
充実に努め、制度への加入の促 市民からの国民年金に係る届出等を受理し、日本年金機構へ適正な報告を行い、伴せて加入の促進及び納付
施策目的・

(2)目的 進と保険料の納付率の向上を図ります。 事業目的 率の向上に努める。
展開方向

①国民年金被保険者から提出された届書、申請書、申出書又は請求書の記載事項及び添付書類に不備がある ①日本年金機構と協力連携し、適正な報告を行う。　　　　
場合は、適宜その不備の補正を求め、補正されたものを受理する。 ②口座振替等納付の督励に努め、納付率の向上をはかる。
②日本年金機構への適正な報告を行う。 当該年度 ③国民年金システムについて、平成３０年６月頃に包括委託業者と契約を結び、１２月稼働に向けシステム
③国民年金制度の周知に努め、納付率の向上をはかる。 執行計画 改修を行う。

(3)事業内容 内　　容 ④平成３０年度マイナンバー導入に伴い、国民年金システムの改修（国民年金適用関係届書報告書の電子媒
体化及び様式統一化）を行う。

国民年金加入者の納付率 想定値 69.5当該年度
単位 ％

活動結果指標 実績値 72.3

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 法定受託事務を実施する中で、加入者の納付率を向上させる。 直接 国民年金加入者の納付率 % 69.4 69.5

平成31年度 法定受託事務を実施する中で、加入者の納付率を向上させる。 直接 国民年金加入者の納付率 % 69.8

令和 2年度 法定受託事務を実施する中で、加入者の納付率を向上させる。 直接 国民年金加入者の納付率 % 70

国民年金制度は法改正等により制度が複雑で理解を得るのが難しい。加えて年金問題も未だ未解決であり、市民の不信・不安は
(7)事業実施上の課題と対応 解消されてないことから国民年金保険料の納付意欲が薄れている。しかし、引き続き国民年金のしおりや広報・ホームページ等 代替案検討 ○有 ●無

を通じて根気強く制度を理解していただけるよう丁寧な説明と正確な情報を提供していく。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託職員報酬等（２号２名） 5,539 嘱託職員報酬等（２号２名） 5,436 5,049 嘱託職員報酬等（２号２名） 5,436 嘱託職員報酬等（２号２名） 5,436
臨時職員賃金等（１名） 1,992 臨時職員賃金等（１名） 1,667 1,667 臨時職員賃金等（１名） 1,667 臨時職員賃金等（１名） 1,667
普通旅費 2 普通旅費 6 1 普通旅費 6 普通旅費 6
研修旅費 6 研修旅費 6 2 研修旅費 6 研修旅費 6
消耗品費（事務用品他参考図書等） 434 消耗品費（事務用品他参考図書等） 240 223 消耗品費（事務用品他参考図書等） 240 消耗品費（事務用品他参考図書等） 240
通信運搬費 84 通信運搬費 122 66 通信運搬費 122 通信運搬費 122

臨時職員賃金等予備費 48 38
実施内容 【政策】

＊ 国民年金システム改修費 2,017 2,017
(8)施行事項

費　　用 ＊ 消耗品費 4 0

予算(決算)額 合　　計 8,057 合　　計 9,546 9,063 合　　計 7,477 合　　計 7,477
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 100 ％ 9,546 9,063 補助率 100 ％ 7,477 補助率 100 ％ 7,477
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 8,057 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71
正職員人件費 23,848 23,848 23,848 23,848 23,848

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 5,196 5,436 5,436 5,436 5,436
臨時職員賃金額 1,992 1,667 1,667 1,667 1,667

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 31,905 33,394 32,911 31,325 31,325
(11)単位費用

459.73千円／％ 480.49千円／％ 455.2
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

健全な国民生活の維持及び向上に寄与するための国民年金制度の長期的な安定を図る必要がある。経済状況の悪化や年金 ●①事前確認での想定どおり
制度に対する不信感から納付率が低迷している中、年金制度を理解していただきながら、納付督励や免除申請など個々の ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 状況に応じた助言が必要である。 ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

国民年金制度の安定期的な運営を図る上で、制度の理解を深め納付率を上げるために、制度の理解への助言を行うことが
できた。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 国民年金事業の一部は、政令の定めるところにより市が行う

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ものである。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
69.4 69.5 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

実績値確認中（６月下旬予定）
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 69.5 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ○①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 33,394 △1,489 32,911 98.55
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△4.67

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.21

% 10万円 0.21 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
国民年金制度の長期的な安定を図る上で、制度内容の周知や保険料の納付率の向上を図る必要があり、今後も推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 150 課コード 0510 会計種別 一般会計 予算の種類 ■政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民年金制度の周知、加入促進及び納付奨励 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国民年金加入促進及び納付奨励 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 2.71 人）
(1)事業概要

(当　初) 33,346 千円 (うち人件費 23,848 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 33,394 千円 (うち人件費 23,848 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34003 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民年金制度の長期的な安定を図るため、制度内容の周知や窓口相談体制の



課の適正化に努めるとともに、口 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 また、平成30年度以降は県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま により制度の安定化を図ることとなった。
①病気やケガをした時の療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費、移送費、療養費、高額療養費等 ①被保険者には正しい受診、医療機関には適正な診療を促し、医療機関からの診療報酬明細書（レセプト）
の支給を行う,出産したときの出産育児一時金の支給を行う,死亡したときの葬祭費の支給を行う。 の点検を綿密に行い適正な給付を行う。
②電算処理を国保連合会への全部委託とともに、高額療養費支給システムを導入し、事務の効率化を図る。 当該年度 ②出産、葬祭に関する給付については、被保険者の資格や保険税の納付状況を確認しながら、適正な給付を
③保険給付費・国民健康保険事業納付金・共同事業事務費拠出金の円滑な支払業務を行う。 執行計画 行う。

(3)事業内容 内　　容 ④国民健康保険財政調整基金の円滑な運用。 ③保険給付費、国民健康保険事業納付金、共同事業事務費拠出金、及び過年度分の精算に伴う返還金の支払
⑤平成30年度からは県の区域内に住所を有する者が被保険者となることから、被保険者の県内異動に伴って 業務の円滑な実施。
発生する世帯の継続性について、高額療養費制度の適正な運用を実施していく。 一人あたりの医療費を対前年比で抑制する 想定値 100当該年度

単位 ％
活動結果指標 実績値 104.01

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 我孫子市の国保財政の現状を被保険者にＰＲし国保財政の健全化に努めていく。広報、ポスターやリーフレット、ホームページ 直接 一人あたりの医療費を対前年比で抑制する ％ 98.06 100
等で確実に啓発できる内容を検討する。さらに頻回受診、重複受診等を抑制するため、レセプト点検の強化を図る。

平成31年度 我孫子市の国保財政の現状を被保険者にＰＲし国保財政の健全化に努めていく。広報、ポスターやリーフレット、ホームページ 直接 一人あたりの医療費を対前年比で抑制する ％ 100
等で確実に啓発できる内容を検討する。さらに頻回受診、重複受診等を抑制するため、レセプト点検の強化を図る。

令和 2年度 我孫子市の国保財政の現状を被保険者にＰＲし国保財政の健全化に努めていく。広報、ポスターやリーフレット、ホームページ 直接 一人あたりの医療費を対前年比で抑制する ％ 100
等で確実に啓発できる内容を検討する。さらに頻回受診、重複受診等を抑制するため、レセプト点検の強化を図る。
超高齢化及び医療の高度化による医療費の増大が課題であり、被保険者に対する頻回受診・重複受診等の抑制、第三者行為の取

(7)事業実施上の課題と対応 り扱いなどの正しい受診のＰＲ、財源の確保が必要とされる。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

嘱託職員人件費8人(報酬/共済費/費用弁 17,597 嘱託職員人件費８人(報酬/共済費/費用 17,970 17,037 嘱託職員人件費８人(報酬/共済費/費用 18,220 嘱託職員人件費８人(報酬/共済費/費用 18,220
臨時職員人件費(共済費/賃金) 256 臨時職員人件費(共済費/賃金) 3 3 臨時職員人件費(共済費/賃金) 0 臨時職員人件費(共済費/賃金) 0
旅費/消耗品(参考図書購入費含) 884 旅費/消耗品(参考図書購入費含)/備品購 971 756 旅費/消耗品(参考図書購入費含) 971 旅費/消耗品(参考図書購入費含) 971
印刷製本費(異動届・事業概要含) 352 印刷製本費(異動届・事業概要含) 442 360 印刷製本費(異動届・事業概要含) 442 印刷製本費(異動届・事業概要含) 442
修繕料(複写機保守) 780 修繕料(複写機保守) 816 655 修繕料(複写機保守) 816 修繕料(複写機保守) 816
通信運搬費(医療費通知郵送料、NTT回線 4,036 通信運搬費(医療費通知郵送料、NTT回線 5,011 4,250 通信運搬費(医療費通知郵送料、NTT回線 5,011 通信運搬費(医療費通知郵送料、NTT回線 5,011
手数料(出産育児一時金支払事務) 23 手数料(集約システム/出産育児一時金支 2,112 2,104 手数料(集約システム/出産育児一時金支 2,112 手数料(集約システム/出産育児一時金支 2,112

実施内容 委託料(保守点検/電算/求償事務/差額通 11,361 委託料(保守点検/電算/求償事務/差額通 11,697 10,712 委託料(保守点検/電算/求償事務/差額通 11,018 委託料(保守点検/電算/求償事務/差額通 11,018
使用料(事務機器/有料道路駐車場/国保 2,534 使用料(事務機器/有料道路駐車場/国保 2,355 2,205 使用料(事務機器/有料道路駐車場/国保 2,352 使用料(事務機器/有料道路駐車場/国保 2,352

(8)施行事項
費　　用 負担金(互助会/国保連合会) 3,661 負担金(互助会/国保連合会) 3,524 3,460 負担金(互助会/国保連合会) 3,500 負担金(互助会/国保連合会) 3,500

