
事業別予算説明

【Ⅱ 健康】　　保健・医療 健康づくり 社会保障制度 15億5,367 万円

区　　分 事　業　名 事 業 費 担　当 ページ

1 子どもの健やかな成長 お母さんと子どもの健康診査 1,005万円 健康グループ 39

    支援 お母さんになるあなたへ（母子健康手帳の交付など） 8万円 健康グループ 39

両親学級の開催 8万円 健康グループ 40

妊婦・赤ちゃん訪問 0円 健康グループ 40

乳幼児健康診査の実施 154万円 健康グループ 40

子育て教室の開催 64万円 健康グループ 40

乳幼児相談事業の実施 16万円 健康グループ 41

不妊治療に対する補助 30万円 健康グループ 41

2 健康づくりの体制整備 保健センターの維持管理 20万円 健康グループ 41

3 生涯を通じた健康の 保健福祉委員会活動の支援 87万円 健康グループ 41

　 保持・増進 健康づくりの啓発･訪問相談事業 50万円 健康グループ 42

小児生活習慣予防教室 1万円 健康グループ 42

生活習慣病予防のための訪問事業 0円 健康グループ 42

ひきこもり支援等心のサポート 286万円 健康グループ 42

健康と交流による新たなまちづくり 1,596万円 健康グループ 43

4 食育の推進 食生活改善推進協議会の活動支援 10万円 健康グループ 44

食生活改善の支援 7万円 健康グループ 44

5 予防･衛生の充実 基本健康診査（町民健診）の実施 367万円 健康グループ 44

高齢者健診の実施 163万円 健康グループ 45

各種がん検診の実施 1,899万円 健康グループ 45

特定健康診査 1,771万円 健康グループ 46

特定保健指導 129万円 健康グループ 47

二次健診事業の実施 157万円 健康グループ 48

インフルエンザ対策 485万円 健康グループ 48

子どもと高齢者の予防接種 3,018万円 健康グループ 49

6 地域医療体制の整備 健診･医療体制の整備 482万円 健康グループ 50

地域医療体制の整備 3,340万円 健康グループ 50

7 国民健康保険・後期高 51

   齢者医療制度の充実 国民健康保険の給付など 11億9,524万円 健康グループ 51

後期高齢者医療制度（後期高齢者医療特別会計） 1億556万円 健康グループ 52

後期高齢者医療制度に対する負担 1億134万円 健康グループ 53

国民健康保険の運営（国民健康保険特別会計）
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
１ 子どもの健やかな成長支援 

 

お母さんと子どもの健康診査 1,005 万円

(担当: 健康グループ)

■  妊婦健康診査で実施する基本健診(定期検査)14 回分、超音波検査４回分、

追加検査(子宮がん細胞診、血糖検査他)５回分の費用を助成します。 

健 

康 

妊娠届提出の際に妊婦健康診査受診票をお渡ししています。長野県医師会 

加入の医療機関、長野県助産師会加入の助産所でご利用いただけます。 

  

 

 

 

 

 

☆県外の医療機関での妊婦健診を希望される場合は、お手数ですが下記までお問い

合わせください。 

☆転出されるとお渡しした受診票をお使いいただけません。受診票は破棄せずに持

参し転出先の市町村窓口へお問い合わせください。 

【健康福祉部門 健康グループ】 

 ℡ 026-247-3111  e-mail  kenkou@town.obuse.nagano.jp 
 

■ 乳児を対象に、医療機関で実施する健康診査費用の１回分を補助します。 

主な経費 

・妊婦・乳児一般健康診査の委託 970 万円 

・その他の経費 35 万円 

 

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

 

・県の負担 252 万円 
 ・町の負担金 (一般財源) 753 万円 

予算: 4.1.2 妊婦・乳児一般健康診査費 (一般会計)

お母さんになるあなたへ（母子健康手帳の交付など） 8 万円

(担当: 健康グループ)

■母子健康手帳の交付 

母子健康手帳は、お母さんと赤ちゃんの健康を守るためにつくられている手帳です。妊娠から赤

ちゃんの誕生、乳幼児期の成長、予防接種記録など、お子さんの健康と発育の記録として役立ちま

す。妊娠届を提出していただいた際、役場窓口で交付しています。 

  

■マタニティマークグッズ等の配布            

  母子健康手帳をお渡しする際に、マタニティマーク 

の入ったグッズを配布します。妊産婦さんに対して、 

地域の皆さんによる思いやりのあるサポートをお願い 

するためのものです。その他、妊婦さんに役立つ冊子 

や情報誌などもお渡しています。 

 

