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フィールドフィールドフィールドフィールド４４４４    健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉    

～～～～誰誰誰誰もがもがもがもが健康健康健康健康でででで、、、、生生生生きがいときがいときがいときがいと安心感安心感安心感安心感のあるのあるのあるのある暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの実現実現実現実現～    

◎◎◎◎健康健康健康健康づくりとづくりとづくりとづくりと医療体制医療体制医療体制医療体制のののの充実充実充実充実    

    

（（（（施施施施））））救急医療体制維持確保検討事業費救急医療体制維持確保検討事業費救急医療体制維持確保検討事業費救急医療体制維持確保検討事業費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    保健保健保健保健センターセンターセンターセンター））））（（（（新規新規新規新規））））    

１２１２１２１２，，，，７７０７７０７７０７７０千円千円千円千円    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

救急医療体制の維持強化を目指し、市民・医療・行政が一体となって、市民の安心安全な

生活が実感できる体制整備に取り組む。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度～平成２５年度 

  ３３３３    ２２２２４４４４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容    

（１）新居浜市救急医療体制維持確保検討委員会設置 

    ・ 医療（医師会救急医療部）、市民（連合自治会、民生児童委員協議会、女性連合

協議会、ＰＴＡ連合会、保育協議会）、行政（保健所、消防本部、市）が一体とな

って、医療資源の現状や住民・勤務医の意識調査による実態把握に努め、現状を共

通認識することで、より具体的な救急医療体制の維持確保対策に繋げていく。 

（２）救急医療に関するアンケート調査の実施及び分析 

（３）住民への適正受診啓発活動 

・医療機関マップ作成（かかりつけ医推進）、啓発資料作成等 

  ４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

    （１）県（10/10）   12,770千円 

    

◎◎◎◎地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの充実充実充実充実    

    

（（（（単単単単））））総合福祉総合福祉総合福祉総合福祉センタセンタセンタセンターーーー整備事業整備事業整備事業整備事業（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課））））    

                    ２２２２，，，，８９６８９６８９６８９６千円千円千円千円（（（（5,4545,4545,4545,454千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

福祉活動の拠点施設として、建設された総合福祉センター本館（平成８年完成）及び別子

山分館（平成５年完成）の適正管理と施設機能の維持向上のため、老朽箇所の改修及び修繕

及び利用者のニーズに応じた施設整備を行う。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    ２４２４２４２４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容    

（１）本館施設整備費     ・空冷エアコン室内機改修工事等   １，３００千円 

（２）別子山分館施設整備工事 ・浄水配管工事             ５８４千円 

（３）本館第４研修室整備   ・案内表示変更工事           １４５千円 

                  ・机、椅子等購入費           ８６７千円 
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◎◎◎◎児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉のののの充実充実充実充実    

（（（（単単単単））））既設保育所整備事業既設保育所整備事業既設保育所整備事業既設保育所整備事業（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））    

３３３３３３３３，，，，０７７０７７０７７０７７千円千円千円千円（（（（26,83726,83726,83726,837千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

老朽化した公立保育所１２園の施設・設備の修繕等を行うことにより、保育環境の整備充

実を図る。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

      平成２４年度 

３３３３    ２２２２４４４４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容    

（１）新居浜保育園改修等               ２６，５９０千円 

  屋上防水・外壁改修、耐震改修、焼却炉撤去等 

船木保育園公共下水道接続工事          ３，０９７千円 

（２）公立保育所遊具修繕等               １，５４０千円 

（３）公立保育所遊具点検委託料               １５０千円 

（４）公立保育所管理委託料                 ３００千円 

（５）備品更新 厨房機器更新               １，４００千円 

    

（（（（単単単単））））公立保育所建設事業公立保育所建設事業公立保育所建設事業公立保育所建設事業（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））（（（（継続継続継続継続））））    
４３４４３４４３４４３４，，，，３２０３２０３２０３２０千円千円千円千円（（（（17,17,17,17,538538538538千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新居浜市立若水乳児園及び若宮保育園については、いずれも昭和３５年に建設され、築後

５０年が経過した木造建築であり、老朽化が著しいことから、平成２３年～２４年度の２ヵ

年で改築する。なお、改築にあたっては、両園の合築による建て替えとする。 

今年度は、平成２３年度に実施した基本設計・実施設計に基づき、改築工事（外部整備を

含む）を行い、平成２５年４月に開設する予定である。 

・構  造  鉄筋コンクリート造２階建 

・建設面積  １，２３０㎡ 

 ・定  員  １２０人 

なお、旧園舎の解体工事については、平成２５年度に実施する。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２３年度～平成２４年度 

