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地域福祉推進事業 事務事業評価シート

　成果指標の達成度の要因分析
 （新規事業及び成果指標を変更した場合は、その成果指標を設定した考え方、目標値の根拠を記載）

市広報紙やホームページで各種福祉情報を発信するとともに、地域福祉専門員を配置することに
より、保健福祉総合計画に基づく地域福祉の推進と総合的な福祉のまちづくりの推進が図られ
る。また、市社会福祉協議会を通じて気軽にボランティア活動に参加できる体制を整備するとと
もに、各種イベントなどで広く市民にボランティア精神の醸成を図りつつ、ボランティア活動を
つなぐ機能を強化することで地域福祉の推進が図られる。

ボランティアセンターでの参加人数と活動件数は、市民が地域福祉活動に参画した結果であり、
実績は近年、小地域福祉活動も定着してきたこともあり増加傾向がみられるため、今後はさらな
る活動の推進を目指す。

目標値より低い

880 880

2,675

地域住民が自助、共助、公助の役割分担を認識し、お互いに助け
合い支え合う意識の醸成を図り、共助による地域福祉社会が実現
するまで、市が主導して関わる必要がある。

 受益と負担の適正化余地 市民全体を対象とした事業であり受益の機会は均等である。

受益機会の見直し余地がある

費用負担の見直し余地がある

　総合評価　…上記評価結果の総括

成果指標　（上記「意図」に対応） 単位 区分

成果指標
の達成度

○ 目標値より高い 概ね目標値どおり

③

② 福祉ボランティア活動件数 件
目標

① 福祉ボランティア活動参加者数

実績 854

3,393

12

人
3,500 3,500目標

20,000
実績

8,817実績

26年度(実績)

③ 福祉ボランティア登録者数 人
計画 20,000

17,088 14,288

活動指標　（上記「事業概要」に対応） 単位 区分 27年度(実績)

② 市ホームページ更新回数 回
計画 12

① 福祉情報の市広報誌への掲載 回
計画 3

実績 12 12

委託

公
平
性

地域住民との話し合いを重ねるとともに、広報誌やコミュニティ
ＦＭを活用した地域福祉情報を発信していくことで、共助意識の
醸成や住民同士で見守り支え合う体制づくりを推進する必要があ
る。

向上余地がある

向上余地がない

効
率
性

必要最低限の事業費と人件費で実施しており、削減の余地はな
い。

H23実施：保健福祉総合計画策定ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ、ｱﾝｹｰﾄ、意見交換会
適正である共催 実行委員会・協議会 事業協力・協定

意図
市民自らが地域の福祉課題を認識し、地域共通の課題としてとらえ、住民同士で助け合
う。 妥当である

見直し余地がある

○福祉情報の発信　2,471千円
　地域福祉専門員を配置（1人）し、広報はなまき等を通じて情報を発信
○団体活動支援  77,134千円
　ボランティアセンター事業補助金　801千円
　総合福祉センター管理運営事業補助金　11,678千円
　花巻地区保護司会事業補助金　200千円
　岩手県更生保護協会事業補助金　166千円
　花巻市社会福祉協議会事業補助金　63,400千円（H26～28定額）
　第5回花巻市社会福祉大会開催事業補助金　739千円（隔年開催）
　第41回更生保護研究大会開催事業補助金　150千円

有
効
性

 成果の向上余地

 事業費・人件費の削減余地
事業費の削減余地がある

人件費の削減余地がある

どちらも削減余地がない

妥当でない

目
的
妥
当
性

 公共関与の妥当性

【 事後評価 】平成 27 年度 事務事業評価シート

総合
計画

分野

会計 款 項 目

一般 03 01 01

政策 2-5 福祉の充実
施策 1 地域福祉の推進

28年度(計画)

27年度(実績) 28年度(計画)

事業ｺｰﾄﾞ 事業名

0402 地域福祉推進事業

暮らし

　事業概要　…上記目的を実現するための事業手法を記載すること

目的 地域福祉の基盤づくり

対象 市民

3

後援・協賛 補助・助成

26年度(実績)

市民参画の有無

市民協働の形態

実績 2 2



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は絶対に行わないでください。 （単位：千円）

単位：千円

○ ～

　

地域福祉推進事業

01 0402

今日の少子高齢化、核家族化、ライフスタイルの多様化の進行による保健福祉に関わる複雑な
課題に的確に対応するため、保健福祉総合計画に基づく地域福祉の推進と総合的な福祉のまち
づくりの推進を図る必要がある。

