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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

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

健康教室、健康情報展、出
前健康講座、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に参加
ウォーキングマップ増刷

健康教室、健康情報展、出
前健康講座、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に参加

施策４　国民健康保険事業の適正な運営

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

健康づくり啓発事業

〔一般会計〕

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、出
前健康講座、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に参加

【継続事業】

【施策１　健康づくりの推進】

3,107

施策３　医療体制の充実

健康推進課 事業費（千円） 502 503892

3,1073,107事業費（千円）健康推進課

【継続事業】

〔一般会計〕

生活習慣病予防事
業

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

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。
がん検診や結核検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。

2,669 152

【継続事業】

心身の健康増進と豊かな人間関係の形成
に向けて、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。
食育推進計画の策定及び進行管理を行う
食育推進懇談会を開催する。

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育講演会の開催
食育推進計画（第2次）策
定

食育講演会の開催
食育推進懇談会の開催

食育推進事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 149

【継続事業】

妊婦、乳幼児から高齢者まで全ての市民
が心身ともにいきいきとした生活を送るこ
とを目指し、生涯を通じた健康づくりを図る
ための指針となる健康づくり計画の策定
及び進行管理を行う。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理、必要に
応じた中間年度の見直し
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

健康づくり計画策定
事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 0 0 663
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

28,320

117,724

17,438 17,491

各種がん検診などの実施
特定年齢の節目検診（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

各種がん検診などの実施
特定年齢の節目検診（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

がん検診推進事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 37,839 47,839 47,839

【継続事業】
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発
行
母子保健推進員活動
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発
行
母子保健推進員活動
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発
行
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会、両親コースの開催

妊産婦保健推進事
業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 28,615 28,320

【施策２　保健予防の推進】

【継続事業】 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

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

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

乳幼児保健推進事
業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 17,025

【継続事業】

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
（四種混合、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、小児肺炎球
菌、水痘、成人用肺炎球
菌）

定期予防接種の実施
（四種混合、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、小児肺炎球
菌、水痘、成人用肺炎球
菌）

定期予防接種の実施
（四種混合、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、小児肺炎球
菌、水痘、成人用肺炎球
菌）

予防接種推進事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 91,595 117,995

【継続事業】

早期発見を図るために、胃がん・肺がん・
大腸がん・子宮頸がん・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。

各種がん検診などの実施
特定年齢の節目検診（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

【新規事業】

永久歯のむし歯予防、歯と口腔の健康保
持増進を目的に、市立保育園の4・5歳の
園児および市立小学校の児童を対象に
フッ化物洗口を実施する。

フッ化物洗口に関する協議
会、保護者説明会の開催
研修等の実施

フッ化物洗口に関する協議
会の開催
保育園、小学校でのフッ化
物洗口の実施

フッ化物洗口に関する協議
会の開催
保育園、小学校でのフッ化
物洗口の実施

フッ化物洗口推進事
業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 16 3,239 2,029

212 212

【継続事業】

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

エキノコックス症予
防対策事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 221

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

整備に向けた検討 整備に向けた検討

北広島市夜間急病
センター整備事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 0

【継続事業】

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
宅当番医制による24時間
急病医療体制の運営
救急医療啓発普及
休日の歯科救急の実施

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

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

救急医療推進事業

〔一般会計〕

健康推進課 事業費（千円） 119,383 122,777

北広島市夜間急病センターは、昭和56年2
月に建築された福祉センターに併設され
てから33年間が経過しており、老朽化によ
る福祉センター大規模改修工事に合わ
せ、整備を行う。

131,957

整備に向けた検討

【継続事業】

保険税の歳入確保のため、滞納者への的
確な納付指導のほか、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
更新に係る窓口相談、保
険証更新時期に休日、夜
間の窓口相談、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
更新に係る窓口相談、保
険証更新時期に休日、夜
間の窓口相談、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
更新に係る窓口相談、保
険証更新時期に休日、夜
間の窓口相談、財産調査、
滞納処分、インターネット公
売の実施

