
- 51 -

老人保健福祉計画策定

（担当：民生部 保健福祉課）

○老人保健福祉計画策定 ２２３万円

老人保健法及び老人福祉法に基づき、高齢者の健康づくりや要支援・要介護状態となった高

齢者やその家族への支援をはじめ、健康な高齢者等が自立した生活をより長く続けることができ、

要介護状態にならないための方策や、高齢者の主体的活動への支援策等を含めた保健・福祉全

般にわたる方策に関する総合的な計画を策定します。

主な経費

老人保健福祉事業計画策定委員報酬等 ３６万円

老人保健福祉計画策定委託料 １８７万円

障がい者福祉基本計画策定事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○障がい者福祉基本計画策定事業 ２４２万円

障がい者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障がい者のため施策を総合的

かつ計画的に推進し、障がい者の自立と社会・経済・文化その他あらゆる分野への活動を促進す

るために計画を策定します。

主な経費

障がい者福祉基本計画策定委員報酬等 ３０万円

障がい者福祉基本計画作成委託料 ２１２万円

ともにつくる、地域の保健・福祉・医療のネットワーク
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ともにつくる、地域の保健・福祉・医療のネットワーク

保健センター建設事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○保健センター建設事業 ７２５万円

町民に対して各種保健・福祉サービスを行うことや保健・福祉の活動の拠点とする、「南風原町

総合保健福祉センター」を建設することを目的とする事業です。

平成１８年３月に南風原町総合保健福祉センンター建設検討委員会から答申のあった「南風原

町総合保健福祉センター建設基本計画（案）」に基づき建設に取り組んでいきます。

主な経費

総合保健福祉センター建設検討委員報・費用弁償 ２５万円

保健センター基本設計委託料 ７００万円

財源内訳

うち国庫補助金（まちづくり交付金） ２８０万円

うち一般財源 ４２０万円

▲ 保健センター建設予定地

総合保健福祉

センター

建設予定地

黄金森陸

上競技場

南風原

中学校
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児童手当事業
（担当：民生部 こども課）

○児童手当事業 ４億２２２万円

これからの未来をささえる子ども達が、心身ともに健やかに育つよう、子育てにかかる費用の一

部を、児童手当として子どもを持つ親に支給しています。

支給対象 ： 小学校6年生までの児童を養育している方

(手当を受給するには、一定の所得制限があります）

支給額（月額）：３歳未満の児童 一律１０，０００円 (平成１９年４月１日から)

３歳以上の児童

第１子 ５，０００円

第２子 ５，０００円

第３子以降 １０，０００円

支払時期 ：毎年２月、６月、１０月に、それぞれの前月分までが支給されます

主な経費

被用者児童手当 ８，２８９万円

（国が６，６３１万円、県が８２９万円、町が８２９万円を負担しています）

非被用者児童手当 ３，９３７万円

（国が１，３１２万円、県が１，３１２万円、町が１，３１３万円を負担しています）

被用者小学校修了前特例給付 １億７，５３２万円

（国が５，８４４万円、県が５，８４４万円、町が５，８４４万円を負担しています）

非被用者小学校修了前特例給付 １億３２６万円

（国が３，４４２万円、県が３，４４２万円、町３，４４２万円がを負担しています）

特例給付児童手当 １３８万円

（国が１３８万円すべてを負担しています）

用語チェック

児童手当には「児童手当法」によりいくつかの種類ありますが、支給される金額に違いはあ

りません。（支給額は上記のとおり）

「被用者」とはサラリーマンなど厚生年金に加入している方のことで、「非被用者」とは自営

業者など国民年金に加入している方のことです。

「被用者・非被用者児童手当」は、３才未満の児童を養育している方に支払われます。

３歳以上小学校６年生までの児童を養育している方に支払われるのが「被用者・非被用者

小学校修了前特例給付」です。

「特例給付児童手当」は所得制限により、児童手当を受けることが

できないサラリーマンなどの特例として、所得が一定未満の場合に限っ

て支給されます。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

宮平保育所運営事業
（担当：民生部 こども課）

○宮平保育所運営事業 ２，１１３万円

町立宮平保育所は唯一の町立保育所であり、働く父母が安心してあずけられる場として、家庭

に代わりこどもが安全で楽しく生活できるように努めています。

町立保育所と法人保育園は、ともに国の基準を満たしており保育内容について違いはありませ

ん。ただ、多様化する保育ニーズに応えていく取り組みや、特別な支援を必要とする子どもへの適

切な対応と早期発見が望まれるようなケースについて、町立保育園が先駆けとなって取り組んで法

人保育園の模範となる役割を担っています。

１．臨時職員賃金 ８１９万円

日常の保育業務を行う臨時職員（保育士）や、非常勤の

調理員を雇用しており、その賃金として使われています

２．給食材料費 ７０８万円

栄養のバランスがとれた園児の給食・おやつ・ミルクの

材料代として使われています。

３．水道光熱費 ２３２万円

保育所を運営するにあたって必要なエネルギーである、

電気・水道・ガスの使用料金として使われています。

４．消耗品費 ８５万円

保育用教材・薬品・洗剤や、施設内の消耗品・事務用品

・調理器具の購入などに使われています。

５．その他の費用 ２６９万円

保育所を運営するにあたって必要不可欠な行事費、

健康診断料、施設の修繕費、電話料金、保険料、

衛生管理費用として使われています。

▲ 宮平保育所の園児たち
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認可保育園事業・補助（保育所運営費）
（担当：民生部 こども課）

○認可保育園事業・補助（保育所運営費） １０憶８，１５４万円

保育所は、乳幼児を持つ保護者が仕事をしていたり、病気や出産のため十分な保育ができない

場合に、保護者に代わってその乳幼児を保育することを目的とする施設です。近年、核家族の増

加や共働き家庭の増加、勤務形態の多様化により保育の要求が高まっています。町では、その要

求に応えるために町立宮平保育所や法人保育園（認可保育園）１０園での保育を実施していま

す。

児童措置事業は午前７時００分から午後６時までの間保育を行う、法人保育園（認可保育園）１０

園に、町から補助金を助成し、乳幼児の保育を促進する事業です。

Ｐｏｉｎｔチェック！★

法人保育園とは園の広さや設備、職員の数や資格、保育内容について、

国が設けた基準をクリアして認可された保育園です。

各園への補助金額

津嘉山保育園 １億３，０４４万円

兼城保育園 １億 ２２４万円

はなぞの保育園 ９，３４４万円

若夏保育園 １億 ４０８万円

みつわ保育園 １億２，７６１万円

さんご保育園 １億２，６２４万円

はえばる保育園 １億３，１２１万円

ﾏｲﾌﾚﾝｽﾞ保育園 １億 ２０６万円

てぃだ保育園 ９，４４８万円

▲保育園遠足での園児たちなのはな保育園 ６，９７４万円

合 計 １０億８，１５４万円

法人保育園の運営には、保育料の他、国・県・南風原町からの補助を受けて運営しています。

▲水泳教室のようす ▲保育園ボディペインティングのようす

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

▲ 平成１９年度認可保育園運営費補助金の財源内訳グラフ

▲ 認可保育園運営費補助金年度別・財源別グラフ
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認可保育園運営費の負担内訳グラフ

