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64018 Ⅲ ➊ ① 健康福祉部 母子保健推進事業
母親及び乳幼児への保健指導、健康診査等
を実施し健康の保持、増進を図る

妊産婦、乳幼児を対象とした健康診査、健康教
育、健康相談。思春期保健事業
平成24年度からブックスタート（乳児に絵本のプレ
ゼント）開始

経常 無 96118 A
母子保健事業は健康づくりの根幹で
あり今後とも事業の充実を図る必要
がある。

A1
母子保健の充実に、十分な効果があると
認める

64035 Ⅲ ➊ ① 健康福祉部 保健衛生総務費（政策） 住民の生命を守り健康維持を図る。
関係団体への補助、不妊治療に対する助成、子ど
もの放射線内部被ばく健康調査委託ほか

政策 無 9025 A
不妊治療への助成なり、医師会、看
護専門学校への助成について、重
要な施策と考える

B2
不妊治療の助成については、国の動向を
見極めながら、年齢制限や回数制限等に
ついて検討していく必要がある

61018 Ⅲ ➊ ② 健康福祉部
生後４か月赤ちゃん全戸
訪問事業

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を
助産師等が訪問し、育児等に関する様々な悩
みを聞き相談に応じるほか子育てに必要な情
報提供を行うことにより、地域における子育て
家庭の孤立化を防ぐとともに虐待の早期発見
を行い、乳児の健全な育成環境の確保を図
る。

・育児に関する不安や悩みの傾聴、相談　　　・支
援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関
係機関との連絡調整
・子育て支援に関する情報提供　　　　　　　　・乳児
及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把
握

政策 無 143 A
保護者の問題の早期発見や子育て
に関する情報提供による乳児の育
成環境の確保に貢献している

A1
乳児の健全な育成環境の確保に必要な
事業であると認める。

64019 Ⅲ ➊ ② 健康福祉部 予防接種事業
感染症の予防とまん延防止、重篤な疾病の予
防

定期予防接種の実施
平成25年度から子宮頸がん、ヒブ、肺炎球菌定期
接種化、ＢＣＧは個別と集団併用で実施開始
平成26年10月１日より、水痘・高齢者肺炎球菌予
防接種が定期接種化

経常 無 233655 A

予防接種法に基づく定期予防接種で
あり感染症予防対策の重要な事業と
して今後とも接種率の確保が求めら
れる。

B1
各種予防接種の受診率向上に取り組む
必要がある

64036 Ⅲ ➊ ② 健康福祉部 予防接種事業(政策)
感染症の予防とまん延防止、重篤な疾病の予
防

・平成24年度から高齢者肺炎球菌と小児インフル
エンザ予防接種一部助成開始。(平成26年度から
高齢者肺炎球菌は定期予防接種化された)

政策 無 13070 A

感染症予防対策として任意予防接
種への助成は今後も的確に判断し
実施の必要性がある。平成26年10
月1日より、成人用肺炎球菌ワクチン
が定期接種化される予定。

A2
国の予防行政として考えるのであれば、
重要であるが、応能負担、応益負担につ
いて、検討が必要である。

61004 Ⅲ ➊ ③ 健康福祉部 児童手当支給事業

父母その他の保護者が子育てについての第
一義的責任を有するという基本的認識の下
に、児童を養育している者に児童手当を支給
することにより、家庭等における生活の安定
に寄与するとともに、次代の社会を担う児童
の健やかな成長に資することを目的とする。

支給要件に該当する者から申請を受け付け、手当
を支給する。定期払は６月、10月、２月の年３回。

経常 無 1892137 A
国の制度に基づき適正に実施してい
る

A2
事業は国の制度によるものであるが、い
かに負担を小さくして業務を仕上げるか、
事務効率化を図る必要がある。

61006 Ⅲ ➊ ③ 健康福祉部
子育て支援事業（子育て
短期支援事業）

保護者の疾病その他の理由により家庭にお
いて養育を受けることが一時的に困難となっ
た児童について、当該児童を児童福祉施設に
おいて一定期間養育を行うことにより、児童及
びその家庭の福祉の向上を図る。

（ショートステイ）原則７日間を限度に、24時間、児
童を児童福祉施設で預かる。
（トワイライトステイ）平日の夜間又は休日に児童を
児童福祉施設で預かる。

政策 無 43 A
緊急的措置事業として必要な事業で
ある。

B1

セーフティネットとして必要。そのうえで受
益者と行政の負担の整理、サービスの量
と質の水準については検討が必要であ
る。

92050 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 休日保育事業
保護者の就労形態の多様化に伴い、休日（日
曜日及び祝日）に保育に欠ける児童を保育所
において保育し、児童の福祉の増進を図る。

日曜日及び祝日（年末年始は除く。）に保育が必要
な児童に対し保育を実施する。（市内私立保育所６
箇所（水沢区）に委託）

政策 無 7610 A
休日勤務である保護者の需要に応
えている。

A2 必要な事業と認める。

92051 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 障がい児保育事業

心身に障がいのある児童を認可保育所で受
入し、健常児とともに集団生活のなかで保育
する。
保育所では障がい児の心身の発達を促し、社
会生活に必要な基礎的能力を養う。

障がい児の受入が可能な私立保育所において、
障がい児を健常児とともに集団保育する。

政策 無 25900 A
障がいがある児童も、安心して健常
者との集団保育できる環境づくりに
寄与している。

A2 必要な事業と認める。

92052 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 地域活動事業

【保育所地域活動事業】保育所において、地
域の需要に応じた幅広い活動を行う。
【保育所体験特別事業】認可保育所を利用し
ていない親子を対象に、定期的な保育所体験
を実施する。

【保育所地域活動事業】    ・・・H24より国制度廃止
①地域ふれあい事業…世代間、異年齢児との交
流、中高生の保育体験、育児講演会などの事業を
実施する。
②小学生低学年の受入…卒園児である小学生低
学年児童を、放課後保育所で受け入れる。
【保育所体験特別事業】…認可保育所を利用して
いない親子を対象に、定期的な保育所体験を実施
する。・・・H25より国制度廃止

政策 無 3049 B
国の制度見直しによりすでに補助が
廃止となっており、市においても見直
しを行う。

B1 見直しを進め適正化に努める必要がある

92053 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会
私立保育所産休等代替職
員補助事業

社会福祉法人等が市内に設置している認可
保育所に勤務する職員の健康を保持し、か
つ、児童等の処遇を確保する。

社会福祉法人等が市内に設置している認可保育
所が産休代替職員を雇用する場合に要する経費
に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

政策 無 2436 A
県の100％補助制度であり、事業とし
ては必要なものである。

A1 必要な事業と認める。

92054 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 私立保育所延長保育事業
保護者の就労形態の多様化により、保育の
時間を延長し、保護者の就労支援等を図る。

通常保育の開所時間を延長したうえで、更に通常
保育後に延長保育を実施する。
【基本分】通常保育の開所時間を最低基準の８時
間から、11時間に拡大する。
【加算分】11時間の通常保育の開所後に、30分～2
時間の延長保育を実施する。

政策 無 104487 A
勤務時間の都合で、本事業を利用し
ないと就労ができない保護者の需要
に応えている。

B1
事業の必要性は認めるが、基準統一を早
急に確立する必要がある。
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大綱　Ⅲ　　健康的で安心して暮らせるまちづくり　　～保健・医療・福祉の充実～

92055 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会
私立保育所一時預かり事
業

保護者の就労形態の多様化、保護者の傷病
等により、家庭における就学前児童の保育が
一時的にできなくなった保護者に対し、保育所
で一時的に児童を預かることで、子育て支援
を行う。

家庭において一時的に保育を受けることが困難と
なった乳幼児について、保育所で一時的に預か
り、必要な保護を行う事業を実施した私立保育所
に対し、補助金を交付する。また、新制度では、幼
稚園における預かり保育（教育時間終了後、引き
続き保育を提供する事業）が市町村の委託による
「一時預かり事業（幼稚園型）」として創設され、平
成27年度から実施予定としている。

政策 無 4870 A
家庭における保育が、一時的困難と
なった家庭を支援するために必要で
ある。

A2 必要な事業と認める。

92056 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会
病児・病後児保育事業（体
調不良児対応型）

入所児童が保育中に体調不良となった場合、
安心かつ安全な体制を確保することで、保育
所における緊急的な対応を図り、安心して子
育てができる環境を整備する。

国の病児・病後児保育事業実施要綱に基づき、看
護師を配置し、保育所の医務室や余裕スペース等
で体調不良となった通所児童に対し緊急的な対応
を行う。なお、H27年度以降の国の補助内容につ
いては、まだ示されていない。

政策 無 38790 A
就労しながら子育てをする保護者の
需要に応えている。

A2 必要な事業と認める。

92057 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 こぐま園負担金

保護者が就労している場合等において、病気
の回復期であり、かつ、集団保育が困難な児
童を一時的に保育し、保護者の子育てと就労
の両立を支援する。

病後児保育施設の「こぐま園」において実施する。
保育士及び看護師を配置し、保育サービス、健康
状態のチェック、服薬の介助等を行う。
実質的には水沢病院に事業を委託している。

経常 無 8500 A
就労しながら子育てをする保護者の
需要に応えている。

A2 必要な事業と認める。

92058 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 保育所入所委託事業

児童福祉法第24条(就学前の子どもに関する
教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律第13条の規定により読み替えて適用さ
れる場合を含む。)により、家庭での保育に欠
ける児童について、保護者からの申し込みに
より市が保育所において保育を実施し、保護
者の就労支援及び子育て支援を行う。

私立保育所及び他市町村の公立保育所におい
て、保育に欠ける児童の保育を実施する。

経常 無 2032361 A

事業として必要である。ただし、保護
者負担の課題については、当市の
子育て施策全体にも影響があるた
め、検討は慎重に進める必要があ
る。

A2
受益者負担の見直しについては慎重に検
討を進める必要がある

92059 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 保育園運営事業（経常）

児童福祉法第24条により、家庭での保育に欠
ける児童について、保護者からの申し込みに
より市が保育所において保育を実施し、保護
者の就労支援及び子育て支援を行う。

公立保育所の運営管理業務（保育所における運
営・維持管理を除く） 。

経常 無 21987 A
保育所長が非常勤化したため、その
人件費も多額となっているものの、
必要不可欠である。

A2
必要な事業として認めるものの、より一層
経費削減に努める必要がある。

92060 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 社会福祉協議会補助事業
奥州市社会福祉協議会が運営する米里保育
所の適正な運営を確保し、もって地域の児童
福祉の推進を図る。

保育士等の人件費が保育所運営費（児童数等に
より算定）を充ててもなお不足する場合に、当該不
足額を補助する。

政策 無 281 A
当該地域の唯一の保育所の存続の
ために、必要な事業である。

A2 必要な事業と認める。

92061 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 いずみ保育園運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 26581 A
管理運営の主体を民間へ委託する
可能性を除外せず多様な手法を検
討する必要がある。

