
 4　医療体制の充実
 ①　地域医療体制の充実

基本方針2：安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基 本 施 策 施　　策 主な取組内容

 1　健康づくりの支援
 ①　健康づくり啓発の推進

 ②　食育の推進

 ③　こころの健康づくりの推進

 2　母子保健の充実

 ③　保育サービスの充実

 ①　妊婦・乳幼児の健診相談の推進

 ②　親子療育指導・相談の推進

 ①　健康診査受診の勧奨

 ②　感染症予防体制の充実

 ③　生活習慣病予防対策の充実

 ②　救急医療体制の充実

 ①　福祉を支える人材の育成

 ②　社会福祉関係団体の育成

 ①　地域における子育て支援

 ②　児童虐待の早期発見・早期対応

 ④　子育て家庭への経済的支援

 ①　高齢者の社会参加機会の拡大

 ②　高齢者世帯の在宅生活支援

 ③　介護予防および認知症対策の推進

 ④　地域包括支援センターの充実

 ①　介護保険制度の周知

 ②　介護サービスの充実

 ①　障がい者への相談体制の充実

 ②　障がい者の日常生活支援

 ③　障がい者の社会参加支援

 ①　生活困窮者の相談体制の充実

 ②　生活保護の実施と自立支援

 ①　国民健康保険税収納率の向上

 ①　国民年金制度の周知

 ②　国民年金相談業務の充実

 3　保健予防対策の充実

 1　健康づくりの推進

 6　子育て環境の充実

 7　高齢者を支える体制の充実

 8　障がい者を支える体制の充実

 ③　介護サービスの適正化

 ①　医療福祉費支給制度の周知

 ②　医療福祉費支給制度の円滑な運営

 ②　医療費の適正化

 ③　保健事業の充実

 ①　後期高齢者医療保険制度の周知

 ②　後期高齢者医療保険料収納率の向上

 ③　後期高齢者健康診査の推進

 14　国民年金制度の適正な運営

 2　福祉施策の推進

 3　社会保障制度の充実

 5　地域福祉の充実

 9　生活困窮者への支援

 11　後期高齢者医療制度の適正な運営

 12　介護保険制度の健全な運営

 13　医療福祉費支給制度（マル福）の適正な運営

 10　国民健康保険制度の健全な運営
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

施　 策 1 健康づくりの支援

　健康づくりの要でもある次世代から高齢者に至るまで、すべての年代の方々が健康生活を送れるよう「食育の推
進」、「運動習慣づくり」及び「疾病予防と健康管理」などを重視して計画策定を行い、地域ぐるみの健康づくりを
推進します。
　町民が誰もが相談しやすい身近な窓口、相談機能の充実を図ります。また、こころの健康についての正しい知識の
普及啓発を図ります。

① 健康づくり啓発の推進

基本方針 2

基本施策 1 健康づくりの推進

安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

② 食育の推進

③ こころの健康づくりの推進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

健康づくり啓発の推進

・健康づくり推進協議会の
開催（年1回）

・健康づくりに関する啓発
を通年実施する

継続 継続

継続事業

2-1-1-①

保健福祉センター 2 2 2 6

食育の推進

・食生活改善推進員の養成

・健康づくり推進のための
啓発（健康料理教室・食育
教室・地産地消の推進・地
場産業フェスティバルへの
参加）

継続 継続

継続事業

2-1-1-② 3か年事業費計

保健福祉センター

こころの健康づくり
の推進

・精神相談日の開設
（月1回）

・こころの健康づくり講演
会開催

・自殺対策としてこころの
健康づくり、メンタル
チェックシステム啓発（健
康づくりカレンダー全戸配
布）

・ゲートキーパー養成講座
の開催

継続 継続

継続事業

2-1-1-③ 3か年事業費計

350 1,050350 350

保健福祉センター 713 713 713 2,139
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 1 健康づくりの推進

施　 策 2 母子保健の充実

② 親子療育指導・相談の推進

　乳幼児の健全な育成を図るとともに、出産・育児にともなう不安を軽減するため、妊産婦や乳幼児に関する健康診
査と事後フォロー体制、相談・指導体制の充実、新生児・産婦に対する訪問指導の強化など、母子保健の充実を目指
します。

① 妊婦・乳幼児の健康相談の推進

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

　子育て支援として、各乳
幼児期の健診等を行い、相
談支援の体制を充実させ
る。
（3.4か月児健診、1.6歳児
健診、3歳児健診、6.7か月
児相談、育児相談）

継続 継続

継続事業
妊婦・乳幼児の健康
相談の推進

2-1-2-①

継続事業

3か年事業費計

親子療育指導・相談
の推進

　発達支援のための親子療
育教室や個別相談を実施す
る。（集団教室の開催、保
育園幼稚園巡回発達相談・
親子個別相談）

継続 継続

2-1-2-②

保健福祉センター 10,752 10,752 10,752 32,256

保健福祉センター 1,830 1,830 1,830 5,490
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

