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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

人 2,772 2,800 2,652 ○

事業所 61 65 79 ○

人 1,921 2,000 1,508 △

人 992 1,414 16,740 ◎

人 1,224 1,300 1,202 ○

団体 31 34 26 ○

件 280 350 599 ◎

団体 91 95 76 ○

件 157 200 80 △

％ 5.0 6.0 5.0 ○

％ 20.0 25.0 60.2 ○

３　評価内容

　誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、住
民参加による生活支援の仕組みづくりや多様な福祉活
動を展開するボランティア、市民活動団体、福祉サービ
ス事業所等の支援を通じて、地域住民のニーズに対応
した新たな福祉サービスの創出や提供など、地域住民
が主体となり、福祉で地域づくりを進めます。

　住民が地域福祉活動に参画しやすい仕組みづくりや、高齢者・障がい者などの日常
生活を支援する仕組みづくりは今後も必要と判断される。地域福祉を支える団体への
補助は、福祉推進のため引続き支援が必要である。

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

大綱名 Ⅲ　健康で安心して暮らせるまちづくり 担当部

基本施策 ❶　みんなで支え合う地域福祉の推進 福祉部

生活困窮者自立支援制度による支援終結
割合
　（支援終結件数／支援プラン件数）

支援による生活困窮からの脱却について増加を目
指します。

災害時要援護者避難支援計画(個別台帳)
登録人数

ご近所福祉スタッフ委嘱数

災害時の相互支援体制の構築の市内全域への拡
充を目指します。

地域における支援を必要とする世帯の身近な支援
者の配置促進を目指します。（市内全地区で50世
帯に1名の配置）

ボランティア団体登録数

地域福祉活動に各種助成金を活用した団
体数

市民団体等の継続した地域福祉活動の取組みの
促進を目指します。

権利擁護に関する相談支援件数 権利擁護支援体制の充実強化を目指します。

ボランティアコーディネート数

生活保護からの自立割合
　（死亡件数は対象から除く）
　（廃止件数／被保護世帯数）

ボランティア団体連絡協議会への登録による活動
強化を目指します。

支援を要する地域・住民のニーズに合わせたボラ
ンティア等の支援活動の促進を目指します。

就労等による保護からの自立について増加を目指
します。

小地域福祉ネットワーク（にこにこネット
ワーク）の支援・協力者数

みまもりおーネット登録事業者数

住民参加型在宅福祉サービス(ささえあい
の会)の利用状況

平常時における見守り・安否確認等のためのネット
ワークの支援体制の維持を目指します。

民間事業者の登録促進による見守り活動の強化を
目指します。

住民相互の軽微な生活支援の仕組みの定着と利
用促進を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

施策①　福祉で地域づくり ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　様々な課題が絡み合って複雑化し、複合的な支援を必要とするケース、既存の支援制度では対応が困難なケースが増加
している。
　このような社会構造や暮らしの変化に応じて、制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民
や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていくことが求められている中、これらに対応した施策を講じており、評価に値する。

施策②　福祉サービス提供の仕組みづくり ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　地域で安心した生活を送ることができるよう、障がい
者、高齢者、子どもなどの領域別の公的福祉サービス
やその他の支援を含めた総合的な福祉サービス提供
の仕組みづくりを促進します。

　ニーズを踏まえたサービスの質の向上を図り、利用者がサービスを安心して利用で
きる環境整備を進めるため、今後も総合的な福祉サービス提供の仕組みづくりを促
進していく。地域福祉の活動拠点及び地域福祉団体の補助について、引続き支援が
必要と考える。
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

【総合計画審議会の意見】
・地域福祉として、高齢者の支援が中心となっているが、子育て世代等他の世代への支援のさらなる充実についても検討されたい。

　生活困難者の不安な気持ちを取り除き、健康で文化
的な生活を営むことができるように支援を行います。

　就労支援対象者に占める就労・増収者数(3.5件/月)は、国が定める目安値(5件/月)
に届いていないものの、新規相談受付数(23件/月)は、目安値(16件/月)を超えてお
り、複雑かつ多様化している生活困難者の有する課題に対応するためには、「生活困
窮」だけでなく「社会的孤立」状態にある方を対象に「断らない支援」を行う生活困窮者
自立支援制度による相談支援、就労支援、家計改善支援等の包括的な支援体制が
必要であり、今後も生活保護制度との連携による連続的かつ一体的な支援の実施を
行っていく。