一般財源 78,637 79,605

事業を展開する上での課題、留意事項　／　意見・要望等

事業開始の背景・経緯

一般 03 01 地域福祉推進事業

地方債

コミュニティ会議などからは、一人暮らし高齢者などを地域が見守りする仕組みづくりの構築
について、民生委員などからは、災害時要援護者への支援のあり方を築いていく必要があると
の声が寄せられている。また、災害の発生を契機にボランティアを行いたい方やボランティア
を受けたい方々のコーディネートの要望がある。

事業説明資料

事業概要

○福祉情報の発信　2,471千円
　地域福祉専門員を配置（1人）し、広報はなまき等を通じて情報を発信
○団体活動支援  77,134千円
　ボランティアセンター事業補助金　801千円
　総合福祉センター管理運営事業補助金　11,678千円
　花巻地区保護司会事業補助金　200千円
　岩手県更生保護協会事業補助金　166千円
　花巻市社会福祉協議会事業補助金　63,400千円（H26～28定額）
　第5回花巻市社会福祉大会開催事業補助金　739千円（隔年開催）
　第41回更生保護研究大会開催事業補助金　150千円

地域の住民が共に助け合って生活しています。

年度〕事業期間 単年度繰返 期間限定 〔平成 年度 平成
部経営方針における目標

968

その他

968

財
源
内
訳

国・県

26年度
決算額(A)

27年度
決算額(B)

28年度
現計予算額

決算額前年比
(B-A）

事業費
78,637 79,605

担当部署 部名 健康福祉部 課名 地域福祉課 担当係長 内線

《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること。
【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

平成 27 年度 事業説明資料 【 】

項会計 款

事後評価
伊藤浩 593

目 事業ｺｰﾄﾞ 事業名

社会福祉協議会 

ボランティアセンター 

（つなぐ機能） 
ボランティア希望者 ボランティアのニーズ 

活
動
支
援 

福祉ボランティアの養成、普及啓発、各種イベントでボランティア活動の場を提供等 

市 

地域福祉専門員 

○市ホームページ更新（１２回） 

○広報はなまき掲載（２回） 

○社明活動参加 

○保護司会活動参加 

○ふれあい出前講座講師 

  （保健福祉総合計画） 

○地区定例民児協出席 

○民生委員研修会参加 



※色付きのセルのみ入力してください。また、行・列の挿入や削除は行わないでください。

（単位：千円）
《事業手法の詳細》…概略図による事業手法の詳細と事業費の内訳を記載すること 【適宜、セルは結合して構わないが、結合した1つのセル内は１文章程度にとどめること。】

【地域福祉推進事業　79,605千円】
※事業概要

○福祉情報の発信　2,471千円（H26　2,370千円）
（非常勤1人、需用費等）

○ボランティアセンター事業補助金　801千円（H26　681千円）
・ボランティア養成、育成、情報発信
→H28年開催の国体に向けたガイドボランティア（視覚障碍者等の誘導等）の養成講座を開催
・ボランティア協力校の登録推進、イベントへの参加協力
・ボランティア保険の周知、加入促進

○総合福祉センター等管理運営事業補助金　11,678千円（H26　11,820千円）
（センター等の管理運営費：社協）

○花巻地区保護司会事業補助金　200千円（H26　200千円）
（犯罪予防活動及び更生保護を目的に保護司会への活動助成）

○岩手県更生保護協会事業補助金　166千円（H26　166千円）
（県内の更生保護事業の進展を目的に更生保護法人への活動助成）

○花巻市社会福祉協議会事業補助金　63,400千円（H26 63,400千円）
（市社協に勤務する事務職員の給与に対する補助）

○第5回花巻市社会福祉大会開催事業補助金　　739千円（H25　804千円）
（市社会福祉大会開催補助　隔年開催）

○第41回岩手県更生保護研究大会開催補助　　150千円
（県更生保護研究大会開催補助　ブロックごとに輪番開催）

地域福祉推進事業

0402

保健福祉総合計画に基づく地域福祉の推進と総合的な福祉のまちづくりの推進を図るため、地域福祉専門員（1人）を配置し、地域福祉計画
の浸透を図る。各種福祉情報を広報はなまき等を通じて地域住民へ情報を発信する。社会福祉事業の拠点施設及び公共性の高い団体を支援す
ることで、社会福祉活動の推進と啓発を図る。

事業名

地域福祉推進事業

【

項

年度事業説明資料

01

目

01

事業ｺｰﾄﾞ

】

一般 03

会計 款

平成 事後評価27

促進

事業説明資料


