
別紙１ 北広島市

【基本情報】

【事業概要】

【事業の計画・実績】

平成27年度 事務事業評価調書（事後評価用）

計画事
業番号

00039 事務事業名 保健衛生推進支援事業 担当部署
保健福祉部
保険年金課

電話 658

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等
国民健康保険法第82条　北広島市健康づくり事業補助金交付要綱　元気フェ
スティバル事業補助金交付要綱

事務事業開始年度 昭和３４年

個別計画等 　〃  終了予定年度

新規継続区分 継続

１ 総合計画体系

（第   1  章） 支えあい健やかに暮らせるまち

（第   1  節） 健康づくり・地域医療の充実

（施策   4　） 国民健康保険事業の適正な運営

ソフト・ハード区分 ソフト事業 会計区分 特別会計 補助単独区分 補助

２ 対　　象 国民健康保険の被保険者

３ 目的と内容

健康づくりや健康意識の高揚を図るため、地域で推進する健康増進活動、健康づくり・体力づくりを実施する実行委
員会等への助成を行う。
また、市民を対象としたインフルエンザ予防接種事業（65歳以上の国保被保険者分）に対し、助成を行い支援する。

４ 実施内容
　（手　　段）

2
6
年
度
ま
で

①いきいき健康づくり事業（講師謝礼）
②健康推進支援事業（元気フェスティバル、歩くスキーの集い）　補助金の交付
③地域健康づくり事業（大曲・西の里・輪厚・東部）補助金の交付
④インフルエンザ予防接種事業（65歳以上の国保被保険者分の助成）

2
7
年
度

昨年度と同様であるが、平成27年度からは以下の事業内容を付加する。
・健康川柳
市民の健康意識を高めるため健康をテーマとした川柳を募集し、元気フェスティバルで作品を展示し、優秀作には賞
品を贈呈する。優秀作は次年度の国保通知用封筒に印刷し更なる啓発に努める。

健康推進活動や健康づくり
などを推進する団体及び実
行委員会等に補助金を交
付。インフルエンザ予防接
種事業等を支援。

①いきいき健康づくり
②健康推進支援事業　2団
体へ補助
③地域健康づくり事業　4団
体へ補助
④インフルエンザ予防接種
1,944人
⑤肺炎球菌予防接種　622
人

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する団体及
び実行委員会等に補助
金を交付。インフルエン
ザ予防接種事業等を支
援。

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する団体及
び実行委員会等に補助
金を交付。インフルエン
ザ予防接種事業等を支
援。

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する団体及
び実行委員会等に補助
金を交付。インフルエン
ザ予防接種事業等を支
援。

【評価結果・評価コメント】

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

計画 実績 計画 計画 計画

総合判定 平成28年度に向けた具体的な方向性 評価区分
前 年 度
２次評価

現状継続 現状継続とする。

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」
「統合・終了
済」

１ 次 評 価 現状継続

現状継続とする。
引き続き、団体補助等により健康増進活動等や、健康意識の啓発事業の推進に努める。
また、医療保険制度改革関連法が公布され、平成２９年度から医療費適正化に取り組む
保険者を支援する「保険者支援制度」が創設され、今後国通知等に基づき、事業内容の検
討が必要である。

２ 次 評 価 現状継続 現状継続とする。



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

（単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

0 0

道支出金 3,857 4,060 2,352 2,352

決算額、当初予算額又は推進計画額 8,653 9,117 5,718 5,718

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金 0 0

地方債 0 0 0 0

その他特財 4,796 5,057 3,366 3,366

一般財源 0 0 0 0

 ① 合　計 8,653 9,117 5,718 5,718

9,000

 ④ ＝②×③ 1,800 1,800 1,800 1,800

人　件　費

② 人　数（年間） 0.20 0.20 0.20 0.20

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

総事業費①＋④ 10,453 10,917 7,518 7,518

指　　　　標　　　　名 単位 平成26年度 平成27年度

②体育協会
　　（歩くスキー）

目標値
回

1 1

平成28年度 平成29年度

活
動
指
標

①元気フェスティバル 目標値
回

1 1 1 1

1 1

実績値 1

実績値 1

18

実績値 22

③各地区生涯学習振興会事業 目標値
種目

18 18 18

2,100

実績値 1,944

④インフルエンザ接種者のうち６
５歳以上の国保加入者

目標値
人

2,100 2,100 2,100

3,500 3,500

【指標の定義（算式等）】 実績値 4,000
成
果
指
標

元気フェスティバル（参加数） 目標値
人

3,500 3,500

体育協会(歩くスキー） 目標値
人

100 100 100 100

【指標の定義（算式等）】 実績値 104

チ ェ ッ ク 項 目 評点 コメント

妥
当
性

・税金を使って行うこと（補助すること）が妥当ですか？
・上位の施策への貢献度は大きいですか？
・特定の団体の利益に偏っていませんか？
  【評点欄】３妥当である、２どちらかというと妥当性である、１妥当
でない
  【コメント欄】理由を記入してください。

