
事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事 業 名 CD 0104010102 保健対策推進事業

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大項目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第 6次長期総合計画での目的体系 中項目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小項目 健康づくりの推進

関連する個別計画等 韮崎市食育推進計画 根拠条例等 健康増進法、食育基本法

関連する事業

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

核家族化などライフスタイルの変化による孤食、偏食等を要因とした生活習慣病の抑制等、「食」による健全な
生活、健康の確保を推進

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

全市民

これまでの改善経過

平成 21年 3月 韮崎市食育推進計画策定（平成 21年～25年度）

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他（ ）

・食生活推進員会との連携 
・関係部署との連携による食育の推進 
・食生活改善推進員養成講習会の実施 

・各種教室（相談）での食生活の指導 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか） 

（どのような効果を得る

のか） 

→成果指標へ

食を通じた正しい生活習慣の定着

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 532 481 635

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金

市債

その他

一般財源 532 481 635

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.19 0.33 0.29

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 1,277 2,250 1,939

D 総事業費(A+C) (千円) 1,809 2,731 2,574

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト ８２ 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した 22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円),24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
地域食育実習教室開催 開催回数（回） 11 11 11

参加者数（人） 471 481 358

活動指標
食生活改善推進員養成
講習会開催

開催回数（回）
参加者数（人）

６

16

地域食育実習教室参加率 H24参加者数／H23参加者数（％）
 (358人／481人）

109.28 102.12 74.4

成果指標 食生活改善推進員養成率 修了者数／参加者数（％）
（16人／16人）

100

地域食育教室参加者１人あ
たりのコスト

開催事業費／参加者数（円）
（220千円/358人）

467 457 615

効率指標 養成講習会参加者１人あた
りのコスト

開催事業費／参加者数（円）
（130千円／16人）

― ― 8,125

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □Ａ妥当である ■Ｂほぼ妥当である □Ｃ妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

各種教室で食に関する指導及び食生活改善推進員主催の地域食育実習教室の事業支援を行った
地域で食育を推進する食生活改善推進員を新たに養成。

成 果 ■Ａ上がっている □Ｂほぼ上がっている □Ｃ上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

各種教室や養成講習会で食育への関心を高め、知識を提供できた

効率性 □Ａ効率的である ■Ｂほぼ効率的である □Ｃ効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

各地区の公民館を中心に実施したため、教室に参加できる数が限られ、前年より参加者数が減
少し、コストも前年より上がった。
養成講習会は指定の教材や決められたカリキュラム（料理講習等）を実施するため、コストが

かかるため、隔年で計画的に実施する必要がある。

総合評価 □Ａ期待以上に達成 ■Ｂ期待どおりに達成 □Ｃ期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
□ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改
善
・
改
革
案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
市民が食育に関心を持ち、正しい食習慣
を定着する。

第二次食育推進計画に基づき、関係部署
と連携し、食育を推進する。

食生活改善推進員の養成講習会を実施す
る。

（第一次）韮崎市食育推進計画及びこれ
までの取組みを評価し、第二次食育推進

計画を策定する。
食育を推進する関係団体との連携を図る
ため、食育推進委員会を新たに立ち上げ、

開催する。

24年度の改善計画
地域で食育推進に関わる食生活改善推進員の養成講習会の実施。

24年度の改善結果
参加者全員が規定のカリキュラムを修了し、新規会員を養成することができたが、当初予定していた人数より参加者は少なかっ
た。

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
家庭で食育が推進できるよう、食生活改善推進員をはじめとする関係団体との連携。

課長所見
市民が「食」に関する知識や「食」を選択する力を習得するための普及・啓発の推進は、関係諸団体と連携が必要
不可欠である。特に、地域で「食育」を実践する食生活推進員の役割は重要であり、高年齢化等から脱会し充足率

が低い推進員の養成は今後も計画的に進めていく必要がある。



事  業  名 CD 0104010108001 不妊症対策支援事業

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大 項 目 将来を担う子どもをのびのび育むまちづくり

第６次長期総合計画での目的体系 中 項 目 子どもを安心して生み、育てられる社会の実現

小 項 目 子育て支援体制の充実

関連する個別計画等 韮崎市健康増進計画 根拠条例等 韮崎市不妊症対策支援事業実施要綱

関連する事業

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

不妊症により望んでも子供を授かることのできない夫婦に、不妊症の治療費の一部を助成することにより、夫

婦の経済的負担の軽減を図る。

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

夫婦のいずれかが、継続して 1年以上韮崎市に居住し婚姻の届出をしている者。
且つ医療機関において不妊症と診断され、体外受精・顕微授精の治療を受けている者。
且つ夫婦の合計所得が７３０万未満である者。

