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第一章 健康な生活を支える体制の整備 

第一節 保健サービスの充実 

31101 各種健（検）診の充実 
 乳がん検診 健康づくり支援課 
 健康管理システム開発・運営 健康づくり支援課 
 前立腺がん検診 健康づくり支援課 
 口腔がん検診 健康づくり支援課 
 大腸がん検診 健康づくり支援課 
 子宮頸がん検診 健康づくり支援課 
 特定健診・特定保健指導等事業 健康づくり支援課 
 結核・肺がん検診 健康づくり支援課 
 肝炎ウイルス検診 健康づくり支援課 
 肺がん検診 健康づくり支援課 

★ 胃がん検診 健康づくり支援課 
 骨粗しょう症検診 健康づくり支援課 

★ ６０２４歯科健診 健康づくり支援課 
 

31102 予防接種の充実 
 予防接種事業 健康づくり支援課 
 高齢者インフルエンザ等予防接種 健康づくり支援課 
 狂犬病予防接種事業 健康づくり支援課 
 小児の任意予防接種費用助成事業 健康づくり支援課 

 

31103 自主的な健康づくりへの支援 
 健康づくり推進員及び食生活改善推進員活動の充実 健康づくり支援課 
 健康フェア 健康づくり支援課 
 市民団体・自主活動支援（一般健康教育・出前講座・地域活動
支援を含む） 健康づくり支援課 

 市民歯科健診・親子歯科相談 健康づくり支援課 
★ 第２次心も身体も健康プランの推進 健康づくり支援課 

 訪問活動 健康づくり支援課 
 特定疾病療養者見舞金支給事業 健康づくり支援課 
 電話・来所相談 健康づくり支援課 
 ６０２４運動普及啓発活動 健康づくり支援課 
 手賀沼ふれあいウオーク 健康づくり支援課 
 我孫子市脳ドック事業 健康づくり支援課 
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31104 母子保健の充実 
 ４か月児相談 健康づくり支援課 
 しあわせママパパ学級 健康づくり支援課 
 子育て相談（心理相談） 健康づくり支援課 
 後期離乳食教室 健康づくり支援課 
 新生児・妊産婦等訪問指導事業 健康づくり支援課 
 母子健康手帳の交付 健康づくり支援課 
 育児相談 健康づくり支援課 
 離乳食教室 健康づくり支援課 
 １歳６か月児健康診査 健康づくり支援課 
 ３歳児健康診査 健康づくり支援課 

★ 妊婦・乳児健康診査 健康づくり支援課 
★ 妊婦歯科健康診査 健康づくり支援課 

 学生指導 健康づくり支援課 
 ２歳８か月児歯科健康診査 健康づくり支援課 
 ５歳児健康診査 健康づくり支援課 

★ 産後ケア事業 健康づくり支援課 
 特定不妊治療費の助成 健康づくり支援課 
 フッ素洗口事業 健康づくり支援課 

 

事業概要 

 ● 胃がん検診（31101） 
国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に、５０歳以上の者への胃内視鏡検査の実
施が追加されたことから、検診運営委員会の設置や医師２名での画像判定などの検診における精度管理を
含めた実施体制を整備し、国の指針に基づく胃内視鏡検査を導入する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・運営委員会委員報償費 
・がん検診等委託（内視鏡読影） 
 

・運営委員会委員報償費 
・がん検診等委託（内視鏡読影） 
・がん検診等委託（内視鏡検査） 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
胃がんによる死亡率を減少させるため、検査の受診者数の増加を目指す。 

◇指標・現況値・目標値 胃がん内視鏡検査の受診者数：1,500 人（H31） 

健康づくり支援課 
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 ● 6024 歯科健診（31101） 
２０歳以上を対象に、歯科健診を行う。３１年度以降は、歯肉出血の状況や動揺度、簡易的な前歯唇面ク
リーニング、２０歳健診費用無料を追加し、実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・健診内容の充実に向けた検討 ・６０２４健診委託（新規追加分）  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
若い世代へ歯と口腔の健康づくりへの啓発を図るとともに、受診者数の増加を目指し、健診内容を充実す
る。 

◇指標・現況値・目標値 6024 歯科健診の受診者数：277 人（H29）→350 人（H31） 

健康づくり支援課 
 

 ● 第２次心も身体も健康プランの推進（31103） 
「第２次心も身体も健康プラン」の中間評価を実施するため、３１年度にアンケートを実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・アンケート内容の検討 ・通信運搬費 

・アンケート集計委託 
・印刷製本費 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
「第２次心も身体も健康プラン」の進捗状況を確認し、プランの推進を行うため、中間評価を実施する。 

