
内訳

内訳

内訳

内訳 1,325 一般財源 24,3790 その他

一般財源

10-1事務事業Ｎｏ．

その他 1,325 24,379

0

0

地方債

県補助

国補助

373R6

実施計画書

事業費(千円) 26,077

事業費(千円)

国補助 0

国補助

68,077

○高齢者福祉事業【26,077千円】
　・令和５年度に策定した高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画に基づき、必要な見直し及び事
　　業を継続して実施する。

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

○高齢者福祉事業【26,077千円】
　・令和２年度に策定した高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき、高齢者福祉施策全般
　　について見直し検討を行う。（日常生活用具給付事業、ホームケア事業等）

R3

R4
○高齢者福祉事業【68,077千円】
　・令和３年度の見直し検討に基づき、高齢者福祉施策全般について見直し検討を実施する。
　・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき認知症サービスの基盤として、認知症対応型
　　共同生活介護（グループホーム）１ユニットを整備する。（財源は県補助10/10）

○高齢者福祉事業【68,077千円】
　・介護保険特別会計にて高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定を行う。
　・高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき認知症サービスの基盤として、認知症対応型
　　共同生活介護（グループホーム）１ユニットを整備する。（財源は県補助10/10）

県補助

一般財源0

0

国補助 0 県補助 42,373

373

事業費(千円) 0

24,379

その他 1,325

地方債 その他 1,325

一般財源 24,379

事業名 高齢者福祉事業

26,077

事業費(千円)

R5

地方債

県補助 42,37368,077 地方債



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 300
○長寿者のお祝い事業【300千円】
　・前年度事業について継続して実施する。

300
○長寿者のお祝い事業【300千円】
　・前年度事業について継続して実施する。

R6 事業費(千円) 300 国補助 0 県補助 0 地方債

0 地方債 0 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 300 国補助 0 県補助

0 その他 0 一般財源 300
○敬老行事補助金事業【0千円】
　・現行補助金については廃止する。

○長寿者のお祝い事業【300千円】
　・見直し検討の結果に基づき、見直しを実施する。

5,981
○敬老行事補助金事業【5,450千円】
　・財政健全化に向けた集中取り組みの方針を受け、現行の補助金を令和３年度末で廃止するための
　　準備、説明を行う。
　・自治会等を対象とした、地域コミュニティの活性化に向けた取り組みを選択制で行うことができ
　　る交付金を創設できるよう検討、準備を行う。

○長寿者のお祝い事業【531千円】
　・近隣市町の状況について調査し、事業の見直しを検討する。

R4 事業費(千円) 300 国補助 0 県補助 0 地方債

0 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 5,981 国補助 0 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-2

事業名 敬老経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 293,522

○高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画に基づいた事業の運営
　・令和５年度に策定した計画に基づき事業を実施する。

283,522

○高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定
　・令和６年度～３年間を計画期間とする計画を策定する。

R6 事業費(千円) 300,000 国補助 4,319 県補助 2,159 地方債

2,159 地方債 0 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 290,000 国補助 4,319 県補助

0 その他 0 一般財源 273,522

○基幹型地域包括支援センターの移転
　・東員町社会福祉協議会委託の地域包括支援センターをふれあいセンターに場所を移転する。
○フレイル予防啓発事業、サポーター養成事業【1,000千円】
　・養成したフレイルサポーターで構成される連絡会（仮称）を立ち上げ、活動方針や地域で活動す
　　るための支援体制の構築を図る。

257,354

○介護保険総合事業等の見直し
　・令和２年度に策定した高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画に基づき、介護保険総合事業の
　　サービス内容全般及び任意事業の配食サービス等について見直し検討を行う。

○フレイル予防啓発事業、サポーター養成事業【1,050千円】
　・フレイル予防事業についての周知、サポーター養成事業等を実施し、サポーターを中心とした予
　　防事業の実施、拡大を図る。

R4 事業費(千円) 280,000 国補助 4,319 県補助 2,159 地方債

2,159 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 263,832 国補助 4,319 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-3