これまでの改善経過

平成16年4月 1日より開始 
平成 21 年度より、10 万円を限度に 1 年度 1回の治療費助成を２回に改正。また夫婦の合計所得が 650 万
未満から730万未満に改正。 

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 □委託 □補助金 □その他（ ）

医師の証明のもと本人が申請し、審査により助成を決定。 

韮崎市健康カレンダー、ホームページ等で周知。 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか、どのような効

果を得るのか） 

→成果指標へ 

経済的負担の軽減を図ることで、夫婦が安心して不妊治療に専念できる。

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 885 １,700 1,420

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金

市債

その他

一般財源 885   1,70０ 1,420

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.10 0.11 0.11

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 672 750 736

D 総事業費(A+C) (千円) 1,557 2,450 2,156

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト 69 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 

事務事業評価シート 評価年度 25年度 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
申請件数 9 17 15

活動指標

妊娠率 妊娠件数/申請件数 (%) 22.2 11.8 20

H22: 2 件/９件 

成果指標 H23: 2 件/17 件 

H24: 3 件/15 件 

助成支給者率 支給件数/申請件数（％） 100.0 100.0 100.0

申請１件当たりの助成額 総助成額／申請者件数 (円) 98,334 100,000 94,666

H22:   885 千円/ 9 件  

効率指標 H23: 1,700千円/17件

H24: 1,420千円/15件

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □ Ａ 妥当である ■ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

対象者自身の意思と医師の指導により、申請できている。

成 果 □ Ａ 上がっている ■ Ｂ ほぼ上がっている □ Ｃ 上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

治療費の助成制度自体も浸透してきており、事前に市に手続き方法等の確認が
あり、申請する人が多い。

効率性 ■ Ａ 効率的である □Ｂ ほぼ効率的である □ Ｃ 効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

市民一人当たりとすると効率的である。

総合評価 □ Ａ 期待以上に達成 ■ Ｂ 期待どおりに達成 □ Ｃ 期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） □継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
■改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改

善

・

改

革

案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
国の「不妊に悩む方への特定治療支援事
業等のあり方に関する検討会」や県の動
向をみながら、今後の事業展開を検討し

ていく。

事業継続。 要綱改正を実施。申請期間を「治療が終
了した日の翌日から起算して１年以内」
と明記し、対象者が申請しやすいように

改善した。

24年度の改善計画
前年度と同等の申請者が見込まれる場合は補正対応する。

24年度の改善結果
当初より申請者が多いと予想されたため、増額補正。

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 

課長所見

助成回数、所得制限等の見直しの成果もあり、申請数も増加傾向にある。また妊娠に至ったケースもあることから、
継続し「子どもを安心して生み育てられる環境」の構築・充実を進めていく。

なお、国においては、助成対象者の年齢について制限を設けるような動きがあるが、市単事業についても設定を設
けるか否かの議論は必要である。



事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事 業 名 CD 0104010200101 健康教育事業

細分化した事業名 健康教育

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大項目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第 6次長期総合計画での目的体系 中項目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小項目 健康づくりの推進

関連する個別計画等 健康増進計画 根拠条例等 健康増進法

関連する事業 健康相談

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

生活習慣病の予防及び介護を要する状態となることの予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普
及を図るとともに、適切な指導や支援を行い壮年期からの市民の健康の保持・増進を図る。

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

健診結果等より保健指導が必要とされる者（要指導者・軽度異常者・若年肥満者等）、またはその家族等。生活

習慣病予防に関心のある者。

これまでの改善経過

～２０年３月 老人保健法に基づく健康教育事業として各種健康教室を実施

平成２０年４月より、健康増進法に基づく健康教育事業となる。
特定保健指導（内臓脂肪症候群：メタボリックシンドロームに着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導）
の対象者以外の生活習慣病予防・改善を目的とした健康教室、また全対象者向けの健康教室を開催している。

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 □委託 ■補助金 □その他（ ）

・健康アップ教室の実施 

・陸上ウォーキング教室の実施 
・水中運動教室への助成 
・総合健診結果報告会での健康教育 

・要請があった団体に対しての教室開催（出前塾）等 
・健康カレンダーの配布（全戸） 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか） 

