
第６節　 社会保障制度の充実

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１章

支えあい健やかに暮らせるまち

＜健康・福祉＞

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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」「健康情報
展」、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
ングマップを配布する。

健康教室、健康情報展
の開催
出前健康講座及びここ
ろの健康講座の実施
健康づくり推進員の養
成
元気フェスティバルへ
の参加

健康教室、健康情報展
の開催
出前健康講座及びここ
ろの健康講座の実施
健康づくり推進員の養
成
元気フェスティバルへ
の参加
ウォーキングマップ増
刷

健康教室、健康情報展
の開催
出前健康講座及びここ
ろの健康講座の実施
健康づくり推進員の養
成
元気フェスティバルへ
の参加

健康推進課 事業費（千円） 454 1,212 492

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） 3,097 3,003 3,003

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、出前食育
講座の開催
食育推進懇談会の開催

食育講演会、出前食育
講座の開催
食育推進懇談会の開催

食育講演会、出前食育
講座の開催
食育推進懇談会の開催

健康推進課 事業費（千円） 180 223 223

●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】

事業内容
年度計画

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

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。

母子手帳交付・父子手
帳、妊婦健康診査受診
票の配付
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

母子手帳交付・父子手
帳、妊婦健康診査受診
票の配付
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

母子手帳交付・父子手
帳、妊婦健康診査受診
票の配付
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） 28,799 34,194 34,194

【拡大】

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や、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の
検討や、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、出前健康
講座の開催
【拡大】
低体重児の届出の受理
未熟児の訪問指導

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、出前健康
講座の開催
低体重児の届出の受理
未熟児の訪問指導

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、出前健康
講座の開催
低体重児の届出の受理
未熟児の訪問指導

健康推進課 事業費（千円） 16,887 16,796 16,783

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、対象年齢者（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）に対して無料クーポン、検
診手帳を配付する。
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。

各種がん検診の実施
特 定 年 齢 の 節 目 健 診
（無料クーポン券によ
る 子 宮 頸 が ん 、 乳 が
ん、大腸がん、肝炎ウ
イルス）の実施

各種がん検診の実施
特 定 年 齢 の 節 目 健 診
（無料クーポン券によ
る 子 宮 頸 が ん 、 乳 が
ん、大腸がん、肝炎ウ
イルス）の実施

各種がん検診の実施
特 定 年 齢 の 節 目 健 診
（無料クーポン券によ
る 子 宮 頸 が ん 、 乳 が
ん、大腸がん、肝炎ウ
イルス）の実施

健康推進課 事業費（千円） 44,832 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。

定 期 予 防 接 種 の 実 施
（四・三種混合、二種
混 合 、 Ｂ Ｃ Ｇ 、 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）

定 期 予 防 接 種 の 実 施
（四・三種混合、二種
混 合 、 Ｂ Ｃ Ｇ 、 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）

定 期 予 防 接 種 の 実 施
（四・三種混合、二種
混 合 、 Ｂ Ｃ Ｇ 、 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） 81,957 104,202 104,202

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） 174 206 206

事業内容
年度計画

【施策2　保健予防の推進】

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。

夜間急病センターの管
理運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

夜間急病センターの管
理運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

夜間急病センターの管
理運営を支援
在宅当番医制の実施
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

健康推進課 事業費（千円） 119,282 120,175 120,175

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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、短期保
険証の更新に係る窓口
相談、財産調査、滞納
処分、インターネット
公売の実施

コンビニ収納、短期保
険証の更新に係る窓口
相談、財産調査、滞納
処分、インターネット
公売の実施

コンビニ収納、短期保
険証の更新に係る窓口
相談、財産調査、滞納
処分、インターネット
公売の実施

国保医療課 事業費（千円） 10,355 13,167 13,167

医療費適正化対策事業

《旧事業名》
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
広報紙による保健・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
広報紙による保健・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
広報紙による保健・健
康情報の提供

国保医療課 事業費（千円） 16,273 16,402 16,402

【拡大】

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
【拡大】
受 診 料 の 一 部 引 き 下
げ、30歳代健診や保健
指導対象者の2次健診の
実施

特定健康診査・特定保
健指導の実施
受 診 料 の 一 部 引 き 下
げ、30歳代健診や保健
指導対象者の2次健診の
実施

特定健康診査・特定保
健指導の実施
受 診 料 の 一 部 引 き 下
げ、30歳代健診や保健
指導対象者の2次健診の
実施

国保医療課 事業費（千円） 63,415 73,669 73,669

【拡大】

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
【拡大】
地域健康づくり事業に
ついて「東部生涯学習
振興会」を追加

