
事業別予算説明

【Ⅰ 安心】　高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 12億930 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 地域福祉の基盤づくり 社会福祉協議会の運営補助など 562万円 福祉グループ 15

地域支えあいマップの作成 4万円 福祉グループ 15

2 福祉ボランティアの育成 健康福祉センターの管理運営 1,195万円 福祉グループ 15

　と人材の確保 　 ボランティア活動の支援 621万円 福祉グループ 16

千年樹の里まつりの開催 49万円 福祉グループ 16

3 介護予防と自立支援 介護予防ケアプランの作成 308万円 福祉グループ 16

生活支援ハウスの管理運営 752万円 福祉グループ 17

4 介護サービスの充実 小布施荘施設用地等の管理 457万円 福祉グループ 17

デイサービスセンターの管理 181万円 福祉グループ 17

養護老人ホーム入所費用の補助 1,069万円 福祉グループ 18

社会福祉法人への補助 9万円 福祉グループ 18

高齢者の在宅生活支援 1,767万円 福祉グループ 19

5 高齢者の社会参加と生き 老人福祉センター(桃源荘)の管理運営 166万円 福祉グループ 20

   がいづくり 老人クラブ活動の支援 154万円 福祉グループ 20

長寿者訪問 54万円 福祉グループ 20

ひとり暮らし高齢者等への支援 179万円 福祉グループ 21

シルバー人材センターの支援 277万円 福祉グループ 21

6 障害者の自立支援　　 障害福祉サービスの利用 142万円 福祉グループ 22

障害福祉サービスの給付（自立支援給付事業） 1億7,108万円 福祉グループ 23

障害福祉サービスの給付（地域生活支援事業） 265万円 福祉グループ 23

補装具費の補助 235万円 福祉グループ 24

日常生活用具の給付 185万円 福祉グループ 24

自立支援医療費への補助 55万円 福祉グループ 24

タイムケア事業 153万円 福祉グループ 24

通所･通園等の援助 7万円 福祉グループ 25

重度心身障害児福祉年金の支給 32万円 福祉グループ 25

長野地区障がい者スポーツ大会への参加など 45万円 福祉グループ 25

障害者自立支援対策特別対策事業への補助 285万円 福祉グループ 25

7 地域支援体制の確立 自立支援協議会の運営 16万円 福祉グループ 26

相談支援事業・ケアマネジメント事業 186万円 福祉グループ 27

地域活動支援センター（みすみ草）の管理運営 435万円 福祉グループ 28

8 ノーマライゼーション 身体障害者の住宅整備への補助 70万円 福祉グループ 28

　社会の構築 身体障害者の自動車改造への補助 10万円 福祉グループ 28

手話通訳者などの派遣 10万円 福祉グループ 28

障害者希望の旅 100万円 福祉グループ 29

9 介護保険制度の円滑な 30

　運営 保険の支払い・認定調査や保険料徴収など 8億3,335万円 福祉グループ 31

地域自立生活の支援 255万円 福祉グループ 31

高齢者等の介護予防 1,087万円 福祉グループ 32

家族介護の支援 448万円 福祉グループ 34

高齢者等の介護予防（委託事業分） 437万円 福祉グループ 35

在宅介護支援センター（地域包括支援センター）の運営 1,033万円 福祉グループ 35

介護保険の運営（介護保険特別会計）



事業別予算説明

【Ⅰ 安心】　高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度

区　　分 事　業　名 担　当 ページ

9 介護保険制度の円滑な 敬老会の開催 134万円 福祉グループ 36

　運営（続き） 介護給付費の適正化 24万円 福祉グループ 36

（新）成年後見制度の利用支援 10万円 福祉グループ 36

10 社会保障制度の充実　 子ども・障害者等の医療費の助成（福祉医療） 6,566万円 福祉グループ 37

悩みごと相談 109万円 福祉グループほか 38

民生児童委員活動と生活保護 121万円 福祉グループ 38

国民年金の加入手続き 228万円 生活環境グループ 38
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
１ 地域福祉の基盤づくり  ２ 福祉ボランティアの育成と人材の確保 

 

社会福祉協議会の運営補助など 562 万円  地域支え合いマップの作成 4 万円

(担当: 福祉グループ) (担当:福祉グループ)

地域の福祉活動を担う社会福祉協議会の運営

（介護保険事業に関わるものを除く人件費）に

対して補助を行います。 

 

主な経費 

・社会福祉協議会の運営補助 300 万円

・福祉診断書料の補助 2 万円

・臨時職員の賃金 258 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 562 万円

 

 昨年、災害時に救護が必要な方の情報を確認

するために、地域ごとに支え合いマップを作成

しました。今年度以降は毎年１回の更新を行い、

地域の情報を確認していきます。 

 

主な経費 

・消耗品 など 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 4 万円

 

予算: 3.1.1 社会福祉総務費 (一般会計) 

3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計) 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)

 

健康福祉センターの管理運営 1,195 万円

(担当: 福祉グループ)

健康福祉センターには、在宅介護支援センターや社会福祉協議会の事務室のほかに、ボランティア

センターとしての交流スペース、介護予防事業などの教室や講演会・研修会に利用する多目的ホール、

ボランティアグループの会議などに利用するサークル室、入浴サービスのための特殊浴槽を備えた浴

室、料理教室等に利用する調理実習室などがあります。 

利用できる人は、社会福祉・ボランティア団体や障害のある方、お年寄りの皆さんで、冬には高齢

者のスポーツ大会も開催しています。また、ロビーは交流スペースとなっていますので、いつでも気

軽においでください。 

主な経費  
・光熱水費  413 万円 

・警備や自動ドア等の保守点検の委託 168 万円 

・複写機・清掃用具の使用料 など  49 万円 

・施設の修繕 26 万円 

・土地の借上げ       403 万円

・燃料費 96 万円

・電話料、火災保険料      24 万円

・その他の経費   16 万円

======================================= 財源内訳 ======================================= 
 