（どのような効果を得る

のか） 

→成果指標へ

自分の健康を保持増進するための健康行動がとれる

教室へ参加することにより、正しい生活習慣のあり方を身につけることができる
健康カレンダーを全戸配布することにより健康に関する情報を市民全体に周知することができ、対象者本人が
自分にあった教室参加の意思決定ができる

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 3,035 3,102 1,917

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金 504 504 504

市債

その他

一般財源 2,531 2,598 1,413

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.26 0.30 0.31

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 1,747 2,045 2,073

D 総事業費(A+C) (千円) 4,782 5,147 3,990

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト 127 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
健康アップ教室 開催回数（回） 43 29 28

陸上ウォーキング教室 開催回数（回） 12 2 2

活動指標 病態別健康教室 開催回数（回） 14 29 35

健診結果報告会 開催回数（回） 20 38 39

水中運動教室 開催回数（回） 211 219 218

健康カレンダー 世帯配布 12,000 12,000 12,000

健康アップ教室 参加者数（人） 267 264 265

体重・体脂肪・腹囲改善率（％） 50.0 61.8 57.5

陸上ウォーキング教室 参加者数（人） 120 88 120

成果指標 病態別健康教室 参加者数（人） 520 1,228 1,171

健診結果報告会 参加者数（人） 93 623 628

参加率（％） 73.8 86.9 78.8

水中運動教室参加者数 参加者数（人） 2,302 2,408 2,534

教室１回あたりのコスト 総事業費／開催回数（円）
（３,９９０千円／３２２回）

15,940 １6,236 12,391

参加者１人あたりのコスト 総事業費／参加者数（円）
（３,９９０千円／４,７１８人）

1,448 1,116 846

効率指標

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □Ａ妥当である ■Ｂほぼ妥当である □Ｃ妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

市民のニーズに合わせ、各地区や保健福祉センターにおいて健康教育を行い、健康づくりの場
を提供している。健診結果報告会は参加日の調整が出来るようにし、できるだけ多くの対象者

が受講できるよう周知した。陸上ウォーキング教室はスポーツ推進委員や食生活改善推進員、
関係課等と共に教室を開催した。

成 果 □Ａ上がっている ■Ｂほぼ上がっている □Ｃ上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

多くの市民に健康に関する情報提供や運動習慣・正しい食生活の知識が普及できた。健診結果
報告会は対象者の８割が参加している。健康アップ教室は３か月（１/W）間の集中教室であり、
体重・体脂肪・腹囲共参加者の５割に改善があった。陸上ウォーキング教室は開催会場や体操、

健康食などアンケート結果をもとに工夫し参加者も増えた。 

効率性 □Ａ効率的である ■Ｂほぼ効率的である □Ｃ効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

教室においては適切な情報を市民に伝えるための資料等も必要であり内容に応じて提供してい

る。コスト的には効率的である

総合評価 □Ａ期待以上に達成 ■Ｂ期待どおりに達成 □Ｃ期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
□ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改
善
・
改
革
案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
市民がより健康でいられるような健康教
室また、対象者の状況に応じた生活習慣

病予防・重症化予防教育を継続していく。

市民が情報を得やすく参加しやすいよう
に周知を行い教室を開催していく。

健康カレンダーについては、広報４月号
に年度の予定を保存版として掲載。６月

からはメールマガジン配信開始。陸上ウ
ォーキング教室は３回開催予定。高血圧
予防教室を食生活改善推進員と共に開催

する予定。

24年度の改善計画
市民の健康への意識づけができ、実行に移せるような方法で開催していく。

24年度の改善結果
参加者からのアンケート結果や各組織・関係機関との検討をもとに内容を工夫した。教室参加をきっかけに仲間ができ、継続し

て教室へ参加する人もみられている。

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
教室の実施や周知について関係機関と連携・協力して行っていく。

課長所見
疾患の発生を防止するための一次予防は、市民一人ひとりの自覚と実践が基本であり、その意識を醸成するための
各種教室等の実施は必要である。今後はこれら事業に、より多くの市民が参加する方策を再考していく。



事  業  名 CD 0104010200102 健康相談事業

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大 項 目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第６次長期総合計画での目的体系 中 項 目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小 項 目 健康づくり推進

関連する個別計画等 韮崎市健康増進計画 根拠条例等 健康増進法

関連する事業 健康教育

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

韮崎市健康増進計画に基づき、市民の健康の保持・増進を目的とする。心身の健康に関する個別の相談に応じ、
必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資する。

