
No.4
自主納付推進事業 （既存・維持） 保険料収納課

No.５
新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 （新規） 保健センター

No.2
介護予防事業 （既存・拡大） 介護福祉課

No.3
介護保険給付費適正化事業 （既存・維持） 介護福祉課

優先順位 事業名 区分 所属名

No.1
健康かしば２１計画策定事業 （新規） 保健センター

部局長名 滝村　豊

令和 3 年度 部局目標シート

部局名 健康部



R 3

3 4 5 6

R 3

提出の際は記入してください。⇒ 担当者 中川 職名 主幹 電話（内線） 590

委託料 1,000,000

合計（自動計算） 1,707,000

報償費 36,000

年度 需用費 162,000

保健衛生総務費

節

区分 金額

内容
積算

・報償費：委員等謝礼　36千円　　@3,000×12件＝36，000円
・需用費：消耗品費　100千円、　印刷製本費62千円　（角2封筒・長3封筒）
・役務費：郵便料　アンケート郵送　@120円×2000通＝240,000円
　　　　　　　　　　　　　　　返信分後納郵便＠１０９×１，２００通＝130,800円
　　　　　　　　　　　　　　　資料郵送＠390×15通×2回＝11，700円
　　　　　　　　　　　　　　　はがき郵送＠63×2，000通＝126，000円
・委託料：計画策定業務1，000千円

款 衛生費 項 保健衛生費 目

予算科目 役務費 509,000

その他 0

一般財源 1,707,000

歳出    事業費（自動計算） 1,707,000 0 0 0

財源内訳

特定財源（自動計算） 0 0 0 0

国県支出金 0

地方債 0

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 一部委託 事業期間 単年度 （　　　　　年度～　　　　年度）

期待できる効果
（展望）

アンケート調査を基に計画を策定し事業を展開する事で、一人ひとりの健康づくりや地域活動の強化、健康を支える環境づくりが、健康寿命の延
伸につながる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：令和３年度が第２次健康かしば２１計画及び第２次香芝市食育推進計画の最終年度となる。
課題：市民アンケートを実施し、２次計画の評価と３次計画の策定を行い、計画を基に事業の展開とヘルスプロモーションの推進をおこなう。

年度実施内容
・市民2000人にアンケート調査及び督促・お礼状郵送。
・入力及び分析の委託。
・健康づくり推進会議を２回実施。アンケート結果をもとに、地域住民に密着した総合的な健康づくり対策を推進するための計画を策定する。

事業分類 自治事務 根拠法令 健康増進法８条・食育基本法18条

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 02 健康づくりに関する教育事業 48-50 ページ

事務事業の概要
健康づくり教室、講演会、健康相談等を実施します。また、健康ボランティアを育成し、地域で健康づくりのための体操や知識の普及活動等を行う
取り組みを進めます。

施策 08 健康づくりの推進 02080102

主な取り組み 01 健康的な生活習慣の推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 保健センター

◆事業の位置付け

政策 02 健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 1

事業名 健康かしば２１計画策定事業 （新規）
部局名 健康部



R 3

3 4 5 6

R 3

役務費 86,000

委託料 6,740,000

合計（自動計算） 8,099,000

報償費 542,000

年度 旅費 12,000

一般介護予防事業費

節

区分 金額

内容
積算

・報償費（講師謝礼）：地域リハビリテーション活動支援地事業　@7,500円*20回=150,000円、
通いの場づくり謝礼　@3000円*20ヶ所*2回＝120,000円　等　計542,000円
・旅費：普通旅費　研修会旅費　12,000円
・需要費：書籍購入費　16,500円、コピー代27,000円、行事用消耗品81,000円、事務用消耗品
48,000円、印刷製本費　介護予防手帳　@250円*1,000冊*1.1=275,000円、修繕費　５００００
円
・役務費：郵便料86,00０円
・委託料：健康かるてシムテム整備委託料　@1,750,000円、介護予防事業委託料　香芝オリジナ
ル体操動画作成業務　@900,000円*１．１＝990,000円、介護予防事業委託料4，0０0，000円
・使用料及び賃借料：会場借上料　219,000円
【財源内訳】
補助率：国：21.54％、県12.5％、第1号被保険者保険料26.46％、支払基金交付金２７％、一般
財源12.5％　上記以外に介護保険者努力支援交付金があり、地域支援事業に充てることができ
る。