施　 策 3 保健予防対策の充実

　生活習慣病の増加や心の健康問題など、乳幼児期から高齢期に至るまでの各ライフステージに応じた健康管理の充
実に努め、それぞれの疾患の特性に応じたきめ細かい保健予防対策の充実を図ります。また、子育て支援事業の一環
として、子どもを感染症から守るために定期予防接種の接種率向上と任意予防接種の費用助成、感染症に関する正し
い知識の普及啓発を行います。

① 健康診査受診の勧奨

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 1 健康づくりの推進

② 感染症予防体制の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

③ 生活習慣病予防対策の充実

3か年事業費計

健康診査受診の勧奨

　20～60歳の節目年齢者
に子宮がん・乳がん・大腸
がん無料クーポン券を配布
し、受診勧奨を行う。

継続 継続

継続事業

2-1-3-①

保健福祉センター 2,124 2,124 2,124 6,372

感染症予防体制の充
実

・定期、任意予防接種の実
施
（乳幼児，高齢者等）

・新型インフルエンザ等の
　感染症対策（感染拡大防
止のための普及啓発）

・新型インフルエンザ等対
策行動計画の改定に伴うマ
ニュアルの見直し
 
 
 
 

継続 継続

継続事業

3か年事業費計2-1-3-②

保健福祉センター 37,585 37,585 37,585 112,755

生活習慣病予防対策
の充実

・各種検診の実施（健康診
査、各種がん検診、骨粗鬆
症検診）
　
・健診後の健康教育、健康
相談など保健指導の実施

・講演会を開催し、普及啓
発を行う

・特定健診の要指導者に対
し、特定保健指導を実施

・歯周病検診実施

継続 継続

継続事業

2-1-3-③ 3か年事業費計

保健福祉センター 12,818 12,818 12,818 38,454
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 1 健康づくりの推進

施　 策 4 医療体制の充実

② 救急医療体制の充実

　 高齢化の進展や疾病構造の変化に伴う医療ニーズの多様化、高度化により的確に対応できるよう医療機関との
ネットワークをより強固なものとし、在宅医療や保健予防対策など地域医療体制の充実を図ります。また、休日・夜
間の診療体制と救急医療体制についても広域医療機関と連携を強化します。

① 地域医療体制の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

・内視鏡システム機器リー
ス

・疾病等の早期発見・早期
治療

・専門医療機関の紹介

・広域医療機関との連携

継続 継続

継続事業地域医療体制の充実

継続事業救急医療体制の充実

・取手北相馬休日夜間緊急
診療所の運営

・取手守谷利根地域医療協
議会の開催

・常総地域病院群輪番制の
運営

・常総地域小児救急医療輪
番制の運営

継続 継続

2-1-4-①

2-1-4-②

国保診療所 2,112 2,112 2,112 6,336

3か年事業費計

保健福祉センター 6,630 6,630 6,630 19,890
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 2 福祉施策の推進

施　 策 5 地域福祉の充実

② 社会福祉関係団体の育成

地域福祉を充実させるには、さまざまな福祉課題を行政だけではなく広く関係者とともに町民が協働して解決してい
きながら地域を活性化していくプロセスが大切です。増大・多様化・複雑化する地域の福祉ニーズに応えていくため
に、様々な福祉活動を担うボランティア育成とその活動を支援します。

① 福祉を支える人材の育成

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

・福祉ボランティア育成・
研修会の実施
（利根フリフリクラブ、利
根町リハビリ指導士の会
等）

継続 継続

継続事業
福祉を支える人材の
育成

継続事業

1,171 3,513

3か年事業費計

社会福祉関係団体の
育成

・地域ケア会議の開催
（月１回）

継続 継続

2-2-5-②

2-2-5-①

保健福祉センター 1,171 1,171

福祉課 6,271 6,271 6,271 18,813
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 2 福祉施策の推進

④ 子育て家庭への経済的支援

施　 策 6 子育て環境の充実

③ 保育サービスの充実

　仕事と生活の調和の実現や就労と子育ての両立、家庭における子育てを包括的に支援する枠組みの構築などを踏ま
え、家庭や地域で人と人とが共に支え合い子どもを健やかに産み育てることのできるまちづくりを推進します。