・利用者の負担 10 万円 

・事業者(町社会福祉協議会)の負担 102 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,083 万円 

予算: 3.1.6 健康福祉センター管理費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
２ 福祉ボランティアの育成と人材の確保  ３ 介護予防と自立支援 

 

ボランティア活動の支援 621 万円

(担当: 福祉グループ)

ボランティアセンターを拠点とし、地域住民の皆さんのボランティア活動を支援します。ボランテ

ィアをしたい方、してほしい方のマッチングや、ボランティア養成講座の開催、ボランティア団体へ

の活動助成などを行います。 

 

 主な経費 

・社会福祉協議会への事業の委託  621 万円 

 

================財源内訳 ===============  
 

・町の負担 (一般財源)       621 万円
安 

心 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)

 

千年樹の里まつりの開催 49 万円  介護予防ケアプランの作成 308 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 町民の皆さんの健康増進と保健・福祉・医療

に関わるボランティアの交流の輪を広げる「千

年樹の里まつり」を開催します。 

 

■開 催 日  10 月 28 日（日） （予定）

■開催場所  千年樹の里 

（健康福祉センター周辺） 

 

主な経費 

・出演者への謝礼 9 万円

・会場設営の委託 19 万円

・チラシの作成 10 万円

・その他の経費 11 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 49 万円

 

在宅介護支援センター（地域包括支援センタ

ー）が、要支援１及び２の人を対象とした介護

予防のケアプラン（サービス利用計画）の作成

を行います。 

 

主な経費 

・居宅支援事業所への委託 304 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・介護予防居宅支援報酬 308 万円

 

 

予算: 3.1.6 千年樹の里まつり事業費 (一般会計) 予算: 3.1.8 介護予防支援事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
３ 介護予防と自立支援  ４ 介護サービスの充実   

 

生活支援ハウスの管理運営 752 万円

(担当: 福祉グループ)

生活支援ハウスは、指定管理者のＪＡ須高が管理・運営を行っています。 

この施設には、居住部門（ひまわり）とデイサービスセンター部門（花の里）があります。 

居住部門は、60 歳以上のひとり暮らしや夫婦のみで生活している人、ひとりで生活することに不

安のある人で家族の援助を受けるのが困難な人が入居できます。 

 

 主な経費 

・生活支援ハウス居住部門の管理運営の委託 490 万円

・土地の借上げ など  262 万円

 

=================== 財源内訳 ==================== 
安 

心 

 

・利用者の負担  72 万円

・施設利用料 17 万円

・町の負担 (一般財源) 510 万円

 

予算: 3.1.3 生活支援ハウス管理費 (一般会計)

 

小布施荘施設用地等の管理 457 万円  デイサービスセンターの管理 181 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 長野広域連合が管理運営する特別養護老人ホ

ーム小布施荘の用地を借り上げます。 

 

主な経費 

・小布施荘用地の借り上げ 410 万円

・長野広域連合負担金 47 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 457 万円

 

町デイサービスセンターの管理運営のため、

用地を借り上げます。 

施設の運営は、社会福祉協議会が行っていま

す。 

 

主な経費 

・デイサービスセンター用地の借り上げ 

 161 万円

・修繕料 15 万円

・火災保険料 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・事業者(社会福祉協議会)の負担 101 万円

・建物共済等の負担 6 万円

・町の負担 (一般財源) 74 万円

 

予算: 3.1.3広域連合高齢者福祉施設管理費 (一般会計) 予算: 3.1.3 デイサービスセンター管理費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
４ 介護サービスの充実 

 

養護老人ホーム入所費用の補助 1,069 万円  社会福祉法人への補助 9 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 

安 

心 

家庭や経済的な事情により養護老人ホームに

入所している人の入所費用を補助します。 

なお、入所する方本人と扶養義務者は、所得

に応じた費用負担があります。 

 

主な経費 

・老人ホーム入所費用の補助 1,069 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 185 万円

・町の負担 (一般財源) 884 万円

 

利用者負担軽減制度を実施している社会福祉

法人へ補助金を支払います。 

 

主な経費 

・社会福祉法人への補助 9 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担            7 万円

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

  

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
４ 介護サービスの充実   

 

高齢者の在宅生活支援 1,767 万円

(担当: 福祉グループ)

介護を必要とする人でも安心して自分の家で生活できるよう、次のような支援をしています。 

■福祉用具貸与事業…社会福祉協議会へ委託 

  要援護高齢者や重度の心身障害者、または病気やけが等で一時的に必要な人へ、特殊ベッド 

や車イスなどを貸し出します。 

■ホームヘルパー(訪問介護員)養成研修事業…社会福祉協議会へ委託 

  ホームヘルパー2 級の養成講座(県知事指定)を 5 月から 8 月にかけて開催します。 

■生きがい活動支援通所事業(いきいきサロン)…社会福祉協議会、NPOしなのぐらしへ委託 

  家に閉じこもりがちなひとり暮らし等の高齢者が、寝たきりや認知症(ボケ)にならないよう、

趣味の活動や仲間づくりの場を提供します。 
安 

心 

■高齢者等タクシー利用助成事業 

  自家用車などの移動手段のないお年寄りなどの移動支援のため、タクシー利用への助成を行い

ます。 

■外出支援事業(福祉バス運行サービス)…社会福祉協議会へ委託 

  常時車いすを使用し一般車両での移送が困難な人を、リフト付福祉車両で通院などの送迎をし

ます。 

■訪問理美容サービス事業…社会福祉協議会へ委託 

   寝たきりの人が自宅で理美容のサービスを受けられるよう、理容師の出張費分を補助します。

■高齢者にやさしい住宅改良促進事業 

   介護が必要な高齢者の住宅改良で、介護保険からの支払い分を除き 70 万円を限度に費用を補

助します。(所得に一定の条件があります) 

