
直通電話 72-3194 事業コード 303030107 4 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｈ４ 終了年度 未定

施策コード

3030301

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

9,216 9,743 13,666 17,512 6,416

0 0 0 2,814

6,632 6,588 4,238 4,436

15,848 16,331 17,904 金額（千円）

8,555 9,049 7,768 6,757

154 162 139 3,379

0.80人 0.80人 0.50人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 16,640 16,380 20,253 24,200

実績値 11,680 18,443 21,386

達成率 70.2% 112.6% 105.6%

目標値 1,426 1,320 1,591 1,361

実績値 1,194 1,213 1,159

達成率 83.7% 91.9% 72.8%

目標値 1,800 1,800 1,800 2,250

実績値 1,283 1,659 1,793

達成率 71.3% 92.2% 99.6%

目標値は、前年度利用実績により設定

訪問・緊急通報サー
ビス
利用延べ人数（人）

除雪サービス利用時
間（時間）

配食サービス配食数
（食）

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）

介護予防地域支え合い事業（道費１／４）

目標値は、前年度利用実績により設定
緊急(目標)⑬： 82人、⑭：120人、⑮：151人
　　　(実績)⑬：１０４人、⑭：１２２人、⑮：１３８人
　　　(達成)⑬：126.8%、⑭：１０１．７%、⑮：９１．４%

目標値は、前年度利用実績により設定

各指標の説明・算定方法

除雪サービス委託料（単価契約）ほか

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

　ひとり暮らしの高齢者等の生活を支援するために、配食サービス（月曜日から金曜日までの週５日夕食１食を宅配
する）や訪問サービス（週３回乳酸飲料を配達しながら安否確認を行う）・緊急通報サービス（利用者宅と受信ｾﾝﾀｰ
を電話回線で直結し、24時間の受信体制をとり、緊急事態時における迅速な救援活動及び生活・健康等の相談を
行う）、さらに冬期間の快適な生活を確保するための除雪サービス（1シーズン１０時間を目安に玄関から公道までの
除雪を行う）を提供する。

４）１5年度に改善し
た事項、重点的に
取り組んだ事項

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

　高齢社会が進展するに従い、一人暮らし高齢者世帯が増加しており、生活支援サービスの利用者数は、年々増
加している。平成１５年度の利用実績では、配食が、１８３名・延べ２１，３８６食、訪問が９６人・延べ訪問回数12,246
回、緊急通報が１３８人・受信件数560件、除雪が２３６人・延べ利用時間１，７９３時間となっている。他の類似サービ
スは、紙おむつ支給・理美容・寝具洗濯乾燥消毒などのサービスがある。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 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

緊急通報サービス委託料・賃借料

介護予防地域支え合い事業（国庫１／２）

配食サービス委託料（単価契約）

２）その他の間接経費　（千円）

１）
　事  　　業　　  名

在宅高齢者生活支援事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

一人暮らし高齢者等の自立した在宅生活を確保する

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
高齢者福祉の充実／要援護高齢者対策の充実／在宅サービスの充実

課内№保健福祉部福祉生活
課

担当部課
村谷栄治 鎌　田　英　暢

３）個別計画での位
置付け

石狩市高齢者保健福祉計画（平成１５年度策定）
高齢者の自立を支えるサービス提供の推進／生活支援サービスの充実

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

一人暮らし高齢者等の自立と生活の質の向上を支援し、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう

１　事業のアウトライン

棚　橋　文　男
平成16年8月30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 104 142 205 183

実績値 142 205 183 目標レベル

達成率 136.5% 144.4% 89.3% ★★★

最終目標 年度に

目標値 202 240 271 261

実績値 212 216 220 目標レベル

達成率 105.0% 90.0% 81.2% ★★★

最終目標 年度に

目標値 200 200 200 250

実績値 154 203 236 目標レベル

達成率 77.0% 101.5% 118.0% ★★★

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 在宅高齢者生活支援事業

事業の成果を示す指標

目標値は、前年度利用実績により設定

□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

民間レベルにおいても既に事業展開しているサービスや今後、参入可能な事業ではあるが、コスト面で利用者負担
が大きくなることから、利用者の主体性に委ねる状況になっていないため、対象者の自立した生活を維持する上で
市が主体的にサービス提供者としての関与する妥当性はある

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】B B

時代に即した事業内容の一部見直しもあるが、一人暮ら
し高齢者の在宅生活を支援するためには必要な事業で
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

一人暮らし高齢者が在宅生活を送るためには、有効かつ必要な支援サービスである

□妥当性が低い■一定の妥当性あり

□ともに疑問あり

一人暮らし高齢者の安否確認サービスである緊急と訪問サービスは、重複利用できず、また、安否確認の要素もあ
る配食サービスに移行する利用者がいることから、微増傾向で達成率は低いが、利用者総体としては年々増加傾
向であり、事業活動としては概ね良好と判断する。

【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

配食サービス実利用
者数（人）

訪問・緊急通報サー
ビス
実利用者数（人）

目標値は、前年度利用の状況を勘案し設定

事業実績
報告書

事業
規模

除雪サービス利用
実世帯数（世帯）

事業実績
報告書

目標値は、前年度利用実績により設定
緊急(目標)⑬： 82人、⑭：120人、⑮：151人
　　　(実績)⑬：100人、⑭：116人、⑮：124人
　　　(達成)⑬：121.9%、⑭：96.6%、⑮：82.1%

事業実績
報告書

現在、対象年齢や利用者負担など事業内容の見直しについて市社
会福祉審議会に諮問中であることから、審議及び答申内容を踏まえ
て次年度以降に反映していく

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

高齢者においても元気に自立して生活を送っている方が多くいるこ
となどから、従来のように高齢者年齢を画一的、固定的に捉えるので
はなく、制度の趣旨や性格に応じた対応という観点から、対象年齢
の引上げや一部負担の導入と負担基準の統一化が必要と考える。

担当課
長評価

最終評
価

事業内容の見直しに向け、市社会福祉審議
会において審議中

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

高齢者に対する社会のイメージが大きく変化していることや事業の公平性・継続性から、対象年齢や利用者負担の
あり方等一部内容の見直しが必要となっていることから、現在、訪問・除雪サービスは、「石狩市社会福祉審議会」で
審議中である。

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


