
直通電話 72-6124 事業コード 303030301 19 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 H9 終了年度 未定

施策コード

3030303

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6予算 金額（千円）

129 60 41 97 16

0 0 0 8

83 83 85 17

212 143 126 金額（千円）

116 99 98 19

2 2 2 9

0.01人 0.01人 0.01人

Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 84 66 38

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 48 47 32

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

棚橋　文男
平成16年8月23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

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（高齢者保健福祉計画-健康管理の推進、障害者福祉計画-健康管理・健康推進施策の整
備）

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

介護に関する悩みを相談でき、日ごろの介護から一時的に開放され、心身のリフレッシュを図ることにより、在宅介護
を継続することができる。

課内№保健福祉部健康づくり
課

担当部課
白川　晃子 宮崎　雅年

１）
　事  　　業　　  名

介護者支援事業
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

在宅療養者を介護する者の精神的安定と生活の質の向上を図る。

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
保健・医療の充実/保健活動の充実/老人保健の充実

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

消耗品：花、お茶、コップ

国庫支出金（介護予防・地域支え合い事業補助金）

報償費：生け花、絵手紙講師謝礼

２）その他の間接経費　（千円）

使用料他

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

○介護者交流会（H9～）：介護者交流会（介護者一般）・失語症者の介護者交流会・痴呆症者の介護者交流会の3
種類を実施し、同じ立場の者同士が悩みを打ち明け合い、介護方法の情報交換などを行う。。
○介護者リフレッシュ事業（H１0～）：趣味活動や屋外活動など、介護者の心身のリフレッシュに生かされる内容を実
施。（H15は絵手紙、生け花と茶道、日帰り温泉旅行）必要に応じて講師を依頼する。
※当該介護者以外に介護対象者を看る者がいない、デイサービス等に預けられないため出掛けられない状況の場
合は、介護対象者を別室に預かり、参加の機会を確保する。

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

本事業は、介護者を支えることで、安易に施設入所に頼ることなく、安定した介護および在宅療養が継続できることを目的に事業を
開始。介護保険が開始されてからは、デイサービスやショートステイなどを利用することにより、介護者の負担は軽減されてきた。し
かし、こうした類似事業は介護保険サービスにはなく、またサービスを利用していない方もいることから、介護者同士が悩みを話し合
い励ましあう機会は必要である。

６）事業の立案や実
施などへの市民参加 なし

道支出金（介護予防・地域支え合い事業補助金）

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）

介護者リフレッシュ事
業参加延人数（人）

介護者交流会参加延
人数（人）



事業名：
Ｈ１3 Ｈ１4 Ｈ１5 Ｈ１6 確認方法

目標値 46 46 24 24

実績値 45 46 24 目標レベル

達成率 97.8% 100.0% 100.0% ★★★

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

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

在宅での介護を継続するために介護者同士の交流が必要と感じている人が多く、情報交換やリフレッシュを図る場
を提供する本事業内容は、在宅介護の継続に効果が期待できる。しかし、参加者数が減少していることから、今後、
サービス利用者等のニーズを的確に把握し、参加しやすい事業内容の工夫、検討を行う必要があると考える。

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

介護者同士が充実した情報交換やリフレッシュを図るためにはより多
くの参加による事業展開が望まれるため、参加者の増加に向けた事
業内容を検討していく必要がある。

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

事業内容を工夫・検討しながら事業を継続
する。

事業
規模

報告書
介護者リフレッシュ事
業に参加して満足し
た人数（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

介護保険制度の導入により本事業対象者が減少しており、それに伴い参加人数も減少しているが、参加者からは評
価されており、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　

【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

専門職を交えた介護者同士の情報交換、学習の場の提供や同じ立場にある介護者同士の話し合いは、よりよい介
護を継続する上で、また介護者の精神的安定等を図るために有効かつ効果的である。

□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

高齢者福祉計画に位置づけされており、介護者が意欲的に在宅介護に取り組めるよう市が支援することは極めて妥
当である。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ｂ Ｂ

一部の交流会等で参加者の減少、固定化が見受けられ
改善が必要であるが、事業参加者の満足度が高く事業
効果が認められる。

□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

■極めて妥当 □必要性に疑問あり

目標値はアンケート回答者数
参加者に対するアンケートで、「満足した」と答
える者の割合

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 介護者支援事業

事業の成果を示す指標