  ３３３３    ２２２２４４４４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容 

    （１）本体改築工事費（外部工事を含む）  ３８２，６８７千円 

    （２）若宮小学校関連整備工事        ３４，３３９千円 

    （３）若宮公民館関連整備工事        １１，６９４千円 

    （４）備品購入費               ３，８００千円 

（５）事務費他                １，８００千円 

合  計         ４３４，３２０千円 

４４４４    財源財源財源財源内訳内訳内訳内訳    

（１）県      5,000千円 

（２）市債    334,300千円 

（３）一財     95,020千円 
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（（（（施施施施））））つどいのつどいのつどいのつどいの広場事業費広場事業費広場事業費広場事業費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））    

８８８８，，，，１１２１１２１１２１１２千円千円千円千円（（（（4,5564,5564,5564,556千円千円千円千円））））    

        １１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

つどいの広場事業については、次世代育成支援行動計画に基づき、子育て中の親子が地域

の中で子育てに対する不安を解消するとともに、子どもの健やかな育ちを促進することを目

的に、平成２１年６月より川東地区に１箇所開設し事業を開始している。平成２６年度まで

に５箇所の開設を数値目標としており、平成２４年度には新たに川西地区に１箇所開設を計

画している。 

    子育てひろば運営事業補助金については、市の公募補助金として平成２３年度よりＮＰＯ

法人子育てネットワークえひめ新居浜オフィスが運営する子育てひろば「すくすくステーシ

ョン」運営事業に対し補助を行ってる。平成２４年度も引き続き、情報交換や交流の場を提

供するなど、子育てを地域で支える取り組みに対し補助を継続実施する。。。。    

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    ２４２４２４２４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容    

    （１）つどいの広場事業 

委託料(３～４日型)1箇所あたり年額３，５５６千円×２箇所＝７，１１２千円 

    （２）子育てひろば運営事業補助金               １，０００千円 

合  計               ８，１１２千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国     3,560千円 

（２）一財     4,552千円 

    

（（（（施施施施））））休日夜間保育対策費休日夜間保育対策費休日夜間保育対策費休日夜間保育対策費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））（（（（新規新規新規新規））））    

６６６６，，，，７７３７７３７７３７７３千円千円千円千円    

        １１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

保護者の就労形態が多様化し、日曜日・国民の祝日等における保育需要に対応するため、

本年度から新たに休日保育事業を実施する。 

    ・実 施 園  新居浜八雲保育園（八雲町2番14号） 

    ・開設時間  ７：３０～１８：００ 

    ・対 象 者  現に市内の保育所を利用する１歳以上の就学前児童 

    ・定  員  １０人／日 

    ・保 育 料  ２，０００円／日（給食費を含む） 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度～ 

  ３３３３    ２４２４２４２４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容    

（１）休日保育業務委託料  ６，７５２ 千円 

        【内 訳】 ・人件費（臨時保育士２人・調理員１人）  ６，４９２ 千円 

              ・一般生活費（保育材料費、給食費、光熱水費他）２６０ 千円 

（２）事 務 費（納付書印刷代）  ２１ 千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）県     1,149千円 

（２）その他     952千円（保育料） 

（３）一財     4,672千円 
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主な改修箇所 

    本館  作業棟  

屋根防水 

床（センター内土足化） 

トイレ男女別、多目的トイレ 

浴室脱衣場拡張 

会議室フローリング化 

玄関周り 

屋外通路床、外装、看板 

耐震補強 

屋根防水 

床（センター内土足化） 

トイレ拡張及び男女別 

視力障がい者室フローリング化 

事務室 

調理室床 

外装 

 

（（（（施施施施））））放課後児童対策費放課後児童対策費放課後児童対策費放課後児童対策費（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会事務局事務局事務局事務局    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課））））    

８７８７８７８７，，，，６５１６５１６５１６５１千円千円千円千円(86,500(86,500(86,500(86,500千円千円千円千円))))    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

就労または疾病等のため、昼間家庭で児童を監護することの出来ない保護者が、放課後安

心して預けられるような児童の居場所づくりに努める。 

 ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    ２２２２４４４４年度年度年度年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容    