◇指標・現況値・目標値 アンケートの回収率：小中高校生 90％、成人 45％（H31） 

健康づくり支援課 
 

 ● 妊婦・乳児健康診査（31104） 
新生児聴覚検査に係る費用の公費負担について、妊婦・乳児健康診査と同様に県内統一での実施に向けて

検討を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・新生児聴覚検査導入の検討 ・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
受診者数の増加を目指し、県内統一で検査を実施するための検討を行う。 

◇指標・現況値・目標値 実施に向けた検討（準備）の進捗率：100％ 

健康づくり支援課 
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 ● 妊婦歯科健康診査（31104） 
妊婦を対象に、歯科健診を行う。３１年度以降は、歯肉出血の状況や動揺度、簡易的な前歯唇面クリーニ

ングを追加し、実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・健診内容の充実に向けた検討 ・健診委託（新規追加分）  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 

妊婦へ歯と口腔の健康づくりへの啓発を図るとともに、健診内容を充実する。 

◇指標・現況値・目標値 妊婦歯科健診の受診者数：108 人（H29）→150 人（H32（2020 年）） 

健康づくり支援課 
 

 ● 産後ケア事業（少子化対策検討プロジェクト）（31104） 
家族から十分な支援が得られず、心身の不調や育児に不安がある産後２か月未満の母子に対し、医療機関

等の助産師等の専門職が対応するもので宿泊する産後ショートステイ、通所する産後デイケア、ヘルパー

を家庭に派遣し、家事や育児支援等を行うママヘルプサービスの３種類の体制で実施する。 
さらに、支援が必要な母子を早期に把握するため、産後２週間と産後１か月の産婦のメンタルチェックも

含めた産婦健康診査を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・産後ケアの委託 
・通信運搬費（ショート・デイ分） 
・印刷製本費（産後健診受診票） 
・産婦健診委託 
・産婦健診助成（里帰り者契約外） 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
子育て中の産婦を支援するため、産後ケア事業を実施し、利用者が満足できるサービスを提供する。 

◇指標・現況値・目標値 産後ケア事業の利用者満足度：100％ 

健康づくり支援課 
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第二節 医療体制の確立 

31201 いつでも身近に医療を受けられる体制の整備・充実 
 休日診療所の運営 健康づくり支援課 
 小児救急医療整備事業 健康づくり支援課 

★ 第二次救急医療整備事業 健康づくり支援課 
★ 保健センターの運営 健康づくり支援課 

 

 

事業概要 

 ● 第二次救急医療整備事業（31201） 
大規模災害時の初動体制の充実・強化を図るため、我孫子市災害時医療救護活動マニュアルに基づき、医
薬品等を市内８か所の救護所に計画的に配備する。 

平成３0 年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・循環備蓄医薬品等負担金 

（新規１か所分） 
・消耗品（トリアージタグ） 
・備品購入（トリアージシート） 
・備品購入（医薬品保管冷温庫） 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
救護所となる病院に、医薬品等を順次配置する。 

◇指標・現況値・目標値 救護所用物品の配置の進捗率：12.5％（H29）→50％（H32（2020 年）） 

健康づくり支援課 
 

 ● 保健センターの運営（31201） 
市民が安全に安心して保健センターを利用できるよう、３０年度は受変電設備更新工事及びＰＣＢ処理業
務を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・受変電設備更新工事 
・ＰＣＢ処理委託 

  

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
受変電設備の更新工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％（H30） 

健康づくり支援課 
 



    
健康 

福祉 
          

 

31 

 

第二章 地域で支え合う福祉の充実 

第一節 地域で支え合う福祉の充実 

32001 地域福祉活動の活性化 
 社会福祉協議会支援事業 社会福祉課 
 人権相談・啓発 社会福祉課 
 社会福祉事業業務委託 社会福祉課 
 民生委員推薦 社会福祉課 
 福祉バス運行 社会福祉課 

★ 根戸福祉センターの運営管理 社会福祉課 
 日本赤十字社の援護 社会福祉課 
 社会福祉法人の法人運営に対する指導監査 社会福祉課 
 骨髄移植ドナー支援事業 社会福祉課 

 

事業概要 

 ● 根戸福祉センターの運営管理（32001） 
根戸福祉センターの施設・設備の維持管理を行う。３０年度は、バルクリース方式により、空調設備を更
新する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・空調設備の更新工事 
（施設管理課において実施） 

  

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
空調設備の更新工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

社会福祉課 
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第三章 必要なときに必要に応じて受けられる福祉サービス体系の確立 