事業名 介護保険特別会計繰出金

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 207
○在宅医療・介護連携推進事業【900千円】
　・在宅医療・介護連携推進事業を「ＰＤＣＡサイクルに沿った取組」へと展開し、いなべ市と連携
　　を図り事業を継続する。
　　　現状分析・課題抽出・施策立案
　　　対応策の実施
　　　対応策の評価・改善

207
○在宅医療・介護連携推進事業【900千円】
　・在宅医療・介護連携推進事業を「ＰＤＣＡサイクルに沿った取組」へと展開し、いなべ市と連携
　　を図り事業を継続する。
　　　現状分析・課題抽出・施策立案
　　　対応策の実施
　　　対応策の評価・改善

R6 事業費(千円) 900 国補助 522 県補助 171 地方債

171 地方債 0 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 900 国補助 522 県補助

0 その他 0 一般財源 207
○在宅医療・介護連携推進事業【900千円】
　・在宅医療・介護連携推進事業を「ＰＤＣＡサイクルに沿った取組」へと展開し、いなべ市と連携
　　を図り事業を継続する。
　　　現状分析・課題抽出・施策立案
　　　対応策の実施
　　　対応策の評価・改善

187
○在宅医療・介護連携推進事業【812千円】
　・第８期介護保険事業計画期間（Ｒ３～５年度）は在宅医療・介護連携推進事業を「８つの事業
　　項目」から「ＰＤＣＡサイクルに沿った取組」へと見直し、いなべ市と連携を図り事業を継続
　　する。
　　　現状分析・課題抽出・施策立案
　　　対応策の実施
　　　対応策の評価・改善

R4 事業費(千円) 900 国補助 522 県補助 171 地方債

156 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 812 国補助 469 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-4

事業名 在宅医療・介護連携推進事業（介護特会）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 1,765
○生活支援体制整備事業【7,677千円】
　　前年度の事業を検証し事業を継続、拡充する。

1,765
○生活支援体制整備事業【7,677千円】
　　前年度の事業を検証し事業を継続、拡充する。

R6 事業費(千円) 7,677 国補助 4,434 県補助 1,478 地方債

1,478 地方債 0 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 7,677 国補助 4,434 県補助

0 その他 0 一般財源 1,765
○生活支援体制整備事業【7,677千円】
　　前年度の事業を検証し事業を継続、拡充する。

1,765
○生活支援体制整備事業【7,677千円】
　・生活支援コーディネーターを配置するとともに、協議体を設置し、高齢者を支える地域の支えあ
　　いの体制づくりを推進する。さらには、各地域において元気な高齢者をはじめ、住民主体の活動
　　やＮＰＯ、民間企業等、多様な主体による、高齢者の日常生活を支援する多様なサービスの提供
　　体制を構築する。

　　・生活支援コーディネーターの配置・・・社会福祉協議会へ委託し2名配置。
　　・協議体の設置・・・生活支援体制整備事業の推進に必要な事項を提案し協議する。
　　・地域支えあい活動支援事業・・・支えあい活動団体に対し、立ち上げ経費を補助する。
　　　　登録団体数・・・16団体（令和3年9月22日現在）
　　　　支えあい活動補助金についてはR5年度末で終了とする。

  　前年度の事業を検証し事業を継続する。

R4 事業費(千円) 7,677 国補助 4,434 県補助 1,478 地方債

1,478 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 7,677 国補助 4,434 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-5

事業名 生活支援体制整備事業（介護特会）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 512
○認知症総合支援事業【2,225千円】
　・前年度の事業を検証し事業を継続深化させる。
　　　認知症に関する正しい知識の普及・啓発
　　　認知症サポーターステップアップ研修会の実施
　　　認知症カフェなど「認知症施策大綱」に基づき事業の見直しを検討
　　　認知症の人の対応能力を向上させるための研修会等の開催

512
○認知症総合支援事業【2,225千円】
　・前年度の事業を検証し事業を継続深化させる。
　　　認知症に関する正しい知識の普及・啓発
　　　認知症サポーターステップアップ研修会の実施
　　　認知症カフェなど「認知症施策大綱」に基づき事業の見直しを検討
　　　認知症の人の対応能力を向上させるための研修会等の開催