趣旨普及費(国保ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ印刷費) 260 趣旨普及費(国保ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ印刷費) 262 190 趣旨普及費(国保ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ印刷費) 262 趣旨普及費(国保ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ印刷費) 262
保険給付費(一般/退職/審査手数料/出産 9,265,367 保険給付費(一般/退職/審査手数料/出産 8,890,149 8,713,348 保険給付費(一般/退職/審査手数料/出産 8,888,147 保険給付費(一般/退職/審査手数料/出産 8,888,147
後期高齢者支援金(病床転換事務費含む) 1,760,704 国民健康保険事業費納付金9月補正△134 3,367,691 3,367,688 国民健康保険事業費納付金 3,502,558 国民健康保険事業費納付金 3,502,558
前期高齢者納付金(事務費含む)予備費充 6,492 共同事業事務費拠出金 5 2 共同事業事務費拠出金 5 共同事業事務費拠出金 5
老人保健拠出金(事務費含む) 52 基金積立金9月補正449,9999 3月補正81 450,081 450,081 基金積立金 1 基金積立金 1
介護納付金9月補正△113,569 620,273 保険給付費等交付金償還金・療養給付費 64,488 64,485 保険給付費等交付金償還金・その他償還 2 保険給付費等交付金償還金・その他償還 2
高額療養費共同事業拠出金(事務費含)9 328,732
保険財政共同安定化事業拠出金 2,981,774
財政調整基金積立金・国庫補助及び退職 266,302

予算(決算)額 合　　計 15,271,440 合　　計 12,817,577 12,637,336 合　　計 12,435,417 合　　計 12,435,417
国庫支出金 補助率 0 ％ 10,506,565 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 545,996 補助率 0 ％ 9,033,898 8,785,784 補助率 0 ％ 9,000,000 補助率 0 ％ 8,800,000
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 20,874 △90,064 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 4,198,005 ■特会 □受益 □基金 □その他 3,873,743 3,851,552 ■特会 □受益 □基金 □その他 3,435,417 ■特会 □受益 □基金 □その他 3,635,417
換算人数(人) 2.6 2.9 2.9 2.6 2.6
正職員人件費 22,880 25,520 25,520 22,880 22,880

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 19,878 18,220 18,220 18,220 18,220
臨時職員賃金額 256 3 3 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 15,294,320 12,843,097 12,662,856 12,458,297 12,458,297
(11)単位費用

152,943.2千円／％ 128,430.97千円／％ 121,746.52
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国民健康保険法の定めるところにより実施するものとする。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

国民健康保険法及び関係法令に基づき、被保険者の疾病・負傷・出産等の保険事故に係る給付を適正に行うために必要な
事業である。概ね当初の想定どおりに実施できた。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 国民健康保険法第３条の規定に基づき、我孫子市が保険者と

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 して実施する事業である。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
98.06 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

被保険者数の減少により医療費総額は抑制されているが、一人当たりの医療費は
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 104.01 96.14

年々増加傾向にある。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減

様

対策について
●②概ね

式

想定事業費以内
事業費

第

削減額(d) □①国・

３

県助成制度活用 □⑤Ｐ

号

ＦＩ等民間資本の活用

事

対事業費(％) ●①事

務

前の想定どおり
事業費

事

(c)(千円) 実績値

業

(g)(千円) ○③想

評

定事業費超過
(千円)

価

■②現有体制での対応

表

□⑥受益者負担 (g/

（

c)×100 ○②事前

平

の想定どおりでなかっ

成

た
□③維持管理費の削

3

減策の実施 □⑦その他

0

(2)事業費削減の工

年

夫をして 12,843

度

,097 2,451,

）

223 12,662,

事

856 98.6
□④民

業

間委託 ＜想定どおり削

コ

減できなかった原因＞

ー

○要
   いるか？

事

ド

業費削減率(％) ＜削

1

減の内容＞ ＜超過理由

5

等＞ ●不要

16.03

1

目標値対事業費(e)

課

計算方法 達成状況 ○①

コ

目標値以上 ＜目標値以

ー

上となった理由／目標

ド

値以下であった原因＞

0

(3)目標値を実現す

5

る為に ●②目標値と同

1

程度
単位 費用単位 ●①

0

単年度の指標：目標値

会

×費用単位／事業費 対

計

目標値(％) ○要
  

種

 投じる事業費は適正

別

か？ 実績値(h) ○③

国

目標値以下
○②複数年

民

度の指標：(目標値－

健

現況値)×費用単位／

康

事業費 (e/h)×1

保

00 ●不要
   (目

険

標対費用) 0.08
％

事

1000万円 0.08

業

100

３．事後評価

●

特

現状どおり推進 ○拡充

別

○縮小 ○結合 ○休止 ○

会

廃止 ○事業手法見直し

計

○その他(事業完了な

予

ど)

評
　
価

評価コメン

算

ト 改善策及び展開方向

の

国民健康保険法の規定

種

に基づき、国民健康保

類

険の給付事業について

□

は、今後も現状のとお

政

り推進していく。

策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険事業の健全化対策 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 保険給付事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 2.9 人）
(1)事業概要

(当　初) 12,461,600 千円 (うち人件費 25,520 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 12,843,097 千円 (うち人件費 25,520 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦



会は、国保事業の運営にあたり、それぞれの立場の利害を調整し、国保に関する重要事項を審
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 議し国保運営が円滑に行われるよう市町村長の諮問機関として設置運営されている　国民健康保険をいかに
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま 運用するかを被保険者とその他関係者の代表の参画を得て審議し反映させていく。
運営協議会は、被保険者を代表する委員、保険医または保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員 国保運営協議会４回開催
、被用者保険等保険者を代表する委員で組織され、国保の①一部負担金の負担割合②保険料（税）の賦課方 ・我孫子市の国民健康保険事業の現状
法③保険給付の種類及び内容変更④保険事業の実施⑤国保診療施設の設置に関することなどのほか事業の基 当該年度 ・市長の諮問に対する協議及び答申
本となる事項及び保険財政に重大な影響を及ぼす事項について、市長の諮問に応じて審議する。 執行計画

(3)事業内容 内　　容 また市長の諮問に応じるほか自ら進んで意見を述べることもできる。国保に関する重要事項を議会等に諮る
まえに、関係者、専門家による意見交換や調査を踏まえて市長への具申等を行うものである。

運営協議会を４回開催予定 想定値 4当該年度
単位 回

活動結果指標 実績値 2

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 年度を通して国保に関する重要事項を審議する。住民の各側の代表を国保事業に関与させそれぞれの立場の利害を調整して事業 直接 運営協議会の開催実績 回 3 4
運営を円滑に進めていく。

平成31年度 年度を通して国保に関する重要事項を審議する。住民の各側の代表を国保事業に関与させそれぞれの立場の利害を調整して事業 直接 運営協議会の開催実績 回 4
運営を円滑に進めていく。

令和 2年度 年度を通して国保に関する重要事項を審議する。住民の各側の代表を国保事業に関与させそれぞれの立場の利害を調整して事業 直接 運営協議会の開催実績 回 4
運営を円滑に進めていく。
諮問事項の範囲の明確化。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

委員報酬　3,500円×10人×５回 175 委員報酬　3,500円×10人×4回 140 39 委員報酬　3,500円×10人×4回 140 委員報酬　3,500円×10人×4回 140
会議録作成　8時間×23,000円×1.08 199 会議録作成　8時間×23,000円×1.08 199 87 会議録作成　8時間×23,000円×1.08 199 会議録作成　8時間×23,000円×1.08 199

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 374 合　　計 339 126 合　　計 339 合　　計 339
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 144 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 230 ■特会 □受益 □基金 □その他 339 126 ■特会 □受益 □基金 □その他 339 ■特会 □受益 □基金 □その他 339
換算人数(人) 0.27 0.5 0.5 0.2 0.2
正職員人件費 2,376 4,400 4,400 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 2,750 4,739 4,526 2,099 2,099
(11)単位費用

550千円／回 1,184.75千円／回 2,263
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国民健康保険法第１１条第２項（平成３０年４月１日施行で法改正あり）の規定により定められた必置の附属機関である ●①事前確認での想定どおり
。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

国民健康保険法第１１条に定められた会議体であり、国民健康保険事業を円滑に運営するために必要な事業である。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 市が保険者として実施する国民健康保険事業を円滑に運営す

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 るため。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 【２回開催】 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 第１回　平成３０年１１月８日（木） ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り 第２回　平成３１年　２月７日（木） ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
運営協議会委員１０名のうち３名については、被保険者（市民）代表として公募により選任している。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(回) 目標値(b)(回) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ○①目標値達成
●②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(回) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
3 4 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

必要な協議を行うことができた。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 2 50
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 4,739 △1,989 4,526 95.51
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△72.33

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 ２回の開催において、国民健康保険予算・決算、税に関

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ●③目標値以下 する制度改正、国保広域化、保健事業等、必要な協議を

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.08 行うことができた。

回 10万円 0.04 50

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
国民健康保険法第１１条第２項の規定に基づき、現状のとおり推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 152 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険事業の健全化対策 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国保運営協議会 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 4,739 千円 (うち人件費 4,400 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に努めるとともに、口 国保運営協議



適正化に努めるとともに、口 円滑な保険給付の利用に供する。
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
①新規加入等による被保険者証の随時交付（一斉更新は平成30年度、平成32年度） ①新規加入等による被保険者証の随時交付（一体化した被保険者証の一斉更新は平成30年度、平成32年度）
②高齢者受給者証の更新（平成30年度より被保険者証と一体化） ②高齢者受給者証の更新（平成30年度からの被保険者証の一体化により、高齢者受給者証のみの一斉更新は
③退職者被保険者証切替交付 当該年度 平成31年度、平成33年度）

執行計画 ③退職者被保険者証の交付　随時　
(3)事業内容 内　　容

的確な被保険者証の交付及び、被保険者の利便性と社会の事象に対応 想定値 31,900当該年度
し考慮した対応を進めていく。 単位 件

活動結果指標 実績値 35,741

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 被保険者証、高齢者受給者証の適正な交付。 直接 資格証明書及び短期保険証発行/被保険者数 ％ 3.3 3

平成31年度 被保険者証、高齢者受給者証の適正な交付。 直接 資格証明書及び短期保険証発行/被保険者数 ％ 2.8

令和 2年度 被保険者証、高齢者受給者証の適正な交付。 直接 資格証明書及び短期保険証発行/被保険者数 ％ 2.6

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

通信運搬費 1,542 消耗品 119 0 通信運搬費 3,913 通信運搬費 7,779
通信運搬費 7,667 6,402
印刷製本費 8 8

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,542 合　　計 7,794 6,410 合　　計 3,913 合　　計 7,779
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 254 8 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 1,288 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,786 6,410 ■特会 □受益 □基金 □その他 3,913 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,779
換算人数(人) 0.8 1 1 1.55 0
正職員人件費 7,040 8,800 8,800 13,640 0

