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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 
 子宮がん検診 健康づくり支援課 
 特定健診・特定保健指導の実施 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 
 ８０２０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 

★ 小児のインフルエンザワクチン予防接種費用の助成 健康づくり支援課 
★ ロタウイルスワクチン接種費用の助成 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・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（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 
 心も身体も健康プラン・食育推進行動計画の策定 健康づくり支援課 
 朝食レシピコンクール 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 
 ８０２０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 

★ 健康都市連合日本支部総会・大会の開催 健康づくり支援課 
★ 動画による健康教育（健康寿命延伸プロジェクト） 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（心理発達相談） 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 
 ママヘルプサービス事業 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 
 フッ化物洗口事業 健康づくり支援課 
 
心理相談員の派遣 

子ども相談課 

(こども発達センター) 
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事業概要 

 ● 小児のインフルエンザワクチン予防接種費用の助成【31102】 
インフルエンザの発症と感染者の拡大を予防するため、生後６か月から小学６年生を対象にインフルエン
ザワクチンの接種費用の一部を助成する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・予診票用紙の作成 ・接種委託 
・ワクチン接種への助成 ・システム改修 

・予診票用紙の作成 
・接種委託 
・ワクチン接種への助成 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
インフルエンザの発症や重症化、集団感染を予防するため、インフルエンザワクチンの接種者数を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 接種者数：0(H25)→13,580 

健康づくり支援課 

 

 ● ロタウイルスワクチン接種費用の助成【31102】 
乳児のロタウイルスによる感染性胃腸炎の発症と感染者の拡大を予防するため、ロタウイルスワクチンを
接種した乳児の保護者に対し、その費用の一部を助成する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・予診票用紙の作成 ・接種委託 

・ワクチン接種への助成 
・システム改修 

・予診票用紙の作成 
・接種委託 
・ワクチン接種への助成 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
ロタウイルスによる感染性胃腸炎の発症と感染者の拡大を予防するため、接種者数を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 接種者数：650 

健康づくり支援課 

 

 ● 健康づくり推進員・食生活改善推進員活動の充実【31103】 
市民の自主的な健康づくりを促進するため、健康づくりに関する食事や運動の情報提供、各種がん検診等
の受診勧奨を行う健康づくり推進員を２０名増員し、活動の充実を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・活動謝礼金（２０名増員分） 
・保健福祉事業協力者傷害見舞保険 
・養成テキスト、活動用エプロンの購入 
・活動用ポロシャツの作成 

・活動謝礼金 
・保健福祉事業協力者傷害見舞保険 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
自主的な健康づくりに取り組む市民をさらに増やす。 

◇指標・現況値・目標値 啓発活動に取り組む健康づくり推進員の延べ人数：19(H25)→39 

健康づくり支援課 
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 ● 健康都市連合日本支部・総会大会の開催【31103】 
健康都市の取り組みを行う自治体などで構成される「健康都市連合日本支部」の大会を、柏市との共催に
より開催する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・健康都市連合日本支部総会・大会の開催   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
健康都市連合日本支部総会・大会の開催を通じて、健康づくりに関心を持つ市民を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 健康都市連合日本支部総会・大会への参加者数：700 

健康づくり支援課 

 

 ● 動画による健康教育（健康寿命延伸プロジェクト）【31103】 
市民の自主的な健康づくりを支援するため、健康体操やウォーキング、歯と口腔のケア方法など、健康づ
くりに関するＤＶＤを作成するとともに、ネット配信する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・動画の作成 
・ＤＶＤの配布 
・ネット配信の開始 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
健康づくりに関する動画を作成し、広く発信する。 

◇指標・現況値・目標値 動画の発信手法の数：2 

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・休日診療所施設維持管理業務委託 健康づくり支援課 

★ 保健センターの運営（空調設備改修工事） 健康づくり支援課 

 

 