■宅幼老所緊急宿泊支援事業 

  要援護者を在宅介護されている世帯が、介護者が急病等で介護ができなくなった緊急時に、宅

幼老所等に要援護者を預けた際の費用の一部を補助します。(住民税非課税世帯が対象) 

■介護人給食サービス事業 

  要援護高齢者を介護する家族介護者の経済的身体的な負担軽減のため、昼食、夕食の給食を行

います。 

 

主な経費 

・社会福祉協議会等への事業の委託  1,356 万円 

・住宅改良費用の補助 63 万円 

・タクシー利用助成 333 万円 

・宅幼老所緊急宿泊への補助 4 万円 

・その他の経費 11 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 166 万円 

・介護予防居宅支援報酬 194 万円 

・県の負担 34 万円 

・町の負担 (一般財源) 11,373 万円 

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費(一般会計) 

3.1.3 高齢者在宅支援事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
５ 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 

老人福祉センター (桃源荘) の管理運営 166 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者の生きがいと健康づくりを推進する施設として、また、高齢者のさまざまな活動の場として

利用いただけるよう管理運営をしています。老人クラブの各種活動、いきいきサロンなどに利用され

ています。 

 

主な経費 
・光熱水費 59 万円 

 
・施設の修繕 25 万円 

・駐車場用地の借り上げ 18 万円 

・その他の経費 64 万円 

 
安 

心 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 1 万円 

・町の負担 (一般財源) 1165 万円 

 

予算: 3.1.7 老人福祉センター管理費 (一般会計)

 

老人クラブ活動の支援 154 万円  長寿者訪問 54 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 高齢者の豊かな経験と知識・技能を生かし生

きがいづくりを進め、技能を伝承し交流の場を

広げる「しめ縄づくり教室」や老人クラブの活

動を支援します。 

 

主な経費 
・老人クラブへの補助 149 万円

・しめ縄づくり教室 4 万円

・懇談会  1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 41 万円

・参加者の負担金 1 万円

・町の負担 (一般財源) 112 万円

 

 

米寿や白寿などの長寿の節目を迎えた皆さん

を町長が訪問し、祝品を贈ります。 

 

主な経費 
・記念品 など 54 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 54 万円

 

予算: 3.1.3 高齢者生きがいづくり支援事業費

 (一般会計) 予算: 3.1.3 長寿者訪問事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
５ 高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 

ひとり暮らし高齢者等への支援 179 万円

(担当: 福祉グループ)

ひとり暮らしや二人暮らし高齢者が安心して在宅で生活できるよう支援します。 

 

■寝具類洗濯乾燥消毒サービス…社会福祉協議会へ委託 

  ひとり暮らしなどで寝具の衛生管理が困難な人に、寝具類の洗濯乾燥や消毒を行います。 

 
■軽度生活援助事業…社会福祉協議会へ委託 
  見守りが必要なひとり暮らし高齢者など軽度な日常生活の援助を行います。 

 

■自動消火器の設置 
  自動消火器を希望に応じてひとり暮らし高齢者などの世帯に設置します。 
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主な経費 

・事業の委託 157 万円 

・自動消火器の購入、修繕 など 22 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・利用者の負担 2 万円 

・町の負担 (一般財源) 1177 万円 

予算: 3.1.4 独り暮らし高齢者等支援事業費 (一般会計)

 

シルバー人材センターの支援 277 万円

(担当: 福祉グループ)

働く意欲のある高齢者に就業の機会を提供

し、高齢者の知識・技術を活かして地域社会に

貢献していただくため、高年齢者等の雇用の安

定等に関する法律に基づき、シルバー人材セン

ターの運営費を負担します。 

 

主な経費 

・須高広域シルバー人材センター等負担金 277 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 277 万円

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

障害福祉サービスの利用 142 万円

(担当:福祉 グループ)

障害福祉サービスを受けるには、まず、役場窓口で障害程度区分の認定申請を行います。 

平成 24 年度からサービス支給決定の手続が変わり、支給決定前にサービス等利用計画を作成し、

これを基にサービス内容や量を決めることになります。 

障害程度区分は、調査員がお宅や施設に伺って心身の状態を判定する「一次判定」と、長野広域連

合に設置されている審査会での「二次判定」によって決められます。その後、決定した障害程度区分

や申請者の要望をもとに介護給付（居宅介護、短期入所、生活介護）などのサービスが行われます。

サービス利用を継続するためには、原則 3 年ごと更新調査を行います。 
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 障害福祉サービスの利用のしかた 

 

 

１ 申請・調査 申請があると、現在の生活や障害の状況についての調査

を行います。（一次判定） 
 

 

 

 

 
調査の内容をもとに審査会で判定が行われ、障害程度が

どのくらいなのか障害程度区分が決められます。（二次判

定） 

２ 審査・判定  

 

 

 
３ サービス等利用計画案

の作成 
 支給決定の前に、相談支援事業者がサービス利用計画を

作成します。  

 

 

 

４ 認定・決定 障害程度区分、サービス利用計画を基にサービス内容や

量を支給決定します。 

 

 

 

 

 ５ サービス利用、一定期間

後にモニタリング 
サービスの利用が始まります。  

 