　平成30年度から令和７年度までを計画期間とする第２期奥州市障がい者計画を基本理念とし、地域の状況把握や関係機関との連携を強化し、障
がい者の希望に沿う施策の推進を図る。

施策④　生活困難者への支援 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

施策③　福祉を支える人づくり ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、良
質な福祉サービスを提供できる人材やニーズに対応し
た多様な地域福祉活動の担い手の確保・育成を図ると
ともに、地域住民や子どもたちの福祉の意識の醸成を
通じて、福祉を支える人づくりを推進します。

　おもな施策内容は、献血推進協議会への補助だが、血液の安定供給が必要なこと
から、理解と協力を求め福祉の意識の醸成を図るため、必要な事業であると考える。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

人 3 0 25 ×

人 58 0 41 ×

％ 99.0 100.0 90.7 ×

人 265 280 281 ○

人 42,418 44,000 37,313 △

件数 7,257 8,000 ※
- -

％ 22.0 23.0 19.0 △

％ 37.0 35.0 44.2 ○

人 9 15 18 ○

－ 1.5 1.7 1.68 ○

％ 91.4 92.0 93.1 ○

％ 94 94 94.4 ○

％ 83.3 85.0 82.8 △

％ 78.63 80.00 79.0 △

※ホームページのリニューアルに伴い、当該ページの構築に至らず実績なし。

３　評価内容

大綱名 Ⅲ　健康で安心して暮らせるまちづくり 担当部

基本施策 ❷　子育て環境の充実 健康こども部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

保育施設における待機児童数（各年度4月
1日現在）

待機児童ゼロを目指します。

保育施設における待機児童数（各年度10
月1日現在）

待機児童ゼロを目指します。

放課後児童クラブへの入所希望者が入所
できている割合

就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生の
入所希望者が全員入所できることを目指します。(４
月１日時点)

ファミリーサポート事業登録会員数のうち
提供会員数

支援を行う提供会員数の現状値10%増を目指しま
す。

地域子育て支援拠点事業利用者数（親子）
積極的な情報提供により利用者の増を目指しま
す。

おうしゅう子育てガイドアクセス数 内容を充実させ、アクセス数の増加を目指します。

　核家族化と共働き世帯の増により、育児を楽しむというより、毎日を余裕なく過ごしている保護者が増加している。
　就労する親の支援等のため、待機児童の解消には至らなかったものの、保育士の確保や地域ニーズに合わせた施設の再
編・統合を進め、また民間施設の拡充も図った。
　また、支援が必要なケースは保健師が個別にフォローする体制をとっている。
　なお、新型コロナウイルス感染症対策の影響で、子育て支援拠点等、一部子育て支援サービス提供の一時停止や指標の
計測方法の変更により、目標を達成できなかった部分もあるが、子育て支援については体制も含め充実が図られてきてい
る。

児童虐待相談終結割合
相談支援の充実により児童虐待相談ケースの終
結割合の増を目指します。

妊娠11週以前の妊婦届出率
妊娠届出者のうち早期に届け出することを目指し
ます。

４か月児健康診査時の問診で育児が楽し
いと回答した母親の割合

４か月児の子どもを持つ母親の多くが、育児が楽し
いと感じることを目指します。

３歳児健康診査時の問診で育児が楽しい
と回答した母親の割合

３歳児の子どもを持つ母親で、育児が楽しいと感じ
る母親が多くなることを目指します。

予防接種接種率
　（インフルエンザを除く）

多くの子どもが予防接種を受けることを目指しま
す。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

ひとり親家庭の自立
　（全額支給の割合）

児童扶養手当制度における、低所得者世帯を対象
とする全額支給の割合が減少することを目指しま
す。

ひきこもり相談利用者
　（実数）

ひきこもり相談の利用者数の増加を目指します。

合計特殊出生率 合計特殊出生率の増を目指します。
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※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

施策③　安心して出産できるための支援の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　安心して出産できるよう、関係機関との連携を強化し
思春期保健事業を充実させるとともに、妊婦健康相
談・健康診査事業の実施、不妊治療への助成を行いま
す。

