
平成29年度　行政評価表：長寿社会課

H28年度

指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 指標 単位 目標 実績 達成率 目標 実績 達成率 事業評価 評価の理由 H31年度予算要求の方向性

高齢者支
援の充実

高齢者顕彰事
業

市長が対象者を訪問し、記念品を贈呈
する。
対象：年度内百歳到達者、市内最高齢
（9月1日時点、男女）
百歳到達者
平成23年度　18人
平成24年度　7人
平成25年度　11人
平成26年度　17人
平成27年度　23人
平成28年度　17人
平成29年度　14人

対象者訪問
件数

件 22 17 77% 40 14 35% 対象者数 件 22 17 77% 40 14 35% 139 188 125 なし

市長訪問による贈呈の
ため、非常に喜ばれて
いることから、現行以上
の成果向上余地はな
い。

なし

百寿メダルと祝状は、あ
る程度の品格が求めら
れ、これ以上の単価引
き下げは困難である。

維持
長寿を祝う顕彰事業と
して、今後も事業を継続
していく必要がある。

高齢化率の上昇により、該当者
も増加してくると予想されるの
で、増加分を加算して要求する。

維持

市長が対象者を訪問して長寿を
祝う顕彰事業は長寿意欲の向上
や高齢者の活動の広がりにつな
がることから今後も継続していく
必要がある。

高齢者支
援の充実

シルバー人材
センター支援

事業

　国から伊万里市シルバー人材セン
ターに交付される高年齢者就業機会確
保事業費補助金と同額を市からも補助
する。
　私有財産であるシルバープラザ伊万
里を事業拠点として貸し付ける。
補助実績　　　　　国　　　　　　市
平成25年度　8,500千円　8,500千円
平成26年度　8,680千円　8,680千円
平成27年度　8,650千円　8,650千円
平成28年度　9,050千円　9,050千円
平成29年度　9,040千円　9,040千円
施設貸付料　年額222,600円（減免後
額）

補助金交付
額

千円 9,050 9,050 100% 9,040 9,040 100%
補助金交付
額

千円 9,050 9,050 100% 9,040 9,040 100% 9,050 9,942 9,849 低

会員拡大、就業機会の
拡大を最重点課題とし
て取組まれており、市と
しても事業の紹介、委
託等行っているが、会
員は減少傾向にあるこ
とから、成果向上余地
は低い。

なし

国の補助金は、地方公
共団体が応分の補助を
行うことを前提に交付さ
れるため、市独自に補
助額を削減することは、
運営に支障をきたすた
め削減余地はない。

維持

「高齢者等の雇用の安
定等に関する法律」に
基づくものであり、維持
しなければならない。

国の補助額は市の補助額を上
限に交付されるので、支障がで
ないように、国の補助額と同額を
要求する。

維持
「高齢者等の雇用の安定等に関
する法律」に基づくものであり、
維持しなければならない。

高齢者支
援の充実

緊急通報シス
テム運用事業

　事故、急病の時の緊急連絡用として、
ひとり暮らしの高齢者等で所得税非課
税の方に対して緊急通報装置を貸与す
る。
　利用者は非常時に設置された機器や
ペンダントの非常ボタンを押すことで、
受信センターに通報が入り、安否確認・
救急車の出勤要請等、必要な対応を受
けることができる。
・利用料（年金収入+他の所得により）
120万円未満・・・・・月300円
120万円以上・・・・・月900円
・ALSOK佐賀株式会社に委託

利用相談数 人 53 49 92% 53 58 109% 利用者数 人 53 49 92% 53 58 109% 737 791 787 なし

待機者はいない上に、
利用者の緊急通報に対
しては、適切に応えられ
ている。

なし

利用料を年収に応じて
徴収しており（300円、
900円）、コスト削減余地
はない。

維持

ひとり暮らしの高齢者
が、住み慣れた家で安
心して暮らしていくため
の事業なので、維持す
る必要がある。

利用者が増加傾向にあるので、
増加分を反映して要求する。

維持

緊急時における連絡手段の確保
が困難なひとり暮らしの高齢者
が、安心して暮らしていくための
事業なので、維持していく必要が
ある。

高齢者支
援の充実

福祉電話貸与
事業

概ね65歳以上で、、所得税非課税世帯
で次に該当する者
・一人暮らし
・高齢者のみの世帯で、いずれか一人
が常時介護を要する状態
・身体障害者1級または2級の者がいる
世帯
（内容）
市が所有している加入権に基づき、対
象者に電話を無償で貸与するもの。
利用料金は、対象者が負担する。
平成28年度　利用世帯　8世帯
平成29年度　利用世帯　8世帯