（１）放課後児童クラブ運営事業      直営22クラブ   ８２，５８８千円 

（２）放課後児童クラブ運営補助事業 

 ・民間放課後児童クラブ「ともだちパーク」への運営補助  １，０００千円 

（３）放課後児童クラブ障害児対策事業費  

・障がい児受け入れに対する指導員加配  ４，０６３千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

    （１）県（2/3）       33,407千円 

    （２）諸収入（実費徴収金） 34,604千円 

    （３）一財          19,640千円 

 

◎◎◎◎障障障障がいがいがいがい者福祉者福祉者福祉者福祉のののの充実充実充実充実    

    

（（（（単単単単））））心身障害者福祉心身障害者福祉心身障害者福祉心身障害者福祉センターセンターセンターセンター整備事整備事整備事整備事業業業業（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域地域地域地域福祉課福祉課福祉課福祉課））））（（（（継続継続継続継続））））    

    １３８１３８１３８１３８，，，，５７５５７５５７５５７５千円千円千円千円（（（（5,5,5,5,643643643643千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

昭和５１年９月に本館、昭和５７年７月に作業訓練棟が建設され３５年が経過しており、

施設の老朽化や設備機器の劣化が著しく、施設管理上、支障をきたしていることから利用者

の利便性の向上及び安全性を確保するため、平成２４年度に大規模改修を行う。なお、大規

模改修に向けて平成２３年度改修協議会を設置、センター利用者や障がい者団体等に対して

アンケート調査による利用ニーズを把握し、改修の優先順位を検討する等、障がい者の意見

を反映させるための協議を行った。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２３年度～平成２４年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

     （工事請負費）・本館の耐震補強            ７，０００，０００円 

・本館及び作業訓練等の大規模改修 １３１，５７５，０００円 

                 合 計         １３８，５７５，０００円 
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（（（（施施施施））））障害者自立支援給付費障害者自立支援給付費障害者自立支援給付費障害者自立支援給付費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課））））    

１１１１，，，，３６０３６０３６０３６０，，，，９５４９５４９５４９５４千円千円千円千円（（（（1,117,0511,117,0511,117,0511,117,051千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

障害者自立支援法による介護給付費等の給付費について、一元的に予算執行することによ

り、障がいの種別にかかわらず、必要とする各障害福祉サービスを利用出来るようにし、障

がいのある方が地域で自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、総合的に支

援を行う。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

【扶助費】 ・介護・訓練等給付費    １，１３０，９１５，３６４円 

       ・補装具費            １８，９６６，０００円 

       ・特定障害者特別給付費      ３０，４３１，５２０円 

       ・自立支援医療（更生医療）   １７３，４３３，７００円 

          扶助費合計      １，３５３，７４６，５８４円 

【自立支援給付の支給に関する事務費】 

   委員報酬、要害程度区分認定調査委託料等  ７，２０５，６９０円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国    679,369千円 

（２）県     338,436千円 

（３）一財    343,149千円 

    

（（（（施施施施））））地域生活支援推進費地域生活支援推進費地域生活支援推進費地域生活支援推進費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域地域地域地域福祉課福祉課福祉課福祉課））））    

８８８８８８８８，，，，７４６７４６７４６７４６千円千円千円千円（（（（88,76088,76088,76088,760千円千円千円千円））））    

        １１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

障がい者及び障がい児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地域の

特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって

障がい者等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず市民が相互に人格と個性

を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、障害者自立

支援法の規定に基づき、市が実施主体となった地域生活支援事業を実施する。 

（国庫補助 １／２、県補助 １／４） 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）コミュニケーション支援事業             ３，１９９千円 

       （２）相談支援事業                   ２９，１００千円     

  （３）日中一時支援事業（タイムケア事業）        １８，６６１千円 

    （４）社会参加促進事業                  ４，０５１千円  

 （５）地域活動支援センター・小規模作業所運営事業補助金 ３０，３８４千円 

 （６）その他生活訓練事業等                ３，３５１千円 

  ４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

    （１）国(1/2)     17,476千円 

（２）県(1/4)      8,737千円 

（３）一財        62,533千円 
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（（（（施施施施））））障障障障がいがいがいがい者虐待防止者虐待防止者虐待防止者虐待防止センターセンターセンターセンター運営事業費運営事業費運営事業費運営事業費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課））））（（（（新規新規新規新規））））    

