
〔保健福祉部 介護福祉課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

03010302 シニアクラブ活動助成事業 193

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 2,101 2,478 377

国庫支出金

78 75

県支出金 322 454 132 高齢福祉対策費補助金

地方債

その他 2,024 2,024 ふるさと納税

一般財源 1,779 △ 1,779

　スポーツ大会参加者の増加及び新たな事業である文化交流会健康麻雀大会の開催など事業が拡大している。ま
た，会員自らが企画運営を行い事業を展開している。

　高齢化が益々進み，生きがいを見出すためにシニアクラブ活動の重要性が増していく。シニアクラブの幅広い
事業展開への支援を行い，会員増強と地域における仲間づくりの推進を図るとともに，リーダー育成への支援を
強化していく必要がある。

　市シニアクラブ連合会及び単位シニアクラブの活動をより一層活性化し，高齢者の生きがいや健康づくりを推
進する。

　見守りサポーターの拡充を図り，地域において高齢消費者の被
害防止のため友愛訪問を通して情報を伝達した。また，街頭キャ
ンペーンを実施し，会員以外の方に対しても消費者被害防止の周
知を行った。
　シニアスポーツ大会の運営については，集合・整列を単位シニ
アクラブの会員代表が行い，スムーズな大会運営に努めた。
　さらに，今年度からシニアクラブ会員有志により，文化交流会
健康麻雀大会の実行委員会を立ち上げ，9月（48名参加）と3月に
健康麻雀大会を開催した（92名参加）。
　会員増強及びシニアクラブの活動について全国表彰を受けた。
　　　                                                                 シニアスポーツ大会

指標名 単位

スポーツ大会参加者数 人 614 589

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

674 730

総会・役員会参加者数 人 35 85
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

03010303 養護老人ホーム入所措置事業 193

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 12,070 12,291 221

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 2,563 12,270 9,707

一般財源 9,507 21 △ 9,486

　65歳以上の高齢者で環境上及び経済的な理由により在宅での生活が困難な方の安心安全な生活の場を確保す
る。

　入所判定委員会を開催し，新たに1人を入所措置した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

入所措置者数 人 8 6 5 6

　65歳以上の高齢者で環境上及び経済的な理由により在宅での生活が困難な方の安心安全な生活の場を確保す
る。

　環境上及び経済的理由により自宅で生活が困難な場合，養護老人ホームへ措置して安定した生活を確保する。

03010304 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 193

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 889 1,040 151

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 1,040 1,040

一般財源 889 △ 889

　65歳以上のひとり暮らし高齢者を定期的に訪問することで，安否確認及び孤独感の解消を図る。

　利用者への定期的な乳製品配付により安否確認を実施した。
　不在等で安否確認できない場合は，訪問及び緊急連絡先の方（家族，親類等）やケアマネージャー等と連携を
図り，対象者の安否を確認した。

ふるさと納税

（ 単 位 ： 千円 ）

ふるさと納税　外
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

安否不明等の連絡件数 件 83 53 41 80

家族等に緊急連絡が必要になった件数 件 0 0 2 0

　定期的に乳製品を配付する訪問は，利用者の安否確認に有効で，かつ，利用者自身にとっても生活のリズムを
図ることができる。

　事業のＰＲに努め利用促進を図る。

03010305 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 195

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 323 432 109

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 432 432

一般財源 323 △ 323

　ひとり暮らし高齢者等の在宅生活での不安解消を目的に，急病や事故等で救助を必要とする場合の迅速な対応
のために消防署への通報体制を整える。

　電池交換及び保守点検を実施し，機器の管理を行った。（隔年実施）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

緊急通報利用回数 件 9 4 6 10

　ボタンを押すだけの簡易な方法で消防本部へ通報できることから，ひとり暮らし生活の緊急時の不安を解消す
ることができる。
　緊急時には即座に救急搬送などの対応ができる。

ふるさと納税
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【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

03010306 敬老祝金支給事業 195

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,120 1,161 41

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 1,161 1,161

一般財源 1,120 △ 1,120

　高齢の節目を迎えた方々に，長寿の喜びを感じていただく。

　民生委員の協力により，88歳，99歳，100歳以上の方に祝金支給を行った。
　88歳：182人，99歳：12人，100歳：4人，101歳以上：15人，合計：213人

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

支給者数 人 549 204 213 274

　高齢者に敬意を表し，長寿をたたえるために人生の節目に当たる年齢時の祝金の支給である。
　平均寿命が伸びていることから支給対象者の増加に伴い，支給総額の増加が見込まれる。

　現在は，対象者への支給方法を民生委員に依頼して手渡しにより行っているが，今後，支給方法の見直しの検
討をしていく。

03010308 高年齢者就業機会確保事業 195

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,100 3,100

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 3,100 3,100

一般財源 3,100 △ 3,100

　緊急事態に備えて機器を設置することで，ひとり暮らしの不安を解消する。

ふるさと納税

ふるさと納税
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【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

355 325 327 327

　シルバー人材センターは，60歳以上の高齢者の労働能力や技能を活用し，地域社会に密着した短期的な就業の
機会を提供している。
　シルバー人材センター事業の円滑な推進により，高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と，地域社会へ
の参加を図る。