健康推進活動や健康づ
くりなどを推進する団
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） 5,569 6,096 6,096

【施策3　医療体制の充実】

事業内容

事業内容

【施策4　国民健康保険事業の適正な運営】

年度計画

年度計画

○2013推進計画において事業名を変更した事業

　・医療費適正化特別対策事業（変更前）　⇒　医療費適正化対策事業（変更後）

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 67,360 63,694 63,694

保健福祉諸計画推進事
業

保健福祉諸計画の策定・進行管理を行
う。
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
置する保健福祉計画検討委員会によ
り、保健福祉分野の諸計画が効果を上
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

保健福祉諸計画の見直
し
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

福祉課 事業費（千円） 779 2,474 494

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。

0
第４期地域福祉計画の
策定

0

福祉課 事業費（千円） 　 1,369 　

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 10,496 9,638 9,634

事業内容
年度計画

●第２節　地域福祉の推進

【施策1　地域福祉推進体制の充実】

年度計画
事業内容

【施策2　地域福祉活動の推進】

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

福祉センター大規模改
修事業

建築後30年経過しており、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。

改修に向けた調査・検
討

改修に向けた調査・検
討

改修に向けた調査・検
討

こども発達支援センター 事業費（千円） 0 0 0

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。

≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫ ≪助成対象法人なし≫

福祉課 事業費（千円） 0 0 0

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） 15,735 15,372 9,003

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。

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
（併設するショートス
テイを含む）を設置し
た事業者に施設整備費
及び開設準備経費を助
成

≪助成対象法人なし≫

認知症対応型共同生活
介護事業所（２か所）
及び小規模多機能型居
宅介護事業所（２か所)
を設置した事業者に施
設整備費を助成

高齢者支援課 事業費（千円） 96,800 0 120,000

【施策3　福祉環境の充実】

事業内容
年度計画

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【新規】

子ども・子育て支援事
業計画策定事業

「子ども・子育て関連３法」に基づ
き、「子ども・子育て支援事業計画」
を策定する。

ニーズ調査・分析委託
子ども・子育て支援事
業計画作成委託

子ども・子育て会議の
実施

児童家庭課 事業費（千円） 3,256 4,958 343

【新規】

子育てガイドブック作
成事業

子育て支援のため、子どもの誕生から
小学生までの期間における各種の子育
て情報をまとめた子育てガイドブック
を配付する。

子育てガイドブックの
作成・配付

子育てガイドブックの
配付

子育てガイドブックの
作成・配付

児童家庭課 事業費（千円） 734 0 350

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。

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への
入所措置

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への
入所措置

助産施設への入所措置
母子生活支援施設への
入所措置

児童家庭課 事業費（千円） 831 830 830

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
在市町村との連携・協定により、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） 2,720 2,469 2,469

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

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） 7,380 7,036 6,636

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】

年度計画

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

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 、 動 物 園 遠
足、施設訪問の実施
園行事への招待等

観 劇 観 賞 、 動 物 園 遠
足、施設訪問の実施
園行事への招待等

観 劇 観 賞 、 動 物 園 遠
足、施設訪問の実施
園行事への招待等

児童家庭課 事業費（千円） 513 525 525

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。

児童養護施設で一定期
間、児童等を養育保護

児童養護施設で一定期
間、児童等を養育保護

児童養護施設で一定期
間、児童等を養育保護

児童家庭課 事業費（千円） 450 450 450

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
児の預かりを行う。

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 、 協 力 会 員 ス キ ル
アップ講習会、合同交
流会の開催

