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第4 章  

安心して健やかに 

暮らせるまち 

 

■ 第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

■ 第２節 生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする 

■ 第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

■ 第４節 安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する 

■ 第５節 自立し、いきいき暮らせる障がい者福祉の充実を図る 

■ 第６節 日常の身近な安全性を高める 

■ 第７節 災害に対する備えを充実する      
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第第第第４４４４章章章章    安心安心安心安心してしてしてして健健健健やかにやかにやかにやかに暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち    

◎◎  基基  本本  目目  標標 

 

 

 

 

◎◎  施施  策策  のの  体体  系系  

第１節 お互いに支えあい生活できる仕組みを構築する 

① みんなで支えあう地域づくりを推進する 

      民生委員関係事業  

      社会福祉関係助成  

② 生活保護制度等を適正に運用する 

      生活保護事業  

③ 国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る 

     国民健康保険人間ドック等事業  

     特定健康診査  

     特定保健指導  

  

第２節 生涯を通じて元気で健康な暮らしが実現できるようにする 

① 一人ひとりの健康づくりを推進する 

      健康診査（肝炎ウイルス検査を含む）  

      各種がん検診（胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺）  

      骨粗しょう症検診  

      各種予防接種  

      結核検診  

      母子保健事業（乳幼児健診、育児相談､その他）  

      生活習慣改善事業  

      こころの健康づくり事業  

      保健推進員育成事業  

② 医療体制を充実する 

      病院群輪番制病院運営事業  

      休日等急患診療対策事業  

      石巻赤十字病院新築移転に係る補助金交付事業  

      田代浜地区急病患者輸送費補助金  

      市町村職員退職手当組合負担金（脱退清算金）  

      市債償還（旧公立深谷病院企業団承継分）  

      市立病院医療機器等購入費  

 

子どもから高齢者まで、だれもが笑顔で健康に暮らせる環境や支援の仕組みを構築し、暮らしやすいまちづくりを目指します。 
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第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

① 子育てを支援する環境を整備する 

雄勝保育所・子育て支援センター建設事業  

      相川保育所・子育て支援センター建設事業  

      相川中学校解体工事  

      相川中学校跡地進入路改良工事  

      市道小泊小指線待避所設置工事  

      子育て支援センター事業  

      放課後児童クラブ事業  

      民間保育所助成事業  

      私立保育所助成事業  

      母子・父子家庭医療対策事業  

      ファミリーサポート事業  

      子育てしやすいまちづくり実施事業  

   ② 児童虐待を防止する 

 

 第４節 安心と誇りを持って住み続けられる高齢者福祉を充実する 

① 生きがいづくりと社会参加を支援する 

      敬老祝金支給事業  

   敬老会開催事業  

   老人クラブ育成事業  

② 生活支援を充実する 

      老人保護対策事業  

      養護老人ホーム万生園施設費負担事業  

ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業  

③ 介護保険制度・介護予防を充実する 

      介護用品支給事業  

      ミニデイサービス支援事業  

      「食」の自立支援事業  

      訪問型介護予防事業  

      遊びリテーション事業  

      高齢者のための健康づくり事業  

      特別養護老人ホームおしか清心苑施設整備補助事業   

      介護予防事業  

      特定高齢者把握事業  

      生きがい対応デイサービス事業  

④ 認知症高齢者と家族を支援する 

    

 第５節 自立し、いきいき暮らせる障がい者福祉の充実を図る 

  ①「支えあう」市民意識を醸成する 

     手話奉仕員養成事業  
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② 暮らしやすい生活環境を構築する 

      障害者援護施設関係費  

      心身障害者医療対策費  

      特別障害者手当等措置事業  

      障害者自立支援給付費  

      相談支援事業  

      日常生活用具給付等事業  

      地域活動支援センター事業  

      生活支援事業  

      障害者自立支援特別対策事業費  

      障害者地域支援体制整備推進事業  

   ③ 自立生活を描ける社会活動・教育環境を整備する 

   ④ 「だれもが暮らしやすい」まちづくりを推進する 

      障害者移動支援事業  

 

 第６節 日常の身近な安全性を高める 

① 交通事故の発生を防止する 

      交通安全推進事業  

   ② 消防・救急救助を充実する 

      消防団ポンプ置場整備事業  

      消防自動車整備事業  

      耐震性貯水槽整備事業  

      （仮称）石巻消防署南分署建設事業  

      自動体外式除細動器設置事業  

   ③ 安全・安心な暮らしを確保する 

  