保険税収納率向上
対策事業

〔国保会計〕

保険年金課 事業費（千円） 10,338 10,337 10,337

0 0

【施策４　国民健康保険事業の適正な運営】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【新規事業】

保険年金課 事業費（千円） 5,513

【継続事業】

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。

医療費適正化対策
事業

〔国保会計〕

保険年金課 事業費（千円） 17,638 17,746

医療費適正化対策
事業

17,746

〔国保会計〕

0 6,225

【拡大事業】

健康保持の増進、生活の質の向上のた
め、国保データベースシステムや医療費
分析資料等を活用し、データ分析に基づく
データヘルス計画を策定する。

第1期データヘルス計画の
策定

計画の進行管理
第2期データヘルス計画の
策定

【施策３　医療体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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【継続事業】
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
険者に対して実施する。
また、この健診結果から、特定保健指導
や重症化予防のための特定保健指導対
象者への二次健診、国保30歳代健診を実
施する。

特定健康診査・特定保健
指導の実施
二次健診、国保30歳代健
診実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施
二次健診、国保30歳代健
診実施

特定健康診査・特定保健
指導の実施
二次健診、国保30歳代健
診実施

特定健康診査・特定
保健指導事業

〔国保会計〕

健康推進課
保険年金課

事業費（千円） 61,191 76,955 82,935

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【継続事業】 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、
肺炎球菌感染症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、肺炎球菌
感染症予防接種事業等を
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、肺炎球菌
感染症予防接種事業等を
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、肺炎球菌
感染症予防接種事業等を
支援

保健衛生推進支援
事業

〔国保会計〕

保険年金課 事業費（千円） 9,117

【拡大事業】

疾病の早期発見、早期治療及び生活習慣
の改善を図るため、重症化予防、重複受
診者への保健指導、受診率向上対策等を
実施する。

特定・がん同時検診無料
実施(55歳到達者)、啓発用
のぼり等作成、未受診者ハ
ガキ勧奨、糖尿病重症化
予防、重複受診者への保
健指導

特定・がん同時検診無料
実施(55歳到達者)

特定・がん同時検診無料
実施(55歳到達者)、啓発用
のぼり等作成、未受診者ハ
ガキ勧奨、糖尿病重症化
予防、重複受診者への保
健指導

特定健康診査・特定
保健指導事業

〔国保会計〕

健康推進課
保険年金課

事業費（千円） 3,514 520

9,147 9,147

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

3,605
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【継続事業】

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

社会福祉等団体活
動支援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 72,483 68,109 65,593

施策２　地域福祉活動の推進

施策３　福祉環境の充実

【施策１　地域福祉推進体制の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度

1,740

【継続事業】

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、地域福祉計画を策定する。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理、必要に
応じた中間年度の見直し
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

地域福祉計画策定
事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 0

【継続事業】
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

保健福祉諸計画の策定、
見直し
検討委員会の開催

保健福祉諸計画推
進事業

〔一般会計〕

福祉課

【継続事業】

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

福祉バス運行事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 14,897 15,812 15,724

平成２７年度 平成２９年度

第２節　地域福祉の推進 施策１　地域福祉推進体制の充実

0 663

事業費（千円） 349 349

平成２８年度

平成２８年度 平成２９年度

【施策２　地域福祉活動の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画
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年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【施策３　福祉環境の充実】

0

【継続事業】

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≫

社会福祉施設整備
支援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 0

【継続事業】

建築後34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。

改修に向けた検討 改修に向けた検討 改修に向けた検討

福祉センター大規模
改修事業

〔一般会計〕

子育て支援室
こども発達支援ｾﾝﾀｰ

事業費（千円） 0 0

【継続事業】

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

老人福祉施設整備
支援事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 9,003 8,859 8,714

0 0

0

【継続事業】

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
護事務所（2ヶ所）及び小規
模多機能型居宅介護事務
所を設置した事業者に施
設整備費を助成する。

《助成対象法人なし》 《助成対象法人なし》

公的介護施設等整
備支援事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 162,442 0

事業名
（担当課）

事業内容

-23-



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【継続事業】

「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。

子ども・子育て会議の実施 子ども・子育て会議の実施 子ども・子育て会議の実施

子ども・子育て支援
プラン推進事業
《旧事業名》
子ども・子育て支援
事業計画策定事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 344