主な経費 

・母子健康手帳の購入 3 万円 

・マタニティマークグッズ等の購入 5 万円 

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

・町の負担 (一般財源)  8 万円 

予算: 4.1.2 母子健康手帳交付費 (一般会計)

 

  

 

妊娠中は赤ちゃんにとっても妊婦さんにとっても

とても大事な時期ですが、外見からは妊娠している

ことがわかりにくいこともあります。 

さりげない心遣いなど、妊婦さんへの温かい思い

やりをお願いします。 
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
１ 子どもの健やかな成長支援 

 

両親学級の開催 8 万円  妊婦訪問・赤ちゃん訪問 0 円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 

健 

康 

妊婦さんとその家族を対象に、妊娠・出産・

育児について学習し、沐浴などの体験を通して

参加者同士の交流を図れるよう、両親学級「た

んぽぽくらぶ」を開催します。 

 

主な経費 

・テキスト代 など 8 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 8 万円

 

赤ちゃんの生まれたご家庭全戸を、保健師など

が訪問し、身体計測や発達・育児相談などを行

います。 

また、妊婦さんの訪問も随時行っています。 

 

 

 

予算: 4.1.2 両親学級事業費 (一般会計)

   

乳幼児健康診査の実施 154 万円  子育て教室の開催 64 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 ６・７か月児対象のこっこ塾、１歳児対象の

ばーすでい塾、２歳児を対象のげんきっこ塾を

開催します。発育・発達や食事、生活習慣など

について一緒に学び、参加者同士の交流や情報

交換ができるよう支援します。 

３・４か月児、９・10 か月児、1 歳 6 か月

児、3 歳児を対象に、内科診察・身体計測・発

達検査などの健康診査を集団で行います。 

また、生活習慣や離乳食・幼児食、歯の健康

などについての相談や、参加者同士が一緒に学

び合えるよう支援します。  
 主な経費 
主な経費 ・保健師・栄養士等の賃金 51 万円
・医師等の賃金 120 万円 ・材料費やその他の経費 13 万円
・材料費やその他の経費 34 万円  

 =============== 財源内訳 =============== 
=============== 財源内訳 ===============  
 ・町の負担 (一般財源) 64 万円
・町の負担 (一般財源) 154 万円  

 

 

  予算: 4.1.2 乳幼児健康診査費 (一般会計) 予算: 4.1.2 子育て教室事業費 (一般会計)
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健 

康 

【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
１ 子どもの健やかな成長支援  ２ 健康づくりの体制整備  ３ 生涯を通じた健康の保持・増進

 

乳幼児相談事業の実施 16 万円  不妊治療に対する補助 30 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

■乳幼児健康相談 

 保健師・栄養士が、身体計測をはじめ、発育

発達や育児、離乳食・幼児食などの相談をお受

けしています。月に１回保健センターで行って

います。 

■すこやか相談 

 心理相談員や言語聴覚士などが、幼児の精神

面（言語・運動・社会性）や行動面での発達の

相談をお受けします。相談は予約制です。 

 

主な経費 
・相談員への謝礼 16 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 16 万円

 

 不妊治療を受けている夫婦に対し、治療費の

一部を補助します。補助は１年間にかかった費

用の２分の１で 10 万円が上限額です。 

 

主な経費 

・不妊治療への補助 30 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 30 万円

 

 

予算: 4.1.2 乳幼児相談事業費 (一般会計) 予算: 4.1.2 不妊治療支援事業費 (一般会計)

   

保健センターの維持管理 20 万円  保健福祉委員会活動の支援 87 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

保健センターでは乳幼児健診をはじめ、各種

がん検診、健康相談などの保健予防事業を行っ

ています。お気軽にお越しください。 

 

主な経費 

・火災保険料 2 万円

・自動ドアの保守点検 6 万円

・血圧計、流し台等の修繕 5 万円

・簡易血糖測定器等の購入 3 万円

・その他の経費 4 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 20 万円

 

 地域の健康づくりの担い手として、各地区か

ら選出された 87 人の保健福祉員が研修を重

ね、家族や地域へと知識と技術の伝達を図りま

す。町への協力として、検診受診票の配布、健

診希望調査、結核検診の受付などさまざまな保

健予防活動への協力をしています。 

 