 

主な経費 

・調査員賃金と調査を委託した場合の費用 11 万円 

・審査会の運営のための負担金 51 万円 

・主治医意見書の作成料、郵送料 17 万円 

・受給者証発行、支給管理システムの使用料 63 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・国の負担 11 万円 

・町の負担 (一般財源) 131 万円 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

障害福祉サービスの給付（自立支援給付事業） 1 億 7,108 万円

(担当: 福祉グループ)

障害福祉サービスは、障がいの種別にかかわらず、必要とするサービスの仕組みが一元化され、「自

立支援給付事業」と「地域生活支援事業」に大きく分けられます。 

「自立支援給付事業」には、在宅での生活支援サービスと施設利用のサービス（介護給付・訓練等給

付）があります。 

 

主な経費 

・介護給付費（居宅介護、短期入所、ケアホーム、新体系の施設入所支援など） 1 億 962 万円 

・訓練等給付費（就労移行支援事業、就労継続支援事業など） 5,048 万円 

・療養介護医療費、施設入所者の食事・光熱水費の実費負担への給付 など 1,038 万円 

・サービス利用計画作成費 60 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・国の負担 8,554 万円 

・県の負担 4,277 万円 

・町の負担 (一般財源) 4,277 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

 

障害福祉サービスの給付（地域生活支援事業） 265 万円

(担当: 福祉グループ)

「地域生活支援事業」のサービスは、町や地域の状況に応じた事業を実施するサービスです。 

町では、外出のための支援を行う「移動支援事業」と日中一時的に介護する人がいないなどの理由

で、見守りなどが必要な障害のある人を支援する、「日中一時支援サービス事業」の２つの事業を実施

します。 

 

主な経費 

・移動支援 261 万円 

・日中一時支援サービス 4 万円 

 

======================================== 財源内訳 ====================================== 

 

・国の負担 133 万円 

・県の負担 66 万円 

・町の負担 (一般財源) 66 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

補装具費の補助 235 万円  日常生活用具の給付 185 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

障害者の不自由な身体部分の機能を補う用具

の購入や修理に対して、町がその費用を補装具

費として利用される人に支給します。 

利用者は原則として1割の自己負担がありま

すが、町ではその購入などの自己負担分に対し

て補助します。 

 

主な経費 
・補装具費 230 万円

・自己負担分への援助 5 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 115 万円

・県の負担 58 万円

・町の負担 (一般財源) 62 万円

 身体に障害のある人の日常生活を支援するた

め、浴槽や便器、たん吸引器など日常生活用具

を購入しお渡しします。 

 

主な経費 

・日常生活用具の購入 185 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 93 万円

・県の負担 46 万円

・町の負担 (一般財源) 46 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

   

自立支援医療費への補助 55 万円  タイムケア事業 153 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

自立支援医療とは、障害の程度を軽くするた

めに行う手術などの医療（旧更生医療）で、そ

の医療費を補助します。 

 

主な経費 

・自立支援医療費への補助 55 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 27 万円

・県の負担 14 万円

・町の負担 (一般財源) 14 万円

 家族が日中、介護を時間単位で依頼したとき

の利用料を負担します。 

 

主な経費 

・タイムケア事業 など 153 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 76 万円

・町の負担 (一般財源) 77 万円

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
６ 障害者の自立支援 

 

通所・通園等の援助 7 万円  重度心身障害児福祉年金の支給 32 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

入所している児童の帰省や、家族の面会に要

する経費に援助をします。 

 

主な経費 

・通所・通園にかかる交通費の援助 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 4 万円

・町の負担 (一般財源) 3 万円

 

 身体障害者手帳 3 級以上、あるいは療育手帳

を持つ心身障害児に対し、障害の程度に応じ福

祉年金をお支払いします。 

 

主な経費 

・福祉年金 32 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 32 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

   

長野地区障がい者スポーツ大会への参加など 45 万円  障害者自立支援対策特別対策事業への補助 285 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

長野地区障がい者スポーツ大会の参加負担金

と、障害者福祉にかかる事務費です。 

 

主な経費 

・スポーツ大会参加負担金 3 万円

・その他の経費 42 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 45 万円

 

 障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、

平成 23 年度まで実施されました。更に、1 年

間延長され、事業者の運営安定化のため補助を

行います。（事業内容については今後変更される

可能性があります。） 

 

主な経費 
・新体系定着支援事業 

（事業運営安定化事業）  132 万円

・地域移行支度経費支援事業補助 3 万円

・その他の事業 150 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 213 万円

・町の負担 (一般財源) 72 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
７ 地域支援体制の確立 

 

自立支援協議会の運営 16 万円

(担当:福祉 グループ)

自立支援協議会は、地域の障害福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす場です。４つ

の部会が毎月定例会を開催。昨年は高山村でフォーラムを開催しました。昨年度、部会再編を行い、

部会の活動が地域の障害福祉の底上げにつながるよう、提言を受けとめる運営委員会がしっかり機能

するように力を入れていきます。事務局は須高地域障害者支援センターへ委託しています。各部会は

さまざまな立場の人が自由に参加できます。ぜひあなたの声をお聞かせください。 
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障害者自立支援法と自立支援協議会 

 

 法律の目的=障害のある人も普通に暮らせる地域づくり
 

 

 
そのために障害福祉計画 で地域で暮らす基盤を計画的に整備 

 

 

 
須高地域自立支援協議会  

地域（市町村）自身 で地域づくりを考え進める 
 

 

 

 
個別支援会議 で明らかになる一人ひとりの希望（ニーズ）を地域の課題としてとらえる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度の活動テーマ 

