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新規 農×ジョブチャレンジ事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,145  国庫支出金 1,430 委託料 2,085 

   一般財源 715 需用費 60 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

働くことが可能でありながらも、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安があ

る、勤労意欲が低下しているといった理由により生活困窮に陥ってしまうケースでは、就

労による自立の前段階として生活面と社会性の立て直しを促すことが必要です。 

市内で農業を営む株式会社ありがとうファームでは、土岐市との連携事業によりひきこ

もりの若者を農場に受け入れ、共同生活の中で自立に向けた訓練を行うことで就労につな

げた実績があり、平成28年度には県による就労訓練事業者の認定を受けています。 

飛騨市においても同社への委託事業として、農業を通じた就労準備支援に取り組み、働

くことに困難を抱えている方のサポートと農福連携の推進を図ります。 

３ 事業概要 

生活困窮者等が農業体験や作業訓練を通じて、自信を回復し、自己肯定感を高め、自立

した生活を送るための基礎的な能力の向上を図ります。 

‧ 生活面の支援 

健康・体力づくり、規則正しい生活リズムの回復 

掃除・洗濯、整理整頓、作業準備などのトレーニング 

‧ 社会面の支援 

協調性の獲得、就労意欲の喚起、 

コミュニケーション能力の向上 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

P.60所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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新規 地域見守り体制等整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 4,500  ふるさと創生基金 4,500 賃金 4,400 

     旅費 100 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、世代に関わらず経済的な不安を抱える世帯等

が増加傾向にあり、民生委員・児童委員活動を始めとする従来の取り組みだけでは、地域

で支援を必要としている方の情報を把握することが困難になりつつあります。 

また、近年は地震等の大規模な自然災害が全国で相次いでおり、災害避難支援における

要援護者の情報整理も大きな課題となっています。 

このため、専任の「地域見守り支援員」を配置し、地域と行政機関との橋渡しを行うこ

とで、誰もがいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる体制を整備

します。 

３ 事業概要 

○地域見守り支援員の配置 

地域包括支援センター内に２名の地域見守り支援員を配置し、民生委員・児童委員

や地域住民からの「心配の声」や、一人暮らしの高齢者の生活状況チェックリスト等

をもとに、気になる世帯の個別訪問を行います。 

訪問により把握した課題等を整理し、保健師、ケアマネージャー、生活困窮相談員

等との連携により、最適な支援に結び付けます。 

また、災害時要援護者台帳の情報更新を行い、災害発

生時はもとより、いつでも地域で必要な支援が受けられ

る体制づくりを進めます。 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.63所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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いきいき健康増進事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 15,914  一般財源 15,914 補助金 15,000 

     委託料 563 

     需用費 351 

（前年度現計 15,000 ）     

２ 事業背景・目的 

市のいきいき健康増進事業は、高齢者の健康増進を目的とした入浴施設利用券の配布か

らスタートし、通院や買い物などのタクシー利用や針灸マッサージ利用にも適用を拡大し

てきたことで、閉じこもり予防にも役立っています。 

その時々の社会情勢や利用状況を踏まえて、額面や配布枚数の見直しを随時行ってきま

したが、現在の配布方式では利用しづらいとの声が多く寄せられたことを踏まえ、制度の

リニューアルを行うとともに、高齢者がより元気に活躍できるまちを目指します。 

３ 事業概要 

①いきいき券のリニューアル 

携帯性に優れたもぎりタイプの券を採用し、100円券×45枚綴

りに変更します（現在は300円券×16枚綴り）。 

また、１回の施設利用で何枚でも券を使用できるようにする

ことで、より利便性を高め外出による高齢者の健康づくりを促

進します。 

②60代ヤングシニアの活躍を推進 

 現代では60歳代を迎えた方も現役で地域や職場で活躍されてい

ることから、こうした方々にいつまでも元気に活躍していただける

まちづくりを目指し、60代ヤングシニアの活躍を推進します。 

これにより、いきいき券の交付対象は70歳以上に引き上げを行い

ますが、「まめとく健康ポイント事業（P.30）」の創設により、高齢

者の健康づくりや文化活動等にポイントを付与し、商品券等の賞品

と交換できるシステムを構築します。 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.64所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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買い物弱者支援事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 2,400  一般財源 2,400 補助金 2,400 

       

（前年度現計 2,600 ）     

２ 事業背景・目的 

過疎・高齢化の進行により地域の商店等が減少し、山間地ばかりか市街地周辺であって

も徒歩圏内に生鮮食料品店が無い「買い物弱者」の増加が懸念される中、一部の商店等で

は移動販売サービスに意欲的に取り組まれ、市民の暮らしを支えてくださっています。 

市では平成28年度から生鮮品等の移動販売を行う事業者を支援する制度を設けていま

すが、実態に即した見直しを図り、継続的な支援を行うことで、市民が住み慣れた地域で

いつまでも安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

３ 事業概要 

○移動販売事業者への助成 

冷蔵設備を持つ車両により生鮮三品及び生活必需品の移動販売を行う事業者に対

し、改造車両の購入や運行経費に対する助成を行います。 

 

 

 

 

 

市内での移動販売の様子         

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.64所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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継続 和光園整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 436,752  県支出金 50,000 整備費 436,752 

   福祉事業基金 20,000   

   合併特例債 366,300   

   一般財源 452   

（前年度現計 44,639 ）     

２ 事業背景・目的 

養護老人ホーム和光園は、建築から30年余りを経過し建物全体の老朽化が著しいことに

加え、８畳の居室に２名が入居しており、プライバシーが重視される現代においては適切

な居住環境とは言い難い状況にあります。 

このため、移転新築を行うことで、高齢者が快適に過ごせる環境を整備します。 

３ 事業概要 

全室個室とすることで居住性を高め、入所者同士のコミュニケーションが取れる空間も

確保します。また、入所者のみならず施設で働くスタッフにとっても優しい建物を目指し

ます。 

なお、敷地造成から建築工事まで多岐に渡る整備となることから、平成30年度までの債

務負担行為を設定します（債務負担行為限度額436,000千円）。 

‧ 施設概要 

鉄筋コンクリート造 地上４階建（定員50床） 

‧ 平成29年度施工予定 

敷地造成、建築工事（躯体） 

‧ 平成30年度施工予定 

建築（内装）、電気・機械設備、外構工事 

 

 新施設のイメージパース     

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.64所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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拡充 家族介護応援手当事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 24,000  一般財源 24,000 補助金 24,000 

       