事業概要 

 ● 第二次救急医療整備事業【31201】 
災害時の医療体制の整備に向けて、医師会・歯科医師会などの地域医療関係団体の代表者や災害拠点病院
等の代表者で構成する災害医療対策会議を立ち上げ、検討を進める。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・災害医療対策会議の開催 同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
定期的に災害医療対策会議を開催する。 

◇指標・現況値・目標値 災害医療対策会議の年間開催回数：4 

健康づくり支援課 

 

 ● 保健センターの運営（空調設備改修工事）【31201】 
保健センターの維持管理を行う。２６年度は、老朽化した空調設備の更新やエレベーターの修繕などを行
う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・空調設備工事  
・エレベーター部分改修工事 
・温水洗浄便座の設置（６器） 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
空調設備やエレベーターの修繕などを完了する。 

◇指標・現況値・目標値 空調設備とエレベーターの修繕の進捗率：100％ 

健康づくり支援課 
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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 
★ 社会福祉協議会の運営支援（成年後見制度支援事業） 社会福祉課、 

高齢者支援課、 
障害福祉支援課 

 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 
 民生委員の推薦 社会福祉課 
 福祉バスの運行 社会福祉課 
 根戸福祉センターの運営管理（震災対応） 社会福祉課 
 社会福祉法人に対する指導監査 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 

 ● 社会福祉協議会の運営支援（成年後見制度支援事業）【32001】 
成年後見制度についての相談や申立支援などの支援事業を社会福祉協議会に委託して実施する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・成年後見支援事業への補助 

・市民後見推進事業の委託 
同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
成年後見制度についての支援事業を社会福祉協議会に委託し、効果的・効率的に実施する。 

◇指標・現況値・目標値 成年後見制度に関する相談支援窓口の構築の進捗率：100％ 

社会福祉課、高齢者支援課、障害福祉支援課 
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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） 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 

 

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 
 市立保育園の運営（含む放射能対策） 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 
★ 私立保育園の運営への補助 保育課 

 緑保育園運営委託事業 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 
 市立保育園の遊具の新設 保育課 
 根戸保育園の移転と旧園舎の解体工事 保育課 

★ 寿保育園の空調設備改修工事 保育課 
 私立保育園の施設整備への補助 保育課 
 湖北台保育園の耐震補強と施設改修 保育課 
 市立保育園の第三者評価の実施 保育課 
 子ども・子育て新システムへの対応 保育課 
 並木保育園園舎の解体 保育課 
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33104 子育てに関する経済的支援の充実 
 児童手当の支給 子ども支援課 
 児童扶養手当の支給 子ども支援課 
 子ども医療費の助成 子ども支援課 
 ひとり親の自立への支援 子ども支援課 
 子ども手当の支給 子ども支援課 
 児童育成手当の支給 子ども支援課 
 ひとり親家庭の支援事業 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 

★ 子育て世帯臨時特例給付金の支給 子ども支援課 
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事業概要 

 ● 子育て支援サービス利用者へのコーディネイトの推進【33102】 
保育園や幼稚園、子育て支援サークルなどの団体との連携を図り、子育てに関する情報の提供やサービス
の斡旋を行う。各団体から情報を収集し、市ホームページなどにより積極的に発信するため、２７年度は
新たにＳＮＳを活用して情報を発信する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・ＳＮＳによる情報発信  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
ＳＮＳによる情報発信を行う。 

◇指標・現況値・目標値 子育て情報を発信するツールの数：3(H25)→4 

保育課 

 

 ● 学童保育室の運営【33103】 
市内１３小学校区内に学童保育室を設置し、学童保育スタッフによる保育を行う。また、学童保育室の修
繕工事を行うとともに、保育室周りの樹木管理や、安全対策として窓ガラスへの飛散防止フィルムの取付
けなどを行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・高野山小と新木小の保育室周りの樹木管理委託 
・窓ガラス飛散防止フィルムの取り付け 
・二小エアコン取付、室外機囲い取付工事 
・三小ジョイント式コルクマットの購入 
・高野山小学童保育室通路コンクリート舗装工事 
・湖北小出入口扉改修工事 