■療育・発達支援部会・・・早期支援について 

■就労・日中活動支援部会・・・アセスメントの検討、工賃アップ等 

■地域生活支援部会・・・地域生活をチーム力で支える 

■相談支援部会・・・法律改正への対応、相談支援事業の運用 

■地域で暮らそうフォーラム・・・テーマ「地域づくりの輪 和 環」 

講演、パネルディスカッションを開催 

 

 

 

主な経費 
・自立支援協議会運営のための負担金 16 万円 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・町の負担 (一般財源) 16 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
７ 地域支援体制の確立 

 

相談支援事業・ケアマネジメント事業 186 万円

(担当:福祉 グループ)

平成 19 年度から 2 カ所に相談窓口を設置し、福祉サービスの利用援助や社会資源の活用、社会生

活力を高めるための支援の充実・強化を目指しています。窓口では、くらしの相談に応じるほか、分

かりにくい手続きのお手伝いや必要なサービスを一緒に考えます。 

 

（相談窓口） 

■ みすみ草（小布施町内）TEL２４７－６３４３ 

■ 須高地域障害者支援センター（須坂ショッピングセンター1 階）TEL２４８－３７４１ 

 

 Q：どんなことで相談に行ったらいいの？
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例えばこんな時 

・放課後、子どもが一人になってしまうのが心配 

A：なんでもなくても相談（話し）に来

て！！ 

・福祉の情報を知りたい 

・自分らしく暮らしたい 

・障がいと言われてもどう育てたらいいのかわからない・・など 

 

まずは、須高地域障害者支援センター、みすみ草へ相談してください。 

 

主な経費 

・相談支援事業の委託 186 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・国の負担 39 万円 

・県の負担 19 万円 

・町の負担 (一般財源) 128 万円 

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
７ 地域支援体制の確立  ８ ノーマライゼーション社会の構築 

 

地域活動支援センター（みすみ草）の管理運営 435 万円  身体障害者の住宅整備への補助  70 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

みすみ草は、就労継続支援事業所と、地域活

動支援センターの２つの場所となりました。セ

ンターは一時的に就労が困難なときなど、創作

活動や生産活動、社会交流促進の場として、障

害の種別に関わらずどなたでも利用できる場で

す。また、相談支援事業も行っています。 

指定管理者制度により、社会福祉法人 夢工

房福祉会が管理運営します。 

 

主な経費 
・管理運営の委託 425 万円

・火災保険料 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 435 万円

 65 歳未満の重度身体障害者が、在宅での日

常生活をしやすくするための住宅改修を行う場

合、70 万円を限度に改修費用を補助します。 

 

主な経費 

・住宅改修への補助 70 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 35 万円

・町の負担 (一般財源) 35 万円

 

予算: 3.1.5 地域活動支援センター管理費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)

   

身体障害者の自動車改造への補助  10 万円  手話通訳者などの派遣 10 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

身体障害者が社会参加するため、使用する車

を改造した場合、10 万円を限度に改造費を補

助します。 

 

主な経費 

・自動車改造への補助 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 5 万円

・県の負担 3 万円

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

 聴覚や音声・言語機能の障害のある人が、病

院への通院や学校行事に参加する時に、手話通

訳や要約筆記奉仕員を派遣します。 

 

主な経費 

・手話通訳者の派遣 8 万円

・要約筆記奉仕員の派遣 2 万円

 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 5 万円

・県の負担 3 万円

・町の負担 (一般財源) 2 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計) 予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
８ ノーマライゼーション社会の構築 

 

障害者希望の旅 100 万円

(担当: 福祉グループ)

障がいのある人とその家族を対象に、交流や

ふれあいの場を提供し、積極的な社会参加を促

進するためバスで 1 泊旅行をします。 

 

主な経費 

・事業の委託 100 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

 
安 

心 

・町の負担 (一般財源) 100 万円

 

予算: 3.1.5 障害者福祉事業費 (一般会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

介護保険事業の運営 （介護保険特別会計） 

(担当: 福祉グループ)

介護保険は、身体の介護や生活援助、施設入所などの介護保険サービスを提供し、本人と家族を支

援する制度です。 

介護保険サービスを利用する際は、１割を自己負担していただき、残り９割について、４０歳以上

の人から納めていただいている保険料と、皆さんから納めていただいている税金を充てています。（保

険給付費といいます） 

 

 繰越金など 
 地域支援事業費 2,148 万円 介護認定審査費、徴収費

6,204 万円 
65歳以上の人が納め

る保険料  3,428 万円 

 
安 

心 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 億 6,002 万円 

町の負担 

1 億 5,638 万円 

歳 出 歳 入 
県の負担 

8 億 6,763 万円 8 億 6,763 万円 
1億420万円 

保険の給付 

7 億 7,131 万円 

国の負担 40 歳以上 65 歳未満

の人が納める保険料 1 億 9,803 万円 

2 億 2,752 万円 

■保険料が変わりました 
 

介護保険事業は３年ごとに計画を見直し、介護保険サービス量等を推計し、必要な保険料を

決定しています。（平成２４年度から平成２６年度） 

 

高齢化が進み、介護保険サービスを利用する人が増加傾向のため、平成２４年度から６５歳

以上の人に納めていただく介護保険料が上がります。（１年間で８００円～６，７００円） 

 7 段階の所得区分を 10 段階に区分けし、低所得の方に配慮するとともに、収入に応じた保

険料の負担により保険料負担の公平性を確保します。 

 

なお、県に積み立てていた財政安定化基金の一部や町の介護給付費準備基金の一部、合わせ

て２千万円を今後３年間で取り崩すことで介護保険料の上昇を抑制しています。 
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

