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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
健康講座の実施
健康づくり推進員の養成

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
健康講座の実施
健康づくり推進員の養成
ウォーキングマップ増刷

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

健康づくり啓発事業

[ 一般会計 ]

市民自ら健康づくりに取り組むことができ
るよう、健康づくりに関する知識、方法等
の普及啓発を行うため、健康教室、健康
情報展などを開催する。
健康づくりの大切さを広める健康づくり推
進員の養成および活動支援、ウォーキン
グマップの増刷・改訂、うつ病や自殺予防
について知識啓発を行うこころの健康講
座を開催する。

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
健康講座の実施
健康づくり推進員の養成
ウォーキングマップ改訂

【施策１　健康づくりの推進】

施策３　医療体制の充実

健康推進課 事業費（千円） 875 907449

健康推進課

健康推進課 事業費（千円）

【 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

生活習慣病の予防・悪化防止を図るため
に、病気について正しい知識を持ち日常
の生活習慣を改善することを目的に、脳血
管疾患や心疾患などの重篤な生活習慣病
を予防するための生活習慣病予防教室を
行う。
特定健診を受診し、特定保健指導の対象
外で予防、改善が必要な方に対して成人
健康相談を行う。
がん検診や結核検診の事後指導として精
密検査未受診者へ受診勧奨を行う。

148 148

【 継続事業 】

心身の健康増進と豊かな人間関係の形成
のために、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
ることを目的に、食育に関する講演会及び
食育推進計画の進行管理等を行う食育推
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
食育推進懇談会の開催

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） 124

3,350

【 継続事業 】

【 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
ための指針となる計画である。平成14年
に北広島市健康づくり計画「健康きたひろ
２１」の策定から、第2次～第4次を経て、
平成32年度は第5次を策定する。また平成
29年度は、必要に応じて計画の見直しを
行う。

健康づくり計画策定事業
（第4次）見直し

3,2703,266事業費（千円）

健康づくり計画策定
事業

[ 一般会計 ]

0
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

590 590

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
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
あそび教室の開催
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）

【 拡大事業 】

H30年度に妊婦歯科健診を開始予定とす
る。
妊娠期間中に1回歯科健診を受診できる
受診券を、妊婦一般健康診査受診券と共
に対象者に配布し、市内歯科医医療機関
を受診した場合の健診料を助成する。

妊婦歯科健康診査費用助
成

妊婦歯科健康診査費用助
成

妊産婦保健推進事
業（拡大）

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円）

【 継続事業 】
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。妊婦健診の費用負担を軽減する妊
婦健康診査受診票を発行する。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。

母子手帳交付・父子手帳
配付
妊婦健康診査受診票の配
付
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会の開催
両親コースの開催

母子手帳交付・父子手帳
配付
妊婦健康診査受診票の配
付
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会の開催
両親コースの開催

母子手帳交付・父子手帳
配付
妊婦健康診査受診票の配
付
母子保健推進員活動
マタニティスクール及びクラ
ス会の開催
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） 27,151 28,821

【施策２　保健予防の推進】

19,328 20,628 20,552

28,821

128,554

【 継続事業 】

感染症蔓延防止のため、予防接種を実施
する。

定期予防接種の実施
（４種混合、２種混合、ＢＣ
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、水痘、成人用肺炎球
菌、日本脳炎、Ｂ型肝炎）

定期予防接種の実施
（４種混合、２種混合、ＢＣ
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、水痘、成人用肺炎球
菌、日本脳炎、Ｂ型肝炎）

定期予防接種の実施
（４種混合、２種混合、ＢＣ
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、水痘、成人用肺炎球
菌、日本脳炎、Ｂ型肝炎）

予防接種推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 121,168 128,554

【 継続事業 】
乳幼児の心身の成長発達を促し、保護者
が安心して育児ができるよう乳幼児健診
や赤ちゃん訪問などを行う。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。むし歯予防のためのフッ素塗布の実
施。1歳6か月児健診の事後指導としてあ
そび教室を開催する。

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
出前健康講座

【 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、小学校3年生以上の者を対象
に、血液検査を無料で行う。

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） 239 271 271

45,385 45,385

【 継続事業 】

がんの早期発見・早期治療のため、がん
検診の実施。健康管理のため、３０歳代健
診等の実施。

各種がん検診などの実施
特定の年齢の者を対象とし
た無料クーポン券による節
目検診：子宮頸がん、乳が
ん、肝炎ウイルス）

各種がん検診などの実施
特定の年齢の者を対象とし
た無料クーポン券による節
目検診：子宮頸がん、乳が
ん、肝炎ウイルス）

各種がん検診などの実施
特定の年齢の者を対象とし
た無料クーポン券による節
目検診：子宮頸がん、乳が
ん、肝炎ウイルス）

がん検診推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 39,722

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【 新規事業 】

夜間急病センター、福祉セ
ンター内施設等の移転整
備に向けた検討

夜間急病センター、福祉セ
ンター内施設等の移転整
備に向けた検討

夜間急病センター、
福祉センター内施設
等移転整備事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 0