（前年度現計 26,400 ）     

２ 事業背景・目的 

市では、在宅介護の経済的・精神的負担の軽減を図るため、要介護３以上の方を在宅で

介護している家族等への慰労金として介護支援手当の交付を行ってきましたが、平成27

年度の介護保険制度の改正により国等の公費支援の対象外とされたことを踏まえ、今後の

あり方について検討を進めてきました。 

一方、介護人材の不足は深刻な課題であり、人員基準が伴わないことで市内の特別養護

老人ホームが定員まで入所できない状況が続いていることから、介護の支え手の一形態と

して家族介護の位置付けが高まっています。 

こうしたことから、従来の慰労的な性質ではなく、家族によるインフォーマルケア*に

対する給付と位置づける「家族介護応援手当」に名称を変更し、新たにダブルケア加算を

導入するなど在宅介護者の継続的な支援に取り組みます。 

* 介護保険や公共サービスに該当しない支援 

３ 事業概要 

要介護３以上の要介護者を在宅介護する家族に対し、月額１万円の応援手当を交付しま

す。 

なお、乳幼児を育てながら高齢者のケアを行っている方

や、要介護２以下の要介護者や障がい者のケアを併せて行

っている方など、同一家庭で２名以上の介護を行っている

家族介護者に対し、月額５千円の加算交付を行います。 

また、家族介護者の交流の場を設け、体操教室などによ

る心身のリフレッシュや悩み事相談など、気軽に参加でき

るコミュニティの形成を図ります。 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.64所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  



7 

 

新規 条件不利地域福祉サービス確保支援事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 3,000  ふるさと創生基金 3,000 補助金 3,000 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市街地から離れた地域での高齢者福祉サービスは、利用者の少なさや移動コストの増加

などの課題から、民間事業者が採算性を確保することが難しく、サービス拡充が実現しな

い状況にあります。 

このため、条件的に不利な地域において新たなサービス提供に取り組む事業者に対し、

不採算部分の財政支援を行うことで、安定的なサービス提供体制を確保し、住み慣れた地

域でいつまでも安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

３ 事業概要 

○河合お泊りデイサービス事業の支援 

社会福祉法人吉城福祉会が指定管理を行う河合デイサービスセンターにおいて、同

法人の自主事業として、平成29年度からお泊りデイサービスの提供が開始されます。 

河合・宮川地区では初めて提供されるサービスであり、地域からも大きな期待が寄

せられていますが、人口密度や地理的な問題から市街地での運営に比べて採算性が低

くなることが見込まれており、不採算の要因となるスタッフ１名分の人件費相当につ

いて、3,000千円を上限に助成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

河合デイサービスセンター（河合町角川）    

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.64所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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高齢者リハビリ元気推進プロジェクト事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 171  一般財源 171 報償費 100 

     旅費 51 

     需用費 20 

（前年度現計 3,300 ）     

２ 事業背景・目的 

市では、高齢者の生活の質の向上や健康寿命の延伸を図るため、平成28年度からリハビ

リの有用性に着目し、地域内外のリハビリ専門職を招いての市民講座や介護サービス事業

者研修、介護予防教室などを順次開催してきました。 

また、補助金制度を設けて市内誘致を図ってきたリハビリデイサービス施設について

も、平成29年度中の開所に向けて具体的な計画が進んでいることから、引き続きこれらの

取り組みを強力に推進していきます。 

高齢者が元気を維持していくためには、運動だけではなく食事を含めた両輪での取り組

みが必要であることから、平成29年度は口から食べることの重要性をメインテーマとし、

リハビリテーション栄養の視点について市民や介護事業者への普及啓発に取り組みます。 

３ 事業概要 

①リハビリテーション栄養セミナーの開催 

リハビリ栄養の権威である著名な講師を招き、市民・事業者を 

対象とした研修会を開催します。 

②フォローアップ研修の開催 

介護サービス事業者研修会において、実際のケースにおけるリハビリ職を中心とし

た多職種連携の実践状況の確認やこれまでの取り組みの振り返りを行います。 

③リハビリ職を講師とした市民教室の開催 

地域のリハビリ職を講師とした市民向けの介護予防教室を 

開催します（介護保険特別会計において実施）。 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.63所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 地域若手介護人材育成支援モデル事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 190  ふるさと創生基金 190 旅費 100 

     補助金 90 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市では平成28年度から重層的な介護人材確保対策に取り組み始めたところですが、中長

期的な視点から若者の人材養成に着目した施策を新たに加えることで、全世代を網羅した

施策体系を整え、総合的な人材確保に取り組みます。 

３ 事業概要 

①若手介護人材の育成支援協定の締結（100千円） 

県内の介護福祉士養成校である「サンビレッジ国際医療福祉専門学校（揖斐郡池田

町）」と市内２高校、市による３者協定を締結し、同専門学校講師による福祉職の魅

力や尊さを教える福祉授業を実施するほか、市内の介護事業所への就職意向を前提

に、熱意を持って同専門学校に進学し介護福祉士を目指す生徒に対し、就学資金の援

助や市内介護事業所でのインターンシップ等の支援を行います。 

②就学資金の援助（90千円） 

市内２高校から推薦入学により同専門学校介護福祉士過程に進学する生徒に対し、

内定段階で３万円の進学祝い金を給付するとともに、入学後２年間の在学期間に渡っ

て年間15万円の就学資金を給付することで、保護者の経済的な負担を抑制しながらも

質の高い介護人材の養成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  



10 

 

拡充 介護福祉人材就職奨励金事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 700  ふるさと創生基金 700 補助金 700 

       

（前年度現計 500 ）     

２ 事業背景・目的 

介護人材確保は「量」と「質」両面からの人材の掘り起こしが必要不可欠です。 

「量」の視点からは、人口構造的に最も層が厚く、支え手としての活躍が期待される60

歳代を中心とした元気なシニア世代の掘り起こしに重点的に取り組みます。 

「質」の面では、介護、看護、リハビリの専門国家資格を有する方をしっかりと確保す

ることが肝要であり、こうした方々が市内の介護事業所に就職されることに対し、奨励金

の交付を行います。 

３ 事業概要 

①【新規】専門福祉人材等就職奨励金 

介護福祉士、看護師、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士の国家資格を有する方

が、市内の医療機関・介護サービス事業所、障がい福祉サービス事業所に就職した場

合に、市の既存の就職奨励金*に３万円を上乗せ交付します。 

* 市内の事業所に１年以上雇用された市民で、引き続き市内に在住する

意思がある方に対する奨励金制度（学卒者７万円、UIターン者[採用時

45歳未満]５万円） 

②【継続】シニア介護就職奨励金 

60歳代の方が市内の介護事業所等に介護職として就職した場合に、

奨励金を交付します（社会保険適用者５万円、雇用保険のみ適用者３

万円）。 

なお、介護の現場においては多様な勤務形態が生じることを踏ま

え、平成28年度途中から要件を緩和し対象者の拡充を行っています。 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 介護事業所人材確保応援事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,000  ふるさと創生基金 1,000 補助金 1,000 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市内の介護事業所がこれまでに無い視点や考え方を持ち、自らの職場の魅力に磨きをか

け、新たな仲間を呼び込むための様々な仕掛けづくりを応援します。 

３ 事業概要 

①空き家の社宅化利用の支援 

特に市外からの移住者にとって住まいの確保が大きな課題

である一方、市内では空き家の増加が問題視されていることか

ら、空き家・アパート等を社宅として借上げ、「住まいと職の

セット支援」として求人アプローチを図る事業者に対する補助

制度を県内自治体で初めて導入します。 

（月額３万円を上限として賃借料の2/3を３年間補助） 

②人材発掘・紹介者の活用支援 

潜在的有資格者の掘り起こしや未経験者の紹介など、事業所へ

の就職を仲立ちしてくれた方に対する謝金制度により、人材発

掘・紹介者ネットワークの拡大を図る事業者に対し、一人につき

１万円を上限として謝金支払額の半額を補助します。 

③魅力のブラッシュアップと情報発信の支援 

自らの事業所の魅力を掘り起こし、伝わりやすく磨き上げるこ

とで求人活動の武器とすることを目的として、質の高い求人パン

フレットやチラシ、Webサイト等の作成を行う事業者に対し、８万

円を上限にデザイン費用等の半額を補助します。 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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介護職員初任者研修開催事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,985  ふるさと創生基金 1,049 委託料 1,985 