① 地域における子育て支援

② 児童虐待の早期発見・早期対応

子育て家庭への経済
的支援

・子育て応援手当の支給見
込 (支給対象期間１５年
間）
継続支給対象者　２０２人
新規支給対象者　　５０人

・子育て応援手当の支給見
込 (支給対象期間１５年
間）
継続支給対象者　２５２人
新規支給対象者　　５０人

・子育て応援手当の支給見
込 (支給対象期間１５年
間）
継続支給対象者　３０２人
新規支給対象者　　５０人

0

3か年事業費計

福祉課 0 0 0

保育サービスの充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

地域における子育て
支援

　子ども・子育て支援新制
度に基づき、「幼児期の学
校教育・保育・地域の子育
て支援」を中心に子育て支
援を実施する。

継続 継続

継続事業

2-2-6-① 3か年事業費計

福祉課 0 0 0 0

児童虐待の早期発
見・早期対応

　利根町子ども虐待等対策
地域協議会および学校など
との連携を図りながら早期
発見・早期対応を図る。

継続 継続

継続事業

2-2-6-②

　子ども・子育て支援新制
度では、幼児期の学校教育
や保育、地域の子育て支援
の量の拡充や質の向上を推
進する。

　
　布川小学校児童クラブに
おいてプレハブ教室を新築
し、保育環境の改善を図
る。
（工事予定額：31,601千円）

　子ども・子育て支援新制
度では、幼児期の学校教育
や保育、地域の子育て支援
の量の拡充や質の向上を推
進する。

　
　文間小学校児童クラブに
おいてプレハブ教室を新築
し、保育環境の改善を図
る。
（補助基準額：23,556千円）

　子ども・子育て支援新制
度では、幼児期の学校教育
や保育、地域の子育て支援
の量の拡充や質の向上を推
進する。

継続事業

2-2-6-③ 3か年事業費計

福祉課 317,773 309,728 286,172 913,673

継続事業

2-2-6-④ 3か年事業費計

福祉課 12,192 14,601 17,010 43,803
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 2 福祉施策の推進

② 高齢者世帯の在宅生活支援

③ 介護予防および認知症対策の推進

④ 地域包括支援センターの充実

施　 策 7 高齢者を支える体制の充実

　高齢者が住みなれた地域で安心して日常生活を営むことができるよう地域ぐるみで支えていきます。また、高齢者
がいつまでも健康で自立した生活をおくることができるよう、行政と住民が協働で健康づくりや介護予防に取り組め
るような環境づくりを構築します。
  さらに、高齢者の社会参加を促進していくため、健康づくりや生きがいづくり事業を実施している団体活動を支援
します。

① 高齢者の社会参加機会の拡大

高齢者の社会参加機
会の拡大

・老人クラブの拡充・活性
化
　２１クラブ（会員の増）
　老人クラブが実施する
　老人大学や演芸大会の開
催への支援

・老人福祉週間記念事業実
施

・敬老会開催事業実施

継続 継続

継続事業

2-2-7-① 3か年事業費計

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

高齢者世帯の在宅生
活支援

・独居老人の見守り事業と
してヤクルト配布時の安否
確認や緊急通報装置の設置

・ひとり暮らし高齢者台帳
の整備

・民生委員との連携

継続 継続

継続事業

7,3472,449 2,449 2,449福祉課

3か年事業費計2-2-7-②

福祉課 2,424 2,424 2,424 7,272

介護予防および認知
症対策の推進

・虚弱な高齢者や障害者を
対象に機能回復訓練などを
実施

・要介護に陥るリスクの高
い高齢者を対象に運動機
能・口腔機能・栄養・認知
機能などの改善を目的とし
た教室を実施

継続 継続

継続事業

2-2-7-③ 3か年事業費計

保健福祉センター
福祉課

7,959 7,959 7,959 23,877
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

単位：千円

地域包括支援セン
ターの充実

継続事業

2-2-7-④ 3か年事業費計

・地域包括支援センターの
運営

・総合相談及び権利擁護事
業

・包括的、継続的ケアマネ
ジメント事業

・介護予防ケアマネジメン
ト事業

・指定介護予防支援事業所
の運営

・地域ケア会議の実施

継続 ・地域包括支援センターの
運営

・総合相談及び権利擁護事
業

・包括的、継続的ケアマネ
ジメント事業

・介護予防ケアマネジメン
ト事業

・指定介護予防支援事業所
の運営

・地域ケア会議の実施

・総合事業の実施
（介護予防・日常生活支援
総合事業）

　予防給付の一部が地域支
援事業に移行する。
＊高齢福祉事業と介護予防
事業のすり合わせにより事
業費内訳変更する予定あり

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

福祉課 2,569 2,569 27,159 32,297
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