A2
受益者負担の見直しについては慎重に検
討を進める必要がある

92062 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 みなみ保育園運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 21676 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
管理運営の主体を民間へ委託する可能
性を除外せず多様な手法を検討する必要
がある。

92063 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 田原保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 37325 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
管理運営の主体を民間へ委託する可能
性を除外せず多様な手法を検討する必要
がある。

92064 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 江刺南保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 25647 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
受益者負担の見直しについては慎重に検
討を進める必要がある

92065 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 玉里保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 16943 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
受益者負担の見直しについては慎重に検
討を進める必要がある

92066 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 梁川保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 16201 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
受益者負担の見直しについては慎重に検
討を進める必要がある

92067 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 広瀬保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 19194 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
受益者負担の見直しについては慎重に検
討を進める必要がある

92068 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 稲瀬保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 35150 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
管理運営の主体を民間へ委託する可能
性を除外せず多様な手法を検討する必要
がある。

92069 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 前沢保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 57043 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
管理運営の主体を民間へ委託する可能
性を除外せず多様な手法を検討する必要
がある。

92070 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 衣川保育所運営事業
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、保育所の運営・
維持管理を行う。

保護者の労働又は疾病その他の事由によりその
乳児及び幼児の保育に欠ける場合に、当該児童を
保育する。

経常 無 37405 A
保護者が就労のためで家庭で保育
できない児童に対し、適正な保育
サービスを提供している。

A2
管理運営の主体を民間へ委託する可能
性を除外せず多様な手法を検討する必要
がある。
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92071 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 保育園運営事業（政策）
保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳
児又は幼児を保育するため、公立保育所の
施設整備・運営管理を行う。

公立保育所の大規模修繕・備品購入等
　　大規模修繕　　H27 前沢保育所プール改築工
事・屋根塗装工事､ H28 みなみ保育園屋根外壁塗
装修繕
　　　　　　　　　　 　 H29～ 稲瀬保育所改修工事
　　備品購入　　　公立保育所備品更新

政策 無 1358 A
児童が安全な環境で過ごすために、
最低限必要な整備を行っている。

B1
必要な事業と認めるが、計画的な整備に
努める必要がある。

92073 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 保育所保育事業（経常）

児童福祉法第24条により、家庭での保育に欠
ける児童について、保護者からの申し込みに
より市が保育所において保育を実施し、保護
者の就労支援及び子育て支援を行う。

保育所入所等に係る事務を行う。
また、保育所建設事業に要した経費に対し、補助
金を交付する（債務負担行為）。

経常 無 5144 A
保育の実施については、市が行うこ
ととされており、コストの抑制に努め
ている。

A2 必要な事業と認める。

92075 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 私立保育所運営補助事業

社会福祉法人が市内に設置する保育所の適
正かつ円滑な運営を助長し、併せて児童福祉
の増進を図るため、私立保育所の入所児童
の保育に要する経費に対し、予算の範囲内で
補助金を交付する。

前年10月１日現在の保育所の運営規模に応じて、
予算の範囲内で補助金を交付する。私立保育所
は運営費収入のみでは施設経営が厳しく、職員の
福利厚生も十分でないことから、合併前のそれぞ
れの旧市町村においてもそれぞれの基準で補助
金等の交付を行ってきたところであるが、合併後の
奥州市においても統一した基準で補助金の交付を
行っている。

政策 無 13990 A
私立保育所の円滑な運営のために
必要な事業である。

B1
保育所入所数の変動見込みや、保護者
負担を含めて検討する必要がある。

92080 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 子ども・子育て支援経費

　平成24年8月に公布された子ども・子育て支
援法に基づく新しい子ども・子育て支援制度
の施行（平成27年４月予定）に向け、計画策
定をはじめとした実施体制の整備を行い、新
制度の目的である幼児期の学校教育・保育
や、地域の子ども・子育て支援の総合的な推
進を図る。

　子ども・子育て支援事業計画及び施設整備計画
の策定、ニーズ調査の実施、子ども・子育て会議
の開催、事業・運営・認可・支給認定等に関する例
規（基準）の制定、費用・利用者負担の検討及び決
定、幼稚園・保育所管理運営支援システムの導
入、新制度の周知、その他新制度を実施するため
の体制を整備する。

政策 無 4085 A
事業計画策定のほか、新制度施行
に向けた事前準備を行い万全の体
制を採る必要がある。

A2
事業の必要性を認める。事業費の抑制に
努める必要がある。

92081 Ⅲ ➊ ③ 教育委員会 保育士等処遇改善事業
　私立保育所に勤務する保育士等の処遇改
善を行うことにより、保育士の人材確保を図
る。

　私立保育所が、職員の処遇改善（昇給、一時金
の支給等）を行う場合で、当該改善に要する費用
が国の要領及び県の要綱で定める補助基準額以
上である場合に、補助基準額相当額の補助金を交
付する（補助割合10/10）。

政策 無 47181 A
保育士不足は、全国的課題となって
おり、処遇改善は必要である。

A1 必要な事業と認める。

12050 Ⅲ ➊ ④ 総務企画部
少子・人口対策事業（結婚
支援事業）

　結婚を取り巻く環境への理解を深め、社会
全体で結婚を応援する機運の醸成を図るとと
もに、結婚を望む男女に出会いの機会を提供
すること。

　出会い創出事業…出会いの機会を創出する民
間団体等に対する補助金交付（Ｈ19～）
　出会い応援事業…結婚支援に関心のある市民を
対象とした学習会（Ｈ22～24）

政策 無 917 C

補助金に頼らずに出会いの機会を
提供する事業を実施する団体も出て
きており、出会い創出に対する支援
の見直しが必要である。

C2 廃止の方向が妥当と認める。

61002 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部
児童センター管理運営事
業

18歳までの児童に健全な遊びを与えて、その
健康を増進し、情操を豊かにする

指定管理による児童センター９館の管理運営。
指定管理先；社会福祉協議会
　指定管理　児童センター　H23：10箇所　H24-: 9
箇所
委託料 H23:110,997(指定管理料)＋180(遊具保
守)=111,177 H24:104,266＋171=104,437　H25：
105,282＋171=105,453　H26:104,891+171=105,062

経常 無 105780 B
国補助の廃止に伴う計画の見直し
が必要である。

C1
放課後児童健全育成事業と統合する必要
がある。

61003 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部 放課後児童健全育成事業

共働き家庭など昼間保護者のいない家庭の
おおむね10歳未満の児童に対し放課後に適
切な遊びや生活の場を与えて、その健全な育
成を図る

水沢・江刺・衣川の放課後児童クラブ（13箇所）の
事業委託
　　H23:15箇所　　H24-25:13箇所　　H26- 17箇所
（＋4箇所前小統合関係児童ｸﾗﾌﾞ予定）
岩谷堂小学校放課後児童クラブの指定管理による
２児童クラブの管理運営

経常 無 59874 A
利用者ニーズが増加傾向にあり、今
後の運営を検討する必要がある。

B1
放課後児童クラブそのものは必要である
が、利用料金の負担については、見直し
が必要である。

61005 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部
子育て支援事業（ﾌｧﾐﾘｰｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業）

仕事と育児が両立できる環境を整備するとと
もに、地域における支え合いの子育て支援を
通じて地域の子育て力を高めること。

育児の援助を行いたい人と援助を受けたい人を組
織化し、相互援助活動を行う。(奥州市社会福祉協
議会に委託)
規定の利用料金があるが、依頼者が預かる会員
に直接支払うことになっており、事業者に入る収入
ではない。

政策 無 9240 A
子育て支援事業の中では最も利用
者が多い事業であり、地域に 根づい
てきている。

B1

地域における子育て力向上に貢献する事
業であり、十分な成果が発揮されていると
認められるが、利用者負担についても検
討が必要である。

61010 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部 母親クラブ活動補助事業
児童養育に関する研修活動、親子および世代
間交流・文化活動を行う母親クラブの活動を
促進する

活動に対して補助金交付
@179,550円×14箇所（-H23）　 　H24年度
@153,000円*13箇所　　H25年度　@100,000円*13
箇所　　H26以降廃止見込む

政策 無 1300 B
計画通り進んでいる。平成25年度を
もって終了とする。

C2 廃止の方向が妥当と認める。

61012 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部
放課後児童対策事業（前
沢区）

平成26年４月に前沢区内７小学校が統合する
こととなるが、統合による放課後児童の遊び
や生活の場所について、既存の施設を利用し
て確保し健全育成を図ることとするため、その
環境整備を行うもの。

児童の放課後の時間を有効に活用できるスペース
を既存の学校（前沢小学校及び古城小学校）の中
で確保するため、必要な修繕工事を実施する。

政策 有 2783 A
前小統合に伴う新規の児童クラブ実
施見込となる。

A1

利用者の利便が最大限になるように事業
化したが、今後においては、サービスに見
合った利用料を検討すべきである。また、
効率的な運営やサービス提供者の待遇
改善などを考えていく必要がある。
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大綱　Ⅲ　　健康的で安心して暮らせるまちづくり　　～保健・医療・福祉の充実～

61019 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部 地域子育て支援拠点事業
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て
の不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促進することを目的とする。

市内の公立・私立保育所等を拠点とした「地域子
育て支援センター」を市内10個所に設置し、子育て
親子や祖父母の交流の場の提供と交流の促進、
子育て等に関する相談、援助、地域の子育て関連
情報の提供等を実施する。
　　平成25年度　直営4箇所、委託7個所　　　平成
26年度　直営４カ所　委託６カ所（本事業は、委託
６ヶ所分）

政策 無 43748 B
事業規模を検討し、事業箇所の見直
しが必要である。

B2
実施個所の見直しと応益負担の検討が必
要である。

61020 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部 稲瀬保育所特別保育事業
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て
の不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促進することを目的とする。

子育て親子や祖父母の交流の場の提供と交流の
促進、子育て等に関する相談、援助、地域の子育
て関連情報の提供等を実施する。

経常 無 4427 A

子育て支援センターの親同士の交
流、子育て相談等乳幼児期の子育
てにおける子育て支援事業の重要
性が増している

A2
地域の子育て支援の拠点として十分な効
果をあげていると認める

61021 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部 前沢保育所特別保育事業
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て
の不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促進することを目的とする。

子育て親子や祖父母の交流の場の提供と交流の
促進、子育て等に関する相談、援助、地域の子育
て関連情報の提供等を実施する。

経常 無 5798 A

子育て支援センターの親同士の交
流、子育て相談等乳幼児期の子育
てにおける子育て支援事業の重要
性が増している

A2
地域の子育て支援の拠点として十分な効
果をあげていると認める

61022 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部 衣川保育所特別保育事業
地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て
の不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促進することを目的とする。

子育て親子や祖父母の交流の場の提供と交流の
促進、子育て等に関する相談、援助、地域の子育
て関連情報の提供等を実施する。

経常 無 6107 A

子育て支援センターの親同士の交
流、子育て相談等乳幼児期の子育
てにおける子育て支援事業の重要
性が増している

A2
地域の子育て支援の拠点として十分な効
果をあげていると認める

61023 Ⅲ ➊ ④ 健康福祉部
エンゼルプラザ管理運営
事業

地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て
の不安等を緩和し、子どもの健やかな育ちを
促進することを目的とする。