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 8,582 16,594 15,210 17,553 7,779
(11)単位費用

0.23千円／件 0.52千円／件 0.43
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国民健康保険法によるため被保険者証の交付。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

想定どおり被保険者に対し国民健康被保険者証を交付できた。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 国民健康保険法第９条及び我孫子市健康保険税滞納者対策実

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 施要綱により、被保険者証の適正化を図る必要がある。その
□その他 　促進された ため、滞納者を適正に把握し被保険者証を発行する必要があ

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した る。
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
市民の声を聞き入れながら、各制度や国民健康保険法並びに関係機関との連携や検討を密にし体制を整える。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
環境に配慮した被保険者証を検討しているが、単価が高く実施に至っていない。

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (b/f×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
3.3 3 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

短期被保険者証や資格者証の件数自体は減少傾向にあるが、被保険者の減少によ
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 3.3 90.91

る影響があり実績値（短期証＋資格証／被保険者）の割合は減少しなかった。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 16,594 △8,012 15,210 91.66
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△93.36

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 国保世帯に対する滞納者世帯数の割合が減少されないた

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 め。現年優先で徴収しているため。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (e/h)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.02

％ 10万円 0.02 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、国民健康保険法第９条及び我孫子市国民健康保険税滞納者対策実施要綱に基づき適正に被保険者証を発行することにより、円滑な保
険給付を行う上で必要な事業であるため、引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 153 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険事業の健全化対策 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 被保険者証・受給者証の交付更新 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 12 人 (換算人数 1 人）
(1)事業概要

(当　初) 16,586 千円 (うち人件費 8,800 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 16,594 千円 (うち人件費 8,800 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の



口 保健事業を効果的かつ、継続して推進することにより、被保険者の健康が保持増進され、その結果として医
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 療費の削減を促進し、国民健康保険の財政安定化に資する。
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
○短期人間ドック事業：我孫子市国民健康保険短期人間ドック事業実施要綱により実施する。 ○短期人間ドック：年度内１回（特定健康診査・保健指導事業と調整を図り実施する。）　
○はり・きゅう・あん摩補助事業：我孫子市国民健康保険はり、きゅう、あん摩等施設利用規則により実施 ○はり・きゅう・あん摩等施設利用券の交付：１枚１,０００円を年度内最大１２枚補助
する。 当該年度 ○医療費通知の発行：年度内１回
○医療費通知の発行：被保険者に受診状況を知らせ、医療給付について理解を求める。 執行計画 ○データヘルス計画による保健事業の実施。

(3)事業内容 内　　容 ○データヘルス計画に基づく保健事業の実施：保険指導の実施や受診勧奨通知の発送を行い、病期の維持改
善を図る。

短期人間ドック助成者数 想定値 850当該年度
単位 人

活動結果指標 実績値 1,033

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 年度を通して保健事業を展開し、被保険者自らが生活習慣を見直し自発的に疾病予防することを目指しそれを支援する事業を行 直接 短期人間ドック受診者数 人 832 850
うことで、被保険者の健康増進、健康寿命の延伸、頻回受診、重複受診の抑制を図って、療養給付費の伸びを抑制する。

平成31年度 保健事業を展開し、被保険者自らが生活習慣を見直し自発的に疾病予防することを目指しそれを支援ていく事業を行い、被保険 直接 短期人間ドック受診者数 人 900
者の健康増進、健康寿命延伸を図る。また、頻回・重複受診抑制や糖尿病重症化予防事業を実施し、療養給付費を抑制する。

令和 2年度 保健事業を展開し、被保険者自らが生活習慣を見直し自発的に疾病予防することを目指しそれを支援ていく事業を行い、被保険 直接 短期人間ドック受診者数 人 950
者の健康増進、健康寿命延伸を図る。また、頻回・重複受診抑制や糖尿病重症化予防事業を実施し、療養給付費を抑制する。
短期人間ドック事業の実施については、特定健診とともに受診率向上を図り、また、受検者が重複受検しないよう特定健診・特

(7)事業実施上の課題と対応 定保健指導事業と連携を図りながら事業を進めていく。 代替案検討 ○有 ●無
データヘルス計画に基づく保健事業の実施については、衛生部門・高齢者部門と連携を図りながら進めていく。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

印刷製本費 81 印刷製本費 98 65 印刷製本費 98 印刷製本費 98
通信運搬費 58 通信運搬費 147 98 通信運搬費 147 通信運搬費 147
短期人間ドック検診委託料 25,996 短期人間ドック検診委託料 33,322 32,512 短期人間ドック検診委託料 33,322 短期人間ドック検診委託料 33,322
特定健康診査データパンチ委託料 1,212 特定健康診査データパンチ委託料 1,319 829 特定健康診査データパンチ委託料 1,319 特定健康診査データパンチ委託料 1,319
はりきゅうマッサージ利用者助成金 8,000 はりきゅうマッサージ利用者助成金 7,500 6,020 はりきゅうマッサージ利用者助成金 7,500 はりきゅうマッサージ利用者助成金 7,500
糖尿病重症化予防保健指導業務委託料 6,817 糖尿病重症化予防保健指導業務委託料 6,912 4,687 糖尿病重症化予防保健指導業務委託料 6,912 糖尿病重症化予防保健指導業務委託料 6,912
データヘルス事業対象者抽出・分析 2,538 データヘルス事業対象者抽出・分析 2,538 2,538 データヘルス事業対象者抽出・分析 2,538 データヘルス事業対象者抽出・分析 2,538

実施内容 ＊ データヘルス計画策定 4,752 医師文書手数料 150 58 医師文書手数料 150 医師文書手数料 150
医師文書料 175 臨時職員（保健師）人件費 585 477 臨時職員（保健師）人件費 585 臨時職員（保健師）人件費 585

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 49,629 合　　計 52,571 47,284 合　　計 52,571 合　　計 52,571
国庫支出金 補助率 100 ％ 4,752 補助率 100 ％ 8,871 7,225 補助率 100 ％ 9,000 補助率 100 ％ 9,000
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 66 ％ 0 1,772 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 175 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 44,702 ■特会 □受益 □基金 □その他 43,700 38,287 ■特会 □受益 □基金 □その他 43,571 ■特会 □受益 □基金 □その他 43,571
換算人数(人) 0.9 1.3 1.3 0.9 0.9
正職員人件費 7,920 11,440 11,440 7,920 7,920

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 585 585 585 585

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 57,549 64,011 58,724 60,491 60,491
(11)単位費用

71.94千円／人 75.31千円／人 56.85
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国保保健事業は、国民健康保険法第８２条により、保険者に課された事業である。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

国民健康保険法第82条により保険者に課された事業であり、被保険者の健康の保持増進のため必要な事業を行うように努
めなければならないため。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 国民健康保険法第82条による国保保健事業を推進するため、

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 例年実施している短期人間ドック事業に加え、データヘルス
□その他 　促進された 計画に基づく保健事業を実施している。保健事業は被保険者

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した の疾病の早期発見、健康の保持増進、更に医療費抑制にかか
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された せない事業である。 ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 保健事業計画の策定や実施において、我孫子医師会や我孫子 ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り 市薬剤師会と連携を図っている。 ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
我孫子医師会と連携を図っている。

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(人) 目標値(b)(人) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(人) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
832 850 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

他課とも連携し、特定健診と併せて短期人間ドックの受診勧奨に努めたため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 1,033 121.53
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 64,011 △6,462 58,724 91.74
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△11.23

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 庁内外の関係部門との連携や効率化に努めたため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 1.33

人 10万円 1.76 132.33

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、被保険者の健康の保持増進を図ることで、被保険者のQOLの実現及び医療費抑制に効果的な事業となっている。高齢化が進む中、生
活習慣病を起因とした疾病の早期発見や重症化予防は重要であることから、現状どおり推進する。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 155 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険事業の健全化対策 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国保保健事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成29年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 1.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 64,011 千円 (うち人件費 11,440 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に努めるとともに、



努めるとともに、口 口座振替の推進を一層図るとともに、窓口での収納及び納付相談、滞納処分等を実施することにより、県が
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 見込む納付金の確保に努める。
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
①国保税の収納を行う。 ４月～３月：国保税の窓口収納事務及び納税相談等を行う。
②領収済通知の消し込み作業を行う。 ４月～３月：各金融機関で納付された領収済通知の消し込みと、口座振替依頼書の登録事務を行う。
③口座振替の登録及び口座振替不能通知の送付を行う。 当該年度 １１月～1月：保険税控除確認書を送付する。
④社会保険料控除証明書（納付確認書）の送付を行う。 執行計画 ４月～３月：社会保険、転出等に伴う過誤納金の還付処理を行う。

(3)事業内容 内　　容 ⑤過誤納金還付処理を行う。 ４月～３月：財産調査の実施及び調査結果に基づく滞納処分を行う。
⑥特別徴収における特別対策申出書の受付と処理を行う。 ９月～３月：現年度の収納を強化する。
kou 保険税収納率（現年度分）　※目標値は、平成28年度の93.25%より低 想定値 93当該年度

い92.5%とした。（新規事業の立ち上げ等による影響を考慮） 単位 %
活動結果指標 実績値 93.85

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 収税課と連携を図り収納率を向上させ、国保財政の健全運営を維持する。 直接 国保税収納率（現年度分）　収納額／調定額 % 93.25 93

平成31年度 収税課と連携を図り収納率を向上させ、国保財政の健全運営を維持する。 直接 国保税収納率（現年度分）　収納額／調定額 % 93.2

令和 2年度 収税課と連携を図り収納率を向上させ、国保財政の健全運営を維持する。 直接 国保税収納率（現年度分）　収納額／調定額 % 93.5

コンビニ納付が開始されたため口座振替の利用者が減る現象がみられる。また、特別徴収実施は収納率向上要因があるものの、
(7)事業実施上の課題と対応 長寿医療制度創設に伴い収納率の高い75歳以上の高齢者が被保険者から年々抜けるため、収納率への低下が懸念される。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

