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第第 11 章章  
 

支支ええああいい健健ややかかにに暮暮ららせせるるままちち  

＜健康・福祉＞ 
 

 

 

 

第 1 節  健康づくり・地域医療の充実 

第 2 節  地域福祉の推進 

        第 3 節  子育て支援の充実 

        第 4 節  障がい福祉の充実 

        第 5 節  高齢者福祉・介護の充実 
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

健康づくり啓発事業

健康を維持するための食事や運動につい
て啓発する「健康教室」、うつと自殺予
防について知識啓発を行う「こころの健
康講座」を開催する。地域に健康の大切
さを広める健康づくり推進員を養成す
る。ウォーキングを普及するためウォー
キングマップを作成する。

健康教室の開催
健康情報展の開催
出前健康講座及びこころ
の健康講座の開催
健康づくり推進員の養成
元気フェスティバルに参
加
ウォーキングマップの改
訂

健康教室の開催
健康情報展の開催
出前健康講座及びこころ
の健康講座の開催
健康づくり推進員の養成
元気フェスティバルに参
加

健康教室の開催
健康情報展の開催
出前健康講座及びこころ
の健康講座の開催
健康づくり推進員の養成
元気フェスティバルに参
加
ウォーキングマップの改
訂

健康推進課 事業費（千円） 1,487 489 1,487

生活習慣病予防事業

糖尿病等を予防するため生活習慣病予防
教室を開催する。特定健診を受診し、特
定保健指導の対象外であるが、血液デー
タなどから予防、改善が必要な方に個別
相談を行う成人健康相談を開催する。が
ん検診や結核健診の精密検査未受診者な
どへの受診勧奨を行う事後指導を実施す
る。

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

生活習慣病予防教室の開
催
成人健康相談の実施
がん・結核検診の事後指
導

健康推進課 事業費（千円） 3,022 3,022 3,022

食育推進事業

食育推進計画に基づき、食に関する知識
や食を選択する力を身につけ、健全な食
生活を実践するための事業を実施する。
食育推進懇談会を開催する。

食育講演会の開催
出前講座の拡大
食育推進懇談会の開催

食育講演会の開催
出前講座の拡大
食育推進懇談会の開催

食育講演会の開催
出前講座の拡大
食育推進懇談会の開催

健康推進課 事業費（千円） 204 204 204

事業内容

○平成23年度で終了した事業

　・食育推進計画策定事業（2,553千円）

　・健康づくり計画策定事業（1,296千円）

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

●第1節　健康づくり・地域医療の充実

【施策１　健康づくりの推進】

　・精神保健事業（＜1,000千円＞）　⇒　健康づくり啓発事業に統合

第１節 健康づくり・地域医療の充実 施策１ 健康づくりの推進

施策２ 保健予防の推進

施策３ 医療体制の充実

施策４ 国民健康保険事業の適正な運営
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

妊産婦保健推進事業

妊婦健康診査受診票を交付し、妊婦健診
費用負担の軽減を図る。保健師と地域の
パイプ役として母子保健推進員が家庭訪
問などを行う。妊娠中の健康や出産・育
児の正しい知識の啓発のため、マタニ
ティスクール、スクール終了後のクラス
会や両親コースを開催する。

母子健康手帳交付・父子
健康手帳配付
妊婦健康診査受診票の交
付
母子保健推進員による妊
産婦家庭訪問の実施
マタニティスクール及び
クラス会・両親コースの
開催

母子健康手帳交付・父子
健康手帳配付
妊婦健康診査受診票の交
付
母子保健推進員による妊
産婦家庭訪問の実施
マタニティスクール及び
クラス会・両親コースの
開催

母子健康手帳交付・父子
健康手帳配付
妊婦健康診査受診票の交
付
母子保健推進員による妊
産婦家庭訪問の実施
マタニティスクール及び
クラス会・両親コースの
開催

健康推進課 事業費（千円） 34,229 34,229 34,229

乳幼児保健推進事業

乳幼児の心身の成長発達を促し育児相談
等を行う乳幼児健診を実施する。生後2
か月までに保健師が訪問し、育児相談を
行う赤ちゃん訪問を実施する。子どもの
養育が困難な家庭への支援を検討する子
ども虐待予防ケアマネジメント会議を開
催する。虫歯予防のためのフッ素塗布を
実施する。

乳児・1歳6か月児・3
歳児健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネ
ジメント会議の開催
フッ素塗布の実施
あそび教室の開催

乳児・1歳6か月児・3
歳児健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネ
ジメント会議の開催
フッ素塗布の実施
あそび教室の開催

乳児・1歳6か月児・3
歳児健康診査
赤ちゃん訪問
子ども虐待予防ケアマネ
ジメント会議の開催
フッ素塗布の実施
あそび教室の開催

健康推進課 事業費（千円） 16,549 16,549 16,549

がん検診推進事業

胃がん・肺がん・大腸がん・子宮がん・
乳がん・前立腺がんの検診、骨粗しょう
症検診、肝炎ウイルス検診、30歳代健
診、循環器健診を実施する。
乳がん、子宮がん、大腸がん検診の受診
率向上などのため、次の対象年齢に対
し、無料クーポン、検診手帳を配付す
る。
子宮がん 20歳～40歳、乳がん及び大
腸がん 40歳～60歳までの5歳ごとの
該当者。
肝炎ウイルス検診の更なる受診促進を図
るため、40歳～70歳までの5歳ごと該
当者に個別勧奨とともに受診券を送付。