市内商業施設内において、子育て親子や祖父母
の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関
する相談、援助、地域の子育て関連情報の提供等
を実施する。

経常 無 2429 A

子育て支援センターの親同士の交
流、子育て相談等乳幼児期の子育
てにおける子育て支援事業の重要
性が増している

A1
地域の子育て支援の拠点として十分な効
果をあげていると認める

61007 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部
児童入所施設措置事業
（母子生活支援施設入所）

事情のある母子を保護し、相談・援助を進め
ながら自立を支援する。

対象となる母子を母子生活支援施設に入所措置
し、生活を支援しながら自立を促進する。（施設設
置者に委託)

経常 無 4710 A
やむを得ない状況が発生した場合に
は措置しなければならないものであ
る。

B1
セーフティネットとして必要。そのうえで受
益者と行政の負担の整理、サービスの量
と質の水準については検討が必要であ

61008 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部
婦人保護事業（母子家庭
等高等技能訓練促進費等
給付費）

母子家庭の母又は父子家庭の父の就業訓練
中における生活の負担の軽減を図り、資格の
取得を容易にし、もって母子家庭又は父子家
庭の経済的自立を促進すること。

母子家庭の母又は父子家庭の父で看護師、介護
福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、栄養
士、柔道整復師、鍼灸師の資格取得のため修業を
開始した者に対し、訓練促進費を支給し、修了後
に一時金を支給する。(なお、父子家庭の父は
H25.4～支給対象となった。)

政策 無 2192 A
国の制度に基づき実施している事業
である。上乗せ分は無い。

A2 必要な事業と認める。

61013 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部
子ども・若者育成支援事
業

不登校や中退、ニートやひきこもり等社会生
活を円滑に営む上での困難を有する子ども・
若者を支援するもの。

社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど
も・若者を支援するための相談窓口の設置及び支
援ネットワークの形成

経常 無 2320 B
引き続き関係機関との連携により、
不登校や中退、ひきこもり等の子ど
もや若者を支援していく必要がある。

C2
生活困窮者自立支援制度の導入を見据
え、廃止に向けた検討をする必要がある。

61014 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部 発達支援センター事業

心身の発達に課題のある児童等及びその保
護者に対し、児童等の発達を促すための支援
及び保護者の育児不安を軽減するための支
援を行うため、児童等の発達に関する相談、
指導等の事業を実施することにより、安心して
子育てができる環境を整備するとともに、児童
等の健全育成を図ることを目的とする。

(1) 個別相談、発達検査等による児童の発達全般
に関する評価に関すること。　(2) 就学前の児童及
びその保護者に対する療育指導、療育支援に関
すること。　　(3) 支援対象児が在籍する保育施設
等の関係機関との連携及び調整に関すること。
(4) 発達支援に係る研修及び啓発に関すること。
(5) 市内の発達支援体制の整備に関すること。

経常 無 6592 A
発達に課題のある児童が在籍する
施設並びにその保護者の支援に貢
献している。

A1
障がいのある児童や保護者のニーズが非
常に多く、必要な事業であると認められ
る。

61015 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部
心身障がい児福祉推進事
業

心身の発達に課題のある児童等及びその保
護者に対し、児童等の発達を促すための支援
及び保護者の育児不安を軽減するための支
援を行うため、児童等の発達に関する相談、
指導等の事業を実施することにより、安心して
子育てができる環境を整備するとともに、児童
等の健全育成を図ることを目的とする。

幼児教室３ヶ所（水沢・江刺・前沢）において、就学
前の児童及びその保護者に対し、母子通所による
療育指導及び療育支援を行う。

経常 無 25514 A
発達に課題のある児童は増える傾
向にあり、療育指導及び保護者の支
援の必要度もましている。

A2
ニーズは増加傾向にあり、必要な事業で
あると認める。

61016 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部
心身障がい児福祉推進事
業

胆沢区内における心身に障がいをもつ子ども
や発達に遅れが見られる子ども及びその保護
者に対し、療育育指導及び家庭を支援し、健
やかに成長するよう援助することを目的とす
る。

・心身に障がいを持つ子ども、発達に遅れが見ら
れる子ども及びその保護者に対し、通所による療
育指導及び家庭支援
・幼児教室修了児等に対し、集う場を提供するとと
もに保護者の交流を図る
　　上記を行う法人（社会福祉法人　愛育会）の補
助金を交付する。　（幼児教室　どんぐり）

政策 無 903 A
発達に課題のある児童は増える傾
向にあり、療育指導及び保護者の支
援の必要度もましている。

A2
管理番号61015と統合充実をはかるべき
である。

4ページ



平成25年度分 事務事業評価事業一覧

管理
番号

大綱
基本
施策

施策 担当部 事業名 事業目的 事業内容
政策/
経常

新市
建設
計画

H25
決算額
（千円）

一次
評価

一次評価コメント
二次
評価

二次評価コメント

大綱　Ⅲ　　健康的で安心して暮らせるまちづくり　　～保健・医療・福祉の充実～

61017 Ⅲ ➊ ⑤ 健康福祉部
子育て総合支援センター
施設管理運営事業

児童及びその保護者に対する総合的な支援
並びに地域全体における子育て環境の整備
を図り、もって子育てしやすい環境づくりを推
進することを目的とする。

・子育て総合相談として子育ての不安、悩みや子
どもの発達に関する相談に応じる。相談は保健
師、助産師、保育士、臨床心理技師、児童療育指
導員等が受け、適切な支援や情報提供を行なうほ
か、関係機関に繋ぎ連携して支援を行っていく。
・在家庭の乳幼児及びその親に対し、遊び、語ら
い、休息をとり、集うための場の提供をする（「こっ
ころひろば」）。
・奥州市内の様々な子育て支援の情報を、毎月
「こっころだより」として情報発信し、子育てに役立
ててもらう。

経常 無 12664 A
保護者の育児不安の解消等に貢献
している。

A1
子育て環境向上に寄与するものであり、
必要な事業であると認める。

64009 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部 保健対策推進事業

健康づくりに関する知識の普及と市民の実践
に対する支援を行うとともに、各種がん検診を
実施し病気を早期に発見し、早期治療開始へ
と結びつける。

運動教室、食育推進事業、栄養改善事業、各種が
ん検診、禁煙対策の実施等

経常 無 121059 A
市民の健康づくりの推進、病気の早
期発見・治療の役割として重要であ
る。

B1
検診の受診率向上に取り組む必要があ
る。

64010 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部 健康増進事業
健康増進法に基づく健康診査を実施し、疾病
の予防と健康管理対策を実施する

一般健康診査、健康教育、成人歯科健診、骨粗
しょう症予防検診、肝炎ウイルス検診等

経常 無 16429 A
市民の健康づくりの推進、病気の早
期発見・治療の役割として重要であ

B1
各検診の受診率向上に取り組む必要が
ある

64011 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部 結核健康診断事業
結核を早期に発見し早期治療開始に結びつ
ける

結核健康診断 経常 無 17621 A
感染症予防法に基づく健康診断とし
て今後とも受診率向上を図り結核の
早期発見・治療の役割が重要であ

B1 受診率向上に取り組む必要がある

64012 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部
水沢保健センター管理運
営事業

健康相談、健康教育、乳幼児健診、予防接
種、成人検診等、市民を対象とした保健事業
の拠点である保健センターの維持管理を行う

保健センターの維持管理業務 経常 無 4998 A
保健事業の拠点施設として機能して
いるが駐車場の確保が課題

B1

保健活動を展開する拠点として、その位
置づけと役割を明確にし、センターとサテ
ライトの体制にする等、機能分担を明確に
する必要がある。

64013 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部
江刺保健センター管理運
営事業

健康相談、健康教育、乳幼児健診、予防接
種、成人検診等、市民を対象とした保健事業
の拠点である保健センターの維持管理を行う

保健センターの維持管理業務 経常 無 2206 A
保健事業実施施設として機能してい
る

B2

保健活動を展開する拠点として、その位
置づけと役割を明確にし、センターとサテ
ライトの体制にする等、機能分担を明確に
する必要がある。

64014 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部
前沢健康管理総合セン
ター管理運営事業

健康相談、健康教育、乳幼児健診、予防接
種、成人検診等、市民を対象とした保健事業
の拠点である前沢健康管理センターの維持
管理を行う

前沢健康管理センターの維持管理業務 経常 無 10946 B

現状では代わる施設がないため直
営必須だが、保健センターとしての
施設維持が必要か今後検討を要す
ると思われる。

B2

保健活動を展開する拠点として、その位
置づけと役割を明確にし、センターとサテ
ライトの体制にする等、機能分担を明確に
する必要がある。

64015 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部 悠悠館管理運営事業

健康相談、健康教育、乳幼児健診、予防接
種、成人検診、健康運動等、市民を対象とし
た保健事業及び運動機能向上の拠点、包括
支援センター、福祉・介護保険の総合窓口機
能である悠悠館の維持管理・運営を行う

健康増進プラザ悠悠館の維持管理・運営業務
（保健センターの機能、介護・福祉の総合窓口機
能、健康増進・疾病予防・介護予防の機能）

経常 無 39220 A
健康増進施設としての機能は有効
的に活用されているが今後の施設
運営の課題の検討が必要。

B1

保健活動を展開する拠点として、その位
置づけと役割を明確にし、センターとサテ
ライトの体制にする等、機能分担を明確に
する必要がある。

64016 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部
衣川保健福祉センター管
理運営事業

健康相談、健康教育、乳幼児健診、予防接
種、成人検診等、市民を対象とした保健事業
の拠点である保健福祉センターの維持管理を
行う

保健福祉センターの維持管理業務 経常 無 10480 A
保健センター機能のみならず地域の
交流施設として必要な機能を有して
いる。

B1

保健活動を展開する拠点として、その位
置づけと役割を明確にし、センターとサテ
ライトの体制にする等、機能分担を明確に
する必要がある。

64031 Ⅲ ➋ ① 健康福祉部 保健衛生総務費（経常） 保健事業推進体制の整備を図る
健康づくり推進協議会、食育推進協議会、達者の
里バス、健康増進サポーター関連業務。電算処理
関連業務。会議及び研修、避難者健康相談

経常 無 63399 A

健康づくり推進のための総合的な進
行管理機能として健康づくり推進協
議会は重要であり役割の充実が求
められる。

B2
患者輸送バスは公共交通政策との調整を
行う必要がある。

64032 Ⅲ ➋ ② 健康福祉部 精神保健事業

広く心の健康に関する知識の普及啓発を図
り、自ら心の不調や身近な人の心の不調の状
態に早期に気づき適切なケアにつなげ、心の
健康が維持できるようにする。
地域団体と連携して、心の健康づくりの輪を
地域に拡大する。

