
No.10
自主納付推進事業 （既存・維持） 保険料収納課

No.11
生活困窮者等自立支援促進事業 （既存・維持） 生活支援課

No.8
医療費適正化事業 （既存・拡大） 国保医療課

No.9
介護保険給付費適正化事業 （既存・拡大） 介護福祉課

No.6
障害福祉計画策定事業 （新規） 社会福祉課

No.7
骨髄移植ドナー支援事業 （新規） 保健センター

No.4
不妊治療費助成事業 （新規） 保健センター

No.5 香芝市高齢者福祉計画及び第8期介護保険事業
計画

（新規） 介護福祉課

No.2
地域福祉計画策定事業 （新規） 社会福祉課

No.3
子ども家庭総合支援拠点事業 （新規） 児童福祉課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
総合福祉センター中規模修繕事業 （既存・拡大） 社会福祉課

重点事業

部局長名 滝村 豊

令和 2 年度 部局目標シート

部局名 福祉健康部



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 264,500,000

一般財源 6,520,000

委託料 9,500,000

年度 工事請負費 255,000,000

総合福祉センター費

節

区分 金額

内容
積算

Ｒ２年度予算内訳
・委託料
　自家発電機改修設計委託料　　2,500千円
　工事管理委託料　　　　　　　7,000千円
・工事請負費　　　255,000千円

事業全体の予算額
・工事請負額：1,250,000千円　Ｒ2年度　255,000千円
　　　　　　　　　　　　　　 Ｒ3年度　613,000千円
　　　　　　　　　　　　　　 Ｒ4年度　382,000千円
・管理等委託料；24,500千円　Ｒ2年度　 9,500千円
　　　　　　　　　　　　　　Ｒ3年度　12,000千円
　　　　　　　　　　　　　　Ｒ4年度　 3,000千円

款 民生費 項 社会福祉費 目

予算科目

565,000,000 348,000,000

国県支出金 0

地方債 58,000,000 239,200,000 565,000,000 348,000,000

その他

歳出    事業費（自動計算） 64,520,000 264,500,000 625,000,000 385,000,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

25,300,000 60,000,000 37,000,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 58,000,000 239,200,000

期待できる効果
（展望）

・総合福祉センターを安心・安全に利用できる施設として、市民へ提供することができる。
・総合福祉センターでの行政業務の維持と安定した運営へつながる。
・総合福祉センターの長寿命化を図ることで、今後、他の公共施設の集約化・多様化の母体施設として位置付けることができる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 ―

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （R1年度～　R4年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

全市民及び施設利用者

◆事業の概要

部局目標に
設定する理由

（現状と課題）

現状：建築設備の経年劣化による不具合が多発している状況に対し、応急的に措置を施していたものの、福祉業務全体への影響、施設
利用者への影響が懸念されていた。公共施設等総合管理計画、公共施設再編計画及び公共施設保全計画に基づく中規模修繕の時期が到
来していたことから、R1年度に、中規模修繕の調査・設計業務に取り掛かった。
課題：R2年度には、自家発電装置の設計を行うとともに、R1年度に行った調査・設計をもとに、工事に着手し、確実かつ安全に工事を
進める。

年度実施内容
自家発電装置の更新に係る設計及び更新工事
総合福祉センターの中規模修繕(給排水管等修繕・照明ＬＥＤ化・屋上防水改修・空調機器改修・中央監視装置改修・どんづる峯温泉
内娯楽室の改修・施設機能の見直しに伴う各室の改修・バリアフリー化への対応等）について、３工程に分けて、順次、工事を実施し
ていく中で第１工程の実施。

事務事業 01 総合福祉センター管理運営事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

総合福祉センターを適切に維持管理し、施設の長寿命化を図るとともに、利用者が快適かつ安全・安心に施設を利用できるようにす
る。
また、総合的な福祉サービスの提供の場、市民のふれあい・交流促進の場となる施設としての運営をめざす。

