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第第第第２２２２章章章章    保健保健保健保健・・・・福祉福祉福祉福祉                                                                                                        

 

 

６６６６．．．．    健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり    

７７７７．．．．    地域医療地域医療地域医療地域医療    

８８８８．．．．    高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉    

９９９９．．．．    障障障障がいがいがいがい者者者者（（（（児児児児））））福祉福祉福祉福祉    

１０１０１０１０．．．．    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉    

１１１１１１１１．．．．    保険保険保険保険・・・・福祉医療福祉医療福祉医療福祉医療    
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基本施策基本施策基本施策基本施策６６６６    健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり                                                            担当 保健センター    

◆基本施策の目的 

生涯にわたって元気でいきいきと暮らすことができるよう、市民が積極的に健康づくりに取り組み、

社会全体で支援する環境づくりを行います。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

健康寿命 

(上段：男性、下段：女性) 

歳 

79.05 

83.33 

(H22 年度) 

    

 

健康づくりに取り組んでいる市民の

割合 

％ 74.3     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

14 

小牧市独自人間ドック事業 

【保健センター】 

450,000 拡充実施 ⇒ ⇒ 

15 

成人保健健康診査事業 

【保健センター】 

318,000 拡充実施 ⇒ ⇒ 

16 

水ぼうそうワクチン予防接種

費用助成事業 

【保健センター】 

27,500 実施 ⇒ ⇒ 

17 

おたふくかぜワクチン予防接

種費用助成事業 

【保健センター】 

24,500 実施 ⇒ ⇒ 

18 

高齢者肺炎球菌ワクチン予

防接種費用助成事業 

【保健センター】 

56,000 拡充実施 ⇒ ⇒ 

19 

母子保健健康診査事業 

【保健センター】 

480,000 実施 ⇒ ⇒ 

 

 

基本施策６基本施策６基本施策６基本施策６ 健康づくり 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１ 心と体の健康づくりへの取組みを支援します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２ 親子が健やかに育み合うことを支援します
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番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

20 

「健康日本２１こまき計画」

次期健康計画事業 

【保健センター】 

3,300 計画策定   

21 

健康いきいきポイント制度調

査研究事業 

【保健センター】 

2,300 実施   

22 

風しんワクチン予防接種費

用助成事業 

【保健センター】 

3,000 実施   
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小牧市独自人小牧市独自人小牧市独自人小牧市独自人間間間間ドックドックドックドック事業事業事業事業    

 

 

１ 予 算 額   １５０,０４５千円 

 

２ 目   的    特定健診、がん検診の受診率向上に向けて 

新しい健診のしくみを構築して、がん、生活習慣 

病の早期発見、早期治療と健康意識の向上を 

図ります。 

 

３ 効   果    健康寿命を延伸させること、健康保持を図ることができます。 

また、がん、生活習慣病の早期発見、早期治療により医療費の削減に

つながります。 

 

４ 事業概要 

・対象者 国保被保険者、協会けんぽ被扶養者、後期高齢被保険者 

合計 ７,６９０人 

・健診内容 現在、保険者が実施している特定健診に血液の検査 11 項目・尿検査 1 項 

目と胃がん、大腸がん、胸部Ｘ線撮影を加え人間ドックとして実施します。 

※協会けんぽに加入している被扶養者に対して、受診しやすい環境づくりを協会けんぽと 

連携して行います。 

 

人間ドック対象年齢と受診料 

 国保被保険者 協会けんぽ被扶養者 後期高齢者 

対象年齢 40～69 歳 70～74 歳 40～69 歳 70～74 歳 75 歳以上 

自己負担額 4,900 円 1,900 円 7,200 円 4,200 円 1,900 円 

 

 

健康福祉部 保健センター 

拡充拡充拡充拡充    
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成人保健健康診査事業成人保健健康診査事業成人保健健康診査事業成人保健健康診査事業    

 

 

１ 予 算 額   １０４,４４７千円 

 

２ 目   的   がん、生活習慣病の早期発見、早期治療と健康意識の向上を図ります。 

 

３ 効   果    健康寿命を延伸させること、健康保持を図ることができます。また、がん、

生活習慣病の早期発見、早期治療により医療費の削減につながります。 

 