普及啓発：講演会、出前健康講座、こころの健康
教室、中学生のための命の大切かを考える講演会
相談支援：ゲートキーパー研修会(地区センター単
位)、50歳のうつスクリーニング、相談窓口周知、庁
内連携会議、相談窓口の設置
家族支援：うつ病の家族教室、うつ家族のつどい、
統合失調症家族のつどい

経常 無 3153 A

関係機関との連携を図り、啓発や相
談支援の充実により心の健康づくり
を推進し自殺者を出さない取り組み
は今後とも重要な課題である。

C1
関係団体との役割分担を十分に調整のう
え、不足を生じないようにすることが大切
である。

63004 Ⅲ ➌ ① 健康福祉部 老人クラブ助成事業
高齢者の社会参加を促進し、地域活動の活
性化を図るための目的で実施する。

①単位老人クラブへの活動助成
②市老人クラブ連合会への活動助成

政策 無 7295 A
高齢者の生きがい活動を推進するた
めには、今後も老人クラブへの支援
が必要である。

B1

高齢者が増加しているにも関わらず加入
者数が減少している現状をしっかりと受け
止め、団体の活動内容を検証し、助言、
指導を行う必要がある。

63011 Ⅲ ➌ ① 健康福祉部
養護老人ホーム等入所措
置経費

老人福祉法による養護老人ホーム等への入
所措置について適切に行うことを目的としてい
る。

・養護老人ホーム等の措置 経常 無 194594 A
老人ホーム入所判定員会の判定に
より適切な入所措置を行っている。

A2 必要な事業と認める。

T63001 Ⅲ ➌ ① 健康福祉部
地域包括支援センター運
営事業

　地域住民の心身の健康保持及び生活の安
定のために必要な援助を行うことにより、地域
住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包
括的に支援することを目的として設置してい
る。

　介護予防マネジメント事業、総合相談支援事業、
権利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業

経常 無 58200 A
高齢者が安心して暮らすためには地
域包括支援センターによる包括的な
支援が必要である。

A1 必要な事業と認める。
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63001 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 福祉バス運行管理事業
福祉バスによる移送サービス、ボランティア活
動等の民間の社会福祉活動の推進を図るた
め、事業を実施する。

　福祉事業等に参加を希望している交通手段のな
い高齢者を対象に、社会参加を促進するため、奥
州市社会福祉協議会に事業委託し、福祉バスを運
行している。

政策 無 3624 A
引きこもり防止や社会参加の促進を
図るためには必要な事業である。

B1 公共交通政策との調整が必要である。

63002 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 敬老事業
敬老思想の普及と啓発を図るとともに、長年、
社会の発展に貢献された高齢者への感謝の
意を表すため、敬老事業を実施する。

　敬老会実施と敬老祝品の贈呈を行う。 政策 無 17786 A

平成25年度から衣川区が地域と共
催して開催することとなった。前沢区
については、平成26年度から地域主
催に移行する予定で協議を進めてい
る。

B2
地域全体で敬老者を敬うという本来の趣
旨に立ち返るためにも、早急に、地域主
催形式に一本化する必要がある

63005 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部
食の自立支援サービス事
業

在宅の一人暮らし等の高齢者で調理が困難
な者が健康で自立した生活を送ることができ
るよう、食生活面で支援を行うことを目的とす
る。

①配食サービスを委託し実施
②上記事業を通じての見守り活動

政策 無 13303 A
自ら調理できない高齢者が在宅で自
立した生活を送るために必要な事業
である。

B2
事業の必要性は認めるものの、民間給食
事業者などの参入を検討する必要があ
る。

63006 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部
生きがい対応型デイサー
ビス事業

通所による生きがい活動等の各種サービスを
提供することによる社会参加促進及び自立生
活支援を実施するとともに、引きこもりや寝た
きりの予防を図る。

虚弱な高齢者に対し通所によるサービスを提供
し、引きこもり等の予防を行う。

政策 無 38773 A
虚弱な高齢者の引きこもりや寝たき
りの予防に必要な事業である。

B1
区毎に異なる委託料単価基準について
は、早急に平準化するよう努める必要が
ある

63009 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 生活支援ハウス運営事業
　冬季間などに自宅で生活が困難なひとり暮
らし高齢者や高齢者世帯を支援するために設
置している。

①高齢等のため独立して生活することに不安があ
る者に対して一定期間の住宅の提供、②各種相
談、助言及び緊急時の対応、③通所介護及び訪
問介護の利用手続きの援助、④地域住民等との
交流を図るための各種事業及び交流の場の提供

経常 無 19141 B
H25より夏場を1施設閉鎖し、委託料
が増加しないように努めている。

C2
他の公共施設の利活用を含めて事業の
存廃について検討する必要がある。

63012 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部
生きがい活動支援通所事
業費（経常）

高齢者が気軽に集える場を提供することに
よって、健康増進及び福祉の向上を図る。

・前沢いきいきハウスの運営（直営）
・大岳高齢者生きがいセンターの運営委託（指定
管理）

経常 無 22725 B
前沢いきいきハウスについては介護
予防教室等の開催など事業展開を
検討している。

C2
前沢いきいきハウスについては、存廃を
含めて検討が必要である。

63013 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部
老人福祉センター管理運
営事業

老人福祉の増進のため、設置する。
・前沢老人福祉センターの運営（指定管理）
・衣川老人福祉センターの運営（直営）

経常 無 2600 B

前沢老人福祉センターは、健康管理
センターに老人福祉センターの機能
を移転し平成24年度末に廃止した。
老人福祉センター機能を他の施設に
移転し、衣川老人福祉センターを廃
止する方向で検討している。

C2 廃止する方向で検討する必要がある。

63016 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部
高齢者日常生活用具給付
等事業

日常の生活を営むのに支障がある在宅の高
齢者に日常生活用具の給付又は貸付をする
ことにより、日常生活の便宜を図り、もって在
宅の高齢者及びそれらの介護者の福祉の向
上に資することを目的とする。

・給付　電磁調理器、火災警報器、自動消火器
・貸与　電話加入権

政策 無 213 A
高齢者の在宅生活を継続するため
に必要な事業である。

B2
より効果的な事業のあり方を検討し、事業
対象者を明確する必要がある。

63017 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部
高齢者生活支援訪問介護
事業

介護保険の要介護等認定の結果が非該当と
なった65歳以上の者と60歳から64歳までの者
のうち、その家族の介護を受けることができな
い高齢者が安定した生活を営むことができる
ように支援する。

介護保険の要介護等認定の結果が非該当となっ
た65歳以上の者と60歳から64歳までの者のうち、
その家族の介護を受けることができない高齢者が
安定した生活を営むことができるよう、介護保険の
訪問介護と同様のサービスを提供する生活支援訪
問介護サービスを提供する。

政策 無 763 A
家族等からの介護を受けられない高
齢者を支援するために必要な事業で
ある。

C1
事業の目的そのものが施策として継続す
べきかどうかを検討する必要がある。

63018 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 緊急通報装置貸与事業
　在宅老人等に対し日常生活の便宜を図り、
その福祉の増進に資することを目的として実
施する。

　緊急通報装置の設置及び貸与 政策 無 111 A
介護保険の適用外の高齢者(障がい
者)を支援する事業である。

C2 廃止の方向が妥当と認める。

63019 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 高齢者つどいの家事業
　高齢者に日常的なつどいの場を提供し、孤
独感の解消、生きがいの増進等を図り、もっ
て高齢者の福祉の向上に資する。

　所有者から提供のあった住居（部屋）を指定し、
世話人を派遣し、高齢者のつどいの場を提供す
る。

政策 無 1245 B
類似事業へ移行すること等により事
業を廃止する。

C2 廃止の方向が妥当と認める。

63020 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 外出支援サービス事業
　福祉車両を運行することにより、歩行困難な
方に対して通院や買い物などの社会参加を促
進するために行う。

　道路運送法による届出を行った事業者に委託
し、リフト付等の車両を運行する。
　運転手はボランティアで行う。

政策 無 4419 A
寝たきりや歩行困難な高齢者が病
院等を受診するために必要な事業で
ある。

B2
受益と負担について、検討する必要があ
る。

63022 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 認知症施策総合推進事業

　認知症になっても住み慣れた地域で生活を
継続するためには、医療、介護及び生活支援
を行うサービスが有機的に連携したネットワー
クを形成し、認知症の人への効果的な支援を
行うことが重要である。
　このため、医療機関や介護サービス及び地
域の支援機関をつなぐコーディネーターとして
の役割を担う認知症地域支援推進員を配置
し、当該推進員を中心として、医療と介護の連
携強化や地域における支援体制の構築を図
る。

・認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービス
が提供されるよう、認知症疾患医療センター等の
認知症専門医療機関、介護サービス従事者や認
知症サポーターなど、地域において認知症の人を
支援する関係者の連携を図る。
・認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に
応じて認知症の人やその家族を支援する事業を実
施する。

政策 無 6472 A

認知症高齢者が尊厳を保持し、住み
慣れた地域で暮らすためには、市民
が認知症を理解し地域全体で認知
症高齢者の生活を支える必要があ
る。

A2
認知症高齢者を地域で支えるための環境
づくりに寄与していると認められる
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64017 Ⅲ ➌ ② 健康福祉部 後期高齢者健康診査事業
後期高齢者医療の被保険者に係る生活習慣
病の早期発見及び早期治療を図り、もって被
保険者の健康の保持増進に寄与するため

健康診査 経常 無 78452 A
後期高齢者の健康診査として定着
が必要。

B1 受診率向上に取り組む必要がある

63007 Ⅲ ➌ ③ 健康福祉部
高齢者及び障がい者にや
さしい住まいづくり推進事
業

　在宅要援護高齢者及び障害者や重度身体
障がい者等の日常生活及びその家族による
介護を支援するため、段差解消や手すり等の
設置等、住宅改善に必要な経費を予算の範
囲内で助成する。

在宅で自立した生活を送ることができるよう、住宅
改修に必要な経費に対し助成する。
①床の段差解消、手すりの設置
②洋式便器への取替えなど

政策 無 13112 A
在宅生活を継続するうえで必要な事
業である。

A2
在宅生活する上で必要な事業であり、適
当と認める。

63008 Ⅲ ➌ ③ 健康福祉部
介護保険サービス利用者
負担助成事業

　介護保険サービスの訪問介護及び訪問入
浴介護を利用している低所得者世帯に対し助
成を行うことにより、在宅介護を支援すること
を目的とする。

　事業対象者に次の利用料助成を行う。
　①住民税非課税世帯に属する者　介護報酬の
100分の９を助成
　②所得税非課税世帯に属する者　介護報酬の
100分の４を助成

政策 無 20101 B
低所得者の在宅介護を支援するた
め必要な事業である。

C2 廃止する方向で検討する必要がある。

63015 Ⅲ ➌ ③ 健康福祉部
介護保険特別会計（サー
ビス事業勘定）繰出金

・居宅における介護を支援するため、まえさわ
介護センターを設置。
・介護保険法第115条の22に規定する指定介
護予防支援事業所の業務を行う。（地域包括
支援センター業務）