保険の支払い・認定審査や保険料徴収など 8 億 3,335 万円

(担当: 福祉グループ)

ニーズに合った介護サービスの提供を目指しながら、制度を円滑に運営します。 

 

主な経費 

・保険給付（自己負担 1 割） 7 億 7,131 万円 

・介護認定審査会費 949 万円 

・徴収費 103 万円 

・予備費                                  1,903 万円 

・その他の経費                               3,249 万円 

 

======================================== 財源内訳 ======================================
安 

心 

 

・４０歳以上６５歳未満の人が納める介護保険料 2 億 3,368 万円 

・６５歳以上の人が納める介護保険料 1 億 5,516 万円 

・基金繰入金 など 892 万円 

・国の負担 1 億 9,082 万円 

・県の負担 1 億 60 万円 

・町の負担（一般会計からの繰入れ） 1 億 4,417 万円 

 

予算: 2.1.1 居宅介護サービス給付費ほか (介護保険特別会計)

 

地域自立生活の支援 255 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者が地域で自立した日常生活を送るため、地域の皆さんが協力し合うネットワークづくりを支

援します。 

■食の自立支援事業（ふれあい給食）･･･夢工房福祉会 

  ひとり暮らし高齢者等の安否確認を兼ねて、毎週月～金曜日の昼食と夕食をお届けします。 

■お元気コール事業 

   ひとり暮らし高齢者宅へ電話による声がけを定期的に行う、ボランティアによる安否確認サー

ビスを行います。 

 

主な経費 
・事業の委託 254 万円 

・口座振替手数料  1 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・65 歳以上の人が納める保険料 54 万円 

・利用者の負担 30 万円 

・国の負担  100 万円 

・県の負担  50 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ)121 万円 

予算: 3.3.2 地域自立生活支援事業費 (介護保険特別会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

高齢者等の介護予防 1,087 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者ができる限り寝たきりなどで介護や援助が必要とならないよう予防に取り組むとともに、健

康でいきいきと暮らせるよう支援します。 

 

 ■一人（二人）暮らし高齢者宅への訪問（お元気訪問事業） 

   一人暮らし、二人暮らしの高齢者のお宅に在宅保健師等が訪問し、安否の確認や悩みごとの相

談をお受けします。 

また、適切な健診や介護予防の支援を受けていただくため、基本チェックリスト（生活機能の

チェック）により、特定高齢者（65 歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるお

それがある高齢者）の候補者を把握します。また、特定高齢者を選定するのに必要な生活機能評

価を医療機関に委託して行います。 
安 

心 

  

 

 

■転倒予防教室 

   特定高齢者対象の「骨コツ貯筋教室」や一般高齢者対象の教室（11 月～3 月）を、健康福祉

センターで実施します。個々の状態に合わせた体力づくりや生活指導を行い、転倒、骨折などに

よる寝たきりを予防します。 

  

 

 

■ボケ予防教室 

  ・ボケ予防講演会･･･ ６月下旬 会場：健康福祉センター 講師：高槻絹子先生 

  ・脳のリフレッシュ教室･･･月１回の教室で楽しいゲームや工作などを行います。 

               継続 12 カ所 

[山王島、北部、東部、都住、大島、飯田、東町・上町、林・中扇、

上松川、第３地区（横町・福原・栗ガ丘）、中町・中央、伊勢町] 

  ・脳のリハビリ教室･･･新規教室（楽らく若返り教室）は週１回、継続教室（たけのこの会）は

月２回、（若たけの会）は月１回、健康福祉センターで実施。 

  ・ダンスで脳元気教室･･･月１回健康福祉センターで実施。楽しく踊れるレクリエーションダンス。

  ・チャレンジのど自慢教室･･･月１回健康福祉センターで実施。みんなで楽しくカラオケ大会。 

  ・はつらつお笑い演芸会･･･６月、９月（ふれあい寄席）、１０月（千年樹の里まつり）、３月に

実施。 

  ・はつらつお達者教室･･･随時。希望される自治会、老人クラブ等に出向いて実施します。 
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

 

■訪問指導事業 

  閉じこもりや寝たきり予防のための相談や生活指導を行い、介護予防サービスへつなげます。

 

 

 

■地域介護予防活動支援事業 

  「転倒予防教室」「ダンスで脳元気教室」の OB グループや各地区の「脳のリフレッシュ教室」

など、自主的な介護予防活動を支援します。 

 

 

 

■高齢者スポーツ大会 
安 

心 

  老人クラブが開催するスポーツ大会（囲碁ボール・輪投げなど）に対し補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

■生活管理指導短期宿泊サービス事業 

  ひとり暮らし等の高齢者が体調不良になるなどで支援が必要となった場合、養護老人ホームな

どに短期間宿泊し、生活習慣や健康の改善を図ります。 

 

主な経費 

・生活機能評価の委託 82 万円 ・シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー へ の 送 迎 の 委 託 16 万円 

・職員の人件費 572 万円 ・認知症予防事業等の委託 63 万円 

・短期宿泊サービス事業の委託  8 万円 ・各種教室の講師、出演者等への謝礼 87 万円 

・高齢者スポーツ大会の補助 12 万円 ・在宅保健師等の賃金 177 万円 

・その他の経費   61 万円 ・特定高齢者の把握作業の委託  9 万円 

  

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・国の負担  219 万円 ・４０歳以上６５歳未満の人が納める介護保険料 

・県の負担 109 万円  254 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 212 万円 ・６５歳以上の人が納める介護保険料 139 万円 

・利用者の負担 154 万円 

 

 

 

 

 

予算: 3.1.1 介護予防特定高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)

