
年 月 日

年 月 日

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等

A

B

C

意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

19年度（実績）

52,598

19年度（実績）

60.9

16.4

64.3

17.1

施策№

2

6

第1章

施　策　名

A：その人らしくいきいきと生活している高齢者の割合
 市民意向調査における回答で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えの合計値の向上を目指し、現在69%強の
数値を24年度には71%に、26年度には75％とし、4人に3人がそう思えるようになっていることを目標とした。
B：高齢者のうち、介護認定を受けている人の割合
　この介護認定を受けている人の割合は、何らかの支援が必要な高齢者の割合で、「高齢者が健康で自立した生活を
出来るだけ長く続けること」を目指していることから、目標値が設定より低くなることで目標達成（元気高齢者増）となる
ので、その達成に向け介護予防事業の更なる強化に取組み、目標値以下に抑えられるよう目指していきたい。
　平成18年度より、二次予防対象者（旧特定高齢者）への介護予防事業により重点を置くこととなり、その事業効果を
見込んで目標を設定している。
　今回、26年度の目標値を介護保険第5期事業計画（平成24年度～26年度）の数値に合せ新たに設定した。

成果指標設定の
考え方（成果指標

設定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定
企画（実際にどの
ように実績値を把

握するか）

A：その人らしくいきいきと生活している高齢者の割合
　市民意向調査より

B：高齢者のうち、介護認定を受けている人の割合
　佐賀中部広域連合の介護認定結果より

A：その人らしくいきいきと生活している高齢者の割合
　その人らしくいきいきと生活することは、人によって考え方は異なるが、住み慣れた地域や家庭の中で
暮らしているかどうかを指標とした。
B：高齢者のうち、介護認定を受けている人の割合
　介護予防の充実を図る目安として、全高齢者に対する介護認定者の割合を指標とした。

中島　清人

関　係　課　名 保険年金課

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

高齢福祉課地域で安心して生活できる社会の実現

高齢者福祉の充実

27724平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424

高齢者は、介護状態にならないよう予防に努めながら、生きがいを持つことや社会参加することなどによっ
て、その人らしくいきいきと暮らしている。

　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（実績） 23年度（実績） 24年度（目標） 26年度（目標）

65歳以上の高齢者

57,24455,51554,120 54,071 54,977高齢者人口 53,421

単位

人

対象指標

成果指標 単位 20年度（実績）

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

21年度（実績）

75.0

22年度（実績） 26年度（目標）

70.7

23年度（実績）

％ 16.8 18.5
17.5

（20.2）
B

介護認定を受けている人
の割合

C

高齢者が健康で自立した生活を出来るだけ長く続けること、そしてたとえ介護を必要とする状態になっても、その人らしい生活を自分の意
思で可能とすることで、高齢者が尊厳ある暮らしを維持できるようにする

E

D

24年度（目標）

71.0

69.9

18.5

A
その人らしくいきいき生活
している高齢者の割合

65.6％ 71.0

19.3
19.5



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名： ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

保健・福祉・医療・年金に関する施策につ
いては、法等に基づき義務的に行ってい
る事業が多く、他の自治体と比して成果の
向上を左右するほど特に優位でもない
が、遜色もない。

施策の事務事業の中には法等に基づく義務的な
ものもあるが、施策が目指す介護予防、生きがい
づくり、社会参加の促進、医療制度の安定的な運
営はいずれも高齢者の自立あるいきいきとした生
活に結びつくものであり、全体としては成果向上
への影響度は大きいほうであると考える。

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

成果指標「その人らしくいきいきと生活している高
齢者の割合」は目標を達成していないが、年々上
昇していることや、おたっしゃ本舗への相談件数
の伸び（対前年比で2割増）等から「成果がどちら
かといえば向上した」と判断した。
相談件数　22年度末　１０，１８５件
　　　　　　　23年度末　１２，３４４件

　「団塊の世代」が順次65歳を迎え高齢者人口が増加し、医療・年金・介護等の社会保障費は年々伸びている中、特に介護保険では給付費の縮減が
課題となっており、施設サービスが高額となることから、在宅の期間を延ばす施策が中心となっている。また、「団塊の世代」を含め今後高齢者となる人
達は、多種多様の考えを持っており、地域貢献をしたいと言う欲求を持った人も多いことから、その人たちの欲求を満たす施策も必要となっている。
　一方、高齢者人口の増加や平均寿命が年々伸びてきていることに伴い、認知症高齢者に対する対策が重要度を増しており、認知症の人や家族を地
域で支える「認知症サポーター養成」も在宅期間を延ばす意味からも益々の拡充が必要となってくる。