・樹木管理委託 
・学童保育室維持補修 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
学童保育室を安全・快適に利用できるよう、学童保育室の修繕を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 学童保育室の修繕の進捗率：100％ 

子ども支援課 

 

 ● 私立保育園・管外保育園への保育実施委託【33103】 
市内の私立保育園と市外の保育園に対し、保育の実施に係る費用について、国が定める保育単価に基づき
委託料を支払う。２６年度に開設した天王台さくら保育園に対して新たに保育を委託する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・天王台さくら保育園に対する保育委託   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
天王台さくら保育園に保育業務を委託する。 

◇指標・現況値・目標値 委託による保育業務の実施率：100％ 

保育課 
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 ● 私立保育園の運営への補助【33103】 
待機児童ゼロを堅持するため、市内の私立保育園に対して補助金を交付し、運営を支援する。２６年度は、
新たに開設した天王台さくら保育園に対して補助金を交付する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・天王台さくら保育園の運営への補助   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
補助金の交付を通じて、保育園の適正な運営を支援し、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 

 

 ● 寿保育園の空調設備改修工事【33103】 
老朽化した空調設備を改修するとともに、老朽化した天井の改修工事を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・空調設備改修工事 
・天井改修工事 
・外部給食委託 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
空調設備と天井の改修工事を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 空調設備と天井の改修工事の進捗率：100％ 

保育課 
 

 ● 子育て世帯臨時特例給付金の支給【33104】 
２６年４月の消費税率引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置とし
て、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・子育て世帯臨時特例給付金の支給   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
子育て世帯臨時特例給付金を適切に支給する。 

◇指標・現況値・目標値 給付金を適切に支給した割合：100％ 

子ども支援課 
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第二節 高齢者支援 

33201 地域介護の充実 
 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 
 介護保険外在宅サービスの提供 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 
 日常生活用具消毒・運搬事業の推進 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 
 根戸デイサービスセンターの運営 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 
 訪問介護利用者負担額の支援 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 
 配食サービスの充実 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 
 認知症の方の家族の集い 高齢者支援課 
 認知症地域支援推進事業 高齢者支援課 
 肺炎球菌予防接種事業 高齢者支援課 
 高齢者ごみ出し支援ふれあい収集 クリーンセンター 

 

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実施 高齢者支援課 

★ 一次予防事業の推進（健康寿命延伸プロジェクト） 高齢者支援課 
★ 二次予防事業の推進 高齢者支援課 

 地域介護予防活動の支援 高齢者支援課 
 

33203 高齢者の社会参加・社会貢献の機会と場の充実 
 福祉有償運送の支援事業 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 
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33204 高齢者相談の充実 
 成年後見制度利用への支援 高齢者支援課 
 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 
 認知症に関する医療相談 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 
 高齢者虐待防止 高齢者支援課 

 

 

事業概要 

 ● 一次予防事業の推進（健康寿命延伸プロジェクト）【33202】 
骨折・転倒、関節疾患などに伴う生活機能の低下により、要介護状態になることを予防するため、健康の
維持・増進につながる市の事業や、地域活動・ボランティア活動に活用できる地域情報などを掲載した冊
子を作成し、６５歳になった方に配布して啓発や普及を図る。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
 ・高齢者向け情報冊子の作成  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
高齢者向け情報冊子を作成する。 

◇指標・現況値・目標値 高齢者向け情報冊子作成の進捗率：100％ 

高齢者支援課 
 

 ● 二次予防事業の推進【33202】 
認知症や要介護状態などになるおそれが高い６５歳以上の高齢者に対し、介護予防事業を実施する。２６
年度は、予防事業の対象者を把握するため、６５歳以上の未認定者に対し、基本チェックリストを送付す
るとともに、予防事業の対象とならなかった元気な高齢者に対して、生活機能を維持・改善するためのア
ドバイスを送付する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・二次予防事業対象者把握業務の委託 
・個人結果アドバイス等の送付 