主な経費 

・保健福祉委員会活動への補助 87 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 87 万円

 

予算: 4.1.1 保健センター管理費 (一般会計) 予算: 4.1.1 保健衛生総務費 (一般会計)
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
３ 生涯を通じた健康の保持・増進 

 

健康づくりの啓発・訪問相談事業 50 万円  小児生活習慣病予防教室 1 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 

健 

康 

特定健診などの各種健診結果から、個々の生

活に応じた健康相談や保健指導を行い、自らの

生活習慣の見直しや、生活改善により健康状態

の改善が図れるよう支援します。 

 

 ■相談事業 

  ・特定保健指導 など 

  ・定期健康相談、定期外健康相談 

  ・こころの健康づくり相談（随時） 

 

主な経費 
・保健師、栄養士賃金 4 万円

・テキスト代 他 46 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 29 万円

・町の負担 (一般財源) 21 万円

 小学 4 年生と中学 1 年生を対象に、小児生活

習慣病予防健診を行い、体と生活習慣の関係に

ついて学び、自身の生活習慣を見直し考えるた

めの教室を開催します。 

 小学 4 年生は親子を、中学 1 年生は生徒を対

象にそれぞれ 1 回ずつ行います。 

 

主な経費 
・材料の購入 1 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1 万円

 

予算: 4.1.2 健康づくり啓発・訪問相談事業費

 (一般会計)

予算: 4.1.2 健康づくり啓発・訪問相談事業費 

(一般会計)

   

生活習慣病予防のための訪問事業 0 円  ひきこもり支援等心のサポート 286 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 特定健診や町民健診の結果、メタボリックシ

ンドロームではなくても生活習慣病のリスクの

高い方に、保健師や栄養士が訪問などを行い、

生活習慣の見直しのお手伝いをします。 

ちょっとした生活習慣が血管を傷めているか

もしれません。生活習慣の落とし穴を一緒に見

つけてみませんか。 

 

 

ひきこもりとなってしまった若者が社会とつ

ながりを持てるよう、本人や家族を支援します。

ストレスなどによりさまざまな心の悩みを抱

える人を支えるため、心の健康相談を行います。

また、こうした心的ストレスを自ら緩和でき

るよう、心のセルフケア講座を開きます。 

 

主な経費 

・相談員への賃金 150 万円

・講師・医師への謝礼 78 万円

・相談所光熱水・通信費 など 58 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・県の負担 255 万円

・町の負担 (一般財源) 31 万円

 

予算: 4.1.1 心の健康づくり推進事業費 (一般会計)
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
３ 生涯を通じた健康の保持・増進 

 

健康と交流による新たなまちづくり 1,596 万円

(担当: 健康グループ)

ウォーキングによる健康づくりをテーマとしたウォーキングサミットを 11 月 24 日（土）～25

日（日）に開催し、海外先進地や国内の先進自治体などと交流・連携を深めます。また、町内外の多

くの人に楽しみながら歩いて健康づくりに結び付けていただけるよう、地域資源を生かした多彩なウ

ォーキングコースを提案するとともに環境整備を進めていきます。 

 町内医療機関との協働により健康づくり研究所（仮称）を開設し、町民の皆様の健康に関した研究

を行い、疾病予防のためのさまざまな健康づくりプログラムを提案していきます。 

 

主な経費 
・講師への謝礼                                270 万円 

・ウォーキングによる健康づくり効果検証の委託 150 万円 

・サミット会場等設営の委託 300 万円 

・施設等の借り上げ 30 万円 

・ウォーキングマップの作成 100 万円 

・研究所設置工事等 123 万円 

・その他の経費 623 万円 

健 

康 

 

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

 

・県の負担  144 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,377 万円 

・広告料  75 万円 

  

 

 

 

 

うつむかないように気をつけて前を向く

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算: 4.1.1 健康と交流事業費 (一般会計)

 

。 
肩は力を抜いてリラックス。 

スッと背筋を伸ばして姿勢正しく。 

ひじを90度に曲げ
前かがみにならないように。 

て力強く振る。 

こぶしは軽く握り、親指は上に。 

ヒザは、伸ばして出します。 

つま先はまっすぐ進行方向に。かかとから着地してつま先へ 

足全体を使って重心を移動させ、最後は指の付け根でキック！ 
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
４ 食育の推進  ５ 予防・衛生の充実 

 