   受講料 936   

（前年度現計 3,147 ）     

２ 事業背景・目的 

介護職キャリアの入門資格となる介護職員初任者研修について、市を実施主体とした市

内での研修会を開催することで、市民が近場でより安価に受講できる機会を確保し、介護

職への興味喚起とスキルアップを図ります。 

３ 事業概要 

市内での通信通学併用コースによる研修を年１回*開催します。 

なお、平成28年度は全通学コースも開催していますが、委託事業者であるNPO法人ぎふ

市民協が平成29年春から高山市内での開講を予定していることから、同コースについては

受講料助成方式により対応する計画としています。 

 

* 初任者研修は130時間以上の講習が必要とされ、併用コースの場合15日程度のスクー

リングを行います 

 

 

 

 

古川町内で開催した初任者研修の様子          

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.64所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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介護資格研修受講費用支援事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 250  ふるさと創生基金 250 補助金 250 

       

（前年度現計 300 ）     

２ 事業背景・目的 

特別養護老人ホーム等の介護事業所では、従業員に中級クラスの資格である実務者研修

の受講を推奨されています。 

このため、入門資格である介護職員初任者研修を含め、これらの研修の受講費用の一部

を助成することで、介護職員や介護職を志す方のスキルアップを支援します。 

３ 事業概要 

①介護福祉士実務者研修費用の助成 

実務者研修は介護福祉士国家資格を受験するための必須

要件です。介護の現場ではスキルアップを目的として受講さ

れるケースが多いことから、介護事業所が職員の受講費用を

負担した場合に、一人当たり５万円を上限として助成を行い

ます。 

②介護職員初任者研修受講料の助成 

入門クラスとなる初任者研修については、市主催による

市内での研修開催を予定していますが、お住いの地域や日

程の都合によっては市外での研修受講を希望される方も見

込まれることから、民間事業者が開催する研修に参加する

場合の受講料について、５万円を上限として半額助成を行

います。 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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拡充 先進介護機器等導入支援事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,000  ふるさと創生基金 1,000 補助金 1,000 

       

（前年度現計 6,708 ）     

２ 事業背景・目的 

人材不足が続く介護の現場では、いかに少人数の職員で対応し、身体的負担を軽減でき

るかについて、日夜研鑽と実践に努められています。 

また、関連産業界においても、国の認定を受けた介護ロボットのみならず、人間工学に

基づいた機器など、負担軽減のための様々な機械器具が市場に登場しています。 

こうした社会情勢や市内の深刻な介護人材不足を踏まえ、市内事業所における積極的な

機器導入を支援します。 

３ 事業概要 

①【新規】有用介護機器等の導入支援 

介護ロボットとしての認定は受けていないものの、職員の負担軽減に大きな効果が

認められる機器等の導入について、１品あたり最大2.5万円を補助します。 

②【継続】介護ロボットの導入支援 

市内の介護保険施設*、グループホーム等の夜勤を伴う事業所における介護ロボッ

ト（経産省認定機器）の導入について、最大10万円を補助します。 

* 県の同種補助制度の対象となりますが、市による上乗せ補助として運用します 

 

 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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特養夜勤者処遇改善臨時交付金事業 

（介護人材確保対策プロジェクト） 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 5,366  ふるさと創生基金 5,311 補助金 5,366 

   一般財源 55   

（前年度現計 3,580 ）     

２ 事業背景・目的 

市内の特別養護老人ホームでは、深刻な介護人材不足から、増床整備をおこなったもの

の開所できない、また職員の夜勤シフトを増やさざるを得ないといった状況が生じ、その

結果、疲弊した職員が離職してしまうという悪循環に陥っていました。 

このため、平成28年度より夜勤手当の増額を公費支援することで夜勤者労働者の処遇改

善に取り組むという全国的に類を見ない緊急対策を開始しました。 

この対策を通じ、今では法人事務局の人材確保に向けた意識改革や、少ない人数でも現

場を回そうと様々な工夫を凝らす介護職員が現れるなど、市内の介護現場に新たな動きが

生まれ始めています。 

こうした動きを止めることなく更なる人材確保を目指し、平成29年度においても引き続

き夜勤者の処遇改善に向けた支援に取り組みます。 

３ 事業概要 

特別養護老人ホームにおける夜間勤務について、１回あたり700円を運営法人に助成し

職員手当の財源とすることで、職員の処遇改善と人材確保に向けた継続的な支援を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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割石温泉屋上防水改修事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 20,200  過疎債 20,200 整備費 20,200 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

老人福祉センター割石温泉は、その泉質の良さから老若を問わず市内外の方に広く親し

まれています。 

他方で建設から40年近くが経過したことから、屋上の防水シートの一部に破損が見ら

れ、このまま放置すると建物内部への雨水等の浸入が懸念されます。 

このため、防水シートの全面的な更新により、建物の予防的保全を図ります。 

３ 事業概要 

老朽化した屋上防水シートの更新により、施設の長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割石温泉（神岡町割石）              くつろぎの大浴場 

 

 

 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 老人福祉センター割石温泉運営費

P.65所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 憩いの家トラクター購入事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,300  合併基金 1,300 備品購入費 1,300 

       

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

社会福祉法人吉城福祉会が指定管理を行う市立障がい者支援施設「憩いの家」では、農

業への取り組みを事業方針に盛り込み、地域の農業従事者の協力を得ながら米や野菜など

の栽培に取り組んでいます。 

通所者の中には室内での授産作業は苦手でも、田畑に出るといきいきとして作業にあた

る方もおられ、農福連携の効果を実感しています。 

平成29年度には米の作付面積を拡大する計画であることから、新たに専用の農業用トラ

クターを購入し、将来的には通所者自身が運転を行えるよう訓練指導を行うことで、障が

い者の自立促進を図ります。 

３ 事業概要 

 作業専用の農業用トラクター１台を購入し授産作業に利用するとともに、通所者への運

転指導に向けた準備・検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所者による田植えの様子        

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 社会福祉施設費

P.67所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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新規 日中一時支援事業所整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 88,857  合併特例債 81,600 整備費 88,857 