同左 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
介護予防に取り組む市民を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 基本チェックリストの回収率：63.7％(H25)→70％ 

高齢者支援課 

 

  



    
健康 

福祉 
          

 

35 

 

第三節 障害者支援 

33301 障害福祉相談・支援体制の充実 
 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への家賃助成 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 
 第４期障害福祉計画の策定・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 
 訪問入浴サービスの提供 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 
 
失語症会話パートナーの派遣 障害福祉支援課 

（障害者福祉センタ－） 

 
サークル活動支援 障害福祉支援課 

（障害者福祉センタ－） 
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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 障害福祉支援課 

(あらき園) 

 あらき園の利用者支援 障害福祉支援課 
(あらき園) 

 利用者送迎の充実 障害福祉支援課 
(あらき園) 

 
給食サービス事業の充実 障害福祉支援課 

(あらき園) 

 
人材の養成 障害福祉支援課 

(あらき園) 

 
支援職員の技術の向上 障害福祉支援課 

(あらき園) 

 
あらき園利用者参加行事の充実 障害福祉支援課 

(あらき園) 

 
リスクマネジメント 障害福祉支援課 

(あらき園) 

 
利用者送迎支援 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
地域活動支援センター訓練事業 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
相談事業 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
基幹機能強化事業 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
地域活動センター創作的活動等事業 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
障害者福祉センターの維持管理 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 

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） 障害福祉支援課 

(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 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

★ バリアフリー情報の提供 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
障害者スポーツ大会 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

 
失語症家族教室 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 

★ 手話講習会・読話講習会 障害福祉支援課 

(障害者福祉センタ－) 
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33305 療育・教育システムの充実 
 児童発達支援事業 子ども相談課 

★ こども発達センターの施設整備 子ども相談課 

 
心理相談員の派遣 

子ども相談課 
(こども発達センター) 

 
ケアプランに基づく発達支援 子ども相談課 

(こども発達センター) 

 
言語療法士による相談・訓練 子ども相談課 

(こども発達センター) 

 
理学療法士による相談・訓練 子ども相談課 

(こども発達センター) 

 
部分統合保育 子ども相談課 

(こども発達センター) 

 
ケースワーカーによる相談・調整 

子ども相談課 
(こども発達センター) 

 
心理相談員による相談・訓練 子ども相談課 

(こども発達センター) 

 
療育･教育システム連絡会の運営 

子ども相談課 
(こども発達センター) 

 
作業療法士による相談・訓練 子ども相談課 

(こども発達センター) 

 
ライフサポートファイル開発・普及事業 子ども相談課 

(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 子ども相談課 
(こども発達センター) 

 相談支援専門員による相談とケアプランの作成 
子ども相談課 

(こども発達センター) 

 

33306 障害者の就労支援体制の強化 
 
障害者ジョブコーチ（職場適応援助者）の派遣 

障害福祉支援課 
(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 障害福祉支援課 

(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 障害福祉支援課 

(障害者就労支援センター) 

 障害者雇用の奨励金 商業観光課 
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事業概要 

 ● グループホーム等入居者への家賃助成【33302】 
グループホーム・ケアホーム・生活ホームなどの利用者に、負担した家賃の一部を助成し、経済的負担を
軽減する。２６年度は、１０月に開所予定のグループホームの利用者に対して助成する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・新規グループホーム利用者への家賃助成
（５名分） 
・グループホーム・ケアホーム・生活ホー
ム利用者への家賃助成 

・グループホーム・ケアホー
ム・生活ホーム利用者への家
賃助成 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
グループホームやケアホーム、生活ホームの入居者に対して適切に家賃を助成する。 

