
,312.8 1,312.8

投入 常勤職員 0.1人 0.2人 0.2人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人

事業費＋人件費 716 11,313 11,313

戸田市　事務事業評価　≪事前評価シート≫ 1 頁

事務事業名 45093 在宅医療・介護連携推進事業

担当組織 福祉部 長寿介護課 担当 介護保険担当

組織コード 17 10 00 会計･款･項･目･大事業･中事業 13 05 02 01 01 02 記入日 平成27年02月27日

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち ● 対象

分野 04 高齢者福祉

○ 対象外
施策 20 介護保険サービスの充実

事業期間

介護保険法 第６期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ● 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市民及び事業者

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、地域包括ケア体制

を整備するにあたり、医療と介護の連携を強化することを目的としている。

事業目的

在宅医療・介護連携を強化するために、連携を支援したり、相談を受ける専門職員を配置したり、医療・介護職員を対象と

した情報共有の場の設定や、研修等を実施していく。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.事務事業の計画

（１）投入資源（予算と人員）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

医療職・介護職を対象に情報共有 医療職・介護職を対象に情報共有 医療職・介護職を対象に情報共有

事 業 内 容
や意見交換会の実施を行い、連携 や意見交換会の実施を行い、連携 や意見交換会の実施を行い、連携

強化を図る。 強化を図る。 強化を図る。

事　業　費 60 10,000 10,000

財
源
内
訳

国庫支出金 24 3,900 3,900

県支出金 12 1,950 1,950

起　　　債 0 0 0

そ　の　他 12 1,950 1,950

一般財源 12 2,200 2,200

人　件　費 656.4 1



2 頁

（２）事業目標

指標名 単位 説明・算定式 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
目標値 目標値 目標値

活動①
医療職・介護職合同で研修・情報

回 2 4 6
交換等行う回数

活動②

成果①

成果②

３.事前評価

施策の目標達成に向けて貢献しているか。

－：未設定

施策への貢献度 ＜判断理由＞

事業費・人件費の水準は適正か。

－：未設定

経費水準 ＜判断理由＞

事業手法は適正か。

－：未設定

事業手法 ＜判断理由＞

受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

－：未設定

受益・負担の公平性 ＜判断理由＞

４.意思決定

○ Ａ：この計画で実施する

○ Ｂ：計画を見直して実施する

○ Ｃ：実施しない

意思決定
＜｢意思決定｣に関する判断理由・コメント＞

事業実施における

留意点



1,312.8 1,312.8

投入 常勤職員 0人 0.2人 0.2人

人員 非常勤職員 0人 0.1人 0.1人

事業費＋人件費 60 11,313 11,313

戸田市　事務事業評価　≪事前評価シート≫ 3 頁

事務事業名 45094 生活支援体制整備事業

担当組織 福祉部 長寿介護課 担当 介護保険担当

組織コード 17 10 00 会計･款･項･目･大事業･中事業 13 05 02 01 01 03 記入日 平成27年02月27日

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち ● 対象

分野 04 高齢者福祉

○ 対象外
施策 20 介護保険サービスの充実

事業期間

介護保険法 第６期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市民・ＮＰＯ・事業所

地域包括ケア体制構築にあたり、市が中心となり、住民等を参加させ、地域の実情に応じて多様なサービス提供を要支援者

等に対して効果的に行うことで、高齢者の介護予防・生きがいづくりを図り、社会参加を支援していくための体制を整備す

事業目的 る。

市・協議体・生活支援コーディネーターが総合事業実施に向け、住民によるサービスを創出したり、必要な方に対して支援

者を紹介するなどの事業を行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 ■市民･NPO） ■協働･協力（ ）