使用料及び賃借料 219,000

款 地域支援事業費 項 地域支援事業費 目

予算科目 需要費 500,000

その他 4,002,000 2,942,000 2,942,000 2,942,000

一般財源 1,102,000 695,000 695,000 695,000

歳出    事業費（自動計算） 8,099,000 5,552,000 5,552,000 5,552,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 6,997,000 4,857,000 4,857,000 4,857,000

国県支出金 2,995,000 1,915,000 1,915,000 1,915,000

地方債 0

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

介護保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　年度）

期待できる効果
（展望）

健康カルテによる情報管理システムでは、検診等による心身の状態や医療費情報から、介護予防事業に適切な対象者を抽出することが可能とな
るため、個別性を持った、効果的な事業が実施できるものです。高齢者の心身の状態を把握し、保険事業と介護予防事業を一体的な推進につな
げます。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

介護予防・重度化防止を目指し事業に取り組むことにより、介護サービスの利用までの期間をできるだけ延長することで、介護給付費の削減につ
ながる等、介護保険制度の適正な運営に欠かせない取組であるため。

年度実施内容

感染症等により行動が制限される際も、健康づくり・重度化予防・自立支援を推進していけるよう、地域での介護予防の取組を充実していくととも
に、音楽に合せてのオリジナル体操（立位・座位バーション）の動画の作成など工夫しながら、自宅で簡単に取り組める運動の普及啓発に取り組
みます。また、住民の通いの場を支援し、事業の拡大を図るため、情報管理システムの「健康かるて」を導入します。住基情報や検診結果、医療情
報と連動しており、高齢者の心身の状態を把握した上で支援につなげることができ、保健事業と介護予防を一体的に推進していきます。

事業分類 自治事務 根拠法令 介護保険法第115条の45第2項第5号

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 介護予防・日常生活支援総合事業 51-53 ページ

事務事業の概要
掃除や買い物等の日常生活支援、運動教室や栄養・口腔機能指導等の介護予防サービス等に加え、地域における通いの場の創出、介護予防に
関するボランティアの育成等の助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進します。また、事業所等の専門職が行うサービスに加え、地域住民や企業
等の多様な主体によるサービスも提供できるよう展開していきます。

施策 09 高齢者福祉の充実 02090101

主な取り組み 01 自立支援・介護予防・重度化防止の推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 介護福祉課

◆事業の位置付け

政策 02 健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 2

事業名 介護予防事業 （既存・拡大）
部局名 健康部



R 3

3 4 5 6

R 3

需要費 25,000

役務費 342,000

合計（自動計算） 5,648,000

報酬 2,970,000

年度 職員手当等・共済費 920,000

任意事業費

節

区分 金額

内容
積算

・会計年度任用職員人件費1名分（報酬、職員手当等・共済費・旅費）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　3,910,000円
　・需要費：印刷製本費　給付費通知送付分窓あき封筒印刷　@4.5円*2,500枚*2回*1.1＝
24,750円
　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　　（７０円*2,200通＋84円
*200通）*2回=341,600円
・委託料：介護給付適正化支援システム保守委託料1,366，200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。

委託料 1,367,000

款 地域支援事業費 項 地域支援事業費 目

予算科目 旅費 24,000

その他 893,000 893,000 893,000 893,000

一般財源 1,131,000 1,131,000 1,131,000 1,131,000

歳出    事業費（自動計算） 5,648,000 5,648,000 5,648,000 5,648,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 4,517,000 4,517,000 4,517,000 4,517,000

国県支出金 3,624,000 3,624,000 3,624,000 3,624,000

地方債 0 0 0 0

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

介護保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 直営 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　年度）