各種がん検診などの実施
子宮頸がん、乳がん大腸
がんや肝炎ウイルス検診
の節目検診の実施

各種がん検診などの実施
子宮頸がん、乳がん大腸
がんや肝炎ウイルス検診
の節目検診の実施

各種がん検診などの実施
子宮頸がん、乳がん大腸
がんや肝炎ウイルス検診
の節目検診の実施

健康推進課 事業費（千円） 51,404 51,404 51,404

予防接種推進事業
感染症まん延防止のため、定期予防接種
を実施する。

予防接種の実施
（三種混合、二種混合、
ＢＣＧ、ポリオ、麻しん
風しん混合、インフルエ
ンザ、ヒブ、子宮頸が
ん、小児肺炎球菌）

予防接種の実施
（三種混合、二種混合、
ＢＣＧ、ポリオ、麻しん
風しん混合、インフルエ
ンザ、ヒブ、子宮頸が
ん、小児肺炎球菌）

予防接種の実施
（三種混合、二種混合、
ＢＣＧ、ポリオ、麻しん
風しん混合、インフルエ
ンザ、ヒブ、子宮頸が
ん、小児肺炎球菌）

健康推進課 事業費（千円） 104,202 104,202 104,202

エキノコックス症予
防対策事業

エキノコックス症の早期発見、早期治療
を図るため、小学3年生以上を対象に、
無料で血液検査を行う。

エキノコックス症検診の
実施

エキノコックス症検診の
実施

エキノコックス症検診の
実施

健康推進課 事業費（千円） 206 206 206

事業内容

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

　・女性特有のがん検診推進事業（10,490千円）　⇒　がん検診推進事業に統合

　・ヒブワクチン予防接種費用助成事業（＜16,353千円＞）

　・子宮頸がんワクチン予防接種費用助成事業（＜45,155千円＞）　　　　   予防接種推進事業に統合

　・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業（＜25,967千円＞）

【施策2　保健予防の推進】
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

救急医療推進事業

毎日24時間体制で市民の安全、安心を図
るため、医師会の協力を得て、市民の夜
間や休日の急病に対応する。また、休日
の歯科救急については、北広島市歯科医
師会が加入する千歳歯科医師会の協力を
得て受診体制を整備する。

夜間急病センター及び在
宅当番医制度による２４
時間急病医療体制の運営
休日の歯科救急の実施

夜間急病センター及び在
宅当番医制度による２４
時間急病医療体制の運営
休日の歯科救急の実施

夜間急病センター及び在
宅当番医制度による２４
時間急病医療体制の運営
休日の歯科救急の実施

健康推進課 事業費（千円） 120,175 118,195 118,195

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

保険税収納率向上対
策事業

〔国保会計〕

保険税の歳入確保のため、コンビニ収納
やインターネット公売などを実施し、国
保事業の安定的な運営を図る。

コンビニ収納、インター
ネット公売等を実施

コンビニ収納、インター
ネット公売等を実施

コンビニ収納、インター
ネット公売等を実施

国保医療課 事業費（千円） 13,167 13,167 13,167

医療費適正化特別対
策事業

〔国保会計〕

レセプト点検業務、第三者行為求償事務
及び医療費通知業務等を実施するほか、
広報紙（けんこうネットワーク）による
被保険者への保険・健康情報の提供を行
う。

レセプト点検業務委託や
第三者行為求償事務委託
及び医療費通知業務等の
実施
広報紙による保険・健康
情報の提供

レセプト点検業務委託や
第三者行為求償事務委託
及び医療費通知業務等の
実施
広報紙による保険・健康
情報の提供

レセプト点検業務委託や
第三者行為求償事務委託
及び医療費通知業務等の
実施
広報紙による保険・健康
情報の提供

国保医療課 事業費（千円） 16,402 16,402 16,402

特定健康診査・特定
保健指導事業

〔国保会計〕

生活習慣病の原因となる「メタボリック
シンドローム（内臓脂肪症候群）」に着
目した、特定健康診査を40歳から74歳
までの被保険者に対し実施する。また、
この健診結果から、特定保健指導を実施
する。

特定健康診査・特定保健
指導の実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施

国保医療課 事業費（千円） 71,330 70,330 70,330

保健衛生推進支援事
業

〔国保会計〕

健康づくりや健康意識の高揚を図るた
め、自主的な健康推進活動を行う個人や
団体、健康づくり・体力づくりを実施す
る実行委員会等を支援する。また、市民
を対象とした、インフルエンザ予防接種
事業等を支援する。

健康推進活動や健康づく
りなどを推進する個人や
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
りなどを推進する個人や
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
りなどを推進する個人や
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

国保医療課 事業費（千円） 6,048 6,048 6,048

【施策3　医療体制の充実】

事業内容

【施策4　国民健康保険事業の適正な運営】

事業内容

○2012推進計画において経常経費での実施のため推進計画事業としない事業（事業費）

　・北海道難病連活動支援事業（61千円）
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

社会福祉等団体活動
支援事業

社会福祉等団体の行う「地域福祉の増進
や民生委員児童委員の資質向上、犯罪者
の更生を援護する活動」や「戦没者遺族
等への援護施策に関する研修」などの活
動を支援する。

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

社会福祉等団体の事業等
に対する助成

福祉課 事業費（千円） 63,698 66,812 63,698

保健福祉諸計画推進
事業

計画策定における意見集約の場として、
市民及び保健福祉医療関係者で設置する
委員会により、保健福祉分野の諸計画が
効果をあげていくために、実施状況を客
観的に把握・評価する。

保健福祉諸計画の実施状
況を把握・評価
検討委員会の開催

保健福祉諸計画の実施状
況を把握・評価
検討委員会の開催

保健福祉諸計画の見直し
検討委員会の開催

福祉課 事業費（千円） 549 787 2,121

地域福祉計画策定事
業

地域における生活課題や福祉ニーズが多
様化していることから、現在の地域にお
ける生活課題を把握し、必要な福祉サー
ビスや課題の解決に向けた施策を推進す
るため、第４期地域福祉計画を策定す
る。

第4期地域福祉計画の策
定

福祉課 事業費（千円） 1,363

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

福祉バス運行事業

高齢者の生きがいづくり、障がい者の社
会参加や福祉団体の育成を促進し、福祉
の向上を図るため、高齢者団体や障がい
者団体などの研修旅行のため福祉バスを
貸し出す。