４ 事業概要 

・対象者 ２５,８９３人 

平成２６年度の変更点 

 ・若い世代での胃胃胃胃がんがんがんがん、大腸大腸大腸大腸がんがんがんがんの罹患 

率が高くなっているため、 

対象対象対象対象をををを 40404040 歳歳歳歳以上以上以上以上からからからから 30303030 歳歳歳歳以上以上以上以上にににに拡充拡充拡充拡充します。 

 ・受診しやすい料金にします。 

・今後超高齢化社会に突入しても健康診査事業を継続的に実施していくた 

めに、70 歳以上の方にも一律 500 円の自己負担をお願いします。 

 

がん検診の対象年齢と受診料 

 子宮がん 

乳がん 

胃がん 大腸がん 肺がん 胸部Ⅹ線 前立腺がん 
マンモ 

グラフィ 

超音波 

対

象

年

齢 

20歳以上 40歳以上 30～39 歳 30歳以上 30歳以上 50歳以上 

集団 

65歳以上 

個別 

40歳以上 

50歳以上 

集

団 

（頸部） 

1,000 円 

1,000 円 1,000 円 1,000 円 500 円 500 円 無料 － 

個

別 

（頸部） 

1,000 円 

（頸部＋

体部） 

2,000 円 

－ － 3,000 円 500 円 － 1,000 円 1,000 円 

※満 70 歳以上の方は、一律 500 円を受診料として徴収。 

なお、市民税非課税世帯の方等は申請により受診料が免除になります。 

健康福祉部 保健センター 

拡充拡充拡充拡充    



第３部 分野別計画編 

第２章 保健・福祉 

Ⅲ－22 

予防接種費用助成事業予防接種費用助成事業予防接種費用助成事業予防接種費用助成事業    

 

 

１ 予 算 額   ４３,９５７千円 

 

２ 目   的    任意予防接種の予防接種費用を助成することにより、疾病の発生を予防

し、まん延を防ぎます。 

 

３ 効   果    助成することにより、接種を受けやすい環境が整い、重篤化する疾病を予

防することができます。 

 

４ 事業概要 

○ワクチン予防接種対象 

風しん、高齢者肺炎球菌 

平成２６年度の変更点 

    高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌のののの対象対象対象対象をををを 75757575 歳以上歳以上歳以上歳以上からからからから 70707070 歳歳歳歳以上以上以上以上にににに拡充拡充拡充拡充します。 

 

 対象者 助成額 接種回数 

風しん 

・妊娠している方のパートナー 

・妊娠を予定又は希望している女性 

及びそのパートナー 

のうち抗体検査を受け、抗体が十分

でないと確認できた者 

全額 

１回 

高齢者肺炎球菌 ７０歳以上 5,000 円 

市内実施医療機関へ直接予約していただき、健康保険証を持参の上、接種を受けます。 

  ※市外の医療機関での接種を希望する場合は、一旦全額支払った後、申請により償還

払いします。 

 

 

 

健康福祉部 保健センター 

拡充拡充拡充拡充    
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  健康健康健康健康いきいきポイントいきいきポイントいきいきポイントいきいきポイント制度調査研究制度調査研究制度調査研究制度調査研究事業事業事業事業    

 

 

１ 予 算 額   ２,３００千円 

 

２ 目   的    市民が明るく楽しい生活を送るために、健康は不可欠であることから、健康

保持・増進をする健康づくりを習慣化するための健康ポイントのあり方について

調査研究します。 

 

３ 効   果    市民が参加しやすく、利用しやすい、健康づくりを習慣化し継続する健康

いきいきポイント制度を考えることができます。 

 

４ 事業概要 

         ○健康ポイントのあり方について、調査研究を委託します。 

          ・市健康施策と市民の健康づくりの取組みを整理 

          ・先進地における健康ポイント制度の取組みを整理 

          ・健康ポイント制度に関する検討会議の開催 

          ・報告書の作成 

※健康ポイント制度 

健康に関する取組みに対してポイント化することで、ポイント数に応じてサービ

スを受けることをいいます。 

 

 

健康福祉部 保健センター 

新規新規新規新規    
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基本施策基本施策基本施策基本施策７７７７    地域医療地域医療地域医療地域医療                            担当 地域福祉課・保健センター・市民病院    

◆基本施策の目的 

地域の医療機関が機能に応じて役割を分担し、市民のだれもが個々の状況に応じた適切な

医療を受けられるよう、地域医療の充実を図ります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

市内の医療体制に満足している市

民の割合 

％ 70.7     

 

