
直通電話 72-3123 事業コード 308010102 4 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

3080101

3080102

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

8,549 3,376 3,498 4,721 3,498

0 0 0

0 0 0

8,549 3,376 3,498 金額（千円）

8,549 3,376 3,498

154 60 62

0.00人 0.00人 0.00人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 3,311 3,400 3,667 3,777

実績値 2,582 3,248 3,347

達成率 78.0% 95.5% 91.3%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

〔目標値〕過去の受診状況により設定
〔実績値〕受診者数

総受診延べ人数
（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）

各指標の説明・算定方法

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか 国民健康保険事業特別会計が健康づくり課で実施している、一般健康診査事業（生活習慣病予防）及び各種健康

診査（基本健康診査、胃・肺・大腸・子宮・乳がん検診、骨粗しょう症、肝炎ウィルス検診）の国民健康保険加入者に
係る費用分を負担する。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

特になし。

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

当市国民健康保険課が独自に実施している脳ドック検診及び健康づくり課が実施している検診事業に関わる国民
健康保険加入者の検診費用を助成することにより、受診を促進して疾病予防を図る。また、当市のみならず他自治
体においても医療費が増嵩する状況にあるため、当市と同様、国民健康保険保健事業として各種検診事業を実施
している。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 特になし。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１5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

検診負担金

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

検診負担金補助事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

国民健康保険被保険者の疾病を予防することにより、国保会計の健全化を図る。

２　事業の内容

２）
総合開発計画での
事業体系

大　項　目　／　小　項　目　／　細　項　目
国保、年金の充実/国民健康保険の充実/健康づくり活動の推進

国保、年金の充実/国民健康保険の充実/保険財政の健全化

課内№市民部国民健康保険
課

担当部課
東　邦彦 唐澤　治夫

３）個別計画での位
置付け

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

国民健康保険被保険者が検診を受けることにより、疾病を早期に発見し、早期に治療できるようにする。

１　事業のアウトライン

飯尾　徹
平成16年8月31日

平成１5年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１5主な特定財源の内訳



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 396,740 363,678 374,588 385,825

実績値 385,675 357,888 369,530 目標レベル

達成率 97.2% 98.4% 98.6% ★★

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

最終目標 年度に

目標値

実績値 目標レベル

達成率 #DIV/0! #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） Ｂ

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 検診負担金補助事業

事業の成果を示す指標

〔目標値〕過去の診療費の状況により設定
〔実績値〕一人当たり診療費の実績値

□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

保険者として被保険者の健康保持のための検診に対して負担を行うことにより、医療費の増嵩を抑制していくこと
で、国民健康保険財政の健全化に寄与できる事業である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

　検診負担金補助事業については、疾病予防を始めと
する健康づくりと医療費の増嵩を抑制するという大きな目
的からも、継続して実施する必要性がある

【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

　市民における健康の維持増進の上から、本事業は疾病の早期発見・早期治療により医療費の軽減を図ることはも
ちろんのこと、疾病予防を含めた市民の健康づくりに大きく貢献でき、健康に対する意識の醸成にも必要不可欠な
事業である。

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

　受診者数が増加傾向にあることから、市民の健康や健康づくりに対する意識は高まりつつあり、継続して実施する
ことで疾病予防を始めとする健康づくりや医療費増嵩の抑制に寄与できる。

【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　

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

被保険者一人当たり
診療費（円）

事業
規模

決算資料

　検診負担金補助事業については、疾病予防を始めとする健康づく
りと会計支出の大半を占める医療費の増嵩を抑制するという大きな
目的からも、継続して実施する必要性があるとともに市民の特に稼動
年齢層における健康づくりに対する意識の熟成が必要不可欠であ
り、その実施に向けた今後の対策の検討が必要である

上に
つい
ての
説明

　　　課長評価を了承する。

●；最終評価

　課長評価を了承する。

担当課
長評価

最終評
価

関係所管と連携して当該事業を実施すること
により、更なる充実を図り、もって医療費の抑
制に寄与するものと考える。

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

　現在の検診項目などの事業内容は望ましい形態と認識しているが、今後はその受診率の向上と検診結果に基づ
くアフターケア‐をどの水準までレベルアップさせるべきか、またその必要性の検討が必要である　受診者の自分の
健康は自分で管理するという健康等に対する意識の醸成がされれば、自己負担に対する意識も芽生えるものと考え
る。

７　平成１5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