２２２２，，，，０６００６００６００６０千円千円千円千円    

        １１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、障がい者

虐待対応の窓口として障がい者虐待防止センターを設置する。主に養護者による障がい者虐

待が発見された場合には、立入調査等による事実確認、障がい者の一時保護や後見審判請求

等の措置を講ずる。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度～ 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

    （１）新居浜市障がい者虐待防止センターの設置 

       ・業務内容 障がい者虐待に係る通報又は届出の受理、相談、指導及び助言 

             広報その他の啓発活動 

       ・実施方法 市内の事業所に業務委託 

       ・設置日  平成２４年１０月１日（法施行日） 

       ・設置場所 委託事業所 

     ・委託料  １，６１７，０００円 

       （２）後見審判請求等の措置 

       ・内容   後見開始等の審判の請求及び成年後見制度の利用支援を行う 

       ・予算額  ４４２，９００円 

        （内訳）報償費 後見人報償金 ３３６，０００円 

            役務費 申立経費   １０６，９００円    

  ４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

    （１）国(1/2)     221千円（成年後見制度利用支援分） 

    （２）県(1/4)     110千円（成年後見制度利用支援分） 

（３）一財      1,729千円 

    

◎◎◎◎高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの充実充実充実充実    

    

（（（（施施施施））））見守見守見守見守りりりり推進員活動費推進員活動費推進員活動費推進員活動費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    介護福祉課介護福祉課介護福祉課介護福祉課））））    

５５５５，，，，５４３５４３５４３５４３千円千円千円千円((((4,1484,1484,1484,148千円千円千円千円))))    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

地域ぐるみで独居高齢者を見守る体制を作り、見守り推進員を配置し、民生委員やふれあ

い協力員と連携をして見守りが必要な独居高齢者の安否確認を行う。 

安否確認を定期的に行うことにより、独居高齢者の不測の事故、災禍の防止及び孤独感の

解消を図る。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

                    ・見守り推進員実費弁償  ４，６５１千円 

     ・連絡会費等事務費      ８９２千円 
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（（（（施施施施・・・・経経経経））））介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金介護保険事業特別会計繰出金（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    介護福祉課介護福祉課介護福祉課介護福祉課）））） 

１１１１，，，，７９０７９０７９０７９０，，，，７３４７３４７３４７３４千円千円千円千円（（（（1,1,1,1,555593,18293,18293,18293,182千円千円千円千円））））    

                                                                

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

介護保険事業計画は、３年を１期として計画内容を見直す必要があり、平成２３年度に策

定した平成２４年度から平成２６年度までの第５期介護保険事業計画に基づき事業施行さ

れる経費の市負担分として、一般会計から介護保険事業特別会計に繰出しを行う。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

    ※※※※以下特別会計以下特別会計以下特別会計以下特別会計ベースのベースのベースのベースの事業費事業費事業費事業費    

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

    （１）保険給付費   12,163,972千円 

・介護サービス等諸費   11,073,737 千円 

        ・介護予防サービス等諸費   447,625 千円 

・審査支払手数料        15,440 千円 

・高額介護サービス等費   269,159 千円 

・特定入所者介護サービス費  357,855 千円 

・特定入所者介護予防サービス費  156 千円  

   （２）地域支援事業費   162,695千円 

・介護予防事業費        15,089千円 

・包括的支援事業費       94,568千円 

・選択的地域支援事業費     53,038千円  

 

    

（（（（施施施施・・・・経経経経））））後期高齢者医療事業特別会計繰出金後期高齢者医療事業特別会計繰出金後期高齢者医療事業特別会計繰出金後期高齢者医療事業特別会計繰出金（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    国保課国保課国保課国保課））））    

３８６３８６３８６３８６，，，，９３６９３６９３６９３６千円千円千円千円（（（（333349,86249,86249,86249,862千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

後期高齢者医療制度に係る市の義務負担分及び事務費等の繰出金。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

    ※※※※以下特別会計以下特別会計以下特別会計以下特別会計ベースのベースのベースのベースの事業費事業費事業費事業費    

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）総務費 ４８，６４８千円 

        一般職員５人と非常勤職員の人件費及び保険料徴収に要する事務経費等 

（２）後期高齢者医療広域連合納付金 １，５３２，０５２千円 

        ①後期高齢者医療保険料負担金の納付 

②愛媛県後期高齢者医療広域連合共通経費の納付 

        ③後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金等 

（３）諸支出金 ３，０５０千円 

保険料還付金・還付加算金 

  ４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）県（3/4）  215,348千円（保険基盤安定事業） 