【継続事業】

子育て支援のため、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。

子ども・子育てサービス利
用者支援事業に統合
《平成26年度終了》

子育てガイドブック
作成事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円）

343 343

992

【継続事業】

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。

受入先市町村または私立
認可保育園運営法人に対
し保育に係る経費を負担

受入先市町村または私立
認可保育園運営法人に対
し保育に係る経費を負担

受入先市町村または私立
認可保育園運営法人に対
し保育に係る経費を負担

広域入所児童委託
事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 2,217

【継続事業】

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、母子生活支援
施設への入所措置

助産施設、母子生活支援
施設への入所措置

助産施設、母子生活支援
施設への入所措置

児童福祉施設入所
措置事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 892 992

【継続事業】

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。

市内に認可外保育園なし
《平成26年度終了》

認可外保育園運営
費支援事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円）

1,881 1,881

施策２　ひとり親家庭への支援

第３節　子育て支援の充実 施策１　子育て環境の充実

施策３　児童の健全育成

施策４　療育指導の充実

【施策１　子育て環境の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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422

【継続事業】

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、園行事招待な
どの実施

観劇観賞・動物園遠足、
施設訪問、園行事招待な
どの実施

観劇観賞・動物園遠足、
施設訪問、園行事招待な
どの実施

保育園地域活動事
業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 566 568

【継続事業】

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

病児緊急預かり事
業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 1,868 1,890 1,890

450 450

【継続事業】

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

子育て短期支援事
業
《旧事業名》
子育て支援短期利
用事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課

400

【継続事業】
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。

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習
会の開催
合同交流会の開催

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習
会の開催
合同交流会の開催

協力会員講習会の開催
協力会員スキルアップ講習
会の開催
合同交流会の開催

ファミリーサポートセ
ンター事業

〔一般会計〕

子育て支援室
地域子育て支援ｾﾝﾀｰ

事業費（千円） 3,316

【拡大事業】

現在実施している病児緊急預かり事業の
対象者のうち、ひとり親、市民税非課税世
帯及び生活保護世帯に対して支援を行
う。

ひとり親、市民税非課税世
帯及び生活保護世帯に対
する支援

ひとり親、市民税非課税世
帯及び生活保護世帯に対
する支援

ひとり親、市民税非課税世
帯及び生活保護世帯に対
する支援

病児緊急預かり事
業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 400

【継続事業】

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。

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設給付
事業
《旧事業名》
私立認可保育園運
営費支弁事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 462,016 480,999 480,999

568

事業費（千円）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

3,396 3,396

400
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【拡大事業】

平成27年度以降に教育・保育施設運営に
新規参入する民間法人に対して、運営費
を給付する。

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設の運営費を
給付

教育・保育施設給付
事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 83,095 135,942

事業名
（担当課）

事業内容

【拡大事業】

児童の良好な保育環境を確保するため、
平成27年度以降に新規参入する認可保
育園及び小規模保育事業所等に対して、
運営費を支援する。

認可保育園、小規模保育
事業所 への支援

認可保育園、小規模保育
事業所、認定こども園（保
育部分）への支援

認可保育園、小規模保育
事業所、認定こども園（保
育部分）への支援

私立認可保育所等
運営費支援事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 15,390 24,134 24,134

93,076 93,076

【継続事業】

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

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

私立認可保育所等
運営費支援事業
《旧事業名》
私立認可保育園運
営費支援事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課

【継続事業】

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、統廃合、私立保育
所等の活性化について検
討

民営化、統廃合、私立保育
所等の活性化について検
討

民営化、統廃合、私立保育
所等の活性化について検
討

保育園民営化・活性
化事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 0

【継続事業】
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

保育園一時預かり
事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 6,501 5,753

【継続事業】

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

児童手当支給事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 881,565 893,200 893,200

0

135,942

事業費（千円） 86,390

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

0

5,753
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〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 4,500 4,500

【新規事業】

私立幼稚園が認定こども園へ移行するに
あたり保育部門を増改築することから、増
改築に係る費用の一部を補助する。

認定子ども園へ移行する
幼稚園に対し、改築経費を
補助
《平成27年度終了》

保育所緊急整備事
業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円）
Ｈ26繰越分
Ｈ27予算分
合計