国庫負担金（35.9％）

3億8,836万円

県負担金（18.0％）

1億9,418万円

町の負担分（20.4％）

2億2,130万円

保　育　料（25.7％）

2億7,770万円

10億8,154万円
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

延長保育促進事業
（担当：民生部 こども課）

○延長保育促進事業 ３，０７２万円

延長保育は、仕事などにより定刻の時間に保育園へ乳幼児を送り迎えできない保護者に対

応するために、午前７時から午後７時まで延長して保育を行う事業です。町内では、法人保育園

（認可保育園）１０園で実施します。町は、延長保育事業に対して補助金を助成し保育の充実を

図ります。

主な経費

認可保育園延長保育促進事業補助金 ３，０７２万円

※ 費用の一部を国が１,５００万円負担しています。

障害児保育事業
（担当：民生部 こども課）

○障害児保育事業 １，２５４万円

障害児保育事業は、障害児の発達と障害児保育の総合的な推進を図るため、集団保育が可

能な、原則として３歳児以上の障害児の保育を実施する事業です。町内では、町立宮平保育所

や法人保育園（認可保育園）６園で実施します。町は、障害児保育事業を行う法人保育園（認

可保育園）に対して補助金を助成し障害児保育の充実を図ります。

主な経費

宮平保育所臨時職員賃金 １７９万円

法人保育園障害児保育実施補助金 １，０７５万円
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一時保育事業
（担当：民生部 こども課）

○一時保育事業 ６２０万円

一時保育事業は保護者の仕事、職業訓練、就学等により週３日又は月１５日以内を限度とし

て、断続的に家庭での保育が困難となる児童や、保護者の傷病・災害・事故・出産・看護・介護・

冠婚葬祭により、緊急・一時的に家庭での保育が困難となる児童をお預かりする事業です。

町内では、町立宮平保育所や法人保育園（認可保育園）２園で実施します。町は、一時保育

事業を行う法人保育園（認可保育園）に対して補助金を助成し保育の充実を図ります。

主な経費

宮平保育所臨時職員賃金 １７９万円

認可保育園一時保育事業補助金 ４３２万円

その他の経費 ９万円

※ 費用の一部を国・県が４３２万円負担しています。

データで見る町内法人保育園のすがた（１０園の平均）

園児の数 １０８．７人

運営の補助額 １億８１５万円

傷害保険の補助額 ９万円

延長保育の補助額 ３０７万円

障害児保育の補助額（６園が実施） １７９万円

保育士数に対する補助額 ５８万円

すべて実施した場合の補助額 1億１，３６８万円

保育士の数 園児　４．７人に１人

園児１人の保育にかかる費用（年額） ９９万円

園児１人の保育にかかる費用（月額） ８．２万円

１園あたりの
状況

園児の状況

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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認可保育園事業・町単独事業
（担当：民生部 こども課）

○認可保育園事業・町単独事業 ７５４万円

保育所は、乳幼児を持つ保護者が仕事をしていたり、病気や出産のため十分な保育ができない

場合に、保護者に代わってその乳幼児を保育することを目的とする施設です。近年、核家族の増

加や共働き家庭の増加、勤務形態の多様化により保育の要求が高まっています。

法人保育園補助金は、保護者の保育料を軽減するため、町が保護者に

代わり、法人保育園（認可保育園）に支払っている補助金です。

１．法人保育園職員への給与補助 ５７６万円

職員１人あたり月２，０００円の補助金を各法人保育園に支払っています。

２．保育園及び園児の傷害保険料等補助 ８７万円

法人保育園で育児中の園児がケガなどをした場合に対応するため、保険をかけてい

て、その保険料を町が負担しています。

その他の経費 ９１万円

法人保育園の状況

★Ｐｏｉｎｔチェック！

認可保育園 ： 沖縄県が定めた保育所敷地面積などの基準を満たし、県から認可された保

育園を認可保育園といいます。町内には１０園あります。

認可外保育園 ： 沖縄県の基準を満たしていない保育園や、基準を満たしていても県の都

合により認可されていない保育園のことです。町内には１４園あります。

単位：人
保 育 所 名 児童定員 保育士数
津嘉山保育園 120 26
兼 城 保 育 園 90 22
はなぞの保育園 90 20
若 夏 保 育 園 90 22
みつわ保育園 120 26
さんご保育園 120 32
はえばる保育園 120 27
ﾏｲﾌﾚﾝｽﾞ保育園 90 19
て ぃだ保育園 90 22
なのはな保育園 60 13
合　　　計 990 229

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

認可外保育事業・町単独事業
（担当：民生部 こども課）

○認可外保育園事業・町単独事業 ３４３万円

認可外保育園に対し、保育の充実、児童の福祉向上を図ってもらうために補助をしています。

１．認可外保育園運営補助金 ３１９万円

認可外保育園に通う町内園児１人当たり月７００円の補助を行っています。

２．保育園及び園児の賠償責任保険料補助 ２４万円

保育園で育児中の園児に事故があった場合に対応するため、

賠償責任保険をかけていて、その保険料を町が負担しています。

認可外保育事業・補助事業
（担当：民生部 こども課）

○認可外保育園事業・補助事業 ３９０万円

・南風原町認可外保育事業補助金 ３９０万円

園児の健康診断、内科検診、歯科検診、また、１歳以上４歳未満児の牛乳代などへ補助

を行っています。

※ 費用の一部を県が１９５万円負担しています。

▲ 町のこいのぼり掲揚式に参加した認可外保育園の園児たち
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

町内にある法人保育所と学童クラブの位置図
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長期療養者支援事業
（担当：民生部 こども課）

○長期療養者支援事業 ９６万円

世帯主が病気療養のため３か月以上入（通）院した場合に、月額２万円の最長１年間支給さ

れます。支給要件は以下のとおりです。

・南風原町に１年以上住んでいる者

・前年の町民税が一定額以下である者。

（世帯に13,000円を超える人がいない、及び世帯の合計額が25,000円を超えない。）

・生活保護や公的年金や各種福祉年金を受給していない者。

主な経費

長期療養者に対する生活援助費 ９６万円

▲ 長期療養者に対する生活援助費の相談・申請はこども課窓口へ

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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母子・父子家庭医療費助成事業
（担当：民生部 こども課）

