
                                             

（様式第１－２号） 

事  業  計  画  書 
 

事業名 高齢者の見守り・生活支援事業（〇年目） 

実施年度 
Ｒ３年度 

（実施１年目：実績） 

Ｒ４年度 

（実施２年目：予定） 

Ｒ５年度 

（実施３年目：予定） 

Ｒ６年度 

（実施４年目：予定） 

Ｒ７年度 

（実施５年目：予定） 

事業の内容 

①高齢者の見守り（安否確認） 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇箇所 

 

 

・スケジュール 

 目標：延べ○○○回 

 実績：延べ○○○回 

・内容 

 訪問による安否確認 

・対象者 

 一人暮らしの高齢者 

 目標：延べ○○○人 

 実績：延べ○○○人 

・事業収入 

 ０円（ボランティア） 

 

②高齢者の生活支援（家事支援ほか） 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇箇所 

 

 

・スケジュール 

 ・家事支援 

  目標：延べ○○○回 

  実績：延べ ○○回 

 

 ・掃除・草刈り等 

目標：延べ○○回 

実績：延べ○○回 

 

・事業収入 

 ・家事支援 

  目標：○○○○○円 

  実績：○○○○○円 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：○○○○○円 

  実績：○○○○○円 

①訪問による安否確認 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇箇所 

 

・スケジュール 

 週２回（月・木） 

 目標：延べ○○○回 

・内容 

 訪問による安否確認 

・対象者 

 一人暮らしの高齢者 

 目標：延べ○○○人 

 

・事業収入 

 ０円（ボランティア） 

 

②高齢者の生活支援（家事支援ほか） 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇箇所 

 

・スケジュール 

 ・家事支援 

目標：延べ○○○回 

※月２回 

※日程は自治会長と調整し決定 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：延べ○○回 

  ※月１回 

  ※日程は自治会長と調整し決定 

・事業収入 

 ・家事支援 

  目標：○○○○○円 

  ※○○○○回＠300円 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：○○○○○円 

  ※概ね1,000円～5,000円／回 

①訪問による安否確認 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇箇所 

△△町：△△地区ほか 〇箇所 

・スケジュール 

 週２回（月・木） 

 目標：延べ○○○回 

・内容 

 訪問による安否確認 

・対象者 

 一人暮らしの高齢者 

 目標：延べ○○○人 

 

・事業収入 

 ０円（ボランティア） 

 

②高齢者の生活支援（家事支援ほか） 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇〇箇所 

□□市：□□地区ほか 〇箇所 

 △△町：△△地区ほか 〇箇所 

・スケジュール 

 ・家事支援 

目標：延べ○○○回 

※月２回 

※日程は自治会長と調整し決定 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：延べ○○回 

  ※月１回 

  ※日程は自治会長と調整し決定 

・事業収入 

 ・家事支援 

  目標：○○○○○円 

  ※○○○○回＠300円 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：○○○○○円 

  ※概ね 1,000 円～5,000 円／回 

①訪問による安否確認 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇〇箇所 

△△町：△△地区ほか 〇箇所 

・スケジュール 

 週２回（月・木） 

 目標：延べ○○○回 

・内容 

 訪問による安否確認 

・対象者 

 一人暮らしの高齢者 

 目標：延べ○○○人 

 

・事業収入 

 ０円（ボランティア） 

 

②高齢者の生活支援（家事支援ほか） 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇〇箇所 

 △△町：△△地区ほか 〇箇所 

・スケジュール 

 ・家事支援 

目標：延べ○○○回 

※月２回 

※日程は自治会長と調整し決定 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：延べ○○回 

  ※月１回 

  ※日程は自治会長と調整し決定 

・事業収入 

 ・家事支援 

  目標：○○○○○円 

  ※○○○○回＠300円 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：○○○○○円 

  ※概ね 1,000 円～5,000 円／回 

①訪問による安否確認 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇〇箇所 

△△町：△△地区ほか〇〇箇所 

・スケジュール 

 週２回（月・木） 

 目標：延べ○○○回 

・内容 

 訪問による安否確認 

・対象者 

 一人暮らしの高齢者 

 目標：延べ○○○人 

 

・事業収入 

 ０円（ボランティア） 

 

②高齢者の生活支援（家事支援ほか） 

・実施地域 

 ○○市：○○地区ほか〇〇箇所 

□□市：□□地区ほか〇〇箇所 

 △△町：△△地区ほか○○箇所 

・スケジュール 

 ・家事支援 

目標：延べ○○○回 

※月２回 

※日程は自治会長と調整し決定 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：延べ○○回 

  ※月１回 

  ※日程は自治会長と調整し決定 

・事業収入 

 ・家事支援 

  目標：○○○○○円 

  ※○○○○回＠300円 

 ・掃除・草刈り等 

  目標：○○○○○円 

  ※概ね1,000円～5,000円／回 

（記入例） 



                                             
【事業ＰＲ】 

・自治会への事業説明会等の実施 

 目標：４回／年 

 実績：３回／年 

・チラシ配布による広報 

 目標：４地区 計2,000枚 

 実績：５地区 計1,600枚 

・ＨＰ、ＳＮＳ等による情報発信 

 ・団体ＨＰによる情報発信 

目標：随時 

実績：１２月から随時 

 ・ＳＮＳによる情報発信 

目標：月1回 

実績：月２回 

  ＳＮＳ：Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 

 