子育てサポーター講習
会 、 協 力 会 員 ス キ ル
アップ講習会、合同交
流会の開催

子育てサポーター講習
会 、 協 力 会 員 ス キ ル
アップ講習会、合同交
流会の開催

子育て支援センター 事業費（千円） 3,254 3,198 3,198

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） 438,103 411,978 411,978

【拡大】

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。

国 の 特 別 保 育 事 業 補
助、道補助金による延
長保育及び市単独の補
助を実施
【拡大】
保育士研修、保育士等
処遇改善補助の実施

国 の 特 別 保 育 事 業 補
助、道補助金による延
長保育及び市単独の補
助を実施

国 の 特 別 保 育 事 業 補
助、道補助金による延
長保育及び市単独の補
助を実施

児童家庭課 事業費（千円） 93,641 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。

一時預かり事業（平日
保育及び休日保育）の
実施

一時預かり事業（平日
保育及び休日保育）の
実施

一時預かり事業（平日
保育及び休日保育）の
実施

児童家庭課 事業費（千円） 5,777 5,770 5,770

事業内容
年度計画

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

保育園民営化・活性化
事業

運営法人検討委員会を組織して公立保
育園の民営化の実施に向けた検討を行
い、市立保育園１園を民営化する。

民営化や統廃合につい
て検討

民営化や統廃合につい
て検討

民営化や統廃合につい
ての決定

児童家庭課 事業費（千円） 0 350 6,100

児童手当支給事業

《旧事業名》
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
児童手当の支給

現況調査の実施
児童手当の支給

現況調査の実施
児童手当の支給

児童家庭課 事業費（千円） 919,065 916,297 903,097

地 域 子 育 て 支 援 セ ン
ター運営事業

家庭の孤立化を防ぎ、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、親子に
こにこ広場、子育て講
座、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、子育
て支援ネットワーク事
業の実施

みんなの広場、親子に
こにこ広場、子育て講
座、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、子育
て支援ネットワーク事
業の実施

みんなの広場、親子に
こにこ広場、子育て講
座、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、子育
て支援ネットワーク事
業の実施

子育て支援センター 事業費（千円） 12,836 13,191 13,191

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。

手作りおもちゃの製作
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

手作りおもちゃの製作
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

手作りおもちゃの製作
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

子育て支援センター 事業費（千円） 147 150 150

年度計画

・輪厚保育館改修事業（7,236千円）

○平成24年度で終了した事業（事業費）

・保育所緊急整備事業（39,450千円）

○2013推進計画において事業名を変更した事業

　・子どものための手当支給事業（変更前）　⇒　児童手当支給事業（変更後）

事業内容

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 271,051 270,945 270,945

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。
ひとり親家庭の経済的自立を図るた
め、母子家庭の母又は父子家庭の父の
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。
母子家庭の母又は父子家庭の父の経済
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） 15,806 9,804 6,320

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。
また、DV被害者に関する相談支援を行
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） 2,608 2,589 2,589

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【新規】

子どもの権利擁護事業

子どもの権利を擁護するため、侵害さ
れた子どもの権利回復のための救済委
員会や、子どもの権利推進計画や子ど
もの権利に関する施策を審議する権利
推進委員会を運営するとともに、子ど
もの権利に関する広報啓発活動を実施
する。

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員
会の運営
子どもの権利に関する
広報啓発活動

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員
会の運営
子どもの権利に関する
広報啓発活動

救済委員会の運営
子どもの権利推進委員
会の運営
子どもの権利に関する
広報啓発活動

児童家庭課 事業費（千円） 3,826 3,739 4,048

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。

新たな児童館の建設、
開設準備

≪H25で事業終了≫

0 0

児童家庭課 事業費（千円） 6,902 　 　

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
要保護児童対策協議会
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
要保護児童対策協議会
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
要保護児童対策協議会
の開催

児童家庭課 事業費（千円） 5,380 5,277 5,277

年度計画

年度計画

【施策2　ひとり親家庭への支援】

【施策3　児童の健全育成】

事業内容

事業内容

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【拡大】

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。

児童発達支援・放課後
等デイサービス事業、
発達相談の実施
地域への支援
【拡大】
こども相談支援事業の
実施

児童発達支援・放課後
等デイサービス事業、
こども相談支援事業、
発達相談の実施
地域への支援

児童発達支援・放課後
等デイサービス事業、
こども相談支援事業、
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） 9,699 12,461 12,461

【施策4　療育指導の充実】

年度計画
事業内容

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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 27,097 27,109 27,109

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） 7,780 8,559 8,987

障がい福祉サービス等
事業

《旧事業名》
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。

ヘルパーによる介護、
児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・
創作活動などの障がい
福祉サービス等の提供
ガ イ ド ブ ッ ク の 発 行
（隔年）

ヘルパーによる介護、
児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・
創作活動などの障がい
福祉サービス等の提供

ヘルパーによる介護、
児童の療育、施設や事
業所での就労・作業・
創作活動などの障がい
福祉サービス等の提供
ガ イ ド ブ ッ ク の 発 行
（隔年）

福祉課 事業費（千円） 1,174,524 1,410,390 1,597,579

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） 24,797 24,628 24,628

年度計画

●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

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

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

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

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【拡大】

自立支援医療給付事業
（更生医療・育成医
療）

《旧事業名》
障がい者更生医療給付
事業

身体障がい児・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
【拡大】
権限移譲により育成医
療給付が追加

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） 41,274 47,200 49,606

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） 59,258 60,138 62,969

障がい者相談支援事業

障がい児・者が自立した生活を営むこ
とができるよう、障がい児・者、保護
者または介護者に対して生活・就労支
援、権利擁護（成年後見制度利用や障
がい者虐待）に関する相談支援などを
行う。
障がい者自立支援協議会において、相
談支援事業の運営や、関係機関による
ネットワークの構築等に関する協議を
行う。