○母子・父子家庭医療費助成事業 １，００３万円

１８歳未満の児童を扶養している母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成し母子父子

家庭の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ります。なお、所得制限があり、医療費の助

成を受ける場合、毎年「受給者証」の申請が必要です。

主な経費

母子父子家庭医療費助成金 １，００１万円

その他の経費 ２万円

※ 県が費用の一部５００万円を負担しています。

医療費助成の範囲

医療費の自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。

（他の法律で負担する分、各保険による付加給付分、高額療養費の分は除かれます。）

一部負担金 通院 １月１診療機関（科）につき１，０００円

入院 １日につき７００円（住民税課税世帯）

３００円（住民税非課税世帯）

乳幼児医療費助成事業
（担当：民生部 こども課）

○乳幼児医療費助成事業 ５，８９０万円

乳幼児の健やかな成長に役立てるために、町に住む満５歳未満の乳幼児に対し、医療費の助

成を行います。（※３歳児、４歳児は入院のみとなります。）

なお、助成を受けるためには、「受給資格者証」の申請が必要です。

主な経費

乳幼児医療費助成金 ５，８０１万円

その他の経費 ８９万円

※ 県が費用の一部２，８９０万円を負担しています。

受給者資格証の申請はこちらまで

連 絡 先 ： 南風原町役場 こども課

電話番号 ： ８８９－７０２８

※ お気軽にご相談ください。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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幼稚園就園奨励事業
（担当：民生部 こども課）

○幼稚園就園奨励事業 ３３９万円

１．私立幼稚園就園奨励事業

町内に住んでいる４歳と５歳のこどもが私立幼稚園に通い、その入園料や保育料が減免さ

れ、なおかつ町が示す一定の条件に該当する場合は、その児童が通う私立幼稚園に対して就

園援助補助金を交付します。幼稚園教育の充実を図るためのものです。この事業は国からの補

助金もあります。

（内訳） 国庫補助金 ８５万円

町負担分 ２５４万円

２．公立幼稚園就園奨励事業

町立幼稚園に通う児童の世帯が、経済的理由で入園料、保育料、預かり保育料の納付が困

難な場合は、保護者が町に申請し、一定の条件に該当すれば入園料などが減免されます。

▲幼稚園の授業の様子

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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国民健康保険事業（国保特別会計）
（担当：民生部 国保年金課）

○国民健康保健事業（国保特別会計） ３５億３，６２０万円

★Ｐｏｉｎｔチェック！

国民健康保険、「国保」とは、 自営業や農家または職場などの健康保険に加入

していない人が、病気やケガをしたとき、安心して病院で医療が受けられるようにす

るための保険です。加入者の誰もが、安心して平等に医療が受けられるように保険

税を出し合い、いざというときの医療費にあてる「助け合い」の精神に基づいた制度

です。

「国保」の運営は、加入者のみなさんが納めた税金だけではなく、国・県・町も

費用を負担しています。私たちの健康を守る大切な「国保」を正しく理解しみんな

で守っていきましょう。

※ 「国保」は、加入者に国保税を納めてもらい、医療費など決まった目的の

ために支出しています。そのため、町の一般会計とは切り離して、国民健康

保険特別会計で、運営しています。

１ 医療給付事業 １７億１，９０１万円

病気やけがなどにより病院で、診察や治療を受けると、病院で直接支払う金額は、医療

費の３割で、後の７割は病院からの請求により、町の国保会計から支払います。

７０歳以上 ： １割又は３割の個人負担 ３歳未満は ： ２割の個人負担

主な経費

・ 一般被保険者療養給付費 １３億７，５８２万円

一般の被保険者の診察や治療に対しての医療費を病院などに支払います。

・ 退職被保険者等療養給付費 ３億３，６８９万円

退職被保険者の診察や治療に対しての治療費を病院などに支払います。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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・ 一般被保険者療養費 ５２３万円

一般の被保険者が、保険証を持たずに病院で診察や治療をすると、医療費の全額

を自己負担することになりますが、その後、町（役場）で申請の手続きを行えば、かか

った医療費の７割を支給します。

・ 退職被保険者療養費 １０７万円

退職被保険者が、保険証を持たずに病院で診察や治療をすると、医療費の全額を

自己負担することになりますが、その後、町（役場）で申請の手続きを行えば、かかっ

た医療費の７割を支給します。

★Ｐｏｉｎｔチェック

一般被保険者 ： 自営業や農家または職場などの健康保険に加入して

いない国保の保険者

退職被保険者 ： 会社や公務員など他の保険に加入していた人が、

高齢で退職し、国保に加入した保険者

２ 高額療養費 ２億２，７０７万円

医療費の自己負担額が、一定金額を超えた場合は、その超えた額を町の国保会計から

支給し、保険加入者の負担を軽減します。その場合は領収書を持って役場で受付をしていま

す。

主な経費

一般被保険者高額療養費 １億８，６１７万円

退職被保険者等高額療養費 ４，０９０万円
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３ 老人保健医療費拠出金 ６億８，４３３万円

老人医療に係る経費をまかなうために、老人加入者に応じて社会保険診療報酬支払基

金に拠出金（負担金）を支出します。

通常７５歳未満の方が診察や治療を受けた場合は老人保健医療保険から支払われます

が、７５歳以上の方の場合は、一部町の国保会計から支払われます。

※ 平成１４年９月までに７０歳となった人も含みます。

主な経費

老人保健医療費拠出金 ６億８，４３３万円

４ 介護納付金 １億９，３４９万円

介護保険第２号被保険者のうち、国保税とともに納められた国保加入者分の介護保険料

を、社会保険診療報酬支払基金へ支出します。

主な経費

介護納付金 １億９，３４９万円

←
那覇市上間にある

沖縄県社会保険診療

報酬支払基金の地図
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５ 高額医療費共同事業医療費拠出金 ６，６０８万円

高額医療の発生により、市町村など保険者の財政運営の不安定を緩和するため、その

費用を国保連合会に拠出します。

主な経費

高額医療費共同事業医療費拠出金 ６，６０８万円

６ 保険財政共同安定化事業拠出金 ４億５，０１４万円

県内市町村国保の保険税平準化と保険財政の安定化を図るため、１件３０万円を超

える医療費について、市町村の国保から拠出して共同事業を実施するものです。この

事業により、県内市町村国保医療費のほぼ４割が共同化されることになります （平。

成１８年１０月から実施しました ）。

高額医療費共同事業医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金を▲

収めている沖縄県国民健康保険団体連合会の地図と写真
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７ 出産育児一時金 ４，０２５万円