第一節 子育て支援 

33101 子ども相談の充実 
 子ども総合相談の推進 子ども相談課 
 子ども短期入所事業 子ども相談課 
 子ども虐待防止・援助活動の推進 子ども相談課 

 

33102 地域子育て支援活動の推進 
 市立保育園の地域子育て事業 保育課 
 ファミリーサポートセンター事業の推進 保育課 
 子育て支援拠点事業 保育課 

★ 一時預かり事業 保育課 
 子育て支援サービス利用者へのコーディネイトの推進 保育課 
 enjoy パパ応援プロジェクト（出生～就学前）【子育て支援・
若者支援 PT 提案】 

保育課 

 子育てサポーターの養成と地域活動の推進 保育課 
 企業参加の子育て支援 保育課 

★ 我孫子市結婚相談事業の充実（少子化対策検討プロジェクト） 子ども支援課 
 

33103 保育サービスの充実 
★ 学童保育室の運営 子ども支援課 

 放課後対策事業心理相談 子ども支援課 
 学童保育室の整備 子ども支援課 
 世代間交流事業の促進 保育課 
 市立保育園運営事業 保育課 
 幼稚園における子育て支援事業の実施 保育課 
 産休・育休予約事業 保育課 
 病児・病後児保育事業 保育課 
 私立保育園・管外保育園への保育実施委託 保育課 
 私立保育園運営費補助金交付事業 保育課 
 障害児保育・統合保育事業 保育課 

★ 私立幼稚園の運営支援 保育課 
 休日保育事業 保育課 

★ 私立保育園等施設整備への補助 保育課 
★ 湖北台保育園の再整備 保育課 
★ 市立保育園園舎外部改修事業 保育課 

 

33104 子どもの健やかな成長を促す場や機会の充実 
★ 子どもの居場所づくり 子ども支援課 

 げんきフェスタ 子ども支援課 
 あびこ子どもまつり 子ども支援課 
 子ども向け情報紙発行及びホームページの運営 子ども支援課 
 手賀の丘宿泊事業 子ども支援課 
 青少年相談員事業への支援 子ども支援課 
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33105 子育てに関する経済的支援の充実 
★ 児童扶養手当支給事業 子ども支援課 
★ 子ども医療費助成事業 子ども支援課 

 母子家庭等相談・自立支援事業 子ども支援課 
 ひとり親家庭の支援事業 子ども支援課 
 児童育成手当支給事業 子ども支援課 
 ひとり親家庭等医療費助成事業 子ども支援課 
 未熟児養育医療 子ども支援課 
 児童手当支給事業 子ども支援課 

 

33106 療育・教育支援の充実と支援体制の強化 
 児童発達支援事業 子ども相談課 
 発達支援に関する専門職員の派遣 こども発達センター 

★ 児童発達支援事業所「ひまわり園」による発達支援 こども発達センター 
 言語聴覚士による相談・訓練 こども発達センター 
 理学療法士による相談・訓練 こども発達センター 

★ 保育所等訪問支援事業所「おひさま」による発達支援 こども発達センター 
 ケースワーカーによる相談・調整 こども発達センター 
 心理相談員による相談・訓練 こども発達センター 
 療育･教育システムの構築 こども発達センター 
 作業療法士による相談・訓練 こども発達センター 
 ライフダイアリーの普及事業 こども発達センター 

★ こども発達センター施設の維持管理 こども発達センター 
 相談支援事業所「なの花」の相談支援専門員による相談とサー
ビス等利用計画の作成 こども発達センター 

 あそびの教室による早期支援 こども発達センター 
 就学に関する相談・支援業務 こども発達センター 

 

事業概要 

 ● 一時預かり事業（33102） 
一時的に家庭保育が困難となる満３歳児以上の幼児の一時預かり事業を行う私立幼稚園に対し、事業にか
かる経費の一部を補助する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・一時預かり事業補助（新規３園
分） 

・一時預かり事業補助（新規１園
分） 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
一時預かり事業を実施する私立幼稚園を増やし、利用者のニーズに対応する。 

◇指標・現況値・目標値 実施園数：0 園（H29）→4園（H31） 

保育課 
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 ● 我孫子市結婚相談事業の充実（少子化対策検討プロジェクト）（33102） 
少子化対策として、社会福祉協議会と連携して結婚相談事業を実施する。結婚相談所では、婚活に関する
さまざまな相談を中心に、見合い、イベント、スキルアップ講習会等を実施し、総合的に婚活を支援して
成婚数を上げる取り組みを行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・婚活支援事業補助 
・通信運搬費 
・消耗品費 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
結婚相談所利用者の活発な婚活を促し、成婚数を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 相談、お見合い件数：612 件（H29）→620 件（H32（2020 年）） 