【 継続事業 】
市民の夜間や休日の急病に対応するた
め、北広島医師会の協力を得て、夜間急
病センターの運営と在宅当番医制により、
毎日24時間体制で市民の安全、安心を図
る。また、休日の歯科救急についても、北
広島市内の歯科医院が加入する千歳歯
科医師会の協力のもと受診体制を図る。

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

救急医療推進事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 129,175 122,153

夜間急病センター並びに子ども発達支援
センター及び社会福祉協議会が入ってい
る福祉センターの施設及び設備の老朽
化、狭あいなどの課題による再整備の必
要性から、社会医療法人即仁会が旧北広
島病院跡地に建設する施設への移転整
備について検討する。生活困窮者自立相
談支援事業所「ぽると」について併せて同
施設への移転を検討する。

121,348

夜間急病センター、福祉セ
ンター内施設等の移転整
備に向けた検討

0 0

【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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

永久歯のむし歯を予防し、歯と口腔の健
康の保持増進を目的に、市立保育園の4
歳児・5歳児および市立小学校1～6年生を
対象にフッ化物洗口を実施する。
フッ化物洗口事業実施協議会にて実施後
の実施状況や体制について協議する。

フッ化物洗口事業実施協
議会
保育園、小学校でのフッ化
物洗口実施

フッ化物洗口事業実施協
議会
保育園、小学校でのフッ化
物洗口実施

フッ化物洗口事業実施協
議会
保育園、小学校でのフッ化
物洗口実施

フッ化物洗口推進事
業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 3,015 3,297 3,297

胃がんや慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍等
の主な原因となるピロリ菌を検査し、保菌
者と判明した者に、早期に除菌治療を行っ
てもらうことで、ピロリ菌による胃の病気を
予防し、将来的な胃がんリスクを抑制する
ことを目的として、中学生を対象としたピロ
リ菌検査を新たに実施する。

中学２年生、３年生を対象
として検査を実施

中学２年生を対象として検
査を実施

ピロリ菌対策事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 1,716

【 新規事業 】

845

【 新規事業 】
妊娠・出産・子育てに関する様々な相談に
応じ、安心して妊娠期から子育て期までを
過ごせるよう、切れ目ない支援を目指す。
保健師等専門職員1名を専任で配置し、相
談業務と各種事業を連携して支援する。
平成30年度は、子育て世代包括支援セン
ターの開設準備期間とし、平成31年度中
に開設とする。

子育て世代包括支援セン
ター開設準備
先進地視察（道内2か所、
道外1か所）
事業･体制の検討

子育て世代包括支援セン
ター開設
非常勤保健師雇用
産後ケア委託
相談室環境整備
関係機関連携会議等開催
支援プラン作成
公用車リース

子育て世代包括支
援センター事業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 541 11,090
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第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【 新規事業 】

安心して子育てができる環境を整備する
ため、小児科の開設に向け、その開設経
費に対する補助制度について検討を行う。

小児科誘致に係る補助制
度の検討

小児科誘致に係る補助制
度の検討

小児科誘致に係る補助制
度の検討

小児科誘致推進事
業

[ 一般会計 ]

健康推進課 事業費（千円） 0 0 0

[ 特別会計 ]

【 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。

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓
口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、
夜間の窓口相談を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓
口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、
夜間の窓口相談を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

コンビニ収納の継続
短期保険証更新に係る窓
口相談の実施(2回)
保険証更新時期に休日、
夜間の窓口相談を予定
財産調査の実施(随時)
滞納処分の実施
インターネット公売の実施

保険税収納率向上
対策事業

[ 特別会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 11,883 11,941 11,941

【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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

医療費適正化を図るため、レセプト点検や
第三者行為(交通事故など)求償事務の実
施、医療費通知業務等の実施及び被保険
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
健診未受診者勧奨、重症
化予防対策の実施
データヘルス計画策定

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
健診未受診者勧奨、重症
化予防対策の実施

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
健診未受診者勧奨、重症
化予防対策の実施

医療費適正化対策
事業

[ 特別会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 32,506 34,758 34,758

【 継続事業 】

健康づくりや健康意識の高揚を図るため、
健康づくり・体力づくりを実施する実行委
員会等への助成を行う。
また、市民を対象としたインフルエンザ予
防接種および肺炎球菌ワクチン予防接種
事業に対し、助成を行い支援する。

健康づくり、体力づくりを推
進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球
菌予防接種事業等を支援

健康づくり、体力づくりを推
進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球
菌予防接種事業等を支援

健康づくり、体力づくりを推
進する団体及び実行委員
会等に補助金を交付
インフルエンザ及び肺炎球
菌予防接種事業等を支援

保健衛生推進支援
事業

[ 特別会計 ]