国保加入者に子供が産まれたとき、出産育児一時金として３５万円を支給します。町（役

場）で出産育児一時金を受け取るには印鑑が必要です。

主な経費

出産育児一時金 ４，０２５万円

８ 葬祭費 １９２万円

国保に加入している方がなくなったときは、葬祭を行った人に２万円支給します。その場

合には、印鑑を持って役場で手続きが必要です。

主な経費

葬祭費補助金 １９２万円

○健康づくり事業 ２，６２１万円

国保へ加入している方に、医療費以外に健康検診や人間ドックなど健康管理に対する支援

を行います。加入している方の健康意識を高め、病気の予防や早期発見などにより、健康増進

を図ります。

１ 健康づくり事業 ７２４万円

健康づくりや健康予防のために、人間ドック、骨粗しょう症などの健康検診に支援を行いま

す。

主な経費

生活習慣病検診補助金 １９万円

人間ドック検診補助金 ４８０万円

はり、きゅう、あん摩、マッサージ補助金 １１３万円

骨粗しょう症検診補助金 ４２万円

その他の経費 ７０万円

※ なお、補助を受けるには役場で手続きが必要です。

①人間ドック等の検診を受ける時の補助

検診名 対象者 補助金額

人間ドック ４０歳以上の方で年１回 4,000円

骨粗しょう症 ４０歳以上の方で年１回 840円

生活習慣病検診 ４０歳以上の方で年１回 2,730円

糖負荷、インスリン検診 ４０歳以上の方で年１回  10,880円

はり、きゅう、あん摩、マッサージ 年１回（１２月分） 800円
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２ ヘルスアップ事業 １，４１４万円

生活習慣病である糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症等の発症および重症化を防ぐため

に、様々な支援や検査を通して改善すべき課題を明らかにして、生活習慣の改善に向けた対

象者個人の努力を支援する事業です。

対 象 者：国保被保険者のうち、生活習慣病およびメタボリックシンドロームやその予備

群該当者で、事業への参加協力が得られた方

事業の特徴：動脈硬化やインスリン分泌の状態を詳しく調べる検査や保健師・栄養士のか

かわりを通して、個人に合ったプログラムを作成し健康づくりを支援します。

３ 訪問指導事業 ２９１万円

住民検診の受診者のうち、生活習慣病およびメタボリックシンドロームやその予備群等、そ

の他必要な方に対し、自分自身の体の状態が理解でき、病気の予防・改善や健康づくりに取

り組めるように、保健師や栄養士が相談などを通して支援します。

主な経費

保健師 ２６９万円

その他の経費 ２２万円

４ その他 １９２万円

▲ 町の栄養士による調理のようす
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○保険税収納率向上特別対策事業 １，８３６万円

国保加入者に、国保を理解してもらい、国保税の納付率を向上させて、財政の健全化を図り

ます。そのために、町では６名の納付指導員により、国保加入者への納付指導や口座振替を

促進し納付率の向上を図ります。またコンピュータを利用して、国保加入者の加入や脱退の管

理や納付状況の把握を行います。

主な経費

納付指導員報酬（６名） １，５８４万円

電算システム機器使用料 １１５万円

その他の経費 １３７万円

▲町の国保会計を支える納付指導員（国保レディ）のみなさん

一般（人） 退職（人） 老人（人） 計（人）

H13 4,807 9,607 778 1,513 11,898 701,889,900 93.51

H14 4,990 9,757 878 1,549 12,184 730,019,500 94.19

H15 5,094 9,823 992 1,538 12,353 719,838,300 94.23

H16 5,216 9,829 1,160 1,491 12,480 721,384,200 94.04

H17 5,423 10,007 1,250 1,476 12,733 737,743,200 94.74

国保加入者数及び保健税納付率推移

国保加入者世帯数及び加入者数（年度末） 保険税

年度
世帯数

加入者数
税額（円）

納付率
（％）
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平成１９年度国民健康保険特別会計予算のグラフ

平成１９年度国保特別会計収入予算
３５億３，６２０万円

その他
２，７７４万円

1%

一般会計からの繰入金
３億２，９３８万円

9%

国・県以外からの補助
８億５９４万円

23%

県からの補助
１億７，４８３万円

5%

国からの補助
１３億６,０６１万円

38%

みんなが納めた税金
８億３，７７０万円

24%

平成１９年度国保特別会計支出予算
３５億３，６２０万円

その他
１億６,５７０万円

5%

病院に支払う医療費
１９億４，６０３万円

55%

老人保険への拠出金
６億８，８４０万円

19%

介護保険料分
１億９,３４９万円

5%

共同事業拠出金
５億１，６３７万円

15%

 健康づくり事業
２，６２１万円

1%
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○国民健康保険特別会計繰入 ３億２，９３８万円

国保事業の円滑で適正な運営に役立てるため、また国保財政の健全性を図るために一般会

計から、国保特別会計に対し繰入金として繰入しています。

１ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） １憶２，９４２万円

低所得世帯の、保険税を軽減（２割、５割、７割）する制度があります。その軽減した額

を、一般会計より国保特別会計へ繰入しています。

主な経費

保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） １憶２，９４２万円

内訳 県負担金 ９，７０６万円 一般財源 ３，２３６万円

２ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）

国保の保険税は、世帯の所得などできめられます。また、保険税額は市町村が決定する

ため、市町村により額がちがいます。そのため、市町村によって国保税の収入に格差があ

り、国保会計の財政力に違いがでてきます。国保財政の健全化を図ることや、保険税が市

町村で大きな較差が生じないように、一般会計から繰入しています。

主な経費

保険基盤安定繰入金（保険者支援分） ２，７１５万円

内訳 国負担金 １，３５７万円 県負担金 ６７９万円 一般財源 ６７９万円

３ 職員給与費等繰入金

国民健康保険課の職員の人件費や事務費などの支出のため、一般会計より繰入してい

ます。

主な経費

職員給与費等繰入金 ７，５７６万円

４ 出産育児一時金繰入金（制度的繰入金）

国保加入者が、出産した場合に国保特別会計から３５万円を出産育児一時金として支給

します。その支給する、２／３を一般会計から国保特別会計へ繰入しています。

主な経費

出産育児一時金繰入金 ２，６８４万円

５ 財政安定化支援事業繰入金

国保特別会計の財政基盤の安定を図るために、国保税の軽減世帯数や町内病院の病

床数、高齢者数などの数値からを基に計算して出した額を一般会計から国保特別会計へ

繰入しています。

主な経費

財政安定化支援事業繰入金 ７，０２１万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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国民年金事務費
（担当：民生部 国保年金課）

