
１　基本的な考え方

　少子・超高齢社会の進展など保健・医療・福祉を取りまく環境が変化する中で、

支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちをつくるため、「新基本計画」等に

基づき、特に、健康づくり、高齢者の介護予防や介護サービス基盤の整備、障害

者の地域生活支援などに重点をおきつつ、市民ニーズへの対応と総合的・計画的

な施策展開を図り、市民福祉の一層の向上に努める。

(1) ともに支えあう地域福祉社会を創る

(2) 健康で活力に満ちた社会を創る

(3) 高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る

(4) 障害のある人が自立して暮らせる共生社会を創る

２　予算額の概要 (単位:千円)

(%)

保 健 福 祉 局 平 成 ２ ６ 年 度 当 初 予 算 の 概 要

平成26年度 平成25年度 増 減 額 増減率 歳 入 の 主 な も の

障害者介護給付費等収入
（県負担金）

2,538,191

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
前期高齢者交付金 25,502,751

一 般 会 計 生活保護費収入
（国庫負担金）

24,218,599

96,350,164 90,356,874 5,993,290 6.6
障害者介護給付費等収入
（国庫負担金）

5,076,384

介護保険料

介護給付費負担金
（国庫負担金）

10,230,750

後期高齢者医療事業 特別会計
後期高齢者医療保険料 7,733,049

13,981,116

23,416,663
療養給付費等負担金
（国庫負担金）

17,108,526

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
支払基金交付金 16,126,867

96,217,000 95,548,360 668,640 0.7 国民健康保険料

58,036,629 53,536,613 4,500,016 8.4

1,079,917

霊 園 事 業 特 別 会 計
一般会計繰入金 331,824

8,875,478 7,971,839 903,639 11.3 一般会計繰入金

175,075

墓地管理料 158,693

公 共 用 地 取 得 事 業 特 別 会 計

806,472 829,936 △ 23,464 △2.8 墓地使用料

28,000 － 28,000 皆増 公共用地取得事業債 26,000
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３　重点事務事業