食生活改善推進協議会の活動支援 10 万円  食生活改善の支援 7 万円

(担当: 健康グループ) (担当: 健康グループ)

 

健 

康 

健康づくりのための「食」や「食育」の推進

を町と協働で取り組む会の活動を支援します。

 

主な経費 

・会の活動への補助 3 万円

・講習会の材料費補助 7 万円

 

=============== 財源内訳 ===============

 

・町の負担 (一般財源) 10 万円

 

 

乳幼児から高齢者まで、自分の体の状態を理解

し、自分に合った「食」を選択できるよう支援し

ます。 

 

主な経費 

・栄養情報システムの保守委託 4 万円 

・保健センター用調理器具等 3 万円 

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 7 万円 

 

 

 

予算: 4.1.2 食育推進事業費 (一般会計) 予算: 4.1.2 食育推進事業費 (一般会計)

 

基本健康診査(町民健診)の実施 367 万円

(担当: 健康グループ)

健診は、自覚症状が出る前に体からのメッセージを受け取る絶好の機会です。 

国が定めた「特定健診」は、40 歳～74 歳までの方が対象ですが、メタボリックシンドロームを早

期に発見し食生活や運動習慣を見直せるように、18 歳～39 歳までの方や生活保護受給者の方を対象

にした「町民健診」を行います。学校や職場などで受診の機会がない方は「町民健診」をお受けくだ

さい。 

また、20
は た

歳
ち

になった記念に自らの健康に関心をもっていただけるよう「はたちの無料健診」も行っ

ていますので、２０歳になられた方はこの機会にぜひ健診をお受けください。 

（年齢毎の健診の区分けについては、184 ページをご覧ください） 

 

主な経費 
・基本健康診査の委託 243 万円 

・健康管理システム使用料 など 117 万円 

・その他の経費 7 万円 

 

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

 

・県の負担 1 万円 

・町の負担 (一般財源) 366 万円 

予算: 4.1.2 基本健康診査事業費 (一般会計)
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
５ 予防・衛生の充実 

 

高齢者健診の実施 163 万円

(担当: 健康グループ)

いつまでも自立して暮らせるよう、75 歳以上の方を対象に「高齢者健診」を実施します。 

普段通院しておらず、医療機関にかかる機会のない方に健診を行い、生活機能の低下予防と介護予

防を図りますので、ぜひ健診をお受けください。 

また、多くの皆さんに受けていただけるよう、会場までバスで送迎しますのでご利用ください。 

なお、主治医のいる方は、健康管理について主治医にご相談ください。 

 

主な経費 

・高齢者健診の委託 104 万円 

・人間ドックの補助 45 万円 

・保健師の賃金 など 14 万円 

 

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

                        

・後期高齢者医療広域連合の負担  75 万円 

・町の負担 (一般財源) 88 万円 

 

予算: 4.1.2 後期高齢者健診事業費(一般会計)

 

各種がん検診の実施 1,899 万円

(担当: 健康グループ)

小布施町ではここ数年、毎年 3 人に 1 人は「がん」で亡くなっており、死因の第１位になっていま

す。一般的にがんの初期には自覚症状がないので、症状が出た時には進行しており、手遅れというこ

とがあります。がん検診を受け、早期にがんを発見することが有効です。 

対象年齢になったら、定期的に各種がん検診を受けましょう。 

また、２０歳
は た ち

の女性には、「はたちの無料婦人科検診」を、特定年齢の方には「無料クーポン券によ

る大腸がん・子宮がん・乳がん検診」を行っていますので、ぜひお受けください。 

（184 ページの検診日程表をご覧ください） 

 

主な経費 

・各種がん検診の委託 1,842 万円 

・看護師等の賃金 18 万円 

・その他の経費 39 万円 

 

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

 

・受診者の負担  62 万円 

・国の負担 95 万円 

・県の負担 14 万円 

・町の負担 (一般財源) 1,728 万円 

予算: 4.1.2 がん検診等事業費 (一般会計)
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特定健康診査 1,771 万円

(担当: 健康グループ)

４０歳から７４歳までの皆さんは、原則として加入している医療保険者が健診を実施します。 

町では、医療保険者（町国民健康保険）として４０歳から７４歳の人の「特定健診」を行います。 

 

 

 

 

 

主な経費 

・基本健康診査の委託               3,374 千円 

・健康管理システム使用料等             971 千円 

・賃金 ほか                     53 千円 

 

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

 