R6 事業費(千円) 2,225 国補助 1,285 県補助 428 地方債

428 地方債 0 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 2,225 国補助 1,285 県補助

0 その他 0 一般財源 512
○認知症総合支援事業【2,225千円】
　・前年度の事業を検証し事業を継続深化させる。
　　　認知症に関する正しい知識の普及・啓発
　　　認知症サポーターステップアップ研修会の実施
　　　認知症カフェなど「認知症施策大綱」に基づき事業の見直しを検討
　　　認知症の人の対応能力を向上させるための研修会等の開催

512
○認知症総合支援事業【2,225千円】
　・前年度の事業を検証し事業を継続深化させる。
　　　認知症に関する正しい知識の普及・啓発
　　　認知症サポーターステップアップ研修会の実施
　　　認知症カフェなど「認知症施策大綱」に基づき事業の見直しを検討
　　　認知症の人の対応能力を向上させるための研修会等の開催

R4 事業費(千円) 2,225 国補助 1,285 県補助 428 地方債

428 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 2,225 国補助 1,285 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-6

事業名 認知症総合支援事業（介護特会）

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 0 その他 0 一般財源 4,909
○定期（結核）健診の実施【4,909千円】

　10月　各地域において、胸部エックス線撮影バスにて実施

4,909
○定期（結核）健診の実施【4,909千円】

　10月　各地域において、胸部エックス線撮影バスにて実施

R6 事業費(千円) 4,909 国補助 0 県補助 0 地方債

0 地方債 0 その他 0 一般財源R5 事業費(千円) 4,909 国補助 0 県補助

0 その他 0 一般財源 4,909
○定期（結核）健診の実施【4,909千円】

　10月　各地域において、胸部エックス線撮影バスにて実施

　 9月　債務負担行為の設定（Ｒ5～Ｒ7複数年契約）
  11月　入札・契約

4,909
○定期（結核）健診の実施【4,909千円】

　10月　各地域において、胸部エックス線撮影バスにて実施

R4 事業費(千円) 4,909 国補助 0 県補助 0 地方債

0 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 4,909 国補助 0 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-7

事業名 感染症予防事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源 21,000

○予防接種法に基づく定期接種の実施
○任意接種としての高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザ接種費用の一部助
　成を行う

21,000

○予防接種法に基づく定期接種の実施
○任意接種としての高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザ接種費用の一部助
　成を行う

R6 事業費(千円) 24,000 国補助 3,000 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 24,000 国補助 3,000 県補助

その他 一般財源 21,000

○予防接種法に基づく定期接種の実施
○任意接種としての高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザ接種費用の一部助
　成を行う

20,972

○予防接種法に基づく定期接種の実施
○任意接種としての高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザ接種費用の一部助
　成を行う

R4 事業費(千円) 24,000 国補助 3,000 県補助 地方債

0 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 23,986 国補助 3,014 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-8

事業名 成人予防接種事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 一般財源

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
　・現時点では未定。必要に応じたワクチンの接種体制を確保する。

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
　・現時点では未定。必要に応じたワクチンの接種体制を確保する。

R6 事業費(千円) 10,000 国補助 10,000 県補助 地方債

地方債 その他 一般財源R5 事業費(千円) 10,000 国補助 10,000 県補助

その他 一般財源

○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
　・現時点では未定。必要に応じたワクチンの接種体制を確保する。
　・追加接種（３回目接種）の実施
　　　２回接種完了者の接種券の郵送など接種体制の確保

0
○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業【181,533千円(現年113,180千円、明許68,353千
円)】
　・希望する全ての住民が円滑かつ早期にコロナウイルスワクチンの接種を受けることができる体制
　　を確保する。
　　　3月末　　85歳以上の方にクーポン発送（以降年齢順に発送）
　　　4月19日　集団接種（保健福祉センター）開始
　　　5月17日　個別接種（町内診療所）開始
　　　9月2日　 集団接種会場をイオンモール東員に変更
　　　10月末　 集団接種終了を予定
　・追加接種（３回目接種）の実施
　　　２回接種完了から概ね８か月以上後に１回接種
　　　２月から先行接種した医療従事者等は１２月から追加接種を開始
　　　10月　システム改修等事前準備・接種体制の調整・準備
　　　11月　接種券等の発送
　　　12月　追加接種の開始