3

国民健康保険法に保険者義務として、「被保険者等の健康の保
持増進のために必要な事業を行うように努めなければならな
い」と規定されており、妥当である。また、市町村国保の性格
上、全市民を対象にした事業展開となっており貢献度も高い。

1,000

【指標の定義（算式等）】 実績値 1,100

各地区生涯学習振興会事業 目標値
人

1,000 1,000 1,000

経
済
性

・現在の成果を落とさずにコスト(予算・所要時間等)を削減するた
めの方法はありませんか？
  【評点欄】３余地なし、２余地あり、１余地大きい
  【コメント欄】コストを削減するための方策、補助金の減額・削減
について具体的に検討し、検討内容を具体的に記入。

3
現状の事業は、補助活用に努めているが、コストの削減は困難
である。ただし、健康教育や予防事業の実施は、被保険者の健
康寿命の延伸と将来的な医療費の削減につながるものである。

達
成
度

・計画どおりに成果があがっていますか？
  【評点欄】３あがっている、２どちらかといえばあがってい
る、１あがっていない
  【コメント欄】理由を記入してください。

2

地域の健康づくり事業の支援等の実施は、被保険者だけでなく
地域全体の健康意識を高め、自主的な保健活動の支援となっ
ている。また、予防接種の推進により被保険者の健康保持増進
につながっていると考えている。

成
果
向
上

・成果が現状よりも向上する可能性がありますか？
  【評点欄】３余地なし、２余地あり、１余地大きい
  【コメント欄】成果を向上させるための方策、代替策を記
入。

2

今年度策定のデータヘルス計画のための医療費分析により、
被保険者の健康意識の向上を図る効果的な保健事業の展開の
必要がある。また、事業実施には、国保だけでなく、市全体での
健康づくり事業の取組を考える必要がある。

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 ■ □

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

■ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

□ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 100

補助・交付金の算出根拠 実行委員会独自歳入がないため、対象経費総額を補助対象経費として算入。

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 上記支出項目 上記支出項目 上記支出項目

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 225 225 225

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 100 100 100

支　出　合　計 （Ｃ） 225 225 225

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

63 音響設備ほか

備品借上料 117 118 118

印刷製本費 24 24

支　　出

報償費 7 7 7

消耗品費 4 4 28

通信費・手数料 10 9 9 振込手数料ほか

委託料 63 63

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 225 225 225

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 225 225 225

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 25年度 (決算) 26年度 (決算) 27年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（26年度）

□補助団体にある ■市役所にある

補助金等の充当
状況（26年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ６５団体（平成２５年９月１日開催実績） （27年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

「出会い」「交流」「生きがい」をキーワードに市民が主体的に学習した成果を生かし、自発的
な活動による交流や地域の課題を考えその解決に向けた行動に結びつける地域づくり、まちづく
り

 交付先団体等の
 活動内容

元気フェスティバルの当日の参加・開催運営及び、開催に向けた実行委員会への参加、運営委員
会の一部参加

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 元気フェスティバル事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

元気フェスティバル実行委員会　実行委員長　松浦　サツ子 設立年 平成16年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 39-1 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 70 74 74

補助・交付金の算出根拠 歳出経費総額を補助対象経費として算入。

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 上記支出項目 上記支出項目 上記支出項目

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 228 215 214

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 70 74 74

支　出　合　計 （Ｃ） 228 215 214

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

25

燃料費 10 10

食糧費 63 61 60

支　　出

報償費 46 39 39

消耗品費 34 20 20

賃借料 60 60 60

諸謝金 25 25

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 228 215 214

負担金 31 4 5

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 159 159 159

参加料 38 52 50

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 25年度 (決算) 26年度 (決算) 27年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（26年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（26年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ２４団体　２，６４０名 （27年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市民が気軽にスポーツを楽しむことができる環境づくりを進め、他のスポーツ団体と連携し、ス
ポーツの普及に向けた生活・社会環境づくりと、健康増進に寄与する。

 交付先団体等の
 活動内容

１．スポーツ振興事業
２．スポーツ教室
３．スポーツの啓蒙と促進事業
４．健康づくり事業
５．体育施設の管理・運営に係わる受託事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 歩くスキーの集い事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

特定非営利活動法人　北広島市体育協会　会長　加々見　盛幸 設立年 昭和41年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 39-2 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 57 60 59