・県からの補助金 14 千円 
健 
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・町の負担 (一般財源)              4,384 千円 

 

 

 

 

 

高齢者健診……75 歳以上の人 
  ※75 歳以上で、現在治療中の病気があり、 

定期受診している人は、主治医にご相談 

ください。 

 

18 歳 

～  
39 歳 

40 歳 

 

～  
 

65 歳 

～  
74 歳 

75 歳 

以上 

町民健診………１８歳から３９歳の人で、学校や職場などで健診を受診する機会

のない人 

特定健診………４０歳から７４歳の人で、町国民健康保険に加入している人 
        ※40 歳～74 歳の人で、国保以外の保険（社会保険、共済組合等）に加入し

ている人は、各保険者が行う健診を受けてください。 

            詳しくは、各健康保険までお問い合わせください。 

 

６５歳以上の人…基本チェックリスト
 

６５歳以上の人は、特定健診・高齢者

健診のほかに、年齢を重ねるとともに現

れる心身の変化を把握するため、基本チ

ェックリストに回答してください。 

今後の健診や支援などに役立てます。

 

主な経費  

・特定健診（個別）の委託 713 万円  
・特定健診（集団）の委託 390 万円  
・人間ドックの補助 540 万円  
・受診券の作成とデータ管理の委託 67 万円  
・その他の経費 61 万円  
  

=================== 財源内訳 ====================  
  
・加入者が納める国民健康保険税 など 1,398 万円  
・国の負担 187 万円

・県の負担 186 万円
 

 
 

 

予算: 8.1.1 特定健康診査等事業費 (国民健康保険特別会計)
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特定保健指導 129 万円

(担当: 健康グループ)

特定健診を受診した皆さんすべてに、健診結果に基づく情報提供を行います。その中でメタボリッ

クシンドロームの危険性があると判定された人には、生活習慣改善のための目標を立てたり、継続し

て実施していけるように「特定保健指導」を行います。 

「情報提供」・「動機づけ支援」・「積極的支援」の３つのグループに分けて健康づくりを支援します。

 

 主な経費 

・保健師等の賃金                 92 万円 

・データ管理ファイルなどの購入         32 万円 

・その他の経費             5 万円 

 

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

 

・加入者が納める国民健康保険税 など     28 万円

・国の負担                     51 万円

・県の負担                       50 万円

健 

康 

予算: 8.1.1 特定保健指導事業費 (国民健康保険特別会計)
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二次健診事業の実施 157 万円

(担当: 健康グループ)

特定健診の結果、メタボリックシンドロームの可能性がある方を対象に「二次健診」を行います。

脳卒中や心臓病にならないようにより詳しい検査を行い、生活習慣の改善に向けた保健指導につなげ

ます。 

 

 主な経費 

・頸部エコー検査の委託 28 万円 

・腹部ＣＴ検査の委託 25 万円 

・75g 糖負荷試験の委託 99 万円 

・微量アルブミン尿検査の委託 5 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 157 万円 

 

 

健 
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予算: 8.1.1 特定保健指導事業費 (国民健康保険特別会計)

 

インフルエンザ対策 485 万円

(担当: 健康グループ)

■インフルエンザ対策予防接種助成事業 

季節性インフルエンザの感染及び重症化を予防するとともに、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種や子

どものインフルエンザ予防接種にかかる費用の一部を助成し、子どもからお年寄りまで安心して暮ら

せる環境をつくります。 
 

主な経費 

・手指消毒薬等備蓄用品の購入 15 万円 

・小児のインフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌ワクチン接種の補助 470 万円 

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

・町の負担 (一般財源) 485 万円 

 
インフルエンザを予防するためには？ 

インフルエンザは、感染した人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫とともに放出されたウイルスを吸入すること

によって感染します。そこで、流行期には以下のポイントに注意し、インフルエンザ予防をしていきましょう。
 

予算: 4.1.1 インフルエンザ対策事業費(一般会計)

 

予防のポイント！ 

・外出後のうがい、せっけんでの手洗い 

・マスクの着用 

・咳やくしゃみの際にはティシュで口元を覆う（咳エチケット） 

予防接種

・季節性インフルエンザワクチンの予防接種 

・普段から十分な休養やバランスのよい食事をし、体力や抵抗力を 高める ・・・など 

また、感染を広げないために、医療機関を受診する際は、マスクを着用して受診しましょう。 

手洗い 
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子どもと高齢者の予防接種 3,018 万円

(担当: 健康グループ)