消耗品費 19 消耗品費 19 9 消耗品 19 消耗品 19
印刷製本費 146 印刷製本費 125 78 印刷製本費 125 印刷製本費 125
通信運搬費 1,345 通信運搬費 1,627 1,207 通信運搬費 1,627 通信運搬費 1,627
手数料 3,934 手数料 3,934 3,453 手数料 3,934 手数料 3,934
口座委託料 551 口座委託料 605 512 口座委託料 605 口座委託料 605
滞納管理システム保守管理委託料 267 滞納管理システム保守管理委託料 267 267 滞納管理システム保守管理委託料 267 滞納管理システム保守管理委託料 267
滞納管理システム賃貸借料 556 滞納管理システム賃貸借料 556 556 滞納管理システム賃貸借料 556 滞納管理システム賃貸借料 556

実施内容 還付金(一般) 16,547 還付金(一般) 16,196 16,052 還付金(一般) 16,000 還付金(一般) 16,000
還付金(退職) 250 還付金(退職) 250 27 還付金(退職) 250 還付金(退職) 250

(8)施行事項
費　　用 還付加算金(一般) 500 還付加算金(一般) 500 196 還付加算金(一般) 500 還付加算金(一般) 500

還付加算金(退職) 10 還付加算金(退職) 10 0 還付加算金(退職) 10 還付加算金(退職) 10
嘱託職員報酬等（9月補正） 2,005 嘱託職員報酬等（２人） 2,204 2,167 嘱託職員報酬等（２人） 2,204 嘱託職員報酬等（２人） 2,204
臨時職員報酬等（予備費） 160

予算(決算)額 合　　計 26,290 合　　計 26,293 24,524 合　　計 26,097 合　　計 26,097
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,133 196 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 24,157 ■特会 □受益 □基金 □その他 26,097 24,524 ■特会 □受益 □基金 □その他 26,097 ■特会 □受益 □基金 □その他 26,097
換算人数(人) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
正職員人件費 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 1,666 2,204 2,204 2,204 2,204
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 41,690 41,693 39,924 41,497 41,497
(11)単位費用

450.7千円／% 448.31千円／% 425.4
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国民健康保険加入者が安心して医療が受けられるよう、安定した歳入を確保し制度の健全な運営を図る必要がある。その ●①事前確認での想定どおり
ため、口座振替の推進や納付相談等により収納率向上に努める。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

高齢化の進展などで国民健康保険制度の必要性は高まっている。収納率の向上は国民健康保険制度の健全な運営のために
も必要な事業である。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 地方税法に基づいた国民健康保険制度の収納事務は市の事業

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 であり、常に判断を求められるため委託には適さない。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
93.25 93 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

秋口より現年度分の徴収に取り掛かり、初期の滞納者に対して督促、電話催告、
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 93.85 100.91

財産調査に基づく納付相談、差押等を実施し成果を上げた。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 41,693 △3 39,924 95.76
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△0.01

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 財産調査に基づく納付相談等の実施により効率性が上が

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 った。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.22

% 10万円 0.24 109.09

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
現年度の収納率向上は国民健康保険制度の健全な運営という目標達成にも必要不可欠な事業となっているため、今後も現状どおり推進していく
。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 156 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険税の課税適正化対策 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国保税の収納 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 1.75 人）
(1)事業概要

(当　初) 41,497 千円 (うち人件費 15,400 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 41,693 千円 (うち人件費 15,400 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に



に国保税の計算方法及び納付方法等を周知し、国保税の重要性の理解を得ることで、口座振替利
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 用者数や収納率向上に結びつける。
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
①窓口説明（加入・脱退手続き時に国保税の計算、納付方法等の説明） ４月～３月：窓口、電話応対（加入・脱退手続き時や課税等の問い合わせに対し、的確に解りやすい説明を
②納税通知書の送付時に説明チラシ同封（計算、納付方法等の説明チラシを同封） 心がける。）
③ホームページ・広報等による周知（国保の現状、計算方法、減免、納税相談等を情報を掲載 ） 当該年度 ６月～３月：納税通知書送付時に説明チラシを同封（当初及び更正の説明チラシを同封し送付する。）
④国保月間の周知（１１月は、ちば国保月間としてポスター等を掲示）　　　　　　　　　　　　　　　　 執行計画 ４月・６月・１１月・１２月・３月：広報掲載（制度改正、算定方法 、口座振替、減免、納税相談、社会

(3)事業内容 内　　容 ⑤公的年金からの特別徴収導入に伴う保険税の賦課・徴収制度の周知 保険料控除等の情報を提供する。）
随時：ホームページ掲載（国保制度、制度改正、予算・決算状況、減免、試算等の情報提供をする。）
啓発回数　 想定値 14当該年度
納税通知書送付時説明チラシ同封　１回　　広報掲載　１２回　 単位 回

活動結果指標 実績値 14ホームページ掲載　１回

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 国保制度の重要性、国保税の算定・納付方法等の周知により収納率向上を図る。 直接 口座振替利用率（口座振替利用者数/納税義務者数） ％ 38.51 38.71

平成31年度 国保制度の重要性、国保税の算定・納付方法等の周知により収納率向上を図る。 直接 口座振替利用率（口座振替利用者数/納税義務者数） ％ 38.91

令和 2年度 国保制度の重要性、国保税の算定・納付方法等の周知により収納率向上を図る。 直接 口座振替利用率（口座振替利用者数/納税義務者数） ％ 39.11

収納率向上のためには、制度に対して広報、チラシ、ホームページ等による積極的な周知が必要である。なお、長寿医療制度創
(7)事業実施上の課題と対応 設に伴い75歳以上の高齢者が被保険者から抜けることや口座振替者が特別徴収に移行するため、口座振替利用率低下が懸念され 代替案検討 ○有 ●無

る。従って、目標値は、２８年度決算時の数値を参考とした。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

随時：窓口・電話対応 随時：窓口・電話対応 随時：窓口・電話対応 随時：窓口・電話対応
随時：制度についてのＨＰ掲載 随時：制度についてのＨＰ掲載 随時：制度についてのＨＰ掲載 随時：制度についてのＨＰ掲載
６～３月：納税通知書に啓発チラシを ６～３月：納税通知書に啓発チラシを ６～３月：納税通知書に啓発チラシを ６～３月：納税通知書に啓発チラシを
　同封 　同封 　同封 同封
４・６・１月の広報：制度についての ４・６・１月の広報：制度についての ４・６・１月の広報：制度についての ４・６・１月の広報：制度についての
特集記事掲載 特集記事掲載 特集記事掲載 特集記事掲載
各月１６日広報：納期のお知らせ 各月１６日広報：納期のお知らせ 各月１６日広報：納期のお知らせ 各月１６日広報：納期のお知らせ

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 0 合　　計 0 0 合　　計 0 合　　計 0
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
正職員人件費 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720
(11)単位費用

408.57千円／回 408.57千円／回 408.57
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国民健康保険加入者が安心して医療が受けられるよう、安定した歳入を確保し制度の健全な運営を図るため、国保制度の ●①事前確認での想定どおり
周知を図り、口座振替率及び収納率の向上に結びつける。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

コンビニエンスストアでの納付が可能になったことから、結果として口座振替の利用率が減少してしまっているが、より
一層の啓発・勧奨を行い、収納率向上に寄与した。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 地方税法に基づき、市で管理する課税情報をもとに国民健康

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 保険税の賦課を行っている。
□その他 　促進された 税の啓発は国民健康保険事業運営のための基本であるため、

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した 収納率向上に繋がる啓発を実施していく必要がある。
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
38.51 38.71 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

国民健康保険加入時、及び当初納税通知書発送時に口座振替依頼書を配布、同封
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 38.51 99.48

し、口座振替の利便性をアピールしているが利用率向上に繋がらなかった。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 5,720 0 5,720 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 国民健康保険加入時、及び当初納税通知書発送時に口座

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 振替依頼書を配布、同封し、口座振替の利便性をアピー

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.68 ルしているが利用率向上に繋がらなかった。

％ 10万円 0.67 98.53

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、国民健康保険事業の運営に欠かすことのできない国保税について、被保険者の方々に理解を求めていくとともに、円滑な収納業務に
繋げるために必要とされている啓発事業であることから引き続き推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 157 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険税の課税適正化対策 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国保税の啓発 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 6 人 (換算人数 0.65 人）
(1)事業概要

(当　初) 5,720 千円 (うち人件費 5,720 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に努めるとともに、口 国保加入者



めるとともに、口 国保加入者の資格を確認し、賦課の根拠となる所得等を適切に把握し適正に課税し、納付金の確保に努める
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 。特に転入者や未申告者の所得調べを適正に行う。
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
①所得確認（転入者の前住所地へ所得照会、未申告者へ申告書の送付） ４月～３月：納税通知書の発送（普通徴収及び特別徴収納税通知書の作成、発送事務を行う。）
②納税通知書の送付（普通徴収：１年間の保険税を年１０回で納付、特別徴収：年６回で納付） ４月～３月：特別徴収実施に伴い、年金保険者との調整及び特別対策申出書の受付
③居所不明者の調査（郵送戻り等の現地調査の実施） 当該年度 ９月：未申告者に簡易申告書を送付し、申告を促す。（転入者には、随時所得照会を実施する。）
④国保税の減免（旧被扶養者減免及び徴収猶予、納期限の延長等でも納税が困難） 執行計画 ９月～１０月：居所不明者の実態調査

(3)事業内容 内　　容 ⑤税率改正の是非の検討（国保会計の収支状況を適切に把握し検討） １０月～１月：税率改正の検討（国保会計の収支状況を適切に把握し、税率改正の是非を検討する。）
⑥課税資格、賦課更正の処理 随時：減免の相談及び申請受付を行う。また、補助金申請や調査の報告を行う。
⑦基盤安定負担金等の申請や実態調査等の報告 申告済世帯数 想定値 19,475当該年度

単位 世帯
活動結果指標 実績値 22,375

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 未申告者を減らし、適正・公平な課税を行う。 直接 申告済世帯率（申告済世帯数／加入世帯数） % 96.3 96.4