　安心して出産できるよう、関係機関と連携しながら妊娠期から子育て期の切れ目な
い支援を行ってきている。妊娠を希望する夫婦には不妊治療の助成を行い妊娠支援
につなげており、市内産婦人科医協力のもと、市内中高校思春期保健講話で在学中
に一度は講話を聴く機会を設け、心と体に対する正しい知識を身につけさせ、支援の
充実を図っている。
　なお、令和２年４月の子育て世代包括支援センター開設により、さらに支援の強化を
図っている。

施策①　子育てを支える環境の整備 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　教育・保育施設の整備や相談機能の充実、市民や企
業への啓発活動を行うことにより、待機児童の解消と
保護者の負担軽減を図ります。

　「奥州市立教育・保育施設再編計画」に基づき公立施設の再編を進め、令和元年度
は前沢北こども園（定員150）を整備した。また関連する３幼稚園の再編の他、地域や
保護者への説明を行い、小山西幼稚園を小山東幼稚園へ統合した。さらに、民間事
業を支援し保育所等利用定員の拡充をしており、これらにより待機児童が一定程度
解消され、保護者の負担軽減を図っている。

施策②　子育て家庭への支援の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

・子育てに困っている親を第三者が気付いてやれるような仕組みをより充実されたい。

・保育関係等の人材確保については、働く人のメンタルヘルス等の待遇の改善も併せて検討されたい。

施策④　子どもがすこやかに育つための支援の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　子どもをすこやかに育てられるよう、乳幼児健康診査
等の実施により、食生活や生活習慣、歯科保健につい
ての正しい知識の普及に努めるとともに、育児不安や
子育てに係るストレスの軽減に向けた相談、訪問体制
の充実を目指します。

　将来にわたり健康に過ごすことができるよう乳幼児健診の機会を捉え、正しい知識
の普及に努めており、支援が図られている。また、相談や訪問等により個別対応する
ケースが増加傾向にあり、さらに体制を充実していくことが必要である。

　安心して子どもを産み育てることができるよう、市では妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない各種施策を実施し一定の成果を上げてい
る。今後も各種支援を充実させるとともに、特にも、核家族化・共働き世帯の増加に対応するため、待機児童の解消や保護者の育児不安等に対応
する取り組みを推進する必要がある。

【総合計画審議会の意見】

　子育て家庭の多様なニーズに対応するサービスの提
供により、子育てに関する不安感や負担感の軽減・解
消を図り、安心して子どもを生み育てることができる環
境づくりを進めます。また、支援を必要とする家庭が将
来的に自立していけるような支援の充実を目指しま
す。

　少子化の影響により対象者の絶対数が減っている。放課後児童クラブの待機児童
の考え方を改めたことによる待機児童の増や、新型コロナウイルス感染症対策のた
めの地域子育て支援拠点閉鎖による利用者減等、一部指標で目標の水準を下回っ
ているが、概ね子育て家庭への支援は図られている。
　なお、子育てサービスへのニーズは多種多様であることから、今後も目標を達成す
るよう改善を行いながら、現行サービスの充実と放課後児童クラブの待機児童解消に
向けた取組を進めていく必要がある。
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