 

 

【資金確保に向けた取組み】 

＜事業収入＞ 

・家事支援による収入確保 

 実績：○○○○○円 

・掃除・草刈りによる収入確保 

 実績：○○○○○円 

＜団体収入＞ 

・賛助会員の増員 

 ○○名⇒○○名 

 賛助会費（実績）：○○○○○円 

・協賛企業への呼びかけ 

 ○○社へ呼びかけ 

 協賛金（実績）：○○○○○円 

 ※次年度から協賛予定 

 ※物品（工具等）を受領 など 

・寄付実績 

 ○○名 

 ○○○○○円 

 

 

 

 

 

【事業費】 

当初：○○○○○○円 

実績（見込み）：○○○○○円 

【事業ＰＲ】 

・自治会への事業説明会等の実施 

 目標：6回／年 

 

・チラシ配布による広報 

 目標：6地区 計3,000枚 

  

・ＨＰ、ＳＮＳ等による情報発信 

 ・団体ＨＰによる情報発信 

目標：通年（随時） 

実績：通年（随時） 

 ・ＳＮＳによる情報発信 

目標：月２回 

 

 

 

 

 

 

【資金確保に向けた取組み】 

＜事業収入＞ 

・家事支援による収入確保 

 予定：○○○○○円 

・掃除・草刈りによる収入確保 

 予定：○○○○○円 

＜団体収入＞ 

・賛助会員の増員 

 予定：○○名 

 賛助会費（目標）：○○○○○円 

・協賛企業への呼びかけ 

 予定：○○社へ呼びかけ 

 協賛金（目標）：○○○○○円 

 ※次年度から協賛予定 

 ※物品（工具等）を受領 など 

・寄付 

 予定：○○名 

 ○○○○○円 

・クラウドファンディング 

 予定：○○○○○○円 

 うち、助成事業分 

 ○○○○○円 

 

【事業費】 

予定：○○○○○○円 

【事業ＰＲ】 

・自治会への事業説明会等の実施 

 目標：8回／年 

 

・チラシ配布による広報 

 目標：8地区 計4,000枚 

  

・ＨＰ、ＳＮＳ等による情報発信 

 ・団体ＨＰによる情報発信 

目標：通年（随時） 

実績：通年（随時） 

 ・ＳＮＳによる情報発信 

目標：月２回 

 

 

 

 

 

 

【資金確保に向けた取組み】 

＜事業収入＞ 

・家事支援による収入確保 

 予定：○○○○○円 

・掃除・草刈りによる収入確保 

 予定：○○○○○円 

＜団体収入＞ 

・賛助会員の増員 

 予定：○○名 

 賛助会費（目標）：○○○○○円 

・協賛企業への呼びかけ 

 予定：○○社へ呼びかけ 

 協賛金（目標）：○○○○○円 

 ※次年度から協賛予定 

 ※物品（工具等）を受領 など 

・寄付 

 予定：○○名 

 ○○○○○円 

 

 

 

 

 

【事業費】 

予定：○○○○○○円 

【事業ＰＲ】 

・自治会への事業説明会等の実施 

 目標：10回／年 

 

・チラシ配布による広報 

 目標：10地区 計5,000枚 

  

・ＨＰ、ＳＮＳ等による情報発信 

 ・団体ＨＰによる情報発信 

目標：通年（随時） 

実績：通年（随時） 

 ・ＳＮＳによる情報発信 

目標：月２回 

・市広報誌報等による情報発信 

 目標：年１回 

 

 

 

 

【資金確保に向けた取組み】 

＜事業収入＞ 

・家事支援による収入確保 

 予定：○○○○○円 

・掃除・草刈りによる収入確保 

 予定：○○○○○円 

＜団体収入＞ 

・賛助会員の増員 

 予定：○○名 

 賛助会費（目標）：○○○○○円 

・協賛企業への呼びかけ 

 予定：○○社へ呼びかけ 

 協賛金（目標）：○○○○○円 

 ※次年度から協賛予定 

 ※物品（工具等）を受領 など 

・寄付 

 予定：○○名 

 ○○○○○円 

 

 

 

 

 

【事業費】 

予定：○○○○○○円 

 【事業ＰＲ】 

・自治会への事業説明会等の実施 

 目標：12回／年 

 