利用相談数 人 12 8 67% 12 8 67% 利用者数 人 12 8 67% 12 8 67% 2 17 14 なし

一定の対象者に電話を
貸与し、利用を可能とす
るものであり、向上余地
はない。

なし

平成19年度から基本料
金の助成を廃止してお
り、他にコスト削減の余
地はない。

維持
高齢の生活困窮者を今
後も支援していく必要性
がある。

例年並みに予算を要求する。 維持

高齢の生活困窮者にかかる連絡
手段を確保し、在宅生活を支援
するため維持していく必要があ
る。

高齢者支
援の充実

高齢者日常生
活用具給付事

業

概ね65歳以上で、、心身機能の低下に
伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮
らし老人等を対象に、電磁調理器、自
動消火器、火災警報器を給付する。
平成25年度　利用者数　1人
平成26年度　利用者数　0人
平成27年度　利用者数　2人
平成28年度　利用者数　1人
平成29年度　利用者数　1人

利用相談数 人 3 1 33% 3 1 33% 利用者数 人 3 1 33% 3 1 33% 15 40 14 なし

要件を満たす高齢者の
在宅での防火に対する
生活用具は限られてお
り、これ以上余地はな
い。

なし

低所得者に対しての給
付であり、さらに限度額
を設定していることか
ら、利用者負担等を求
めるのは困難である。

維持
需要が完全になくなる
までは維持することが
妥当である。

例年並みに予算を要求する。 維持
低所得者に対しての給付であ
り、需要が完全になくなるまでは
維持する必要がある。

高齢者支
援の充実

敬老会開催事
業

敬老の日を中心に市内各町において、
対象者を招きお祝い行事を開催し、祝
金を支給する。

平成27年度敬老会対象年齢・・・77歳以
上
委託料（730円/1人）
伊万里市敬老祝金　88歳　3,000円

敬老会開催
業務委託件
数

件 17 17 100% 17 17 100%
敬老会対象
者数

人 7,511 7,424 99% 7,755 7,507 97% 6,517 6,573 6,478 なし

敬老会は各地区に開催
を委託し、地区の実情
を踏まえた開催になっ
ており、市の関与による
成果向上の余地はな
い。また、祝金支給につ
いては、すべての対象
者に支給できている。

なし

敬老会対象者の増加及
び消費税増税により、
敬老会開催にかかる費
用は増加していく見込
みであり、全コストの削
減の余地はない。

維持

高齢者が増加しており、
対象年齢を検討しなが
ら、今後も長寿を祝う事
業としての敬老会は開
催していく必要がある。

高齢者数の増加により、委託
料、祝金が増加すると推測され
るので、増加分を反映させ要求
する。

維持
高齢者の長寿を祝う敬老会は地
域社会で定着しており、今後も開
催する必要がある。

高齢者支
援の充実

老人団体支援
事業

国の補助事業（高齢者地域福祉推進事
業）を活用して老人クラブ活動の補助
金を交付する。
１．伊万里市老人クラブ連合会
　活動促進、健康づくり、介護予防活
動、地域支えあい活動、
２．単位老人クラブ
　友愛訪問活動、清掃奉仕、地域見守
り、教養講座、スポーツ活動等
　　　　　　　　　クラブ数　　会員数
平成28年度　　30　　　　　4,616人
平成29年度　　32　　　　　4,568人

補助金交付
額

千円 3,108 3,108 100% 3,108 3,034 98% 会員数 人 5,100 4,616 91% 5,100 4,568 90% 3,161 3,162 3,088 低

市老連の重点目標とし
て、会員増強運動を展
開中であり、市において
も出前講座やチラシ、
ホームページ等で、老
人クラブの紹介を行って
いるが、全国的に会員
離れ傾向にあり、成果
向上余地は低い。