福祉バスの貸出し 福祉バスの貸出し 福祉バスの貸出し

福祉課 事業費（千円） 9,648 9,643 9,638

●第２節　地域福祉の推進

【施策1　地域福祉推進体制の充実】

事業内容

【施策2　地域福祉活動の推進】

事業内容

○平成23年度で終了した事業（事業費）

　・福祉バス更新事業（＜47,444千円＞）

第２節 地域福祉の推進 施策１ 地域福祉推進体制の充実

施策２ 地域福祉活動の推進

施策３ 福祉環境の充実
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

福祉センター大規模
改修事業

建築後28年以上経過しており、施設設備
の老朽化への対応と、心身障がい児者や
高齢者の安全と利便性の向上を図るた
め、大規模改修を行う。

0 実施設計
大規模改修工事
備品整備

こども発達支援センター 事業費（千円） 9,015 169,780

社会福祉施設整備支
援事業

社会福祉施設の整備・促進を図るため、
施設整備を行う社会福祉法人に対し助成
する。

施設整備した対象法人に
施設整備費を助成

≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫

福祉課 事業費（千円） 2,321

老人福祉施設整備支
援事業

老人福祉施設の整備・促進を図るため、
施設整備を行う社会福祉法人に対し助成
する。

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

施設整備した対象法人に
設備整備費を助成

高齢者支援課 事業費（千円） 16,100 15,735 15,372

公的介護施設等整備
支援事業

認知症高齢者の受け入れ先の確保のた
め、施設整備を行う事業者に対し助成す
る。

認知症対応型共同生活介
護事業所を設置した事業
者に施設整備費を助成
小規模多機能居宅介護事
業所を設置した事業者に
施設整備費を助成

特別養護老人ホーム（併
設するショートステイ含
む）を設置した事業者に
施設整備費を助成

≪助成対象法人なし≫

高齢者支援課 事業費（千円） 152,400 431,940

【施策3　福祉環境の充実】

事業内容
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

児童福祉施設入所措
置事業

経済的理由により入院助産を受けること
ができない妊産婦の指定助産施設での入
院助産を援助する。
支援の必要な配偶者のない女子等とその
児童を母子生活支援施設に入所させ保護
するとともに、自立を促進する。

助産施設等への入所措置 助産施設等への入所措置 助産施設等への入所措置

児童家庭課 事業費（千円） 830 830 830

広域入所児童委託事
業

保護者の勤務先等により市民が他市町村
の保育所を利用する場合、保育所所在市
町村と協定及び覚書を締結し、他市町村
の保育所において保育を実施する。

受入先市町村又は私立認
可保育園運営法人に対し
保育に係る経費を負担

受入先市町村又は私立認
可保育園運営法人に対し
保育に係る経費を負担

受入先市町村又は私立認
可保育園運営法人に対し
保育に係る経費を負担

児童家庭課 事業費（千円） 889 889 889

【拡大】

認可外保育園運営費
支援事業

施設経営の安定を図り、安全かつ良好な
環境で安全に保育を実施するため、認可
外保育園の運営費の支援を行う。

認可外保育園に運営費を
支援
【拡大】
支援項目の追加

認可外保育園に運営費を
支援

認可外保育園に運営費を
支援

児童家庭課 事業費（千円） 7,307 7,307 7,307

保育園地域活動事業

保育所の持つ専門機能を地域に活用する
ため、老人福祉施設への訪問や保育所入
所児童と地域の児童とが共同事業など需
要に応じた幅広い活動を行う。

観劇観賞の実施
動物園遠足の実施
施設訪問、園行事招待等

観劇観賞の実施
動物園遠足の実施
施設訪問、園行事招待等

観劇観賞の実施
動物園遠足の実施
施設訪問、園行事招待等

児童家庭課 事業費（千円） 525 525 525

子育て支援短期利用
事業

保護者の要請で児童の家庭での養育が困
難になった場合や、配偶者等の暴力に
よって母及び児童の緊急保護を必要とす
る場合に、児童養護施設において児童等
を一時的に養育・保護する。

児童養護施設で一時的
に、児童等を養育・保護

児童養護施設で一時的
に、児童等を養育・保護

児童養護施設で一時的
に、児童等を養育・保護

児童家庭課 事業費（千円） 450 450 450

●第３節　子育て支援の充実

【施策１　子育て環境の充実】

事業内容

第３節 子育て支援の充実 施策１ 子育て環境の充実

施策２ ひとり親家庭への支援

施策３ 児童の健全育成

施策４ 療育指導の充実

22



第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

病児緊急預かり事業

共働き世帯やひとり親世帯の就労・子育
てを支援するため、子どもが病気の場合
など、会員登録による病児・病後児を預
かりを行う。

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事業の実
施

病児緊急預かり事業の実
施

児童家庭課 事業費（千円） 1,803 1,803 1,803

ファミリーサポート
センター事業

仕事と育児の両立、地域の子育て支援で
児童福祉の向上を図るため、育児の援助
を行いたい方と育児の援助を受けたい方
からなる会員組織「ファミリーサポート
センター」を運営し、会員のスキルアッ
プ講習会などを実施する。

子育てサポーター講習会
の開催
協力会員スキルアップ講
習会の開催
合同交流会の開催

子育てサポーター講習会
の開催
協力会員スキルアップ講
習会の開催
合同交流会の開催

子育てサポーター講習会
の開催
協力会員スキルアップ講
習会の開催
合同交流会の開催

地域子育て支援センター 事業費（千円） 3,193 3,193 3,193

私立認可保育園運営
費支弁事業

保育の実施義務のある市町村に代わり、
民間法人が認可保育園を運営するため、
必要な経費を支弁する。

私立認可保育園の運営法
人に対し運営費を支弁

私立認可保育園の運営法
人に対し運営費を支弁

私立認可保育園の運営法
人に対し運営費を支弁

児童家庭課 事業費（千円） 411,978 411,978 411,978

私立認可保育園運営
費支援事業

私立認可保育園の安定経営を支援し児童
の良好な保育環境を確保するため、保育
園運営法人に対し特別保育事業に対する
補助及び市単独の補助を行う。

特別保育事業補助及び市
単独の補助を実施

特別保育事業補助及び市
単独の補助を実施

特別保育事業補助及び市
単独の補助を実施

児童家庭課 事業費（千円） 85,567 85,567 85,567

保育園一時預かり事
業

保護者の急病、家族の看護、育児疲れな
どによる一時的な保育需要に対応するこ
とにより、地域の子育て支援の充実を図
るため、保育園において一時預かりを実
施する。
また、保護者の休日の就労を支援するた
め休日の一時預かりを実施する。