施策 13 地域福祉の推進 42/43 ページ

基本事務事業 02 総合的な福祉サービスの提供 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 総合福祉センター中規模修繕事業 （既存・拡大）
部局名 福祉健康部

所属名 社会福祉課

令和 2 年度部局目標事業シート 【重点事業】
No. 1

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04130201 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

印刷製本費 230,000

通信運搬費 420,000

合計 2,780,000

食糧費 10,000

一般財源

報酬 280,000

年度 消耗品費 40,000

社会福祉総務費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬
　　策定委員　14人　＠5千円×14人×4回
　
・需用費：消耗品費　　コピー代等　40千円
　　　　　食糧費　　　会議お茶代　＠100×14人×4回
　　　　　印刷製本費　アンケート用紙・封筒・製本費　230千円

・役務費：通信運搬費　　アンケート送付・返信　42千円

・委託料
　　地域福祉計画策定委託料　1,800千円

委託料 1,800,000

款 民生費 項 社会福祉費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 0 2,780,000 0 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

2,780,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

地域の生活課題への解決力の強化が図れること。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 社会福祉法

運営方法 一部委託 事業期間 単年度 （　　　年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

全市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

第2期計画の計画期間が、令和2年度で終了することから、第3期計画の策定を行うもの。
少子高齢化や地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境の変化の中で、地域住民が支え合いながら、住み慣れた地域で自
分らしく暮らしていけるよう、地域共生社会の実現に向けた取組みが必要。また、地域の抱える課題解決に向けては、分野を横断した
包括的な支援が必要。

年度実施内容
アンケート調査を実施し、現状把握・ニーズ把握を的確に行った上で、地域福祉計画策定委員会を設置し策定する。
社会福祉協議会が策定する｢地域福祉活動計画｣と一体的策定を行う。

事務事業 01 地域福祉推進事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

地域福祉の総合的な推進

施策 13 地域福祉の推進 42／43 ページ

基本事務事業 01 地域で支え合う仕組みづくり まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 地域福祉計画策定事業 （新規）
部局名 福祉健康部

所属名 社会福祉課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 2

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04130101 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 3

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 05240309 ）

政策 05 次代を担う｢育ち｣を見守り、誰もが生涯輝いていられるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 子ども家庭総合支援拠点事業 （新規）
部局名 福祉健康部

所属名 児童福祉課

施策 24 子育てと仕事の調和 64/65 ページ

基本事務事業 03 子育て家庭への支援 まち・ひと・しごと創生総合戦略

事務事業の対象
（誰を対象としている

か）
１８歳までのすべての子どもとその保護者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

【理由】平成28年児童福祉法改正により、2022年までに全市町村に「子ども家庭総合支援拠点事業」の設置が義務づけられた。（努
力義務・第10条の2）【現状】H30年度の児童虐待対応件数：163件（前年度比42.9％増）・新規受理件数：127件（前年度比71.6％
増）・管理ケース：227件（前年度比26.1％増）となっており年々増加している。
【課題】市町村こども家庭総合支援拠点の設置運営要綱に基づき専門職員の配置人員が定められている為、今後人員確保が課題。相
談や支援等に対する職員のスキルアップが必要

年度実施内容
・要保護児童対策地域協議会の実施手順に沿って実施（実施手順作成する。）
・児童虐待通告後課内で受理会議（随時開催）・児童虐待支援検討会議毎週水曜日（年５０回）
・代表者会議を11月・実務者会議を８・１１・２月の年3回実施・個別支援検討会議（随時）
・要保護児童、要支援児童の支援プランを作成・評価し、継続した訪問等支援を実施していく。

事務事業 09 家庭児童相談・支援事業 56/57 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

0歳から18歳までのすべての児童とその家族を対象に、相談に対応する専門性を持った機関・体制を構築し、継続的に支援を行う事
を目的とします。

期待できる効果
（展望）

･要支援児童等に対して、支援プログラムを作成・評価することで、きめ細やかな支援を実施することが出来る。
･支援検討会議を開催することで、関係機関との連携・支援体制の強化に繋がる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 児童福祉法・児童虐待防止法・子ども・子育て支援法・香芝市
虐待等防止ネットワーク設置要綱