なし

市老連の決算状況にお
いて現状の補助水準
で、収入及支出のバラ
ンスがとれており、コス
ト削減の余地はない。

維持

高齢社会を支える重要
な団体である老人クラ
ブを支援するために、維
持しなければならない。

単位クラブ数の増減により、補助
金額も変動しているので、それに
合わせて要求する。

維持

厚労省通知に基づき、高齢者福
祉事業の推進を図るため実施し
ており、今後も維持する必要があ
る。

高齢者支
援の充実

地域介護・福
祉空間整備等

事業

地域包括ケアシステムの構築に向け、
高齢者が住み慣れた地域での生活を
継続することができるよう、施設整備な
ど地域における高齢者の生きがい活動
や地域貢献等を支援する先進的・モデ
ル的な取組を支援する。
【補助対象経費】
防犯カメラ等、防犯対策整備に要する
経費
【補助基準額】
180万円/1施設（補助率：国1/1）

実施事業者
数

2 2 100% 6 6 100%
実施事業者
数

2 2 100% 6 6 100% 1824 3004 1824 なし
希望する事業者に補助
することができたので、
成果向上余地はない。

なし
交付要綱に基づき、補
助しているので、コスト
削減の余地はない。

完了
平成29年度補助事業で
あったので、完了であ
る。

平成29年度のみの補助事業で
あったので、平成31年度予算要
求はない。ただし、国より新たな
整備事業が示されれば、この限
りではない。

完了 平成29年度のみで完了した。
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高齢者支
援の充実

地域医療介護
総合確保事業

地域包括ケアシステムの構築に向け、
地域密着型サービス等、地域の実情に
応じたサービス提供体制の整備促進を
支援する。
【補助対象経費】
地域密着型サービス施設の整備・開設
に要する費用
【補助基準額】
施設整備費567万円/1施設（補助率：国
1/1）
開設準備経費1,030万円/1施設（補助
率：国1/1）

実施事業者
数

1 1 100% 1 1 100%
実施事業者
数

1 1 100% 1 1 100% 37589 12373 11280 なし
希望する事業者に補助
することができたので、
成果向上余地はない。

なし
交付要綱に基づき、補
助しているので、コスト
削減の余地はない。

維持

平成29年度補助事業
で、新規開設の定期巡
回・随時対応型訪問介
護看護事業所へ補助を
行ったため、完了であ
る。

平成31年度についても、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護事
業所の新設を予定しており、予
算を要求する。

維持

単年度事業であるが、介護保険
事業計画に基づき公募を行い施
設整備を行う事業者に対しては
今後も補助を行う必要がある。
（全額国庫補助）

保健活動
の推進

国民健康保険
人間ドック・脳
ドック事業

平成７年度から伊万里市国保被保険者
の健康保持増進、疾病の早期発見・早
期治療を目的に実施。
日帰り人間ドック、脳ドック受診希望者
に対し、受診前に申請を受け、費用を
助成する。

医師会への
委託料（人
間ドック）

千円 2,122 1,516 71% 1,763 1,516 86%
受診者数
（人間ドック）

人 182 129 71% 150 129 86% 2,589 3,079 2,462 なし

人間ドックについては、
生活習慣行の早期発見
が望まれるため、成果
向上の余地はない

なし

委託料は２年に一度改
定される診療報酬点数
に基づいて決められる
ため削減余地はない

維持
療養給付費の抑制のた
め、現状を維持する

例年並みを要求する 維持

人間ドック・脳ドック事業は疾病
の早期発見・早期治療、医療費
抑制に効果が期待できることか
ら、事業を維持する必要がある。

医療体制
の充実

国民健康保険
はり・灸施術費
助成事業

昭和４３年度から伊万里市国保被保険
者の健康保持増進を目的に実施。
施術希望者は助成券を申請し、８９０円
の補助を受け受診することができる。

はり・灸施
術延回数

件 2,240 1,542 69% 2,100 1,526 73%
はり・灸施
術助成額

千円 1,994 1,372 69% 1,869 1,359 73% 1,372 1,869 1,359 なし
希望者全員が受診でき
ている

なし
補助額を下げれば利用
者の減につながるおそ
れがあるため

維持
はり・灸の施術により、
保険者の保険給付費が
抑えられている

例年並みを要求する 維持
健康保持増進・保険給付費の抑
制が期待できることから、事業を
維持する必要がある。

医療体制
の充実

国民健康保険
財政健全化基
金

平成３０年度までに市町村国保の広域
化されることとなり、広域化までに市町
村国保の累積赤字の解消が求められ
ていることから、平成２４年度から、累
積赤字解消に充てるため、一般会計に
おいて毎年５千万円を基金に積み立て
ている。

