
直通電話 72-3125 事業コード 302040105 15 作 成 日
担 当 者 担当課長 担当部長

開始年度 Ｓ48 終了年度 未定

H14

施策コード

3020401

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５予算 金額（千円）

25,560 24,343 26,678 28,575 24,493

0 0 0 2,185

4,930 4,974 4,941

30,490 29,317 31,619 金額（千円）

15,372 15,625 16,296 11,944

278 281 291 2,207

0.60人 0.60人 0.60人 1,172

Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 38 134 123

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 6,009 6,553 7,368

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

目標値

実績値

達成率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

飯尾　徹

平成１４年度実施事業　　詳細評価シート

Ｈ１４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

課内№
市民部市民課担当部課

徳差　勝弘 吉田　英洋

１）
　事  　　業　　  名

母子家庭等医療費給付事務
最近の事業内容見直し年度

１）事業の目的
→何のために

母子家庭等の母と児童の保健の向上と福祉の増進を図る。

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

２　事業の内容

母子家庭等の母と児童の医療に関する経済的負担を軽減する。

７）評価中間公表へ
の市民意見

Ｈ１４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

給付事務費

道補助金

医療費

２）その他の間接経費　（千円）

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／医療費の助成 

３）事業の方法
→どんな手段を講
じるのか

助成の額は、医療費から初診時一部負担金及び基本利用料並びに標準負担額及び付加給付額を控除して得た
額を助成する。（母子家庭等の母にあっては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。）
①母・・・母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のいない女子にあって、生活保護法の規定による保護を受けてい
ない者。
②児童・・・ア　母子家庭の母に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で
現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者。
イ　母子家庭の母に現に扶養され、他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日か
ら20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者で所得税が非課税世帯に属する者。

４）１４年度に改善
した事項、重点的
に取り組んだ事項

なし

なし

５）事業の背景・社
会状況・他の類似
事業など

この事業は、昭和４８年から開始し北海道の補助制度を活用して行って来たが、平成１３年１０月1日より北海道医療
給付事業補助要綱の一部改正に伴い、補助対象受給者に対し所得制限が導入された（本市は未導入）。
全道市町村において同種事業を実施しているが、助成対象範囲は各市町村により差がある（１５年４月１日現在、２
１２市町村中８０市町村が未導入）

６）事業の立案や実
施などへの市民参

なし

道補助金（事務費）

高額療養費戻入金

１年間に処理した給付の件数
指標の性質上、目標設定にはなじまない。

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）

１年間に発行した受給者証
母子家庭等・転入件数が予測できないので目標値は設
定できない。

総給付件数（件）

受給者証交付枚数
(枚）



事業名：
Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ 確認方法

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 21,788 18,281 18,292 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

最終目標 年度に

目標値 未設定 未設定 未設定 未設定

実績値 8,859 7,890 7,723 目標レベル

達成率 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

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）

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１６年度の方向性
事業内容

本事業は、道の補助事業として、市町村が実施主体として、助成を行っている。なお、道においては、所得制限を導
入しているが、本市においては導入していない。今後、所得制限を導入することによって、不公平性が解消される。
また、平成14年度に基本利用料の一部負担金が改正された。

７　平成１４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

本事業については、今後も継続すべきと考えるが、今後、道におい
て導入した所得制限について検討が必要と考える。

上に
つい
ての
説明

　課長評価を了承する。

●；最終評価

〔担当部長〕　課長評価を了承するが、今後、道における財政立直し
プランの動向を見定め、その内容について検討が必要と考える。

担当課
長評価

最終評
価

所得制限を導入することによる助成制度の見
直しを行う。

事業
規模

市負担額／総受給者（年度末現在）
受給者１人当たりの経済的負担を軽減するた
めに市が負担した金額。
指標の性質上、目標設定になじまない。

経理状況
報告書

受給者１人当たりの医
療費（円）

受給者１人当たりの医
療費市負担額（円）

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

総給付件数及び受給者数が、年々増加傾向にあるが、この制度が広く市民に浸透し、制度の目的を充分達成して
いるものと判断している。

【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

本事業は、本人の負担軽減が図られたことから、大きな効果が出ていると判断している。
また、母子家庭等の母と児童の健康の向上と福祉の増進を図る上で必要と考える。

□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

医療保険制度がある中で、市町村は本事業を実施する本来的な義務はないが、全道市町村においてこの事業を
行っており、本人の負担を軽減することが市として一定の妥当と考える。

□妥当性に疑問あり □妥当性が低い

【最終評価】Ａ Ａ

本事業の目的を達成できたと判断する。

□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

■極めて良好 □必要性に疑問あり

経理状況報告書

各指標の説明・算定方法
５　事業の成果 母子家庭等医療費給付事務

事業の成果を示す指標