保険年金課 事業費（千円） 10,065 10,019 10,019

63,503 63,287

【 継続事業 】 第2期特定健診等実施計画に基づき、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・特定保健指導を40歳から74
歳までの被保険者に対し実施し、疾病の
早期発見、早期治療及び生活習慣の改善
を図る。また、平成26年度に改定された
「保健事業の実施等に関する指針」のも
と、医療、健診データを分析して策定する
データヘルス計画に基づき、効果的な事
業展開を図る。

特定健康診査・特定保険
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診実施

特定健康診査・特定保険
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診実施

特定健康診査・特定保険
指導の実施
二次健診（3検査）、国保30
歳代健診実施

保険年金課 事業費（千円） 56,797

特定健康診査・特定
保健指導事業
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【 継続事業 】
社会福祉増進のため各種団体へ補助金・
交付金を交付する。
（１）社会福祉法人北広島市社会福祉協議
会交付金
（２）北広島市民生委員児童委員連絡協議
会交付金
（３）恵庭地区保護司会北広島分区交付金
（４）北広島市遺族会補助金

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） 68,214 67,935 71,622

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２９年度

349

【 継続事業 】
高齢者の生きがいづくりや障がい者の社
会参加、福祉団体の育成を促進し、福祉
の向上を図るため、福祉バスを運行する。
車いす用リフトを備えた市所有の車両１台
（運行管理は委託）と、夏期（５～１０月）増
車用の借上バス（借上バス１日最大２台）
にて運行する。

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） 16,457 17,472 17,425

平成２９年度

【 継続事業 】
災害対策基本法に基づく避難行動要支援
者名簿の整備や避難支援等関係者への
名簿提供等を行うため、住民基本台帳情
報等と連携した名簿管理システムを導入し
て名簿情報を管理し、避難支援等関係者
と連携しながら災害時の避難支援に備え
る。

避難行動要支援者名簿の
更新
システムによる名簿情報の
管理

避難行動要支援者名簿の
更新
システムによる名簿情報の
管理

避難行動要支援者名簿の
更新
システムによる名簿情報の
管理

避難行動要支援者
対策事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 727

【 継続事業 】
保健福祉諸計画（北広島市地域福祉計
画、北広島市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画、北広島市障がい支援計
画、北広島市健康づくり計画）の策定及び
進行管理（実施状況の把握と評価）を行
う。市民及び保健福祉医療関係者による
委員会（保健福祉計画検討委員会）を設
置している。

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

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

保健福祉諸計画推
進事業

[ 一般会計 ]

福祉課

平成３１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

731 731

事業費（千円） 1,550 426

平成３０年度

平成３０年度 平成３１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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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【施策３　福祉環境の充実】
年度計画

0

【 継続事業 】

北広島市高齢者保健福祉計画に基づい
た高齢者福祉施設の整備・促進を図る。

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

≪助成対象法人なし≫

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） 8,714

【 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 0

【 継続事業 】

北海道から介護サービス提供基盤等整備
事業費交付金を財源とし、公的介護施設
を整備する事業者を支援する。

介護予防拠点（1ヵ所）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≫

認知症対応型共同生活介
護事務所（1ヶ所）を設置し
た事業者に施設整備費を
助成する。

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） 8,500 0 43,178

8,428 0

事業名
（担当課）

事業内容
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【 継続事業 】
児童が安全に安心して過ごすことができる
よう、学童クラブの環境整備を行う。
・職員用パソコンの整備
・保護者に対するメール配信機能の導入
・対象学年拡大に伴う更衣スペースの確
保
・大曲学童クラブの改修

《平成28年度終了》

学童クラブ環境整備
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 0

【 継続事業 】

保護者が勤務先などの理由により他市町
村での保育所を利用する必要がある場
合、保育所所在市町村と協議し、保育の
実施を委託する。

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

受入先市町村または保育
施設運営法人に対して保
育に係る経費を負担

広域入所児童委託
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 18,613 18,613 18,613

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

【施策１　子育て環境の充実】

575

【 継続事業 】

私立教育・保育施設の運営に必要な経費
の給付事業

教育・保育施設へ必要額を
給付

教育・保育施設へ必要額を
給付

教育・保育施設へ必要額を
給付

教育・保育施設給付
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 911,453

【 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の共同事業など需
要に応じた幅広い活動を行う。

観劇観賞、動物園遠足
その他施設訪問、園行事
招待等を実施

観劇観賞、動物園遠足
その他施設訪問、園行事
招待等を実施

観劇観賞、動物園遠足
その他施設訪問、園行事
招待等を実施

第３節　子育て支援の充実 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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