基金積立金
額

千円 60,000 60,044 100% 60,000 60,000 100%
基金積立金
額

千円 60,000 60,000 100% 60,000 60,000 100% 60,044 60,066 60,025 なし
計画額を積み立てるだ
けの事業であるため

なし
コストを削減するには積
立額を減額するしかな
いため

完了

平成２９年度中に積立
て額の全額を取崩し、
累積赤字の解消へ充て
たため。

無し 完了
目的を果たしたことから事業を終
了する。

医療体制
の充実

国民健康保険
レセプト点検事
業

医療費の適正化を図るため、診療報酬
明細書（レセプト）の点検を専門業者へ
委託する。

レセプト点
検件数

件 214,701 221,353 103% 206,328 201,718 98%
レセプト点
検効果額

千円 24,872 20,265 81% 23,952 30,424 127% 3,094 3,873 2,563 低

県内でも高い効果率で
あり、充分なレベルに達
しているものと思われ
る。

低
より安価な委託業者が
現れる可能性はある

改善
委託業者の見直し等に
ついて検討を行う

国保広域化に伴い、県内市町全
部が国保連合会に委託する。

改善
委託業者の見直し等について検
討を行う。

保健活動
の推進

国民健康保険
健康意識啓発
事業

国民健康保険事業の被保険者の健康
の保持増進のため、保健事業（医療費
通知・ジェネリック医薬品差額通知・重
複頻回受診者訪問指導）を実施する。

医療費通知
件数

件 40,300 22,111 55% 40,300 0%
ジェネリック
医薬品の年
間使用割合

％ 63.2 69.7 110% #DIV/0! 9,177 10,069 9,358 なし

医療費通知により一定
の健康意識の向上に役
立っており、成果向上の
余地はない

低

通知回数を減らせばコ
スト削減につながるが、
短期間で通知したほう
が知らせる機会を多く
確保できるため、削減
の余地はない

維持
健康意識の高揚と医療
費適正化のため、現状
を維持する。

例年並みを要求する 維持
健康意識の高揚と医療費適正化
を図るため、継続して事業を実
施する必要がある。

医療体制
の充実

後期高齢者医
療はり・灸施術
費助成事業

後期高齢者医療制度の施行に伴い、
高齢者の福祉増進及び健康保持を目
的に実施。
施術希望者は助成券を申請し、８９０円
の補助を受け受診することができる。

はり・灸施
術延回数

件 2,267 1,376 61% 1,500 1,517 101%
はり・灸施
術助成額

千円 2,017 1,228 61% 1,424 1,351 95% 1,228 1,424 1,351 なし
希望者全員が受診でき
ている

なし
補助額を下げれば利用
者の減につながるおそ
れがあるため

維持
後期高齢者医療の運営
上、維持する必要があ
る

例年並みを要求する 維持
高齢者の健康保持増進のため、
維持をする必要がある。

医療体制
の充実

後期高齢者医
療人間ドック・
脳ドック事業

後期高齢者医療制度の施行に伴い、
高齢者の健康保持増進、疾病の早期
発見・早期治療を目的に実施。
日帰り人間ドック、脳ドック受診希望者
に対し、受診前に申請を受け、費用を
助成する。

医師会への
委託料（人
間ドック）

千円 933 413 44% 564 582 103%
受診者数
（人間ドック）

人 40 22 55% 30 31 103% 571 1,158 919 なし

人間ドックについては、
生活習慣行の早期発見
が望まれるため、成果
向上の余地はない

なし

委託料は２年に一度改
定される診療報酬点数
に基づいて決められる
ため削減余地はない

維持
療養給付費の抑制のた
め、現状を維持する

例年並みを要求する 維持
高齢者の健康保持増進、疾病の
早期発見・早期治療を図るため
維持をする必要がある。