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか？

高齢者を包括的・継続的にケアしていくためには関係機関との連携が必要ではないか
⇒地域包括支援センターが15箇所となったのを契機に各センター毎のネットワークを構築し、それを元にした市全体の見守りネットワーク事業を展開す
る予定。
地域包括支援センターの認知度がまだまだ低いのではないか
⇒名称（地域包括支援センター）が硬すぎるのではないかと考え、佐賀中部広域連合で愛称募集を行い、21年度より連合域内では「おたっしゃ本舗」と
いう愛称を前面に出し、医療機関や民協等の関係機関に出向き周知に努めていく。

【高齢者】
　・健康づくり、介護予防、生きがいづくりに努める。
　・今までに身につけた知識や経験を活かし、就業やボランティア活動などに積極的に取り組む。
【地域住民】
　・援護を要する高齢者を支援する活動に取り組む。　・高齢者が活躍できる仕組みづくりに取り組む。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

・高齢者福祉サービス、介護予防サービスの充実を図る。
・高齢者の健康づくり、生きがいづくり、社会参加の機会を提供する。
・高齢者を支援するボランティア、NPO活動を促進する。
・高齢者医療制度の安定的な運営を図る。
・各種サービスに関する適切な情報を提供する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） 達成している

妥当性（構成事業見直し） ○ 現行の体系でよい

経済性（費用対効果） ○ 妥当な水準である

○ 概ね達成 達成していない

妥当ではない

一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

一部妥当ではない

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識

・成果指標Ａ「その人らしくいきいきと生活している高齢者の割合」が、目標は達成できなかったものの、平成19年度以降60％以上をキープしていること
は、全体的には現在取り組んでいる事務事業が受け入れられているものと考えている。

・高齢化率と共に、独居高齢者や高齢者のみ世帯の割合も増加しており、家族だけではなく地域ぐるみで高齢者の変化や異変に気づき、見守り・支え
ていく仕組みづくりが必要となってきている。

・認知症対策として、認知症の人が地域においてその人らしく生活するためには地域住民の認知症への正しい理解が不可欠と考え、「認知症サポー
ター」の養成に力を注いだ。その結果、23年度末までに合計約1万人のサポーターを養成することが出来た。24年度以降も更なる養成に取り組んでい
く。今後も認知症の人と家族が地域において安心して暮らしていけるよう、様々な年代・職種の人への拡充を図っていく必要がある。

・成果指標Ｂ「介護認定を受けている人の割合」を介護予防の充実を図る目安としているが、目標を達成できていない。このことは、要介護状態になる
のを水際で食い止めようと平成18年度より始まった「二次予防事業（旧特定高齢者介護予防事業）」が効果を挙げていないものと考え、23年度より、よ
り効果的な事業内容に一新し取り組んでいる。課題として、事業終了後も継続していただくための仕掛けを考る必要があると考えている。
　また、広く高齢者に介護予防の重要性を知ってもらうことが必要で、そのためには高齢期に入る前から介護予防を意識した生活を定着させることが
重要であると考えている。

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

・達成度　：　成果指標はＡ、Ｂ共に目標を達成できなかったが、成果指標Ａが前年を上回っていることから概ね達成していると判断した。
・妥当性　：　施策目的に対する直結度が大きい事業が多いことから、構成事業について妥当と判断した。
・経済性　：　成果指標Ａが前年を上回っていることから、妥当な水準であると判断した。
・必要性　：　市民意向調査結果で今後の重要度が、21年の85.7ポイント、22年87.5ポイント、２３年86.5ポイント、２４年94.2ポイントと継続して高い
水準を維持していることから、その必要性は増加しているものと考える。

必要性（市民・社会ニーズ） ○ 増加している



７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３

○見守りネットワークづくりの推進
　高齢者を見守り・支えていくためには、まずは、高齢者のちょっとした変化や異変に早期に気づくことが重要との考えから、24年10月より
「佐賀市高齢者見守りネットワーク事業（おたっしゃ見守りネット）」を始めることとした。この事業は見守る人・見守られる人を特定せず、みん
なで高齢者を見守っていこうという事業で、まずは高齢者を見守るという視点が薄かった民間事業者へ協力をお願いするもので、24年度は
特に、医療と介護の連携強化という視点から、医療機関等を中心に訪問し協力をお願いしている。