   合併基金 3,200   

   一般財源 4,057   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

日中一時支援事業は、障がい児者の一時的な預かりによる活動の場の確保や家族の介護

疲れの軽減を目的として行われる事業です。 

市内では複数の事業者への委託によりサービスを提供していますが、市の遊休施設を利

用している事業所では部屋数や設備が不足しており、重度障がい者への対応や利用者の適

性に応じた多様な支援を行うためにはスペース的な制約が大きな課題となっています。 

このため、新たに福祉サービス事業専用の施設を整備することで、日中一時支援事業を

中核としつつ、既存制度による支援の対象とならない方へのセーフティーネットとして独

自性の高いサービスが提供できる体制を確保し、地域の障がい福祉サービスの向上を図り

ます。 

３ 事業概要 

①不用建物の除却による事業用地の確保（79,000千円） 

市内全域からの送迎を容易とするため、市域の中心に近い神岡町山田地区を事業拠

点とし、耐震性が無く危険な状態となっている山田生涯学習館（旧山田小学校）の解

体撤去により事業用地を確保します。 

②事業所整備に向けた調査設計（9,857千円） 

新事業所の基本・実施設計を行います。 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 社会福祉施設費

P.67所　属 予算書市民福祉部　福祉課  

(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (目) 2 公民館費

P.120所　属 予算書教育委員会事務局　生涯学習課  



19 

 

新規 障がい者グループホーム等整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 9,700  福祉事業基金 9,700 整備費 9,700 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市内には障がい児者の生活の場となる居住系サービス施設が無いことから、介護にあた

る保護者や家族にとって、自ら亡き後の不安は非常に深刻なものとなっています。 

現在、老朽化した養護老人ホーム和光園を隣接地に建て替える計画が進行中であること

から、現和光園建物の全面的なリノベーションにより、障がい者グループホーム、有料老

人ホーム、訪問看護ステーション等を有する複合福祉施設として再整備することで、地域

の総合的な福祉事業拠点を確立し、障がい児者とその家族が一生涯に渡って安心して暮ら

せるまちを目指します。 

３ 事業概要 

既存建物のリノベーションにかかる基本・実施設計を行います。 

また、提供するサービスは以下のとおりと想定していますが、設計協議段階において最

適な配置となるよう更なる検討を行います。 

‧ 障がい者グループホーム ９床×男女各１ユニット 

‧ 有料老人ホーム     ４床 

‧ 訪問看護ステーション 

‧ ホームヘルパーステーション 

 

 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 7 社会福祉施設費

P.67所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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拡充 入園・入学準備品支援事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 25,000  ふるさと創生基金 12,500 補助金 25,000 

   一般財源 12,500   

（前年度現計 60,900 ）     

２ 事業背景・目的 

定住促進や子育ての充実を目的に平成27年度に創設した「入園・入学祝い金」について、

子育て世帯のニーズに沿っているか改めて検証するため、保護者への実態アンケートを行

いました。 

アンケート結果から、入学時に必要な制服等の購入費用に最も負担を感じていることが

明らかとなり、次いで高校・大学進学時の受験費用や教科書等の購入費用であったことか

ら、これらの声に応えた制度への見直しを行い、子育て支援の更なる充実を図ります。 

３ 事業概要 

保育園入園、小・中学校入学時に必要となる制服や体操服等の購入、高校入学時の教科

書等の購入について、対象年代ごとに上限額の範囲内で助成を行います。 

なお、本事業は子育て世帯の経済的支援のみに特化した現金給付型の制度であり、従来

の商品券型のような商業振興的な性格ではありません。 

‧ 対象者 

市内に住所を有する年少児、小・中・高校１年生の保護者など 

‧ 対象品目 

体操服、制服、ランドセル・通学バッグ、教科書など 

‧ 助成上限額 

保育園：１万円、小学校：２万円、中学校：６万円、高校：３万円 

‧ 交付方法 

購入時の領収書を提出（キャッシュバック方式） 

※助成制度の詳細は次ページをご確認ください 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

P.69所　属 予算書市民福祉部　市民児童課  
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飛騨市入園・入学準備品支援事業 

 

○対象者となる方 

平成２９年５月１日現在飛騨市に住所を有する保護者で①または②にあてはまる方 

①平成２９年５月１日現在において飛驒市に住所を有する年少児として保育園等の入園

の認定があった園児、または小学校、特別支援学校小学部、中学校、特別支援学校中

学部、高等学校、高等専門学校、高等専修学校もしくは特別支援学校高等部の第１学

年に在籍する交付対象児の保護者 

②市内中学校又は特別支援学校中学部を卒業した高等学校、高等専門学校、高等専修学

校若しくは特別支援学校高等部の第１学年に在籍する交付対象児の保護者 

 

○対象品目 

 保育園の入園後及び小・中学校等の入学後に通常必要とする物品、高校等の入学後に通

常必要とする教科書等を対象とします 

 なお、原則として市内の業者から購入した品のみを補助対象とします（教科書等、市外

の業者でしか購入できないものを除く） 

交付対象児 対象となる品の例 補助金額 

（税込） 

新年少児 
スモック、体操服類、お昼寝用布団、通園用バッグ

等 

実費 

（上限１万円） 

新小学１年生 体操服類、上履き、ランドセル等 
実費 

（上限２万円） 

新中学１年生 制服類、体操服類、体育館シューズ、通学カバン等 
実費 

（上限６万円） 

新高校１年生 学校指定の教科書、副教材、辞書等 
実費 

（上限３万円） 

 

○申請方法 

指定の申請書に必要事項をご記入、捺印のうえ、領収書等を添えて申請していただきま

す 
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新規 児童クラブ・保育園エアコン整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 10,300  国県支出金 2,130 工事請負費 10,100 

   合併基金 8,100 備品購入費 200 

   一般財源 70   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市内４箇所で開設する放課後児童クラブは、学校の一室やバス車庫を利用しています

が、構造上風通しが悪く、夏場の室内は非常に高温となっています。 

また、一部の保育園においても、園児の熱中症予防のため保育環境の改善が望まれてい

たことから、これらの放課後児童クラブ室及び保育室にエアコンを整備することで、児童

の健康管理に配慮し、すごしやすい環境づくりを行います。 

３ 事業概要 

①放課後児童クラブのエアコン整備（5,600千円） 

‧ 古川児童クラブ（少人数指導室）     冷暖房機１台 

‧ 古川西児童クラブ（小体育室）     冷房専用機１台 

‧ 河合・宮川児童クラブ（バス車庫２階） 冷暖房機１台 ※更新 

‧ 神岡児童クラブ（小体育室）       冷房専用機２台 

②保育園のエアコン整備（4,700千円） 

‧ 増島保育園（年少児室×３室） 

冷房専用機３台 

‧ 宮城保育園（未満児室） 

冷房専用機１台 ※更新 

‧ 旭保育園（年少児室、遊戯室） 

冷房専用機２台 

 ※この他の保育園はエアコン整備済み、もしくは充分な保育環境が確保されています 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費　他

P.69,71所　属 予算書市民福祉部　市民児童課  
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拡充 発達支援センターの体制強化 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 4,745  国県支出金 62 賃金 3,008 