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　R2年度～　　　　年度）

歳出    事業費（自動計算） 0 3,904,000 6,925,174 6,925,174

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

3,874,000 5,414,587 5,414,587

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 30,000 1,510,587 1,510,587

国県支出金 30,000 1,510,587 1,510,587

地方債 0 0 0

その他 0 0 0

一般財源

報酬 3,020,000

年度 職員手当 210,000

児童福祉総務費

節

区分 金額

内容
積算

【R2年度】合計：3,904,000円
　会計年度任用職員年間１名　合計：3,844,000円
　（節）需用費　消耗品費：60,000円
　
国庫支出金
児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金（国庫補助率：１／２）
　

款 民生費 項 児童福祉費 目

予算科目 共済費 563,000

旅費 51,000

需用費 60,000

合計 3,904,000

（お願い）シートの保護を解除して、行・列の挿入や幅の変更、数式の変更はしないでください。



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 5,009,000

一般財源

役務費 9,000

年度 負担金補助金
及び交付金

5,000,000

予防費

節

区分 金額

内容
積算

・役務費：通信運搬費　9,000円
・負担金補助金及び交付金（償還払い）：@50,000円×100件＝5,000､000円

款 衛生費 項 保健衛生費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 0 5,009,000 5,009,000 5,009,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

5,009,000 5,009,000 5,009,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

不妊治療の体制を整える事で、不妊治療を受け、妊娠出産に繋げる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 少子化社会対策基本法13条

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　R2年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

第１子に係る一般不妊治療を受けている夫婦。

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）
第1子の不妊に悩む夫婦に対し、一般不妊治療や検査に要する費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図る。

年度実施内容 助成対象費用の額に２分の１を乗じて得た額。１年度１回の申請とし、助成対象費用は１夫婦５万円を上限とする。

事務事業 1 母子保健事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

一般不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担の軽減を図り、少子化対策の推進に寄与する。

施策 15 市民の健康づくりの推進 47 ページ

基本事務事業 1 母子保健の充実 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 4 心豊かにくらせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 不妊治療費助成事業 （新規）
部局名 福祉健康部

所属名 保健センター

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 4

◆事業の位置付け （　政策体系コード： ）



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 322,500

一般財源 3,038,166

印刷製本費 82,500

年度 報酬 240,000

一般管理費

節

区分 金額

内容
積算

・印刷製本費：82,500円　（製本代　750円×100冊）
・報酬：介護保険事業計画等策定委員会委員報酬（12人×5,000円×4回）

款 総務費 項 総務管理費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 3,038,166 322,500 0 0

介護保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

322,500

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

・介護保険事業の安定的な運営及び持続的な介護サービス提供を維持できる。
・介護予防を主とした事業を展開し、高齢者の自立支援を目指す。また要支援・要介護状態の重度化防止を図る。
・意向調査の結果を踏まえ市民ニーズを反映したものとし、市民からの信頼感と満足度の向上が図れる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 介護保険法第１１７条第４項第５項

運営方法 直営 事業期間 単年度 （　　　年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

介護保険被保険者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：第７期事業計画最終年度であり、第７期間での介護給付費の推移を把握、分析する中で、認定率は14.5％と国平均よりも低く、給付費は
計画値よりも低い水準で経過している。令和元年に高齢者を対象とした意向調査を実施し、分析を進めている。
課題：団塊の世代が後期高齢者になる2025年以降から10年位かけて市内の高齢化率は急速に上昇すると予測され、介護給付費も大きな増加が見
込まれる。健康な老齢期を過ごしていただくための効果的な介護予防施策を実施すること、また介護サービスの需要を見極め、施設系サービス
および地域密着型サービスの基盤整備を適切に進めることが重要な課題となっている。