○国民年金事務費 １，０９２万円

国民年金（こくみんねんきん）とは、日本国内に住所のある２０歳以上６０歳未満のすべての人が

加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに基礎年金を支給する公的年金制度です。

町では、国民年金に関する、「資格関係届出の受理・審査」、「保険料免除申請等の受理・審

査」、「老齢年金諸届の受理・審査」、外国人２０歳到達者に係る情報の社会保険所への提供、国

民年金の資格取得時等における保険料の納付督励、年金に関する広報、年金相談などを行いま

す。

主な経費

職員給与等 ６５６万円

臨時職員賃金 ４１７万円

その他の経費 １９万円

※ 費用を国が１,０９２万円負担しています。

▲ 公的年金制度の体系

自営業者等 サラリーマン・ＯＬ サラリーマン
第１号被保険者 第２号被保険者 （公務員等）

（20～59歳） （全員加入） （70歳未満） 第２号被保険者
者

　 （20～59歳）

第２号被保険者
の被扶養配偶者

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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老人医療対策事業
（担当：民生部 国保年金課）

○老人医療対策事業 ５，９０３万円

老人医療制度の安定的運営を維持するための事業です。主な経費の内容は、町と沖縄県社

会保険診療報酬支払基金と沖縄県国民健康保険団体連合会の間で医療費に係るデータのや

り取りを行うための、コンピュータシステムの処理委託料や病院で治療などを受けた方へ医療費

の明細書を通知するための郵送料などです。

主な経費

老人医療共同電算処理等委託料 ４，６２１万円

高額老人医療費支援費管理システム使用料 ２４万円

老人医療情報ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ使用料 ４０万円

後期高齢者医療広域連合負担金 １，２１８万円

▲老人医療の手続きは、役場２階の国保年金課窓口へどうぞ

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

老人医療費適正化推進事業
（担当：民生部 国保年金課）

○老人医療費適正推進化事業 ４３４万円

１ 老人保健医療費適正化事業

住民の健康づくりを推進するためには、十分な医療を保障できる安定的・効率的な医療

保険制度を築くことが必要です。町は、老人医療費の適正な使い方を推進するためにレセ

プト点検を行います。

主な経費

保健事業嘱託員（レセプト点検）報酬 ２１８万円

その他の経費 ２１６万円

★Ｐｏｉｎｔチェック！

診療の妥当性審査

「レセプト」とは、医療費の明細書のことです。医療費は病院や診療所、調

剤薬局などが、診療、検査、投薬、手術など医療行為の内容を記入し、月ご

とに審査機関に提出、医療費を請求します。請求された医療費は、沖縄県社

会保険診療報酬支払基金と沖縄県国民健康保険団体連合会で医療費の計

算書を審査、点検して審査を終え、町に送られてきた明細書がレセプトです。

町では、さらにレセプト職員で審査し、適性な医療であるかチェックを行います。

▲ レセプトを審査する、左から知念さん・親泊さん・當間さん
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老人医療給付事業（老人保健特別会計）
（担当：民生部 国保年金課）

○老人医療給付事業（老人保健特別会計） １７億９ ６２９万円,

「老人医療制度」は、高齢化社会の到来に対応して、みんなで医療費を出し合い、お年寄り

の方が病気になっても安心して医療が受けられるようにと全国的に行われているしくみです。

老人医療は「老人保健特別会計」により運営されています。運営資金として、町の一般会計か

らは繰入金（税金など）１億４，０３０万円を繰入しています。また、それ以外の資金として、支払

基金交付金（各医療保険者からの拠出金）と国および県からの負担金があります。

今後も病気の多様化と長期化が考えられ、高度医療・診療科目の細分化などにより、医療費

の増加は避けられない現状と考えられます。受給者一人ひとりの認識として、重複受診（同じ病

気で複数の病院で診察を受けること）や頻回受診（必要以上に病院にかかること）をひかえ、適

正な医療受診を心がけましょう。

主な経費

老人医療給付事業（病院へ支払い） 1７億７,３９６万円

老人医療費支給事業（役場窓口で個人へ支払い） １,７１５万円

その他の経費 ５１８万円

★Ｐｏｉｎｔチェック！

老人医療とは？

７５歳以上の方は、老人医療を受けることになっており、役場より受給者証と

健康手帳が交付されます。受給者証を持って病院に行くと、直接支払う金額

は、かかった医療費の１割になります。また、平成１４年９月３０日までに７０歳

になった人や６５歳以上で障害認定を受けた人も対象です。なお、所得が多

い人は病院での負担が３割になる場合もあります。

老人保健特別会計の運営には１７億９，６２９万円が必要で、国・県等の補助を受けています。

○国の補助 ５億６，１２２万円 ○県の補助 １億４，０３０万円

○支払基金交付金 ９億５，４４６万円 ○町の負担 １億４，０３１万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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婦人がん検診事業
（担当：民生部 国保年金課）

○婦人がん検診事業 ６７５万円

町では、婦人がん検診は集団検診（中央公民館）及び個別検診を行うことになりました。個別検

診は、医療機関に個人で直接電話で予約します。

集団検診 実施期間 平成１９年７月（３回）：

個別検診 実施期間 平成１９年６月～平成１９年１２月：

主な経費

婦人がん検診委託料金 ６１２万円

婦人がん検診通知費 ４９万円

その他の経費 １４万円

住民健診（健康診査）事業
（担当：民生部 国保年金課）

○住民健診（健康診査）事業 ３，７３２万円

１６歳以上で学校・職場などで健康診査を受けられない方を対象に、住民健康診査（身長、体

重、腹囲、尿検査、血液検査、医師の診察、ﾚﾝﾄｹﾞﾝ、眼底、心電図）をおこないます。

６５歳以上の方は、介護予防のための生活機能評価に関する項目があります。人間ドック受診な

される方は受診できません。希望者は、胃・肺・大腸のがん検診が受診できます。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

主な経費

基本健康診査委託料金３，２９７万円（１人８，７５９円）

胃検診委託料 １２６万円（１人４，０９５円）

肺がん検診委託料 ８１万円（１人２，６２５円）

大腸がん検診委託料 ８６万円（１人１，７８５円）

住民健康診査通知費 ８３万円

臨時職員賃金など ５９万円

▲ 住民健診のようす

※基本健康診査の費用は、一部を国や

県も負担しています。

国の負担額 ４４６万円

県の負担額 ４４６万円

▲ 住民健診のようす
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老人ホーム入所措置事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○老人ホーム入所措置事業 ７６５万円

６５歳以上の高齢者で身体上、または、やむを得ない事情により、自宅での生活が困難な方は

老人ホームなどに入所して生活することができます。このような方が対象の養護老人ホームへの入

所申し込みは、町が窓口となり入所判定委員会の決定が必要となります。本人及び扶養義務者の

所得に応じて費用負担があります。

主な経費

老人ホーム入所保護措置費 ７６２万円

老人ホーム入所判定委員報酬など ３万円

※ 平成１７年度より国や県の負担が廃止となりました。

老人ホーム ： 県立首里厚生園

入 所 人 数 ： ４人

沖縄県立首里厚生園付近地図

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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介護予防事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○介護予防事業 ３，００２万円