子ども支援課 
 

 ● 学童保育室の運営（33103） 
提案型公共サービス民営化制度により採用となった民間事業者に、学童保育室の運営を委託することで、
サービスの拡充を図る。また、現「学童保育管理システム」の保守期間が終了するため、システムを更新
する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇三小学童保育室民間委託 
・運営委託 
・非常勤一般職人件費 
◇四小学童保育室民間委託 
・運営委託 
◇学童保育管理システム改修 
・システム導入の準備 

◇二小学童保育室民間委託 
・運営委託 
◇新木小学童保育室民間委託 
・運営委託 
◇学童保育システム改修 
・システムリース料（Ｈ31～2024
年） 
・システム保守管理委託 
・サーバー購入 

◇根戸小学童保育室 
・運営委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
学童保育室の運営を民間に委託することにより、サービスの充実を図る。 

◇指標・現況値・目標値 民間委託の実施箇所数：2か所（H29）→ 5 か所（H32（2020 年）） 

子ども支援課 
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 ● 私立幼稚園の運営支援（33103） 
新たに幼稚園型認定こども園となる私立幼稚園が実施する保育事業の健全な運営を維持するとともに、運
営事業者に対して運営に必要な経費の一部を補助する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
新規３園分 
・施設型給付費支給（教育認定） 
・施設型給付費支給（保育認定） 
・特定教育保育施設等保育事業者
補助 

新規１園分 
・施設型給付費支給（教育認定） 
・施設型給付費支給（保育認定） 
・特定教育保育施設等保育事業者
補助 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
私立幼稚園が実施する保育事業を支援し、待機児童ゼロを堅持する。 

◇指標・現況値・目標値 待機児童の数：0  

保育課 
 

 ● 私立保育園等施設整備への補助（33103） 
園舎を建替える私立保育園に対し、補助金を交付する。３１年度に建替えする１園に対し、補助金を交付
する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・保育園との協議 ・施設整備補助  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
私立双葉保育園の園舎改築工事を支援し、待機児童ゼロを堅持する。 

◇指標・現況値・目標値 補助金交付の進捗率：100％ 

保育課 
 

 ● 湖北台保育園の再整備（33103） 
老朽化が著しい湖北台保育園の建替えに向け、関係機関との協議を行うとともに、３２（２０２０）年度
は、基本・実施設計を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・整備方針の検討 
・私立幼稚園との協議 

・整備方針の検討 
・私立幼稚園との協議 

・基本・実施設計委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
園舎の建替えに向けて、基本・実施設計を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 基本・実施設計の実施率：100％ 

保育課 

  



    
健康 

福祉 
          

 

36 

 

 ● 市立保育園園舎外部改修事業（33103） 
老朽化した寿保育園園舎及び増築棟の外壁補修及び屋上防水工事を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・改修工事 
・工事監理委託 

  

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
園舎の外壁補修・屋上防水工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進歩率：100％ 

保育課 
 

 ● 子どもの居場所づくり（33104） 
布佐小あびっ子クラブを３０年９月に開設する。また、提案型公共サービス民営化制度において採用され
た民間事業者に、あびっ子クラブの運営を委託する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇布佐小あびっ子クラブ開設 
・非常勤一般職人件費 
・運営費 
◇三小あびっ子クラブ民間委託 
・非常勤一般職人件費 
・運営業務委託 
◇四小あびっ子クラブ民間委託 
・運営業務委託 

◇二小あびっ子クラブ民間委託 
・運営業務委託 
◇新木小あびっ子クラブ民間委
託 
・運営業務委託 

◇根戸小あびっ子クラブ民間委
託 
・運営業務委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
市内全小学校にあびっ子クラブを設置する。また、学童保育室と併せて、あびっ子クラブを民間に委託す
ることにより、サービスの充実を図る。 

◇指標・現況値・目標値 民間委託の実施箇所数：2か所（H29）→5 か所（H32（2020 年）） 

子ども支援課 
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 ● 児童扶養手当支給事業（33105） 
児童扶養手当の申請受付や支払い処理を適正に行うため、新たなシステムを導入する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・システム導入に向けた準備 ・システムリース料（Ｈ31～2024

年） 
・システム保守管理委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
既存システムのサービス終了により、新システムを導入する。 

◇指標・現況値・目標値 新システム導入の進捗率：100％ 

子ども支援課 
 

 ● 子ども医療費助成事業（33105） 
子ども医療費助成の申請受付や支払処理を適正に行うため、新たなシステムを導入する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・システム導入に向けた準備 ・システムリース料（Ｈ31～2024