補助・交付金の算出根拠 食糧費を除く歳出経費総額を補助対象経費として算入。

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 上記支出項目 上記支出項目 上記支出項目

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 315 302 305

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 57 60 58

支　出　合　計 （Ｃ） 315 302 310

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

損害保険料 16 15 20

支　　出

報償費 212 177 180

消耗品 30 60 60

借上げ料 57 50 50

食糧費

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 315 302 310

参加料 45 85 75

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 180 180 180

自己資金 90 37 55

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 25年度 (決算) 26年度 (決算) 27年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（26年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（26年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 大曲地区に在住もしくは通勤・通学をしているもので構成する。 （27年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域づくり・コミュニティー活動の要として、生活文化の向上及び、健康の増進、青少年の健全
育成、社会福祉の向上など生涯学習を振興するため、各種事業を行う。

 交付先団体等の
 活動内容

生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭等）、スポーツ・レクリエーションに関する事
業、地域コミュニティー活性化事業、その他生涯学習振興事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域健康づくり事業（国保会計）

交付先の名称
及び代表者名

大曲地区生涯学習振興会　会長は、年度により変更につき省略 設立年 平成20年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 39-3 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 60 60 51

補助・交付金の算出根拠 食糧費を除く歳出経費総額を補助対象経費として算入。

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 上記支出項目 上記支出項目 上記支出項目

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 151 151 175

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 60 60 51

支　出　合　計 （Ｃ） 151 151 175

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

5

保険料 29

支　　出

講師料 89 132 70

施設使用料 33 100

消耗品 19

旅費

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 151 151 175

参加料 60 61 85

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 90 90 90

自己資金 1

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 25年度 (決算) 26年度 (決算) 27年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（26年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（26年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 西の里地区に在住もしくは通勤・通学をしているもので構成する。 （27年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域づくり・コミュニティー活動の要として、生活文化の向上及び、健康の増進、青少年の健全
育成、社会福祉の向上など生涯学習を振興するため、各種事業を行う。

 交付先団体等の
 活動内容

生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭等）、スポーツ・レクリエーションに関する事
業、地域コミュニティー活性化事業、その他生涯学習振興事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域健康づくり事業（国保会計）

交付先の名称
及び代表者名

西の里地区生涯学習振興会　会長は、年度により変更につき省略 設立年 平成１９年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 39-4 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 80 65 64

補助・交付金の算出根拠 食糧費を除く歳出経費総額を補助対象経費として算入。

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 上記支出項目 上記支出項目 上記支出項目

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 112 139 140

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 80 65 64

支　出　合　計 （Ｃ） 112 139 140

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

11

保険料 7 7

消耗品 2 18 20

支　　出

講師料 74 74 74

施設使用料 23 28 28

食糧費 4

旅費 9 12

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 112 139 140

参加料 22 35 35

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 90 90 90

自己資金 14 15

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 25年度 (決算) 26年度 (決算) 27年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（26年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（26年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 西部地区に在住もしくは通勤・通学をしているもので構成する。 （27年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域づくり・コミュニティー活動の要として、生活文化の向上及び、健康の増進、青少年の健全
育成、社会福祉の向上など生涯学習を振興するため、各種事業を行う。

 交付先団体等の
 活動内容

生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭等）、スポーツ・レクリエーションに関する事
業、地域コミュニティー活性化事業、その他生涯学習振興事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域健康づくり事業（国保会計）

交付先の名称
及び代表者名

西部地区生涯学習振興会　会長は、年度により変更につき省略 設立年 平成18年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 39-5 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％ 対象経費に対する補助 または交付金の割合　（Ａ）÷（Ｄ） 68 82 82

補助・交付金の算出根拠 食糧費を除く歳出経費総額を補助対象経費として算入。

 補助・交付金の対象経費　 （項目） 食料費以外の項目 食料費以外の項目 食料費以外の項目

 補助・交付金の対象経費 （金額）　（D) 266 219 220

 全体支出に対する本市 補助・交付金の割合　（Ａ）÷（Ｃ） 68 82 82

支　出　合　計 （Ｃ） 266 219 220

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

消耗品 63 93 85

支　　出

報償費 130 122 130

保険料 5 4 5

印刷製本費 2

食料費 66

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 266 219 220

参加料 76 9 10

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 180 180 180

自己資金 10 30 30

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 25年度 (決算) 26年度 (決算) 27年度 (予算) 備 考

事務局の状況
（26年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（26年度）

□運営費のみに充当 ■事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 東部地区に在住もしくは通勤・通学をしているもので構成する。 （27年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

地域づくり・コミュニティー活動の要として、生活文化の向上及び、健康の増進、青少年の健全
育成、社会福祉の向上など生涯学習を振興するため、各種事業を行う。

 交付先団体等の
 活動内容

生活文化事業（講演会・講習会・講座・文化祭等）、スポーツ・レクリエーションに関する事
業、地域コミュニティー活性化事業、その他生涯学習振興事業

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 地域健康づくり事業（国保会計）

交付先の名称
及び代表者名

東部地区生涯学習振興会　会長は、年度により変更につき省略 設立年 平成２４年

別紙 ２ 付　　　　　表
補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

計画事業番号 39-6 ＜継続用＞