一時預かりの実施
休日預かりの実施

一時預かりの実施
休日預かりの実施

一時預かりの実施
休日預かりの実施

児童家庭課 事業費（千円） 5,770 5,770 5,770

保育園民営化・活性
化事業

運営法人検討委員会を組織し公立保育園
の民営化の実施に向け検討を行い、市立
保育園１園を民営化する。

募集条件、評価基準等を
整備
対象施設の検討

運営法人検討委員会を組
織

市立保育園を運営する法
人の決定

児童家庭課 事業費（千円） 0 350 6,100

【新規】

輪厚保育館改修事業

築30年以上経過し老朽化しているため、
輪厚保育館内部改修を行い、保育環境の
改善を図る。

内部改修工事

≪H24で事業終了≫

児童家庭課 7,236

事業内容
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

保育所緊急整備事業
私立認可保育園の大規模改修に対する支
援するを行うことにより保育環境の改善
を図る。

私立認可保育園の大規模
改修に対する助成

≪H24で事業終了≫

児童家庭課 ＜39,450＞

子どものための手当
支給事業

次代の社会を担う子どもの健やかな育ち
を支援するため、支給要件に該当する子
どもを養育している親に手当を支給す
る。

現況調査の実施
子どものための手当の支
給

現況調査の実施
子どものための手当の支
給

現況調査の実施
子どものための手当の支
給

児童家庭課 事業費（千円） 952,219 938,899 938,899

地域子育て支援セン
ター運営事業

家庭に引きこもり、地域から孤立してい
るなど、核家族化で育児に悩んでいる子
育て中の保護者を支援するため、育児相
談や親子のふれあいの場と親同士の情報
交換の場を提供する。

みんなの広場の開催
親子にこにこ広場の開催
子育て講座の実施
子育て支援ランドの開催
子育てサークルへの支援
子育て相談の実施

みんなの広場の開催
親子にこにこ広場の開催
子育て講座の実施
子育て支援ランドの開催
子育てサークルへの支援
子育て相談の実施

みんなの広場の開催
親子にこにこ広場の開催
子育て講座の実施
子育て支援ランドの開催
子育てサークルへの支援
子育て相談の実施

地域子育て支援センター 事業費（千円） 13,322 13,322 13,322

シ ル バ ー 子 育 て サ
ポート事業

子どもの遊び相手や保護者の相談に応
じ、子育ての不安感を緩和し、子どもの
健やかな育ちを促進するため、60歳以上
の市民がボランティアとして地域子育て
支援センターの事業を支援する。

手づくりおもちゃの製作
昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあ
ちゃんの料理づくりの開
催
各種行事にボランティア
として支援
親子遊びへのサポートの
実施

手づくりおもちゃの製作
昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあ
ちゃんの料理づくりの開
催
各種行事にボランティア
として支援
親子遊びへのサポートの
実施

手づくりおもちゃの製作
昔遊びの伝承
次世代に残そうおばあ
ちゃんの料理づくりの開
催
各種行事にボランティア
として支援
親子遊びへのサポートの
実施

地域子育て支援センター 事業費（千円） 150 150 150

○2012推進計画において事業名を変更した事業

　・子ども手当支給事業（変更前）　⇒　子どものための手当支給事業（変更後）

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

　・子育て支援ネットワーク事業（79千円）　⇒　地域子育て支援センター事業に統合

事業内容

○平成23年度で事業終了した事業（事業費）

・公立保育園遊戯室空調設備設置事業（4,253千円）
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

児童扶養手当支給事
業

離婚等により父子・母子家庭となった世
帯の生活の安定及び児童福祉の向上を図
るため、児童扶養手当を支給する。

児童扶養手当現況調査の
実施
支給対象者に児童扶養手
当を支給

児童扶養手当現況調査の
実施
支給対象者に児童扶養手
当を支給

児童扶養手当現況調査の
実施
支給対象者に児童扶養手
当を支給

児童家庭課 事業費（千円） 271,438 271,438 271,438

ひとり親家庭支援事
業

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、
日常生活を営むのに支障があるひとり親
家庭に対し、家庭生活支援員派遣による
支援を行う。
母子家庭の経済的自立を図るため、母子
家庭の母の就業をより効果的にするため
の能力開発の取組みを支援する。
母子家庭の母の経済的自立の促進と資格
取得修業中の生活負担軽減を図るため、
２年以上の養成課程で看護師・保育士・
作業療法士等の資格取得のため修業する
場合に、高等技能訓練給付金を支給す
る。

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓
練給付金を支給
資格取得のための高等技
能訓練給付金を支給

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓
練給付金を支給
資格取得のための高等技
能訓練給付金を支給

家庭生活支援員の派遣
能力開発のための教育訓
練給付金を支給
資格取得のための高等技
能訓練給付金を支給

児童家庭課 事業費（千円） 13,976 12,426 5,458

母子自立支援相談事
業

母子及び寡婦の福祉の増進を図るため、
母子自立支援員が母子家庭・父子家庭等
の家庭紛争・子育て等の生活相談、求職
活動・就業相談指導、自立に必要な相談
などを行う。

母子自立支援員による各
種相談の実施

母子自立支援員による各
種相談の実施

母子自立支援員による各
種相談の実施

児童家庭課 事業費（千円） 2,584 2,584 2,584

【施策2　ひとり親家庭への支援】

事業内容
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

児童館整備事業
児童の健全育成を目的として、市内の未
整備地区に新たな児童館を開設する。

児童館整備の検討 新たな児童館の開設準備
新たな児童館の開館・運
営

児童家庭課 事業費（千円） 0 13,000

家庭児童相談室運営
事業

適正な児童養育の確保、要保護児童等の
福祉の向上のため、家庭児童相談員が児
童の虐待、養育問題など家庭だけでは解
決できない問題等について専門的相談支
援や指導などを行う。

児童虐待など困難な問題
に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発
活動の実施
個別ケース検討会議の開
催

児童虐待など困難な問題
に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発
活動の実施
個別ケース検討会議の開
催