R4 事業費(千円) 10,000 国補助 10,000 県補助 地方債

0 地方債 0 その他 0 一般財源R3 事業費(千円) 181,533 国補助 181,533 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-9

事業名 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳 その他 600 一般財源 3,146
○健康づくり事業の推進
　・健康づくり計画の目標達成に向けた事業を実施する。

3,146
○健康づくり計画の策定【2,000千円】
　・アンケートの結果から、健康寿命に関する町民の健康意識など把握し、若年層からの健康づくり
　　の方向性を健康づくり計画として策定する。

R6 事業費(千円) 4,500 国補助 県補助 754 地方債

754 地方債 その他 600 一般財源R5 事業費(千円) 4,500 国補助 県補助

その他 600 一般財源 3,146
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進
　・企画立案した事業の本格的実施。

○健康づくり計画の策定【2,000千円】
　　町の特徴や課題から、20～64歳の若年層から壮年層まで健康に関する意識や検診等の受診状況な
　　どアンケート調査を実施する。

910
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進
　・町民の医療機関への疾病や受診状況、また介護認定状況等を調査・分析し、町の課題を把握し、
　　その結果から事業企画・計画立案し、モデル的に実施する。

○健康づくり計画の策定
　・健康づくり調査研究の結果を受け、健康寿命の延伸にかかる町の特徴や課題を研究する。

R4 事業費(千円) 4,500 国補助 県補助 754 地方債

754 地方債 0 その他 600 一般財源R3 事業費(千円) 2,264 国補助 0 県補助

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-10

事業名 健康づくり推進事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-11

事業名 救急医療等運営費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
13,033 国補助 0 県補助 0 地方債

R4 事業費(千円) 13,033 国補助 0 県補助 0 地方債 0 その他 0 一般財源

13,033

13,033

R5 事業費(千円) 13,033 国補助 県補助 地方債

・救急医療情報システム運営負担金
・桑名市応急診療所運営負担金
・年末年始歯科在宅診療運営負担金
・一次救急医療（在宅当番医制）運営負担金
・救急医療運営負担金（病院群輪番制病院等運営負担金含む）

320
926
15

1,159
10,613

千円
千円
千円
千円
千円

0 その他 0 一般財源 13,033R3 事業費(千円)

・救急医療情報システム運営負担金
・桑名市応急診療所運営負担金
・年末年始歯科在宅診療運営負担金
・一次救急医療（在宅当番医制）運営負担金
・救急医療運営負担金（病院群輪番制病院等運営負担金含む）

320
926
15

1,159
10,613

千円
千円
千円
千円
千円

・救急医療情報システム運営負担金
・桑名市応急診療所運営負担金
・年末年始歯科在宅診療運営負担金
・一次救急医療（在宅当番医制）運営負担金
・救急医療運営負担金（病院群輪番制病院等運営負担金含む）

320
926
15

1,159
10,613

千円
千円
千円
千円
千円

その他 一般財源

R6 事業費(千円) 13,033 国補助 県補助 13,033

・救急医療情報システム運営負担金
・桑名市応急診療所運営負担金
・年末年始歯科在宅診療運営負担金
・一次救急医療（在宅当番医制）運営負担金
・救急医療運営負担金（病院群輪番制病院等運営負担金含む）

320
926
15

1,159
10,613

千円
千円
千円
千円
千円

地方債 その他 一般財源



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-12

事業名 保健師活動経費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）
R3 事業費(千円) 1,382 国補助 0 県補助 36 地方債 0 その他 0 一般財源 1,346

・研修費等
・訪問車両経費
・健康づくり推進事業に関する委託（いなべ医師会、桑員歯科医師会）
・助成金（桑名看護専門学校）

171
89

1,092
30

千円
千円
千円
千円

R4 事業費(千円) 1,382 国補助 県補助 36 地方債 その他 一般財源 1,346
・研修費等
・訪問車両経費
・健康づくり推進事業に関する委託（いなべ医師会、桑員歯科医師会）
・助成金（桑名看護専門学校）