   負担金 21 報償費 900 

   一般財源 4,662 その他 837 

（前年度現計 1,488 ）     

２ 事業背景・目的 

市内で誕生した子どもの一生涯に渡る途切れのない支援を図るためには、発達支援セン

ターの専門性の向上や関係機関との連携強化が必要不可欠です。 

このため、精神保健福祉士の資格を有し、障がい児者支援に専門的な見識を持つ人材を

任期付き職員として採用し、専任のセンター長として登用します。 

また、特別支援教育や療育等に理解の深い教職員ＯＢをセンター内に配置し、学校との

連携の更なる強化を図ります。 

３ 事業概要 

①高度な専門性を有するセンター長の登用 

障がい児者及び児童福祉全般の管理調整を行うとともに、専門的な見地から関係職

員の指導育成にあたることで、質の高い児童福祉行政サービスが提供できる体制を構

築します。 

②教職員ＯＢをセンターに配置 

保護者と学校との調整役として、特別支援学級や通常学級における個別支援等の内

容を保護者にも分かりやすく伝え、保護者からの希望を踏まえた支援等が実践される

よう働きかけを行います。 

③職員の専門性の向上 

児童福祉に関わる職員は、センター長や教職員ＯＢから生きた知識を習得するとと

もに、様々な研修機会を活かし専門性の向上に取り組みます。 

また、保育士や教員、保健師、相談支援担当者等に対する内部研修を計画的に開催

し、障がいの特性等の正しい理解の定着を図ります。 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

P.68所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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拡充 市内保育園における個別支援計画の充実 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 220  ふるさと創生基金 200 委託料 220 

   一般財源 20   

       

（前年度現計 213 ）     

２ 事業背景・目的 

市では、子ども一人ひとりの発達の特性に応じた支援について、これまで実施してきた

ＣＬＭ方式を発展させ、平成29年度から新たに体系化した市独自の園内個別支援計画であ

る「飛騨市サポートプログラム」に基づいた支援を実践します。 

また、市の療育事業を熟知している専門家をアドバイザーとして招へいし、支援計画の

立案サポートや実践の評価等を受けることで、常により有効な方法を検討し、保育現場で

の実践に取り組みます。 

３ 事業概要 

①飛騨市サポートプログラムの立案と実践 

市内の全ての保育園において、市独自の統一様式に基づく個別支援計画の立案・実

践を行います。 

②療育アドバイザーの招へい 

療育に関する高い専門性を有する市外の保育士をアドバイザーとして招へいし、各

保育園の定期訪問と併せて個別支援計画の立案サポートや実践状況の評価、継続的な

指導を仰ぎます。 

③対策チームによる保育園訪問 

児童発達支援事業所スタッフや保健師、作業療法 

士等による対策チーム体制の下、定期的又は随時に 

各保育園を訪問し、適切な支援方法の検討を行い 

ます。 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

P.68所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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発達障がいの理解促進事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 360  ふるさと創生基金 300 報償費 160 

   一般財源 60 旅費 140 

     その他 60 

（前年度現計 50 ）     

２ 事業背景・目的 

発達障がいのある子どもと向き合っていくためには、適切な保育・教育環境を整えるば

かりではなく、保護者や家族など周囲の人間が発達障がいに関する正しい知識を持ち、そ

の子の特性を理解していくことが大切です。 

このため、発達障がいの正しい理解と具体的な支援に関する講演会を開催するほか、保

護者団体等の自主活動に対する専門家の派遣など、継続的な理解促進に取り組みます。 

３ 事業概要 

①保護者向け講演会の開催 

発達障がいに関する専門家や医師等を招き、 

保護者や家族向けの講演会を開催します。 

（年２回開催予定） 

②自主的な活動に対する専門家の派遣 

保護者団体等が自主的に開催する勉強会や会合の場に専門家を派遣し、個別の相談

ごとに対してピンポイントにアドバイスできる体制を整えます。 

③保育士・教員向け研修会の開催 

保育士や教職員などの支援者を対象とした 

研修会を継続的に開催します（年４回開催予定）。 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

P.68所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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新規 旧双葉保育園園舎解体事業補助金 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 6,120  一般財源 6,120 補助金 6,120 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

社会福祉法人双葉福祉会が運営する双葉保育園は、市内唯一の私立保育園として独自の

特色ある保育を実践され、市の保育施策の重要な一翼を担っています。 

平成21年度に神岡町殿地内の新園舎に移転した後も、船津地内の旧園舎（昭和44年築）

が当時のまま残されており、耐震性が無く急斜面に位置していることから、地震等により

建物が倒壊した場合には周辺の民家や道路に甚大な被害を及ぼす可能性があります。 

このため、同法人が行う旧園舎の解体撤去に対する補助を行うことで、市民の安全で安

心な暮らしを守ります。 

３ 事業概要 

双葉福祉会が行う旧園舎の解体事業費（34,000千円）の18％*相当を補助金として交付

します。 

* 民間事業者による介護・福祉施設等の整備に対する市の慣例的な補助率を採用 

 

 

 

 

 

 

旧双葉保育園園舎（神岡町船津） 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童保育費

P.71所　属 予算書市民福祉部　市民児童課  
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拡充 病児・病後児、体調不良児保育事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 14,350  国県支出金 8,746 委託料 14,350 

   利用料 800   

   一般財源 4,804   

（前年度現計 13,310 ）     

２ 事業背景・目的 

子どもが病気になったり体調を崩した場合、保護者の就労状況によっては自宅での保育

が困難なケースが多く、急に仕事を休むことで職場に迷惑をかけることも懸念されます。 

病児・病後児や体調不良児に対する一時的な保育の受け入れを実施することで、安心し

て子育てができる環境を整備し、地域の児童福祉の向上を図ります。 

また、病児・病後児保育について、平成29年度から小学校３年生まで受け入れ対象の拡

充を行います。 

３ 事業概要 

①病児・病後児保育事業【拡充】 

一般の児童とは隔離された施設において、専任の看護師・保育士が症状を見守りな

がら一時的に保育を行います。 

平成28年度は事業初年度のため受け入れ対象を保育園児に限定していましたが、施

設の受け入れ能力を踏まえ、平成29年度から対象児童を保育園児から小学３年生まで

に拡充します。 

‧ 事業拠点 

病児・病後児保育室「む～みん」 古川町杉崎（さくらの郷あさぎり内） 

②体調不良児保育事業【継続】 

当該保育園の入所児が微熱を出すなど体調を崩した場合、

保護者が迎えに来るまでの間、専任の看護師が緊急的に対応

します（増島保育園のみ） 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童保育費

P.70所　属 予算書市民福祉部　市民児童課  
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新規 複合児童福祉施設整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 9,280  合併特例債 8,700 整備費 9,280 

   一般財源 580   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

神岡町地区の障がい児福祉サービスは、旭保育園内に併設される児童発達支援事業所

「ことばの教室」と、近接する神岡東生涯学習館において市社会福祉協議会への委託によ

り運営する日中一時支援事業所「なかよしキッズ」の２施設を中心に提供されています。 

しかし、ことばの教室ではスペース上の制約から個室の確保や遊具の移動が困難であ

り、東生涯学習館の建物は老朽化が著しく耐震性も無いことから、早期の環境改善が必要

な状況にあります。 

このため、両施設を統合した新たな児童福祉施設を整備することで、安全で快適な事業

拠点を確保し、効率的な施設運営と利用者の利便性向上を図ります。 

また、施設・人員環境が整った段階では、なかよしキッズの事業内容を発展させ、放課

後デイサービス事業への移行を目指します。 

３ 事業概要 

旧神岡給食センター跡地を建設候補地とし、新たな施設整備に向けた調査設計を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 ことばの教室事業費

