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開始年度 Ｓ５７ 終了年度 未定

施策コード

3030201

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

4,321 5,844 4,507 4,133 768

0 0 0 3,739

1,658 1,647 1,696

5,979 7,491 6,203 金額（千円）

2,738 3,945 2,749 2,303

49 71 49 1,151

0.20人 0.20人 0.20人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 150 149 149 149

実績値 149 146 149

達成率 99.3% 98.0% 100.0%

目標値 340 340 340 340

実績値 296 306 279

達成率 87.1% 90.0% 82.1%

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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

課内№

棚　橋　文　男
平成16年8月30日

１　事業のアウトライン

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）
生きがいと張り合いのある高齢期の生活の質の確保／社会参加・社会貢献活動の促進

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

家庭に閉じこもりがちな高齢者が、陶芸や舞踊・書道などの各種活動を通して「生きがい」を持ち、健康的に過ごせ
るようにする

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

高齢者生きがい支援事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

高齢者が、生きがいと張り合いのある生活を送れるようにする

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／生きがいづくりの推進／生きがい事業の充実

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

憩の家講座謝礼・農園借上げ（委託料・賃借料）

介護予防地域支え合い事業（国庫１／２）

寿の家講座講師謝礼（報償金）

２）その他の間接経費　（千円）

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

概ね６０歳以上を対象に、「寿の家」や「りんくる」内で各種講座を開設し、創作活動を実施。
寿の家：陶芸（１クラス月４回）及び舞踊（１クラス週２回）　を開講
憩の家：陶芸（５クラス月４回）、書道（１クラス月２回）、民謡（１クラス月３回）を開講。また、年に１回ＩＴ教室（１０名～２
０名定員）を開催
　受講者負担：講座に係る教材費や原材料費等

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

高齢者が増加している中、生活環境の変化により一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯等も増加していることから、
高齢者が安心して、生きがいをもって住み慣れた地域で暮らしていくために高齢者の生きがい対策が必要である。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

介護予防地域支え合い事業（道費１／４）

目標値は、年間計画講座回数（陶芸6クラス月４回、民謡
月３回、書道月2回、IT講座2回、ふれあい農園2回）

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、年間計画講座回数（陶芸月5回、舞踊週2回）

憩の家講座回数
（回）

寿の家講座回数
（回）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 1,200 1,200 1,200 1,200

実績値 1,092 870 895 目標レベル

達成率 91.0% 72.5% 74.6% ★★★

最終目標 年度に

目標値 4,700 4,700 4,700 4,900

実績値 4,358 3,944 4,902 目標レベル

達成率 92.7% 83.9% 104.3% ★★★

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） C

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１7年度の方向性
事業内容

現在は、趣味的な要素が強い事業が主流となっていることから、今後はホームページ作成などＩＴ関係講座や太極
拳講座など自主的学習や健康増進に繋がる多種・多様な事業展開が必要である。また、固定化傾向の受講者を一
定レベルに達した時点でサークル活動などに繋げるなど、新しい受講者を広げる方法の検討が必要である。

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

受講者のうち一定のレベルに達した方をサークルなどの自主的活動
へ移行させて、新しい受講者の裾野を広げる事業展開と多種・多様
な事業メニューが必要

上に
つい
ての
説明

本事業は、受講者の固定化していることから、そのあり方
について検討する必要がある。

●；最終評価

課長評価を了承する

担当課
長評価

最終評
価 今後の広範囲な事業展開としての検討必要

事業
規模

事業実績
報告書

目標値は、年間計画人数

事業実績
報告書

寿の家講座（陶芸・舞
踊）参加延べ人数
（人）

憩の家講座（陶芸・書
道・民謡・ＩＴ・農園）参
加延べ人数
（人）

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

高齢者の生きがい対策事業としての実施状況はほぼ計画どおりであることから概ね良好と判断

【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

陶芸などの創作活動や趣味的活動を通して高齢者の生きがいを高め、心豊かな生活を過ごしてもらうための事業と
しては、有効であり、家庭に閉じこもりがちな高齢者に対しては必要な事業である

□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

年々増加する高齢者に対して生きがいをもって暮らしてもらうための支援事業としては、市の関与は必要であるが、
急激に進展する高齢社会において、「新しい高齢者像」として高齢者自ら主体性をもって多種多様な活動を実践し
ていくことが求められている。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】C C

受講者の固定化により、本来の全市的な「生きがい対策」
というより一部の個人的な「趣味的活動」の場、「生涯学
習」の場の要素が強くなっている

□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、年間計画人数

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 高齢者生きがい支援事業

事業の成果を示す指標