保育園地域活動事
業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 575 575

911,453 911,453
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0

【 継続事業 】

保護者の急病・家庭の育児疲れ・災害な
ど一時的な保育需要に対応するため、す
みれ保育園で平日・休日の一時預かり保
育を実施し、地域の子育て支援の充実を
図る。なお、休日は就労により保育が必要
な場合のみ利用可能。

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 ]

保育課 事業費（千円） 6,482 6,501 6,501

事業費（千円）

【 継続事業 】

北広島市の児童の健全育成を目的とした
保育政策により、国庫及び道費による補
助のほか、市単独の補助を実施し、私立
認可保育所等の安定経営を支援し児童の
良好な保育環境を確保する。

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

子ども・子育て支援交付
金、子ども・子育て支援体
制整備総合推進事業費国
庫補助金及び市単独の補
助を実施

私立認可保育園運
営費支援事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円）

【 継続事業 】

私立幼稚園等が満3歳以上の在籍児童を
対象に、教育時間の前後又は長期休業日
等に実施する一時預かり事業の経費に補
助金を交付し、地域の子育て支援の充実
を図る。

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園等に対し補助

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園等に対し補助

一時預かり事業を実施する
私立幼稚園等に対し補助

幼稚園一時預かり
事業

[ 一般会計 ]

保育課 事業費（千円） 8,972 8,486 8,486

0 0

【 継続事業 】

保育の需給状況及び私立の認定こども
園、認可保育所、小規模保育事業者の動
向等を見極めながら、市立保育園の民営
化、統廃合及び私立保育所等の活性化の
検討を行う。

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

市立保育園の民営化、統
廃合及び私立保育所等の
活性化について検討

保育園民営化・活性
化事業

[ 一般会計 ]

保育課

4,842

【 継続事業 】
経済的理由により入院助産を受けること
ができない妊産婦に対し、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
者の監護すべき児童を母子生活支援施設
に入所させて保護するとともに、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

児童福祉施設入所
措置事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 895

【 継続事業 】

「子ども・子育て関連法」に基づき、平成26
年度に策定した「北広島市子ども・子育て
支援プラン」の進行管理及び次期計画を
策定するもの。

子ども・子育て会議の実施
次期計画策定に向けニー
ズ調査を実施
子ども・子育て会議の実施

次期計画作成委託を実施
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

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 284

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

997 997

3,317

78,785 113,946 113,946

- 25 -



第１章　支えあい健やかに暮らせるまち

【 継続事業 】
共働き世帯やひとり親世帯の子育てを支
援するため、会員登録をした利用会員の
児童が病気となったり、利用会員が急な出
張になった場合等に、同じく登録した協力
会員が有償ボランティアとして協力会員の
家又は利用会員の家で児童を預かる相互
援助の事業。

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 ]

児童家庭課 事業費（千円） 2,068 2,068

子育て短期支援事
業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 349 349 349

事業名
（担当課）

事業内容

【 継続事業 】

子育て家庭の「個別ニーズ」を把握し、教
育・保育施設及び地域子育て支援事業の
利用に当たっての「情報集約・提供」「相
談」「利用者支援・援助」を行う。
子育てガイドブック作成事業を統合し、補
助事業として行う。

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の作
成

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の作
成

子ども・子育てサー
ビス利用者支援事
業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 3,122 2,484 3,132

826,701 814,360

【 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 ]

児童家庭課

【 拡大事業 】

市役所新庁舎への移転にあたり、地域子
育て支援センターとして現在使用している
建物に設置した設備等を撤去する。

原状回復費

地域子育て支援セン
ター運営事業（拡
大）

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 3,041

【 継続事業 】
急な残業で保育園・幼稚園・学童クラブの
迎えが間に合わない時など、働く親の短時
間育児援助に対応するため、地域におい
て育児の援助を受けたい人と育児の援助
を行える人による会員登録制の相互援助
組織（ファミリーサポートセンター）を設置
し、援助活動の調整を行う。また、協力会
員の研修などを実施する。

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
協力会員交流会

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
協力会員交流会

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
協力会員交流会

ファミリーサポートセ
ンター事業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 3,576 3,576

2,068

事業費（千円） 825,620

平成３０年度 平成３１年度

年度計画

平成２９年度

3,576

【 継続事業 】
保護者の諸事情によって家庭での児童の
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、児童養護施設の機能を
活用して児童等を一定期間養育保護し、
その養育保護に係る費用の一部を助成す
ることで、児童と家庭の福祉の向上を図
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
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143

【 継続事業 】 地域の家庭の孤立化を防ぎ、子育てに関
する不安感や負担感の軽減を図るため、
子育て中の保護者を支援し、親子の触れ
合いの場と親同士の子育ての情報交換の
場を提供し、地域子育て支援センター事業
を運営する。子育て中の子育ての保護者
同士の出会いとつながりを大切にし、地域
の子育て仲間と楽しく子育てに取り組める
ように支援する。