第７節 災害に対する備えを充実する 

① 自然災害による被害を軽減する 

      河北総合支所耐震補強事業  

      河南総合支所耐震補強事業  

      牡鹿総合支所耐震補強事業  

      水浜分浜漁港海岸保全事業  

      長面漁港海岸保全施設整備事業  

      県営事業負担金（急傾斜地）  

      スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業  

      木造住宅耐震診断士派遣事業  

      木造住宅耐震改修工事助成事業  

      魚町雨水側溝整備及び雨水管撤去工事  

      橋梁改良事業  

② 原子力発電所への監視体制を強化する 
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③ 防災意識の向上と円滑な避難体制をつくる 

      自主防災組織防災資機材等購入補助事業  

      自主防災組織訓練補助事業  

 

◎◎  事事  業業  概概  要要  事業コード 04010101 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 100 100 100 100成果指標 地域実態の把握率 ％ 80 80 80 80事業コード 04010102 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 100 100 100 100成果指標 助成を行うことでの活動成果率 ％ 100 100 100 100事業コード 04010202 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 就労による自立 世帯 18 21 25 30成果指標 保護率 ‰ 9.71 9.75 9.78 9.8

保健福祉部福祉総務課社会福祉関係助成社会福祉関係助成社会福祉関係助成社会福祉関係助成 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容社会福祉協議会をはじめ、各種社会福祉団体に対し、その運営費相当分の補助を行うことにより、社会福祉の増進を図る。補助金交付団体は、石巻市社会福祉協議会（運営費補助、災害ボランティア補助、社明運動実施委員会補助）、石巻地区保護司会、石巻市更生保護女性会、遺族会（旧６町）傷痍軍人会（旧河北、河南、牡鹿）。 実施 実施 実施指　標　名
保健福祉部保護課生活保護事業生活保護事業生活保護事業生活保護事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容生活に困窮する市民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立の助長を図るため、稼働能力のある被保護者に対し就労支援事業を実施、就労による生活保護からの自立を促進する。 実施 実施 実施指　標　名

H19～H28民生委員関係事業民生委員関係事業民生委員関係事業民生委員関係事業 保健福祉部福祉総務課
指　標　名民生委員法の理念に基づき社会の奉仕者として配置されている民生・児童委員の活動を推進し、社会福祉の向上を図る。主な内容として、推薦会の開催及び民生・児童委員の活動費の一部補助を行う。 実施 実施 実施事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容
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事業コード 04010301 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 受診率 ％ 25.8 27 27 28成果指標 医療費の抑制 ％ － － － －事業コード 04010302 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 健診受診率 ％ － 41.6 48.1 54.5成果指標 － － － － － －事業コード 04010303 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 保健指導実施率 ％ － 17.2 24.3 31.3成果指標 メタボ及び予備軍の減少率 ％ － 基準年 検討中 検討中事業コード 04020101 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 受診者 人 29,184 2,812 2,812 2,812成果指標 受診率 ％ 45.7 48.0 48.0 48.0

生活環境部国保年金課国民健康保険人間国民健康保険人間国民健康保険人間国民健康保険人間ドックドックドックドック等事業等事業等事業等事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容疾病の予防、早期発見、早期治療を目的とした健康増進事業である。 実施 実施 実施指　標　名
生活環境部高齢者医療制度対策室特定健康診査特定健康診査特定健康診査特定健康診査 H20～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　メタボリック症候群の予防を目的として、医療保険者に義務付けられた特定健康診査を、石巻市国民健康保険加入者（４０歳～７４歳）に対し実施する。 実施 実施 実施指　標　名
生活環境部高齢者医療制度対策室特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導 H20～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　メタボリック症候群の予防を目的として、医療保険者に義務付けられた特定健康診査の結果に基づき、対象者を選定し特定保健指導を実施する。 実施 実施 実施指　標　名
保健福祉部健康管理課健康診査健康診査健康診査健康診査（（（（肝炎肝炎肝炎肝炎ウイルスウイルスウイルスウイルス検査検査検査検査をををを含含含含むむむむ）））） H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　健康診査を実施することにより、心臓病・脳卒中などの循環器及び肝臓・腎臓疾患を早期に発見し、栄養や運動などの生活指導や適切な治療により生活習慣病の予防を図る。  基本健康診査については、平成２０年度から特定基本健康診査へ移行し医療保険者が実施することとなるため、医療保険未加入の生活保護者のみが対象となる。 実施 実施 実施指　標　名
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事業コード 04020102 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 受診者 人 72,000 72,000 72,000 72,000成果指標 受診率 ％ 22.6 22.6 22.6 22.6事業コード 04020103 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 受診者 人 1,650 1,650 1,650 1,650成果指標 受診率 ％ 24.8 24.8 24.8 24.8事業コード 04020104 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 接種者 人 36,000 38,000 40,000 42,000成果指標 接種率 率 27.0 28.6 30.1 31.6事業コード 04020105 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 受診者 人 27,740 26,590 26,590 26,590成果指標 － － － － － －指　標　名