年度実施内容
・介護保険事業計画等策定委員会開催　年４回（8月・10月・12月・翌2月）
・香芝市高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画立案及び成果品作成
・第８期介護保険料の設定（条例改正）

事務事業 02 介護保険管理事務 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

令和3年から5年における第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画を立案する。
主な内容として、第1号被保険者の保険料を設定するとともに、介護保険事業における基本方針と主要な施策について決定する。

施策 16 高齢者福祉の充実 48/49 ページ

基本事務事業 01 介護保険制度の適切な運用 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 香芝市高齢者福祉計画及び
第8期介護保険事業計画

（新規）
部局名 福祉健康部

所属名 介護福祉課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 5

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04160102 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

印刷製本費 230,000

通信運搬費 420,000

合計 1,935,000

食糧費 5,000

一般財源

報酬 240,000

年度 消耗品費 40,000

障害福祉費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬
　　策定委員　240千円　＠5千円×12人×4回
　
・需用費：消耗品費　　コピー代等　40千円
　　　　　食糧費　　　会議お茶代　5千円　＠100×12人×4回
　　　　　印刷製本費　アンケート用紙・封筒・製本費　230千円

・役務費：通信運搬費　　アンケート送付・返信　420千円

・委託料
　　障害福祉計画策定委託料　1,000千円

委託料 1,000,000

款 民生費 項 社会福祉費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 0 1,935,000 0 0

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

1,935,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

障がい福祉サービスのニーズを把握し、障がい福祉サービス等の数値目標を設定し、適切で効果的なサービスの提供を図る。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 障害者総合支援法・児童福祉法

運営方法 一部委託 事業期間 単年度 （　　　年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

障がいのある人

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

障害福祉計画は、障害福祉サービスを進めていくにあたり、3年を1期として策定することが義務づけられており、現在は平成30年度
から令和2年度までの第5期にあたる。当該計画期間が終了することから、第6期計画を策定するもの。

年度実施内容 アンケート調査を実施しニーズ把握を的確に行った上で、障害福祉計画策定委員会を設置し策定する。
第2期障害児福祉計画と一体化した形で策定。

事務事業 03 地域生活支援事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

障がいのある人が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ
う、支援する。

施策 17 障害者福祉の充実 50／51 ページ

基本事務事業 01 障害のある人への生活支援 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 障害福祉計画策定事業 （新規）
部局名 福祉健康部

所属名 社会福祉課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 6

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04170103 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 280,000

一般財源 0

負担金補助及び
交付金

280,000

年度

保健衛生総務費

節

区分 金額

内容
積算

負担金補助及び交付金：骨髄移植ドナー支援事業助成金
＠140,000円×2人＝280,000円

款 衛生費 項 保健衛生費 目

予算科目

0 0

国県支出金

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 0 280,000 280,000 280,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

280,000 280,000 280,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0

期待できる効果
（展望）

・骨髄提供をする人の増加

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関す
る法律

運営方法 補助等 事業期間 複数年度 （R2年度～　　　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

骨髄等移植ドナーとなった市民

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）
日本骨髄バンクが実施する事業における骨髄等提供者に対して、身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るため、助成支援を行なう。

年度実施内容 骨髄等の提供に係る通院、入院及び医師等との面談の日数に２万円を乗じて得た額を、申請者に助成する。
（１４万円を限度とする）

事務事業 01 医療体制充実事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

骨髄等の提供に伴う身体的、精神的または経済的負担の軽減を図り、骨髄・末梢血幹細胞提供事業の促進を図る。

施策 14 医療体制の充実 44／45 ページ

基本事務事業 01 医療体制充実事業 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 骨髄移植ドナー支援事業 （新規）
部局名 福祉健康部

所属名 保健センター

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 7

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04140101 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