　対応できるサービス事業は限られているが，利用者の要望にできる限り対応することや，サービス提供に当た
り丁寧な説明を心掛けるよう指導した。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,308 1,033 △ 275

国庫支出金

県支出金

地方債

03010311 軽度生活援助事業 197

　事業の円滑な推進により，働く意欲がある高齢者の生きがいの充実と社会参加を図ることができる。

　自立した健全な運営を継続するよう指導する。

就業実人数 人

就業延人数（請負契約） 人 42,924 39,290 39,282 39,282

その他 232 1,033 801

一般財源 1,076 △ 1,076

　要介護認定を受けていない65歳以上のひとり暮らしの方や65歳以上のみの世帯に属する方に自立した在宅での
生活を継続してもらうことを目的とする。（※市町村民税が課税されている方及び市町村民税が課税されてる方
と生計を一にする方は除く。）

　事業のＰＲを行い，利用促進を図る。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

利用者実人数 人 15 18 14 20

利用時間数 時間 1980 967 764 1980

ふるさと納税　外

（目標値）
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

03010313 出前サロン活動支援事業 197

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 880 1,075 195

（基準値） （実績）

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 1,075 1,075

一般財源 880 △ 880

参加者数 人 781 1,113 1,255 1,400

　サロンが増設されたことに伴い仲間づくりの場が増え，生きがいや介護予防につながっている。

　健康麻雀や将棋を実施するサロンが増えており，使用備品の整備検討をしていく必要がある。
　また，運営ボランティアのリーダー研修会を行い人材育成に努め，質の高い継続したサロンづくりを行う。

（実績） （目標値）

　高齢者の生きがいづくりの機会と社会参加の促進を目的とする。高齢者が地域において趣味の活動や仲間との
交流を行うことにより生き生きと暮らせる社会となり，サロンの開催箇所の増加により介護予防施策の拠点が増
え，高齢者が孤立しない状態になることが期待される。

　現在のサロンは運営ボランティアにより自主運営されているため，名称を「出前サロン」から「サロン」に変
更した。
　サロン新規立ち上げ１件。地域にサロンがなく，遠方のサロンまで通っていた方々から相談を受け，シルバー
リハビリ体操を中心としたサロンを新設した。また，サロン運営会議において意見交換を実施し，サロン間で課
題や成功している事例（男性参加者の増加施策，加入している保険の内容等）を共有する場とした。
　・開設サロン数：35サロン（H28：34サロン）
　・利用者数：1,255人（男性276人，女性979人）

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

ふるさと納税

　家事支援を行うことで心身の負担を軽減することができる。

　自立した生活が継続できるよう，家事支援を行う。
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

03010320 地区敬老行事助成事業 199

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 2,620 2,620

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 2,620 2,620

一般財源

敬老行事開催団体数 団体 18 20

人 836

　身近な地域での開催となったことにより，敬老行事の参加者が増加した。
　市民の自主運営により地域の特色をいかした敬老行事が開催され，地域のコミュニティを深めることができ
た。

　実施していない地域に実施に向けた働き掛け・支援を行う。
　助成金は，前年度の実績に基づき，地区ごとに上限額（予算枠）を設定する。

75歳以上の参加者数 1,200

ふるさと納税

（実績） （目標値）

　高齢者を敬い，高齢者と地域とのつながりづくりや世代間交流に
よる絆づくりを形成する。

　平成29年4月　地区敬老行事助成金交付要綱制定
　敬老行事が各地区で地域住民の企画・運営により開催された。
　実施時期：8月～12月
　開催団体数：18団体
　　　　　　　（内，2団体は荒天候により中止）
　参加人数：2,489人
　　　　　　　（内，75歳以上の参加人数：836人）　　　　　　　　　　　　　地区敬老行事

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,474 3,420 △ 54

03010502 居宅サービス利用者負担軽減事業 201

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 3,420 3,420

一般財源 3,474 △ 3,474

平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

ふるさと納税

（ 単 位 ： 千円 ）

95.00

（実績） （目標値）

 平成28年度に，適正な事業運営を目的として判定基準を明確化したため，平成29年度は判定基準の運用の検証を
行った。
 その結果，利用者からの問い合わせや苦情等もないため，適切な制度運営が図れたと考えられる。

　要件に該当する低所得の高齢者に対し自己負担の一部を助成し，経済的な負担を軽減することにより在宅生活
の継続を支援する。

指標名 単位
平成26年度

　低所得者が必要な介護サービスを利用できず，在宅生活の継続が困難となってしまうことを防ぎ，さらには自
立を促していく事業である。必要な介護サービスを利用し続けることで，要介護状態の悪化を防ぎ，介護給付費
の増加を抑えていく。
　ただし，国が設定している最大自己負担額に対し，市が独自に負担を軽減することの可否を検討していく必要
がある。

 平成28年度において，利用者と市県民税が課税されている家族等の生計が同一でないこととする基準の定義を明
確化した。
 この基準については，これまで利用者の申し出のみで判定していたが，光熱水費等が利用者と家族等で別に契約
されている等の明確な根拠による基準を整備し，適切な扶助を行うことができた。

在宅介護サービス利用者に占める助成金申請率 ％ 11.80 10.61 10.32 10.00

助成金対象者に占める助成金申請率 ％ 92.60 118.85 103.64

－ 143 －