平成31年度 未申告者を減らし、適正・公平な課税を行う。 直接 申告済世帯率（申告済世帯数／加入世帯数） % 96.6

令和 2年度 未申告世帯を減らし、適正・公平な課税を行う。 直接 申告済世帯率（申告済世帯数／加入世帯数） % 96.8

資格の異動未申請者及び未申告者がいると、還付や遡及課税、軽減対象外となる。公正公平のためにも異動手続き及び申告の必
(7)事業実施上の課題と対応 要性を周知し、適切な賦課を行う必要がある。さらに特別徴収実施に伴い事務量が増加している。なお申告率の高い高年齢層が 代替案検討 ○有 ●無

特別徴収へ移行、又、長寿医療制度へ移行したため申告率低下が懸念される。従って、目標値は２８年度決算値を参考とした。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

返信用封筒、口座振替依頼書の印刷 49 返信用封筒、口座振替依頼書の印刷 456 268 返信用封筒、口座振替依頼書の印刷 456 返信用封筒、口座振替依頼書の印刷 456
当初及び例月納税通知書､その他郵送料 2,750 当初及び例月納税通知書､その他郵送料 2,321 2,025 当初及び例月納税通知書､その他郵送料 2,321 当初及び例月納税通知書､その他郵送料 2,321
消耗品費 18 消耗品費 18 18 消耗品費 18 消耗品費 18
嘱託職員報酬等（9月補正） 4,951 嘱託職員報酬等9月補正487 5,566 5,366 嘱託職員報酬等 5,079 嘱託職員報酬等 5,079

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 7,768 合　　計 8,361 7,677 合　　計 7,874 合　　計 7,874
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 2,158 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 5,610 ■特会 □受益 □基金 □その他 8,361 7,677 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,874 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,874
換算人数(人) 1.5 1.5 1.5 1.75 1.75
正職員人件費 13,200 13,200 13,200 15,400 15,400

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,625 5,079 5,079 5,079 5,079
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 20,968 21,561 20,877 23,274 23,274
(11)単位費用

1.04千円／世帯 1.11千円／世帯 0.93
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国民健康保険加入者が安心して医療が受けられるよう、安定した歳入を確保し制度の健全な運営を図るため、未申告者等 ●①事前確認での想定どおり
の状況把握に努め、適正・公正な課税を行う。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

未申告者や新規加入者、窓口受付時における未申告判明者への所得申告勧奨案内、所得確認を適正に実施し、適正な賦課
を行った。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 地方税法に基づいた国民健康保険税の賦課は、市の事業であ

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 るため。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
96.3 96.4 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

課税課での調査に加え、国保年金課でも独自の所得照会を行っている。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 96.3 99.9
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 21,561 △593 20,877 96.83
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△2.83

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 課税課での調査に加え、国保年金課でも独自の所得照会

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 を行っている。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.45

% 10万円 0.46 102.22

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は地方税法に基づいて市が行う必要な事業である。適正な所得の把握による賦課額の算定、および軽減判定を行うために、今後も引き続
き現状どおり推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 158 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険税の課税適正化対策 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国保税の賦課 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 7 人 (換算人数 1.5 人）
(1)事業概要

(当　初) 21,074 千円 (うち人件費 13,200 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 21,561 千円 (うち人件費 13,200 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に努



近年生活習慣病の外来受診が増加し、６５歳頃を境に生活習慣病を中心とした入院受療が上昇、不適切な食
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的 生活や運動不足等の生活習慣がやがて発症し重症化となる。生活習慣病の境界域段階で留めることができれ
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま ば、通院を減らし重症化を抑えることができ、中長期的には医療費の増加を抑えることも可能になる。
生活習慣病の有病者・予備群の削減という観点から、標準的な健診・保健指導プログラムに沿って事業を行 ・特定健診受診券の発送：５月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
う。具体的には４０歳～７４歳の国保被保険者を対象に受診券を発行し委託医療機関で受診してもらう。検 ・特定健診受診期間：６月～翌年１月
査結果、内臓脂肪蓄積に着目してリスク判定し、特定保健指導の対象者選定と階層化を行い、「動機付け支 当該年度 ・未受診者への勧奨通知発送：１１月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
援」「積極的支援」の対象者に利用券を発行し特定保健指導を行う。以上を健康づくり支援課に執行委任す 執行計画 ・特定保健指導期間：１２月～翌年３月（実際は翌年８月）

(3)事業内容 内　　容 る。
平成２４年度から市独自検査項目として尿酸、クレアチニン、貧血検査、心電図検査を実施。平成２５年度
から節目年齢の者に簡易脳ドック（頸動脈エコー）を実施。平成２８年度からｅＧＦＲ算出。平成２９年度 特定健診受診率 想定値 36当該年度
から集団健診を実施するととともに、特定保健指導委託先を拡大。平成３０年度から、国の基準一部改正に 単位 ％

活動結果指標 実績値 33.8よりクレアチニン検査が詳細な検査の基準該当に追加される。

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 特定健診・特定保健指導を実施し、生活習慣病の有病者・予備群に対し、早期に生活習慣の改善を支援することにより重症化を 直接 特定健診受診率 % 34.9 36
抑え、療養給付費の伸びを抑制する。

平成31年度 特定健診・特定保健指導を実施し、生活習慣病の有病者・予備群に対し、早期に生活習慣の改善を支援することにより重症化を 直接 特定健診受診率 % 48
抑え、療養給付費の伸びを抑制する。

令和 2年度 特定健診・特定保健指導を実施し、生活習慣病の有病者・予備群に対し、早期に生活習慣の改善を支援することにより重症化を 直接 特定健診受診率 % 60
抑え、療養給付費の伸びを抑制する。
４０歳～７４歳の国保被保険者の生活習慣病健診受診率は２５％であるので、ＰＲを積極的に行い、制度に対する理解を深めて

(7)事業実施上の課題と対応 もらう。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

特定健診・特定保健指導繰出金 106,843 特定健診・特定保健指導繰出金 108,576 89,591 特定健診・特定保健指導繰出金 108,576 特定健診・特定保健指導繰出金 108,576

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 106,843 合　　計 108,576 89,591 合　　計 108,576 合　　計 108,576
国庫支出金 補助率 33 ％ 16,929 補助率 66 ％ 31,534 32,312 補助率 66 ％ 31,534 補助率 66 ％ 31,534
県支出金 補助率 33 ％ 16,929 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 72,985 ■特会 □受益 □基金 □その他 77,042 57,279 ■特会 □受益 □基金 □その他 77,042 ■特会 □受益 □基金 □その他 77,042
換算人数(人) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
正職員人件費 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 109,483 111,216 92,231 111,216 111,216
(11)単位費用

3,128.09千円／％ 3,089.33千円／％ 2,728.73
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

高齢者の医療の確保に関する法律第２０条に基づく事業。 ●①事前確認での想定どおり
平成２４度より実施する検査項目の追加事業は、平成１９年度まで生活習慣病の予防を目的に一般健康診査として市単独 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ 事業で行って来たものを高齢者の医療の確保に関する法律の制定により医療各保険者に義務化され実施したものである。 ○要
   背景は？(事業の必要性) 従前制度においては、今回追加する検査項目が標準化されていたが、現制度においては国の定める実施基準で医師が必要 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

と認めた場合に限るとされ、従前の健診を受診した人にとっては、検査内容の後退との感を抱かれ、また、地域職域推進 「高齢者の医療の確保に関する法律」において、医療保険者に特定健診・特定保健指導の実施が義務付けられているため
協議会、本市健康づくり推進協議会においても検査項目の充実が望まれていた。また、近隣市(松戸保健所管内及び柏保 、実施は必須である。
●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 「高齢者の医療の確保に関する法律」第１８条から第３１条

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 に基づき実施。医療保険者に特定健診・特定保健指導の実施
□その他 　促進された が義務づけられているため、実施は必須である。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(%) 目標値(b)(%) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(%) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
34.9 36 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

受診者数について、集団健診等は増加したが個別健診が減少したため、目標に達
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 33.8 93.89

しなかった。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ●①想定事業費未満 事業費の削減対策について
○②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) ■②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 111,216 △1,733 92,231 82.93
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

特定健診の受診者が当初の見込みを下回ったため。

△1.58

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ●①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ○②目標値と同程度 特定健診の受診者が当初の見込みを下回ったため。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.03

% 10万円 0.04 133.33

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
特定健診・特定保健指導の実施は医療保険者の義務であるため、実施は必須である。生活習慣病予防や医療費抑制のため、特定健診・特定保健
指導の実施率向上を引き続き推進していく必要がある。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 159 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険事業の健全化対策 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 特定健診・特定保健指導 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.3 人）
(1)事業概要

(当　初) 111,216 千円 (うち人件費 2,640 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に努めるとともに、口



国民健康保険の健全な運営と被保険者間の公平性を保つため、滞納となった国民健康保険税を徴収する。
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
窓口における納付相談や分納相談、滞納整理等を日常行い保険税を徴収する。また、納付に応じない悪質な 滞納繰越分を減らすべく、窓口において随時納付(分納)相談や滞納整理等を実施。また、督促状及び催告状
滞納者に対しては、差押え等の滞納整理を執行する。また、収税課と協議を行い必要があれば収税課の債権 を定期的に発送します。督促状年１１回発送（２１年度３回から発送回数増）、催告状を年２回発送。平成
回収室へ移管する。 当該年度 ２１年度配置された嘱託職員にも滞納管理システムを導入し、処分の速やかな入力と、よりきめ細かな分納
督促状年１１回、納付書付催告書年２回発送し納付を促す。 執行計画 管理を実施する。

(3)事業内容 内　　容

目標値は平成28年度の収納率18.25％を下回る18.00％を設定した。滞 想定値 18当該年度
納繰越分については徴収できるものはおおかた徴収し、今後は財産が 単位 ％

活動結果指標 実績値 18.1無い等の徴収困難な事案が多くなると思われる。

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 滞納繰越分を減らすとともに、自主財源確保に努める。 直接 国民健康保険税の滞納繰越分徴収率（収入累計額÷調定累計額） ％ 18.25 18

平成31年度 滞納繰越分を減らすとともに、自主財源確保に努める。 直接 国民健康保険税の滞納繰越分徴収率（収入累計額÷調定累計額） ％ 16

令和 2年度 滞納繰越分を減らすとともに、自主財源確保に努める。 直接 国民健康保険税の滞納繰越分徴収率（収入累計額÷調定累計額） ％ 15.5

平成28年度は18.25%の収納率を確保したが、滞納繰越分については執行停止等の徴収困難な事案が数多く含まれると思われる。
(7)事業実施上の課題と対応 そのため現年中心の徴収を実施したい。 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