負担金補助及び
交付金

3,000,000

合計 7,550,200

委託料 4,480,000

一般財源

需用費 20,000

年度 役務費 50,200

保健事業費

節

区分 金額

内容
積算

・需用費：20千円
　コピー代　コピー用紙代　トナー代　20,000円
・役務費　通信運搬費：51千円
　　脳ドック受診券送付　＠94×400人＝37,600円
　　人間ドック通知送付＠84×150人＝12,600円
・委託料　4,480千円
　　脳ドック検診委託料　11,200×400人＝4,480,000円
・負担金補助及び交付金　3,000千円
　　人間ドック補助　20,000円×150人＝3,000,000円

<財源内訳>
県支出金：特別調整交付金　71千円

款 保健事業費 項 保健事業費 目

予算科目

7,551,000 7,551,000

国県支出金 60,000 71,000 71,000 71,000

地方債

その他 5,980,000 7,480,000 7,480,000 7,480,000

歳出    事業費（自動計算） 6,040,000 7,551,000 7,551,000 7,551,000

国民健康保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

財源内訳

特定財源（自動計算） 6,040,000 7,551,000

期待できる効果
（展望）

･脳ドック・人間ドックの受診と併せて特定健診受診の促進に繋がる。
･特定健診を受診することで、疾病の早期発見や早期治療、生活習慣病の予防や重症化を防ぎ、また、健康への意識を高め、健康維持
に努めることにより安定的な国保財政の運用や医療費の適正化に繋がる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 国民健康保険法　香芝市国民健康保険条例等

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～令和２年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

香芝市国民健康保険被保険者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：国保被保険者の高齢化が進み、また医療技術の高度化により医療費が高額化し、国保財政を圧迫している。　　課題：今後高齢
化がますます進み、医療費が増大すると予想されるため、被保険者に日頃から健康管理の意識を高めてもらい、健全な国保財政の運用
に関心を持ってもらうことが必要である。そのために脳ドックや人間ドックの受診費用の助成事業を継続する。

年度実施内容 ・脳ドック（特定健診受診者を対象とし11,200円/人を助成）、人間ドック受診費用助成（特定健診未受診者を対象とし上限20,000円/
人を助成）をおこなう。

事務事業 01 医療費適正化事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

医療技術の高度化による医療費の高額化に伴い、医療費が増大する中で国民健康保険財政の健全化のため継続して医療費の適正化に取
り組む必要がある。また健康診査を通じて生活習慣病やその他の疾病を早期に発見することで、高齢者の健康保持や増進を図り、医療
保険制度の安定的な運用を目指し、市民が健康に心豊かに暮らせるまちづくりを推進する。

施策 18 社会保障制度の安定的運用の推進 52/53 ページ

基本事務事業 03 国民健康保険制度の適正運用 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 医療費適正化事業 （既存・拡大）
部局名 福祉健康部

所属名 国保医療課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 8

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04180301 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

合計 8,699,000

人件費 3,870,000

一般財源 79,695

役務費 407,000

年度 委託料 4,422,000

任意事業

節

区分 金額

内容
積算

・役務費　：郵便料　適正化事業における給付費通知発送費用　２回/年
　　　　　　407,000円（内327,000円　年間件数　約4,600件）

・委託料：4,422,000円（介護給付費適正化支援システム整備委託料2,750,000円・介護給付
適正化支援システムOA機器設定委託料297,000円・介護給付適正化支援システム保守委託料
1,375,000円）　R3以降経費　保守委託料　957,000円（年間）
　
・人件費介護給付適正化のケアプラン点検等に係る専門職人件費　3,870,000円

【財源内訳】
　補助率：国：38.5％、県19.25％、第1号被保険者保険料23％、一般財源19.25％
　上記以外に保険者機能強化推進交付金があり、地域支援事業に充てることができる

款 地域支援事業費 項 地域支援事業費 目

予算科目

4,258,755 4,258,755

国県支出金 239,085 5,023,673 3,056,004 3,056,004

地方債

その他 95,220 2,000,769 1,202,751 1,202,751

歳出    事業費（自動計算） 414,000 8,699,000 5,274,000 5,274,000

介護保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

1,674,558 1,015,245 1,015,245

財源内訳

特定財源（自動計算） 334,305 7,024,442

期待できる効果
（展望）

・給付費の適正化（不適正給付の返還等）
・ケアマネジャーが作成するケアプランの質の向上
・ケアプランの適正化の向上
・医療情報との突合による適正な医療と介護給付の支援