171
89

1,092
30

千円
千円
千円
千円

R5 事業費(千円) 1,382 国補助 県補助 36 地方債 その他 一般財源 1,346
・研修費等
・訪問車両経費
・健康づくり推進事業に関する委託（いなべ医師会、桑員歯科医師会）
・助成金（桑名看護専門学校）

171
89

1,092
30

千円
千円
千円
千円

R6 事業費(千円) 1,382 国補助 県補助 1,346
・研修費等
・訪問車両経費
・健康づくり推進事業に関する委託（いなべ医師会、桑員歯科医師会）
・助成金（桑名看護専門学校）

171
89

1,092
30

千円
千円
千円
千円

36 地方債 その他 一般財源



内訳

内訳

内訳

内訳

実施計画書
事務事業Ｎｏ． 10-13

事業名 検診等事業費

事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）

0 その他 0 一般財源事業費(千円) 33,605 国補助 272 県補助

・各種検診の実施
　 5～ 6月　セット検診（胃がん、大腸がん、前立腺がん、骨粗しょう症）
　 7～ 8月　女性のがん検診（集団）（乳がん、子宮頸がん）
　 7～11月　肝炎ウイルス検診（個別）
　 7～12月　歯周疾患検診（個別）
　 7～12月　女性のがん検診（個別）（乳がん、子宮頸がん）
　 8～ 9月　総合検診（胃がん、大腸がん、肺がん+特定健診）
　10月　　　巡回検診（肺がん・結核健診）
　 2月　　　次年度の検診申込受付

33,605 千円

R3 事業費(千円) 33,605 国補助 272 県補助

837R6

32,496837 地方債 0 その他 0 一般財源

32,496地方債

・各種検診の実施
　※健診受診者増加による委託料の増額
　 5～ 6月　セット検診（胃がん、大腸がん、前立腺がん、骨粗しょう症）
　 7～ 8月　女性のがん検診（集団）（乳がん、子宮頸がん）
　 7～11月　肝炎ウイルス検診（個別）
　 7～12月　歯周疾患検診（個別）
　 7～12月　女性のがん検診（個別）（乳がん、子宮頸がん）
　 8～ 9月　総合検診（胃がん、大腸がん、肺がん、特定健診、後期高齢者健診）
　10月　　　巡回検診（肺がん・結核健診）
　 2月　　　次年度の検診申込受付

33,605 千円

R4 事業費(千円) 33,605 その他 0 一般財源 32,496

・各種検診の実施
　※健診受診者増加による委託料の増額
　 5～ 6月　セット検診（胃がん、大腸がん、前立腺がん、骨粗しょう症）
　 7～ 8月　女性のがん検診（集団）（乳がん、子宮頸がん）
　 7～11月　肝炎ウイルス検診（個別）
　 7～12月　歯周疾患検診（個別）
　 7～12月　女性のがん検診（個別）（乳がん、子宮頸がん）
　 8～ 9月　総合検診（胃がん、大腸がん、肺がん、特定健診、後期高齢者健診）
　10月　　　巡回検診（肺がん・結核健診）
　 2月　　　次年度の検診申込受付

   9月　債務負担行為の設定（R5～7年度）
  11月　入札・契約

33,605 千円

国補助 272 県補助 837 地方債 0

R5 事業費(千円) 33,605 国補助 272 県補助 32,496

・各種検診の実施
　 5～ 6月　セット検診（胃がん、大腸がん、前立腺がん、骨粗しょう症）
　 7～ 8月　女性のがん検診（集団）（乳がん、子宮頸がん）
　 7～11月　肝炎ウイルス検診（個別）
　 7～12月　歯周疾患検診（個別）
　 7～12月　女性のがん検診（個別）（乳がん、子宮頸がん）
　 8～ 9月　総合検診（胃がん、大腸がん、肺がん+特定健診）
　10月　　　巡回検診（肺がん・結核健診）
　 2月　　　次年度の検診申込受付

33,605 千円
837 地方債 0 その他 0 一般財源