○認知症サポーター養成の拡充
　平成17年度から10カ年計画で始まった認知症サポーター養成事業も残すところ3年となった。このように事業も終盤を迎え広く市民の皆様
にサポーターになっていただくと共に、まずは市職員にサポーターになってもらおうと、本庁・支所を含めた保健福祉部関連職員を対象とし
た講座の開催を皮切りに、職員向けの養成講座を23年度より計画的に実施している。また、市民向け講座についても平日の参加が難しい
人を対象向けに休日開催や日中の参加が難しい人向けに夜間開催をするなど工夫を凝らしている。

○二次予防事業の見直し
　２３年度より全事業を運動機能向上を中心とした短時間（２時間）の「元気アップ教室」に転換し事業に取り組み更なら介護予防の推進に努
めているが、教室終了後の継続が個人では難しいと言う状況も見えてきたことから、24年度では教室終了後も自主的に継続してもらえるよ
う、送迎が不要で元々顔見知りが多い団地の集会場や地区公民館を会場とした教室をモデル的に3会場ほどで実施し、教室終了後の継続
方法を模索することとした。
　また一次予防として、高齢者が気軽に取り組める「ラジオ体操」や「ウォーキング」等の普及にも取り組みたい。
　

大 中 小

家族介護用品支給事業・紙おむつ支給事業
家族介護教室事業
生きがいデイサービス事業

大

中

小

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

運動指導事業
認知症対策事業
高齢者のための脳いきいき健康塾
二次予防事業

包括的支援事業
指定介護予防支援事業
高齢者ふれあいサロン事業
高齢者スポーツ大会
高齢者趣味の作品展
老人福祉センター等運営事業
老人センター各種講座
老人ホーム措置事業
生活支援ハウス運営事業
高齢者世話付住宅生活援助員派遣
宅老所開設支援事業
地域共生ステーション安全対策事業
後期高齢者健康診査等経費

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
日常生活用具給付事業
配食サービス事業
緊急通報システム整備事業
軽度生活支援事業
生活支援員派遣事業（支援員派遣・短期宿泊）
佐賀中部広域連合負担金
高齢者バス優待乗車券購入助成事業
はり・灸・マッサージ扶助事業
シルバー人材センター助成事業
生活・介護支援サポーター養成事業
地域支え合い体制づくり事業
後期高齢者はりきゅう療養費助成事業
高齢者保健福祉計画策定事業
後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
後期高齢者医療広域連合保険料等納付金
後期高齢者医療特別会計繰出金
後期高齢者医療広域連合事務費納付金

敬老行事補助金
敬老祝金
高齢者実態調査
家族介護慰労金支給事業
社会福祉法人利用者負担減免事業
民間社会福祉施設整備資金利子補給事業
徘徊高齢者家族支援サービス事業
免除申請事務
資格管理事務
給付事務
広報活動事業

健康相談
老人クラブ助成事業
高齢者健康教育事業
高齢者相談事業

成年後見制度利用支援事業
高齢者福祉施設マップ更新事業
収納徴収事業

事務事業の成果向上余地



●次年度方向性の考え方
 ・24年3月に、24年度から26年度までの「佐賀市高齢者保健福祉計画」を策定し、５つの重点課題を決め取り組んでいくこととしている。重点の1番には
「地域ネットワークづくりの推進」を掲げ、おたっしゃ本舗を中心とした「佐賀市高齢者見守りネットワーク事業（通称　佐賀市おたっしゃ見守りネット）」を
本年10月から開始することとしている。取り組みの中心は、これまで高齢者を見守るという視点が薄かった民間事業者に、事業活動の中で見守りをし
ていただけるようお願いし協力事業所になっていただくものです。現在（24年7月10日現在）すでに、医療機関を中心に２０１の事業所に登録いただいて
いる。次年度以降もその数を増やしていき、高齢者の異変に早く気づき適切な対応ができる高齢者にやさしい地域づくりを行っていきたい。