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 介護保険法115条の45 3項 施行規則140条の62の9

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　H19年度～　　年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

介護保険被保険者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：高齢者の増加に伴い、介護保険サービスの利用も増加している。月2300件程度のサービス利用件数がある。
課題：在宅サービスにおけるケアプランの件数が増加傾向にあり、前年度までは適正給付を検討するケアプラン点検が実地指導の際の
極少数しか実施できていないのが現状であった。今年度、適正化システムを導入し、基本はすべてのケアプランにおいて適正かつ効果
的なものであるように点検および指導を行うものである。

年度実施内容
適正化事業の推進・強化（主要5事業）
①ケアプランの点検②住宅改修・福祉用具の点検③医療介護情報との突合・縦覧点検④介護給付費通知⑤実地指導
※①に関し、介護給付適正化システムを新規導入
（ケアプランの全件検査を実施）

事務事業 01 介護保険給付適正化事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

介護給付の適正化事業を強化することで、利用者に対する適切な介護サービスの提供を確保し、不適切な給付を削減する。介護保険
サービスの質の向上を目指し、被保険者への信頼感を高める。また介護給付費や介護保険料の増大を適正に抑制することを通して、持
続可能な介護保険制度の構築を図る。

施策 16 高齢者福祉の充実 48／49 ページ

基本事務事業 01 介護保険制度の適切な運用 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 介護保険給付費適正化事業 （既存・拡大）
部局名 福祉健康部

所属名 介護福祉課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 9

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04160101 ）



R 2

1 2 3 4

R 2

委託料 8,800,000

使用料、賃借料 115,000

合計 10,981,000

役務費 1,016,000

一般財源 10,535,000

旅費 10,000

年度 需用費 940,000

収納率向上対策事業費

節

区分 金額

内容
積算

・旅費：普通旅費 10千円
・需用費：940千円
　　事務用消耗品費:200千円
　　燃料費（ガソリン代）60千円
　　印刷製本費630千円（納期限ポスター印刷106千円、口座振替勧奨通知等印刷524千円）
　　修繕料（車両修理費）50千円
・役務費：1,016千円
　　郵便料544千円、コールセンター電話代50千円、公用車の自賠責保険料22千円
　　手数料400千円（公用車の検査手数料52千円、ペイジー手数料348千円）
・委託料：8,800千円　保険料徴収補助業務等委託料
・使用料及び賃借料:115千円　ポスター掲示料
・負担金補助及び交付金100千円　マルチペイメントネットワーク負担金負担金補助 100,000

款 総務費 項 徴収費 目

予算科目

967,000 967,000

国県支出金

地方債

その他 670,000 967,000 967,000 967,000

歳出    事業費（自動計算） 11,205,000 10,981,000 10,981,000 10,981,000

国民健康保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

10,014,000 10,014,000 10,014,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 670,000 967,000

期待できる効果
（展望）

・新たな滞納の未然防止、初期滞納者の滞納額累積防止を図ることができる。
・安定した国保財政の運営と被保険者間の公平性を確保することができる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 地方自治法第231条の3、国民健康保険法第76条等

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　R4年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

国民健康保険料納付義務者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：国民健康保険は、①低所得者の被保険者が多く所得水準が低い②年齢構成が高く、医療費水準が高い③所得に占める保険料負担
が重いといった課題を抱えており、財政基盤が脆弱であるという構造的な課題を絶えず抱えている状況。
課題：安定した国保財政の運営と被保険者間の公平性を確保するため、収納率向上と滞納額を削減させることが重要である。