67,350
0

67,350

14,381 14,381

4,500

【継続事業】

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
子育て相談、出前みんなの
広場、近隣市子育て支援
者交流会
子育て支援ランド実施
子育て支援ネットワーク事
業

みんなの広場
親子にこにこ広場
子育て講座
子育て相談
出前みんなの広場
近隣市子育て支援者交流
会
子育て支援ランド実施
子育て支援ネットワーク事
業

みんなの広場
親子にこにこ広場
子育て講座
子育て相談
出前みんなの広場
近隣市子育て支援者交流
会
子育て支援ランド実施
子育て支援ネットワーク事
業

地域子育て支援セン
ター運営事業

〔一般会計〕

子育て支援室
地域子育て支援ｾﾝﾀｰ

事業費（千円） 13,936

【新規事業】

施設型給付へ移行する幼稚園が行う「一
時預かり事業」に対し、費用の一部を補助
する。

幼稚園での一時預かりを
実施

幼稚園での一時預かりを
実施

幼稚園での一時預かりを
実施

幼稚園一時預かり
事業

【新規事業】

教育・保育施設や子育て支援関連事業の
情報を集約し、それらの利用を希望する保
護者に、情報提供や関係機関との連絡調
整を行う。

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知
子育てガイドブック作成・配
布

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知
子育てガイドブック配布

子育て家庭への個別情報
提供と相談助言、関係機関
等の連絡調整、制度の周
知
子育てガイドブック作成・配
布

子ども・子育てサー
ビス利用者支援事
業

〔一般会計〕

子育て支援室
地域子育て支援ｾﾝﾀｰ

事業費（千円） 3,347 3,339

【継続事業】

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
んの料理作り・講座での託
児
親子遊びのサポート
各種行事の支援
スキルアップ講習会

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
んの料理作り・講座での託
児
親子遊びのサポート
各種行事の支援
スキルアップ講習会

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
んの料理作り・講座での託
児
親子遊びのサポート
各種行事の支援
スキルアップ講習会

シルバー子育てサ
ポート事業

〔一般会計〕

子育て支援室
地域子育て支援ｾﾝﾀｰ

事業費（千円） 140 141 141

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

3,339
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【継続事業】 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、高等職業
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職
業訓練給付金を支給

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職
業訓練給付金を支給

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職
業訓練給付金を支給

ひとり親家庭支援事
業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 7,560 7,880 7,730

269,616 269,616

【継続事業】

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

児童扶養手当支給
事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課

【継続事業】
母子・父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・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援員によ
る各種相談の実施

母子・父子自立支援
相談事業
《旧事業名》
母子自立支援相談
事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 2,577 2,594

【施策２　ひとり親家庭への支援】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

2,594

事業費（千円） 255,807
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事業費（千円） 4,115

【施策３　児童の健全育成】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

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。

未整備地区への設置につ
いての検討

未整備地区への設置につ
いての検討

未整備地区への設置につ
いての検討

児童館整備事業

〔一般会計〕

子育て支援室保育課 事業費（千円） 0 0 0

4,144 4,430

【継続事業】

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
子どもの権利推進計画の
更新

子どもの権利擁護
事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課

5,232

【新規事業】

平成27年度北海道里親研修大会及び全
国里親会北海道地区里親研修大会が本
市で開催されるため、共催するとともに実
行委員として参加し、大会の開催を支援す
る。

大会の支援
《平成27年度終了》

北海道里親研修大
会・全国里親会北海
道地区里親研修大
会支援事

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 109

【継続事業】
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、家庭児童相談員によ
る児童の虐待や養育問題など家庭だけで
は解決できない問題等への専門的相談支
援や指導、児童虐待防止の広報・啓発活
動、要保護児童対策地域協議会の運営に
よる要保護児童等への支援などを行う。