P.72所　属 予算書市民福祉部　福祉課  
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拡充 木育ひろば設置事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,200  県支出金 500 備品購入費 1,200 

   一般財源 700   

（前年度現計 1,400 ）     

２ 事業背景・目的 

市では市民団体「飛騨市の木育を広める会」を中心に、木工体験ワークショップや子育

て支援センターでのおもちゃ広場の開催、幼児学級での木育教室の開催など、木育活動の

普及に取り組んでいます。 

平成28年度には古川子育てセンター内に木のおもちゃと触れ合える「木育ひろば」を常

設しており、今後も各子育て支援センター内に同様の拠点を設け、更なる木育活動の推進

とともに子育て中の親子を中心とした地域コミュニティの活性化を図ります。 

３ 事業概要 

古川に続いて神岡子育て支援センター内にも新たな「木育ひろば」を常設し、木のおも

ちゃを通じて、木にふれあい、親しみ、関心を持ち、学ぶことができる環境を整備します。 

‧ 木製品：おもちゃ箱 １式 

‧ 木教材：おもちゃ（まあるいつみき、つみぼぼ、ボールプールなど） １式 

 

 

 

 

 

木育ひろばで遊ぶ子どもたち（古川子育て支援センター） 

 

 

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 4 地域子育て支援費

P.73所　属 予算書市民福祉部　市民児童課  
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新規 まめとく健康ポイント事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 1,500  ふるさと創生基金 1,500 報償費 1,300 

     需用費 200 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

全ての市民が生涯に渡って健康でいきいきとした生活を送るためには、自らの健康は自

らがつくるというセルフマネジメント意識を持つことが大切です。 

市民一人ひとりが健康への意識を高め、それぞれのレベルに応じた健康づくりに踏み出

すための仕組みとして、まめとく健康ポイント事業を創設します。 

３ 事業概要 

20歳以上の全ての市民を対象に、様々な健康づくりへの取り組みをポイントに換算して

いくことで賞品との交換が可能となるシステムを創設し、市民全体の健康意識の向上を図

ります。 

健診の受診といった市の指定メニューのほか、飛騨市ならではの地域活動への参加や文

化・芸術体験、生きがい農業の実践などを自己目標メニューに設定することでポイントを

獲得でき、ポイントが一定数に達した場合、市内で利用できる商品券等と交換することが

可能となります。 

また、抽選による高額商品（ふるさと納税返礼品等）の獲得チャレンジ、社会福祉事業

への寄付にもポイントを交換可能とすることで、お得感や社会貢献など様々な視点から、

それぞれの健康づくりに取り組む動機付けを促します。 

 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

P.76所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 骨髄移植ドナー助成事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 140  県支出金 70 補助金 140 

   一般財源 70   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

白血病等の血液難病に苦しむ方々を救済するため、善意による骨髄提供の仲介を行う日

本骨髄バンクが設立され、多くのドナー登録者の獲得と移植を待つ患者との橋渡し役とな

っています。 

全国の難病患者を救うためには一人でも多くのドナー登録者を確保することが必要と

され、自治体においても積極的な取り組みが求められています。 

このため、飛騨市においても新たにドナー登録に対する助成制度を創設します。 

３ 事業概要 

日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業による移植用骨髄等の

提供者（ドナー登録者）に対し、認定施設への通院・入院に要する経費について、１日当

たり２万円、最長７日間を上限として助成します。 

なお、ドナー休暇制度を設けている事業所もありますが、休暇制度の有無に関わらず提

供者本人に対して助成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

P.77所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 高度医療機器導入支援事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 5,600  過疎債 5,600 補助金 5,600 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

高齢化の進行に伴い、動脈硬化等による虚血性心疾患の増加が予想されており、その有

効な対処法に心臓カテーテル検査機器を使用した治療があります。 

飛騨圏域における第三次救急医療機関である高山赤十字病院では、平成17年度に同検査

機器の更新整備を行っていますが、経年による老朽化が進んでいることに加え、最新の医

療技術には対応できなくなりました。 

同病院で心臓カテーテルによる治療ができなくなった場合には、重篤患者を美濃加茂市

や富山市の医療機関に搬送せざるを得ないことから、県及び飛騨圏域３市１村の協働によ

り同検査機器更新の補助を行うことで、地域における高度医療の確保を図ります。 

３ 事業概要 

高山赤十字病院における心臓カテーテル検査機器の更新費用約1.9億円に対し、県から

40,000千円、飛騨圏域３市１村から40,000千円を受診率割*により補助します。 

これにより、飛騨地域における24時間の急性心筋梗塞等の治療体制が維持されます。 

* 飛騨市の受診率割14％＝市補助額5,600千円 

 

 

 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

P.77所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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拡充 特定健診・特定保健指導事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 29,541  特別会計繰入金 29,541 委託料 24,001 

     役務費 2,392 

     その他 3,148 

（前年度現計 28,342 ）     

２ 事業背景・目的 

飛騨市は脳血管疾患による死因の割合が国・県や類似団体に比べて多く、同疾患により

64歳未満であっても要介護認定を受けている方も多く見られます。 

脳血管疾患のリスクを高める高血圧、脂質異常、糖尿病を予防するとともに、その原因

の一つとされる塩分摂取量の抑制を図るため、保健指導による対策を強化します。 

３ 事業概要 

①特定保健指導の充実 

糖負荷検査の対象者を積極的支援が必要な方にまで拡充し、メタボ 

の原因である高インスリン血症の有無を確認することで、的確な保健 

指導につなげます。 

②二次健診の検査項目を拡充 

尿中ナトリウム等の検査を追加し、糖尿病性腎症重症化の予防に活用します。 

③託児サービスの導入 

古川町保健センターでの健診時に託児サービスを導入し、子育て世代や子どもを預

かる祖父母が受診しやすい環境を整えます。 

④情報提供事業の拡充 

持病による定期的な通院を理由に特定健診を受診されない方についても、医療機関

から検査情報等を提供していただくことで健診受診者と同様に扱うことができ、主治

医と連携した保健指導も行うことが可能となります。 

これまで糖尿病患者を対象としてきましたが、生活習慣病患者にも拡充すること

で、受診率の向上と保健指導の充実を図ります。 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 生活習慣病対策費

P.78所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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健康診査事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 51,364  国県支出金 1,428 委託料 46,503 

   受診者負担金 9,214 役務費 3,000 

   一般財源 40,722 その他 1,861 

（前年度現計 52,531 ）     

２ 事業背景・目的 

人口構造や生活様式の変化により、生活習慣病とされる方が増加しています。 

高齢化の進行によりますます医療や介護の負担が大きくなることが予想され、市民の生

活習慣病の一次予防に重点を置き、疾病の早期発見と合併・重症化の回避に取り組みます。 

３ 事業概要 

働き盛り世代の生活習慣病の発症予防・早期発見など、総合的な市民の健康増進を図る

ため、各種の健康診査を行います。 

また、少しでも受診しやすい環境を整えるため、古川町・神岡町保健センターで行う健

診時に託児サービスを導入します。 

‧ 若者健診 

‧ 歯周疾患検診 

‧ すこやか健診（75歳未満） 

‧ さわやか口腔健診（75歳未満） 

‧ がん検診（胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん[喀痰]） 

‧ 肝炎ウィルス検診 

‧ 骨粗しょう症検診 

 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 3 生活習慣病対策費

P.78所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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拡充 不妊・不育症治療費助成事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 5,500  県支出金 150 補助金 5,500 