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

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

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

地域子育て支援セン
ター運営事業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 14,231 13,487 14,135

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

【 継続事業 】 核家族や地域におけるつながりの希薄化
などにより、家庭の育児力の低下が見ら
れる中、子育て中の親子と豊かな知識や
経験をもつシルバー子育てサポーターが
交流し、子育て相談や昔遊びの伝承など
を通して、豊かな子育てを行う事ができる
ように進めていく。
また、サポーター自身の生きがいや健康
増進を図っていくことを目指す。

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
行事の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド参加
近隣市子育て支援者交流
会参加

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
行事の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド参加
近隣市子育て支援者交流
会参加

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
行事の手伝い
スキルアップ講習会
子育て支援ランド参加
近隣市子育て支援者交流
会参加

シルバー子育てサ
ポート事業

[ 一般会計 ]

子育て支援センター 事業費（千円） 170 170

【 継続事業 】
ひとり親家庭の生活の安定のため次の支
援を行う。
1一時的に生活援助又は子育て支援が必
要なひとり親家庭に対し、家庭生活支援
員派遣による食事づくり等の支援を行う。
2就業を支援するため教育訓練給付金を
支給する。
3資格取得のため、１年以上の養成課程で
修業する場合に高等職業訓練促進費等
給付金を支給する。
4高校卒業程度認定試験合格のため講座
を受講する場合に給付金を支給

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
高等学校卒業程度認定試
験合格支援給付金の支給

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
高等学校卒業程度認定試
験合格支援給付金の支給

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
高等学校卒業程度認定試
験合格支援給付金の支給

ひとり親家庭支援事
業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 1,780 7,920 7,920

266,070 266,780

【 継続事業 】

離婚等により父子・母子家庭となった世帯
の生活の安定と自立を促進し児童福祉の
向上を図るため、父または母（養育者）に
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 ]

児童家庭課

【 継続事業 】
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦等の
福祉の増進を図るため、母子・父子自立
支援員が住宅・家庭紛争・医療・子育て等
の生活や求職活動・就業・経済支援等の
問題に関し、必要な相談、指導、支援を行
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

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 2,595 2,570

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

2,570

事業費（千円） 251,315
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事業費（千円） 0

【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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】
北広島市子どもの権利条例に基づき次の
事業を実施する。
侵害された子どもの権利回復のために相
談・支援を行う救済委員会の運営
子どもの権利推進計画や子どもの権利に
関する施策について審議する子どもの権
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

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

子どもの権利擁護
事業

[ 一般会計 ]

児童家庭課 事業費（千円） 4,017 3,981 3,981

0 0

【 継続事業 】

子どもたちが遊びや学習を通じて健やか
に成長できる場として、各地区で児童館の
整備が望まれており、未整備となっている
東部・西の里地区への整備について検討
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 ]

保育課

7,872

【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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 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。また、児童虐待防
止の広報・啓発活動及び要保護児童対策
地域協議会の運営による要保護児童等支
援の取り組みを実施している。

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 ]

児童家庭課 事業費（千円） 7,665 7,872

【 継続事業 】

発達の遅れや偏り、障がいのある子どもと
保護者の様々な相談に応じる相談支援を
実施するとともに、子どもと保護者に対し
て直接的な支援や、家族や地域を含めた
間接的な支援を行う、早期発見・早期療育
の専門的支援を行う。

通所支援
こども相談支援
地域関係機関支援

通所支援
こども相談支援
地域関係機関支援

通所支援
こども相談支援
地域関係機関支援

こども発達支援事業

[ 一般会計 ]

こども発達支援センター 事業費（千円） 14,876 14,406 14,406
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

200

1,571,512

事業費（千円）

24,175 24,175

【 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自動車
の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） 100 200

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】

【 継続事業 】

一般交通機関の利用が困難な在宅の高
齢者及び障がい者に対し、医療機関・判
定機関への移動手段を確保することで、
身体・精神的負担を軽減する。

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） 5,500 6,668 6,668

24,300 24,300

【 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 22,500

【 継続事業 】

障がい福祉サービス等を提供するため、
障害支援区分の認定調査、市町村審査会
の運営、介護・訓練等給付費等の支給事
務等を行う。

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（隔年）

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
新障がい福祉システムの
構築・動作検証等

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（隔年）

障がい福祉サービス
等事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 1,480,004 1,559,239

22,921

【 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（補聴
器、電動車いす、車いす、歩行器、義肢、
装具、座位保持装置等）の給付又は修理
を行う。

補装具の支給又は修理の
実施

補装具の支給又は修理の
実施

補装具の支給又は修理の
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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】 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、軽減を図るために必要な医
療に要する費用を助成する。
障がい児や医療行為を行わなければ将来
障がいを残すと見込まれる児童が、手術
等の治療によって確実にその身体障がい
を除去、軽減する効果が期待できる場合
の医療に要する費用を助成する。