市民病院の地域連携登録医療

機関の数 

箇所 484     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

23 

在宅医療推進事業 

【地域福祉課】 

4,200 実施   

24 

小牧市病院事業会計繰出

金 

         【市民病院】 

4,000,000 実施 ⇒ ⇒ 

25 

市民病院建設基金積立事

業 

         【市民病院】 

1,300,000 実施 ⇒  

基本施策７基本施策７基本施策７基本施策７ 地域医療 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１ 在宅医療を推進します

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３ 休日急病診療体制を充実します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２ 市民病院を充実します
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基本施策基本施策基本施策基本施策８８８８    高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉                                    担当 地域福祉課・介護保険課    

◆基本施策の目的 

高齢になっても、心身の健康を維持し、生きがいを持てるようにするとともに、介護や支援が必要

となっても、住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けることができる環境・仕組みを整えます。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

介護や支援を必要としていない高

齢者の割合 

％ 88.8     

 

生きがいをもって生活している高齢

者の割合 

％ 81.8     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

26 

食の自立支援事業 

       【地域福祉課】 

59,000 実施 ⇒ ⇒ 

27 

高齢者福祉施設整備補助

事業 

       【介護保険課】 

120,000  実施 ⇒ 

28 

地域密着型サービス施設

整備補助事業 

       【介護保険課】 

497,000 実施 ⇒ ⇒ 

29 

地域密着型サービス施設

開設補助事業 

       【介護保険課】 

84,000 実施 ⇒ ⇒ 

30 

高齢者保健福祉計画策定

事業 

       【介護保険課】 

4,000 計画策定   

 

基本施策８基本施策８基本施策８基本施策８ 高齢者福祉 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１

高齢者の在宅生活を支援します展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２

高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援します
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地域密着型地域密着型地域密着型地域密着型サービスサービスサービスサービス施設整備施設整備施設整備施設整備・・・・開設補助事業開設補助事業開設補助事業開設補助事業 

 

 

１ 予 算 額   ２６５,２００千円 

 

２ 目   的    第５次小牧市高齢者保健福祉計画（平成２４年度～平成２６年度）に基

づき、介護が必要となった高齢者が、住み慣れた地域で生活が続けられる

よう、身近な場所でサービスが提供できる地域密着型サービスの施設整備

を進めます。 

 

３ 効   果    身近な場所にサービス提供拠点が 

できることにより、地域で高齢者を支え 

る体制が整備され、介護が必要となっ 

た高齢者が住み慣れた地域での生活 

を続けることができます。 

 

４ 事業概要     地域密着型サービスの施設整備費 

及び開設準備に必要な経費を事業者に補助します。 

 

 

認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 

１箇所 

施設整備補助 

開設準備経費補助 

小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護小規模多機能型居宅介護    

（通所介護を中心に訪問介護や短期入所を 

組み合わせたサービスを提供する施設） 

２箇所 

地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設地域密着型介護老人福祉施設    

（小規模な特別養護老人ホーム） 

１箇所 

定期巡回定期巡回定期巡回定期巡回・・・・随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護随時対応型訪問介護看護    １箇所 

認知症認知症認知症認知症対応型通所介護対応型通所介護対応型通所介護対応型通所介護（デイサービス） １箇所 施設整備補助 

 

 

健康福祉部 長寿介護課 

(H26.4.1～ 健康福祉部 介護保険課) 
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基本施策基本施策基本施策基本施策９９９９    障障障障がいがいがいがい者者者者（（（（児児児児））））福祉福祉福祉福祉                                    担当 地域福祉課    

◆基本施策の目的 

障がいのある市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、自立した日常生活または

社会生活を営み、安心して暮らすことができる環境をつくります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

平成２４年度以降に施設入所から

地域へ生活の場を移した市民の数

（累計） 

人 0     

 

グループホーム利用者数 人 31     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

31 

障害者計画等推進事業 

       【地域福祉課】 

4,500 計画策定   

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３ 障害福祉サービスなどを充実します

基本施策９基本施策９基本施策９基本施策９ 障がい者（児）福祉 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１ 相談支援体制を整備します

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２ 自立に向けた就労・社会参加を支援します
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基本施策基本施策基本施策基本施策１０１０１０１０    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉                                                        担当 福祉総務課    

◆基本施策の目的 

地域住民みんなが支え合って共に生きるという共通認識を持ち、地域で安心して暮らすことが

できる環境・仕組みを整えます。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

地域福祉活動に参加している市民

の割合 

％ 15.9     

 