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

心身の健康に関して相談のある者、必要な者又はその家族等

これまでの改善経過

昭和58年度から老人保健法施行に伴い健康相談事業として実施。 
平成20年度からは、老人保健法が廃止され健康増進法に基づき事業を継続している。 

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 □委託 ■補助金 □その他（ ）

・健診結果説明会での個別相談 
・定例健康相談 週 2回 
・出前塾等地区別健康相談 

・歯科相談 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか、どのような効

果を得るのか） 

→成果指標へ 

市民が心身共に健やかに生活できるため、気軽に相談できる窓口となる。
個別に相談を行い、個々の状態に合わせた指導、助言を行うことで、対象者が主体的に健康管理ができるよう
になる。

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 1,395 1,466 1,567

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金 170 170 170

市債

その他

一般財源 1,225 1,296 1,397

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.25 0.28 0.01 0.26

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 1,679 1,909 1,739

D 総事業費(A+C) (千円) 3,074 3,375 3,306

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト 105 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 

事務事業評価シート 評価年度 25年度 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
病態別健康相談 開催回数 (件) 33 53 55

定例健康相談 開催回数 (件) 93 96 95

活動指標 口腔衛生週間歯科相談 開催回数 (件) １ １ 1

病態別健康相談 相談者数 (人) 585 1,227 1,186

定例健康相談 相談者数 (人) 202 103 96

成果指標 口腔衛生週間歯科相談者数 相談者数 (人) 261 302 3４１

参加者 1人あたりのコスト 総事業費/相談者数 (円) 2,933 2,068 2,037

（3,306 千円/1,623 人） 

効率指標

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □ Ａ 妥当である ■ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

健診結果報告会（病態別）時での相談に来所できない場合は定例相談にて対応する等、可能な

限り多くの対象者に個別相談を実施するとともに、随時来所・電話相談も応じている。
また口腔衛生週間歯科相談は歯科医師会はじめ関係機関と共に行っており市民にも定着してい
る。

成 果 □ Ａ 上がっている ■ Ｂ ほぼ上がっている □ Ｃ 上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

個別に相談する対象者が増えることで、多くの人に自分に合った健康管理を主体的に行う動機
づけができ、生活習慣病等の予防、改善につながる。

効率性 □ Ａ 効率的である ■ Ｂ ほぼ効率的である □ Ｃ 効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

生活状況などをくわしく聴きながら、改善方法を共に考え相談を行っておりコスト的には効率
的である。

総合評価 □ Ａ 期待以上に達成 ■ Ｂ 期待どおりに達成 □ Ｃ 期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
□ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改

善

・

改

革

案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
個人がより健康でいられるように支援し
ていく。

事業継続。市民が相談・来所しやすいよ
うに周知していく。

日曜相談日は継続実施。随時相談では精
神保健が増加しており（保健師年報
H22-39 件 H23-30 件 H24･69 件）

必要に応じ関係機関とも連携をとり対応
していく。 

24年度の改善計画
日曜相談日を設ける。

24年度の改善結果
日曜相談来所者数 １０５人

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
関係機関と連携していく。

課長所見
電話相談に関しては長時間を要し事務に支障が生じることから、ケースにもよるが相談者の訴え等に配慮しつつ端
的な助言・指導に努める。また、可能な限り来所しマンツーマンでの相談が実施できるよう進言することも必要と
考える。



事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事  業  名 CD 0104010206 予防接種事業

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大 項 目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第６次長期総合計画での目的体系 中 項 目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小 項 目 健康づくりの推進

関連する個別計画等 根拠条例等 予防接種法

関連する事業

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

予防接種法に基づき、感染症の発症及びまん延を予防する。

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

乳幼児（３ヶ月～９０ヶ月）

児童・生徒（小学１年生～高校１年生）
高齢者（６５歳以上）

これまでの改善経過

平成１３年度よりインフルエンザ予防接種助成（2,500円）
平成１６年度より日本脳炎Ⅱ・Ⅲ期（小学４年、中学３年）個別接種化。
平成１７年度中途より、日本脳炎接種勧奨差控え勧告及び第Ⅲ期廃止。
平成１８年度より麻しん風しん混合ワクチン（満１歳児、年長児対象）接種開始。