（２）一財    171,588千円 
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（（（（施施施施））））後期高齢者医療対策費後期高齢者医療対策費後期高齢者医療対策費後期高齢者医療対策費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    国保課国保課国保課国保課））））    

１１１１，，，，２７２２７２２７２２７２，，，，３４５３４５３４５３４５千円千円千円千円（（（（1,333,7591,333,7591,333,7591,333,759千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

後期高齢者医療制度の適正な運営のため、保険者である愛媛県後期高齢者医療広域連合に

対し、医療給付費の１／１２を負担金として納付する。また、後期高齢者医療被保険者に対

し、はり・きゅう施術補助事業を実施する。さらに、後期高齢者の健康保持のため、広域連

合からの受託事業として、後期高齢者健康診査に係る事業を実施する。 

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）後期高齢者医療療養給付費負担金（１／１２市負担分） 

療養給付費負担金          1,250,047千円 

（２）後期高齢者はり・きゅう施術補助事業   14,003千円 

（３）後期高齢者健康診査に係る事業       8,295千円 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）その他    8,296千円（広域連合受託事業収入、療養給付費還付金） 

（２）一財   1,264,049千円 

 

◎◎◎◎社会保障社会保障社会保障社会保障のののの充実充実充実充実    

（（（（施施施施））））特定健康診査等事業費特定健康診査等事業費特定健康診査等事業費特定健康診査等事業費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    国保課国保課国保課国保課））））（（（（国保特会国保特会国保特会国保特会））））    

92,61892,61892,61892,618千円千円千円千円（（（（94,68994,68994,68994,689千円千円千円千円））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

糖尿病等の生活習慣病の発症及び重症化を予防することで、医療費の伸びを抑制すること

を目的として、メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導を実施してい

る。健診受診率は、２０年度２４．１％、２１年度２９．１％、２２年度２６．０％と横ば

い状態であり、国の目標には及んでいない。そのため健診内容の充実、受診環境の整備など

健診体制の充実及び未受診者対策に重点を置いて事業を展開し、受診率の向上及び生活習慣

病予備軍に対して実施する保健指導の利用率向上を図る。 

２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２０年度～ 

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

（１）特定健康診査（事業費 87,577千円） 

かかりつけ医への相談依頼や健診項目の充実、日曜日健診の増など 

（２）特定保健指導（事業費 5,041円） 

    非肥満者への生活習慣予防教室の開催、健診受診者への結果説明会の充実など 

（３）自己負担金 

    特定健診   個別健診800円 集団健診500円 

    特定保健指導 無料 

４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国（1/3）   22,174千円 

    （２）県（1/3）  16,707千円 

（３）その他   53,737千円（国保料） 
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（（（（施施施施・・・・経経経経））））国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金国民健康保険事業特別会計繰出金（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    国保課国保課国保課国保課））））    

１１１１，，，，１３０１３０１３０１３０，，，，０５４０５４０５４０５４千円千円千円千円（（（（1,11,11,11,119,90919,90919,90919,909千円千円千円千円））））    

                                                                

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的        

国民健康保険事業の適正な運営のため、一般会計から国の操出基準に基づく操出を行う。

また、国保は低所得・高医療と構造的な問題を抱えているため、別途操出基準を設けて操出

を行い、保険料負担の軽減を図る。    

  ２２２２    事業年度事業年度事業年度事業年度    

     平成２４年度 

    ※※※※以下特別会計以下特別会計以下特別会計以下特別会計ベースのベースのベースのベースの事業費事業費事業費事業費    

  ３３３３    事業概要事業概要事業概要事業概要    

                            ・・・・総務費         236,218千円 

       ・保険給付費       9,697,293千円 

・老人保健拠出金       100千円 

・後期高齢者支援金等   1,533,575千円 

・前期高齢者納付金等    1,907千円 

・介護納付金       624,508千円 

・共同事業拠出金     1,711,721千円 

・保健事業費        134,088千円  

・基金積立金          500 千円 

・公債費          50,000 千円 

・諸支出金         26,493千円 

・予備費         100,000千円  

          計        14,116,853千円 

  ４４４４    財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国     45,000千円 

（２）県    311,250千円 

（３）一財   773,804千円 

 