期待できる効果
（展望）

・適正化事業を推進することで、財源の健全性を確保するとともに安定的な制度運営につながります。
・適正化事業をとおして、自立支援のあり方について啓発を行うことにより、サービス事業所及びケアマネジャーの質の向上を図ります。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

現状：高齢化に伴い、介護サービス利用者は年々増加している。（年間約１７０，０００件）
課題：適正化システムを導入し、ケアプラン点検が効果的に実施できるようになっているが、今後の着目点として、重度化予防、自立支援に向けた
適正なケアプラン作成について、事業所に向けて指導を拡大できるような取組が必要である。

年度実施内容

介護保険給付費適正化の強化を図り、適切な介護サービスの確保を図るため、適正化システムの活用を行い、ケアプラン点検数の増加及びその
質の確保を行い、自立支援につなげるための専門職の人材確保を継続する。①要介護認定の適正化②ケアプランの点検③住宅改修の点検及び
福祉用具購入・貸与の調査、④縦覧点検・医療情報との突合⑤給付費通知⑥実地指導を実施します。（②については、適正化システムを使用し、
より効率的に点検を実施します）

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

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 介護保険給付適正化事業 51-53 ページ

事務事業の概要 給付の現状分析、ケアプラン点検及び介護サービス事業所に対する実地指導を行います。

施策 09 高齢者福祉の充実 02090301

主な取り組み 03 介護保険給付の適正化 第５次総合計画前期基本計画

所属名 介護福祉課

◆事業の位置付け

政策 02 健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 3

事業名 介護保険給付費適正化事業 （既存・維持）
部局名 健康部



R 3

3 4 5 6

R 3

委託料 7,300,000

使用料及び賃借料 115,000

合計（自動計算） 9,334,000

旅費 10,000

年度 需用費 920,000

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：920千円
　事務用消耗品費：185千円
　燃料費：55千円（公用車ガソリン代）
　印刷製本費：610千円（納期限ポスター印刷95千円、口座振替勧奨通知等印刷515千円）
　修繕料：70千円（車両修繕料：20千円、備品修繕料：50千円（ﾍﾟｲｼﾞｰ口座登録端末修繕料））
・役務費889千円
　郵便料：507千円、コールセンター電話料：52千円、手数料：330千円（公用車法定点検手数料9
千円、ペイジー手数料321千円）
・委託料：7,300千円　保険料徴収補助業等委託料
・使用料及び賃借料：115千円　納期限ポスター掲示料
・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

負担金補助及び交付金 100,000

款 総務費 項 徴収費 目

予算科目 役務費 889,000

その他 984,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

一般財源 8,350,000 8,600,000 8,600,000 8,600,000

歳出    事業費（自動計算） 9,334,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 984,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

国県支出金

地方債

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

国民健康保険特別会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

運営方法 一部委託 事業期間 複数年度 （　　　年度～　　年度）

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。

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、高齢化や医療技術の進化等により医療費が増加傾向にあり、また、低所得の被保険者が多く、所得に占める保険料の負担
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える状況である。
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、現年分の収納率を向上させ翌年度に繰り越す滞納額を削減させる。

年度実施内容

・市役所、福祉センター、主要駅に納付啓発ポスターを掲示。広報お知らせ版、液晶モニターに納期を掲載し、納期内納付を図る。
・ペイジー口座振替受付サービスの勧奨により口座振替利用率の増加を図る。
・電子納付環境を整備する一環としてスマートフォン決済を導入し、その普及に努める。
・奈良県国民健康保険料コールセンターを活用した早期の納付の呼びかけ。本市コールセンターから継続した架電により応答率を高める。

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

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

― ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 02 自主納付推進事業（保険料） 104-105 ページ

事務事業の概要
口座振替やコンビニ納付などの既存の納付方法に加え、キャッシュレス決済などの電子納付環境を整備することで、時間や場所に捉われない納付
方法を提供し、納付意欲の向上を図ります。

