
直通電話 72-3194 事業コード 305020112 43 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

3050201

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

492 355 529 715 275

0 0 0 28

166 165 170 226

658 520 699 金額（千円）

1,003 842 699

18 15 12

0.02人 0.02人 0.02人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 780 1,040 1,040 1,248

実績値 580 639 918

達成率 74.4% 61.4% 88.3%

目標値 1 1 1 1

実績値 1 1 0

達成率 100.0% 100.0% 0.0%

目標値 80 80 80 200

実績値 258 204 175

達成率 322.5% 255.0% 218.8%

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9月22日

１　事業のアウトライン

３）個別計画での位
置付け

石狩市総合福祉計画

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

　在宅の重度障がい者に、各種在宅生活を支援し、地域での生活をできる限り快適におくれるようにする。

保健福祉部福祉生活
課

担当部課
吉　泉　ひろみ 鎌　田　英　暢

１）
　事  　　業　　  名

在宅障がい者生活支援事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

重度の障がい者が在宅で安心して暮らしていくため

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
障がい者（児）福祉の充実／在宅福祉対策の充実

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

緊急通報サービス委託料

配食サービス委託料

２）その他の間接経費　（千円）

除雪サービス委託料

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

　重度障がい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

高齢者の在宅生活支援事業と同様なサービスとして提供

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

目標値は、過去３年間の新設台数の実績により設定

目標値は、当初予算額の積算時間数とした

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、当初予算額とした

緊急通報サービス新
設台数（台）

除雪サービス総利用
時間（時間）

配食サービス総配食
数（食）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 4 4 10 10

実績値 4 9 9 目標レベル

達成率 100.0% 225.0% 90.0% ★★★

最終目標 年度に

目標値 5 6 6 4

実績値 6 5 3 目標レベル

達成率 120.0% 83.3% 50.0% ★★★

最終目標 年度に

目標値 10 10 15 10

実績値 9 10 11 目標レベル

達成率 90.0% 100.0% 73.3% ★★★

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

＊；担当課長

９　平成１7年度の方向性
事業内容

事業の継続性及び受益と負担の公平性から事業によっては利用者負担の導入等一部内容の見直しが必要。現
在、市社会福祉審議会に諮問中の高齢者福祉事業の見直しと同様な取り扱いとする。

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

現在、市社会福祉審議会において審議中の高齢者福祉事業と同様
な事業内容の見直しもあるが、事業自体は継続実施

上に
つい
ての
説明

課長評価を了承する。

●；最終評価

事業自体の継続は必要であるが、全事業統一した利用者負担の基
準が必要と考える。

担当課
長評価

最終評
価

現在市社会福祉審議会において審議中の
高齢者福祉事業と同様に内容の見直しを図
る

事業
規模

除雪サービス利用世
帯数（世帯）

実績報告
書

目標値は、前年度利用者実績により設定

実績報告
書

目標値は、前年度利用者実績により設定

実績報告
書

配食サービス利用者
数（人）

緊急通報サービス利
用者数（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

対象世帯が、一人暮らし等に限定されていることや６５歳以上の障がい者は利用者登録が高齢者世帯へ移行するこ
とから利用実績は微増傾向である。

【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

一人暮らし等障がい者が、自立した在宅生活を送るためには有効かつ必要な事業である。

□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

民間事業者でも提供可能なサービスではあるが、個別サービス毎では対象世帯が限定されるなどその運営の効率
性から本格参入する事業者がない現状では、市の関与が一定程度必要。

■妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】B B

障がい者の在宅生活を支援するためには必要な事業で
はあるが、利用者負担導入など一部事業内容の見直しも
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、前年度利用者実績により設定

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 在宅障がい者生活支援事業

事業の成果を示す指標


