
直通電話 72-3194 事業コード 303070104 10 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ４７ 終了年度 未定

Ｈ１６

施策コード

3030701

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

7,898 8,099 8,476 8,669 8,476

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

9,216 9,456 #REF!

#REF! #REF! #REF!

0.16人 0.16人 0.16人

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 6,200 6,400 6,645 6,946

実績値 6,075 6,230 6,520

達成率 98.0% 97.3% 98.1%

目標値 29 29 29 30

実績値 29 29 30

達成率 100.0% 100.0% 103.4%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

棚橋　文男
平成17年9月2日

平成１6年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１6主な特定財源の内訳

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

課内№保健福祉部福祉生活
課

担当部課
村谷　栄治 鎌田　英暢

１）
　事  　　業　　  名

敬老会交付金支給事業
最近の事業内容見直し年度

２）
総合開発計画での
事業体系

１）事業の目的
→何のために

地域高齢者（７０歳以上）の長寿のお祝いと永く社会貢献されてきた労をねぎらい、地域全体で敬老意識の高揚を
図るために開催される敬老会を活性化するために。

２）目指す成果
→何をどんな状態に
する（何がどんな状
態になる）ように

２　事業の内容

町内会等が開催する敬老会に出席する高齢者同士や次世代との交流を通して、地域全体で長寿のお祝いと敬
老意識の高揚が図られるように。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１6事業費の主な内訳
３　事業に投入した行政資源

４　事業活動の結果

なし

敬老会交付金　１３００円/人×６，５２０人

２）その他の間接経費　（千円）

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
高齢者福祉の充実／その他

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか 町内会等が、毎年９月の「敬老の日」を境とした敬老週間（老人週間）の時期に開催する敬老会の経費の一部とし

て７０歳以上の高齢者１名につき１，３００円を主催者である町内会等に対して交付する。
（平成１６年度開催状況：町内会２７箇所・福祉施設３箇所、対象者：６，５２０名）

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

高齢者福祉施策の１０項目の見直しの一環として審議・検討を頂いた「市社会福祉審議会」からの答申書に基づ
き、補助対象年齢を平成１７年度以降１歳刻みで引き上げ、５年後に７５歳以上とする見直しを決定した。

敬老会の活動は理解できるが、その活動に対して市が補助を行うことには疑問を感じる。高齢者福祉という点から
すれば、本事業を廃止し、高齢者に対する医療費の補助等を充実させたほうが現実的と考える。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

平均寿命の伸長や高齢化率の上昇などにより対象者が年々増加している中、開催会場の確保に苦慮している状
況にあり、主催者である町内会より対象年齢の引上げの提言を出されている。他の類似事業として同じ敬老週間
に実施する「長寿祝金支給事業」がある。また、敬老会開催にあたり、市から一人５００円相当の「敬老記念品」を
支給していた（平成１５年度より廃止）。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 実施主体は町内会や高齢者福祉施設等

目標値は、前年度実績数とした。

各指標の説明・算定方法

総事業費（１～３の合計；千円）

総事業費中の一般財源（千円）

項　　　　　目

事業活動の結果を示す指標

１）直　接　事　業　費　（千円）

事務に従事した正職員のべ人数

市民一人当たり一般財源使用額（円）

３）従事正職員の人件費　（千円）

目標値は、当初予算時の人数とした。

開催町内会等数（箇
所）

交付金支給者総数
（人）



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 6,200 6,400 6,645 6,946

実績値 6,075 6,230 6,520 目標レベル

達成率 98.0% 97.3% 98.1% ★

最終目標 年度に

目標値 81 81 80 74

実績値 76 77 76 目標レベル

達成率 93.8% 95.1% 95.0% ★

最終目標 年度に

目標値 6,915 8,124 8,152 8,300

実績値 4,818 5,769 6,016 目標レベル

達成率 69.7% 71.0% 73.8% －

最終目標 年度に

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】

【課長評価】 （前年度）

現状維持 一部見直し 大幅見直し

拡大方向

現状維持 　

縮小方向 　 ＊●

統　　　合

休・廃止

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

敬老意識の高揚は今後も必要ではあり、実施状況も大きな変化は見られないが、高齢社会の進展に伴い高齢者
に対するイメージが大きく変化している状況の中、敬老に対する個々の意識も変化している。Ｈ１７年度から本事
業の対象年齢を段階的に５歳まで引き上げることになっているが、本質的には変わらない事業自体のあり方につ
いては、今後、引き続きの検証が必要となっている。また、市社会福祉審議会からの答申でも同様の意見が出さ
れている。