・まえさわ介護センターの業務。
・介護保険法第115条の22に規定する指定介護予
防支援事業所の業務。（地域包括支援センター業
務）
・胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家の起債償
還。

経常 無 100694 B
まえさわ介護センターについて、平
成26年度からの指定管理に向けた
手続を行った。

B2
指定管理に向けた取り組みについて適当
と認める

63010 Ⅲ ➌ ④ 健康福祉部
特別養護老人ホーム等建
設事業補助（債務負担）

旧市町村において特別養護老人ホーム等の
建設費に対して債務負担を行い後年度にお
いて補助する事業や養護老人ホームの入所
措置システム、要援護高齢者システムなどを
行うことを目的としている。

・特別養護老人ホーム等の建設費に対して後年度
において補助する事業
・養護老人ホームの措置に関して被措置者等の負
担金の管理
・要援護高齢者支援システム（緊急時対応）の管理
運営　など

経常 無 59002 A
債務負担行為によるものである。高
齢者福祉システムは事務上必要なも
のである。

A2 必要な事業と認める。

63014 Ⅲ ➌ ④ 健康福祉部
介護保険特別会計（保険
事業勘定）繰出金

介護保険法による介護保険給付費等の市町
村負担を行うものである。

・介護保険制度の事務費分（経費の100％負担）
・介護保険給付費の市町村負担分（給付費の
12.5％負担）
・地域支援事業の市町村負担分（事業費の12.5％
負担）
・地域支援事業の助成対象外分（事業費の100％
負担）

経常 無 1375621 A

介護保険法の規定により、介護給付
費及び地域支援事業に必要な費用
の負担をするもののほか、事務費、
国庫負担等の対象外の経費に対し
て負担するものであり、介護保険事
業の運営に必要な繰出金である。

A2 必要な事業と認める。

63021 Ⅲ ➌ ④ 健康福祉部
地域介護・福祉空間整備
事業

医療と介護が連携した施設を整備し、在宅の
要介護者を支えるため

施設設備に対する補助（Ｈ24　江刺寿生会） 政策 無 80000 A

介護保険事業の基盤となる施設整
備を行う際に必要な設備整備費に対
する補助金であり、円滑な事業の運
営のために必要な補助金である。な
お、財源は、国の交付金であり、市
一般財源の負担はないものである。

A2
国の交付金を活用した施設整備支援は適
当である

62002 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部
特別障害者手当等支給事
業

　特別障害者手当等を支給することにより、重
度の障がいのために必要となる精神的、物質
的な負担の一助とし、特別障害者等の福祉の
向上を図る。

特別障害者手当　26,260円/月（25.10～　26,080円
/月）、障害児福祉手当　14,280円/月（25.10～
14,180円/月）、経過的福祉手当　14,280円/月
（25.10～　14,180円/月）
2月、5月、8月、11月に、前月分までを支給

経常 無 41575 A
手当の支給により、重度障がい者の
精神的、物質的負担の軽減が図ら
れ、福祉の向上に寄与している。

A2 必要な事業と認める。

62006 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 相談支援事業

　障がい者やその家族等の相談に応じ、必要
な情報の提供や権利擁護のために必要な援
助を行うことにより、障がい者等が自立した生
活を営むことができるようにする。

　障がい者等の相談に応じ、福祉サービスの利用
援助や必要な支援を行う相談支援事業を社会福
祉法人等に委託して行う。。

経常 無 23320 A

障がい者の身近な相談に乗る場とし
て相談支援事業の役割は重要であ
るが、今後のあり方については検討
が必要。

A2
基幹相談支援センターの設置方針につい
ては適当と認める。

62007 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部
コミュニケーション支援事
業

　意思疎通に支障がある障がい者等に、手話
通訳等の方法により意思疎通の円滑化を図
る。

　身体障害者福祉相談員を配置するほか、必要に
応じて手話通訳者、要約筆記者の派遣を行う。

経常 無 5082 A
派遣件数も増加しており、聴覚障が
い者に対する意思疎通の手段として
欠かせないものとなっている。

A2
必要な事業と認めるが、受益者負担につ
いては検討する必要がある。

62009 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 移動支援事業
　屋外での移動が著しく困難な障がい者（児）
に対し、外出のための支援を行い、自立と社
会参加を促進し、福祉の増進を図る。

　障がい者（児）の社会生活上必要不可欠な外出
及び社会参加のための外出の際の移動の介護を
行う。

経常 無 1063 A
障がい者の外出や社会参加に欠か
せない事業となっており、障がい者
の自立や社会参加に寄与している。

B1
必要な事業と認めるが、公共交通機関等
の連携も検討する必要がある。

62010 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 地域活動支援事業
　障がい者等を通わせ、創作的活動又は生産
活動の機会の提供等、地域の実情に応じた
支援を行う。

　創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社
会との交流促進等の便宜を供与する事業並びに
必要に応じて利用者の居宅と地域活動支援セン
ターの送迎を行う

経常 無 36770 A
障がい者に対する生産活動等の機
会の提供により、障がい者の社会参
加の推進に寄与している。

B1
必要な事業と認めるが、受益者負担につ
いても検討する必要がある。

62012 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 職親委託事業
　知的障がい者が就職に必要な知識、技術等
を習得し、雇用の促進及び職場における定着
性を高める。

　知的障がい者を一定期間職親に預け、生活指
導、技能習得訓練等を行う。

経常 無 1440 B

委託が長期間に及んでいる障がい
者も多いが、知的障がい者に対する
生活指導、職業訓練として一定の成
果を上げている。なお、就労継続支
援（A・B型）もある。

B1
必要な事業と認めるが、事業目的の成果
を検証する必要がある。

62013 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 日常生活支援事業
　障がい者等に対して、日常生活上必要な訓
練や指導等、本人活動支援を行い、生活の質
的向上を図り、社会復帰の促進を図る。

　生活支援事業の実施について、社会福祉法人等
に委託して行う。

経常 無 1107 A
障がい者の日常生活訓練、社会参
加に大きな役割を果たしている。

A2 必要な事業と認める。
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62014 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 日中一時支援事業

　障がい者及び障がい児の日中の一時的な
見守り等の支援を行うことにより、障がい者等
の活動の場を確保するとともに、障がい者等
の家族の就労支援及び負担軽減を図ることを
目的とする。

　①市長が指定する施設において、障がい者等に
活動の場を提供し、見守り及び障がい者等が社会
に適応するための日常的な訓練を行うこと。
　②必要に応じ、学校等から施設まで及び施設か
ら障がい者等の居宅までの送迎を行うこと。

経常 無 19812 A
事業の実施により、障がい者（児）の
介護者の就労や負担の軽減が図ら
れている。

B1
必要な事業と認めるが、受益者負担につ
いても検討する必要がある。

62015 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部
障がい者社会参加支援事
業

　スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、
障がい者等の社会参加を促進する。

　社会参加促進事業の実施について、社会福祉法
人等に委託して行う。

経常 無 2948 A
事業の実施により、障がい者社会参
加の推進に大きな役割を果たしてい

B1
必要な事業と認めるが、事業目的の成果
を検証する必要がある。

62016 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部 福祉乗車券給付事業

重度障がい者等に対し、タクシー又はバスの
料金の一部を助成することにより、重度障が
い者等の社会参加の促進及び通院等の便宜
を図り、もって重度障がい者等の福祉の向上
に寄与することを目的とする。

１会計年度で１枚200円のチケットを、最大、上記①
～③の対象者にあっては144枚、④及び⑤の対象
者にあっては288枚交付する。交付を受けた者は、
あらかじめ市が契約しているバス及びタクシー会
社でチケットを使用することができる。バス及びタク
シー会社は、後日、対象者がチケットを利用した分
の額を市に請求する。

経常 無 12439 A
福祉乗車券の給付により、障がい者
の社会参加の促進等が図られ、福
祉の向上に寄与している。

B2
必要な事業と認めるが、対象者について
の基準を明確にする必要がある。

62017 Ⅲ ➍ ① 健康福祉部
在宅酸素療法酸素濃縮器
使用助成事業

　在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害
者に対し、酸素濃縮器の使用に係る費用の一
部を助成することにより、呼吸器機能障害者
の健康維持を図り、もって福祉の増進に資す
ることを目的とする。

　在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に
対し、酸素濃縮器の使用に係る費用の一部を助成
することにより、呼吸器機能障害者の健康維持を
図り、もって福祉の増進に資することを目的とす
る。

経常 無 1047 A

在宅酸素濃縮器の使用に係る費用
を助成することにより、障がい者の健
康維持が図られ、障がい者の福祉
の増進に寄与している。

A2 必要な事業と認める。

61011 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部
障がい児保護措置費給付
事業

　障がい児がサービス利用に要した費用を負
担し、児童が適切な支援を受けて健全な発達
ができるようにする。

　障がい児が障害児通所支援等を利用した場合、
その利用に要した経費について、利用者負担（上
限１割）を除いた分について市が負担をする。

経常 無 166448 A
増加する利用者ニーズに対応する
べく必要な事業である。

A1 必要な事業と認める。

62001 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部
障がい者福祉総務費（政
策）

　障がい者福祉全般にわたる事業を行う。
　障がい者関係団体。社会福祉法人等への補助を
行う。

政策 無 380 A
施設整備補助の実施に向けて、施
設の種類、規模、必要性の観点等を
勘案した補助基準を定め、公表す

B2
必要な事業と認めるが、施設整備につい
ては補助基準を定める必要がある。

62003 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部 自立支援医療費給付事業
障がい者の自立と社会経済活動への参加の
促進。

更生医療：身体に障がいのある者（１８歳以上）に
対し、日常生活能力や職業能力を回復又は獲得
することを目的に医療給付を行う。
育成医療：手術などを行うことにより、治療または
障がいが軽減されることを目的に医療給付を行う。

経常 無 55753 A
医療費の給付により、障がい者が安
心して医療を受けることができ、障が
いの回復又は軽減が図られている。

A2 必要な事業と認める。

62004 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部 補装具費給付事業

日常の生活を営むのに支障がある障がい者
及び障がい児の身体機能を補助することによ
り、日常生活の便宜を図り、もって障がい者及
び障がい児並びにこれらの介護者の福祉の
向上に資することを目的とする。

障がい者及び障がい児において、補装具の給付
若しくは修理を必要とする者へ給付・修理を行う。

経常 無 29759 A
補装具の給付により、障がい者(児）
の日常生活の便宜が図られ、福祉
の向上に寄与している。

A2 必要な事業と認める。

62005 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部 介護給付費等給付事業
　障がい福祉サービスの利用に要した費用に
ついて負担し、障がい者が必要に応じて必要
なサービスが受けられるようにする。

　障がい者が障害福祉サービスを利用した場合、
その利用に要した経費について、利用者負担（上
限１割）を除いた分について負担をする。

経常 無 1915952 A

介護給付費の支給により、障がい者
（児）が必要なサービスを受けること
ができ、障がい者の福祉の増進に寄
与している。

A2 必要な事業と認める。

62008 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部 日常生活用具給付等事業

日常の生活を営むのに支障がある障がい者
及び障がい児に日常生活用具の給付若しくは
貸与又は住宅改修費を給付をすることによ
り、日常生活の便宜を図り、もって障がい者及
び障がい児並びにこれらの介護者の福祉の
向上に資することを目的とする。