3.1.2 介護予防一般高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

家族介護の支援 448 万円

(担当: 福祉グループ)

 介護する人の身体的・精神的・経済的負担を軽くするため、介護に関する知識や技術の習得を支援

するほか、さまざまな交流会を行います。 

 

 ■介護講座･･･社会福祉協議会へ委託 

   介護の基礎知識や技術的なことなどを学ぶ講座を、5 回に渡り開催します。 

 

 ■家族介護交流事業･･･社会福祉協議会へ委託 

   介護する人の身体的・精神的なリフレッシュを図るための日帰り旅行や交流、慰労を込めた「介

護人の集い（１２月）」を行います。 

 
安 
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 ■おむつ給付サービス事業･･･社会福祉協議会へ委託（福祉基金事業と併せて実施） 

   常時おむつを必要とする介護が必要と認定された人などに、月 4,500 円分のおむつ給付券を

発行し援助します。 

 

 ■要援護高齢者を抱える家族の会 

   介護方法などの情報交換や、介護の悩みや苦労を共有し、家族同士が支え合う心のよりどころ

となる会として、2 カ月に 1 回開催します。 

 

■認知症高齢者見守り事業 

  認知症高齢者を在宅で介護している方へ、徘徊探知機を利用する時の経費を助成します。 

 

主な経費 

・事業の委託 434 万円 

・介護研修の講師謝礼、在宅保健師等の賃金 など 14 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

 

・65 歳以上の人が納める保険料 17 万円 

・利用者の負担 2 万円 

・国の負担 32 万円 

・県の負担 16 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ)  381 万円 

 

 

予算: 3.3.1 家族介護支援事業費 (介護保険特別会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
９ 介護保険制度の円滑な運営 

 

高齢者等の介護予防（社協委託事業分） 437 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者ができる限り住み慣れた地域で、自立して健康でいきいきと暮らせるよう、介護予防事業の

一部を町社会福祉協議会に委託して支援します。 
 

■IADL（日常生活動作）訓練事業 

ひとりになっても生活に困らないよう、特に男性のために買い物や料理などの日常生活の訓練

を行います。 

■ひとり暮らし高齢者交流会 

５月に１泊旅行、１０月に日帰り旅行、２月に豆まき交流会を行います。 

■地域住民グループ支援事業 

地域ボランティアにより行われている「お茶のみサロン（地域の高齢者が集まりゲームやおし

ゃべりなどの交流事業）」を支援します。 
 

主な経費 

・事業の委託 437 万円 

======================================== 財源内訳 ======================================

・40 歳以上 65 歳未満の人が納める保険料 102 万円 

・65 歳以上の人が納める保険 74 万円 

・国と県の負担 132 万円 

・利用者の負担 49 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 80 万円 

予算: 3.1.1 介護予防特定高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)

3.1.2 介護予防一般高齢者施策事業費 (介護保険特別会計)

 

在宅介護支援センター（地域包括支援センター）の運営 1,033 万円

(担当: 福祉グループ)

在宅介護の総合的な相談を２４時間お受けし、介護保険や各種サービスの利用申し込みの受け付け

や総合調整、介護サービス計画を作成する介護支援専門員（ケアマネージャー）やサービス事業者へ

の指導支援、介護予防事業の企画・実施と介護予防プランの作成などを行っています。 

 

主な経費 
・保健師の人件費 725 万円 

・臨時職員の賃金 108 万円 

・総合福祉事務支援システムの委託料・使用料 114 万円 

・認知症実務研修等の旅費 7 万円 

・センター運営協議会委員等への謝礼 33 万円 

・電話回線使用料等 29 万円 

・その他の経費 17 万円 

======================================= 財源内訳 =======================================

・65 歳以上の人が納める保険料 127 万円 

・国の負担 239 万円 

・県の負担 120 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 547 万円 

予算: 3.2.3 包括的・継続的マネジメント事業費 (介護保険特別会計)

3.2.2 総合相談支援・権利擁護事業費 (介護保険特別会計)  

3.2.1 一般職員人件費 (介護保険特別会計) ほか 
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
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敬老会の開催 134 万円  介護給付費の適正化 24 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 福祉グループ)

 

安 
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高齢者へ敬意を表すとともに、笑いを通じた

健康づくりを進めるため、ふれあい寄席を開催

します。 

 

 ■期日：９月上旬 

 ■場所：北斎ホール 

 

主な経費 
・出演者の謝礼 127 万円

・出演者の昼食代 など 7 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・40 歳以上 65 歳未満の人が納める保険料 31 万円

・65 歳以上の人が納める保険料 22 万円

・国の負担 27 万円

・県の負担 13 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 41 万円

介護保険の給付について、真に必要なサービ

スが提供され不要なサービスが提供されていな

いかなど、介護給付等に要する費用の適正化の

ため、認定調査状況のチェック、ケアプランの

点検などを行います。 

 

主な経費 

・在宅保健師の賃金 18 万円

・適正化研修講師謝礼 6 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・65 歳以上の人が納める介護保険料 5 万円

・国の負担 9 万円

・県の負担 5 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 5 万円

 

予算: 3.1.2介護予防普及啓発事業費 (介護保険特別会計) 予算:3.3.2 介護給付費用適正化事業費 (介護保険特別会計)

 

（新）成年後見制度の利用支援 10 万円

(担当: 福祉グループ)

高齢者の権利擁護のため、成年後見制度の申

し立て費用を助成し、成年後見制度の利用促進

を図ります。 
 

 

主な経費 

・成年後見制度利用の助成 10 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・65 歳以上の人が納める保険料 2 万円

・国の負担  2 万円

・県の負担 4 万円

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 2 万円

 

