等
１年次は、モデル実施。５年次は、１～４年次の成果活用の場という位置づけで実施する。
はじめに事業目的達成度を設定し、それに近づくための事業実績及び事業の直接的な効果を設定した。
検討事項：評価指標を導くための手立て、調査計画(3段目)を追記する必要性を感じた。
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施策

高齢者教育

施策の柱 （３） 先進的・モデル的事業の実施
事業

２

「団塊の世代」学校出前授業

事業
の目標

団塊の世代の方々が持っている豊富な知恵や経験を子どもたちに伝達するため、学校と連携しながら出
前授業を実施する。

事業
の概要

対象：地域の高齢者や団塊の世代の方々、及び教育サポーター人材バンクの登録者
内容：高齢者の経験を生かした技能や知恵を、学校の授業を通して子どもたちに披露・伝達する。

他の事業等 (4)-2「教育サポーター人材バンク設置事業」から講師を選定するとともに、新たな人材を登録する。
との関連 (4)-3「高齢者教育メールマガジンの発行」の中で、順次、講師の募集や事業報告を行う。
1

2

3

4

○

○

○

○

5

年次計画

事業実績

学校等への周知・募
集

広報・啓発

問い合わせ数、応
募数

広報回数（チラシ、
メールマガジン）

学校からの応募に
対する高齢者指導
者の募集、依頼

「出前授業」の保護
者への周知・案内

応募件数、応諾者
の数

保護者の事前アン
ケート

「出前授業」の実施

アンケート（講師、保
護者、子ども、教師）

事業の直接
的な効果

事業目的
達成度

保護者の理解の深
まりの増加

高齢者の充実感・効
力感

子どもの高齢者への
好意的な見方

市町（学校を含む）で
の取組への広がり

高齢者の知恵や知
識が子どもたちに
とって大切であると
考えた保護者の数

「出前授業」を行っ
て、又機会があった
らやりたいと考えた
高齢者の数

「出前授業」を受け
て、楽しかった、また
授業を受けたいと考
えた子どもの数

「出前事業」を実施し
たいと考えた市町
（学校）の数

高齢者の持っている
知恵や知識の意義の
再認識

広報・啓発

高齢者を学校等での
講師等で活用する機
会の増加

広報回数（チラシ、
メールマガジン）

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
高齢者による「出前授業」の実施の増加を図りながら、高齢者の持っている知恵や知識を学ぶことの異議
と意味について再認識していく雰囲気が、各地域に広がっていくことを目指している。そこで、実施して
の効果が広報・啓発活動により浸透していくように構成した。
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○
効果向上のための取組

施策

高齢者教育

施策の柱 （４）
事業

広域的事業の実施

１ ”亀の甲より年の功”ネット相談事業

事業
の目標

高齢者の持つ子育てや家庭生活等に関する知恵や工夫を次世代に伝えるため、高齢者による相談ウエブ
サイトを設置する。

事業
の概要

①高齢者による子育てや家庭生活についてのネット相談サイトについて、子どもを通じて家庭に知らせ
るとともに、メディアを活用し周知する。
②体制
・内容による回答者チームを作る。
・回答者から送付された回答を、臨番制の添削リーダが仕上げ、ＷＥＢ上に掲載する。

(2)-2「高齢者社会参画リーダー養成講座」、(3)-2「『団塊の世代』学校出前授業」、(4)-2「教育サ
他の事業等
ポーター人材バンク設置事業」等を通して人材を集め、回答者チームを形成する。
との関連
(3)-4「かんたんインターネット研修」により、ワープロ技能の習熟を図る。
1

2

3

4

○

○

○

○

5

年次計画
○
効果向上のための取組

事業実績

事業の直接
的な効果

子育て中の親や若
年者が相談

広報活動の実施

相談件数

実施回数・パンフレッ
ト配布数等

保護者等の認知度・
周知度向上

県民の認知度・周知
度の向上

相談件数の前年比

相談者の地域分布

新規相談件数の増
減
新規相談数の前年
比

事例集の作成

配布冊数

事業目的
達成度

県民の認知度・周知
度の上昇

相談者の満足度の
上昇

相談者の地域分布

再相談者数、問題が
解決したという感想
をもった相談者の数

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
本事業では、あまり深刻な相談を想定しておらず、気軽な相談の場ということで周知を図っていく。よっ
て、このような場がネット上に存在していることが周知され、認知されることが事業目的達成度とした。
指標としては、県内で相談者がどのように分布しているかを調べることで、県内での周知度を明らかにす
る。
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施策

高齢者教育

施策の柱 （４）
事業

２

広域的事業の実施
教育サポーター人材バンク設置事業

事業
の目標

高齢者による学校等への支援の活性化のため、必要な研修を終えた方々を、「教育サポーター人材バン
ク」として登録する。

事業
の概要

各分野の経験豊富な高齢者を人材バンクとして登録し、要請に応じて地域や学校等に派遣する。
・登録者：自薦・他薦の方、「高齢者社会参画リーダー養成講座」受講者、高齢者団体からの推薦者、
学校等で活動中の方、等

(1)-3「高齢者の積極的社会参加のための調査研究事業」を通して、地域や学校等のニーズ調査を行
他の事業等 い、登録ジャンル等に反映する。
との関連 (2)-2「高齢者社会参画リーダー養成講座」により、必要に応じて登録者又は登録候補者に積極的なに
参加を促す。
1

2

3

4

5

○

○

○

○

○

年次計画

事業実績

事業の直接
的な効果

事業目的
達成度

候補者の応募依
頼、推薦依頼

高齢者教育メールマ
ガジンによる周知

応募者数
推薦者数

広報回数

人材バンク開設

地域・学校等で活動中の
高齢者等の情報提供を
県内市町村に依頼

登録者数

依頼に応えた市町村
数

登録者のジャンル別
登録

登録者への依頼

活動の継続性

ジャンル数とそれぞ
れの登録者数

依頼数
問い合わせ数

年度内に複数回依頼
があった地域・学校等
数

高齢者の充実感

高齢者の活動力の再認識

依頼されて活動した高齢
者の満足度

高齢者の活動を受けた
地域・学校等の満足度

登録希望者の増加

月別新規登録者数

広域的な高齢者人
材提供システムとし
て機能
利用率（情報を見た
人／登録者数）

この事業のフロー図作成上のポイント・留意事項等
この事業の最終的な達成目標は、このシステムを活用しての高齢者の社会参画の場面が増加していくこ
と、及び市町村別等の登録欄が充実するなどにより、手軽で身近な高齢者との接点として機能していくこ
とである。単一の市町村では人材バンクとしては機能しにくい面があると考え、県単位の情報提供システ
ムとして位置づけた。
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※

章・節は、各用語と関連の深い箇所を示している。
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