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
ビス調整等の実施
自立支援協議会の開催

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
ビス調整等の実施
自立支援協議会の開催

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
ビス調整等の実施
自立支援協議会の開催

福祉課 事業費（千円） 33,440 33,603 33,603

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や自
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） 16,891 17,865 19,028

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。
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
者や朗読・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
者や朗読・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
者や朗読・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） 5,230 5,345 5,345

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。

0
障がい者福祉計画・障
がい福祉計画の策定

0

福祉課 事業費（千円） 　 2,873 　

事業内容
年度計画

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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） 510 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 動 作 検 証
後、新システムに移行

≪H25で事業終了≫

0 0

福祉課 事業費（千円） 0 　 　

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。

タクシー券または自動
車燃料券を交付

タクシー券または自動
車燃料券を交付

タクシー券または自動
車燃料券を交付

福祉課 事業費（千円） 14,166 15,157 15,292

障がい者雇用創出事業

「障害者の雇用の促進等に関する法
律」の趣旨に基づき、障がいのある方
が自立して健やかに暮らせるように支
援するため、就労に必要な知識・能力
を習得することができるよう、その意
欲や能力に応じた就労の場を提供す
る。

障がいのある方を対象
に 市 職 員 と し て 採 用
（臨時職員1名、非常勤
職員4名）

障がいのある方を対象
に 市 職 員 と し て 採 用
（臨時職員1名、非常勤
職員5名）

障がいのある方を対象
に 市 職 員 と し て 採 用
（臨時職員1名、非常勤
職員6名）

職員課 事業費（千円） 9,089 11,172 13,101

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） 2,726 2,977 3,154

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） 26,440 30,506 31,767

年度計画

【施策２　社会参加の促進】

事業内容

事業内容

○2013推進計画において事業名を変更した事業

　・障がい者介護・訓練等給付事業（変更前）　⇒　障がい福祉サービス等事業（変更後）

　・障がい者更生医療給付事業（変更前）　⇒　自立支援医療給付事業（更生医療・育成医療）（変更後）

年度計画

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

障がい者施設開放等支
援事業

《旧事業名》
心身障がい児・者通所
施設運営支援事業

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。

長 期 休 暇 時 の 障 が い
児・者の日中活動への
助成

長 期 休 暇 時 の 障 が い
児・者の日中活動への
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） 909 909 909

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

年度計画

○2013推進計画において事業名を変更した事業

　・心身障がい児・者通所施設運営支援事業（変更前）　⇒　障がい者施設開放等支援事業（変更後）

事業内容

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

【新規】

介護支援ボランティア
事業

〔介護会計〕

高齢者の生きがいづくりや介護予防、
社会参加を図るため、ボランティア活
動を通じた地域貢献をすることを奨励
するとともに、「介護支援ボランティ
ア制度」を実施する。

制度設計（活動団体意
向調査・事例研究・ボ
ランティアポイント管
理機関、活動施設）

ボランティア登録事前
研 修 会 開 催 、 ボ ラ ン
ティア登録、ポイント
手帳交付、ポイント活
用申請受付・交付

ボランティア登録事前
研 修 会 開 催 、 ボ ラ ン
ティア登録、ポイント
手帳交付、ポイント活
用申請受付・交付

高齢者支援課 事業費（千円） 0 446 430

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） 700 1,150 1,600

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。
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） 4,893 5,351 5,351

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

0

高齢者支援課 事業費（千円） 3,303 3,623 　

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。
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
老人クラブや構成員が
概ね65歳以上で組織さ
れるボランティア団体
等に対して保健師によ
る健康講話や血圧測定
等を実施

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配付
老人クラブや構成員が
概ね65歳以上で組織さ
れるボランティア団体
等に対して保健師によ
る健康講話や血圧測定
等を実施

65歳以上の市民に温泉
入浴助成券を配付
老人クラブや構成員が
概ね65歳以上で組織さ
れるボランティア団体
等に対して保健師によ
る健康講話や血圧測定
等を実施

高齢者支援課 事業費（千円） 10,351 13,347 13,947

●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
年度計画

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

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） 489 498 498

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。
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） 3,792 3,310 3,310

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。
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 、 脳 の 健 康 教
室、出前講座の開催
生活講座、健康運動教
室の実施