病気に対する抵抗力(免疫)をつくり、病気の予防や重症化を防ぐための予防接種を実施します。

乳幼児のヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンの任意予防接種費用に

対し助成を行います。 

 

 ■子どもの予防接種 ※詳細についてはお配りした乳幼児健康カレンダーでご確認ください。  

○集団接種(保健センター、小中学校で実施) 

：ポリオ・BCG、二種混合(ジフテリア・破傷風)、麻しん風しん混合 

○個別接種(委託医療機関で実施) 

：三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）、麻しん風しん混合、日本脳炎 

 

■高齢者インフルエンザ予防接種 予定：10 月～１月頃まで（変更になる場合があります）  

須高地域などの委託医療機関において、自己負担 1,000 円でワクチンを接種できます。 

  対象者 町に住所がある人で①65 歳以上の人 または ②60 歳から 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器

等に重い障害のある人(身体障害者１級相当) 

 

 ■任意接種の接種助成 健 
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接種費用の全額を公費負担します。 

  ◆ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン （対象）生後 2 か月～５歳未満のお子さん 

  ◆子宮頸がん予防ワクチン （対象）中学 1 年生～高校２年生の年齢に相当するお子さん 

                           ※高校 2 年生の年齢に相当するお子さんは、平成 23 年度

                             中に接種を開始し、残った回数分を助成します。 

 

主な経費 

・医師などの賃金 81 万円 

・個別接種の委託 2,504 万円 

・その他の経費 433 万円 

 

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

 

・県の負担 822 万円 

・町の負担（一般財源） 2,196 万円 

 

『日本脳炎予防接種のお知らせ』 
平成 24 年度は、８歳（平成 16 年 4 月 2 日～平成 17 年 4 月 1 日生まれ）のお子さん

と９歳（平成 17 年 4 月 2 日～平成 1８年 4 月 1 日生まれ）のお子さんを対象に、第１

期の接種不足分をお受けいただくようお勧めします。 

対象のお子さんには個別にお知らせします。 

 

★また、平成 7 年 6 月 1 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで、第１期、第 2 期の接種が終

わっていないお子さんは、20 歳未満の間は定期予防接種として（無料）接種が受けられ

るようになりました。 

予算: 4.1.2 予防接種事業費 (一般会計)
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健診・医療体制の整備 482 万円

(担当: 健康グループ)

地域住民が安心して日常生活が送れるよう、

休日・夜間等緊急時医療体制の整備や精神保健

福祉の充実等医療・保健衛生の向上を推進して

います。 

 

健 

康 

主な経費 

・健康づくり推進協議会委員への報酬 

 17 万円

 

・保健予防連絡会の運営 30 万円

・病院群輪番制病院運営事業の負担 

 210 万円

・須高行政事務組合への負担 103 万円

・その他の経費 122 万円

      

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 482 万円

 

予算: 4.1.1 保健衛生総務費(一般会計)

 

地域医療体制の整備 3,340 万円

(担当: 健康グループ)

保健予防や医療における環境整備を図り、質の高い健診体制の構築や疾病等に対する的確で適切な

医療の提供が速やかに行えるよう、医療と行政とが協働し、お互いの役割分担の中でよりよい医療・

保健予防環境整備を進めるため、町中核的医療施設である新生病院の運営を支援します。 

また、老朽化に伴う北信総合病院の再構築に対し、近隣市町村とともに支援し、医療に対する地域

住民の安心の確保を図ります。 

 

 主な経費 
・新生病院への補助 2,000 万円 

・北信総合病院への補助 1,340 万円 

 

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

 

・町の負担 (一般財源) 3,340 万円 

 

予算: 4.1.1 包括的医療資源安定確保支援事業費 (一般会計)

4.1.1 地域医療整備支援事業費 (一般会計) 
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国民健康保険の運営 (国民健康保険特別会計) 

(担当: 健康グループ)

誰もが健康に暮らしていくことはみんなの願いですが、病気になったりケガをしたりしたときに、

安心して医療を受けられるように、みんなで助け合う保険制度が国民健康保険です。 

 その他の収入 保健事業費など 
 1億4,843万円 1 億 7,636 万円

健 

康 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険の給付など 11 億 9,524 万円

(担当: 健康グループ)