地域で支え合って安心して暮らして

いる市民の割合 

％ 61.1     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

32 

地域福祉計画・地域福祉

活動計画推進事業 

       【福祉総務課】 

7,928 実施 計画策定 ⇒ 

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２ 地域福祉活動を普及・拡大するための仕組みを整えます

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３ 地域福祉活動団体などを支援します

基本施策１０基本施策１０基本施策１０基本施策１０ 地域福祉 展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１ 地域福祉活動に参加する担い手を育成・確保します
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基本施策基本施策基本施策基本施策１１１１１１１１    保険保険保険保険・・・・福祉医療福祉医療福祉医療福祉医療                        担当 介護保険課・保険年金課    

◆基本施策の目的 

だれもが必要な医療・介護を安心して受けられるよう保険制度の健全かつ安定的な運営と福

祉医療の充実を図ります。 

◆基本施策の進捗状況を測定するための指標 

    指指指指 標標標標    単位単位単位単位    基準値基準値基準値基準値    H2H2H2H26666    H2H2H2H27777    H2H2H2H28888    H2H2H2H29999    

目指目指目指目指すすすす

方向性方向性方向性方向性    

国民健康保険税収納率（現年） ％ 89.6     

 

国民健康保険の被保険者１人あ

たりの保険給付費 

円 227,114     

 

介護保険料収納率（現年） ％ 98.8     

 

介護保険の第１号被保険者１人

あたりの保険給付費 

円 174,483     

 

◆基本施策の体系 

 

 

 

 

◆主な計画事業 

番番番番

号号号号    

事事事事    業業業業    名名名名    

H 2 6H 2 6H 2 6H 2 6 ～～～～ H 2H 2H 2H 2 8888    

事業費事業費事業費事業費((((千円千円千円千円))))    

平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度    平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    

33 

小牧市介護保険事業特別

会計繰出金 

       【介護保険課】 

3,050,000 実施 ⇒ ⇒ 

34 

小牧市国民健康保険事業

特別会計繰出金 

       【保険年金課】 

4,700,000 実施 ⇒ ⇒ 

35 

小牧市後期高齢者医療特

別会計繰出金 

       【保険年金課】 

3,450,000 実施 ⇒ ⇒ 

36 

子ども医療扶助事業 

       【保険年金課】 

2,550,000 実施 ⇒ ⇒ 

37 

精神障害者医療扶助事業 

【保険年金課】 

100,000 拡充実施 ⇒ ⇒ 

展開方向２展開方向２展開方向２展開方向２ 健全な介護保険制度を運営します

展開方向１展開方向１展開方向１展開方向１ 健全な国民健康保険・後期高齢者医療制度を運営します

展開方向３展開方向３展開方向３展開方向３ 福祉医療を充実します

基本施策１１基本施策１１基本施策１１基本施策１１ 保険・福祉医療
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精神障害者医療扶助事業精神障害者医療扶助事業精神障害者医療扶助事業精神障害者医療扶助事業    

 

 

１ 予 算 額   ２４,１１２千円 

 

２ 目   的    精神障害者に対して、医療費を支給することにより、保健の向上に寄与す

るとともに、福祉の増進を図ります。 

 

３ 事業概要      障害等級が１級又は２級の精神障害者保健福祉手帳所持者の精神障

害者医療費の支給について、すべての医療保険自己負担額の支給に拡

充します。 

（平成 26 年 10 月診療分より拡充） 

 

           ・対象者 

             精神障害者保健福祉手帳１級又は２級所持者。 

           ・医療費の支給 

            病院又は診療所で通院して行われる医療(全疾患)に係る医療保険自己

負担額を支給します。 

           ・受診見込件数  4,000 件 

 

○精神障害者医療扶助対象と支給額 

精神障害者 

保健福祉手帳 

１級又は２級 

区分 

支給額 

～平成 26 年 9 月診療分 平成 26 年 10 月診療分～ 

所持者 

通院 

(精神) 

自立支援適用後の 

医療保険自己負担額 

医療保険自己負担額 

通院 

(一般) 

支給なし 

入院 

(全疾病) 

医療保険自己負担額 

所持者以外 

通院 

(精神) 

自立支援適用後の医療保険自己負担額 

入院 

(精神) 

医療保険自己負担額の２分の１ 

    

健康福祉部 保険年金課 

拡充拡充拡充拡充    
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