児童虐待など困難な問題
に対する相談や指導の実
施
児童虐待防止広報・啓発
活動の実施
個別ケース検討会議の開
催

児童家庭課 事業費（千円） 5,265 5,265 5,265

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

こども発達支援・デ
イサービス事業

発達の遅れや偏り、障がいのある子ども
に対しての直接的な支援や家族、地域を
含めた間接的な支援を行うとともに、早
期発見・早期療育の専門的支援を推進す
る。

障害児通所支援の実施
発達相談の実施
地域への支援

障害児通所支援の実施
発達相談の実施
地域への支援

障害児通所支援の実施
発達相談の実施
地域への支援

こども発達支援センター 事業費（千円） 7,081 7,099 7,104

【施策3　児童の健全育成】

【施策4　療育指導の充実】

　・児童虐待・DV防止対策推進事業（2,907千円）　⇒　家庭児童相談室運営事業に統合

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

事業内容

事業内容
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

障がい者自動車運転
免許取得・改造事業

障がい者の社会参加の促進、就労支援を
図るため、自動車運転免許取得や改造に
要する経費への助成を行う。

障がい者の自動車運転免
許取得や自動車の改造を
支援

障がい者の自動車運転免
許取得や自動車の改造を
支援

障がい者の自動車運転免
許取得や自動車の改造を
支援

福祉課 事業費（千円） 400 400 400

障がい者地域活動支
援センター事業

障がい者の社会参加や自立の促進を図る
ため、障がい者地域活動支援センターと
して創作活動、生産活動及び日中活動を
行う法人に対し、運営にかかる経費を支
援する。

障がい者地域活動支援セ
ンターを運営する市内の
法人に補助等による支援

障がい者地域活動支援セ
ンターを運営する市内の
法人に補助等による支援

障がい者地域活動支援セ
ンターを運営する市内の
法人に補助等による支援

福祉課 事業費（千円） 33,072 33,072 33,072

移送サービス事業

一般の交通機関を利用することが困難な
在宅の重度身体障がい児・者及び高齢者
に対し、医療機関への通院、入退院及び
装具等の判定機関への送迎を行う。

送迎の実施 送迎の実施 送迎の実施

福祉課 事業費（千円） 7,920 7,920 7,920

【拡大】

障がい者介護・訓練
等給付事業

障がい児・者の地域生活と社会参加を促
進するため、ヘルパーによる介護、施設
や事業所での就労・作業・創作活動、就
業訓練、リハビリ、児童の療育、施設へ
の入所・短期間の入所、共同生活住居な
どのサービスを提供し、自立した生活を
支援する。
また、障害者自立支援法の一部改正に伴
い、計画相談支援や、18歳以上の障がい
児施設入所者の支給決定等を行う。

ヘルパーによる介護の実
施
施設や事業所での就労・
作業・創作活動などの障
害福祉サービスの提供
ガイドブックの発行（隔
年）
【拡大】
計画相談支援及び18歳
以上の障がい児施設入所
者支給決定等

ヘルパーによる介護の実
施
施設や事業所での就労・
作業・創作活動などの障
害福祉サービスの提供

ヘルパーによる介護の実
施
施設や事業所での就労・
作業・創作活動などの障
害福祉サービスの提供
ガイドブックの発行（隔
年）

福祉課 事業費（千円） 1,071,818 1,241,904 1,387,258

障がい者補装具支給
事業

日常生活の負担を軽減し安定と利便を図
るため、身体障がい児・者に補装具を給
付または修理を行う。

補装具の支給または修理
の実施

補装具の支給または修理
の実施

補装具の支給または修理
の実施

福祉課 事業費（千円） 23,134 23,134 23,134

●第４節　障がい福祉の充実

【施策１　地域生活支援の充実】

事業内容

第４節 障がい福祉の充実 施策１ 地域生活支援の充実

施策２ 社会参加の促進
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

障がい者更生医療給
付事業

身体障がい者が、自立した日常生活又は
社会生活を営むことができるよう、その
障がいの除去、軽減に必要な医療に要す
る費用の一部を助成する。

道立心身障害者総合相談
所への判定依頼
支給の認定
診療報酬の審査・支払

道立心身障害者総合相談
所への判定依頼
支給の認定
診療報酬の審査・支払

道立心身障害者総合相談
所への判定依頼
支給の認定
診療報酬の審査・支払

福祉課 事業費（千円） 36,894 39,870 42,276

障がい者地域生活支
援給付事業

障がい児・者の地域生活及び社会参加を
促進するため、ヘルパーが付き添い外出
を支援する移動支援、施設において一時
預かりや入浴を行う日中一時支援、低額
な料金で居住の場を提供する福祉ホーム
事業を実施する。

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施

福祉課 事業費（千円） 58,007 62,647 67,658

【拡大】

障がい者相談支援事
業

生活支援：社会福祉士等による障がい
児・者や家族等への福祉サービスの利用
援助や情報提供を行い、自立と社会参加
を図る。
就労支援：障がい者に就労先の紹介や入
居の支援を行う。また、就労後も利用者
と雇用者との調整を行い、安定した生活
を送れるよう支援する。
成年後見制度利用支援：助成を受けなけ
れば成年後見制度の利用が困難な障がい
者に必要な経費を助成する。
身体・知的相談員設置事業：事務事業が
新たに北海道から権限移譲となった身
体・知的相談員を配置し、障がい者の相
談に対応する。

市の委託事業所において
生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調
整等を実施する。また、
成年後見利用支援を実施
する。
【拡大】
権限委譲による障がい者
相談員の配置

市の委託事業所において
生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調
整等を実施する。また、
成年後見利用支援を実施
する。

市の委託事業所において
生活支援や就労支援など
の相談業務、サービス調
整等を実施する。また、
成年後見利用支援を実施
する。

福祉課 事業費（千円） 33,281 33,281 33,281

障がい者日常生活用
具給付等事業

日常生活の円滑化と利便性を向上し、ま
た、家族の負担を軽減するため、重度障
がい児・者等に日常生活用具を給付す
る。また、自助具を給付する。

日常生活用具の給付
自助具の給付

日常生活用具の給付
自助具の給付

日常生活用具の給付
自助具の給付

福祉課 事業費（千円） 16,531 17,417 18,365

障 が い 者 コ ミ ュ ニ
ケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚の障が
い者が日常生活を円滑に行えるように手
話通訳者や要約筆記者の派遣、点字、声
の広報の発行等を行う。また、手話通訳
者等の養成講座を実施する。

手話通訳者・要約筆記者
の派遣
手話通訳者・要約筆記者
の養成講座の開催
朗読・点字ボランティア
の養成講座の開催
点字・声の広報の発行

手話通訳者・要約筆記者
の派遣
手話通訳者・要約筆記者
の養成講座の開催
朗読・点字ボランティア
の養成講座の開催
点字・声の広報の発行

手話通訳者・要約筆記者
の派遣
手話通訳者・要約筆記者
の養成講座の開催
朗読・点字ボランティア
の養成講座の開催
点字・声の広報の発行

福祉課 事業費（千円） 5,340 5,340 5,340

障がい者福祉計画・
障がい福祉計画策定
事業

社会環境の変化や新しい福祉ニーズに対
応した障がい者のための施策を明確に
し、具体的な体制づくりやサービスなど
を確保するための方策等を定める計画を
策定する。

障がい者福祉計画・第４
期障がい福祉計画の策定

福祉課 事業費（千円） 2,745

事業内容
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

障がい者医療的ケア
支援事業

日常的にたん吸引や胃ろう管理などの医
療的ケアを必要とする在宅の重症心身障
がい児・者について、地域活動支援セン
ターや日中活動を行う場所へ看護師を派
遣し、医療的ケアを行い、重症心身障が
い児・者の社会参加を保障するととも
に、家族の負担軽減を図る。