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

家庭児童相談室運
営事業

〔一般会計〕

子育て支援室児童家庭課 事業費（千円） 5,263 5,232

【継続事業】

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。

通所支援、こども相談支
援、保育所等訪問支援の
実施

通所支援、こども相談支
援、保育所等訪問支援の
実施

通所支援、こども相談支
援、保育所等訪問支援の
実施

こども発達支援事業

〔一般会計〕

子育て支援室
こども発達支援ｾﾝﾀｰ

事業費（千円） 14,443 12,188 12,188

【施策４　療育指導の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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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

【施策１　地域生活支援の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

400

1,582,272

24,000

【継続事業】

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

障がい者自動車運
転免許取得・改造事
業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 200 400

【継続事業】

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

移送サービス事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 7,487 7,629 7,629

24,097 24,097

【継続事業】

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

障がい者地域活動
支援センター事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円）

23,935

【継続事業】
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の実
施、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

ヘルパーによる介護の実
施、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の実
施、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
新障がい福祉システムの
構築・動作検証等

障がい福祉サービス
等事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 1,334,672 1,479,353

25,180 25,180

【継続事業】

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

障がい者補装具支
給事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円）
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

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。

（更生医療）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・支払決
定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

（更生医療）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・支払決
定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

（更生医療）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・支払決
定
（育成医療）申請の審査、
支給の認定、診療報酬の
審査・支払い決定

自立支援医療給付
事業（更生医療・育
成医療）

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 32,817 43,070 45,526

60,266

【拡大事業】

重症心身障がい児・者へのサービス充実
のため、訪問入浴サービスの創設や、日
中一時支援事業の報酬単価の見直しを行
う。

訪問入浴サービスの実施
日中一時支援報酬単価の
見直し

訪問入浴サービスの実施 訪問入浴サービスの実施

障がい者地域生活
支援給付事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 12,666

【継続事業】

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

障がい者地域生活
支援給付事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 55,032 58,414

【継続事業】
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

障がい者相談支援
事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 33,965 33,471 33,471

15,060 15,060

23,019

【継続事業】

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。
手話奉仕員等の養成講座を実施する。

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
手話奉仕員等の養成講座
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

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
手話奉仕員等の養成講座
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

意思疎通支援者（手話通
訳・要約筆記）の派遣
手話奉仕員等の養成講座
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

障がい者コミュニ
ケーション支援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 5,516

【継続事業】

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

障がい者日常生活
用具給付等事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 18,369 21,974

5,828 5,828
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事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

3,159

【施策２　社会参加の促進】
事業名

（担当課）

【継続事業】

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。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

障がい者福祉計画・障がい
福祉計画の策定

障がい者福祉計画・
障がい福祉計画策
定事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 0 0 5,295

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

510

【継続事業】

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

障がい者等交通費
助成事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 14,078

【継続事業】
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

障がい者医療的ケ
ア支援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 340 510

【継続事業】

「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。

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用

障がいのある方を市の臨
時職員として1名、非常勤
職員として5名採用

障がい者雇用創出
事業

〔一般会計〕

職員課 事業費（千円） 11,071 11,239 11,239

14,092 14,092

【継続事業】

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

精神障がい者社会
復帰訓練通所交通
費助成事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 3,153 3,159

【継続事業】

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。

《平成26年度終了》

障がい者福祉電算
システム更新・改修
事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円）
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

714

27,734

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

障がい者団体活動
支援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 714

【継続事業】

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

障がい者施設開放
等支援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 923 923 923

29,447 30,557

【継続事業】

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

特別障害者手当等
支給事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円）

【新規事業】

平成27年度北海道手をつなぐ育成会全道
大会北広島大会が本市で開催されるた
め、共催により大会に参画するとともに、
大会の開催を支援する。

大会の支援
《平成27年度終了》

北海道手をつなぐ育
成会全道大会支援
事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 500

【継続事業】

714
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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

【継続事業】

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。

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

ボランティア登録研修会開
催
ボランティア登録、ポイント
手帳交付、更新
活動調整
ポイント交換申請受付・交
付

介護支援ボランティ
ア事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 786 1,121 1,328

