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１．    値    達成度
判定

H30

99.00 99.59

所管課

R2

単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移

333
（H27）

354
(H28)

実績値 1,240
（H27）

1,231
(H28)

344
(H29)

357
(H30)

348
(R1)

1,229
(H29)

1,237
(H30)

1,199
(R1)

目標

322

（H25）

めざそう値なし

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
１１－１ 国民健康保険 後期高齢者医療 健全 運営     

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ３．人にやさしく健やかなまち【健康・福祉】 施策統括課 住民課

施策 １１．適正な社会保障等ができるまちをつく
る 関 係 課 健康課・福祉課

成果指標

１人当   医療費
（国民健康保険） 千円 →

○

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 住民課国民健康保険 後期高齢者医療 健全運営 7位/42位

×

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29

１人当   医療費
（後期高齢者医療） 千円 1,259 →

実績値

H31/R1

国民健康保険税収納率
（現年分） ％ 92.06 実績値 92.37 92.48 91.62 ○91.88 93.47

後期高齢者医療保険料 収納率
（現年分） ％ 99.48 ○

まちが取り組むべきこと① 国民健康保険 安定的 運営    国民健康保険税 適正賦課 収納率 向上      

5年間 取 組 状況

 安定的 国民健康保険運営    国民健康保険 税率 改正   （令和元年度分  適用 3年連続 
改正）
 本算定賦課以降 新規加入者 対   前年 所得調査 行 適正 賦課 行   
 短期証 更新 窓口交付     納付相談  接触 機会 増   納付催告 行    継続  納付 繋
      分納履行状況 応  短期証 期限 決     個々 合   対応 行   
 社会保険加入者 国民健康保険 喪失手続  行      思   者     喪失手続  勧奨 行 
た。
       制度   情報連携    行政機関 間 情報 共有  所得調査等 事務簡素化 図   

残された課題
 収納率向上 国民健康保険税滞納世帯  納付催告 強化 

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ B

実績値 99.28 99.32 99.41

令和4年度取 組 方針

 適正 賦課 行  
 口座振替 勧奨及 特別徴収 継続案内 行  収納率 向上 図  
 社会保険加入者 国民健康保険 喪失手続  行     者     喪失手続  勧奨 続   
 滞納世帯 短期保険証等 有効活用    接触機会 継続的 作     分納計画 確実 履行 繋  
いく。
・滞納世帯へ早めのアプローチをすることにより、滞納額を増やさず納付に繋げていく。



令和4年度 取 組 方針 方向性

残された課題
・なし

令和4年度取 組 方針
 平成30年4月1日   県 財政主体   国民健康保険 広域化 開始   取 組  達成   

まちが取り組むべきこと③ レセプト点検の強化やジェネリック医薬品の使用促進につとめます

まちが取り組むべきこと② 平成30年度  始  国民健康保険新制度 向  準備 行   

5年間 取 組 状況
 平成30年4月1日  国民健康保険 制度改正           広報 掲載  町民 方々 周知 行 
 （平成30年度）
 国民健康保険広域化対応   連携    改修 行   

取り組み方針の達成状況

5年間 取 組 状況
     点検      点検業者 平成28年度以降長期継続契約 行  点検効果額 向上 図     
 被保険者 医療費通知 ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品差額通知 送付  医療費 対  意識 向上 努   

残された課題
・なし

令和4年度取 組 方針

 不要 医療費 支払  防    医療機関  出        内容点検 過誤調整 審査申立等 行  
払 過  医療費 返還 行  
 医療費通知       医薬品差額通知 行  
 上記２点 引 続 行       医療費 適正化 進  安定  国保財政 運営 図  

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1

成果指標なし

まちが取り組むべきこと① 生活 困窮  人 多様 相談 対応     県福祉事務所  関係機関 行 支援 対   連携     
す

5年間 取 組 状況
・生活に困窮する人からの相談を福祉課窓口で受けた時は、粕屋保健福祉事務所だけでなく、必要に応じて県が委
託    糟屋自立相談支援事務所  社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業   案内   

残された課題
・生活保護受給世帯について、生活困窮だけでなく家族調整等を要するなど、相談内容が複雑化しているため、他の
機関との連携が必要。

R2

１１－２ 国 県 施策 制度 即  適切 取 組  支援 行 所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 福祉課民生児童委員 同和 生活保護 国民年金   取 組  52位/43位

成果指標 単位 基準値 目標 区分

残された課題  民生委員 児童委員 定数確保 
 複雑化 多様化       対応    民生委員 児童委員 負担感 高        

令和4年度取 組 方針
 引 続 定数充足 向  民生委員 児童委員 役割 重要性 地域 周知   
 民生委員 児童委員 地域 福祉活動 見守        協議会 運営等 支援 継続的 行  

まちが取り組むべきこと③ 民生委員 児童委員  連携    支援 必要 町民 把握     提供 行   

令和4年度取 組 方針
 引 続 粕屋保健福祉事務所 自立相談支援事務所 中心 関係課 関係機関 連携 図  

まちが取り組むべきこと② 民生委員 児童委員 対      増加 多様化 対応     支援   

5年間 取 組 状況
 令和元年12月 民生委員 児童委員一斉改選    42名 新  国  委嘱   3名増加   令和2年
度  1名解職  3名新  委嘱   合計44名     
 民生委員 児童委員 不在 地域 対  町内会長 候補者 情報提供 依頼   

国民健康保険税 収納率（現年分）  基準値 比較  1.4     後期高齢者医療保険料 収納率（現年分）  0.1 
イントといずれも上昇し、目標を達成することができた。
国民健康保険加入者    数年 社会保険 適用拡大    高齢者等 無職者 割合 高    収納率 上    大変苦
労     社会保険 加入後 国民健康保険 喪失手続        方  手続  勧奨  滞納者  早期接触   納付
勧奨 行      口座振替 特別徴収 勧奨 積極的 行  収納率向上 目指  
      医薬品 普及率  平成28年度45.5％ 令和2年度54.2％   数年 順調 前年度      上回  着実 成果
 上      考   今後 継続        医薬品差額通知 行  町民 医療費    意識 持         更    
ト削減につなげる。
生活 困窮  人 相談窓口    自立相談支援事務所   相談機関 周知徹底 行     民生委員 児童委員    
  町内会 協力     引 続 不在地域      人員不足 解消 努       適切     提供      関係機関
等との関係づくりを支援する。

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

5年間 取 組 状況
 情報共有 連携強化 行    月1回民生委員児童委員協議会 開催   
 民生委員 児童委員 主任児童委員  民生連絡員  委嘱  地域  福祉活動 見守 調査 実施   

残された課題
 個人情報 対  意識 高   地域       希薄化等    具体的 情報 把握     難      
ている。

令和4年度取 組 方針
 個人情報 適切 保護       有効 活用   情報 提供 行  
 適切     提供        民生委員 児童委員 関係機関等  情報共有 含  関係    支援 
る。

方針に沿った取り組みを実施した
方針に沿った取り組みを実施できなかった

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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