   一般財源 5,350   

（前年度現計 5,825 ）     

２ 事業背景・目的 

不妊や不育症*に悩み、専門医療機関での治療を受けているご夫婦が増加しており、そ

うした方々の身体的・精神的、更には経済的な負担が大きくなっています。 

市では治療費に対する助成制度を設け、子どもを生み育てやすい環境づくりに取り組ん

でいますが、不妊の原因は女性ばかりではなく、男性にも多く見られることが医学的に証

明されており、平成29年度から男性に対する助成の拡充を行います。 

* 妊娠しても流産や死産などを繰り返してしまう症状 

３ 事業概要 

①【拡充】特定不妊治療費の助成 

これまでの女性の体外受精・顕微授精等に加え、新たに男性の精子回収術を対象と

し、30万円を上限に助成します。 

②【継続】一般不妊治療費の助成 

主に初期の不妊治療に対し、５万円を上限に助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 母子保健費

P.79所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 ハートピア古川内部改修事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 40,000  過疎債 40,000 整備費 40,000 

       

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市では平成29年秋より古川町総合保健福祉センター（ハートピア古川）内に、全国初の

国保診療所方式となる児童精神科診療所の開設を予定しています。 

現在利用が少ない機能回復訓練室を改装する計画ですが、用途が変わることでハートピ

ア古川の本体電気容量の強化等が必要となることが判明したため、施設の老朽化対策を兼

ねて建物の内部改修を行います。 

３ 事業概要 

受電設備の増強や空調設備の切り分け及び増設、診療スペースの個室化などの改修工事

を行います。 

 

 

 

 

 

 

ハートピア古川（古川町若宮２丁目）          現在の機能回復訓練室 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 5 保健センター管理費

P.80所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 こどものこころクリニック開設準備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 16,748  合併基金 15,000 備品購入費 12,000 

   一般財源 1,748 需用費 3,310 

     その他 1,438 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

平成29年秋の児童精神科診療所（仮称：飛騨市こどものこころクリニック）の開設に向

け、医療用機器や家具備品等の整備を行います。 

また、診療所の開設を記念した講演会を開催し、児童精神科医療や発達障がいへの理解

を深める啓発活動を行います。 

３ 事業概要 

①医療用機器の整備（10,000千円） 

電子カルテシステムを導入し省力・省スペース化を図るほか、診療時に必要となる

心理検査キットの購入を行います。 

②開設に向けた協議調整、一般備品等の整備（6,388千円） 

招へい予定の医師や臨床心理士との事前協議、クリニックのホームページ製作、

机・椅子といった家具備品の調達等を行います。 

③開設記念講演会の開催（360千円） 

診療所の開設を記念し、著名な児童精神科医による市民向け講演会を開催し、発達

障がい等に関する正しい理解を浸透させるとともに、本診療所の周知を図ります。 

 

 

 

 

 

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 6 診療所費

P.80所　属 予算書市民福祉部　健康生きがい課  
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新規 国民健康保険人間ドック助成事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 640  県支出金 320 補助金 640 

   一般財源 320   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市の国民健康保険加入者の特定健診受診率等は県内トップクラスを維持しているもの

の、受診率は減少傾向にあり、一人当たりの医療費は年々増加しています。 

また、社会保険加入時には職場の助成を受けて人間ドックを受診していた方が、退職後

に国保に加入した際にはドック受診を止めてしまうケースも見られます。 

このため、新たに人間ドック助成制度を創設し、特定健診よりも詳しい検査を受けやす

い環境を整えることで、疾病やその予備軍の早期発見と重症化の予防を図るとともに、健

康に対するセルフマネジメント意識の向上と国保全体の医療費の抑制を目指します。 

３ 事業概要 

‧ 対象者 

35歳以上となる国民健康保険加入者 

‧ 助成額 

16,000円（受診費用の半額相当） 

‧ 期間 

5月～12月（特定健診に同じ） 

‧ 対象検査項目 

身長、体重、腹囲、問診、血圧、視力、眼底*、聴力、血液検査、尿検査、 

便検査*、心電図*、胸部Ｘ線、胃Ｘ線*（又は胃カメラ）、腹部超音波*  

* 特定健診では実施しない検査項目  

‧ 対象医療機関 

市内の医療機関に限る 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　市民児童課 予算書 P.20

国民健康保険特別会計（事業勘定）
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新規 飛騨市こどものこころクリニック運営事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 5,799  一般財源 5,799 総務費 4,639 

     医業費 1,160 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

平成29年秋（9月末～10月頃）から全国初となる児童精神科の国保直営診療所を開設し

ます。 

当面は非常勤の形となることから週１日又は２日の診療を予定していますが、平成30

年度からは常勤体制に移行する予定です。 

なお、児童精神科の診療は完全予約制で、１回あたりの診察時間が１時間に及ぶことも

あり、非常勤体制では多くの子どもを診察することは困難ですが、診察する側、受診する

側、ともに初めての経験となることから、お互いに診療に慣れていくための準備期間と考

えています。 

３ 事業概要 

非常勤医師２名、非常勤臨床心理士１名の体制で診療をスタートします。 

平成30年度からの医師の常勤化に合わせて、臨床心理士及び精神保健福祉士の確保を図

ります。 

診療開始に先駆けて、平成29年度当初より近隣の障がい児リハビリテーションを実施し

ている医療機関等との連携会議や研修会を開催し、医師の指示に基づくリハビリ提供がス

ムーズに行えるよう体制整備に取り組みます。 

また、保護者等に対しても気持ちよく利用していただけるよう、受診の仕方などの事前

周知を行います。 

 

 

 

 

診察室のイメージ        

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.39～41

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）
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宮川・杉原診療所空調設備整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 18,490  過疎債 18,000 整備費 18,490 

   一般財源 490   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

宮川診療所の空調設備は、建設から13年が経過し老朽化が進んでいることに加え、製造

メーカーの撤退により修理部品の調達が困難な状況にあることから、更新整備により常に

安全で安心な医療の提供体制を確保します。 

また、杉原診療所の待合室には空調設備が無いことから、受診者の体調悪化を回避する

ため新設整備を行います。 

３ 事業概要 

①宮川診療所（更新） 

老朽化した空調設備の更新を行います。また、集中管理型から個別空調に切り替え

ることで、故障やメンテナンス時の影響を最小限にとどめます。 

②杉原診療所（新設） 

近年は夏場の熱中症により受診される方が増えており、患者の容体を安定させるた

め、空調設備の新設を行います。 

 

 

 

 

 

 

宮川診療所（宮川町野首）    

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.40

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

 



41 

 

河合診療所医療機器整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 6,200  一般財源 6,200 備品購入費 6,200 