年度実施内容
・福祉センターや主要駅等に納付啓発ポスター掲示、広報お知らせ版、液晶モニターにも納期を掲載し、納期内納付を図る。
・口座振替納付の推進、ペイジー口座振替受付サービス等口座振替申込者を増加を図る。
・コールセンターからの納期限後早期の架電により納め忘れの防止自主納付の呼びかけを継続して実施。

事務事業 03 自主納付推進事業 ― ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

被保険者に対する納付啓発、また納付場所・納付方法の拡大等による納付利便性向上等を実施し、国民健康保険料収納率の向上に努め
る。

施策 37 市税等の賦課・徴収の強化 90/91 ページ

基本事務事業 02 収納（徴収）率の向上 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 07 市民の信頼を得られる最適経営の自立したまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 自主納付推進事業 （既存・維持）
部局名 福祉健康部

所属名 保険料収納課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 10

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 07370203 ）
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1 2 3 4

R 2

合計 7,110,000

扶助費 600,000

一般財源 1,895,000

委託料 5,106,000

年度 負担金補助
及び交付金

1,404,000

生活保護総務費

節

区分 金額

内容
積算

・委託料：5,106千円
　生活困窮者自立相談支援事業業務委託料    4,547千円
　被保護者就労支援事業業務委託料            559千円
・負担金補助及び交付金：1,404千円
　生活困窮者等広域就労準備支援事業負担金  1,404千円
・扶助費:600千円
　住居確保給付金　600千円

＜財源内訳＞
・国県支出金
　国負担金 5,106千円×3/4=3,829千円
           1,404千円×2/3=  936千円
　　　　　　 600千円×3/4=  450千円

款 民生費 項 生活保護費 目

予算科目

5,215,000 5,215,000

国県支出金 5,215,000 5,215,000 5,215,000 5,215,000

地方債

その他

歳出    事業費（自動計算） 7,110,000 7,110,000 7,110,000 7,110,000

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

1,895,000 1,895,000 1,895,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 5,215,000 5,215,000

期待できる効果
（展望）

・生活困窮者及び生活保護受給者が自立した生活を営むことができるようになる。
・生活困窮者が生活保護に至る前に就労した場合、また生活保護受給者が就労し生活保護から脱却した場合、生活保護費の抑制につな
がる。

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

（会計名） 予算額 計画額

事業分類 自治事務 根拠法令 生活困窮者自立支援法

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～令和２年度）

事務事業の対象
（誰を対象としているか）

生活困窮者及び生活保護受給者

◆事業の概要

部局目標事業に
設定する理由

（現状と課題）

現状：本市は県内で最も低い生活保護率ではあるが、年々生活困窮者からの相談は増加傾向にある。（H29:64件、H30:67件、R1:90
件）
課題：生活困窮者に対しては、生活保護に至る前に自立支援へとつなげていくために、また生活保護受給者に対しては、保護からの脱
却へとつなげていくために、就労支援を継続して実施していく必要がある。将来的な財政面の影響（生活保護費の増加）からも、実施
の必要性は高い。

年度実施内容

・相談窓口の開設（月～金曜日8:30～17:15）
・生活困窮者の就労支援（履歴書作成支援、面接対応支援　等）
・生活困窮者の就労準備支援（職場見学、就労体験　等）
・生活保護受給者の就労支援（履歴書作成支援、面接対応支援　等）
・生活困窮者に対する住居確保給付金の支給（家賃の助成　等）

事務事業 01 自立支援促進事業 60 ページ

事務事業の目的
（目指している状態）

生活困窮者及び生活保護受給者に就労支援等の充実を図ることにより自立した生活が営めるよう支援する。

施策 18 社会保障制度の安定的運用の推進 52/53 ページ

基本事務事業 01 生活保護制度の適正運用 まち・ひと・しごと創生総合戦略

政策 04 心豊かに健康に暮らせるまち 第4次総合計画後期基本計画

事業名 生活困窮者等自立支援促進事業 （既存・維持）
部局名 福祉健康部

所属名 生活支援課

令和 2 年度部局目標事業シート
No. 11

◆事業の位置付け （　政策体系コード： 04180101 ）