印刷製本費 15 印刷製本費 14 0 印刷製本費 14 印刷製本費 14
通信運搬費 3,382 通信運搬費 3,646 3,410 通信運搬費 3,646 通信運搬費 3,646
消耗品費 7 消耗品費 7 7 消耗品費 7 消耗品費 7
手数料 78 手数料 78 68 手数料 78 手数料 78
滞納管理システム保守管理委託料 268 滞納管理システム保守管理委託料 268 268 滞納管理システム保守管理委託料 268 滞納管理システム保守管理委託料 268
滞納管理システム賃貸借料 557 滞納管理システム賃貸借料 557 557 滞納管理システム賃貸借料 557 滞納管理システム賃貸借料 557
嘱託職員報酬等（9月補正） 3,007 嘱託職員報酬等 3,307 3,168 嘱託職員報酬等 3,307 嘱託職員報酬等 3,307

実施内容 臨時職員報酬等（予備費） 241

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 7,555 合　　計 7,877 7,478 合　　計 7,877 合　　計 7,877
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,554 0 △2 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 6,001 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,877 7,480 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,877 ■特会 □受益 □基金 □その他 7,877
換算人数(人) 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
正職員人件費 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 3,332 3,307 3,307 3,307 3,307
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 19,435 19,757 19,358 19,757 19,757
(11)単位費用

1,213.17千円／％ 1,097.61千円／％ 1,069.5
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

近年、急速に高齢化が進む中、疾病構造の変化や医療技術の高度化により医療費は年々増加しており、国保財政は極めて ●①事前確認での想定どおり
逼迫した状況となっている。その要因には、雇用対策が未だ不十分な為、若年層世代の国保加入の増加や高齢化の進展に ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ より国保税額の増加や低所得者の増加等もあり、年々滞納者が増加傾向にある。また、督促状年１１回、納付書付催告書 ○要
   背景は？(事業の必要性) 年２回を滞納者に対して発送することにより、納税を促すと共に徴収率の向上にもなる。 ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

納税者の公平を図るため、滞納整理事務を行うことができたため。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 地方税法に基づいた国民健康保険税の徴収事務は市の事業で

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 あり、常に判断を求められるため委託には適さない。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
18.25 18 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

財産調査に基づく差押予告や差押等を実施し効果的な滞納処分を実施した。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 18.1 100.56
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 19,757 △322 19,358 97.98
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△1.66

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 財産調査に基づく差押予告や差押等を実施し効果的な滞

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下 納処分を実施した。

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.09

％ 10万円 0.09 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
滞納繰越分の収納率向上は国民健康保険制度の健全な運営という目標達成のために必要不可欠な事業であるため、今後も現状どおり推進してい
く。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1355 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険税の課税適正化対策 実施計画への
①事業名 ○有 ●無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国保税の滞納整理 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 5 人 (換算人数 1.35 人）
(1)事業概要

(当　初) 19,757 千円 (うち人件費 11,880 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 千円 (うち人件費 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ●有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦課の適正化に努めるとともに、口



課の適正化に努めるとともに、口 はり、きゅうマッサージ施設利用者等への助成を行い、高齢者の健康の保持増進を図ること。
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
・後期高齢者医療被保険者を対象にはり・きゅうマッサージ利用の給付を補う。 ・はり・きゅうマッサージ施設利用券の発行。１人あたり年１２枚を交付。（通年）

　請求に基づき、施術所へ施設利用券１枚あたり１，０００円の支払を行う。　
当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

利用件数（施設利用券利用枚数） 想定値 7,200当該年度
単位 件数

活動結果指標 実績値 6,813

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 保健事業として、はり・きゅうマッサージ利用等の給付の円滑な実施 直接 利用率（執行額／予算額） ％ 94 93

平成31年度 はり・きゅうマッサージ利用等の給付の円滑な実施 直接 利用率（執行額／予算額） % 95

令和 2年度 はり・きゅうマッサージ利用等の給付の円滑な実施 直接 利用率（執行額／予算額） % 96

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

印刷製本費（はり・きゅう・あん摩等 52 印刷製本費（はり・きゅう・あん摩等 54 50 印刷製本費（はり・きゅう・あん摩等 54 印刷製本費（はり・きゅう・あん摩等 54
施設利用券印刷代） 施設利用券印刷代） 施設利用券印刷代） 施設利用券印刷代）
通信運搬費（施設利用券等郵送料） 10 通信運搬費（施設利用券等郵送料） 10 10 通信運搬費（施設利用券等郵送料） 10 通信運搬費（施設利用券等郵送料） 10
はりきゅう等助成費 7,470 はりきゅう等助成費 7,845 6,813 はりきゅう等助成費 7,845 はりきゅう等助成費 7,845
肺炎球菌ワクチン接種助成金 2 ３月補正△645 △645

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 7,534 合　　計 7,264 6,873 合　　計 7,909 合　　計 7,909
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 3,625 2,793 2,962 3,438 3,438

その他の財源 □特会 □受益 □基金 ■その他 3,909 □特会 □受益 □基金 ■その他 4,471 3,911 □特会 □受益 □基金 ■その他 4,471 □特会 □受益 □基金 □その他 4,471
換算人数(人) 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
正職員人件費 4,928 4,928 4,928 4,928 4,928

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 12,462 12,192 11,801 12,837 12,837
(11)単位費用

1.67千円／件数 1.69千円／件数 1.73
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

保健事業は、被保険者の健康の保持増進を目的に、高齢者の医療の確保に関する法律の基づき実施しているもので、継続 ●①事前確認での想定どおり
的に実施する必要がある。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

本事業は、法に基づき保健事業として実施している。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった はり・きゅう・あん摩等利用の一部助成であり、市が主導で

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 行う必要がある。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

■市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
94 93 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

利用する被保険者に制度が定着している。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 94.63 101.75
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) ■①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 12,192 270 11,801 96.79
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ 利用する被保険者に制度が定着している。 ●不要

2.17

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度 利用する被保険者に制度が定着している。

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.76

％ 10万円 0.8 105.26

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、被保険者の健康の保持増進を目的に実施しているため、現状どおり推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1364 課コード 0510 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 後期高齢者医療制度の健全運営 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 後期高齢者医療被保険者の保健事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成20年度 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 0.56 人）
(1)事業概要

(当　初) 12,837 千円 (うち人件費 4,928 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 12,192 千円 (うち人件費 4,928 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資格や賦



るため、資格や賦課の適正化に努めるとともに、口 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高齢期における適切な医療の確保を図る。
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
後期高齢者医療業務を円滑に実施するため、毎開庁日に、千葉県後期高齢者医療広域連合と市町村システム ・被保険者証及び各種認定証等交付業務（通年）
との被保険者情報のデータ連携を行う。 ・療養費、葬祭費等給付申請確認及び発送業務（通年）
資格業務・被保険者証の交付・障害認定や被扶養者の受付 当該年度 ・保険料決定通知発送業務（年次７月・月次5.7.8.9.10.11.12.1.2.3月）
給付業務・療養費、葬祭費等給付申請の確認及び発送 執行計画 ・過誤納金還付業務（年１２回）

(3)事業内容 内　　容 徴収業務・保険料決定通知発送・仮徴収事前通知発送・仮徴収額決定通知書発送・収納消込み・口座振替開 ・保険料督促（年１０回）
始通知発送・口座振替不能通知発送・社会保険料控除証明書（納付確認書）送付・督促、催告書発送・分納 ・催告（年３回）
相談 保険料現年度分収納率 想定値 99.65当該年度

単位 ％
活動結果指標 実績値 99.52

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 後期高齢者医療制度の健全な運営と医療給付費の財源確保のため、保険料収納率の向上を図る 直接 後期高齢者医療保険料現年度分収納率 ％ 99.52 99.65

平成31年度 後期高齢者医療制度の健全な運営と医療給付費の財源確保のため、保険料収納率の向上を図る 直接 後期高齢者医療保険料現年度分収納率 % 99.65

令和 2年度 後期高齢者医療制度の健全な運営と医療給付費の財源確保のため、保険料収納率の向上を図る 直接 後期高齢者医療保険料現年度分収納率 % 99.65

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

旅費 12 旅費 8 0 旅費 8 旅費 8
消耗品費(事務用品・参考図書購入代) 94 消耗品費(事務用品・参考図書購入代) 85 78 消耗品費(事務用品・参考図書購入代) 85 消耗品費(事務用品・参考図書購入代) 85
印刷製本費（封筒・保険料リーフレッ 427 印刷製本費（封筒・保険料リーフレッ 446 371 印刷製本費（封筒・保険料リーフレッ 446 印刷製本費（封筒・保険料リーフレッ 446
ト印刷代） ト印刷代） ト印刷代） ト印刷代）
通信運搬費（被保険者証等郵送代） 4,161 通信運搬費（被保険者証等郵送代） 4,593 4,223 通信運搬費（被保険者証等郵送代） 4,593 通信運搬費（被保険者証等郵送代） 4,593
市町村職員互助会負担金(正職員３名 5 市町村職員互助会負担金(正職員３名 5 4 市町村職員互助会負担金(正職員３名 5 市町村職員互助会負担金(正職員３名 5
分） 分） 分） 分）

実施内容 口座振替手数料（コンビニ収納含む） 713 口座振替手数料（コンビニ収納含む） 804 719 口座振替手数料（コンビニ収納含む） 804 口座振替手数料（コンビニ収納含む） 804
保険料納付金（後期高齢者医療広域連 1,552,323 保険料納付金（後期高齢者医療広域連 1,684,915 1,693,316 保険料納付金（後期高齢者医療広域連 1,684,915 保険料納付金（後期高齢者医療広域連 1,684,915

(8)施行事項
費　　用 合納付金）「９月補正分」 2,741 合納付金）「３月補正分」 1,500 合納付金） 合納付金）

保険基盤安定拠出金（後期高齢者医療 203,987 保険基盤安定拠出金（後期高齢者医療 223,226 216,325 保険基盤安定拠出金（後期高齢者医療 223,226 保険基盤安定拠出金（後期高齢者医療 223,226
広域連合納付金） 広域連合納付金） 広域連合納付金） 広域連合納付金）
嘱託職員賃金（報酬／社会・雇用保険 2,487 嘱託職員賃金２号１人（報酬／ 2,454 2,411 嘱託職員賃金２号１人（報酬／ 2,454 嘱託職員賃金２号１人（報酬／ 2,454
料／交通費含む） 社会・雇用保険料／交通費含む） 社会・雇用保険料／交通費含む） 社会・雇用保険料／交通費含む）
還付金 3,657 還付金 3,399 3,350 還付金 3,399 還付金 3,399
還付加算金 50 還付加算金 50 26 還付加算金 50 還付加算金 50