７　平成１6年度事業の総合評価

【評点の意味】
A：極めて良好
Ｂ：良好
Ｃ：可も不可もない
Ｄ：問題がある
Ｅ：大きな問題がある

対象年齢の引き上げは、今後も１歳刻みで続けるが、本事業のあり
方については、引き続き実施主体の町内会等との協議が必要となっ
ている。

上に
つい
ての
説明

H１７年度に続き、さらに１歳補助対象年齢を引き
上げる。（７２歳以上）

課長評価を了承する。

●；最終評価

平成１７年度から対象年齢を１歳ずつ引き上げ、平成２１年度からは
７５歳以上を対象とすることとしているが、高齢者社会を迎え、本事
業のあり方については、引き続き検討が必要と考える。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

敬老会開催総経費に
対する交付金額（千
円）

実績報告
より

目標値は、年度中町内会総数とした。実績
値は、開催町内会数（花川北・石狩本町・石
狩柏水・石狩ﾔｳｽﾊﾞ・花畔・生振は連合町内
会単位での開催）。

実績報告
より

目標値は、開催に係る総経費とした。
（単位：千円「花川北・花畔地区及び参加者２
５０名以上の花川南地区に限定」）

実績報告
より

敬老会出席者数（人）

敬老会開催町内会数
（箇所）

２）有効性・必要性　

６　事業の観点別評価
１）事業活動の状況

【評価ポイント】
活動結果や活動効率、事
業改善等の効果はどう
だったか

■概ね良好 □一部問題あり□極めて良好 □大きな問題あり

□ともに疑問あり

開催状況及び出席状況から事業活動の状況は概ね良好。

【評価ポイント】
その事業は事業目的の達
成に効果があるか、また、
市民（対象者）に必要とさ
れているか

３）市関与の妥当性　

【評価ポイント】
その事業に市が関与する
必要があるか、市がどこ
まで関与するのが適当か

□極めて妥当

対象年齢の段階的引き上げにより一定の改善はなされているが、社会福祉審議会の審議においても「抜本的な
制度見直し」に向け引き続き検討が必要との意見が多数であったことなど本事業の必要性についての疑問が根強
くある。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

４）事業内容の妥当性

【評価ポイント】
目指す成果を挙げるため
には今の事業内容が適当
か、受益と負担の関係に
不公平はないか

８　今後の方向性・課題

本事業は、敬老会を開催する地域町内会などの自主的な運営を支援するものであるが、交付金の総事業費に占
める割合も高くなってきているなどその関与性に疑問あり。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｄ Ｄ
地域で敬老を祝うという意味では敬老会自体は重要で
はあるが、出席する高齢者の個々の意識も変化している
中、その促進という観点で今後も引き続き助成していく
本事業のあり方については、今後の高齢者福祉施策と
しての疑義が残っていることから、引き続きの検討が必
要。

□極めて妥当 □一定の妥当性あり

□有効性に疑問あり

■妥当性に疑問あり

□有効かつ必要 ■必要性に疑問あり

目標値は、年度中の７０歳以上高齢者総数と
した（H１７は当初予算数値）。

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 敬老会交付金支給事業

事業の成果を示す指標



事業名：

全体 補助対象 全体 全体 補助対象 全体 補助対象
12,046 7,898 12,230 11,833 8,476 12,036 8,669

12,046 7,898 12,230 11,833 8,476 12,036 8,669

7,898 65.6% 8,099 8,476 71.6% 8,669 72.0%

4,148 4,131 3,357 3,367

12,046 OK 12,230 11,833 OK 12,036 OK

補助・負担
対象経費
の内容

補助・負担
金額の算
定方法

４　特記事項

敬老会交付金支給事業

66.2%

(付表）
　　補助・負担金等事業内容整理表

担当部課： 保健福祉部福祉生活課

3029 30開催町内会等数 29

３　補助・負担相手方の活動状況
活動結果を示す指標名 Ｈ１4実績 Ｈ１5実績 Ｈ１6実績 Ｈ１7目標

↑市の補
助負担金
への依存
度

↑市の補
助負担金
への依存
度

↑市の補
助負担金
への依存
度

OK

２　補助・負担相手方の財政状況等 （単位：千円）

歳入合計

歳入決算
（予算）状

況

町内会等負担額

歳出合計

↑市の補
助負担金
への依存
度

歳出決算
（予算）状

況

Ｈ１6決算

敬老会交付金支給事業

8,099

Ｈ１5決算
補助対象

8,099

平成１6年度
活動（事業）実績

開催町内会数３０箇所　対象者６，５２０人

Ｈ１4決算 Ｈ１7予算

敬老会開催経費

対象高齢者一人当たり１，３００円交付

敬老会開催経費

活動（事業）目的

敬老会交付金支給事業

敬老会を主催する各町内会や施設等（H１６年度実施地区　３０箇所）

地域に住む高齢者を対象とした敬老会を実施

補助・負担金名称

支出相手方（名称、
代表者、構成員）

１　補助・負担相手方の概況


	詳細評価（敬老会交付金支給事業）