％ 14.20 12.50 12.10 ◎

％ 5.70 4.50 4.60 ○

％ 165.00 162.00 186.20 ×

％ 28.70 27.00 31.42 △

％ 35.23 34.50 36.10 △

％ 8.54 8.00 10.12 △

件 92 100 70 △

人 25.80 23.00 18.20 ◎

％ 72.90 73.50 ※
- -

人 1,761 3,000 4638 ◎

※令和元年度にアンケート未実施のため、実績なし。

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

大綱名 Ⅲ　健康で安心して暮らせるまちづくり 担当部

基本施策 ❸　健康づくりの推進 健康こども部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

男性の65歳未満の全死亡者に対する割合
働き盛り年代死亡者の割合の減少を目指します。
（＊死亡割合現状値はH26～H30の5年平均）

女性の65歳未満の全死亡者に対する割合
働き盛り年代死亡者の割合の減少を目指します。
（＊死亡割合現状値はH26～H30の5年平均）

脳血管疾患による死亡率（人口10万対） 脳血管疾患による死亡を減らします。

成人肥満者の割合 成人肥満者の減少を減らします。

特定健診受診者（40～64歳の男性）の喫
煙率

生活習慣病の要因となる喫煙率の減少を目指しま
す。

特定健診受診者（40～64歳の女性）の喫
煙率

生活習慣病の要因となる喫煙率の減少を目指しま
す。

ゲートキーパー養成者数（累計） 増加を目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

  各種検診等の実施により、病気の早期発見・早期治療に一定の成果を得ているが、引続き検診体制を充実、積極的な周
知等により、受診率の向上を図り、市民の健康増進に努める必要がある。
　心の健康に関する知識の普及により、心の健康づくりや自殺対策への理解が進み自殺死亡率の減少が図られたが、更に
減少させるため、引続き関係機関と連携し取り組んでいく必要がある。

食育活動件数 健全な食生活を実践する市民の増加を目指します

自殺死亡率（人口10万人対）
減少を目指します。
（＊自殺死亡率はH30の数値）

相談場所を知っている、または相談できる
人がいる人の割合（健康づくりアンケート）

増加を目指します。

施策①　予防を重視した健康づくりの推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　病気の予防や早期発見のための各種保健事業を充
実させ、健康づくりに関する知識の普及と実践に対す
る支援を行い、市民一人ひとりが健康で生き生きと生
活できるよう目指します。

　予防を重視した健康づくりのため、各種検診や出前講座、健康教室や食育改善事
業などを実施してきている。病気の予防や早期発見のため、各種検診のさらなる受検
率向上の検討と市民の健康づくりに関する知識の普及や実践に対する取組みの充
実を図る必要がある。

施策②　心の健康づくりの推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　心の健康に関する正しい理解の普及に努め、自殺者
の減少を目指します。

　自殺対策は、市町村が主体として実施しなければならず、地域の実情に応じた取組
みが重要である。庁内関係部署や外部の関係機関と連携を図り、啓発や相談支援の
充実により心の健康づくりを推進し、モデル地区による自殺者を出さない取組みも
行っている。それらの効果によるものか不明だが自殺死亡率は減少している。
　今後も関係機関との連携を図り自殺対策を進めていくことが必要である。

5/10



４　今後の施策の方向性

・更なる自殺者の減少に向け、ゲートキーパーの養成に努められたい。

  各種検診等の実施により、病気の早期発見・早期治療へと結びついており、市民の健康づくりに一定の成果を得ている。今後も検診体制を充実さ
せるとともに積極的な周知等により、受診率の向上を図る必要がある。
　心の健康に関する知識の普及により、心の健康づくりや自殺対策への理解が進んできた。自殺は社会的な背景の影響が大きいことから、関係機
関との連携を強化し、取り組んでいく必要がある。

【総合計画審議会の意見】
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

％ 37.0 37.5 33.2 △

人 1,025 1,100 1,331 ◎

人 14,223 15,000 12,527 △

％ 27.8 27.8 35.2 △

％ 18.2 18.2 19.2 △

人 155 0 119 △

３　評価内容

大綱名 Ⅲ　健康で安心して暮らせるまちづくり 担当部

基本施策 ❹　高齢者支援の推進 福祉部

敬老会の参加率 敬老会に参加する高齢者の増加を目指します。

認知症サポーター養成講座の年間受講者
数

認知症について理解する人の増加を目指します。

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

高齢者の生きがいづくり事業の参加者数 参加者の増加を目指します。

要支援から要介護への移行割合 現状維持に努めます。

要介護者及び要支援者の認定率 現状維持に努めます。

特別養護老人ホーム待機者のうち、早急
入所が必要な待機者数

待機者ゼロを目指します。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　高齢者支援の推進のため、高齢者の生活支援の充実・介護予防の推進・介護サービスの充実について取り組み、次のと
おりの成果があった。
①高齢者の生活支援の充実では、本庁・各総合支所の地域包括支援センターを民間委託する取り組みを行い、令和２年度
から７圏域(全８圏域)に委託することとなり、地域の状況に応じた高齢者への生活支援や相談等に応じる体制を整えることが
できた。
②介護予防の推進では、地域ごとに介護支援専門員等が毎月「地域ケア会議」で地域の問題などについて検討し、解決に
つながっていた。また、「よさってクラブ」は、積極的にＰＲ活動を展開し、グループ数及び参加者数は増加しており、高齢者の
介護予防、生きがいづくりにつながった。
③介護サービスの充実では、通所介護サービスは充実しているものの、特養施設では待機者がいるなど入所介護施設の一
部では不足状況にあるものの、次期施設整備計画については、高齢者人口の推移など総合的に判断しながら検討していく
必要がある。