年） 
・システム保守管理委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
既存システムのサービス終了により、新システムを導入する。 

◇指標・現況値・目標値 新システム導入の進捗率：100% 

子ども支援課 
 

 ● 児童発達支援事業所「ひまわり園」による発達支援（33106） 
安全性の確保を目的に、老朽化した送迎車両を更新する。 
 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・車両購入 

・車両購入に伴う経費 
 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 

車両を更新する。 

◇指標・現況値・目標値 車両の更新率：100％ 

こども発達センター 
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 ● 保育所等訪問支援事業所「おひさま」による発達支援（33106） 
集団生活に適応できるよう、保育園等への訪問支援を行う。生活や作業活動を評価・分析する技術と専門
性を持っている作業療法士を配置し、事業の充実を図る。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・嘱託職員報酬（新規採用分） 

・共済費 
・費用弁償 
・研修旅費 
・研修負担金 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 

作業療法士を配置し、保育園・幼稚園等への訪問支援事業の充実を図る。 

◇指標・現況値・目標値 支援者の実人数：5 人（H29）→13 人（H31） 

こども発達センター 
 

 ● こども発達センター施設の維持管理（33106） 
防犯カメラを設置し、不法侵入などの犯罪抑止及び施設利用者の不安感を解消する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・防犯カメラ設置工事  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 

子どもの安全を確保するため、防犯カメラを設置する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100% 

  こども発達センター 
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第二節 高齢者支援 

33201 地域包括ケアの充実 
 高齢者ごみ出し支援ふれあい収集事業 クリーンセンター 
 SOS ネットワーク事業 高齢者支援課 
 住宅改造事業の拡大 高齢者支援課 
 寝具乾燥・消毒サービスの充実 高齢者支援課 
 居宅介護支援助成 高齢者支援課 
 徘徊探知システム 高齢者支援課 
 日常生活用具給付事業の推進 高齢者支援課 
 社会福祉法人介護サービス利用料減免の充実 高齢者支援課 

★ 緊急通報システムの充実 高齢者支援課 
 老人福祉電話の推進 高齢者支援課 
 認知症高齢者グループホーム利用料助成事業の推進 高齢者支援課 
 軽度生活援助の推進 高齢者支援課 
 配食サービス 高齢者支援課 
 高齢者移送サービスの促進 高齢者支援課 
 高齢者賃貸住宅住み替え助成事業の推進 高齢者支援課 
 社会福祉施設の整備 高齢者支援課 

★ 認知症地域支援推進事業 高齢者支援課 
 在宅医療・介護連携推進事業 高齢者支援課 

★ 生活支援体制整備事業の推進 高齢者支援課 
 

33202 介護予防に向けた取り組みの充実 
 介護予防マネジメントの管理 高齢者支援課 
 地域介護予防活動の支援 高齢者支援課 
 一般介護予防事業の推進 高齢者支援課 
 介護予防・生活支援サービス事業の推進 高齢者支援課 

 

33203 高齢者の社会参加の機会と場の充実 
 福祉有償運送運営協議会事業 社会福祉課 
 きらめきデイサービスの促進 高齢者支援課 
 空き店舗を活用した「お休み処」の充実 高齢者支援課 
 高齢社会への対応を探る事業の推進 高齢者支援課 
 シルバー人材センターへの支援 高齢者支援課 
 敬老祝金の贈呈 高齢者支援課 
 老人クラブ活動の充実 高齢者支援課 

★ 老人福祉センターの運営 高齢者支援課 
 

33204 高齢者相談の充実 
 成年後見制度利用の支援 社会福祉課 
 ケアマネジャー支援事業 高齢者支援課 

★ 高齢者なんでも相談室の運営・支援 高齢者支援課 
 地域ケア会議の開催 高齢者支援課 
 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム入所措置 高齢者支援課 
 認知症早期支援事業 高齢者支援課 
 介護保険に関する苦情・相談窓口 高齢者支援課 

★ 成年後見制度利用への支援 高齢者支援課 
 高齢者虐待防止 高齢者支援課 
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事業概要 

 ● 緊急通報システムの充実（33201） 
おおむね６５歳以上の対象世帯等で緊急による救助活動を行うためにボタンひとつで消防署に繋がる緊急
通報システム機器を貸与、設置する。 
３２（２０２０）年度の消防指令業務共同運用開始に伴い、民間に委託する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
  ・緊急通報システム委託 

・緊急通報システムの解約 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
緊急通報システムの運用について、民間委託へ移行する。 