後期高齢者医療システム改修委託料 1,923 1,382

予算(決算)額 合　　計 1,770,657 合　　計 1,923,408 1,922,205 合　　計 1,919,985 合　　計 1,919,985
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 100 ％ 1,923 1,922 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 ■その他 1,770,657 ■特会 □受益 □基金 ■その他 1,921,485 1,920,283 ■特会 □受益 □基金 ■その他 1,919,985 □特会 □受益 □基金 □その他 1,919,985
換算人数(人) 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
正職員人件費 14,168 14,168 14,168 14,168 14,168

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 2,487 2,454 2,454 2,454 2,454
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,784,825 1,937,576 1,936,373 1,934,153 1,934,153
(11)単位費用

17,910.94千円／％ 19,443.81千円／％ 19,457.12
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

高齢者の医療の確保に関する法律及び我孫子市後期高齢者医療に関する条例に基づく事務である。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

法に基づく事業であり、実施するものである。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 法により千葉県後期高齢者医療広域連合と共に市が実施する

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 ものである。
□その他 　促進された

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
99.52 99.65 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

督促・催告通知に加え、電話催告、臨戸徴収をするなど、保険料の徴収に努めた
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 99.52 99.87

ため。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 ■⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,937,576 △152,751 1,936,373 99.94
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△8.56

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.01

％ 10万円 0.01 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、後期高齢者医療制度を安定的に支えるために重要であり、健全な運営を続けるためにも必要な事業であることから、現状どおり推進
していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1366 課コード 0510 会計種別 後期高齢者医療特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 後期高齢者医療制度の健全運営 実施計画への
①事業名 ●有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 後期高齢者医療事務 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成20年度 ～ ⑥担当職員数 4 人 (換算人数 1.61 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,936,076 千円 (うち人件費 14,168 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 1,937,576 千円 (うち人件費 14,168 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営す



格や賦課の適正化に努めるとともに、口 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、高齢期における適切な医療の確保を図る。
施策目的・

(2)目的 座振替や納付相談等を実施して、保険税・保険料の収納率の向上を図ります。また、特定健康診査・特定保 事業目的
展開方向

健指導などの保健事業を通じて疾病の予防意識を啓発するなど、医療費の適正化に向けた取り組みを進めま
千葉県後期高齢者医療広域連合の共通事務経費を負担する。 千葉県後期高齢者医療広域連合への共通事務経費の負担（年４回：4･8･11･3月）
後期高齢者医療給付に係る応分の費用を負担する。 後期高齢者医療給付費の負担（年６回：5･7･9･11･1･3月）　

当該年度
執行計画

(3)事業内容 内　　容

負担分の拠出 想定値 100当該年度
単位 %

活動結果指標 実績値 100

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 後期高齢者医療財政についての応分の負担額の支出 間接 負担分の支出 ％ 100 100

平成31年度 後期高齢者医療財政についての応分の負担額の支出 間接 負担分の支出 ％ 100

令和 2年度 後期高齢者医療財政についての応分の負担額の支出 間接 負担分の支出 ％ 100

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

広域連合共通経費負担金（市町村負担金 46,113 広域連合共通経費負担金（市町村負担金 48,363 41,462 広域連合共通経費負担金（市町村負担金 48,363 広域連合共通経費負担金（市町村負担金 48,363
療養給付費負担金（市町村負担金） 1,039,114 療養給付費負担金（市町村負担金） 1,121,668 1,121,668 療養給付費負担金（市町村負担金） 1,121,668 療養給付費負担金（市町村負担金） 1,121,668

３月補正△6,901 △6,901

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 1,085,227 合　　計 1,163,130 1,163,130 合　　計 1,170,031 合　　計 1,170,031
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 1,085,227 1,163,130 1,163,130 1,170,031 1,170,031

その他の財源 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0 □特会 □受益 □基金 □その他 0
換算人数(人) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
正職員人件費 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 1,086,987 1,164,890 1,164,890 1,171,791 1,171,791
(11)単位費用

10,869.87千円／% 11,648.9千円／% 11,648.9
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療制度の財政維持として支出の必要がある。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

法に基づく制度であり、健全で安定的に運営するために必要である。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 千葉県後期高齢者医療広域連合広域連合に対し、構成する市

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 町村で共通経費等を負担するものであり、健全で安定的に運
□その他 　促進された 営するために必要である。

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

必要に応じ、予算の補正等を実施している。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 1,164,890 △77,903 1,164,890 100
□④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△7.17

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.01

％ 10万円 0.01 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、後期高齢者医療制度を実施していくにあたり、医療給付など県単位での対応となっていることから、必要に応じた負担金の支出は必
要であり、現状通り推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1752 課コード 0510 会計種別 一般会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 後期高齢者医療制度の健全運営 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 後期高齢者医療広域連合負担金 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成20年度 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.2 人）
(1)事業概要

(当　初) 1,171,791 千円 (うち人件費 1,760 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 1,164,890 千円 (うち人件費 1,760 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 34002 重点なし ●有 ○無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

国民健康保険制度と後期高齢者医療制度を健全に運営するため、資



に適合した質の高いサービスを提供していける 窓口業務を接遇等ノウハウのある民間事業者に委託し、事務事業全般に係る業務の効率化を図るとともに、
施策目的・

(2)目的 よう、提案型公共サービス民営化制度を活用しながら事業の委託化や民営化を進めるとともに、公の施設の 事業目的 市民サービスの向上を図る。
展開方向

管理運営にあたっては指定管理者制度の活用を進めます。また、事業の必要性や実施主体のあり方などにつ
国民健康保険に係る基本的な次の事務（処分に係る部分を除く。）を民間事業者に委託する。 委託期間：平成30年4月1日から平成33年3月31日　
《平成24年10月から導入準備（委託社員研修）平成25年1月実施》
①国民絵健康保険の資格の得喪に関する事務②国民健康保険保険証の交付に関する事務③国民健康保険の給 当該年度
付に係る各種申請の受理に関する事務④国民健康保険税の賦課説明に関する事務⑤国民健康保険税の窓口収 執行計画

(3)事業内容 内　　容 納に関する事務
《平成27年4月から一部内部事務を追加》
①療養費支給申請書の入力に関する事務②はり・灸・マッサージ施設利用券の入力に関する事務③葬祭費支 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 想定値 100当該年度
給申請書の入力に関する事務④高齢受給者証の封入・封緘（例月）に関する事務 単位 ％

活動結果指標 実績値 100《平成27年12月から国民健康保険の窓口業務と後期高齢者医療制度の窓口業務を一体化》

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 国民健康保険業務全体の効率化と市民サービスの向上を目指すため、来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率の達成目標を 直接 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 ％ 100 100
100％とします。

平成31年度 国民健康保険業務全体の効率化と市民サービスの向上を目指すため、来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率の達成目標を 直接 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 ％ 100
100％とします。

令和 2年度 国民健康保険業務全体の効率化と市民サービスの向上を目指すため、来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率の達成目標を 直接 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 ％ 100
100％とします。
度重なる制度改正やナンバー法への対応など、現有体制では運営が困難になっており、職員の増員等による補強が必要。あわせ

(7)事業実施上の課題と対応 て、委託事業者は情報連携業務に携わることを制約される可能性があり、資格賦課担当職員の増員が求められる。また、平成３ 代替案検討 ○有 ●無
３・３４年度は、千葉県国民健康保険団体連合会東葛飾支部の事務局となることからその際も増員等の必要がある。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

委託料 委託料 委託料 委託料
窓口業務等委託料 20,455 窓口等業務委託料 20,779 20,455 窓口等業務等委託料 20,972 窓口等業務委託料 21,164

9月補正△324 △324

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 20,455 合　　計 20,455 20,455 合　　計 20,972 合　　計 21,164
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 20,455 ■特会 □受益 □基金 □その他 20,455 20,455 ■特会 □受益 □基金 □その他 20,972 ■特会 □受益 □基金 □その他 21,164
換算人数(人) 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15
正職員人件費 880 1,320 1,320 1,320 1,320

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 21,335 21,775 21,775 22,292 22,484
(11)単位費用

8.37千円／時間 217.75千円／％ 217.75
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

国保年金課に係る多様な制度を効率的に処理するとともに、市民サービスの向上を図る必要がある。 ●①事前確認での想定どおり
○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

国民健康保険の窓口業務を民間事業者が行うことで、事業者の蓄積したノウハウが市民サービスの向上に活用されている
。また、職員の窓口対応に要する時間を縮減することで、事務効率の改善が図られている。

●①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ □①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) ■法令等で市が実施することが定められている ■②市が主導で進めなければ実効性がなかった 国民健康保険の事務は、国民健康保険法第３条の規定に基づ

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 き、市が行うものである。そのため、法で認められている範
□その他 　促進された 囲において、民間のノウハウを活用して市民サービスの向上

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した と事務の効率化を図る必要がある。
(2)市が実施する必要性は

○②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ □⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) □市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

□①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ ■②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

窓口業務を委託した民間事業者が適切に窓口受付し、対応したため。
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 21,775 △440 21,775 100
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

△2.06

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.46

％ 10万円 0.46 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、市民ニーズに適合した質の高いサービスを安定的に提供できている。また、職員の窓口対応に要する時間を削減することで事務効率
の改善が図られていることから、今後も現状どおり推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 1919 課コード 0510 会計種別 国民健康保険事業特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 国民健康保険事業の健全化対策 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 国民健康保険窓口業務等の委託事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 ～ ⑥担当職員数 2 人 (換算人数 0.15 人）
(1)事業概要

(当　初) 22,099 千円 (うち人件費 1,320 千円）⑦事業費
総事業費 7,929 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 21,775 千円 (うち人件費 1,320 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83202 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