事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　結核検診を実施することにより、結核の蔓延を未然に防止する。 実施 実施実施

保健福祉部健康管理課各種各種各種各種がんがんがんがん検診検診検診検診（（（（胃胃胃胃・・・・大腸大腸大腸大腸・・・・肺肺肺肺・・・・子宮子宮子宮子宮・・・・乳乳乳乳・・・・前立腺前立腺前立腺前立腺）））） H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　各種がん検診を実施することにより、各種がんの早期発見、早期治療を図る。 実施 実施 実施指　標　名
保健福祉部健康管理課骨粗骨粗骨粗骨粗しょうしょうしょうしょう症検診症検診症検診症検診 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　骨粗しょう症検診を実施することにより、骨量減少者を早期に発見し、生活習慣の改善指導を通して、骨折及び寝たきり予防を図る。 実施 実施 実施指　標　名
保健福祉部健康管理課各種予防接種各種予防接種各種予防接種各種予防接種 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　各種定期予防接種を実施することにより、感染症の蔓延を未然に防止する。なお、予防接種法施行令の改正により、平成２０年度から５年間の時限措置として麻しん・風しん混合予防接種の対象者として１３歳及び１８歳が加わった。　予防接種種別　・ポリオ、ジフテリア、百日せき、破傷風、麻しん、　　風しん、日本脳炎、インフルエンザ及びBCG 実施 実施 実施指　標　名
保健福祉部健康管理課結核検診結核検診結核検診結核検診 H19～H28
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事業コード 04020106 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 1歳6か月児健診受診者数 人 1,200 1,300 1,350 1,350成果指標 3歳児健診　1人平均むし歯本数 本 2.45本 2.3本 2.15本 2本事業コード 04020107 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 玄米ダンベル体操の延参加数 人 9,380 9,530 9,680 9,830成果指標 － － － － － －事業コード 04020108 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 心の健康パンフ配布数 枚 1,000 1,000 1,000 1,000成果指標 回復者クラブ新規人数 人 5 5 5 5事業コード 04020110 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 研修会参加者延べ数 人 2,680 2,690 2,690 2,690成果指標 検診一括申し込み回収率 ％ 85 85 85 85

指　標　名
保健福祉部健康管理課

　こころの健康の保持増進及び心の病の早期発見、精神障害者の自立支援を目的に事業を推進する。 実施 実施 実施こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容
指　標　名

保健福祉部健康管理課
　生活習慣病の予防・介護を要する状態になることの予防、その他、健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、壮年期からの健康の保持増進に資する。 実施 実施

実施 実施 実施

指　標　名 実施 実施保健推進員育成事業保健推進員育成事業保健推進員育成事業保健推進員育成事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　地域に密着した健康づくりを推進するために、行政と住民のパイプ役として健康増進事業に取り組み、地域住民の健康の保持増進を図る。 実施

事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容 実施

事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　妊婦、乳幼児健診等を実施し、妊婦及び乳幼児の異常の早期発見、適切な医療及び療育につなげるとともに、育児支援、食育推進、むし歯予防及び児童虐待予防に努める。指　標　名
保健福祉部健康管理課生活習慣改善事業生活習慣改善事業生活習慣改善事業生活習慣改善事業 H19～H28

保健福祉部健康管理課母子保健事業母子保健事業母子保健事業母子保健事業（（（（乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診、、、、育児相談育児相談育児相談育児相談､､､､そのそのそのその他他他他）））） H19～H28
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事業コード 04020201 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 年間患者数 人 18,000 18,000 18,000 18,000成果指標 － － － － － －事業コード 04020202 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 年間患者数 人 19,100 19,100 19,100 19,100成果指標 － － － － － －事業コード 04020203 担当部課 適用 普建事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 － － － － － －成果指標 － － － － － －事業コード 04020208 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 － － － － － －成果指標 － － － － － －
　田代浜地区において急病患者を移送するための船舶を運航させた者に対して、その船舶運航に係る経費について補助金を交付。 実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部健康管理課