◇指標・現況値・目標値 システム移行の進捗率：100％ 

高齢者支援課 
 

 ● 認知症地域支援推進事業（33201） 
認知症の人とその家族、地域住民が気軽に集える「認知症カフェ」を新たに設置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・認知症カフェ運営委託（新規分）  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
「認知症カフェ」を増設し、認知症の人とその家族、地域住民が気軽に集える場を提供する。 

◇指標・現況値・目標値 認知症カフェの設置数：2か所（Ｈ29）→6か所（H31） 

高齢者支援課 
 

 ● 生活支援体制整備事業の推進（33201） 
日常生活圏域単位の生活支援ニーズの把握や関係者間のネットワーク化の推進等を図るため、「第２層協
議体」の設置と生活支援コーディネーターを配置する。３０年度は、新たに１か所設置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・生活支援体制整備事業委託（新
規 1か所分） 

・前年度の状況を踏まえ、事業内
容を決定 

 

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
日常生活圏域６か所に、協議体を設置するとともに、生活支援コーディネーターを配置する。 

◇指標・現況値・目標値 協議体の設置数：0 か所（H29）→1か所（H30） 

高齢者支援課 
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● 老人福祉センターの運営（33203） 
つつじ荘及び西部福祉センターの老朽化した設備の修繕や更新工事を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇つつじ荘施設改修 
・受変電設備等更新工事  
・ＰＣＢ処分業務委託 
・空調設備更新工事設計委託 
◇西部福祉センター施設改修 
・浴室天井修繕 
・貯湯槽更新工事 
・貯湯槽更新工事監理委託 

◇つつじ荘施設改修 
・空調設備更新工事 
 
 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
老朽化した施設の計画的な修繕や更新を行い、安全・安心な環境を維持する。 

◇指標・現況値・目標値 延べ利用者数：72,890 人（H29）→78,500 人（H31） 

高齢者支援課 
 

 ● 高齢者なんでも相談室の運営・支援（33204） 
高齢者やその家族の生活全般にわたる総合的な相談に対応するために設置している相談室を、６５歳以上
の方が増加している我孫子南地区に、増設する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・相談室運営委託（我孫子南地区

増設分）  
 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
我孫子地区に高齢者なんでも相談室を増設する。 

◇指標・現況値・目標値 高齢者なんでも相談室の開設数：5か所（Ｈ29）→6 か所（Ｈ31） 

高齢者支援課 
 

 

 

● 成年後見制度利用への支援（33204） 
成年後見制度について、市長申立者以外でも第三者を成年後見人等としている生活保護の被保護者等に限
り、対象者を拡大する。さらに、３１年度は、市民後見人養成講座を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・市民後見人等報酬扶助（拡大分） ・市民後見制度推進事業委託  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
成年後見制度の利用を必要とする高齢者の増加に対応するため、市民後見人を養成する。 

◇指標・現況値・目標値 市民後見人登録者数：0人（H29）→10 人（H31） 

高齢者支援課 
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第三節 障害者支援 

33301 障害者相談支援・権利擁護体制の充実 
 障害福祉サービス相談支援事業 障害福祉支援課 

★ 障害者相談支援体制の強化 障害福祉支援課 
 

33302 日中活動の場・住まいの場と在宅福祉サービスの充実 
 グループホーム等入居者家賃の助成 障害福祉支援課 
 コミュニケーション支援事業 障害福祉支援課 
 総合支援法認定審査会の運営 障害福祉支援課 
 障害者手帳等の交付事務 障害福祉支援課 
 心身障害者扶養年金事務 障害福祉支援課 
 心身障害者通所交通費の助成 障害福祉支援課 
 心身障害者（児）一時介護料の助成 障害福祉支援課 
 障害児者一時支援事業 障害福祉支援課 
 権限移譲に伴う障害福祉サービス事業者指定事務 障害福祉支援課 
 特別児童扶養手当法定受託事務 障害福祉支援課 
 在宅サービス支援事業 障害福祉支援課 
 福祉タクシー初乗り料金の助成 障害福祉支援課 

★ 福祉手当の給付（国） 障害福祉支援課 
 福祉手当の給付（市） 障害福祉支援課 

★ 障害者プランの策定・推進 障害福祉支援課 
 自動車改造及び運転免許取得への支援 障害福祉支援課 

★ 障害者自立支援給付事務 障害福祉支援課 
 視覚障害者マッサージ師の派遣 障害福祉支援課 

★ 重度障害者（児）医療費の助成 障害福祉支援課 
 障害者住宅改造費の助成 障害福祉支援課 
 障害者移動支援事業 障害福祉支援課 
 補装具・日常生活用具給付事業 障害福祉支援課 

