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3 【健康づくり】分野の事業の評価

【障害者福祉】分野の事業の評価

4 【生活衛生環境】分野の事業の評価

令和元年度事業評価

課別評価シート

【保健衛生部　予防対策課】
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このシートでは、基本構想の実現に向けて、目指すべき中間アウトカムと、

それを達成するための手段を整理しています。

各課ではこのシートを活用し、計画事業の進行管理を行うとともに、中間

アウトカムの達成の観点から自己評価を行い、計画事業の今後の方向性を検

討します。



≪検討の視点≫

○中間アウトカム等の達成に向けた、より効果的・効率的な手段
○中間アウトカム等の達成に向けた、より適切なサービスの提供主体（民間活力の活用）
○中間アウトカムや事業目的が類似する事業との連携（整理・統合）
○新規事業の必要性
○投入する資源（予算・人員）の最適化・再配分

○左記の他、事業実施に当たり、必要となる考え方
　（例）　・「補助金ガイドライン」に沿った、適正な補助金の交付
　　　　　・障害を理由とした差別の解消・合理的配慮
　　　　　・男女平等参画や性的指向・性自認などへの配慮　　など

事業名

衛01-01

障福02-03 精神障害者の地域移行・地域定着支援体制の強化

難病患者等への支援

　課題の発見及び今後の方向性を記載にあたっては、以下の点を参考としてください。

○中間アウトカム等に影響を与える、社会状況の変化
○中間アウトカム等に関連する、区民ニーズの変化
○中間アウトカムの達成に向けた、各事業の貢献度
　(事業実績の推移)

障福01-06

健02-03 結核・感染症予防対策事業

健02-04 予防接種の推進

※事業番号は、「基本構想実施計画」に掲載している番号を使用しています

新型インフルエンザ等感染症対策の連携体制の構築

評価の対象となる計画事業

事業番号

健02-05 公害保健福祉・予防事業

【方向性の類型】

拡充 → 計画していた事業内容から、量・対象を拡充するもの 現状維持 → 事業の対象・質、コストとも変わらないもの

改善・見直し → 計画していた取組手法を改善・見直しするもの 縮小 → 計画していた事業内容を縮小するもの

終了予定 → 今年度中に終了を予定しているもの 終了済 → 昨年度までに終了した事業

見直す必要のある計画事業を抽出

課題の洗い出し

方向性の検討



進捗の課題と
改善策

事業費（千円） 730,395 765,591
進捗の課題 無行政コスト（千円） 652,033

所要人員 3.299 2.817

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

定期予防接種 人 71,973 74,356 146,329 227,706

任意予防接種 人 2,878 3,662 6,540 10,128

進捗の課題と
改善策

事業番号 事業名 中間アウトカム

健02-04 予防接種の推進 健康づくり（B)

事業費（千円） 10,766 8,548
進捗の課題 無行政コスト（千円） 55,145

所要人員 7.228 6.979

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

定期病状調査・服薬支援 件 232 144 376 915

レッドリボン展の開催 回 1 1 2 3

所要人員

3カ年計画

主
な
取
組

17,808

事業番号 事業名 中間アウトカム

進捗の課題と
改善策

回 5 6 11 9

H29

事業費（千円）

H31 累計

中間アウトカム

累計

事業名

難病患者等への支援

- -

件 7,324 7,873 15,197

進捗の課題 無

地域安心生活支援

所要人員 3.195 3.024

地域移行支援の関係者会議

1 各事業の実施状況（進行管理）

　基本構想実施計画に掲げた事業量を達成するために、各計画事業の実施状況をチェックし、課題があるものについて
は、その内容と改善策を記載します。

障害者福祉（A)

行政コスト（千円） - -

48 72

保健師等による相談指導 件 566 542 1,108

事業番号

障福01-06

1,359

主
な
取
組

難病リハビリ教室 回 24

H29 H30

0.407

24

事業費（千円） 7,290 19,024

中間アウトカム

H31 3カ年計画

0.316

障害者福祉（A)

進捗の課題と
改善策

事業番号

障福02-03

事業名

精神障害者の地域移行・地域定着支援体制の強化

進捗の課題 無

行政コスト（千円）

502,127 506,851

H30

健02-03 結核・感染症予防対策事業 健康づくり（B)
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進捗の課題と
改善策

事業費（千円） 689 249
進捗の課題 無行政コスト（千円） 4,085

所要人員 0.575 1.222

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

主
な
取
組

新型インフルエンザ等感染症医療体
制検討会議

回 1 1 2 3

事業番号 事業名 中間アウトカム

衛01-01 新型インフルエンザ等感染症対策の連携体制の構築 生活衛生環境（A)

主
な
取
組

ぜん息・慢性閉塞性肺疾患予防事業 回 1

H29 H30 H31 累計 3カ年計画

進捗の課題 無行政コスト（千円） 30,183

所要人員 4.041 4.043

進捗の課題と
改善策

事業番号 事業名 中間アウトカム

健02-05 公害保健福祉・予防事業 健康づくり（B)

1 2 3

呼吸器健康講座参加者で講座の内容
が今後の生活改善につながると回答
した方の割合

％ 87 90 90

事業費（千円） 3,602 4,289
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障福01-05 地域生活支援拠点等の整備 障害福祉課 障害者の包括的な居住支援体制が構築されている