  石巻市赤十字病院の蛇田西道下地区移転新築事業に対し、９１５，２８７千円を平成１８年度から平成２７年度までの１０年間で分割交付する。 補助金交付 補助金交付 補助金交付
保健福祉部健康管理課石巻赤十字病院新築移転石巻赤十字病院新築移転石巻赤十字病院新築移転石巻赤十字病院新築移転にににに係係係係るるるる補助金交付事業補助金交付事業補助金交付事業補助金交付事業 H19～H27年度別事業内容事　　業　　概　　要（全体計画）

実施指　標　名　休日（年末年始・川開き・お盆含む）及び土曜日の午後における救急患者の診療体制を確立し、市民の急病に対する不安を解消するため、石巻市医師会、桃生郡医師会及び石巻歯科医師会と委託契約を結び、医療の確保を図る。 実施 実施

 　休日又は夜間における救急患者の医療の確保を図ることを目的として、公的５病院及び行政（2市1町）並びに両医師会（石巻市医師会・桃生郡医師会）の1０者による協定に基づき補助金を交付。 実施 実施 実施事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容

指　標　名
田代浜地区急病患者輸送費補助金田代浜地区急病患者輸送費補助金田代浜地区急病患者輸送費補助金田代浜地区急病患者輸送費補助金 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容

保健福祉部健康管理課休日等急患診療対策事業休日等急患診療対策事業休日等急患診療対策事業休日等急患診療対策事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容
指　標　名

保健福祉部健康管理課病院群輪番制病院運営事業病院群輪番制病院運営事業病院群輪番制病院運営事業病院群輪番制病院運営事業 H19～H28
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事業コード 04020212 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 － － － － － －成果指標 － － － － － －事業コード 04020213 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 － － － － － －成果指標 － － － － － －事業コード 04020215 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 － － － － － －成果指標 － － － － － －事業コード 04030101 担当部課 適用 普建事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 14 20 100成果指標 － － － － － －

指　標　名
石巻市立病院市立病院医療機器等購入費市立病院医療機器等購入費市立病院医療機器等購入費市立病院医療機器等購入費 H19～H28

実施 実施 実施　公立深谷病院企業団が借り入れていた企業債を、企業団解散に伴い石巻市が承継して平成４０年度まで償還する。

実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課雄勝保育所雄勝保育所雄勝保育所雄勝保育所・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター建設事業建設事業建設事業建設事業 H20～H22事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容現在の雄勝保育所は、高い確率で発生が予想されている宮城県沖地震に伴う津波災害による児童の安全が心配されていること、また、老朽化が著しいため整備する。 用地測量、用地取得、造成設計、造成工事 地質調査、基本設計 建築工事

指　標　名
事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容市民に高度な医療を提供するため、医療機器の購入、更新を行う。 実施 実施 実施

公立深谷病院企業団整理室市債償還市債償還市債償還市債償還（（（（旧公立深谷病院企業団承継分旧公立深谷病院企業団承継分旧公立深谷病院企業団承継分旧公立深谷病院企業団承継分）））） H19～H40事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容