施策 31 歳入の確保と財源の創出 07310102

主な取り組み 01 適正課税の推進および収納（徴収）率の向上 第５次総合計画前期基本計画

所属名 保険料収納課

◆事業の位置付け

政策 07 スマートでスリムな行政運営の確立のために。（行政経営） 体系コード

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 4

事業名 自主納付推進事業 （既存・維持）
部局名 健康部



R 3

3 4 5 6

R 3

令和 3 年度部局目標事業シート
No. 5

事業名 新型コロナウイルスワクチン予防接種事業 （既存・維持）
部局名 健康部

施策 07 医療提供体制の充実 02070201

主な取り組み 02 感染症対策の推進 第５次総合計画前期基本計画

所属名 保健センター

◆事業の位置付け

政策 02 健康で自分らしく過ごせる毎日のために。（健康・福祉） 体系コード

第2期総合戦略
４つの基本目標との関連

基本目標（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝 ―

― ―

◆事業の概要

事務事業 01 予防接種事業 45-47 ページ

事務事業の概要
「予防接種法」に基づく定期予防接種（一部、公費負担あり）の実施、未接種者に対する勧奨を行う。また平時から、広報紙等を活用した感染症に
関する注意喚起を行います。

運営方法 一部委託 事業期間 単年度 （　R3年度～　R3年度　）

期待できる効果
（展望）

予防接種が実施されることにより、市民の健康が守られるとともに、社会経済活動の回復が見込まれる。

部局目標事業に
設定する理由
（現状と課題）

新型コロナウイルスワクチン感染症については、感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るために感染予防対策が重要である。そのため、令
和３年４月より市民に実施される予定の新型コロナウイルスワクチン接種を円滑に実施する取り組みが必要である。

年度実施内容 新型コロナウイルスワクチンが接種できる体制を確保し、国が示すスケジュールに従いながら市民への予防接種を実施する。

事業分類 法定受託事務 根拠法令 予防接種法　第２９条

◆事業実施にかかるコスト （単位：円）

会計名 予算額 計画額

一般会計 R 年度 R 年度 R 年度 R 年度

歳出    事業費（自動計算） 460,000,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000

財源内訳

特定財源（自動計算） 460,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

国県支出金 460,000,000

地方債

その他 1,000,000 1,000,000 1,000,000

一般財源 0 8,600,000 8,600,000 8,600,000

報酬 12,956,000

年度 職員手当 270,000

収納率向上対策事業費

節

区分 金額

内容
積算

・報酬：看護師会計年度任用職員（13か月分） 会計年度任用職員報酬　　合計12,956千円
・期末手当：会計年度職員期末手当2回分 270千円
・共済費：社会保険料（会計年度任用職員） 労災保険料　516千円
・旅費：費用弁償
　看護師会計年度任用職員・保健師・看護師（集団予防接種予防接種） 合計149千円
・需用費：消耗品費 　事務・行事用消耗品2,990千円、光熱水費 　電気代 100千円、印刷製本費
クーポン券・問診票等合計13,136千円
・役務費：
　郵便料 1通73円×80,000人　医師連絡用等通信運搬費　5,348千円
　電話代　200千円
　手数料・ 代行手数料　1回300×1.1×2=5,300千円
・委託料：
　システム整備委託料 インターネット環境整備  6,350千円
　コールセンター委託料・窓口対応業務、データ入力業務、集団接種業務委託料　　31,500千円
　医療廃棄物委託料　400千円
　予防接種委託料　378,000千円
・会場使用料・施設設備レンタル料　　700千円
・備品購入費：集団接種会場必要備品、コールセンター必要備品、パソコン、タブレット、救急用備品
2,085千円
※予算については、国より予算の上限の変更が示されているため金額が変更となることがあります。

備品購入費 2,085,000

役務費

委託料

款 総務費 項 徴収費 目

予算科目 共済費 516,000

旅費 149,000

需用費 16,226,000

使用料及び賃借料

10,848,000

416,250,000

700,000

合計（自動計算） 460,000,000