障福01-03 障害者基幹相談支援センターの運営 障害福祉課
障害者等が個々の状況に応じた、適切な対応を受けて
いる

障福01-02 障害者地域自立支援協議会の運営 障害福祉課 障害者の実情を的確に捉えた事業構築が図られている

福祉政策課
（予防対策課）

住み慣れた地域で自立した生活を送るための施設整
備が進んでいる

安心して施設を利用することができる

障福01-07 精神障害回復途上者デイケア事業 保健サービスセンター 精神障害者の社会復帰が図られている

中項目 ２-２　障害者福祉

障福02-03
精神障害者の地域移行・地域定着支援体制
の強化

予防対策課
精神障害者が地域で安心かつ安定した生活を送って
いる

現状維持 現状維持

将来像 だれもがお互いに人格と個性を尊重し、支え合うまち

中間アウトカム(Ａ) 障害者が、自立した生活を送っている

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的

2 【障害者福祉】分野の中間アウトカムに関する事業の評価
【保健衛生部　予防対策課】

本区の事業評価では、基本構想に掲げる各分野の将来像を達成するための、具体的に目指すべき状態を中間アウトカム
としています。ここでは、中間アウトカムまたは事業目的の達成に向け、課題を有する計画事業がある場合に、その課
題の内容と今後の方向性を記載します。

基本構想実施計画

方向性

前回（H30） 今回

障福01-06 難病患者等への支援
予防対策課
（保健サービスセン
ター）

難病患者やその家族の経済的負担が軽減するととも
に、生活の質が向上している

現状維持 現状維持

障害者の就労支援や創作活動の場が確保されている

障福03-01 障害者就労支援事業の充実 障害福祉課 地域での自立した職業生活・社会生活が定着している

障福01-01 日中活動系サービス施設の整備

障福02-02 福祉作業所の大規模改修
福祉政策課
（障害福祉課）

福祉政策課

障福02-01 グループホームの整備
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健02-01 各種がん検診 健康推進課 がんが早期に発見され、治癒効果が高まっている

健01-02 健康診査・保健指導
健康推進課
（国保年金課）

健康の維持・増進に対する意識の醸成、行動変容が促
されている

健02-02 歯周疾患検診 健康推進課 口腔衛生が保持・増進されている

現状維持健02-04 予防接種の推進 予防対策課
ワクチンで防げる感染症の予防や、まん延防止がされ
ている

現状維持

現状維持健02-05 公害保健福祉・予防事業 予防対策課
公害健康被害被認定者等の病状が改善・予防されて
いる

現状維持

事業目的
方向性

前回（H30） 今回

予防対策課 感染症が予防や、まん延防止がされている 現状維持 現状維持健02-03 結核・感染症予防対策事業

中項目 ２-４　健康づくり

3 【健康づくり】分野の中間アウトカムに関する事業の評価
【保健衛生部　予防対策課】

本区の事業評価では、基本構想に掲げる各分野の将来像を達成するための、具体的に目指すべき状態を中間アウトカム
としています。ここでは、中間アウトカムまたは事業目的の達成に向け、課題を有する計画事業がある場合に、その課
題の内容と今後の方向性を記載します。

基本構想実施計画

将来像 だれもがいつまでも笑顔で健康に暮らせるまち

中間アウトカム(Ｂ) 区民の疾病が予防、早期発見、早期治療されている

事業
番号

事業名 主管課（関係課）
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災対04-04 災害時医療の確保 生活衛生課
大規模災害の発生に備え、災害医療救護体制が整備
されている

現状維持衛01-01
新型インフルエンザ等感染症対策の連携体
制の構築

予防対策課 新型インフルエンザ等に備えた連携体制が整っている 現状維持

将来像 だれもが快適で健康に暮らせる、安全で清潔なまち

中間アウトカム(Ａ) 健康を脅かす事態に際し、最善の対応ができる体制が整っている

事業
番号

事業名 主管課（関係課） 事業目的
方向性

前回（H30） 今回

中項目 ２-５　生活衛生環境

4 【生活衛生環境】分野の中間アウトカムに関する事業の評価
【保健衛生部　予防対策課】

本区の事業評価では、基本構想に掲げる各分野の将来像を達成するための、具体的に目指すべき状態を中間アウトカム
としています。ここでは、中間アウトカムまたは事業目的の達成に向け、課題を有する計画事業がある場合に、その課
題の内容と今後の方向性を記載します。

基本構想実施計画
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評価実施のチェックリスト

「補助金ガイドライン」に沿った、適正な補助金の交付

障害を理由とした差別の解消・合理的配慮

中間アウトカム等に関連する、区民ニーズの変化

中間アウトカム等に影響を与える、社会状況の変化

中間アウトカムの達成に向けた、各事業の貢献度（事業実績の推移）

男女平等参画や性的指向・性自認などへの配慮

中間アウトカム等の達成に向けた、より効果的・効率的な手段

中間アウトカム等の達成に向けた、より適切なサービスの提供主体（民間活力の活用）

以下の各項は、事業評価にあたって留意すべき視点です。課別評価シートの記入にあたって、

これらの視点を踏まえて評価を行ったか確認し、それぞれの項にチェックを入れてください。

【課題の洗い出しの視点】

【方向性の検討の視点】

新規事業の必要性

投入する資源（予算・人員）の最適化・再配分

中間アウトカムや事業目的が類似する事業との連携（整理・統合）
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