（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） 28,947 31,010 31,010

事業費（千円） 40,217

【 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、重度の障がいにより自宅での入浴
が難しい方のもとまで訪問し、入浴支援を
行う訪問入浴サービス事業について給付
を行う。

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
訪問入浴サービスの実施

移動支援の実施
日中一時支援の実施
福祉ホームの実施
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） 54,443 63,861 67,417

【 継続事業 】

重度障がい児・者の日常生活が円滑に行
われるための用具費を給付する。
また、在宅の重度身体障がい児・者で所
得税非課税世帯の方に生活動作を補う用
具費を給付する。

日常生活用具の給付
自助具の給付
小児慢性特定疾病児日常
生活用具

日常生活用具の給付
自助具の給付
小児慢性特定疾病児日常
生活用具

日常生活用具の給付
自助具の給付
小児慢性特定疾病児日常
生活用具

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） 19,153 19,458 19,745

40,209 40,209

【 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、保護者又は介
護者の相談支援を行う。生活支援、就労
支援、権利擁護（成年後見制度利用等）に
関する相談業務等を行う。また、北広島市
障がい者自立支援協議会において、相談
支援事業の運営に関する協議や関係機
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

5,566

【 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ため、障
がい支援計画（障害者基本法に基づく障
がい者福祉計画及び障害者総合支援法
に基づく障がい福祉計画を一体的に策定
した計画）を策定する。

障がい支援計画の策定

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） 6,378

【 継続事業 】

聴覚、言語機能、音声機能、視覚障がい
者が日常生活を円滑に行えるように、意
思疎通支援者（手話通訳・要約筆記）の派
遣、点字・声の広報の発行などを行う。
また、手話通訳者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
要約筆記・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
要約筆記・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
要約筆記・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） 5,509 5,566
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事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

5,001

【施策２　社会参加の促進】
事業名

（担当課）

【 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） 312 373 373

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

11,286 11,286

【 継続事業 】

障がいのある方が自立した生活を送ること
ができるよう雇用機会の拡大に努めるとと
もに、それぞれの特性を生かして企業等
への就職につなげることができるよう、関
係機関・関係部署との連携を図る。

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名採用する。

障がい者雇用創出
事業

[ 一般会計 ]

職員課

27,999 29,273

【 継続事業 】

重度障がい者の外出支援と負担軽減を図
るため、タクシー利用料又は自動車燃料
費を助成する。

タクシー券又は自動車燃料
券を交付

タクシー券又は自動車燃料
券を交付

タクシー券又は自動車燃料
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） 14,366 16,807 18,184

26,103

【 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） 3,690 4,704

【 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）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

事業費（千円） 11,288
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事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

669

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） 669

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

平成29年7月に開催される
全道ろうあ者夏季体育大
会に対し、補助金を交付す
ることにより支援する。
《平成29年度終了》

全道ろうあ者夏季体
育大会支援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 300

【 継続事業 】

【 継続事業 】

障がい児・者の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
保する費用の一部を助成する。

【 新規事業 】

平成29年7月に開催される全道ろうあ者夏
季体育大会に対し、補助金を交付すること
により支援する。

669
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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

5,151 3,810

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】

平成３０年度 平成３１年度

5,781

2,114

【 継続事業 】

長寿を祝福するとともに、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） 1,031 1,341

【 継続事業 】

基本的な施策方針の決定や、介護保険事
業の円滑な運営を図るため、法律により3
年毎に策定する。

策定支援業務委託
計画書印刷

アンケート調査票、封筒印
刷
郵便料（往復）
事前調査業務委託（アン
ケート調査、集計、分析、
報告書作成）

高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計
画策定事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円）

【 継続事業 】

温泉入浴でくつろぎながら、介護予防・健
康増進を図るため、温泉入浴助成券を配
布する。

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） 10,738 12,476 13,076

6,063 6,063

【 継続事業 】
ミニデイサービスの場の確保及び運営費
の助成等の支援を通じて市民の自主的な
地域福祉活動を促し、ミニデイサービス等
事業の継続を図る。
高齢者が気軽に交流できる「地域のお茶
の間（サロン）」の運営に対し、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）

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度
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30,473事業費（千円）

平成３１年度

【施策２　介護予防と自立の支援】
事業名

（担当課）

1,088

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】 ボランティア登録した高齢者が、登録して
いる介護保険施設や介護サービス事業所
において行ったボランティア活動に対し、
活動実績をポイント化し、ポイントに応じて
物品等に交換できる事業
平成２９年度からは、介護認定の要支援
者の枠組みが変わるため、対象者枠を拡
大し、事業対象者（要支援者・基本チェック
リスト該当者）も対象とする。

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

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,182

【 継続事業 】

老人クラブ運営費補助事業
高齢者の知識及び経験を生かした生きが
いと健康づくりの活動を支援するため、老
人クラブ連合会（老連）の運営費及び事業
費、各地区の老人クラブ（単位老人クラブ）
の事業費を補助する。