施　 策 8 障がい者を支える体制の充実

③ 障がい者の社会参加支援

障がいを持った方が家庭や地域社会の中で安心して生活できるよう、福祉サービスを利用する際の相談支援や自立の
幅を広げるための日常生活支援、地域社会とのつながりをサポートする社会参加支援の充実を図ります。

① 障がい者への相談体制の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 2 福祉施策の推進

② 障がい者の日常生活支援

3か年事業費計

福祉課 80 80 80

障がい者の日常生活
支援

・日常生活用具（ストマ用
装具等）や補装具（車椅子
など）の購入費用を支給

・重度障がい者住宅リ
フォーム費の助成

・重度障がい者介護慰労金
の支給

継続 継続

継続事業

2-2-8-② 3か年事業費計

240

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

障がい者への相談体
制の充実

・地域活動支援センターⅠ
型による相談支援

継続 継続

継続事業

2-2-8-①

福祉課

障がい者の社会参加
支援

・屋外での移動が困難な方
へヘルパーを派遣し外出を
支援

・聴覚に障がいのある方に
手話通訳者や要約筆記者を
派遣

継続 継続

継続事業

2-2-8-③ 3か年事業費計

6,739 20,2176,739 6,739

福祉課 190 190 190 570
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 2 福祉施策の推進

生活困窮者の相談体
制の充実

施　 策 9 生活困窮者への支援

② 生活保護の実施と自立支援

　民生委員との連携強化により実態を把握するとともに、関係機関と連携した生活指導・相談体制の充実を図りま
す。また、茨城県県南県民センター地域福祉室の指導のもと、各種制度の適切な運用と支援を進め対象者の自立を促
します。

① 生活困窮者の相談体制の充実

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

2-2-9-① 3か年事業費計

・無料法律相談の実施

・他制度の活用紹介

継続 継続

継続事業

1,167 3,501

生活保護の実施と自
立支援

生活保護受給者への相談・
指導・自立支援の実施

継続 継続

継続事業

2-2-9-② 3か年事業費計

福祉課 1,167 1,167

福祉課 0 0 0 0
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 3 社会保障制度の充実

国民健康保険制度の周知、啓発を図るとともに、町民が安心して医療を受けることができる環境を維持するため、医
療費の適正化及び保健事業を推進し、国保財政の安定的な運営を図ります。

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

施　 策 10 国民健康保険制度の健全な運営

③ 保健事業の充実

① 国民健康保険税徴収率の向上

② 医療費の適正化

3か年事業費計

国民健康保険税収納
率の向上

・口座振替の推進

・累積滞納者への差押えの
実施

・短期被保険者証・資格証
明書の発行と納付相談の実
施

・収納率　92.8％

・口座振替の推進

・累積滞納者への差押えの
実施

・短期被保険者証・資格証
明書の発行と納付相談の実
施

・収納率92.89％

・口座振替の推進

・累積滞納者への差押えの
実施

・短期被保険者証・資格証
明書の発行と納付相談の実
施

・収納率92.98％

継続事業

2-3-10-①

保険年金課・税務課 1,096 1,096 1,096 3,288

医療費の適正化

・レセプトの点検の充実

・受診状況・医療費の額の
通知

・ジェネリック医薬品利用
の差額通知及び普及促進

継続 継続

継続事業

2-3-10-② 3か年事業費計

保険年金課

保健事業の充実

・特定健康診査・特定保健
指導の実施率の向上

・健康診査受診率54％
・保健指導実施率52％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康家庭表彰

・ゲートボール大会の開催

・特定健康診査・特定保健
指導の実施率の向上

・健康診査受診率57％
・保健指導実施率56％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康家庭表彰

・ゲートボール大会の開催

・特定健康診査・特定保健
指導の実施率の向上

・健康診査受診率60％
・保健指導実施率60％

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康家庭表彰

・ゲートボール大会の開催

継続事業

2-3-10-③ 3か年事業費計

2,541 7,6232,541 2,541

保険年金課・保健福祉センター 29,674 29,674 29,674 89,022
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 3 社会保障制度の充実