行政や市民、ＮＰＯ、企業などの多様な主体が、市民ニーズ



ーズに適合した質の高いサービスを提供していける 国民健康保険の窓口業務に加え後期高齢者の窓口業務を委託したことにより、受付業務を一本化し、事務事
施策目的・

(2)目的 よう、提案型公共サービス民営化制度を活用しながら事業の委託化や民営化を進めるとともに、公の施設の 事業目的 業全般に係る業務の効率性を図るとともに市民サービスの向上を図る。
展開方向

管理運営にあたっては指定管理者制度の活用を進めます。また、事業の必要性や実施主体のあり方などにつ
後期高齢者医療制度に係る基本的な次の事務を民間事業者に委託する。 後期高齢者医療窓口及びデータ入力業務
（平成27年10月から各種入力業務を委託し、平成28年1月から窓口業務を委託する） 委託期間：平成30年4月1日から平成33年3月31日
①後期高齢者医療の資格の得喪に関する事務 当該年度
②後期高齢者医療被保険者証の交付に関する事務 執行計画

(3)事業内容 内　　容 ③後期高齢者医療の給付に係る各種申請の受理及び入力に関する事務
④後期高齢者医療保険料の各種申請の受理及び入力に関する事務
⑤後期高齢者医療保険料の賦課説明に関する事務 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 想定値 100当該年度
⑤後期高齢者医療保険料の窓口収納に関する事務 単位 ％

活動結果指標 実績値 100

(4)達成目標(期待する成果) 達成目標(期待する成果) 指標種類 指　　標 単位 (5)現況値 (6)目標値

当該年度 後期高齢者医療制度業務全体の効率化と市民サービスの向上を目指すため、来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率の達成 直接 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 ％ 100 100
目標を100％とします。

平成31年度 後期高齢者医療制度業務全体の効率化と市民サービスの向上を目指すため、来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率の達成 直接 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 ％ 100
目標を100％とします。

令和 2年度 後期高齢者医療制度業務全体の効率化と市民サービスの向上を目指すため、来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率の達成 直接 来庁者に対する民間事業者の窓口受付対応率 ％ 100
目標を100％とします。

(7)事業実施上の課題と対応 代替案検討 ○有 ●無

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

政
策

金額(千円) 政
策

予算額(千円) 決算額(千円) 政
策

金額(千円) 政
策

金額(千円)内　　容 内　　容 内　　容 内　　容

委託料（後期高齢者医療窓口業務等） 11,460 委託料（後期高齢者医療窓口業務等） 11,460 11,460 委託料（後期高齢者医療窓口業務等） 11,805 委託料（後期高齢者医療窓口業務等） 11,913
9月補正△237

実施内容

(8)施行事項
費　　用

予算(決算)額 合　　計 11,460 合　　計 11,460 11,460 合　　計 11,805 合　　計 11,913
国庫支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
県支出金 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0 0 補助率 0 ％ 0 補助率 0 ％ 0
起債 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0 0 充当率 0 ％ 0 充当率 0 ％ 0

(9)財源内訳
一般財源 0 0 0 0 0

その他の財源 ■特会 □受益 □基金 □その他 11,460 ■特会 □受益 □基金 □その他 11,460 11,460 ■特会 □受益 □基金 □その他 11,805 ■特会 □受益 □基金 □その他 11,913
換算人数(人) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
正職員人件費 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080

(10)人件費等
嘱託職員報酬額 0 0 0 0 0
臨時職員賃金額 0 0 0 0 0

事業費(予算(決算)額＋正職員人件費) 14,540 14,540 14,540 14,885 14,993
(11)単位費用

88.12千円／時間 145.4千円／％ 145.4
    (事業費／活動結果指標)

２．事業の評価(DO+CHECK)

評価項目 事　前　評　価 事　後　評　価（評価結果に応じ、改善案検討（拡充も含む）） 改善検討

必
　
要
　
性

公民連携の推進を図り、窓口業務を接遇等ノウハウのある民間事業者に委託し、事務事業全般に係る業務の効率化を図る ●①事前確認での想定どおり
とともに、市民サービスの向上を図る。 ○②事前確認での想定どおりでなかった

(1)事業が今必要である理由・ ○要
   背景は？(事業の必要性) ＜想定どおりとした理由／想定どおりでなかった原因＞ ●不要

後期高齢者医療の窓口を民間業者が行うことで、事業者の蓄積されたノウハウを市民サービスの向上に活用している。ま
た、職員の窓口対応に要する時間が短縮され、事務効率についても改善が図られている。

○①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できない ＜その他の内容＞ ■①民間企業、ＮＰＯ、市民団体等では実施できなかった ＜市実施の具体的な内容・必要性の理由＞
(理由) □法令等で市が実施することが定められている □②市が主導で進めなければ実効性がなかった 法により市が行うものと定められており、後期高齢者医療の

□提供主体が市しかない □③市が先導役となったことで市民へ普及が一層 事業は市が主導で行う事業である。そのため、定められた範
□その他 　促進された 囲内で民間のノウハウを活用し市民サービスの向上と事務の

□④市の支援が政策・施策の目標の実現に貢献した 効率化を図る必要がある。
(2)市が実施する必要性は

●②自治体である市が推進すべきである ＜その他の内容＞ ■⑤サービス水準が確保された ○要
   あるか？

(理由) ■市が主導で進めることにより実効性が得られる □⑥サービスの安定供給基盤が確保された ●不要
   (市実施の必要性)

□市が実施・提供することにより、良質で安定した □⑦その他
サービスが保証される ＜その他の内容＞

□市が支援することにより政策・施策の目標の
実現が図られる

□その他

参
加
・
協
働
の
工
夫

実施した参加・協働の具体的な内容（又は今後、
参加・協働の内容 工夫の具体的な内容 参加・協働の程度・内容

参加・協働が考えられる場合にはその内容）
○①事業計画時に市民の参画有り 該当なし ○①当初期待した以上
○②事業実施時に市民の参画有り ●②当初期待したとおり
○③管理・運営に市民の参画有り ○③当初の期待以下

市民の参加や市民との協働を
○④市民の自主的な活動と連携している ○要

工夫しているか？
○⑤市民と共同で事業を実施 ＜期待した以上となった理由／期待以下であった原因＞ ●不要

(体制づくり)
●⑥その他

＜その他の内容＞
該当なし

環
境
へ
の
配
慮

配慮の視点 取組む内容 実施した具体的な内容 環境への配慮

□①自然環境を生かしている 該当なし ●①想定どおり
□②生き物と共存している ○②想定どおりでなかった
□③手賀沼を意識している

環境に配慮して事業を進めて
□④環境負荷低減に貢献している ＜想定どおりでなかった原因＞ ○要

いるか？
■⑤その他 ●不要

＜その他の内容＞
該当なし

効
　
率
　
性

現況値(a)(％) 目標値(b)(％) 目標値の妥当性のチェック 達成状況 ●①目標値達成
○②目標値未達成

■①客観的なデータ・事実に基づき設定している 実績値(f)(％) 達成率(％)
(1)目標設定は適切か？ □②現況値と比べ実現性が乏しい値ではない (f/b×100) ○要

＜目標を達成した理由／未達成となった原因＞
100 100 □③現況値との差が小さい値ではない ●不要

民間事業者のスキルアップに伴い、職員の窓口対応に要する時間が短縮され、事
□④適当な比較対象が有る場合、比較対象例における目標値(と現況値の差)と 100 100

務効率についても改善が図られたため。
　同等の水準である

対策実施による事業費削減 実施予定の対策 実施状況 ○①想定事業費未満 事業費の削減対策について
●②概ね想定事業費以内

事業費削減額(d) □①国・県助成制度活用 □⑤ＰＦＩ等民間資本の活用 対事業費(％) ●①事前の想定どおり
事業費(c)(千円) 実績値(g)(千円) ○③想定事業費超過

(千円) □②現有体制での対応 □⑥受益者負担 (g/c)×100 ○②事前の想定どおりでなかった
□③維持管理費の削減策の実施 □⑦その他

(2)事業費削減の工夫をして 14,540 0 14,540 100
■④民間委託 ＜想定どおり削減できなかった原因＞ ○要

   いるか？
事業費削減率(％) ＜削減の内容＞ ＜超過理由等＞ ●不要

0

目標値対事業費(e) 計算方法 達成状況 ○①目標値以上 ＜目標値以上となった理由／目標値以下であった原因＞
(3)目標値を実現する為に ●②目標値と同程度

単位 費用単位 ●①単年度の指標：目標値×費用単位／事業費 対目標値(％) ○要
   投じる事業費は適正か？ 実績値(h) ○③目標値以下

○②複数年度の指標：(目標値－現況値)×費用単位／事業費 (h/e)×100 ●不要
   (目標対費用) 0.69

％ 10万円 0.69 100

３．事後評価

●現状どおり推進 ○拡充 ○縮小 ○結合 ○休止 ○廃止 ○事業手法見直し ○その他(事業完了など)

評
　
価

評価コメント 改善策及び展開方向
本事業は、市民ニーズに適合した質の高いサービスができている。また、職員の窓口対応に要する時間が短縮され、事務効率についても改善が
図られていることから今後も現状通り推進していく。

様式第３号 事務事業評価表（平成30年度）

事業コード 2107 課コード 0510 会計種別 後期高齢者医療特別会計 予算の種類 □政策 ■経常 □なし

１．事業の概要(PLAN)

基本事業 後期高齢者医療制度の健全運営 実施計画への
①事業名 ○有 ○無 ②部課名 健康福祉部・国保年金課

個別事業 後期高齢者医療窓口業務等の委託事業 位置づけ

③事業主体 ●市 ○その他（ ） ④対象地区 □我孫子 □天王台 □湖北 □新木 □布佐 ■全市

⑤事業期間 平成27年度 ～ ⑥担当職員数 3 人 (換算人数 0.35 人）
(1)事業概要

(当　初) 14,777 千円 (うち人件費 3,080 千円）⑦事業費
総事業費 0 千円 当該(開始)年度

(人件費含む) (変更後) 14,540 千円 (うち人件費 3,080 千円）

施策 重点プロジェクト 基本計画地区別 部門別計画への
⑧施策の位置づけ 83202 重点なし ○有 ●無 (計画名)

コード への位置づけ 計画への位置づけ 位置づけ

行政や市民、ＮＰＯ、企業などの多様な主体が、市民ニ