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） 3,300 5,133 5,199

1,088 1,088

【 継続事業 】

高齢者の適切なサービス利用、閉じこもり
予防、地域社会への積極的参加を促すた
め、各種相談窓口や保健福祉制度、高齢
者が参加できるサークル等を掲載したガイ
ドブックを作成し配布する。

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

事業名
（担当課）

【 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。また、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。

健康増進講演会の開催
脳の健康教室の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

健康増進講演会の開催
脳の健康教室の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

健康増進講演会の開催
脳の健康教室の開催
出前講座の開催
管理栄養事業の実施
訪問指導の実施
健康運動教室の実施
水中運動教室の実施

介護予防推進事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度

事業費（千円）

【 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、生活機能を維持・向上・改
善することで、要介護状態となることを予
防する。
生活機能向上のため、運動機能向上・口
腔機能向上・低栄養状態改善等を中心と
したプログラムを構成する。また、社会的
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。

介護保険制度改革事業
（拡大）に統合
《平成28年度終了》

二次介護予防事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 0

30,203 30,473

1,410 1,575
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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

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

介護予防住宅改修
事業

[ 特別会計 ]

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対象者の高
齢者が、手すりや段差解消などの住宅改
修を行なう際の費用の一部を助成する。

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

【 継続事業 】
市内の居宅介護支援事業所、介護サービ
ス事業所、介護保険施設間の相互連携、
情報交換や介護従事者の資質向上を図
ることにより、介護サービスを利用する市
民はもとより、その家族や地域住民が住
み慣れた地域で安心した生活を継続する
「地域包括ケア｣の向上に資する。

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

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 250 250 250

【 継続事業 】

住宅改修を円滑に推進するため、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、手数料を支払
う。

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

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 220

【 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
家族介護慰労事業は廃止

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

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 13,338 14,258 14,566

【 継続事業 】
・65歳到達前1年間に障害者施策の訪問
介護利用実績のある者に対する利用者負
担軽減を図る。
・特に生計が困難な方で、社会福祉法人
が提供する介護サービスの1割の自己負
担分、食費、居住費及び宿泊費を軽減し
た社会福祉法人に対し、軽減額の一部を
助成する。

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

450

年度計画

464

300 300

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
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【 拡大事業 】

除雪サービス事業について、利用者が希
望した場合に除雪の範囲を従来の公道か
ら玄関までに加え、間口除雪を実施し、そ
の際にかかる費用の一部を助成する。

除雪サービス 間口除雪の
追加

除雪サービス 間口除雪の
追加

除雪サービス 間口除雪の
追加

高齢者支援サービ
ス事業（拡大）

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 1,311 1,311 1,311

【施策４　地域支援体制の推進】

平成３１年度

【 継続事業 】 地域における医療及び介護の総合的な確
保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律の施行に伴い、平成２９年４月
から介護予防給付のうち、訪問介護と通
所介護を介護予防日常生活支援総合事
業に移行し、平成３０年度までに包括的支
援事業において、在宅医療介護連携推進
事業及び認知症施策推進事業を実施す
る。

在宅医療介護連携推進事
業
認知症施策推進事業

在宅医療介護連携推進事
業
認知症施策推進事業

在宅医療介護連携推進事
業
認知症施策推進事業

介護保険制度改革
事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課

事業名
（担当課）

事業内容
年度計画

平成２９年度 平成３０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

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

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

高齢者支援サービ
ス事業

[ 一般会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 31,723 34,805

【 拡大事業 】

介護予防給付のうち、訪問介護と通所介
護を介護予防日常生活支援総合事業に
移行する。また、包括的支援事業におい
て、生活支援体制整備事業などを平成29
年度より実施する。

生活支援体制整備事業
地域包括ケア推進事業
介護人材確保対策

生活支援体制整備事業
地域包括ケア推進事業
介護人材確保対策

生活支援体制整備事業
地域包括ケア推進事業
介護人材確保対策

介護保険制度改革
事業（拡大）

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 17,122 21,246 21,246

34,991

【 継続事業 】

認知症高齢者やその家族を支援するボラ
ンティアの養成、地域で認知症の理解を深
めるための講座の開催、家族などからの
相談のための認知症地域支援推進員と嘱
託医の配置など、認知症高齢者を支える
地域の支え合い体制を整備する。

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
平成２９年度からエルフィン
バトンの配布を統合

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

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 11,063 10,196 10,528

【 継続事業 】
地域包括ケアの実現を目指し、４地区の
高齢者支援センターが地域たすけあい会
議を開催する。
医療と福祉の多職種連携を目指した事例
検討会や研修会等の開催、知識向上や情
報交換のための全体会などを開催し、地
域課題の抽出から解決策を検討する。