吸引、水分補給、胃ろう
管理、気管カニューレ管
理、てんかん発作の対応
等の医療的ケアの実施

吸引、水分補給、胃ろう
管理、気管カニューレ管
理、てんかん発作の対応
等の医療的ケアの実施

吸引、水分補給、胃ろう
管理、気管カニューレ管
理、てんかん発作の対応
等の医療的ケアの実施

福祉課 事業費（千円） 1,717 1,717 1,717

障がい者福祉電算シ
ステム更新・改修事
業

平成25年度までに実施される障がい者制
度改革に対応した各種サービスを提供す
るため、機器やソフトウェアの保守・サ
ポート期限が切れる現システムを更新
し、新たな障がい者福祉電算システムを
構築する。

新システム構築準備

新システム構築
動作検証
システムの検証終了後、
新システムに移行

≪H25で事業終了≫

福祉課 事業費（千円） 7,130 0

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

障がい者等交通費助
成事業

重度障がい児・者の外出支援と負担軽減
を図るため、タクシー利用又は自動車燃
料費用の一部助成する。

タクシー利用券又は自動
車燃料券を交付

タクシー利用券又は自動
車燃料券を交付

タクシー利用券又は自動
車燃料券を交付

福祉課 事業費（千円） 14,543 14,543 14,543

【拡大】

障がい者雇用創出事
業

障がい者が自立して健やかに暮らせるよ
うに支援するため、行政が率先して雇用
を創出していくことによる社会への寄与
と、「物理的なバリアフリー」からさら
に一歩進んだ、障がい者と健常者の相互
理解による「こころのバリアフリー」の
実現をめざす。

障がい者を市の臨時職員
又は非常勤職員として雇
用
【拡大】
新たに1名非常勤職員と
して雇用

障がい者を市の臨時職員
又は非常勤職員として雇
用
【拡大】
新たに1名非常勤職員と
して雇用

障がい者を市の臨時職員
又は非常勤職員として雇
用
【拡大】
新たに1名非常勤職員と
して雇用

職員課 事業費（千円） 7,157 9,017 10,877

精神障がい者社会復
帰訓練通所交通費助
成事業

精神障がい者の日中活動を支援し、社会
復帰及び社会参加を促進するため、社会
復帰施設等に通所する際の公共交通機関
の交通費を支援する。

交通費の助成 交通費の助成 交通費の助成

福祉課 事業費（千円） 2,149 2,362 2,575

特別障害者手当等支
給事業

生活の安定を図り、各種福祉サービスの
利用を促進するため、重度障がい児・者
等に手当を支給する。

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

特別障害者手当の支給
障害児福祉手当の支給
福祉手当の支給

福祉課 事業費（千円） 27,086 29,165 30,862

事業内容

【施策２　社会参加の促進】

事業内容
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

心身障がい児・者通
所施設運営支援事業

障がい児・者の安全と介護者の負担軽減
を図るため、通所する知的障がい児・者
の送迎費用の一部を助成する。また、閉
じこもり予防と家族の負担軽減を図るた
め、夏休み、冬休みの長期休暇時に障が
い児・者の活動の場を確保する。

知的障がい児・者の送迎
費用の助成
長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

知的障がい児・者の送迎
費用の助成
長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

知的障がい児・者の送迎
費用の助成
長期休暇時の障がい児・
者の日中活動への助成

福祉課 事業費（千円） 2,692 2,692 2,692

障がい者団体活動支
援事業

障がい児・者の団体活動を活性化し社会
参加と自立の促進を図るため、障がい者
団体の活動を支援する。

各団体の活動に対する助
成

各団体の活動に対する助
成

各団体の活動に対する助
成

福祉課 事業費（千円） 734 734 734

事業内容

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

　・障がい者雇用推進事業（1,511千円）　⇒　障がい者雇用創出事業に統合
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

長寿祝福事業
長寿を祝福するとともに、長年の間社会
に貢献した労をねぎらうため、祝金を贈
呈する。

満100歳の市民に祝金
を贈呈

満100歳の市民に祝金
を贈呈

満100歳の市民に祝金
を贈呈

高齢者支援課 事業費（千円） 950 1,050 1,450

ミニデイサービス支
援事業

市民の自主的な地域福祉活動を推進する
ため、ミニデイサービスを実施する団体
に会場費やボランティア保険費用などを
助成する。また、高齢者の交流や引きこ
もり防止から「地域のお茶の間」を推進
するため、会場費などを助成する。

ミニデイサービス実施団
体に助成
地域のお茶の間の活動費
を助成

ミニデイサービス実施団
体に助成
地域のお茶の間の活動費
を助成

ミニデイサービス実施団
体に助成
地域のお茶の間の活動費
を助成

高齢者支援課 事業費（千円） 4,964 5,220 5,476

高 齢 者 保 健 福 祉 計
画・介護保険事業計
画策定事業

〔介護会計〕

高齢者福祉における基本的な施策方針の
決定や保険給付の円滑な運営を図るた
め、高齢者保健福祉計画・第6期介護保
険事業計画を策定する。

事前アンケートの実施
高齢者保健福祉計画・第
６期介護保険事業計画の
策定

高齢者支援課 事業費（千円） 3,741 3,635

ふれあい温泉事業

65歳以上の高齢者に対し、温泉の効用に
よる健康増進と交流促進、引きこもり予
防のための外出機会をつくるため、温泉
入浴助成券を配付する。また、老人クラ
ブなどの団体に対し、健康にかかる講話
や相談を実施する。

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配付

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配付

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配付

高齢者支援課 事業費（千円） 12,147 13,950 14,553

高齢者サービスガイ
ド作成事業

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、
適切な介護などのサービスの利用、社会
参加への促進、各種福祉制度・相談窓口
などを紹介したガイドブックを作成し、
高齢者に配布する。

サービスガイドの作成・
配布

サービスガイドの作成・
配布

サービスガイドの作成・
配布

高齢者支援課 事業費（千円） 498 498 498

●第５節　高齢者福祉・介護の充実

【施策１　生きがいと社会参加の促進】

事業内容

第５節 高齢者福祉・介護の充実 施策１ 生きがいと社会参加の促進

施策２ 介護予防と自立の支援

施策３ 介護サービスの充実

施策４ 地域支援体制の推進
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第1章　支えあい健やかに暮らせるまち