★ 障害者支援施設等の整備・充実 障害福祉支援課 
★ 障害者就労施設等からの物品等の調達方針の策定・推進 障害福祉支援課 

 失語のある人向け意思疎通支援者の派遣 障害者福祉センター 
 サークル活動支援 障害者福祉センター 

 

33303 あらき園と障害者福祉センターの機能強化 
 利用者の健康管理 あらき園 
 あらき園の利用者支援 あらき園 
 利用者送迎の充実 あらき園 
 給食サービス事業の充実 あらき園 
 人材の養成 あらき園 
 支援職員の技術の向上 あらき園 
 あらき園利用者参加行事の充実 あらき園 
 リスクマネジメント あらき園 
 あらき園の維持管理 あらき園 
 利用者送迎支援 障害者福祉センター 
 地域活動支援センター訓練事業 障害者福祉センター 
 相談事業 障害者福祉センター 
 基幹機能強化事業 障害者福祉センター 
 地域活動支援センター創作的活動等事業 障害者福祉センター 
 障害者福祉センターの維持管理 障害者福祉センター 
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33304 障害に関する啓発活動の充実 
 地域との交流（あらき園祭・バザー参加） あらき園 
 障害者（本人及び団体）やボランティアに対する支援 障害者福祉センター 
 バリアフリー情報提供事業 障害者福祉センター 
 障害者スポーツ大会 障害者福祉センター 
 失語症家族教室 障害者福祉センター 
 手話講習会・読話講習会 障害者福祉センター 

 

33305 障害者の就労支援体制の強化 
 障害者雇用の奨励金 企業立地推進課 
 障害者の一般就労に関する相談・支援の実施 障害者就労支援センター 
 障害者職場実習支援事業の実施 障害者就労支援センター 
 障害者就労支援システムの構築 障害者就労支援センター 

 

事業概要 

 ● 障害者相談支援体制の強化（33301） 
成年後見制度について、市長申立者以外でも第三者を成年後見人等としている生活保護の被保護者等に限
り、対象者を拡大する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・成年後見人報酬扶助（拡大分）   

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
対象者に対して、適正な報酬扶助を行う。 
 

◇指標・現況値・目標値 対象者への適正な対応率：100％ 

障害福祉支援課 
 

 ● 福祉手当の給付（国）（33302） 
障害のある方へのサービス等を判定し、支給決定を行うため、サーバーの故障対応保守期間終了かつ
Windows７の保守期間終了により、新システムに移行する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・新システムへの移行準備 ・システムリース料（Ｈ31～2024

年） 
・システム保守管理委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
新システムへの移行を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 新システムへの移行の進捗率：100％ 

障害福祉支援課 
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 ● 障害者プランの策定・推進（33302） 
障害者基本法及び障害者総合支援法に基づき、２０２１年度から３か年を計画期間とする第３期障害者プ
ランを策定する。また、プランの策定に活用するため、市民アンケート等を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
  ・策定業務委託 

・印刷製本費（プラン分） 
・印刷製本費（返信用封筒） 
・通信運搬費（アンケート送付・
返信） 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
第３期障害者プランを策定する。 

◇指標・現況値・目標値 第３期障害者プラン策定の進捗率：100％ 

障害福祉支援課 
 

 

 

● 障害者自立支援給付事務（33302） 
障害のある方へのサービス等を判定し、支給決定を行うため、サーバーの故障対応保守期間終了かつ
Windows７の保守期間終了により、新システムに移行する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・新システムへの移行準備 ・システムリース料（Ｈ31～2024

年） 
・システム保守管理委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
平成３１年８月に新システムへの移行を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 新システムへの移行の進捗率：100％ 

障害福祉支援課 
 

 ● 重度障害者（児）医療費の助成（33302） 
障害のある方へのサービス等を判定し、支給決定を行うため、サーバーの故障対応保守期間終了かつ
Windows７の保守期間終了により、新システムに移行する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・新システムへの移行準備 ・システムリース料（Ｈ31～2024

年） 
・システム保守管理委託 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
平成３１年８月に新システムへの移行を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 新システムへの移行の進捗率：100％ 

障害福祉支援課 
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 ● 障害者支援施設等の整備・充実（33302） 
グループホームや地域活動支援センター等への移行整備に対し、助成する。 
 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・グループホーム等整備事業補助

（新規分） 
・地域活動支援センター等整備事
業補助（新規分） 

・地域活動支援センター等整備事
業補助（新規分） 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
地域活動支援センターから指定障害者福祉サービス事業への移行を推進する。 

