
直通電話 72-3124 事業コード 302020301 13 作成日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 不明 終了年度 未定

施策コード

3020203

3020202

3030101

3020103

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7予算 金額（千円）

1,170 1,302 785 878 319

#REF! #REF! #REF! 246

#REF! #REF! #REF! 220

#REF! #REF! #REF! 金額（千円）

16,703 17,170 #REF! 261

#REF! #REF! #REF! 261

1.97人 1.97人 1.80人 24

Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7

目標値 50 25 25 25

実績値 28 15 16

達成率 56.0% 60.0% 64.0%

目標値 435 639 569 未設定

実績値 201 211 232

達成率 46.2% 33.0% 40.8%

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 84 87 71

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

1年間に病態別健康教室に参加した人数。
目標は、定員数による。

生活習慣改善指導事
業参加実数（人）

地区健康教育・健康相
談実施回数（回）

病態別健康教室参加
実数(人）

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）

諸収入（健康講座等料金）

老人保健事業道費負担金

1年間に生活習慣改善指導事業に参加した人数。
目標は、要指導・要精検者の50%。

高齢者クラブ・町内会など団体の要請を受け、地域に出
向いて行った健康教育・健康相談の実施回数。

各指標の説明・算定方法

委託料（医師委託料）

３）事業の方法
→どんな手段を講じ
るのか

・病態別健康教育（健康診査の結果、生活習慣病の予備軍の対象に対して、運動・栄養・疾病予防についての講
義・実技指導を集団で行う。）
・生活習慣改善指導事業（健康診査及び一般健康診査受診者に対する健診結果説明及び医師、保健師、栄養
士による指導。）
・成人健康相談（市民が気軽に健康相談できるように毎月開設。保健師・栄養士が指導担当。）
・地区健康教育・健康相談（高齢者クラブ・町内会など団体の要請を受け、地域に出向いて行う。）

４）１6年度に改善し
た事項、重点的に取
り組んだ事項

事業効率、効果の面から個別健康教育を中止し、病態別健康教室に個別指導を取り入れて実施した。
生活習慣改善指導事業を日曜に実施した（試行）。

事業活動の結果において、達成率が低い。ＰＲの方法や魅力あるセミナーの内容等を検討していく必要性がある
と思う。評価「Ｂ」というのは疑問を感じる。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似事
業など

老人保健法に基づく保健事業である。高齢化に伴う介護必要者の増加やライフスタイルの変化により生活習慣病
の増加が深刻な問題となっている現在、より個々の特性に合わせた健康に対する正しい知識の普及が必要となっ
ている。

６）事業の立案や実施
などへの市民参加 なし

保健医療の充実/保健活動の体制づくり/健康づくり推進体制の確立

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
保健医療の充実/保健活動の充実/成人保健の充実

保健医療の充実/保健活動の充実/保健指導の充実

高齢者福祉の充実/健康づくりの推進/総合的な保健対策と保健サービスの提供

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

需用費等（消耗品・印本費・医薬材料費等）

老人保健事業国庫負担金

賃金・報酬（臨時栄養士賃金・運動指導員報酬）

２）その他の間接経費　（千円）

１）事業の目的
→何のために

40歳以上の市民の生活習慣病予防及び介護を要する状態になることの予防。

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

市民が生活習慣病を予防するための方法を学び、実践することにより、疾病の発症・悪化を予防し、健康な生活を
送ることができる。

高齢者保健福祉・介護保険事業計画　「自らの健康は自らつくる」という市民自らの健康づくり意識の定着を図るため､健康相談
や健康教育の充実を図るとともに、中高年や高齢者の日常からの健康の維持増進を促進する。

課内№保健福祉部健康づくり
課

担当部課
廣瀬　芳江 宮崎　雅年

１）
　事  　　業　　  名

成人健康教育・健康相談事業
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　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

棚橋　文男
平成17年9月22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



事業名：
Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 Ｈ１7 確認方法

目標値 26 15 16 参加者数

実績値 23 10 14 目標レベル

達成率 88.5% 66.7% 87.5% ★★★

最終目標 年度に

目標値

実績値 実把握 目標レベル

達成率 #VALUE! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

目標値

実績値 実把握 目標レベル

達成率 #VALUE! #DIV/0! #DIV/0!

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

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 成人健康教育・健康相談事業

事業の成果を示す指標

参加者で生活習慣の改善または検査値が改
善した者の割合

□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

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

老人保健法に基づく事業であり、市の関与は妥当である。「健康いしかり２１」においても、各領域で市民を支える
取り組みとして健康教育・健康相談をあげている。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｃ

参加者のデータ改善やアンケートなどによる事業内容の
評価から事業の目標は概ね達成している。参加率につ
いては向上に向けて引続き取り組みが必要である。

病態別健康教室参加率は６割程度で横ばいである。必要性の高い対象に個別通知なども実施しているが、効果
があがっていない。生活習慣改善指導事業については、ここ数年参加率に大きな変化はなく、日曜日の実施も試
みたが、利用ニーズは低かった。さらに実施場所や実施内容の検討が必要である。

【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

健診受診者の８割が要指導・要医療となっているため、事後の相談・指導の場は必要である。病態別健康教室に
関しては、参加者の体重減少や体力向上、生活習慣の改善などの効果が確認できている。

□妥当性が低い□一定の妥当性あり

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

病態別健康教育生活
習慣改善者（％）

個別記録
票及び検
査結果

本事業については、参加者の生活改善の割合は高く、
その成果は現れているが、対象者に対する参加人数の
達成率が低いことなどから、可も不可もないと判断する。

●；最終評価

成人病に占める生活習慣病は確実に増えており、予防重視の観点
からも、今後も健康教育・相談事業の積極的な取組みが重要と考え
る。

担当課長
評価

最終評価

事業
規模

増えつづける生活習慣病に対して、国では健康フロンテア戦略等の
政策を打ち出しており、今後も積極的な取り組みが必要である。

上に
つい
ての
説明

新たな内容を取り入れるなど一部事業内容の変更
や参加率向上のための周知改善を要するが、基
本的には現在の事業を継続する。

＊；担当課長
９　平成１8年度の方向性

事業内容

事業内容は、参加者からのアンケートや検査データ等の変化により評価し、毎年、内容を改善している。参加率の
向上については、実施会場・周知方法等の再検討が必要である。また、生活習慣病予防にメタボリックシンドロー
ムの考え方を導入し、指導内容の充実を図る。

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


	詳細評価（成人健康教育・健康相談事業）