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

老人クラブ活動支援
事業

高齢者の知識及び経験を活かした生きが
い活動と健康づくりを支援するため、老
人クラブ連合会の運営費及び事業費、各
地区の老人クラブの事業費を助成する。
また、新設の老人クラブに対し、備品を
貸与する。

老人クラブ連合会や各地
区の老人クラブに事業費
等を助成

老人クラブ連合会や各地
区の老人クラブに事業費
等を助成

老人クラブ連合会や各地
区の老人クラブに事業費
等を助成

高齢者支援課 事業費（千円） 3,337 3,337 3,337

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

介護予防推進事業

〔介護会計〕

要介護状態防止のため、高齢者支援セン
ター等による出前講座、訪問活動などに
より、予防啓発を実施するとともに、高
齢者の健康維持・増進を図るため、生活
習慣病等の講演会、認知症予防のための
脳の健康教室などを開催する。また、50
歳以上の男性を対象に、家事や地域での
交流などで自立した生活が送れるよう生
活講座を実施する。

要介護状態防止の啓発
講演会の開催
脳の健康教室の開催
生活講座の実施
出前講座の開催
健康運動教室の実施

要介護状態防止の啓発
講演会の開催
脳の健康教室の開催
生活講座の実施
出前講座の開催
健康運動教室の実施

要介護状態防止の啓発
講演会の開催
脳の健康教室の開催
生活講座の実施
出前講座の開催
健康運動教室の実施

高齢者支援課 事業費（千円） 17,303 17,303 17,303

二次介護予防事業

〔介護会計〕

介護が必要な状態になるおそれの高い高
齢者を対象に、生活機能の維持・向上・
改善につなげる各種事業を実施する。ま
た、孤立感の解消や、自立生活の支援を
図るため、生きがいデイサービスを実施
する。

機能訓練教室の実施
口腔ケアの実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施
訪問指導の実施
生きがいデイサービスの
実施

機能訓練教室の実施
口腔ケアの実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施
訪問指導の実施
生きがいデイサービスの
実施

機能訓練教室の実施
口腔ケアの実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施
訪問指導の実施
生きがいデイサービスの
実施

高齢者支援課 事業費（千円） 16,545 16,656 17,682

介護予防住宅改修事
業

〔介護会計〕

自立しているものの生活機能の低下があ
り、転倒の危険が心配される特定高齢者
と認定された高齢者等が、手すりや段差
解消などの住宅改修を行う際の費用を助
成する。

住宅改修費用を助成 住宅改修費用を助成 住宅改修費用を助成

高齢者支援課 事業費（千円） 450 450 450

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

介護従事者フォロー
アップ研修事業

〔介護会計〕

市内の介護事業所の機能充実や介護サー
ビスの充実を図るため、従事者の相互連
携、情報交換、資質の向上のための研修
会を実施する。

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を助
成

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を助
成

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を助
成

高齢者支援課 事業費（千円） 250 250 250

事業内容

【施策２　介護予防と自立の支援】

事業内容

【施策３　介護サービスの充実】

○2012推進計画において事業名を変更した事業

　・特定高齢者介護予防事業（変更前）　⇒　二次介護予防事業（変更後）

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

住宅改修介護サービ
ス事業

〔介護会計〕

住宅改修を円滑に推進するため、介護支
援専門員（ケアマネジャー）業務のうち
介護報酬対象外である住宅改修申請書に
添付する理由書作成業務に対し、手数料
を支援する。

理由書作成に対する助成 理由書作成に対する助成 理由書作成に対する助成

高齢者支援課 事業費（千円） 300 300 300

家族介護支援事業

〔介護会計〕

寝たきりの高齢者などが在宅で安心して
暮らせるよう支援し、家族の負担軽減を
図るため、紙おむつの購入費を助成す
る。また、在宅で生活するための一時帰
宅時に介護保険と同様のサービスの支援
を行うとともに、家族には介護知識習得
のための講話と家族同士の交流会を実施
する。

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

おむつ購入費用の助成
在宅生活への復帰支援
介護講座や介護者のつど
いの開催

高齢者支援課 事業費（千円） 9,918 11,526 11,982

介護サービス利用者
負担額軽減事業

65歳到達前1年間に障がい者施策の訪問
介護利用実績のある方に利用者負担の軽
減を図る。
生計が困難な方の介護サービスの1割の
自己負担分を軽減した社会福祉法人に対
し、軽減額の一部を助成する。
一時的に介護保険施設等への支払いに苦
慮する高齢者に対し、高額介護サービス
費の9割相当額の貸付をする。

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を
軽減した社会福祉法人に
軽減額を助成
申請があった場合に限
り、利用者へのサービス
費の貸付

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を
軽減した社会福祉法人に
軽減額を助成
申請があった場合に限
り、利用者へのサービス
費の貸付

訪問介護実績者に助成
サービスの自己負担分を
軽減した社会福祉法人に
軽減額を助成
申請があった場合に限
り、利用者へのサービス
費の貸付

高齢者支援課 事業費（千円） 464 464 464

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

高齢者支援サービス
事業

高齢者が在宅で安心して日常生活を送る
ことを支援するため、介護保険サービス
以外の事業を実施する。

テレホンサービスの実施
緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容
サービスの実施
高齢者日常生活用具の給
付
融雪装置設置費の助成
エルフィンバトンの普及

テレホンサービスの実施
緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容
サービスの実施
高齢者日常生活用具の給
付
融雪装置設置費の助成
エルフィンバトンの普及

テレホンサービスの実施
緊急通報装置の設置
除雪・配食・訪問理容
サービスの実施
高齢者日常生活用具の給
付
融雪装置設置費の助成
エルフィンバトンの普及

高齢者支援課 事業費（千円） 31,635 33,506 35,173

【施策４　地域支援体制の推進】

○2012推進計画において統合した事業（事業費）

　・高額介護サービス費貸付金事業　⇒　介護サービス利用者負担額軽減事業に統合

事業内容

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

地域包括ケア推進事
業

〔介護会計〕

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けられるよう地域づくりのため、４
地区の高齢者支援センターが地域ケア会
議を開催する。