後期高齢者医療制度の周知、啓発を図るとともに、茨城県後期高齢者医療広域連と連携し、高齢者医療制度に関する
受付事務や保険料の徴収など、円滑な運営に取り組みます。

施　 策 11 後期高齢者医療制度の適正な運営

3か年事業費計2-3-11-①

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

後期高齢者医療制度
の周知

・保険証交付の際にパンフ
レット同封

・町ホームページの充実

・出前講座の実施

継続

③ 後期高齢者健康診査の推進

① 後期高齢者医療制度の周知

② 後期高齢者医療保険料収納率の向上

継続

継続事業
（人件費事業）

3か年事業費計

0 0 0

後期高齢者医療保険
料収納率の向上

・短期被保険者証の発行と
納付相談の実施

・収納率　99.83％

・短期被保険者証の発行と
納付相談の実施

・収納率　99.89％

・短期被保険者証の発行と
納付相談の実施

・収納率　99.75％
継続事業

2-3-11-②

保険年金課 0

保険年金課 566 566 566 1,698

後期高齢者健康診査
の推進

・健康診査の受診率の向上

・健康診査受診率　18.3%

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康診査の受診率の向上

・健康診査受診率　18.4%

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

・健康診査の受診率の向上

・健康診査受診率　18.5%

・人間（脳）ドック健診費
用の助成

継続事業

2-3-11-③ 3か年事業費計

保険年金課 5,887 5,887 5,887 17,661
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

施　 策 12 介護保険制度の健全な運営

　要介護者及び介護者の多様化するニーズに対し、適正な介護サービスの供給に努めるとともに、制度の内容や各種
手続きについても啓発を推進することで介護保険制度の円滑な運用を図ります。また、町の介護保険制度と高齢者の
現状について把握し、法令に基づき「高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」を策定することで、高齢者福祉の
充実と介護保険サービスの計画的かつ適正な運用を実施します。

① 介護保険制度の周知

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 3 社会保障制度の充実

介護保険制度の周知

・介護保険パンフレット
「みんなのあんしん介護保
険・わかりやすい利用の手
引き」発行

・町ホームページへの掲載

・町ホームページへの掲載 ・町ホームページへの掲載

継続事業

2-3-12-①

② 介護サービスの充実

③ 介護サービスの適正化

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

4,544

介護サービスの充実

　近隣の広域型サービス事
業所や市町との連携を図
り、利用者への情報提供を
行う。

・利用者への適正な介護
サービスの周知

継続 　近隣の広域型サービス事
業所や市町との連携を図
り、利用者への情報提供を
行う。

・利用者への適正な介護
サービスの周知

・高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画の策定
（第7期）

継続事業

2-3-12-② 3か年事業費計

福祉課 1,402 0 0 1,402

福祉課

介護サービスの適正
化

・介護認定の適正化

・要介護認定者のケアプラ
ンの確認

・福祉用具購入及び住宅改
修申請の精査

継続 継続

0 0 4,544

継続事業

2-3-12-③ 3か年事業費計

福祉課 0 0 0 0
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 13 医療福祉費支給制度（マル福）の適正な運営

② 医療福祉費支給制度の円滑な運営

医療福祉費支給制度の周知、啓発を図るとともに、対象者が必要としている医療を容易に受けることができるよう
に、県・町制度の補助対象となる小児、就学児、妊産婦、重度心身障害者等およびひとり親家庭に対する医療費の適
切な助成を行います。

① 医療福祉費支給制度の周知

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

・広報紙への掲載（掲載回
数　３回）

・パンフレットの配布

・ホームページの充実

・出前講座の実施

継続 継続

継続事業
医療福祉費支給制度
の周知

継続事業

3か年事業費計

医療福祉費支給制度
の円滑な運営

・小児、就学児、妊産婦、
重度心身障害者等および ひ
とり親家庭に対する医療費
の一部助成

継続 継続

2-3-13-②

2-3-13-①

保険年金課 18 18 18 54

保険年金課 108,431 108,431 108,431 325,293
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　　　実施計画　（平成２７年度～２９年度）

●施策の目的

●主な取組内容

●事業内容 単位：千円

② 国民年金相談業務の充実

基本方針 2 安心して暮らせる人にやさしいまちづくり

基本施策 3 社会保障制度の充実

施　 策 14 国民年金制度の適正な運営

国民年金制度の周知、啓発を図るとともに、町民が安心して老後の生活を送ることができるように、土浦年金事務所
と協力連携のもと、各種申請・届出の受付や相談業務の充実を図ります。

① 国民年金制度の周知

事業名称
向こう3か年事業計画

事業種別
平成27年度 平成28年度 平成29年度

3か年事業費計

・制度内容を広報紙へ掲載
（掲載回数　10回）

・町ホームページの充実

・パンフレットの配布

継続 継続

継続事業国民年金制度の周知

2-3-14-①

保険年金課 21 21 21 63

国民年金相談業務の
充実

・土浦年金事務所と協力連
携のもと相談業務の質の向
上

継続 継続

継続事業
（人件費事業）

2-3-14-② 3か年事業費計

保険年金課 0 0 0 0
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