◇指標・現況値・目標値 地域活動支援センターから指定障害福祉サービス事業へ移行：2件（H29）
→4 件（H32（2020 年）） 

障害者福祉支援課 
 

 ● 障害者就労施設等からの物品等の調達方針の策定・推進（33302） 
災害時の避難所において、障害者が要支援者であることを健常者に知らせるため、ベストを作成する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・災害時避難ベスト作成委託  

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
市内の一時避難所に配置するベストの作成を委託する。 

◇指標・現況値・目標値 災害時要支援者用ベストの作成数：150 着 

障害者福祉支援課 
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第四章 互助と自助による生活の保障 

第一節 互助と自助による生活の保障 

34001 介護保険制度の健全かつ適正な運営 
 介護相談員派遣 高齢者支援課 
 介護保険サービスの適正化 高齢者支援課 
 介護保険賦課徴収 高齢者支援課 
 住宅改修費・福祉用具購入費支給 高齢者支援課 
 居宅介護サービス等給付 高齢者支援課 
 高額介護サービス費等支給 高齢者支援課 
 介護保険受給資格・管理運営 高齢者支援課 
 介護認定審査会運営 高齢者支援課 
 介護認定調査 高齢者支援課 
 地域密着型サービス事業者の指定・指導・監督事務 高齢者支援課 

★ 介護保険事業計画の推進 高齢者支援課 
 

34002 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度の健全な運営 
 保険給付事業 国保年金課 
 国保運営協議会 国保年金課 
 被保険者証・受給者証の交付更新 国保年金課 
 国保保健事業 国保年金課 
 国保税の収納 国保年金課 
 国保税の啓発 国保年金課 
 国保税の賦課 国保年金課 
 特定健診・特定保健指導 国保年金課 
 国保税の滞納整理 国保年金課 
 後期高齢者医療被保険者の保健事業 国保年金課 
 後期高齢者医療事務 国保年金課 
 後期高齢者医療広域連合負担金 国保年金課 

 

34003 国民年金制度の周知と納付奨励 
★ 国民年金加入促進及び納付奨励 国保年金課 

 

34004 生活に関する相談と支援の充実 
 福祉相談の実施 社会福祉課 
 保健福祉サービスの苦情解決制度運営 社会福祉課 
 生活保護事業 社会福祉課 
 被災者援護 社会福祉課 
 原子爆弾被爆者見舞金支給 社会福祉課 

★ 生活保護費給付事務 社会福祉課 
 生活一時資金貸付基金制度未償還金の回収事務 社会福祉課 
 中国残留邦人生活支援給付事務 社会福祉課 

★ 自殺対策事業の進行管理 社会福祉課 
 生活困窮者自立支援事業 社会福祉課 
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事業概要 

 ● 介護保険事業計画の推進（34001） 
介護保険事業を円滑に進めるため、第８期介護保険事業計画を策定する。また、計画策定に活用するため、
市民アンケート調査を実施する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・介護保険市民会議の開催 ・第８期介護保険事業計画策定委

託 
・通信運搬費（アンケート調査） 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
第８期介護保険事業計画を策定する。 

◇指標・現況値・目標値 第８期介護保険事業計画の策定率：100％ 

高齢者支援課 
 

 ● 国民年金加入促進及び納付奨励（34003） 
国民年金への加入の促進や納付率の向上に努める。３０年度は、マイナンバー導入に伴い、国民年金シス
テムの改修を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・システム改修委託 
・消耗品費 

  

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
国民年金システムの改修を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 システム改修の進捗率：100％ 

国保年金課 
 

 ● 生活保護費給付事務（34004） 
現行の生活保護レセプト管理システムのサポート期間終了に伴い、システムを更新する必要があるため、
クラウド型のシステムを導入する。また、生活保護システムを更新する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇レセプト管理システム導入 
・クラウド導入委託 
・システムリース料 
◇生活保護システム導入 
・システム導入に向けた準備 

◇生活保護システム導入 
・システムリース料（Ｈ31～2024
年）   
・システム保守管理委託 
・システムデータ移行費 
◇生活保護担当パソコン入替 
・備品購入（パソコン一式） 

 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
新システムの導入を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 新システム導入の進捗率：100％ 

社会福祉課 
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 ● 自殺対策事業の進行管理（34004） 
関係課と連携を図りながら、自殺防止への取り組みを行う。３０年度は、自殺対策基本法改正による市町
村自殺対策計画の法定化に伴い、「我孫子市自殺対策計画」を策定する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・計画策定業務委託 
・協議会委員報酬 

  

   ◇実施計画期間内（平成 30 年度）の達成目標 
 新たに、自殺対策計画を策定する。 

◇指標・現況値・目標値 自殺対策計画策定の進捗率：100％ 

社会福祉課

 

  