地域ケア会議の開催 地域ケア会議の開催 地域ケア会議の開催

高齢者支援課 事業費（千円） 123 123 123

高齢者総合相談支援
事業

〔介護会計〕

安定した生活を送ることができるように
高齢者やその家族の健康や生活、福祉、
介護に関する相談を行う。

窓口・電話相談の実施
高齢者の健康データバン
クの構築
高齢者実態調査の実施

窓口・電話相談の実施
高齢者の健康データバン
クの構築
高齢者実態調査の実施

窓口・電話相談の実施
高齢者の健康データバン
クの構築
高齢者実態調査の実施

高齢者支援課 事業費（千円） 10,145 10,196 10,196

地域包括支援セン
ター運営事業

〔介護会計〕

高齢者の心身の健康保持及び生活の安定
のため、保健医療福祉制度、介護保険
サービス及び地域の社会資源等の活用・
調整を行い、高齢者の在宅生活を支援す
る。

各高齢者支援センターの
職員により介護保険サー
ビスの活用などを通じ、
高齢者の在宅生活を支援

各高齢者支援センターの
職員により介護保険サー
ビスの活用などを通じ、
高齢者の在宅生活を支援

各高齢者支援センターの
職員により介護保険サー
ビスの活用などを通じ、
高齢者の在宅生活を支援

高齢者支援課 事業費（千円） 51,719 51,719 54,794

高齢者虐待防止ネッ
トワーク事業

〔介護会計〕

高齢者及び養護者の権利が擁護され、住
み慣れた地域で尊厳ある暮らしを維持で
きるよう高齢者虐待防止ネットワーク事
業を推進し、高齢者虐待の防止と早期発
見・早期対応を図る。

高齢者虐待等の相談の実
施
連絡会議の開催
研修会、事例検討会開催
出前講座の開催
パンフレットの作成

高齢者虐待等の相談の実
施
連絡会議の開催
研修会、事例検討会開催
出前講座の開催
パンフレットの作成

高齢者虐待等の相談の実
施
連絡会議の開催
研修会、事例検討会開催
出前講座の開催
パンフレットの作成

高齢者支援課 事業費（千円） 129 129 129

認知症支え合い事業

〔介護会計〕

認知症の方が住み慣れた地域で安心した
在宅生活を送るため、徘徊時の対応とし
てのGPS通信末端の費用助成や関係機関
の協力のもとでのSOSネットワーク体制
づくりを進める。また、地域での認知症
理解を深めてもらうため、団体に対して
の認知症サポーター講座の開催などを行
う

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
認知症啓発団体への支援
ＳＯＳネットワークの運
用

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
認知症啓発団体への支援
ＳＯＳネットワークの運
用

いどころ発信システム
（GPS端末）の助成
認知症啓発団体への支援
ＳＯＳネットワークの運
用

高齢者支援課 事業費（千円） 244 244 244

【拡大】

地域支え合い体制づ
くり事業

地域包括ケアを推進するため、認知症地
域支援推進員を配置、さらに認知症高齢
者と家族を支援するための認知症支え合
い員を育成し、家庭への派遣、相談体制
の充実、関係機関との支援ネットワーク
の構築により認知症の高齢者及びその家
族を総合的に支援する。

認知症支え合い員の派遣
【拡大】
認知症地域支援推進員の
配置

認知症支え合い員の派遣
認知症地域支援推進員の
配置

認知症支え合い員の派遣
認知症地域支援推進員の
配置

高齢者支援課 事業費（千円） 9,572 9,572 9,572

成年後見制度利用支
援事業

〔介護会計〕

判断能力が不十分な高齢者や障がい者が
不利益を被ったり、悪徳商法の被害者と
なることを防ぎ、財産管理や日常生活に
おける契約を行うときなどの権利を擁護
し、安心して生活できるよう支援する。

成年後見制度利用支援相
談等の実施
研修会、事例検討会開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見制度利用支援相
談等の実施
研修会、事例検討会開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見制度利用支援相
談等の実施
研修会、事例検討会開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

高齢者支援課 事業費（千円） 907 907 907

事業内容
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事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

住宅手当緊急特別措
置事業

国の緊急経済対策の一環として、離職者
の生活の安定と求職活動支援の拡充・強
化のため、対象者に生活保護の住宅扶助
基準額と同額を6か月間給付する。な
お、誠実に求職活動をしている場合は３
か月間延長し給付する。

受給対象者に手当を支給 受給対象者に手当を支給 0

福祉課 事業費（千円） 3,256 907

生活保護費支給事業
最低生活を保障するとともに、自立を助
長するため、困窮の程度に応じ必要な支
援を行う。

生活保護費の支給 生活保護費の支給 生活保護費の支給

福祉課 事業費（千円） 1,094,618 1,094,618 1,094,618

事業名 年度計画

（担当課） 平成24年度 平成25年度 平成26年度

重度心身障がい者医
療費助成事業

重度心身障がい者の保健の向上及び福祉
の増進、経済的負担の軽減を図るため、
医療費の一部を助成する。

保険対象医療費の助成 保険対象医療費の助成 保険対象医療費の助成

国保医療課 事業費（千円） 149,322 149,322 149,322

ひとり親家庭等医療
費助成事業

ひとり親家庭等の健康の増進や経済的負
担の軽減を図るため、医療費の一部を助
成する。

保険対象医療費の助成 保険対象医療費の助成 保険対象医療費の助成

国保医療課 事業費（千円） 26,336 26,336 26,336

【拡大】

子ども医療費助成事
業

こどもの疾病の早期受診、早期治療を促
進し、保健の向上を図るため、医療費の
一部を助成する。

保険対象医療費の助成
【拡大】
入院助成対象年齢を中学
生まで拡大

保険対象医療費の助成 保険対象医療費の助成

国保医療課 事業費（千円） 140,774 138,474 138,474

重度心身障がい者等
通院交通費助成事業

経済的負担を軽減し、福祉の増進を図る
ため、通院等に要する費用を助成する。

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

心身障がい者等に対する
通院交通費の助成

国保医療課 事業費（千円） 583 970 970

事業内容

【施策２　医療援護の推進】

事業内容

●第６節　社会保障制度の充実

【施策１　低所得者援護の充実】

○2012推進計画において事業名を変更した事業

　・乳幼児等医療費助成事業（変更前）　⇒　子ども医療費助成事業（変更後）

第６節 社会保障制度の充実 施策１ 低所得者援護の充実

施策２ 医療援護の推進
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