障がい者及び障がい児において、日常生活用具
の給付若しくは貸与又は住宅改修を必要とする者
へ給付を行う。

経常 無 24511 A
用具の給付により、障がい者（児）の
日常生活の便宜が図られ、福祉の
向上に寄与している。

A2 必要な事業と認める。

62011 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部 訪問入浴サービス事業

家庭で入浴するうえで介護を必要とし、その
家族の介護を受けることができない障がい
者、難病患者、高齢者等に対し、訪問入浴介
護を行い、もって対象者の心身の健康を保持
し、安定した生活を営むことができるよう援助
することを目的とする。

　家庭で入浴するうえで介護を必要とし、その家族
の介護を受けることができない障がい者、難病患
者、高齢者等に対し、訪問入浴介護サービスを提
供すること。

経常 無 3838 A

家庭で入浴することができない障が
い者等に入浴に機会を提供すること
により、介護者の負担の軽減と障が
い者の心身の保持が図られている。

A2 必要な事業と認める。

62039 Ⅲ ➍ ② 健康福祉部 療養介護医療費給付事業
常に医療と介護を必要とする人に、医療機関
で機能訓練、療養上の管理、看護、介護日常
生活の世話を行う。

医療の給付 経常 無 32071 A

医療費の給付により、障がい者が安
心して医療を受けることができ、障が
い者の負担軽減が図られ、福祉の
増進に寄与している。

A2 必要な事業と認める。

62019 Ⅲ ➎ ① 健康福祉部
社会福祉協議会に対する
運営費補助

　高齢者、障がい者、児童、母子等に対する
福祉活動を助長するため、奥州市社会福祉
協議会の実施する事業に対し、補助するも
の。

　社会福祉協議会の法人運営及び地域福祉に関
わる正職員15名分（他の補助金や委託金の対象と
なっていない者）の人件費を補助する。
　社会福祉協議会に対する運営費補助金（人件費
分）　年39,325千円

政策 無 39325 A

職員配置への補助により社会福祉
協議会の法人運営及び地域福祉事
業を推進している。補助のあり方に
ついては検討が必要。

A2
必要な事業と認めるが、補助のあり方に
ついては検討する必要がある。
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62018 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部
江刺総合コミュニティセン
ター管理運営事業

　市の建物である「江刺総合コミュニティセン
ター」について、指定管理委託する。

　施設・設備の維持管理、施設使用者の受付関連
業務、消防法に基づく業務等を行う。

経常 無 29061 A

福祉活動をはじめとする交流施設と
して支援活動の場を提供するととも
に、障がいを持った方々の通所施設
機能の充実を図り、市民が親しみや
すい施設環境の整備と機能充実に
努めている。

B1
必要な事業と認めるが、民間の活力が発
揮できる環境を整える必要がある。

62021 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部
地域コミュニティ復興支援
事業

東日本大震災の影響により弱体化した福祉コ
ミュニティの復興を図る。

・小地域福祉活動推進のための住民支え合いマッ
プ普及促進事業（マップ作成を通じて地域住民で
情報共有を図るもの。）
・市民たすけあい行動プラン策定事業（マップで把
握した要援護者を対象に災害時要援護者避難支
援の個別台帳を作成するもの。）
・奥州市地域見守り支援ネットワーク設置事業（民
間事業所の協力による訪問や配達の際の見守り
活動推進）

政策 無 18060 A

住民相互による支え合いの体制づく
りを進めることにより、災害時の要援
護者支援体制の整備に寄与してい
る。

B1
当面必要な事業と認めるが、目標を明確
に定め、目的達成に向けた取組みを行う
必要がある。

62022 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部
ふるさとビューロー開設事
業

被災者（避難者）のニーズを把握し、課題解決
のために関係機関団体と連携して被災者支
援を行う。

避難者交流と生活支援に関する相談等に対応す
るためのたまり場を開設する。

政策 無 4498 A
内陸への避難者への情報提供を行
うとともに、避難者同士及び避難者と
住民の交流を図った。

B1
当面必要な事業と認めるが、目標を明確
に定め、目的達成に向けた取組みを行う
必要がある。

62023 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部 保護司会補助金
胆江地区保護司会に補助金を交付することに
より、この地域における更生保護活動の円滑
な推進を図る。

岩手県更生保護研究大会、「社会を明るくする運
動」関係事業の実施、処遇支援活動の推進、各種
研修会の実施・協力、就労支援等更生援助活動、
広報活動、サポートセンターの開設

政策 無 528 A
サポートセンターを開設し、相談業務
を行うとともに、精力的に啓発活動に
取り組んでいる。

A2
民間主体(自立)における事業展開の検討
も必要である。

62024 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部
奥州市福祉センター管理
運営費補助

　福祉活動を総合的に推進するための活動拠
点として、社会福祉協議会施設の効率的な管
理を行い、市民の福祉の増進と福祉意識の
啓発を図るため、それに要する経費に対し、
補助するもの。

　奥州市総合福祉センター、胆沢総合福祉セン
ター、すぱーく胆沢（屋内ゲートボール場）に係る
管理運営経費への補助。
　社会福祉協議会への福祉センター等社会福祉施
設管理運営補助　年8,264千円

政策 無 8265 A

福祉活動を総合的に推進するため
の活動拠点として、社会福祉協議会
施設の効率的な管理を支援してい
る。

B2
事業としては必要と認めるが、スパーク胆
沢の施設のあり方については、社会福祉
協議会との協議が必要である。

62025 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部 民生相談事務費（経常）
　福祉行政の円滑な運営を図り、もって市民
生活の安定を期するため。

　民生相談員を委嘱する。 経常 無 22821 A
決して高額とは言えない報酬のなか
で、地域福祉の推進のためなくては
ならない存在である。

A2
福祉に求められるニーズは複雑・多様化
しており、地域福祉の推進のためには必
要な事業であると認める。

62026 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部 民生相談事務費（政策）

　奥州市内の法定民生児童委員協議会の相
互連携と活動の充実、及び民生児童委員・主
任児童委員の連携と研鑚を図ることを目的と
する。

　奥州市民生児童委員連合協議会の福祉活動の
助長、相互連携に対する補助。

政策 無 2587 A

法定民生児童委員協議会の相互連
携と活動の充実、及び民生児童委
員・主任児童委員の連携と親睦を促
進している。

A2
福祉に求められるニーズは複雑・多様化
しており、地域福祉の推進のためには必
要な事業であると認める。

62027 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部 献血推進事業（政策）

　献血推進協議会へ補助金を交付し、献血事
業の円滑な運営に協力するとともに、献血思
想の普及を図り、もって地域社会の献血体制
の推進に寄与することを目的とする。

献血事業の推進及び協力、広報活動（広報おう
しゅう、奥州市ＨＰ、庁内ポスター掲示、新聞広告
等）、効率的な配車計画の策定、新規献血協力会
場の開拓、ボランティアによる街頭献血者の勧誘、
ボランティアへの協力要請

政策 無 364 A 必要な事業であると考える A2 必要な事業と認める。

62035 Ⅲ ➎ ② 健康福祉部 災害復興支援事業補助金

　東日本大震災被災者支援の一環として、被
災者支援を行う市内団体に対し、「奥州市東
日本大震災被災者支援補助金」を交付して支
援することを目的とする。

補助対象となる事業の必要経費2分の1以内の額
で1団体あたり20万円を上限として補助金を交付す
る。

政策 無 423 A
補助事業の終期を見極める必要は
あるが、現時点では現状のまま継続
することが必要と考える。

A2
当面必要な事業と認めるが、目標を明確
に定め、目的達成に向けた取組みを行う
必要がある。

62028 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部 生活保護扶助
健康で文化的な最低限度の生活を保障する
とともに、自立を助長する。

保護は対象者の必要に応じて、生活・住宅・教育・
医療・介護・出産・生業・葬祭の８種類の中で対応
する。

経常 無 1273237 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2
必要な事業と認めるが、自立に向けた取
組みも検討する必要がある。

62029 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部 生活保護総務経費 生活保護業務を執行するための基礎的経費 生活保護費支給に係る諸費 経常 無 3090 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2 必要な事業と認める。

62030 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部
生活保護自立支援プログ
ラム策定実施推進事業

自立助長に係る就労支援を行う。 就労に係る各種支援を行う。 経常 無 2369 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2
必要な事業と認めるが、自立に向けた取
組みも検討する必要がある。

62031 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部
中国残留邦人生活支援給
付事業

永住帰国後の生活支援

生活保護に準じた制度・基準に基づき、帰国後の
生活を支援。（生活・住宅・医療支援等）「扶助費」
の75％相当が国庫負担であり、残額及び医療レセ
プトに係る手数料が市費負担となっている。

経常 無 805 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2 必要な事業と認める。

62032 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部 住宅・生活支援対策事業

景気低迷による失業等による賃貸住宅の維
持・確保困難な対象者について、家賃を国が
助成し、生活基盤の確保を図る中で、就職に
よる生活の安定を図る。

単身者（２５，０００円以内）、複数世帯（３３，０００
円以内）の家賃について、住宅の貸手（大家）に家
賃を支給することにより、借り手の住宅を確保す
る。

経常 無 2316 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2 必要な事業と認める。

62033 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部
生活保護適正実施推進事
業

適切な保護を実施するための各種事業を行
う。

職員研修・レセプト点検・扶養義務調査等を実施。 経常 無 2786 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2 必要な事業と認める。

62034 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部
体制整備強化事業（面接
相談員配置事業）

面接相談員の配置により、適切な相談業務を
確保する。

本庁及び江刺支所に面接相談員を配置する。 経常 無 3822 A
生活困難者の支援に必要な事業で
ある

A2 必要な事業と認める。
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62036 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部 援護事業（政策）

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋
沖地震及びこれに起因する災害により県内で
居住する住宅に著しい被害を受けた被災世帯
がその居住する住宅を市内で建設し、又は購
入する場合に、当該世帯の世帯主に対して生
活再建支援金を交付し、もって被災世帯の早
期の生活再建を図ることを目的とする。

地震等の発生時においてその世帯に属する者の
数が1人である世帯　75万円
それ以外の世帯　100万円

政策 無 26750 A 被災者の支援に必要な事業である A2
当面必要な事業と認めるが、目標を明確
に定め、目的達成に向けた取組みを行う
必要がある。

62037 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部 災害救助費

自然災害により精神又は身体に著しい障害を
受けた市民に災害障害見舞金の支給を行
い、並びに自然災害により被害を受けた世帯
の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを
行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資
することを目的とする。

災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の
額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に
関し災害弔慰金を受けることができることとなる者
の生計を主として維持していた場合にあっては500
万円とし、その他の場合にあっては250万円とす
る。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し
既に第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受
けている場合は、これらの額から当該支給を受け
た災害障害見舞金の額を控除した額。