平成２０年度より麻しん風しん混合ワクチンⅢ期・Ⅳ期接種開始。（平成２４年度までの措置）
平成２２年度より日本脳炎の接種が再開され、国の指針に基づき、１期の積極的勧奨を実施。
平成２４年度中途より、ポリオの定期予防接種が生ワクチンから不活化ワクチンへ移行し、集団接種が終了。

また、四種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ）が開始。。

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他（ ）

・個別予防接種：ＢＣＧ、二種混合、三種混合、四種混合、ポリオ、不活化ポリオ（単独）、 
麻しん風しん、日本脳炎、 （H25～ ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチン）

・集団予防接種：ポリオ（平成24年度は春季のみ実施。） 

・業務内容：個別予防接種は医療機関に委託。 
      集団予防接種は受付確認事務（職員）、問診（医師）、接種（医師及び看護師）を行う。 
・生後１ヶ月の乳幼児保護者に予防接種手帳（各種予防接種の予診票）を交付。 

・児童、生徒に対する予診票は、個別通知を行っている。 
日本脳炎 勧奨の差し控えによる未接種者８～１０歳児、高校３年生には、予診票等を個別通知。 
二種混合は小学６年生に個別通知。 

麻しん風しん（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期）はそれぞれ年長児、中学１年生、高校３年生に個別通知。 
ポリオワクチンの変更に伴い、０～７歳児で、一回も接種していない者又は一回接種した者へ個別通知。 
・高齢者にインフルエンザの予診票等の案内を送付 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか、どのような効

果を得るのか） 

→成果指標へ 

乳幼児・児童・生徒の感染症の発生予防、高齢者のインフルエンザの重症化を予防する。
接種率向上のため、広報、個別通知、乳幼児健診等で声かけを行っている。

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 44,741 49,738 59,855

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金 995

市債

その他

一般財源 43,764 49,738 59,855

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.25 0.28 0.35 0.17

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 1,680 1,909 1,137

D 総事業費(A+C) (千円) 46.241 51,647 60,992

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト 1,946 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
対象者（人） ＢＣＧ 237 243 228

（各予防接種標準年齢） 二種混合 331 421 327

三種混合（出生者＋前年未接種者） 260 267 154

四種混合（出生者） ― ― 74

ポリオ（出生者） 220 228 135

活動指標 不活化ポリオ（通知発送者） ― ― 612

麻しん風しん混合（Ⅰ、Ⅱ期） 482 471 527

麻しん風しん混合（Ⅲ、Ⅳ期） 750 716 714

日本脳炎 472 692 734

高齢者インフルエンザ 7,323 7,429 7,743

接種者数（人） ＢＣＧ 219 221 205

二種混合 247 275 260

三種混合（１期初回１回目） 230 253 152

四種混合（１期初回１回目） ― ― 66

ポリオ（1回目） 143 132 60

成果指標 不活化ポリオ（１期初回 1回目） ― ― 290

麻しん風しん混合（Ⅰ、Ⅱ期） 460 464 500

麻しん風しん混合（Ⅲ、Ⅳ期） 664 649 655

日本脳炎（１期初回１回目）
高齢者インフルエンザ

456

4,861

566

4,771

552

4,788

接種率（％） ＢＣＧ 92.4 90.9 89.9

（接種者数／対象者） 二種混合 74.6 65.3 79.5

三種混合 88.5 98.7

四種混合 ― ― 89.2

効率指標 ポリオ（1回目） 65.0 44.4

不活化ポリオ（１期初回 1回目） ― ― 47.4

麻しん風しん混合（Ⅰ、Ⅱ期） 95.4 98.5 94.9

麻しん風しん混合（Ⅲ、Ⅳ期） 88.5 90.6 91.7

日本脳炎（１期初回１回目） 96.6 81.8 75.2

高齢者インフルエンザ 66.4 64.2 61.8

〈事業を自己評価〉 

妥当性 ■Ａ 妥当である □ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）
予防接種法に基づいた事業であり妥当である。

成 果 ■ Ａ 上がっている □ Ｂ ほぼ上がっている □ Ｃ 上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）
予防接種を行うことにより、感染を未然に予防し、重篤な疾患者が発生していない。

効率性 □ Ａ 効率的である ■ Ｂ ほぼ効率的である □ Ｃ 効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

接種単価は、国で示した算定料を参考に医師会と相談し設定している。

不活化ポリオワクチンが定期化したことにより、集団接種がなくなり、すべて個別接種が可能
となった。

総合評価 □ Ａ 期待以上に達成 ■ Ｂ 期待どおりに達成 □ Ｃ 期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
□ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改