 ・認知症対策についても、保健福祉計画において重点課題と位置づけ取り組むこととしている。特に、認知症の正しい理解者を増やすことで、例え認
知症となっても認知症の人やその家族が安心して生活できる地域づくりを目指している「認知症サポーター養成」事業も残り3年（H26年度で終了予定）
となっており、より強力に取り組んでいきたい。殊に次年度以降は、サポーターの数が少ない若年層（小・中・高校生）への事業展開を進めていきたい。
そのためには、教育委員会の協力が不可欠であり、協議をしていきたい。

・ 内閣府が毎年公表している「高齢社会白書」の平成24年版では、これまでの「人生６５年時代」から、平均寿命が延び人生が長期化した現在、将来を
見据えて、「人生９０年時代」への備えが必要とされていました。そのことは、高齢者も支えてもらうだけではなく、支える側にも回ってもらわないといけ
なくなってくることだと思う。支えていくためには、健康な体が必要であり介護予防はより重要度を増してくることから、引き続き二次予防事業に取り組ん
で行きます。事業終了後の運動継続の方策の一つとして民間スポーツ施設との連携を模索すると共に、健康寿命を延ばすため二次予防対象者となる
前から、その必要性を認識してもらえるよう健康づくり課等関係課と連携を図りながら取り組んでいきたい。

・後期高齢者医療については、引き続き制度の見直しが議論されており、その動向を見守りながら的確な業務運営に努めたい。

９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

包括的支援事業
高齢者ふれあいサロン事業
健康相談
後期高齢者健康診査等経費

運動指導事業
認知症対策事業
高齢者のための脳いきいき健康塾
二次予防事業
高齢者バス優待乗車券購入助成事業

事
務
事
業
の
成
果

向上

老人ホーム措置事業
生活支援ハウス運営事業
高齢者世話付住宅生活援助員派遣
家族介護慰労金支給事業
シルバー人材センター助成事業
社会福祉法人利用者負担減免事業
民間社会福祉施設整備資金利子補給事業
家族介護用品支給事務・紙おむつ支給事業
徘徊高齢者家族支援サービス事業
家族介護教室事業
高齢者保健福祉計画策定事業
高齢者福祉施設マップ更新事業
広報活動事業
免除申請事務
資格管理事務
給付事務

指定介護予防支援事業
高齢者スポーツ大会
高齢者趣味の作品展
敬老行事補助金
敬老祝金
老人福祉センター等運営事業
老人センター各種講座
老人クラブ助成事業
高齢者健康教育事業
高齢者相談事業
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
日常生活用具給付事業
高齢者実態調査事業
配食サービス事業
緊急通報システム整備事業
軽度生活支援事業
生活支援員派遣事業（支援員派遣・短期宿泊）
佐賀中部広域連合負担金
はり・灸・マッサージ扶助事業
成年後見制度支援事業
宅老開設支援事業
生活・介護支援サポーター養成事業
地域共生ステーション安全対策事業
地域支え合い体制づくり事業
後期高齢者はりきゅう療養費助成事業
収納徴収事業
後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
後期高齢者医療広域連合保険料等納付金
後期高齢者医療特別会計繰出金
後期高齢者医療広域連合事務費納付金

維持

生きがいデイサービス事業

減少

減少 維持 増加

事　務　事　業　の　コ　ス　ト



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

　■実績水準総合評価 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）

・18年度評価 18.07 ・実績水準総合評価（28点満点） 17.85

・重要度総合評価（14点満点） 11.45

・19年度評価 16.59 ・今後のコスト水準（10点満点） 6.33

・市の裁量余地の大小（10点満点） 7.11

・20年度評価 16.07

※経営戦略会議調整

・21年度評価 19.47    なし（採点結果どおり）

・22年度評価 17.74 参考：H24方針

成果向上・コスト維持

・23年度評価 18.15

施策トータ
ル

コスト

項　　目

147,402

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

④トータルコスト（②＋③）

6,167

161,569

効率性指標

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策の
⑤事業費（定義式：　　　　　②　　　/     54,977  　　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　　 54,977 　　）

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/　   54,977  　）

平成21年度実績

53

7,643,717

333,695

7,977,412

141,236

6,166

平成23年度実績

53

8,402,742

56

8,720,184

6,109

164,724

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

333,439

8,736,181

155,402

335,866

9,056,050

158,615

平成22年度実績

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