政策 無 7500 A 被災者の支援に必要な事業である A2 必要な事業と認める。

62038 Ⅲ ➎ ③ 健康福祉部 災害援護資金貸付金

自然災害により精神又は身体に著しい障害を
受けた市民に災害障害見舞金の支給を行
い、並びに自然災害により被害を受けた世帯
の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを
行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資
することを目的とする。

(1)　「世帯主の負傷」があり、かつ、ア　家財の損
害が及び住居の損害がない場合　150万円、イ　家
財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合
250万円、ウ　住居が半壊した場合　270万円、エ
住居が全壊した場合　350万円
(2)　世帯主の負傷がなく、ア　家財の損害があり、
かつ、住居の損害がない場合　150万円、イ　住居
が半壊した場合　170万円、ウ　住居が全壊した場
合(エの場合を除く。)　250万円、エ　住居の全体が
滅失し、又は流失した場合　350万円

政策 無 15200 A 被災者の支援に必要な事業である A2 必要な事業と認める。

64003 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部
医師養成奨学資金貸付事
業(政策)

医学生に奨学資金を貸し付けることにより奥
州市立医療機関に勤務する医師を確保し、市
民が必要とする医療の提供体制を整備するこ
とを目的とする。

奥州市立医療機関で、将来医師の業務に従事しよ
うといる医学生に対し、奨学金を貸し付けることに
より、市立病院等の医師確保を図る。

政策 無 16800 B

義務履行者がまだない中で成果は
まだ見えないが、新規もあり、将来の
医師確保のための施策として継続が
必要。

A1
事業目的の達成まで継続的に実施すると
ともに定期的な面談などによって医師確
保に万全を尽くす必要がある。

64004 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部 医師募集事業(政策)
奥州市立医療機関に勤務する医師を確保す
る。

医師紹介業者、国保連、大学等関係機関への訪
問。勤務を希望する医師との個別面談。

政策 無 135 A
実績を上げており、積極的な働きか
けがなくして、医師の確保は難しい。

A1
医師確保に十分な効果があると認められ
る

64005 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部
医師養成奨学生募集事業
(政策)

医師養成奨学資金貸付している学生を対象と
した地域医療学習機会を提供し、将来の奥州
市の医療体制の充実に資することを目的とす
る。

県立胆沢、総合水沢病院の施設見学、研修、交流
会の実施
まごころ病院における地域医療研修を修了した初
期研修医との交流会の実施

政策 無 213 A

義務履行者がまだないなか、成果を
図ることはできないが、交流を深める
ことによって、意識を高め、将来に繋
がるものと考える。

A2
継続的な事業実施に努めることで目的が
達成できると認められる。

64006 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部 地域医療推進事業(政策)
市民の命と健康を守るため、地域医療の現状
と課題を把握し、市立病院・診療所のあり方に
ついて検討する。

策定した奥州市立病院・診療所改革プランの点検
評価を行い、経営改善につなげる。結果について
情報公開する。
今後の地域医療（在宅医療）の推進をはかる

政策 無 370 A

地域医療の良質な医療供給体制を
維持するため、計画を策定し、外部
の意見を聴き、効果的な推進を図る
ことが必要

A2
地域医療の在り方に対する多面的な検討
を継続的に行うことは適当であると認め
る。

64007 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部
国民健康保険特別会計
(直診勘定)繰出金

国保直営診療所の運営に係る赤字分を補填
する

市立9診療所（1診療所休診）を運営するため、収
支マイナス分を一般会計繰出金で補填し、経営安
定を図る。

経常 無 383000 B
地域医療において、市の果たすべき
役割は大きいが、役割分担等見直し
ていく必要がある。

B2
市内医療機関との会計、組織の一本化を
図る必要がある。

64033 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部
水沢病院事業会計負担金
等

住民の生命を守り健康維持を図るため、良質
な医療の確保を図る。

総合水沢病院事業会計への出資金、負担金の支
出

経常 無 1239941 A

小児医療や救急医療、急性期医療
を提供し、医療圏全体としての医療
機能を保持する役割を果たしてい
る。

A1

水沢病院は地域の拠点として、救急救命
を初めとする基幹病院の役割を果たすべ
く、経営の安定化を図ることが必要であ
る。

64034 Ⅲ ➏ ① 健康福祉部
まごころ病院事業会計負
担金等

住民の生命を守り健康維持を図るため、良質
な医療の確保を図る。

国民健康保険まごころ病院事業会計への負担金
の支出

経常 無 311525 A
地域における慢性期医療に大きな役
割を果たしている。

B1
地域医療構築の基幹として果たすべき役
割を明確にしながら、経営の安定化を図
ることが必要である。

64001 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 休日診療所事業（政策）
胆江医療圏の日曜、祝祭日における一次医
療を確保し、二次医療機関への患者集中を緩
和する。

胆江地区休日診療所の運営(日曜、祝祭日、年末
年始　8時30分～16時)
江刺区　在宅当番医制委託(日曜、祝祭日　午前
中)

政策 無 6642 A

医師・看護師が不足する現状で地域
医療を維持していくため、一次医療
の機能の役割分担として、今後も医
師会との良好な関係を維持していく
必要がある。

A1
二次救急医療機関の負担軽減に大きな
役割を占めていると認められる

64002 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
病院群輪番制病院運営事
業(政策)

胆江医療圏の休日及び夜間における重症救
急患者の二次救急医療を確保する。

休日及び夜間の主に重症救急患者の二次救急医
療確保のため、胆江管内の大規模病院が共同連
帯して輪番制により休日夜間の救急患者に対応し
ている。胆江地区において事業を実施する4医療
機関のうち、奥州病院に対して補助金を交付して
いる。

政策 無 3552 A

医師・看護師が全国的に不足する現
状で地域医療を維持していくため、
救急医療の機能の分担として、今後
も現状の診療体制を維持していく必
要がある。

A1
休日、夜間の二次救急医療対策として必
要不可欠なものと認められる。

10ページ



平成25年度分 事務事業評価事業一覧

管理
番号

大綱
基本
施策

施策 担当部 事業名 事業目的 事業内容
政策/
経常

新市
建設
計画

H25
決算額
（千円）

一次
評価

一次評価コメント
二次
評価

二次評価コメント

大綱　Ⅲ　　健康的で安心して暮らせるまちづくり　　～保健・医療・福祉の充実～

64008 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
国民健康保険特別会計繰
出金

国民健康保険財政の健全化、国民健康保険
税負担の緩和、財政基盤の安定化等に資す
るため、原則として法定の繰出しを行う。

国の通知に基づき算出された額を国民健康保険
特別会計に繰出す。また、政策的な判断により、必
要に応じて法定外の繰出しを行う。

経常 無 703560 A

医療費負担の軽減を図り、住民の生
命を守るため、安定的な給付と予防
による医療費の抑制、公平な負担な
ど今後も適切に進めていく必要があ
る。

A2
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

64020 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
重度心身障害者医療給付
事業（補助）

　重度心身障害者に対して医療費の一部を給
付し適正な医療を確保することにより、これら
の者の心身の健康を保持するとともに生活の
安定を図り、もって重度心身障害者の福祉の
増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 288242 A

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業であ
る。

A2 必要な事業と認める。

64021 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
重度心身障害者医療給付
事業（単独）

　重度心身障害者に対して医療費の一部を給
付し適正な医療を確保することにより、これら
の者の心身の健康を保持するとともに生活の
安定を図り、もって重度心身障害者の福祉の
増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 63915 B

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業となっ
ているが、市が独自に緩和している
所得要件等については見直しの余
地がある。

C1
政策判断により、一旦県水準に引き下げ
ることを検討すべきである。

64022 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
後期高齢者医療事業（経
常）

・後期高齢者医療制度における、療養の給付
等に要する費用について負担を行う。
・岩手県後期高齢者医療広域連合の運営に
要する費用について負担を行う。

・（後期高齢者医療療養給付費負担金）国4/12（う
ち約1/12は調整交付金）、県1/12、市1/12の定率
負担
・（岩手県後期高齢者医療広域連合負担金）広域
連合の一般会計と特別会計ごとに関係市町村が、
均等割10％、人口割50％、高齢者人口割40％の
割合で負担

経常 無 1234621 A

高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）の規定に基
づき市町村の実施事務の範囲が定
められているもの。

A1
後期高齢者医療制度の維持に必要な事
業であると認められる

64023 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
後期高齢者医療保険特別
会計繰出金

後期高齢者医療特別会計の運用に当たり、
必要となる経費を繰出すもの。

・後期高齢者医療特別会計における事務管理に要
する経費の繰出
　（H25年度以降の予算には対象者管理システム
の更新に伴う賃借料（5年リース想定、費用月額
1,323千円）を見込む）
・保険基盤安定繰出金（軽減保険料分を県と市で
負担するもの。負担割合：県3/4、市1/4）

経常 無 310335 A

高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）の規定に基
づき市町村の実施事務の範囲が定
められているもの。

A1
後期高齢者医療制度の維持に必要な事
業であると認められる

64024 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
乳幼児医療費給付事業
（補助）

　乳幼児に対して医療費の一部を給付し適正
な医療を確保することにより、これらの者の心
身の健康を保持するとともに生活の安定を図
り、もって乳幼児の福祉の増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 133234 A

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業であ
る。

A2 必要な事業と認める。
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64025 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
乳幼児医療費給付事業
（単独）

　乳幼児及び小学生に対して医療費の一部を
給付し適正な医療を確保することにより、これ
らの者の心身の健康を保持するとともに生活
の安定を図り、もって乳幼児及び小学生の福
祉の増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。小学生は２分
の１（10円未満切捨て）の額)を給付。ただし、医療
保険各法の規定により同一の世帯について高額
療養費等が算定される場合における受給者負担
額は、高額療養費等を控除した額を一部負担金等
の額に応じて按分することにより算定した額とす
る。

経常 無 139003 B

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業となっ
ているが、市が独自に緩和している
所得要件等については見直しの余
地がある。

C1
政策判断により、一旦県水準に引き下げ
ることを検討すべきである。

64026 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
妊産婦医療費給付事業
（補助）

　妊産婦に対して医療費の一部を給付し適正
な医療を確保することにより、これらの者の心
身の健康を保持するとともに生活の安定を図
り、もって妊産婦の福祉の増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 29693 A

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業であ
る。

A2 必要な事業と認める。

64027 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
妊産婦医療費給付事業
（単独）

　妊産婦に対して医療費の一部を給付し適正
な医療を確保することにより、これらの者の心
身の健康を保持するとともに生活の安定を図
り、もって妊産婦の福祉の増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 17235 B

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業となっ
ているが、市が独自に緩和している
所得要件等については見直しの余
地がある。

C1
政策判断により、一旦県水準に引き下げ
ることを検討すべきである。

64028 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
ひとり親家庭等医療費給
付事業（補助）

　ひとり親家庭等に対して医療費の一部を給
付し適正な医療を確保することにより、これら
の者の心身の健康を保持するとともに生活の
安定を図り、もってひとり親家庭等の福祉の
増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 54400 A