善

・

改

革

案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
接種率９５％程度を目指す。 現行どおり 積極的な勧奨が再開された予防接種や新

たに定期化する予防接種については国の
接種勧奨への動向に注視し、対象者へ随

時勧奨を行う。

24年度の改善計画
現行どおり

24年度の改善結果
現行どおり

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
個別予防接種委託契約について相互乗り入れ制度に賛同している市町村と連携を図りながら、契約事務の効率化に努める。

課長所見
市内においてＡ類疾病の蔓延や重篤な患者は発生していないため、接種効果はあるものと考えるが個々の予防接種
では未接種者が一定数存在するため、継続し接種勧奨を行い接種率の向上に努めていく。



事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事 業 名 CD 0104010213 健康診査事業（女性特有のがん検診推進事業）

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大項目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第 6次長期総合計画での目的体系 中項目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小項目 健康づくりの推進

関連する個別計画等 根拠条例等 健康増進法、がん検診実施指針

関連する事業 がん検診事業

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

女性特有のがんは、受診率が低いため受診促進を図り未来への投資に繋がる子育て支援の一環として平成２１
年度から実施

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

子宮がん：２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・４０歳の市民（女性）

乳がん：４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳の市民（女性）

これまでの改善経過

平成２４年度よりクーポン発送時期を早め、６月中旬から受診可能とした。

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他（ ）

・対象者個人に無料クーポン券・手帳・問診票・医療機関案内を送付 
・対象者は無料クーポン券提出により、各健診機関にて受診が可能 
・各検診機関は月締めにより検診費用を市に請求 → 支払 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか） 

（どのような効果を得る

のか） 

→成果指標へ

乳がん・子宮頸がんの早期発見、早期治療による医療費の抑制

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 4,796 4,553 4,555

財
源
内
訳

国庫支出金 2,020 2,236 2,236

県支出金

市債

その他

一般財源 2,776 2,317 2,319

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.29 0.31 0.01 0.21

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 1,949 2,114 1,404

D 総事業費(A+C) (千円) 6,745 6,667 5,959

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト １９０ 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
子宮頸がん検診対象者 対象者数（人） 933 903 851

受診者数（人） 265 235 239

活動指標 乳がん検診受診者数 対象者数（人） 1,090 1,088 1,049

受診者数（人） 410 363 328

子宮頸がん検診受診率 受診者数／対象者数（％） 28.40 26.02 28.08

乳がん検診受診率 受診者数／対象者数（％） 37.61 33.36 31.27

成果指標

受診者１人あたりのコスト 総事業費／受診者数（円）
（５，９５９千円／５６７人）

9,992 11,149 10,510

効率指標

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □Ａ妥当である ■Ｂほぼ妥当である □Ｃ妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

対象者個人宛に検診通知、無料クーポン、検診手帳を郵送

成 果 □Ａ上がっている □Ｂほぼ上がっている ■Ｃ上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

人口の推移と共に対象者が少なくなってきているが、問い合わせも多く、無料クーポンについ
ては浸透してきている。しかし、若年層の受診が少なく依然として受診率は向上していない。

効率性 □Ａ効率的である □Ｂほぼ効率的である ■Ｃ効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

受診者が少ないと、コストがかかってしまい効率性は低い

総合評価 □Ａ期待以上に達成 □Ｂ期待どおりに達成 ■Ｃ期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） □ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
■ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改
善
・
改
革
案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
平成 25 年度をもって国庫補助が終了し
た後、市単独事業として助成を続けるか
検討が必要。 

平成 25 年度をもって国庫補助が終了し
た後、市単独事業として助成を続けるか
検討が必要。

国庫補助最終年度のため、女性特有がん
に関する周知強化と休日(10/6 予定)に
乳がん検診を実施し、若年層の受診率向

上を図る。また、無料クーポン券の発送
時期を６月初旬とし、受診期間を拡充す
る。

24年度の改善計画
総合健診会場等で検診についてチラシを配布するとともに、クーポンの発送時期を早め更なる受診率向上に努める。

24年度の改善結果
がん検診の受診について、健診会場等において積極的な呼びかけを行うとともに、クーポンの発送を２～３週間程度早めた。

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
愛育会、小中学校、シニア健康サポーター養成講座などの各関係団体へ受診勧奨の呼びかけ