　局課

(1) 民生委員協力員制度 千円

市費310千円

・民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手を掘り起こすため、民生委

　員を補佐する協力員を配置

(2) 生活困窮者学習支援 千円

県費2,393千円

・基礎学力の向上などを目的として、生活が困窮している家庭の中学生を対

　象に学習を支援

(3) 行政対象暴力対策 千円

国費11,487千円　諸収入58千円

・生活保護を受給している元暴力団や処遇困難ケースへの同行訪問などの対

　応・警察との連絡調整などを行うため、警察官ＯＢを増員

警察官ＯＢ 2人 → 4人

(4) 被保護者就労促進 千円

県費143,821千円

・被保護者の就労支援を強化するため、専門資格を有するキャリアカウンセ

　ラーを増員

キャリアカウンセラーの有資格者 14人 → 15人

2,393

11,545

143,821

310
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　健康部

(1) 風しん対策 千円

国費2,877千円　　市費4,271千円

・妊娠を希望する女性を対象に風しんの抗体検査を実施するほか、

　抗体価が低い者に対して予防接種費用の一部を助成

　実施場所　市内協力医療機関

　利用者負担　抗体検査：なし、予防接種：3,000円

(2) 予防接種 千円

国費391千円　　その他18千円　　市費1,767,333千円

・国の定期接種化に伴い、平成26年10月から水痘ワクチン接種を実施

　実施場所　市内協力医療機関

　対象者　1～4歳児

　利用者負担　なし

(3) 高齢者予防接種 千円

諸収入11,103千円　　市費371,326千円

・成人用肺炎球菌ワクチン接種について国の定期接種化に伴い、

　任意予防接種を含め平成26年10月から新たな制度として実施

　実施場所　市内協力医療機関

　対象者　平成25年度：75歳以上の者等

　　　　　→平成26年度：65歳、70歳及び75歳以上の者等

　利用者負担　4,700円

(4) 非常勤歯科医師の配置 千円

諸収入22千円　　市費4,579千円

・歯科口腔保健事業の推進や関係機関・団体との連携を強化するため、

　非常勤嘱託歯科医師を配置する。

(5) がん検診 千円

国費26,793千円　諸収入43千円　市費1,593,949千円

・子宮がん検診（集団検診）について、液状検体法に変更

　効果　検査時間の短縮、検査精度の向上

7,148

1,767,742

382,429

4,601

1,620,785
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(6) 健康づくり 千円

国費258千円　諸収入42千円　市費21,700千円

・平成25年度より開始した地区組織や事業所に対する健康づくりの取組み支援に

　加え、個人が行うウォーキングなどの取組みを支援するポイント制度を実施し

　生活習慣の改善効果を検証

　対象者　20歳以上の市内在住、在勤者

　定員　3,000人

　実施期間　平成26年5月～12月

　内容　獲得ポイントに応じ、インセンティブを付与

(7) 健康診査における発達障害への対応強化 千円

　諸収入21千円　市費51,340千円

・発達障害を早期に発見できる健診体制の整備、事後フォローの強化

　１歳６か月児健診時

　　臨床心理士による個別相談の実施、問診項目の追加

　事後フォロー

　　臨床心理士による事後相談、医師講演会の実施

(8) 桜木霊園・平和公園環境整備 千円

事業収入74,787千円

・桜木霊園　　園路舗装、給水工事、ごみ箱設置などを実施

・平和公園　　植栽管理、芝張替、火付け処の設置、トイレ整備、

　　　　　　　返還墓地の整備などを実施

22,000

51,361

74,787
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　高齢障害部

(1) 避難行動要支援者名簿作成 千円

諸収入3千円　市費10,997千円

・災害時における高齢者などの避難支援を円滑かつ迅速に行うため避難行動要

　支援者名簿を作成

(2) 認知症初期集中支援チーム運営 千円

事業収入1,050千円　国費1,975千円　県費987　市費988千円

・認知症の方やその家族に対して、初期の支援を包括的・集中的に行う認知

　症初期集中支援チームを設置

設置　市内1か所

(3) 高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）策定 千円

市費5,000千円

・介護保険事業計画を包含した高齢者保健福祉推進計画を策定

計画期間　平成27年度～平成29年度

(4) 特別養護老人ホーム等整備費助成 千円

県費506,400千円　市債952,000千円　市費2,230千円

・社会福祉法人が設置する特別養護老人ホームなどについて整備費を助成

建設費助成

　広域型特別養護老人ホーム　　 　　　　　

　　継続分 2施設

　　新規分（増床含む） 3施設

建設費・開設準備経費助成

　地域密着型特別養護老人ホーム 3施設

　（小規模多機能型居宅介護併設）

大規模改修費助成 1施設

11,000

5,000

5,000

1,460,630
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(5) 地域包括ケア体制の促進 千円