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業であ
る。

A2 必要な事業と認める。

64029 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
ひとり親家庭等医療費給
付事業（単独）

　ひとり親家庭等に対して医療費の一部を給
付し適正な医療を確保することにより、これら
の者の心身の健康を保持するとともに生活の
安定を図り、もってひとり親家庭等の福祉の
増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 19422 B

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業となっ
ているが、市が独自に緩和している
所得要件等については見直しの余
地がある。

C1
政策判断により、一旦県水準に引き下げ
ることを検討すべきである。
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64030 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
寡婦医療費給付事業（単
独）

　寡婦に対して医療費の一部を給付し適正な
医療を確保することにより、これらの者の心身
の健康を保持するとともに生活の安定を図
り、もって寡婦の福祉の増進に資する。

　医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費
明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養
費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に
関する法令等の規定により受給者が負担すべき額
(国又は地方公共団体の負担により給付される額
を除く。以下「受給者負担額」という。)を給付。ただ
し、医療保険各法の規定により同一の世帯につい
て一部負担金等を合算することにより高額療養費
等が算定される場合における受給者負担額は、当
該合算額から高額療養費等を控除した額を一部負
担金等の額に応じて按分することにより算定した
額とする。

経常 無 34437 B

対象者は社会的、経済的に弱い立
場にあり、心身の健康の保持と生活
の安定の実現に不可欠な事業となっ
ているが、市が独自に緩和している
所得要件等については見直しの余
地がある。

C1
子育てナンバーワンプランに拠るのであ
れば、子育ての時期に当たっての支援に
限定すべきである。

T64001 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 一般事務費（経常）
奥州市国民健康保険事業の健全運営に必要
な事務を実施する。

被保険者の資格管理、保険給付その他国民健康
保険事業の健全運営に資する事業

経常 無 39514 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の健全運営のために必要

A2
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められるが、経費削減に努める
必要がある

T64002 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
国民健康保険連合会負担
金

保険者事務の共同処理、診療報酬の審査及
び支払、保健事業、国民健康保険運営資金
の融資並びに国民健康保険に関する調査及
び研究を行う岩手県国民健康保険団体連合
会の総務的経費に充てる。

岩手県国民健康保険団体連合会負担金 経常 無 17075 A
国民健康保険の効率的な運営のた
めに必要である

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64003 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 一般被保険者療養給付費
奥州市国民健康保険被保険者の疾病又は負
傷に関し必要な保険給付を行う。

医療費のうち、一般被保険者が保険医療機関等に
支払う自己負担分（一部負担金）を除いた費用を、
法定負担割合に基づき負担する。

経常 無 6870685 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64004 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
退職被保険者等療養給付
費

奥州市国民健康保険被保険者の疾病又は負
傷に関し必要な保険給付を行う。

医療費のうち、退職被保険者が保険医療機関等に
支払う自己負担分（一部負担金）を除いた費用を、
法定負担割合に基づき負担する。

経常 無 644109 A
国民健康保険制度の運営のために
必要である

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64005 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 一般被保険者療養費
奥州市国民健康保険被保険者の疾病又は負
傷に関し必要な保険給付を行う。

柔道整復、あんま、はり、きゅうなど、保険医療機
関等における医療サービスとして現物給付を行うこ
とが困難である、また、緊急その他やむを得ない
場合等について、一定の支給要件を備えた場合に
限り、一般被保険者の療養に要した費用を事後に
現金給付する。

経常 無 40943 A
国民皆保険制度の運営のために必
要

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64006 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 退職被保険者等療養費
奥州市国民健康保険被保険者の疾病又は負
傷に関し必要な保険給付を行う。

柔道整復、あんま、はり、きゅうなど、保険医療機
関等における医療サービスとして現物給付を行うこ
とが困難である、また、緊急その他やむを得ない
場合等について、一定の支給要件を備えた場合に
限り、退職被保険者の療養に要した費用を事後に
現金給付する。

経常 無 3365 A
国民健康保険の運営のために必要
である

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64007 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
診療報酬請求明細審査事
務費

医療機関からの医療費の請求内容を審査し、
保険給付費の支出の適正化を図る。

岩手県国民健康保険団体連合会が行う診療報酬
請求明細書に係る一次審査及び支払業務に対し、
審査支払手数料を支出する。

経常 無 27491 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64008 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 一般被保険者高額療養費
奥州市国民健康保険被保険者の高額な医療
費の負担を軽減する。

一般被保険者が保険医療機関等で受けた療養に
支払った自己負担分（一部負担金）が自己負担限
度額を超えた場合に、その超えた額を支給する。

経常 無 767009 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64009 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
退職被保険者等高額療養
費

奥州市国民健康保険被保険者の高額な医療
費の負担を軽減する。

退職被保険者が保険医療機関等で受けた療養に
支払った自己負担分（一部負担金）が自己負担限
度額を超えた場合に、その超えた額を支給する。

経常 無 93406 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64011 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 出産育児一時金給付費
奥州市国民健康保険被保険者の出産に関
し、必要な保険給付を行う。

被保険者が出産したときに、当該被保険者の属す
る世帯の世帯主に対し、出産育児一時金を支給す
る。

経常 無 40590 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
保険料に見合った水準の給付であるか検
証が必要である。

T64012 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 葬祭費給付費
奥州市国民健康保険被保険者の死亡に対
し、必要な保険給付を行う。

被保険者が死亡したときに、その者の葬祭を行う
者に対し、葬祭費を支給する。

経常 無 5610 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ

A1
保険料に見合った水準の給付であるか検
証が必要である。

T64013 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 後期高齢者支援金
高齢者の医療の確保に関する法律の規定に
基づく後期高齢者支援金を拠出する。

後期高齢者医療に係る保険給付費に対する現役
世代の支援分として、各医療保険者が社会保険診
療報酬支払基金に拠出（財源プール）する。

経常 無 1763168 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64014 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 前期高齢者納付金
高齢者の医療の確保に関する法律の規定に
基づく前期高齢者納付金を納付する。

前期高齢者（65～74歳）の保険給付費負担に係る
保険者間の財政調整に対する負担分として、各医
療保険者が社会保険診療報酬支払基金に納付
（財源プール）する。

経常 無 1584 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64015 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 介護納付金
介護保険法の規定に基づく介護納付金を納
付する。

介護被保険者の給付費に対する負担分として、介
護２号被保険者（40～65歳）から徴収した保険料
（税）を元に各医療保険者が社会保険診療報酬支
払基金に納付（財源プール）する。

経常 無 819668 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる
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T64016 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 高額医療費拠出金
国民健康保険法の規定に基づく高額な医療
に係る交付金事業の財源となる拠出金を拠出
する。

小規模保険者の運営基盤の安定化（リスク軽減）
を図るため、１件あたり80万円を超える高額な医療
費について、県内の国民健康保険保険者が、岩手
県国民健康保険団体連合会に拠出（財源プール）
し、実績に応じた交付を受けることで、費用負担の
調整を図るもの。

経常 無 229710 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64017 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
保険財政共同安定化事業
拠出金

国民健康保険法の規定に基づく高額な医療
に係る交付金事業の財源となる拠出金を拠出
する。

県内市町村間の国民健康保険税の平準化、財政
の安定化を図るため、１件あたり30万円を超える高
額な医療費について、県内の国民健康保険保険
者が、岩手県国民健康保険団体連合会に拠出（財
源プール）し、実績に応じた交付を受けることで、費
用負担の調整を図るもの。

経常 無 1193802 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A1
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64018 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 医療費適正化対策事業
奥州市国民健康保険被保険者の健康寿命の
延伸及び国保財政健全化を図る。

重複、多受診者へ看護師が訪問し服薬指導等受
診指導を行う。
被保険者に健康及び国保制度に対する意識を深
めさせるため医療費の通知を行う。
医療費負担の適正化の観点から、ジェネリック（後
発）医薬品差額通知を行う。

経常 無 7732 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

B2
施策の目的にそった手段と方法を検討す
る必要がある。

T64019 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 保健事業
奥州市国民健康保険被保険者の健康寿命の
延伸及び国保財政健全化を図る。

健康教育普及事業の実施
食生活改善事業の実施（委託先：奥州市食生活改
善推進員協議会）
メタボ解消教室の開催

経常 無 11178 A
国民皆保険制度の根幹である国民
健康保険の運営のために必要であ
る

A2
地域ぐるみ予防医療という観点からは、必
要な事業と考えるが、効果的な手法につ
いて検討する余地がある。

T64020 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 直営診療施設勘定繰出金

直営診療施設等における（国）特別調整交付
金対象事業に係る交付額について、当該交
付金を含む調整交付金全体を収納した国民
健康保険事業勘定から、水沢病院事業会計、
まごころ病院事業会計及び直営診療施設勘
定に繰り出す。

（国）特別調整交付金のうち、水沢病院事業、まご
ころ病院事業及び直営診療施設における対象経
費について交付された額を繰り出す。

経常 無 41567 A
直診施設の運営のために必要であ
る

A2
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64021 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 特定健康診査等事業
心臓病、脳卒中、糖尿病等の生活習慣病の
発症や重症化の予防、対象者の高齢期にお
ける適切な医療の確保を図る

健康診査 経常 無 103200 A
国民健康保険の健全運営のために
必要

A2
国民健康保険制度の維持に必要な事業
であると認められる

T64022 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部 （後期特会）一般事務経費
　後期高齢者医療制度の運営に当たり市が
所掌する被保険者証の交付等や医療給付を
行うための手続きに係る事務を行う。

　被保険者証や高額療養費支給申請に係る勧奨
通知の発送や、対象者管理システムの維持管理。

経常 無 18227 A

高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）の規定に基
づき市町村の実施事務の範囲が定
められているもの。

A2
後期高齢者医療制度の維持に必要な事
業であるが、経費削減に努める必要があ
る。

T64023 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
（後期特会）賦課徴収事務
費

　後期高齢者医療制度の運営に当たり市が
所掌する、保険料の徴収に係る事務を行う。

　保険料賦課決定通知等の調製・発送や、電話催
告・訪問徴収を行わせるための臨時職員の雇用。

経常 無 6573 A

高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）の規定に基
づき市町村の実施事務の範囲が定
められているもの。

A2
後期高齢者医療制度の維持に必要な事
業であるが、経費削減に努める必要があ
る。

T64024 Ⅲ ➏ ② 健康福祉部
（後期特会）後期高齢者医
療広域連合納付金

　後期高齢者医療制度の運営に当たり、市が
徴収した保険料及び保険料軽減措置の実施
に係る保険基盤安定負担金を岩手県後期高
齢者医療広域連合に納付する。

　市が徴収した保険料及び保険料軽減措置の実
施に係る保険基盤安定負担金を岩手県後期高齢
者医療広域連合に納付する。

経常 無 1034299 A

高齢者の医療の確保に関する法律
（昭和57年法律第80号）の規定に基
づき市町村の実施事務の範囲が定
められているもの。

A1
後期高齢者医療制度の維持に必要な事
業であると認められる
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