施策①　高齢者の生活支援の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　高齢者の心身の健康保持と生活の安定のために必
要な援助を行うとともに、保健・医療・福祉が連携し、包
括的に支援します。
　また、年長者を尊び、高齢者を大切にする「敬老の精
神」の普及を行うとともに、環境上や経済的な理由によ
り居宅において養護を受けることが困難な高齢者を支
援します。

　高齢者の生活支援については、これまで市直営の地域包括支援センターと市内11
箇所の在宅介護支援センターへ一部業務を委託し取り組んできたが、地域に密着し
た事業運営や課題解決機能の強化に向け、専門職が配置された委託型地域包括支
援センターの体制整備を進めたことにより、少子高齢化が進展する中、複雑かつ多様
化する高齢者の生活支援や相談に対応していく。
　 また、敬老行事や生きがい活動を支援するとともに、支え合いの地域づくりに向け
て、生活支援コーディネーター及び協議体による活動が進められており、今後も地域
の支え合いを広めるための取り組みを継続していく。

施策②　介護予防の推進 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　高齢者の心身の状況の改善をめざすとともに、生活
機能全体の維持・向上を通じて、可能な限り住み慣れ
た地域で活動的で生きがいのある自立した生活を送る
ことができるように支援します。

　介護支援専門員を始めとする医療、介護、保健、福祉、関係機関におけるケマネジ
メント力向上のための事業や支援を行うとともに、令和元年度より「自立支援型地域
ケア会議」を設置し、リハビリ職を含む多職種からの多角的な助言を踏まえ、高齢者
の自立支援に向けた検討をしていく。
　 また、住民主体の通いの場「よさってくらぶ」は順調にグループ数及び参加者が増
加し、高齢者の介護予防・生きがいづくりに寄与していると高く評価しており、引き続
き、グループ立ち上げ及び活動継続に向けて支援していく。

7/10



※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

施策③　介護サービスの充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　高齢者が介護が必要な状態になっても、できる限り
自立した日常生活を営むことができるように、また家族
の介護負担軽減のために、真に必要な介護サービス
を総合的・一体的に受けられるよう支援します。

　介護給付の状況や要介護認定者数等を把握し、適切な介護サービスを提供してい
く。在宅介護者に対しては、介護知識・技術の習得や介護サービスの適切な利用方
法の習得を内容とした家族介護教室を開催するなど、負担軽減のための支援を継続
していく。

　介護サービス事業所では、人材不足が原因となり、介護施設の休廃止や規模縮小が課題となっている。特別養護老人ホームの待機者を解消し、
必要な介護サービスを継続して提供するためにも、介護人材確保が急務となっている。
　第７期介護保険事業計画までの事業実績、地域特性や高齢者を取り巻く現状を検証しながら、課題の解決と高齢者福祉の充実を図るため、第８
期介護保険事業計画の策定において、地域全体で高齢者を見守り支えていく体制強化を進めていく。

【総合計画審議会の意見】

【意見なし】
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

人 ※－　 4 2 ○

人 1,570 2,200 1,619 ○

※計画期間中の事業開始のため現状値（H27）はない。

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

大綱名 Ⅲ　健康で安心して暮らせるまちづくり 担当部

基本施策 ❺　障がい福祉の推進 福祉部

障がい福祉サービス支給決定者数 現状値の10%増を目指します。

施設入所者の地域生活への移行 毎年度1～2名の移行を目指します。

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

施策②　障がい福祉サービスの充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　地域生活への移行は、国でも評価する障がい者の暮らす一つの形であるため、実績が挙げられたことは評価できる。ま
た、障がい者施策に関する制度は複雑かつ多岐に渡り、かつ専門的な相談支援が求められている状況であることから、相
談支援体制の見直しを行うなど、必要な策を講じている。今後は、各種障がい福祉サービスを利用しながら、障がい者の希
望に沿った暮らしができるよう、障がいサービスの支給決定につなげていく。