１ 生きがい活動支援通所事業（施設型）

外出機会の少ない高齢者に対し、通所介護施設を利用して日帰りでレクリェ－ション、食事、

入浴などいろいろなサ－ビスを提供することで、生きがいと社会参加を促進し、社会的な孤独感

の解消や自立した生活の支援を行います。

主な経費 生きがい活動支援通所事業委託料 １０３万円

利用料 ： １回 ７００円

実施施設 ： 介護老人福祉施設「嬉の里」「第一病院」

平成１８年度利用状況：「嬉の里」９名 「第一病院」３名

２ 生きがい活動支援通所事業（地域型）

地域の公民館・集会所を拠点にして健康チェック・レクリェ－ション・趣味活動（グラウンドゴル

フ、健康講話、工作など）を提供し、おとしよりの生きがいと健康づくり、社会参加を促進し、社会

的孤立感の解消や自立した生活の支援を行います。又、各地域で活動しているみなさんとボラ

ンティアが一堂に会し、ふれあいいきいきサロン交流会を一年に一回開催しています。

主な経費 生きがい活動支援通所事業委託料 ６９３万円

利 用 料 ： １００円（食事提供時は別途徴収）

１４の自治会と社会福祉センターで実施しています。

実施施設 ： 町社会福祉協議会（平成１８年度は、２４３回実施しました。）

▲ 生きがい活動支援通所利用者交流会（ふれあいいきいきサロン交流会）のようす

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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３ 在宅介護支援センター運営事業（地域型） ７１５万円

在宅介護支援センタ－は、高齢者が住みなれた町で安心して暮らしていけるように、自宅に

居ながら、保健・福祉・介護の相談などを行う身近な相談窓口です。

各種の福祉サ－ビスが利用できるように、地域包括支援センターと連携をとりながら「介護の予

防」と「生活の支援」に重点を置いて支援を行います。

具体的には ①自宅での介護に関する相談を行います。

②介護サ－ビスを受ける為の利用手続きをお手伝いします。

③保健・福祉・介護サ－ビス等の紹介をします。

④介護保険に該当しない方々への生活支援サ－ビスを紹介します。

⑤高齢者の生活状況を把握し課題の早期発見・解決の支援を行います。

主な経費

地域在宅支援センター運営事業委託料 ７１５万円

委託先 町社会福祉協議会

※これまで費用の一部を国や県が負担していましたが、

平成１８年度から国や県の負担が廃止となりました。

▲南風原町在宅介護支援センターの全景

▲南風原町在宅介護支援センター職員

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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４ 栄養改善事業（配食サ－ビス）

自宅で生活する高齢者が健康で自立した生活を送ることができるために、栄養バランスのと

れた食事を届け、高齢者の食生活の確保と健康の維持を図ると共に、安全の確認をするなど生

活の支援を行います。

主な経費 栄養改善事業委託料 ９３３万円

対象者 ： おおむね６５歳以上の単身高齢者、高齢者のみの世帯やこれに準ずる世帯の

高齢者等で調理が困難な方。

内 容 ： 月から金の希望する曜日の昼食、夕食（祝祭日、年末年始除く）

利用料 ： １食 ３００円（平成１８年度は７４名に、合計１０，５４５食支援しました。）

▲高齢者の栄養バランスに配りょした食事（写真は実際の配食サービスされた食事です）

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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５ その他各種介護予防事業

介護は必要としないが、要支援・要介護の状態に陥る可能性が高い高齢者を対象に、介護

予防を目的として、その他各種介護予防事業を実施します。

① 運動機能向上事業

理学療法士や保健師が対象者の身体機能に応じた運動プログラムを作成し、運動を指導、

週２回程度実施します。

主な経費 運動機能向上講師・保健師報酬等 １６７万円

対象者 ： 介護認定には該当しないが、運動器の機能が低下しているおそれのある高齢者

▲ 運動機能向上事業のようす（黄金森公園陸上競技場内）

② 口腔機能向上事業

歯科衛生士が、食事の噛みくだきや飲み込みの機能低下を予防するために、口腔内の清掃

や摂食や飲み込みの機能に関する機能訓練を行います。

主な経費 口腔機能向上講師謝礼金 １３万円

対象者：食事の噛みくだきや飲み込み等の機能が低下しているおそれのある高齢者

③ 地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修を行います。

主な経費 地域介護予防活動支援事業講師謝礼金 ４万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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④ 操体事業

介護予防を目的とした健康体操の一つとして、操体法の講師を派遣して指導しています。

主な経費 操体事業講師謝礼金 ２４万円

実施場所：社会福祉センター（毎月第２水曜日 午後２時）

津嘉山公民館 （毎月第２水曜日 午前１０時）

▲ 操体事業のようす（社会福祉センター） ▲ 操体事業のようす（津嘉山公民館）

⑤ その他事業

介護予防事業をスムーズに行うため、保健師を配置します。各種介護予防事業を実施してい

きます。

主な経費

介護予防事業保健師賃金 ２７０万円

印刷製本費 ８０万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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家族介護支援事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○家族介護支援事業 ３６３万円

１ 家族介護者支援交流事業（元気回復事業）

介護が必要とされる高齢者や認知症の高齢者などを自宅で介護している家族の方々が、他

の家族との交流や情報交換、レクリェーションを通して日頃の介護疲れを軽減し心身のリフレッ

シュを図れるよう支援します。

主な経費 家族介護者等支援事業委託料 ２８万円

実施内容 ： 懇談会、ピクニック等の実施

対 象 者 ： 高齢者等を在宅で介護している家族

平成１８年度は４回行い５５名が参加しています。

２ 家族介護教室

自宅で家族を介護している方が、介護の方法や保健福祉制度、介護者自身の健康づくりな

どについて学び、介護者の精神的・身体的負担の軽減を図ります。

主な経費 家族介護者等支援事業委託料 １７万円

実施内容 ： 認知症高齢者の理解について、負担の少ない介護法、福祉用具の活用と

住宅改修などを学びます。

対 象 者 ： 高齢者等を介護している家族及び地域の支援者等。

平成１８年度は５回実施し、１３５名が参加しています。

ご相談はこちらまで 南風原町社会福祉協議会

場 所 南風原町字照屋１番地

電話番号 ８８９－３２１３ ※ お気軽にご相談ください。

３ ねたきり老人見舞金支給事業 ３０万円

この事業は、ねたきり老人に対して見舞金を支給し、福祉増進を図ることを目的とします。支給

対象者は、６ヶ月以上引き続き寝たきりの６５歳以上の在宅（病院での入院含む）の方で、食事、入

浴、排泄など、日常生活する上で介助が必要な方に見舞金を支給しています。なお、老人ホーム

に入所している方や、町が支給する他の見舞金を受けている方は支給の対象外となります。

主な経費

寝たきり老人見舞金 ３０万円

支給額 ： １人に年間１万円

※平成１８年度は３１名に支給しています。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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４ 老人福祉医療助成金支給事業 ２４０万円