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

【施策１　生きがいと社会参加の促進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

5,577

1,598

【継続事業】

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

長寿祝福事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 825 1,083

【継続事業】

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・介護保険事業
計画を策定する。

計画の進行管理
《第1章・第2節・施策1　保
健福祉諸計画推進事業に
おいて実施》

高齢者保健福祉計画・第7
期介護保険事業計画の事
前調査

高齢者保健福祉計画・第7
期介護保険事業計画の策
定

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〕

高齢者支援課 事業費（千円） 0 3,886 4,480

5,589 5,589

【継続事業】
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。
高齢者の引きこもり防止や気軽に交流で
きる「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

ミニデイサービス支
援事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円）

【継続事業】

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、
健康講話や血管年齢測定
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、
健康講話や血管年齢測定
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、
健康講話や血管年齢測定
等を実施

ふれあい温泉事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 10,541 12,641 13,241
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【施策２　介護予防と自立の支援】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

20,403事業費（千円）

21,142

事業費（千円）

事業費（千円） 19,411

介護予防住宅改修
事業

〔介護会計〕

高齢者支援課

645

【継続事業】

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。

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ連合会に事業
費等を助成

老人クラブ活動支援
事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 3,622 3,202 3,202

645 645

【継続事業】

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

高齢者サービスガイ
ド作成事業

〔一般会計〕

高齢者支援課

【継続事業】 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。
60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

介護予防推進事業

〔介護会計〕

高齢者支援課

【継続事業】

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。

機能訓練教室の実施
口腔ケア事業の実施
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
口腔ケア事業の実施
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
口腔ケア事業の実施
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

二次介護予防事業

〔介護会計〕

高齢者支援課

【継続事業】

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二次介護予
防事業対象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

事業費（千円） 450 450

20,629 20,403

450

20,320
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【施策３　介護サービスの充実】
事業名

（担当課）
事業内容

【継続事業】

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手数
料

理由書作成に対する手数
料

理由書作成に対する手数
料

住宅改修介護サー
ビス事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 220

【継続事業】

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負
担

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護サービス連絡協議会
の研修等への講師料を負
担

介護従事者フォロー
アップ研修事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 250 250 250

【継続事業】
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

家族介護支援事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 12,977 13,938 14,401

【継続事業】 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

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

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

介護サービス利用
者負担額軽減事業

〔一般会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 453 464 464

300 300

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
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【施策４　地域支援体制の推進】

平成２９年度

【継続事業】

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

高齢者支援サービ
ス事業

〔一般会計〕

高齢者支援課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２７年度 平成２８年度

【拡大事業】

地域包括ケアシステムの普及啓発を行う
ため、広報への特集記事の掲載やパンフ
レットの配布、出前講座などを実施する。

地域包括ケアシステム普
及啓発（広報で特集記事、
パンフレットの配布など）

地域包括ケアシステム普
及啓発（広報で特集記事、
パンフレットの配布など）

地域包括ケアシステム普
及啓発（広報で特集記事、
パンフレットの配布など）

地域包括ケア推進
事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 938 384

【継続事業】
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、地区
高齢者支援センターによる地域たすけあ
い会議を開催する。
各地区の地域たすけあい会議構成員の知
識向上、情報交換、啓発活動のため、市
による全体会を開催する。

地域たすけあい会議全体
会の開催
地域たすけあい会議運営
推進会議の開催
各地区の地域たすけあい
会議支援

地域たすけあい会議全体
会の開催
地域たすけあい会議運営
推進会議の開催
各地区の地域たすけあい
会議支援

地域たすけあい会議全体
会の開催
地域たすけあい会議運営
推進会議の開催
各地区の地域たすけあい
会議支援

地域包括ケア推進
事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 150 150 150

【継続事業】

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
予防プラン作成担当者の
増員

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

地域包括支援セン
ター運営事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 56,245 55,304 55,304

【継続事業】

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
総合相談窓口の周知のた
めのチラシ配布
相談業務にあたる技術の
スキルアップ
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
総合相談窓口の周知のた
めのチラシ配布
相談業務にあたる技術の
スキルアップ
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
総合相談窓口の周知のた
めのチラシ配布
相談業務にあたる技術の
スキルアップ
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