■療 養 給 付 費 … 病気やケガによる治療費や薬局などで購入した薬剤費の７割（７０歳以上の人・就

学前児童は８割）を負担します。また、入院したときの食事代の一部を負担します。

■高 額 療 養 費 … １カ月の医療費が一定の限度額を超えたときに、その超えた分をお支払いします。 

■出産育児一時金 … 加入者が出産したときに、子ども１人当たり 42 万円をお支払いします。 

■葬 祭 費 … 加入者が亡くなったときに、５万円をお支払いします。 

■後期高齢者支援金 … 後期高齢者医療制度加入者の医療費の一部を負担します。 

■介 護 納 付 金 … 介護保険の給付費の一部を負担します。 

主な経費 

・入院、通院の医療費 など 9 億 5,370 万円 ・後期高齢者支援金 1 億 6,94４万円 

■主な内訳：   ・介護納付金 7,210 万円 

療養給付費 など  8 億 6,721 万円   

高額療養費 8,055 万円 

出産育児一時金 504 万円 

葬祭費 90 万円 

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

・加入者が納める国民健康保険税 2 億 6,117 万円 ・前年度繰越金 など 1 億 4,843 万円 

・社会保険加入者等の負担 3 億 4,997 万円 ・県の負担 6,378 万円 

・国の負担 2 億 7,373 万円 ・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 9,816 万円 

予算: 2.1.1 一般被保険者療養給付費ほか (国民健康保険特別会計)

 

歳 入 

12 億 1,581 万円 

歳 出 

12 億 1,581 万円 

国民健康保険税 

2 億 7,700 万円 

県の負担 

6,615 万円 

町の負担 

9,816 万円 

介護納付金 

7,210 万円 

 

後期高齢者支援金 

1 億 6,944 万円 

保険の給付 

7 億 9,791 万円 

社会保険加入者等の負担

3 億 4,996 万円 

国の負担 

2 億 7,611 万円 
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後期高齢者医療制度 （後期高齢者医療特別会計） 1 億 556 万円

(担当: 健康グループ)

急速な少子高齢化などの社会情勢に対応し、高齢者の医療保険制度を安定的に運営していくため、

平成２０年４月から、７５歳以上（一定の障害のある人は６５歳以上）の人の医療保険は県内全ての

市町村が加入する広域連合が運営しています。この保険制度は、原則、国と県・市町村の負担が５割、

現役世代からの支援が４割、７５歳以上の人の保険料が１割の割合で運営されます。 

なお、医療費を支払う際の自己負担は１割（一定以上の所得がある人は３割）です。 

 この特別会計は、対象者の皆さんにお支払いいただいた保険料を広域連合に支払うためのもので

す。 

 

■入院や通院などの医療費 

病気やけがで受診されたとき、保険証を医療機関の窓口に提示していただくと、総医療費の１割

（一定以上所得者は３割）の自己負担額で医療を受けることができます。 

入院した際の自己負担額は原則、最高１カ月 44,400 円（ただし所得に応じて 15,000 円、

24,600 円、または 80,100 円）と決められています。それ以上の費用については、広域連合が

医療機関に直接支払います。（食事代や保険対象外経費は除きます。） 
 

事務費 その他  その他 
健 

康 

233 万円 15 万円  16 万円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な経費 

町の負担 

2,922 万円 

歳 入 歳 出 

1 億 556 万円 1 億 556 万円 

加入者が納める保険料 納付金 
7,618 万円 1億308万円 

・被保険者証の印刷などの事務費 233 万円 

・長野県後期高齢者医療広域連合への納付金(後期高齢者医療保険料など) 1 億 308 万円 

・その他の経費 15 万円 

 

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

 

・加入者が納める後期高齢者医療の保険料 7,618 万円 

・町の負担 (一般会計からの繰入れ) 2,922 万円 

・その他の収入 16 万円 

 

予算: 2.1.1 後期高齢者医療広域連合納付金ほか (後期高齢者医療特別会計)
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【Ⅱ 健康】 保健・医療 健康づくり 社会保障制度 
７ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の充実 

 

後期高齢者医療制度に対する負担 1億134万円

(担当: 健康グループ)

後期高齢者医療保険でかかった医療費に対す

る町の負担金で、長野県後期高齢者医療広域連

合に対して支払うものです。 

  

主な経費 

・広域連合への負担金 1 億 134 万円

 

=============== 財源内訳 =============== 

 

・町の負担 (一般財源) 1 億 134 万円

 

健 

康 

予算: 3.1.3 高齢者福祉事業費 (一般会計)
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