◇指標・現況値・目標値 家賃助成者数/グループホーム・ケアホーム・生活ホーム利用者数：100％ 

障害者支援課 

 

 ● 障害者自立支援給付事務【33302】 
障害者から福祉サービスの利用相談や申請を受け、サービスの支給決定を行う。２６年度は、１０月に開
所予定のグループホームの利用者に対して支給する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・新規グループホーム利用者への自立支援給付

費の支給（５名分） 
・グループホーム・ケアホーム・生活ホーム利
用者への自立支援給付費の支給 

・自立支援給付費の支給 同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
申請者が必要とする福祉サービスを適切に給付する。 

◇指標・現況値・目標値 福祉サービス利用者数/申請者数：100％(H25)→100％ 

障害者支援課 

 

 ● バリアフリー情報の提供【33304】 
市内の各種施設のバリアフリーに関する情報を掲載するホームページサイト「バリアフリーおでかけマッ
プ らっく楽！あびこ」を、より閲覧しやすくするためにリニューアルする。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・ホームページのリニューアルと更新業務委託 
 

・ホームページの更新業
務委託 

同左 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
ホームページのリニューアルを行い、閲覧件数を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 ホームページの年間閲覧件数：1,927(H25)→2,200 

障害者福祉センター 
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 ● 手話講習会・読話講習会【33304】 
中途失聴者や難聴者が、手話や読話により他者とコミュニケーションがとれるよう、習得に向けた講習会
を開催する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・手話講習会の開催 ・読話講習会の開催 ・手話講習会の開催 

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
手話・読話の習得者を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 講習会の年間参加者数：0(H25)→20 

障害者福祉センター 

 

 ● こども発達センターの施設整備【33305】 
児童福祉法の改正に伴い、こども発達センターが地域の中核的な療育支援施設として、新たに放課後等デ
イサービス事業や保育所等訪問支援事業を実施していく必要があることから、新たな施設を現在の敷地内
に整備する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・実施設計 ・工事  

   ◇実施計画期間内（平成２７年度）の達成目標 
こども発達センターの施設整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 こども発達センターの施設整備の進捗率：100％ 

子ども相談課 
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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切な運営 
 介護相談員の派遣 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・福祉用具購入費の支給 高齢者支援課 
 居宅介護サービス等の給付 高齢者支援課 
 高額介護サービス費の支給 高齢者支援課 
 介護サービスの第三者評価 高齢者支援課 
 介護保険受給資格の管理・運営 高齢者支援課 
 介護認定審査会の運営 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策定と推進 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 社会福祉課 
 生活保護事業 社会福祉課 
 原子爆弾被爆者見舞金の支給 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 
 セーフティネット支援対策事業 社会福祉課 
 自殺対策事業の進行管理 社会福祉課 

★ 臨時福祉給付金の支給 社会福祉課 



    
健康 

福祉 
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事業概要 

 ● 介護保険事業計画の策定と推進【34001】 
第５期介護保険事業計画の見直しを行い、第６期計画を策定する。また、計画の見直しに活用するため、
介護保険サービスの満足度などについてのアンケート調査を行う。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・介護保険サービスについてのアンケート調査の実施 
・第６期介護保険事業計画の策定 

  

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
第６期介護保険事業計画を策定する。 

◇指標・現況値・目標値 第 6期介護保険事業計画策定の進捗率：100％ 

高齢者支援課 

 

 ● 臨時福祉給付金の支給【34004】 
２６年４月の消費税率引き上げに伴い、所得の低い方への影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置と
して、臨時福祉給付金を支給する。 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 
・臨時福祉給付金の支給   

   ◇実施計画期間内（平成２６年度）の達成目標 
臨時福祉給付金を適切に支給する。 

◇指標・現況値・目標値 給付金を適切に支給した割合：100％ 

社会福祉課 

 

 