高齢者総合相談支
援事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 13,650

【継続事業】

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
ネットワーク事業の運営
（高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催）
研修等によるスキルアップ
周知活動（出前講座・パン
フレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待等の相談の実
施
ネットワーク事業の運営
（高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催）
研修等によるスキルアップ
周知活動（出前講座・パン
フレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待等の相談の実
施
ネットワーク事業の運営
（高齢者虐待防止事業推
進連絡会議の開催）
研修等によるスキルアップ
周知活動（出前講座・パン
フレットによる相談窓口の
周知等）

高齢者虐待防止ネッ
トワーク事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 141 141 141

12,175 12,175

384

事業費（千円） 31,160 33,729 33,926
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事業名
（担当課）

事業内容

【継続事業】
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通信端末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

認知症支え合い事
業

〔介護会計〕

高齢者支援課

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

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
成年後見制度の市長申立
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
市民後見人養成講座修了
者のフォローアップ

成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見制度の市長申立
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
市民後見人養成講座修了
者のフォローアップ

成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見制度の市長申立
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
市民後見人養成講座修了
者のフォローアップ

成年後見制度利用
支援事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 1,121 1,083

【継続事業】
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―の配置
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―の配置
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―の配置
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

地域支え合い体制
づくり事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 8,322 8,650 8,883

【拡大事業】

市民ニーズや市の特性を踏まえた権利擁
護支援体制の構築を図るとともに、総合的
な支援を実現するための権利擁護支援セ
ンターを設立する。

権利擁護支援センター設
立準備

権利擁護支援センター設
立
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成

権利擁護支援センター運
営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成

権利擁護推進事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 1,148 15,192 15,654

【継続事業】

市民ニーズや市の特性を踏まえた高齢者
や障がい者に係る権利擁護支援体制や、
総合的な支援を実現するための権利擁護
支援センターの設置を推進する。

現状の課題、市民ニーズ
の実態などの把握
支援体制の検討

現状の課題、市民ニーズ
の実態などの把握
支援体制の検討
権利擁護支援体制の構築

権利擁護支援体制の構築

権利擁護推進事業

〔介護会計〕

高齢者支援課 事業費（千円） 0 0 0

1,083

事業費（千円） 273 273 273
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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

【施策１　低所得者援護の充実】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【新規事業】

生活困窮者自立支援法に基づき、自立相
談支援事業の実施や、住居確保給付金を
支給する。

自立相談支援事業の実施
住居確保給付金の支給

自立相談支援事業の実施
住居確保給付金の支給

自立相談支援事業の実施
住居確保給付金の支給

生活困窮者自立支
援事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 18,464 18,359 18,359

1,130,484 1,142,002

【継続事業】

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

生活保護費等支給
事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 1,129,132

【継続事業】

離職者に対する国の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
の住宅扶助基準額以内を給付する。

生活困窮者自立支援事業
に統合
《平成26年度終了》

住宅支援給付事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円）

【継続事業】

平成26年4月の消費税率改定に伴い、低
所得者や子育て世帯に与える負担軽減を
図るため、臨時福祉給付金、子育て世帯
臨時特例給付金を給付する。

臨時福祉給付金及び子育
て世帯臨時特例給付金の
給付
《平成27年度終了》

臨時福祉給付金等
給付事業

〔一般会計〕

福祉課 事業費（千円） 117,824
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【施策２　医療援護の推進】
事業名

（担当課）
事業内容

年度計画

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

【継続事業】

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

重度心身障がい者
医療費助成事業

〔一般会計〕

保険年金課 事業費（千円） 156,911 168,590 175,219

【継続事業】

子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

子ども医療費助成
事業

〔一般会計〕

保険年金課 事業費（千円） 166,441 184,960 189,033

38,697 41,429

【継続事業】

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

ひとり親家庭等医療
費助成事業

〔一般会計〕

保険年金課 事業費（千円）

【継続事業】

経済的負担を軽減し、福祉の増進を図る
ため、慢性的な疾患等による定期的かつ
長期的な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

重度心身障がい者
等通院交通費助成
事業

〔一般会計〕

保険年金課 事業費（千円） 1,010

【継続事業】

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

未熟児養育医療給
付事業

〔一般会計〕

保険年金課 事業費（千円） 2,805 3,863

1,093 1,093

3,863

31,597
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