事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容　公立深谷病院企業団解散による宮城県市町村職員退職手当組合に対する脱退清算金を、５年に分割（平成１８年度分は１９年５月３１日まで）して支払う。指　標　名
公立深谷病院企業団整理室市町村職員退職手当組合負担金市町村職員退職手当組合負担金市町村職員退職手当組合負担金市町村職員退職手当組合負担金（（（（脱退清算金脱退清算金脱退清算金脱退清算金）））） H19～H22
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事業コード 04030102 担当部課 適用 普建事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 7 100成果指標 － － － － － －事業コード 04030103 担当部課 適用 普建事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 100 －成果指標 － － － － － －事業コード 04030104 担当部課 適用 普建事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 100 － －成果指標 － － － － － －事業コード 04030105 担当部課 適用 普建事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 事業進捗率 ％ 100成果指標 － － － － － －指　標　名
保健福祉部子ども家庭課市道小泊小指線待避所設置工事市道小泊小指線待避所設置工事市道小泊小指線待避所設置工事市道小泊小指線待避所設置工事 H22～H22事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容幅員が狭く車両の相互通行ができない状況にあり、相川中学校跡地に相川保育所を整備することによって、交通量が増加が予想されるため、５箇所の待避所を設置する。 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課相川中学校跡地進入路改良工事相川中学校跡地進入路改良工事相川中学校跡地進入路改良工事相川中学校跡地進入路改良工事 H20～H20事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容相川中学校跡地に相川保育所を移転整備のため、相川中学校を解体するための進入路を改良する。 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課相川中学校解体工事相川中学校解体工事相川中学校解体工事相川中学校解体工事 H21～H21事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容相川保育所の移転整備のため、平成２０年４月に北上中学校と統合する相川中学校を解体する。 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課相川保育所相川保育所相川保育所相川保育所・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター建設事業建設事業建設事業建設事業 H21～H22事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容現在の相川保育所は、高い確率で発生が予想されている宮城県沖地震に伴う津波災害による児童の安全が心配されているため、平成２０年４月に北上中学校と統合する相川中学校跡地に整備する。 地質調査、実施設計 建築工事
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事業コード 04030106 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 開設箇所 箇所 5 5 5 5成果指標 利用件数 件 12,253 13,478 14,825 16,307事業コード 04030107 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 開設箇所 箇所 23 26 26 27成果指標 定員 人 800 880 880 915事業コード 04030109 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 助成件数 施設 5 5 5 5成果指標 － － － － － －事業コード 04030110 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 助成件数 施設 3 3 3 3成果指標 － － － － － －指　標　名
保健福祉部子ども家庭課私立保育所助成事業私立保育所助成事業私立保育所助成事業私立保育所助成事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容私立認可保育所に対する運営費を助成することにより、経営の安定と一時保育や延長保育の充実を図る。 実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課民間保育所助成事業民間保育所助成事業民間保育所助成事業民間保育所助成事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容認可外民間保育所に対する運営費や低年齢児保育を実施している民間保育所を助成することにより、保育活動を促進する。 実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ事業事業事業事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容就労等により放課後の保育ができない小学校低学年児童を対象に放課後児童クラブを開設し、児童の安全確保と健全育成を図る。（Ｈ２０：桃生・飯野川・かもめ開設、Ｈ２２：稲井予定） 実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容在宅の子育て家庭を支援するため、子育て中の親同士の交流の場として、また、育児相談や保育に関する情報を提供する場として各種事業を展開する。 実施 実施 実施
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事業コード 04030114 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 助成件数 件 18,585 18,585 18,585 18,585成果指標 － － － － － －事業コード 04030115 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 会員数 人 71 79 87 96成果指標 利用件数 件 20 25 30 35事業コード 04030117 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19実績値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 － － － － － －成果指標 － － － － － －事業コード 04040105 担当部課 適用事業名 事業期間
H20年度 H21年度 H22年度

単位 H19見込値 H20目標値 H21目標値 H22目標値活動指標 対象者数 人 2,360 2,467 2,542 2,620成果指標 支給率 ％ 100 100 100 100

指　標　名子育てしやすいまちづくり検討委員会で計画した各種事業を実施する。 実施 実施 実施
保健福祉部こども家庭課子育子育子育子育てしやすいまちづくりてしやすいまちづくりてしやすいまちづくりてしやすいまちづくり実施事業実施事業実施事業実施事業 Ｈ20 ～ Ｈ28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容

指　標　名
保健福祉部福祉総務課敬老祝金支給事業敬老祝金支給事業敬老祝金支給事業敬老祝金支給事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容７７歳・８８歳及び１００歳を迎える高齢者に対し、敬老祝金を支給し、敬老の意を表する。 実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課ファミリーサポートファミリーサポートファミリーサポートファミリーサポート事業事業事業事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容仕事と育児の両立を支援することを目的とし、育児援助を受けたい会員と援助したい会員が相互の信頼関係により、地域ぐるみで子育て支援活動を実施する。 実施 実施 実施

指　標　名
保健福祉部子ども家庭課母子母子母子母子・・・・父子家庭医療対策事業父子家庭医療対策事業父子家庭医療対策事業父子家庭医療対策事業 H19～H28事　　業　　概　　要（全体計画） 年度別事業内容母子・父子家庭に対し、医療費の助成することにより、母子・父子家庭の生活の安定と自立支援を図る。 実施 実施 実施

 