要介護状態防止の啓発
講 演 会 、 脳 の 健 康 教
室、出前講座の開催
生活講座、健康運動教
室の実施

要介護状態防止の啓発
講 演 会 、 脳 の 健 康 教
室、出前講座の開催
生活講座、健康運動教
室の実施

高齢者支援課 事業費（千円） 18,451 18,977 18,977

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。
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、口腔ケ
ア、健康運動教室、水
中 運 動 教 室 、 訪 問 指
導、生きがいデイサー
ビスの実施

機能訓練教室、口腔ケ
ア、健康運動教室、水
中 運 動 教 室 、 訪 問 指
導、生きがいデイサー
ビスの実施

機能訓練教室、口腔ケ
ア、健康運動教室、水
中 運 動 教 室 、 訪 問 指
導、生きがいデイサー
ビスの実施

高齢者支援課 事業費（千円） 17,616 19,444 19,873

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

事業内容

【施策２　介護予防と自立の支援】

事業内容
年度計画

年度計画

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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

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。
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） 10,508 10,931 11,422

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

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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、除
雪 ・ 配 食 ・ 訪 問 理 容
サービスの実施
緊急通報装置の設置
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、除
雪 ・ 配 食 ・ 訪 問 理 容
サービスの実施
緊急通報装置の設置
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、除
雪 ・ 配 食 ・ 訪 問 理 容
サービスの実施
緊急通報装置の設置
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） 33,350 36,729 36,853

【施策３　介護サービスの充実】

事業内容

事業内容
年度計画

【施策４　地域支援体制の推進】

年度計画

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。

地域たすけあい会議全
体会、地域たすけあい
会議連絡会議の開催
各地区地域たすけあい
会議の支援

地域たすけあい会議全
体会、地域たすけあい
会議連絡会議の開催
各地区地域たすけあい
会議の支援

地域たすけあい会議全
体会、地域たすけあい
会議連絡会議の開催
各地区地域たすけあい
会議の支援

高齢者支援課 事業費（千円） 108 108 108

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） 12,138 10,013 10,013

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） 55,163 57,798 57,798

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
高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催
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
高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催
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
高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催
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） 252 259 266

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。

認知症高齢者支え合い
員コーディネータ―、
嘱託医の配置
認知症サポーター養成
講座等の開催
認知症支え合い員の派
遣

認知症高齢者支え合い
員コーディネータ―、
嘱託医の配置
認知症サポーター養成
講座等の開催
認知症支え合い員の派
遣

認知症高齢者支え合い
員コーディネータ―、
嘱託医の配置
認知症サポーター養成
講座等の開催
認知症支え合い員の派
遣

高齢者支援課 事業費（千円） 10,244 10,582 10,839

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
相談の実施
成年後見制度の申立て
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
相談の実施
成年後見制度の申立て
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
相談の実施
成年後見制度の申立て
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） 966 3,850 3,886

年度計画
事業内容

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

住宅支援給付事業

《旧事業名》
住宅手当緊急特別措置
事業

国の離職者に対する支援対策の一環と
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最長
9か月間給付する。

受給対象者に支給
受給対象者に支給

≪H26で事業終了≫
0

福祉課 事業費（千円） 1,688 514 　

生活保護費等支給事業

《旧事業名》
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。
永住帰国した中国残留邦人等の支援の
ため、支援給付を行う。

生活保護費及び中国残
留邦人等支援給付費の
支給

生活保護費及び中国残
留邦人等支援給付費の
支給

生活保護費及び中国残
留邦人等支援給付費の
支給

福祉課 事業費（千円） 1,050,703 1,110,958 1,144,906

事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27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。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

国保医療課 事業費（千円） 153,207 158,062 162,627

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。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

国保医療課 事業費（千円） 31,651 35,854 39,583

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。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

国保医療課 事業費（千円） 134,441 155,224 164,362

【新規】

未熟児養育医療給付事
業

乳児の育成及び母子保健の向上を図る
ため、未熟児で出生し、医師が入院養
育の必要を認めた乳児に対し、養育医
療を給付する。

保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成 保険対象の医療費助成

国保医療課 事業費（千円） 3,824 5,549 5,549

【施策２　医療援護の推進】

　・生活保護費支給事業（変更前）　⇒　生活保護費等支給事業（変更後）

年度計画

●第６節　社会保障制度の充実

【施策１　低所得者援護の充実】

年度計画
事業内容

事業内容

○2013推進計画において事業名を変更した事業

　・住宅手当緊急特別措置事業（変更前）　⇒　住宅支援給付事業（変更後）

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

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

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

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

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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事業名

（担当課） 平成25年度 平成26年度 平成27年度

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） 970 970 970

事業内容
年度計画

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

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

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

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

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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