       

（前年度現計 301 ）     

２ 事業背景・目的 

安定した診療行為を提供するため、老朽化した医療機器の更新等を行います。 

３ 事業概要 

①上部消化管内視鏡（更新） 

老朽化した内視鏡システムの更新を行います。また、現在より細身のスコープを採

用することで患者の負担軽減を図ります。 

②感染症分析装置（新規） 

分析装置の導入により院内での感染症の迅速な検査を可能とし、早期の診断・治療

につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.41

国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）
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介護保険システム更新事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 6,897  一般財源 6,897 委託料 4,113 

     備品購入費 2,764 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

現在利用している介護保険システムのサーバー機器の更新時期を迎えており、これまで

の自庁サーバー方式から岐阜県市町村行政情報センターによる共同サーバーを利用する

方式に転換することで、セキュリティと信頼性の強化を図り、災害や機器の故障時でも業

務の継続を可能とします。 

３ 事業概要 

介護保険システムサーバーの更新に合わせて、オプション機能である認定審査会システ

ムや老朽化したクライアント端末等の更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.72,73

介護保険特別会計（保険勘定）
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水洗ポータブルトイレ普及推進事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 3,000  保険料 3,000 給付費 3,000 

       

（前年度現計 1,350 ）     

２ 事業背景・目的 

介護人材の不足を背景として、地域包括ケアの推進により在宅介護の限界点を高めてい

くことが必要となっています。 

在宅介護においては、排泄介助が最も負担を感じるところであり、要介護者本人の自尊

心を守り、介護者の負担軽減を図るため、自室で快適に利用できる水洗ポータブルトイレ

の普及を推進します。 

３ 事業概要 

○居宅介護福祉用具購入費（上乗せ給付） 

居宅介護福祉用具購入費の保険給付上限額は一人当たり年間９万円とされていま

すが、市単独の上乗せ制度として年間45万円までの給付を可能とすることで、比較的

高額な水洗ポータブルトイレの導入促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.76

介護保険特別会計（保険勘定）
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介護予防・日常生活支援総合事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 83,840  国県支出金 29,011 委託料 19,300 

   支払基金交付金 21,663 負担金 64,540 

   一般財源 33,166   

（前年度現計 73,124 ）     

２ 事業背景・目的 

要支援１・２の方と、地域包括支援センターが行うチェックリストにより介護予防を行

ったほうが良いと判断された方に対し、通所・訪問サービスを提供する事業です。 

高齢化の進行により要支援レベルの方は増加の一途を辿っており、そうした方々の自立

支援に向けて、より安定したサービスの提供に取り組みます。 

３ 事業概要 

介護予防給付として行われる居宅介護（ヘルパー）、通所介護（デイ）と同等の現行相

当サービスに加え、人員基準等のハードルを下げた基準緩和サービスの双方を提供してい

ます。 

なお、基準緩和訪問型サービスでは、「飛騨市支えあいヘルパー養成講座」の受講修了

者を雇用してサービス提供を行い、元気なシニア世代に介護の支え手として活躍していた

だく取り組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.80

介護保険特別会計（保険勘定）
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新規 既存資源の介護予防への利活用検証 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 112  国県支出金 42 報償費 10 

   支払基金交付金 31 委託料 20 

   一般財源 39 使用料 82 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

市内の介護事業所等が保有するプールやトレーニング機器などの既存資源について、一

般高齢者の介護予防に資する場としての活用方法を検討します。 

３ 事業概要 

①プール活用の検証 

プールを用いた水中歩行などを短期クールの事業として試験的に実施し、今後の利

活用の方向性を検証します。 

②トレーニング機器活用の検討 

筋力維持系のデイサービスとして利用されているトレーニング機器について、一般

高齢者の介護予防に役立てる方策を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.82

介護保険特別会計（保険勘定）
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新規 介護予防実態把握事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 772  国県支出金 289 需用費 66 

   支払基金交付金 216 役務費 706 

   一般財源 267   

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

一人暮らしの高齢者が増加傾向にあり、こうした方々の支援体制の構築に向けた基礎資

料として、生活状況の実態調査を行います。 

また、リハビリ系の事業所が平成29年度中に市内に開設される見込みであり、当該事業

所を利用すべき対象者の振り分けを目的とした実態調査を併せて行います。 

３ 事業概要 

①一人暮らし世帯の生活状況のチェックリスト調査 

一人暮らしの高齢者について、民生委員や地域の方からの情

報が寄せられた段階では、既に介護や福祉といった支援が必要

な状況に陥っているケースが多く、こうした事態を未然に防ぐ

ため、65歳以上の高齢独居世帯に対し生活状況のチェックリス

トを配布・回収することで、対象者の実態を把握し予防段階で

の支援につなげます。 

②70歳代事業対象者のチェックリスト調査 

運動機能に変化が見られてくる70歳代の方を対象に基本

チェックリストの配布・回収を行い、リハビリ専門職を活

用した介護予防サービスが有効な支援策と考えられる方を

把握し、事業対象者の振り分けを行います。 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.82

介護保険特別会計（保険勘定）
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高齢者生活支援体制整備事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 7,648  国県支出金 3,846 委託料 4,474 

   支払基金交付金 678 賃金 2,512 

   一般財源 3,124 その他 662 

（前年度現計 6,820 ）     

２ 事業背景・目的 

高齢化の進行や介護人材不足が続く中、介護保険制度に依存しない地域体制の整備が求

められています。 

市では、元気なシニア世代や主婦等の活躍により限られた専門職を補完していくととも

に、支えられる側の高齢者にも介護予防を図り、元気を維持していただくため、「出かけ

る、参加する、生きがいを持つ」の実践ができる助け合いの地域づくりを推進します。 

３ 事業概要 

地域包括支援センターと市社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを設置し、高齢

者の通いの場の立ち上げ支援や、多様な支え手の発掘・養成に取り組みます。 

‧ 介護予防ボランティアポイント制度の運営（社会福祉協議会） 

‧ 飛騨市支えあいヘルパー等養成講座の開催（同上） 

‧ 高齢者の通いの場の立ち上げ（地域包括支援センター） 

‧ 生活支援体制整備協議体の開催（地域の福祉関係者） 

‧ 新たなサービス資源の開発協議（同上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.82,84

介護保険特別会計（保険勘定）
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包括支援センター業務支援システム更新事業 

１ 事業費（単位：千円）  【財源内訳】 【主な使途】 

 7,700  一般財源 7,700 委託料 7,000 

     備品購入費 700 

（前年度現計 0 ）     

２ 事業背景・目的 

ケアプランの作成など地域包括支援センターの業務支援に利用するシステムのサーバ

ー機器が耐用年数を迎えることから、老朽化したシステム機器の更新を行い、安定的なシ

ステム動作環境を確保します。 

３ 事業概要 

 サーバー機器及びクライアント端末の更新、システム環境の設定等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計

所　属 市民福祉部　健康生きがい課 予算書 P.99

介護保険特別会計（事業勘定）

 



－ MEMO － 



－ MEMO － 



－ MEMO － 


	市民福祉部_目次
	市民福祉部
	MEMO
	MEMO
	MEMO