介護保険制度改革事業
（拡大）に統合
《平成28年度終了》

地域包括ケア推進
事業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 0

事業費（千円） 953 1,352 1,352
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【 継続事業 】
認知症高齢者等が徘徊し行方不明となっ
たとき、居場所がわかるGPS通信端末機
の導入初期費用を助成し、早期発見と事
故防止を図る。
認知症高齢者等が徘徊し行方不明となっ
た場合に、地域の支援を受けて早期に発
見するため、関係機関の支援体制を構築
し、生命・身体の安全を確保する。

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
（地域支え合い体制づくり
事業に移行）
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
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
SOSネットワークの運用

認知症支え合い事
業

[ 特別会計 ]

高齢者支援課 事業費（千円） 222 236

年度計画

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業名
（担当課）

事業内容

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
の運用
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
の運用
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
の運用
高齢者実態調査の実施

高齢者総合相談支
援事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当） 事業費（千円） 18,747 13,766 13,766

【 継続事業 】

高齢者や障がい者に係る権利擁護に関す
る総合的な支援を行うため成年後見セン
ターの運営を行い、成年後見制度の周知
及び適切な利用のための支援を行う。

成年後見センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

成年後見センター運営
権利擁護の普及啓発
市民後見人の養成
成年後見制度利用支援相
談の実施
成年後見の市長申立て
研修会などの開催
出前講座の実施
パンフレットの作成

権利擁護推進事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当）

【 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、保健医療福祉制度や介護保険
サービス・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
職員による介護保険サー
ビスの活用などを通じた高
齢者の在宅生活支援

各高齢者支援センターの
職員による介護保険サー
ビスの活用などを通じた高
齢者の在宅生活支援
予防プラン作成担当者の
増員
（みなみ）

各高齢者支援センターの
職員による介護保険サー
ビスの活用などを通じた高
齢者の在宅生活支援
予防プラン作成担当者の
増員
（きた、にし、ひがし）

地域包括支援セン
ター運営事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当） 事業費（千円） 54,433 54,975

130 130

56,602

250

事業費（千円） 14,554 14,568 14,568

【 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、高齢者虐待の防止と早期発見・
早期対応を図る。

相談活動（随時）相談窓口
設置５ヶ所
ネットワーク事業の運営
研修等によるスキルアップ
周知活動

相談活動（随時）相談窓口
設置５ヶ所
ネットワーク事業の運営
研修等によるスキルアップ
周知活動

相談活動（随時）相談窓口
設置５ヶ所
ネットワーク事業の運営
研修等によるスキルアップ
周知活動

高齢者虐待防止ネッ
トワーク事業

[ 特別会計 ]

参事（高齢者・障がい者相談担当） 事業費（千円） 112

【 継続事業 】

高齢者やその家族が安定した生活を送る
ことができるよう、健康や生活、福祉、介護
に関する相談を行う。
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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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

20,564

臨時福祉給付金等
給付事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円）
H28繰越分           163,935
H29予算分             11,821
合計                    175,756

1,137,430

【 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、生活保護
費を支給する。
また、永住帰国した中国残留邦人等への
支援のため、支援給付費を支給する。

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） 1,236,669 1,262,598

【 継続事業 】

平成26年4月の消費税率改定による低所
得者に与える影響を緩和するため、臨時
福祉給付金（経済対策分）を給付する。

臨時福祉給付金の給付
《平成29年度終了》

【 継続事業 】

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、住居確保給付金の支
給,学習支援事業を行う。

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支援制度
の実施

生活困窮者自立支
援事業

[ 一般会計 ]

福祉課 事業費（千円） 20,140 20,564
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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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【 継続事業 】

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、養育医療を受けさせ
乳児の育成及び母子保健の向上を図る。

保健対象の医療費助成 保健対象の医療費助成 保健対象の医療費助成

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） 2,565 2,625 2,625

【 継続事業 】

ひとり親家庭等に対して医療費の経済的
負担の軽減や健康増進を図るため、保険
診療の自己負担分に対する医療費の一
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） 28,837 29,851 30,800

165,344 170,609

【 継続事業 】

重度心身障がい者の保健の向上と福祉の
増進を図り、医療にかかる経済的負担を
軽減するため保険診療の自己負担分に対
する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）

【 継続事業 】

慢性的な疾患等により医療機関等に定期
的かつ長期的に通院等の必要のある方の
通院等に要する費用の一部を助成するこ
とにより経済的負担を軽減し、福祉の増進
を図る。

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） 1,064

【 継続事業 】

子どもの保健の向上と、疾病の早期発
見、並びに子育て世帯の経済的負担の軽
減と子育て環境の充実を図るため、保険
診療の自己負担分に対する医療費の一
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
（4月診療分から中学生の
通院助成を拡大）

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） 157,809 179,411

1,138 1,234

187,553

150,932
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