課長所見 受診率が低い若年層から働く世代が受診し易い環境づくりを推し進めていく。



事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事  業  名 CD 0104010213 健康診査事業（大腸がん検診推進事業）

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大 項 目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第６次長期総合計画での目的体系 中 項 目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小 項 目 健康づくり推進

関連する個別計画等 根拠条例等 健康増進法、がん検診実施指針

関連する事業 がん検診事業

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

大腸がんは、働き盛りの40歳代後半から罹患者数、死亡者数共に増加しているが、治癒率は7割、早期発見
であれば100%近く完治するがんである。平成23年度から国のがん検診推進事業による働く世代への大腸が
ん検診推進事業として早期発見、早期治療を行うため便潜血検査を無料で実施する。 

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳の市民

これまでの改善経過

平成２３年度から実施。

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他（ ）

・対象者個人に無料クーポン券・手帳を送付 
・対象者は無料クーポン券提出により、総合健診会場にて受診が可能 
・検診機関は年度末に検診費用を市に請求 → 支払 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか、どのような効

果を得るのか） 

→成果指標へ 

大腸がんの早期発見、早期治療による医療費の抑制

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) - 1,626 1,567

財
源
内
訳

国庫支出金 812 850

県支出金

市債

その他

一般財源 814 717

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) - 0.24 0.01 0.18

C 人件費(平均人件費×E) (千円) - 1,637 1,204

D 総事業費(A+C) (千円) - 3,263 2,771

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト ８８ 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
大腸がん検診対象者 対象者数（人） - 2,116 2,178

大腸がん検診受診者 受診者数（人） - 379 320

活動指標

大腸がん検診受診率 受診者数／対象者数（％） - 17.91 14.69

成果指標

受診者１人あたりのコスト 総事業費／受診者数 (円) - 8,609 8,659

 (２,７７１千円/３２０人) 
効率指標

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □ Ａ 妥当である ■ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

対象者個人宛に勧奨通知、無料クーポン、検診手帳を郵送

成 果 □ Ａ 上がっている □ Ｂ ほぼ上がっている ■ Ｃ 上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

前年度に比べ、受診者数と受診率ともに減少している。

効率性 □ Ａ 効率的である □ Ｂ ほぼ効率的である ■ Ｃ 効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

検査項目が便潜血だけの場合、コストがかかってしまい効率的ではない。

総合評価 □ Ａ 期待以上に達成 □ Ｂ 期待どおりに達成 ■ Ｃ 期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） □ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
■ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改

善

・

改

革

案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
総合健診日以外の日程でも検診ができる
よう検診機関と調整し、受診しやすい体
制を整える。

無料クーポン券の発送時期を検討する。 大腸がん検診希望者に対し、キット送付
時に各種がん検診のチラシを同封し、大
腸がんだけでなく他のがん検診と一緒に

受診してもらえるように受診率向上を図
る。

24年度の改善計画
無料クーポンの発送時期を総合健診時に間に合わせるように事務処理を行う。

24年度の改善結果
６月下旬に無料クーポン券を送付し、総合健診が始まる７月中旬までに希望者に対し、総合健診のキットを送付した。

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
総合健診実施医療機関（厚生連）によるがん検診受診への周知（市内梨北支店などの窓口へ案内文の掲示）

課長所見
受診率の向上策については更なる検討が必要であるが、受診勧奨対象者の把握方法（現状の対象年齢全てに勧奨を
行う方法と社会保険加入者本人または被扶養者を除いた対象者に勧奨を行う方法の両論）をコスト面等からも検討
していく。 



事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事 業 名 CD 02080101010 特定健康診査事業

細分化した事業名

事業担当課室 CD 200400 保健課 整理ｺｰﾄﾞ

〈事務事業の位置づけ〉 

大項目 誰もが安心して暮らせるまちづくり

第 6次長期総合計画での目的体系 中項目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実

小項目 健康づくりの推進

関連する個別計画等 韮崎市特定健診等実施計画書 根拠条例等 高齢者の医療の確保に関する法律

関連する事業 健康診査事業

〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか）

生活習慣病を予防し医療費の抑制を図るため、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査を実施する。

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か）

40～74歳の国民健康保険被保険者が対象。  

これまでの改善経過

平成 17 年の国の医療制度改革大綱により、治療重点の医療から疾病の予防を重視した保健医療体系へ転換を

図るとされ、糖尿病の患者・予備軍等、生活習慣病の予防を重点に医療の減少を図ることとされた。 
医療制度改革関連法（平成 18 年公布・20 年施行）により、医療保険者（韮崎市＝国保）による特定健診・
特定保健指導を平成20年度より開始。 