・チラシ配布による広報 

 目標：12地区 計6,000枚 

  

・ＨＰ、ＳＮＳ等による情報発信 

 ・団体ＨＰによる情報発信 

目標：通年（随時） 

実績：通年（随時） 

 ・ＳＮＳによる情報発信 

目標：月２回 

 ・市情報市等による情報発信 

  目標：年１回 

 

 

 

 

【資金確保に向けた取組み】 

＜事業収入＞ 

・家事支援による収入確保 

 予定：○○○○○円 

・掃除・草刈りによる収入確保 

 予定：○○○○○円 

＜団体収入＞ 

・賛助会員の増員 

 予定：○○名 

 賛助会費（目標）：○○○○○円 

・協賛企業への呼びかけ 

 予定：○○社へ呼びかけ 

 協賛金（目標）：○○○○○円 

 ※次年度から協賛予定 

 ※物品（工具等）を受領 など 

・寄付 

 予定：○○名 

 ○○○○○円 

 

 

 

 

 

【事業費】 

予定：○○○○○○円 

申請年度の事業スケジュール表（様式第１－３号）は『より具体的に事業内容』を記載して下さい。 



                                             

事業効果について 

１ １年目終了時に目指す姿 

 説明会の開催等により地域の方

に活動を知ってもらう。 

 

 

 

 

２ 事業効果・成果の指標について 

＜指標＞ 

・事業利用率 

２０％以上 

（○○市：○○○名／○○○名） 

 

 

・アンケートによる満足度 

６０％以上 

（事業利用者、説明会参加者に対

し実施） 

＜指標に対する実績＞ 

○○市○○地区ほか〇箇所 

・事業利用率 

 １０％ 

 （○○○名／○○○名） 

・アンケートによる満足度 

 ７０％ 

 （事業利用者、説明会参加者○

○○名に対し実施） 

 

３ 事業評価 

事業説明会、一定数の事業利用

者、アンケート調査を通じ、地域

に対し事業活動の周知が図れた

が、コロナ禍の影響により、説明

会等が開催できず、事業の認知不

足から事業利用率は指標を大きく

下回る結果となった。 

このため、説明会を開催できな

かった地域に対しても次年度に説

明会を実施することとし、HPや SNS

等を活用しながら積極的に事業 PR

を実施し、地域内での認知度向上

を図り、事業利用率の向上を図る。 

１ ２年目終了時に目指す姿 

 利用者の多い地域の催事等を活

用し、事業 PRを実施し、近隣地域

への認知度を向上させ、事業実施エ

リアの拡大および、利用者の増加を

図る。 

 

２ 事業効果・成果の指標について 

＜指標＞ 

・事業利用率 

４０％以上 

（○○市：○○○名／○○○名） 

（□□市：○○○名／○○○名） 

 

・アンケートによる満足度 

７０％以上 

（事業利用者、説明会参加者に

対し実施） 

 

１ ３年目終了時に目指す姿 

 アンケート調査等で得た情報か

らニーズを掘り起し、利用者の満足

度向上、事業収入の増加を図る。 

 また、ボランティアスタッフを増

加させ、事業実施エリアの拡大およ

び、利用者の増加を図る。 

２ 事業効果・成果の指標について 

＜指標＞ 

・事業利用率 

５０％以上 

（○○市：○○○名／○○○名） 

（□□市：○○○名／○○○名） 

 

・アンケートによる満足度 

７０％以上 

（事業利用者、説明会参加者に

対し実施） 

 

１ ４年目終了時に目指す姿 

 安定した利用者数、高い満足度を

維持し、活動地域内の事業利用率の

向上を図りながら、市町村等と連携

し、事業に協力してもらえる体制を

整備する。 

  

２ 事業効果・成果の指標について 

＜指標＞ 

・事業利用率 

７０％以上 

（○○市：○○○名／○○○名） 

（□□市：○○○名／○○○名） 

 

・アンケートによる満足度 

８０％以上 

（事業利用者、説明会参加者に

対し実施） 

 

１ ５年目終了時に目指す姿 

 事業スキームを確立させ、安定し

た事業収入を得ながら事業継続可

能な体制を整備する。 

 

 

 

２ 事業効果・成果の指標について 

＜指標＞ 

・事業利用率 

８０％以上 

（○○市：○○○名／○○○名） 

（□□市：○○○名／○○○名） 

 （△△町：○○○名／○○○名） 

・アンケートによる満足度 

８０％以上 

（事業利用者、説明会参加者に

対し実施） 

 

助成事業終了後の

事業の展望・展開 
・利用率や満足率については５年目終了時の状況を維持したまま、継続して事業を実施していく。 

・将来的には、実施地域を県央地域に拡大し、生活支援サービスについてもメニューを増やしていく。 

 