施策①　障がい者にやさしい地域づくり ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　障がい者が相談しやすく、必要な支援を受けられる
体制を整え、障がい者が地域で自立して生活できる社
会を目指します。

　地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として奥州市基幹相談支援セン
ターを設置した。今後は、同センターが障がい者相談支援の中核となって、地域の状
況把握などを行っていく。

　障がい者が必要とする障がい福祉サービスを提供で
きるよう関係機関が連携し、障がい者が安心して暮ら
せる社会の実現を目指します。

　奥州市地域自立支援協議会の各部会では、地域課題の解決へ向けた協議を行っ
ている。今後も、地域自立支援協議会を定期的に行い、関係機関の連携を強化して
いく。

　平成30年度から令和７年度までを計画期間とする第２期奥州市障がい者計画を基本理念とし、地域の状況把握や関係機関との連携を強化し、障
がい者の希望に沿う施策の推進を図る。

【総合計画審議会の意見】

【意見なし】
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令和２年度　行政評価（施策評価）調書

１　施策の分類

２　施策の達成度合を測る指標

実績 達成度

箇所 0 1 1 ◎

％ 87.60 88.00 94.0 ◎

％ 0.0 30.0 0.0 ×

件 6,318 6,574 9,112 ◎

３　評価内容

※具体的事業の内容は、事務事業評価調書を参照

４　今後の施策の方向性

大綱名 Ⅲ　健康で安心して暮らせるまちづくり 担当部

基本施策 ❻　医療の充実 福祉部

達成度　◎：達成している　○：概ね達成している　△：あまり達成していない　×：全く達成していない

指標名 単位

目標達成度

目標設定の考え方現状値
(H27)

中間
目標値
(R01)

令和元年度末時点

　市民が安心して暮らせる医療供給体制を確保するため、公立医療機関と民間医療機関の機能分化を進めるとともに、市立医療機関について持
続可能な経営の健全化に向けた取り組みを進めていく。また、今後増加が見込まれる在宅医療の体制強化を図るとともに、介護との連携推進の取
り組みを進めていく。

【総合計画審議会の意見】
・市民が安心して出産できる環境整備に努められたい。

・新病院建設については、必要性や建設後の維持費等も含めて十分に検討されたい。

・まごころ病院を中心に行っている在宅医療について、病院・診療所改革プランの中でも大事な視点として検討されたい。

施策①　地域医療の充実及び地域完結型医療の構築 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

　在宅医療と介護の連携体制を整備するとともに、一
次・二次救急の維持・確保を図り地域医療の充実に努
めます。

　令和２年３月に在宅医療介護連携拠点を福祉部内に設置しており、今後、在宅医療
と介護の連携について事業の推進を図っていく。また、救急医療体制については、救
急搬送における市内病院への搬送率が高く充足傾向を示していることから、継続して
救急体制の維持を図っていく。

施策②　市立病院・診療所の医療の充実 ●施策評価（必要性・有効性・効率性を総合的に評価）と今後の方向性

在宅医療・介護の連携拠点の設置 在宅医療・介護の構築を目指します。

救急搬送件数の市内病院搬送割合 現状維持に努めます。

　医療環境の変化に的確かつ機動的に対応するため、
施設や業務運営体制を整備し、市立病院・診療所の医
療の充実に努めます。

　看護師をはじめとする医療従事者の確保、施設・設備の適切な整備により医療提供
体制の確保に努めているが、刻々と変化する医療需要への対応は、効率的な経営と
ともに常に取り組んで行かなければならない課題である。なお、今後、地域医療介護
計画が示す方針に基づいて、新市立病院を含む市立医療機関のあり方を協議・検討
していく。

新市立病院の建設の進捗率
建設に係る進捗率（事業費ベース）は建築工事の
完了を目標とし、令和3年度の開院を目指します。

訪問診療・訪問看護件数
各市立医療施設で在宅医療の維持・拡大を目指し
ます。

基本施策の総合的評価（担当部長評価）

　地域医療の充実については一定程度の取り組みが図られているが、医療を取り巻く状況は厳しく、今後も環境の変化や
ニーズの多様化に対応しながら、安定的な医療提供体制を図る取り組みを進める必要がある。
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