平成24年度が第1次特定健康診査等実施計画の最終年度であった。 
平成24年度より託児を実施した。（東京エレクトロン韮崎文化ホール、保健福祉センターの２会場のみ）。

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他（ ）

各町公民館・体育館、東京エレクトロン韮崎文化ホール、保健センター等にて巡回健診を実施。 
対象者には7月上旬に健診キットを送付。 

70歳未満の方は自己負担金を徴収。 
検診項目 
 ・問診・身体計測・理学的検査（視診、打聴診等）・血圧・検尿・腎機能・血糖・心電図・眼底・貧血 

・循環器（血清総コレステロール、中性脂肪等）・肝機能（GOT、GPT、γ―GTP） 
・ヘモグロビンA1c・血清アルブミン 

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか） 

（どのような効果を得る

のか） 

→成果指標へ

平成24年度は第1次特定健康診査等実施計画の最終年度であり、健診受診率の目標値は65%であった。 
（後期高齢者支援金についての加算金はなし。） 

託児実施することで、普段健診に行くことができない子育て世代に対し、受診しやすい環境を整えることがで
きた。 

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 19,139 19,558 19,440

財
源
内
訳

国庫支出金 3,139 3,753 3,932

県支出金 3,091 3,160 3,932

市債

その他 2,422 2,295 2,222

一般財源 10,487 10,350 9,354

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 0.32 0.4７ 0.01 0.38

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 2,150 3,20５ 2,541

D 総事業費(A+C) (千円) 21,289 22,76３ 21,981

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト ７０１ 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、22 年度(6,719 千円) ,23 年度(6,819 千円) ,24 年度（6,687 千円）を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

指標名 指標の算出方法
実   績   値

22 年度 23 年度 24 年度
対象者数（人） 40～74歳国保被保険者数 6,069 6,059 5,966

受診者数（人） 2,315 2,250 2,230

活動指標 検診回数 19 19 20

受診率 受診者数 2,230／対象者数 5,966（％） 38.1 37.1 37.3

指導率 受診者数 205／対象者数 246（％） 79.0 88.6 83.3

成果指標

１会場あたり受診者数 受診者数／実施回数 122 118 111

受診者１人あたりの経費 総事業費／受診者数 (円) 
（２１,９８１千円／２,２３０人）

9,196 10,117 9,857

効率指標

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □Ａ妥当である ■Ｂほぼ妥当である □Ｃ妥当でない

（事業の手段・活動は妥当ですか）

総合健診として各地区を巡回し、実施しているため、受診者の利便性が図られている。

成 果 □Ａ上がっている □Ｂほぼ上がっている ■Ｃ上がっていない

（意図した成果が上がっていますか）

疾病の早期発見、早期治療には繋がっているが、目標値である 65%には全く届いていない。
対象者の精査が必要。

効率性 □Ａ効率的である □Ｂほぼ効率的である ■Ｃ効率的でない

（コストを見て効率的ですか）

健診回数や場所、自己負担の見直しを含め、サービスを低下せずにコスト面の効率化を図る。

総合評価 □Ａ期待以上に達成 □Ｂ期待どおりに達成 ■Ｃ期待以下の達成

□ 拡大（コストを集中的に投入する） □ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
■ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

改
善
・
改
革
案

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

(1) 中長期的 (2)26年度 (3)25年度
個人負担金の見直しを検討（廃止も含む） 第２次特定健康診査等実施計画に基づ

き、健診受診率49%を目指す。 
第２次特定健康診査等実施計画に基づ
き、健診受診率45%を目指す。また、か
かりつけ医からの「特定健診に相当する

診療情報」を提供してもらい、更なる受
診率向上を図る。 

24年度の改善計画
かかりつけ医からの「特定健診に相当する診療情報」の提供を受けられるような体制つくりを整え、受診率の向上を図る。

24年度の改善結果
24年度の契約医療機関への周知が徹底されていなかったことや市内医療機関数が少なかったことから、年度内の契約は行わなか

った。 

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること） 
かかりつけ医のある特定健診対象者に対して、数多く情報提供をしてもらえるように市内医療機関と連携する。

課長所見
目標値を下回っている受診率については、向上のための方策を再考するとともに、指導率については今後も高い水

準を維持するよう努め市民の健康の保持・増進、医療費の抑制に努めていく。