自宅（入院含む）でねたきりの高齢者や認知症の高齢者に対し、健康保険などの保険外負担と

なっているおむつ代の助成をします。

主な経費

老人福祉医療助成金 ２４０万円

対象者 次の要件全てに該当する方が支給対象となります。

１．６５歳以上で、おむつ使用が６ヶ月以上継続している方。

２．介護保険の適用入院（入所）していない方。

３．南風原町に住民登録してから６ヶ月以上になる方。

４．生活保護受給者でない方

支給額 月額２，５００円

平成１８年度は９９名に助成しました。延べ月数９１３月分

５ 介護用品支給事業 ３８万円

自宅で高齢者を介護している家族の負担を軽減し、要介護者の家庭生活の継続と向上を図る

ため、介護用品を支給します。

（介護保険第２号被保険者で、特定疾病に該当する者を含みます）

主な経費

介護用品消耗品費 ３８万円

※平成１８年度より全額町の負担となります。

対 象 者 ： 本町に住所が有り要介護４又は５に相当し、町民税非課税世帯で自宅に住

む高齢者などを介護している家族。

（入院中は給付を受けることができません）

給付の方法 ： 町に申請して給付券を受取り、町が指定した薬局で給付券を提示し必要な用

品と交換します。

給 付 額 ： １人あたり年額７５，０００円

（家族介護元気回復事業に参加しない場合は月額８，３３４円）

用品の種類 ： 紙おむつ、尿とりパット、手袋、消臭剤、等

平成１８年度は７名に補助しました。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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６ 南風原町介護者の会（にじの会）補助金 １０万円

南風原町介護者の会（にじの会）は介護者間の連携を密にし、お互いが絣（かすり）をつむぐよう

に心と心を織りあわせ、協力と助け合いでよりより介護につなげる様に努め地域の理解と協力を拡

げながら、在宅で安心して介護ができることを目的に結成されました。

会員は、在宅療養者の介護者及びその他会の目的に賛同する人です。主な事業は、情報交換

及びリフレッシュ事業、関係機関の主催する事業への参加協力、講演会及び研修会等の実施で

す。

▲ リフレッシュ事業のようす

▲ 研修会のようす

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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緊急通報体制等整備事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○緊急通報体制等整備事業 ８１万円

町内に住所を有するおおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及び高齢者のみの世帯等に緊急

通報装置を備えた電話機を設置します。緊急時に受信センターが迅速かつ適切な対応を行い、

平常時には相談を受け付けたりする事業です。高齢者の日常生活上の安全の確保と不安の解消

をはかります。利用料は無料ですが、通話料は利用者の負担となります。

対象者

町内に住所を有するおおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及び高齢者のみの世帯等

実施時期

２４時間体制で年間を通して利用できます。

利用者負担費用

月々の電話料金（基本料金、通話料金）、電池代、故障したときの修理代が必要となります。

受信センター

㈱シルバーサービス沖縄 住所：那覇市安里１丁目8番9号 電話番号：８６６－６６９９

主な経費

在宅老人緊急通報システム使用料 ７０万円

修繕費など １１万円

平成１８年度は１９名が利用しています。

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

高齢者地域支援体制整備・評価事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○高齢者地域支援体制整備・評価事業 ５０８万円

１ 軽度生活援助事業

この事業は、日常生活をしていくことに支障がある高齢者がいる家庭に対して、家事をする

ホ－ムヘルパ－（お手伝い）を派遣し、高齢者の健康の維持や生活の安定を目的とします。

対象者は、６５歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない方です。

主な経費

軽度生活援助事業委託料 １６３万円

サービスの内容

①外出するときの援助

②ふとんなどの日干しや衣類の洗濯、出し入れ

③家の周りの清掃

④家の中の整理・整頓

費用は１時間あたり１２０円で利用できます。

平成１８年度の利用者は延べ１２０人で、８７７時間の利用がありました。

２ ふれあいコ－ルサ－ビス事業

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯などへ定期的に電話をかける事で、健康状態の確

認や心のふれあいを図ります。週３回利用することができます。なお、個人負担はありません。

主な経費

ふれあいコールサービス事業委託料 ３７万円

平成１８年度は利用者１３名で、１，４６０回利用されています。

３ 訪問理美容サービス事業

理髪店や美容院に行くことが困難な高齢者または障害者宅に美容師等が訪問し、理髪サー

ビスを提供します。

主な経費

訪問理美容サービス事業委託料 ７万円

平成１８年度の利用者は延べ人数１８名です。
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

４ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

在宅でねたきりの高齢者のみの世帯に対し、清潔で快適な生活を支援するため寝具類の洗

濯等を行います。

主な経費

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 ７万円

平成１８年度は利用者がいませんでした。

５ 老人日常生活用具給付事業

この事業は、高齢者が自立するための支援や介護予防を促進することを目的とし、日常生活

用具を必要とする６５歳以上の高齢者が、元気で安心して生活を送るために日常生活用具を支

援する事業です。対象者は、介護保険サービス対象となっていない方で特に必要性がある方と

なります。

主な経費

日常生活用具給付費 １５万円

福祉電話設置費 ４万円

給付及び貸与できる物は？

歩行支援用具（手すり、スロ－プ等）、腰掛便座（ポ－タブルトイレ）、

入浴補助用具（シャワ－用椅子等）、電磁調理器、火災警報機、自動消火器、

福祉電話などがあります。

（福祉電話は所得の低い１人暮らし高齢者又は高齢者世帯で、緊急連絡手段の確保が

必要な方が対象となります。基本料金・通話料は本人負担となります。）

※１割負担で購入できますが、所得に応じた負担や支給される額には限度があります。

※平成１８年度は福祉電話設置申請は０件。日常生活用具の給付は３件ありました。
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