予算:3.3.2 成年後見制度利用支援事業費 (介護保険特別会計)
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【Ⅰ 安心】 高齢者福祉 障害者福祉 社会保障制度 
10 社会保障制度の充実 

 

子ども・障害者等の医療費の助成（福祉医療） 6,566 万円

(担当: 福祉グループ)

福祉医療費制度は、対象となる乳幼児や児童生徒など、障害者、母子・父子家庭等の医療費の負

担を軽くするため、医療費の自己負担分を助成します。 

 

 ■対象者 

年齢や所得の制限があり、申請後の資格審査により「福祉医療費受給者証」が交付されます。 

平成 24 年度から乳幼児・児童生徒などの支給対象範囲を「中学生まで」から「満 18 歳に達

する以降の 初の 3 月 31 日まで」に拡大します。 

 

○乳幼児・児童生徒等 … 0 歳から満 18 歳に達する以降の 初の 3 月 31 日まで 

○障害者 … 所得が一定限度以下で次に当たる方 

      ・3 級以上の身体障害者手帳所持者 

      ・B1 以上の療育手帳所持者 

      ・65 歳以上で障害基礎年金を受けている方 

      ・2 級以上の精神障害者保健福祉手帳所持者 

○母子家庭等 … 所得が一定限度以下の母子家庭の母・子と父母のいない児童（いずれも子が

18 歳になるまで） 

○父子家庭 … 所得が一定限度以下の父子家庭の父・子（子が 18 歳になるまで） 

 

 ■福祉医療費給付金の支給 

福祉医療費の受給者が、県内の病院や薬局などで医療費や薬代を支払う際、「福祉医療費受給者

証」を提示すると、支給申請をしたことになり、支払った医療費・薬代（保険診療の対象となる

部分に限る）の一部が診療から３カ月後以降に指定の口座へ支給されます。 

県外の病院や薬局などで医療費や薬代を支払った場合は、領収書、印鑑、受給者証を役場窓口

にお持ちください。 

 

■福祉医療費給付金の貸付 （町民税が課税されていない世帯の人が対象） 

福祉医療費の受給者で医療費の支払いが困難な方は、福祉医療費給付金の範囲内の金額で貸付

が受けられます。ご希望の方は、ご相談ください。 

 

主な経費 
・乳幼児･児童・生徒等福祉医療費給付金 2,797 万円 

・障害者福祉医療費給付金 2,723 万円 

・母子家庭等福祉医療費給付金 322 万円 

・父子家庭福祉医療費給付金 6 万円 

・医療機関と国民健康保険団体連合会への事務手数料 638 万円 

・その他の経費 80 万円 

 

======================================= 財源内訳 ======================================= 

  

・県の負担                                  1,934 万円 

・町の負担 (一般財源)                            14,632 万円 

 

予算: 3.1.1 福祉医療費給付事業費 (一般会計)
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安 

心 

 

悩みごと相談 109 万円

(担当: 福祉グループ、総務グループ、こども教育グループ)

町民の皆さんから寄せられる多種多様の専

門的な相談に対応し、安定して生活を送って

いただけるよう、弁護士、司法書士による年

6 回の法律相談のほか、内容に応じ、相談員

が行政相談、子ども教育相談、心配ごと相談、

結婚相談をお受けします。 

 

主な経費 
・活動のための交付金・負担金 2 万円

・社会福祉協議会への事業委託 

（結婚相談等） 83 万円

・その他の経費 24 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 109 万円

 

予算: 3.1.1 悩み事相談事業費 (一般会計)

 

民生児童委員活動と生活保護 121 万円  国民年金の加入手続き 228 万円

(担当: 福祉グループ) (担当: 生活環境グループ)

町民の皆さんが求める福祉ニーズに対し、民

生児童委員活動を積極的に展開し、きめ細やか

な福祉支援を行います。17 人の委員さんが各

地区を担当しています。 

また、生活に困っている人に対し必要な保護

を行い、その 低限度の生活を保障するととも

に、自立できるよう支援していきます。 

 

主な経費 

・活動のための交付金・負担金 119 万円

・その他の経費 2 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 110 万円

・町の負担 (一般財源) 11 万円

 

 

 国民年金は、２０歳以上６０歳までのすべて

の皆さんが加入する制度で、厚生年金や共済年

金も含めた基礎となるものです。 

また、財源は保険料のほか、国に納められた

税金によってまかなわれています。 

 

主な経費 

・臨時職員の賃金 146 万円

・電算の委託 41 万円

・システムの使用料 26 万円

・その他の経費 15 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・国の負担 228 万円

（この仕事のために人件費を含め国から 283

万円が交付されます。） 

 

予算: 3.1.1 民生児童委員等活動費 (一般会計) 予算: 3.1.2 国民年金事務費 (一般会計)

平成 24 年度の相談実施日 
相談事業 日時 場所 

会場は町報等で

改めてお知らせい

たします。 

法律相談 4 月 20 日（金) 

6 月 21 日（木) 

8 月 20 日（月） 

10 月 19 日（金） 

12 月 20 日（木） 

2 月 19 日（火） 

午後 2 時～４時 

行政相談 毎月第３金曜日 北斎ホール 

午前９時３０分～ ２階相談室 

１１時３０分 

北斎ホール 子 ど も 教

育相談 

毎週水曜日 

２階相談室 午後 0 時 30 分～ 

2 時 30 分 

心 配 ご と

相談 

毎月 北斎ホール 1 階

事務室 第 1・3 火曜日 

午後 1 時～3 時 

公民館 2 階 結婚相談 毎週 

結婚改善委員会 火曜日～木曜日 

午前 10 時～ 

午後 3 時 
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