国費42,000千円　県費95,000千円

・医療ニーズの高い高齢者の在宅生活を支えるため、定期巡回・随時対応

　サービスや小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた複合型サ

　ービスを整備する法人に対し、整備費を助成

建設費・開設準備経費助成

　定期巡回・随時対応サービス 3事業所

　複合型サービス 4事業所

(6) 介護支援ボランティア 千円

事業収入2,133千円　国費1,066千円　県費533千円　諸収入5千円　市費533千円

・高齢者が高齢者施設などでボランティア活動を行った場合に、介護保険料

　や介護サービス利用料などに充てることができるポイントを付与

　ポイント付与の対象とするボランティア活動の範囲を高齢者施設以外の自

　治会などが行う見守り、家事援助などの在宅高齢者に対する生活支援活動

　にも拡大

(7) 計画相談支援体制整備助成 千円

国費31,200千円　その他15,600千円　市費15,600千円

・障害者（児）に対するサービス等利用計画の作成を推進するため、相

　談支援事業所が雇用する臨時職員の賃金など、必要な経費を助成

(8) 第３次障害者計画及び第４期障害福祉計画策定 千円

市費1,500千円

・障害者基本法に基づく第３次障害者計画及び障害者総合支援法に基づく

　第４期障害福祉計画を策定

計画期間 平成27年度～平成29年度

(9) 障害福祉サービス事業所・療育センターの整備 千円

市債18,000千円　市費653千円

・旧高浜第二小学校跡施設を活用し、障害福祉サービス事業所を整備す

  るほか、療育センター機能の一部を移転

実施設計 平成26年度

改修工事 平成27年度

整備施設 障害福祉サービス事業所（新設）

療育センターふれあいの家（移転）

62,400

137,000

4,270

1,500

18,653
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(10) 障害福祉サービス事業所・地域活動支援センターの整備 千円

市債12,000千円

・旧真砂第一小学校跡施設を活用し、障害福祉サービス事業所・地域活

  動支援センターを整備

改修工事 平成26年度～平成27年度

総事業費 97,000千円

整備施設 障害福祉サービス事業所（新設）

地域活動支援センター（移転）

(11) 障害福祉サービス事業所開設支援 千円

市費255千円

・障害福祉サービス事業への参入を予定している事業主や個人を対象に、

　起業塾を開講

定員 50人

実施場所 ビジネス支援センター

実施時期 平成26年8月～11月

(12) 障害者グループホーム整備等助成 千円

国費28,918千円　市債13,000千円　その他390千円　市費5,322千円

・新築、改修、開設準備、運営に要する経費やスプリンクラー設備の設

　置費用の一部を助成

新築、改修費助成 3か所

開設準備費助成 4か所（62か所→66か所）

運営費助成 3か所

スプリンクラー設置費助成 1か所

(13) 障害者職場実習 千円

市費1,712千円

・障害者の職場定着を支援するため、一般就労を希望している障害者を対

　象に企業での職場実習を実施

・現在実施している精神障害者の社会適応訓練は同事業へ組替することと

　し平成25年度末をもって廃止

受入企業への奨励金 １人2,000円／日

255

12,000

1,712

47,640
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　◎見直した主な事業

(1) 老人クラブ育成 千円

国費5,674千円　市費11,579千円

・会員数の増加を促進するため、会員数の多いクラブに対する補助金額を増額

（参考）補助金額比較

会員数30人　50,000円（△7,600円）

会員数50人（本市の平均会員数）　60,000円（＋2,400円）

会員数70人　70,000円（＋8,400円）

(2) 高齢者いきいき健康園芸

・対象が少数で趣味的要素も強く、市民農園など類似事業実施している状況

　を勘案し、H25末をもって廃止

(3) ことぶき大学校運営 千円

諸収入5,400千円　市費23,245千円

・学科ごとの応募状況を考慮し、H26から定員数を見直し

定員（各クラス30人）　240人→210人

福祉健康学科　2→3クラス（定員60人→90人）

園芸学科　　　2クラス　 （定員60人）　変更なし

美術学科　　　2→1クラス（定員60人→30人）

陶芸学科　　　2→1クラス（定員60人→30人）

(4) 知的障害者（精神障害者）生活ホーム開設準備費、世話人代替費補助金

・障害者総合支援法に基づくグループホームの開設を促進することや他

　政令市で同様の補助制度がほとんどないことから補助制度を廃止

平成26年度から廃止

(5) 障害者就労支援パソコン講座

・特別支援学校等で同様のカリキュラムを実施していることから平成25年

　度末をもって廃止

28,645

17,253

30人未満 19,200円 30人未満 19,200円

30～50人 57,600円 30人 50,000円

31人以上
50,000円＋(会員
数-30)×500円

51人以上
57,600円＋(会員
数-50)×200円
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