２.事務事業の計画

（１）投入資源（予算と人員）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

多様なサービスの担い手となる住 多様なサービスの担い手となる住 多様なサービスの担い手となる住

事 業 内 容
民サービスの創出、必要な方への 民サービスの創出、必要な方への 民サービスの創出、必要な方への

紹介等 紹介等 紹介等

事　業　費 60 10,000 10,000

財
源
内
訳

国庫支出金 24 3,900 3,900

県支出金 12 1,950 1,950

起　　　債 0 0 0

そ　の　他 12 1,950 1,950

一般財源 12 2,200 2,200

人　件　費 0



4 頁

（２）事業目標

指標名 単位 説明・算定式 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
目標値 目標値 目標値

活動①
サービス創出のための検討会の開

回 4 6 12
催回数

活動②
生活支援サービスへの紹介

人 0 24 36

成果①

成果②

３.事前評価

施策の目標達成に向けて貢献しているか。

－：未設定

施策への貢献度 ＜判断理由＞

事業費・人件費の水準は適正か。

－：未設定

経費水準 ＜判断理由＞

事業手法は適正か。

－：未設定

事業手法 ＜判断理由＞

受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

－：未設定

受益・負担の公平性 ＜判断理由＞

４.意思決定

○ Ａ：この計画で実施する

○ Ｂ：計画を見直して実施する

○ Ｃ：実施しない

意思決定
＜｢意思決定｣に関する判断理由・コメント＞

事業実施における

留意点



,697

戸田市　事務事業評価　≪事前評価シート≫ 5 頁

事務事業名 45806 認知症施策推進事業

担当組織 福祉部 長寿介護課 担当 介護保険担当

組織コード 17 10 00 会計･款･項･目･大事業･中事業 13 05 02 01 01 04 記入日 平成27年02月27日

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち ● 対象

分野 04 高齢者福祉

○ 対象外
施策 20 介護保険サービスの充実

事業期間

介護保険法 第６期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象
市民

国の「認知症施策推進５カ年計画」に基づき、認知症になっても地域で安心して生活を続けていくことを目的としている。

事業目的

地域における認知症ケア体制を構築するにあたり、認知症支援のための啓発活動や、関係者を集めた事例検討会などを実施

する。また、認知症地域推進員を配置などを行う。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.事務事業の計画

（１）投入資源（予算と人員）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

認知症施策推進のための事業の実 認知症施策推進のための事業の実 認知症施策推進のための事業の実

事 業 内 容
施に向けた人員配置等 施に向けた人員配置等 施に向けた人員配置等

事　業　費 25,041 25,041 25,041

財
源
内
訳

国庫支出金 9,766 9,766 9,766

県支出金 4,883 4,883 4,883

起　　　債 0 0 0

そ　の　他 4,883 4,883 4,883

一般財源 5,509 5,509 5,509

人　件　費 656.4 656.4 656.4

投入 常勤職員 0.1人 0.1人 0.1人

人員 非常勤職員 1人 1人 1人

事業費＋人件費 25,697 25,697 25



6 頁

（２）事業目標

指標名 単位 説明・算定式 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
目標値 目標値 目標値

活動①

活動②

成果①

成果②

３.事前評価

施策の目標達成に向けて貢献しているか。

－：未設定

施策への貢献度 ＜判断理由＞

事業費・人件費の水準は適正か。

－：未設定

経費水準 ＜判断理由＞

事業手法は適正か。

－：未設定

事業手法 ＜判断理由＞

受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

－：未設定

受益・負担の公平性 ＜判断理由＞

４.意思決定

○ Ａ：この計画で実施する

○ Ｂ：計画を見直して実施する

○ Ｃ：実施しない

意思決定
＜｢意思決定｣に関する判断理由・コメント＞

事業実施における

留意点



戸田市　事務事業評価　≪事前評価シート≫ 7 頁

事務事業名 45749 財政安定化基金償還金

担当組織 福祉部 長寿介護課 担当 介護保険担当

組織コード 17 10 00 会計･款･項･目･大事業･中事業 13 07 02 01 01 01 記入日 平成27年02月27日

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち ○ 対象

分野 04 高齢者福祉

● 対象外
施策 20 介護保険サービスの充実

事業期間

介護保険法 戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
根拠法令 関連計画

通 達 等 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ● 自治事務のうち義務的なもの ○ 自治事務のうち任意のもの

ISO14001 ○ 1.環境創出事業 ○ 2.施設方針書 ○ 3.環境配慮事業 ● 4.対象外

対象

介護保険制度の健全な運営を図る。

事業目的

介護保険事業計画において、各年度の介護給費等を計画するが、運営にあたっては、給付費等に不足が生じた場合において

、不足額を埼玉県が貸付をする制度がある。貸し付けを受けた場合においては、次の計画期間において、貸し付けを受けた

事業内容 額を償還する。

実施主体 ■市による単独直営 □委託 （□3ｾｸ･財団 □企業 □市民･NPO） □協働･協力（ ）

２.事務事業の計画

（１）投入資源（予算と人員）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

前計画期間中に貸し付けを受けた 前計画期間中に貸し付けを受けた 前計画期間中に貸し付けを受けた

事 業 内 容
額を、次の計画期間中（３カ年） 額を、次の計画期間中（３カ年） 額を、次の計画期間中（３カ年）

にわたり、償還する。 にわたり、償還する。 にわたり、償還する。

事　業　費 45,068 70,067 70,067

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0

県支出金 0 0 0

起　　　債 0 0 0

そ　の　他 0 0 0

一般財源 45,068 70,067 70,067

人　件　費 0 0 0

投入 常勤職員 0人 0人 0人

人員 非常勤職員 0人 0人 0人

事業費＋人件費 45,068 70,067 70,067



8 頁

（２）事業目標

指標名 単位 説明・算定式 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
目標値 目標値 目標値

活動①

活動②

成果①

成果②

３.事前評価

施策の目標達成に向けて貢献しているか。

－：未設定

施策への貢献度 ＜判断理由＞

事業費・人件費の水準は適正か。

－：未設定

経費水準 ＜判断理由＞

事業手法は適正か。

－：未設定

事業手法 ＜判断理由＞

受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

－：未設定

受益・負担の公平性 ＜判断理由＞

４.意思決定

● Ａ：この計画で実施する

○ Ｂ：計画を見直して実施する

○ Ｃ：実施しない

意思決定
＜｢意思決定｣に関する判断理由・コメント＞

事業実施における

留意点