６ 外出支援サービス事業

① 町に住所を有するおおむね６５歳以上の在宅高齢者で、一般の交通機関を利用する事

が困難な方に対し、リフト付きワゴン車で自宅と医療機関等の送迎を行います。

利 用 料 ： １回につき２００円

利用時間 ： 月～金曜日の午前９時から午後５時（祝祭日・年末年始は休み）

利用範囲 ： 町内及び隣接する市町村

② 高齢者の方で歩行に不安があるために、自分で「生きがい活動支援通所事業」の提供

場所（地域公民館）まで歩くことが困難で、家族などの援助が困難な方の送迎をおこないま

す。

利用料は無料です。

主な経費

外出支援サービス事業委託料 ２７５万円

（町社会福祉協議会へ委託）

「スマイリー号」を操作する▲

担当の赤嶺敏満さん

▲

リフト付きワゴン車の

「スマイリー号」

「スマイリー号」は、リフト付きな※

ので、車イスの方も利用できます。
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

包括的支援事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○包括的支援事業 ２，０２７万円

地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと生活できるように、様々な支援を行う地域介護の中核拠

点となる『地域包括支援センター』を設け、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーなど専門

職を配置し、高齢者やその家族の相談を受けたり、「介護予防ケアマネジメント」を行います。

具体的には ①要支援１・２の方、要支援・要介護状態になるおそれのある方の

ケアプラン作成。

②高齢者虐待など高齢者に関する総合的な相談窓口。

③市町村、関係機関との調整や、ケアマネージャーの支援。

主な経費 地域包括支援センター委託料 １，７４８万円

（町社会福祉協議会へ委託）

包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑに係る経費など ２７９万円

※費用の一部を沖縄県介護保険広域連合が１，６６４万円負担しています。

▲ 南風原町地域包括支援センター全景

▲ 南風原町地域包括支援センター職員のようす
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

介護保険運営事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○介護保険運営事業 ２億１，１４０万円

南風原町の介護保険は、「沖縄県介護保険広域連合」に加入する事によって、運営されていま

す。介護保険広域連合が、安定的に運営されるよう、介護給付費及び予防給付費に要する費用

の１２．５％に相当する額を介護保健広域連合に支出しています。

主な経費

沖縄県介護保険広域連合負担金 ２億1，11２万円

（介護保険給付費 １億６，０３０万円 事務費 ５，０８２万円）

その他の経費 ２８万円

http://www.okinawa-kouiki.jp/index.html【沖縄県介護保険広域連合】

広域連合では、２８市町村が一つの大きな組織を作ることによって、介護保険財政を安定させ、

介護サービスの平準化を図っていきます。また、構成市町村の英知を結集して、保険料やサービ

スの適正化をはじめ、離島などサービス基盤の不十分な地域への対策など、諸課題の解決に取り

組むことによって、効率的で質の高い事業の実施を目指しています。

介護保険は、４０歳以上の加入者に納めていただく保険料と、国・都道府県・市町村からの公費

(税金)を財源として運営されています。加入者が介護や支援を必要とするときに、介護サービスを

利用する費用にあてることで、加入者とその家族をささえるしくみです。

▲ 介護保険の負担割合グラフ

▲ 沖縄県介護保険広域連合本部の地図
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

介護保険の要介護認定申請から、介護サービス、介護給付費請求までの流れ
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

母子保健推進事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○母子保健推進事業 １６１万円

妊婦さんや乳幼児をもつ家庭と行政とのパイプ役として、２３名の母子保健推進員が各地域で

活動しています。母親学級の案内を届けたり、乳幼児訪問をしたり、町の母子保健事業のお手伝

いをしたりする中で、お父さんお母さんの良き相談相手となります。

主な経費

活動謝礼金 １１４万円

消耗品・保険料な １９万円

研修費 ２８万円

▲ 母子保健推進員研修のようす

マタニティー事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○マタニティー事業 ６７万円

第１子・２子目の妊婦さんを対象に偶数月にマタニティー教室を開催しています。４回コースとな

ります。１回目は文学療法セラピストによる講話、２回目は栄養士による妊婦の栄養についての講

話、３回目は助産師によるお産のしくみと呼吸法実習、４回目は栄養士による調理実習の内容で

す。安心してお産にのぞめるよう、これから産まれてくる我が子のため学んでみませんか。

主な経費

講師等謝礼金 ２６万円

消耗品など ４１万円
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ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

妊産婦新生児訪問指導事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○妊産婦新生児訪問指導事業 ６５万円

助産師または保健師が初任婦さんや生後１ヶ月前後の赤ちゃんのいる家庭を訪問します。第１

子を中心に訪問を希望する方に実施しています。産前産後の体調や子育ての相談にご活用くだ

さい。

主な経費

新生児訪問及び妊産婦訪問指導委託料 ６５万円

赤ちゃんすこやか広場事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○赤ちゃんすこやか広場事業 ５５万円

４ヶ月～６ヶ月の赤ちゃんを対象とした、赤ちゃんすこやか広場を３回コースで年６回開催しま

す。対象者には通知し予約制で行っています。

事業内容は、１回目は保育士による遊びについてや絵本の紹介、保健師による事故予防や予

防接種についての講話、２回目は栄養士による離乳食実習、３回目は助産師によるベビーマッサ

ージや保健師による発達についての講話となっています。

各専門の講師より相談・指導をうけることで、育児不安を抱えやすい乳児期のお子さんをもつお

母さんたちの不安解消を図ります。親同士の交流をとおして、子育てサロンへの参加へつながった

りと、楽しく育児をする環境づくりのきっかけにもなります。

主な経費

講師等謝礼金 ３２万円

消耗品など ２３万円

▲ ベビーマッサージのようす
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離乳食実習事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○離乳食実習事業 ２７万円

４ヶ月以降の赤ちゃんをもつお母さんを対象に、離乳食実習を実施しています。

栄養士の指導のもと、３～４名を１グループとして前期・中期・後期の離乳食を作り赤ちゃんと一

緒に試食します。栄養士・保健師による相談もおこない、離乳食のすすめ方や育児不安などの相

談を受けます。実習中は母子保健推進員がお子さんをお預かりしています。

主な経費

講師等謝礼金 １５万円

材料費など １２万円

母子栄養強化事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○母子栄養強化事業 ４万円

生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯及び所得税非課税世帯に属する妊産

婦及び乳児のうち医師により栄養強化を行うことが必要と診断された者、体重の増えが悪い乳児に

対し、牛乳・粉ミルク等の品目を定められた期間で支給します。

主な経費

ミルク等支給費 ４万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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１歳６ヶ月児健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○１歳６ヵ月児健康診査事業 ２０１万円

１歳６ヶ月～８ヶ月児を対象に身体発育及び精神発達の面から医師、歯科医師等による総合的

な健康診査をおこないます。毎月１回実施しています。

健診の内容は①発達チェック②身長・体重・胸囲・頭囲の測定③尿・血液検査④小児科医診察

⑤歯科医診察⑥歯科衛生指導⑦栄養相談⑧保健相談となっています。

主な経費

医師等謝礼金 １０８万円

検査委託料など ９３万円

３歳児健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○３歳児健康診査事業 ２４０万円

３歳４ヶ月～５ヶ月児を対象に、身体発育及び精神発達を医師、歯科医師などによる総合的な

健康診査をおこないます。毎月１回実施しています。

健診の内容は、①発達チェック②身体測定③尿検査④視力・聴力検査⑤小児科医診察⑥歯科

医診察⑦歯科衛生指導⑧栄養相談⑨保健相談となっています。

健診と同時に視力・聴力の検査もできる良い機会となっています。

主な経費

心理相談士等謝礼金 ５６万円

健康診査委託料 １５６万円

消耗品など ２８万円

▲ 健診のようす

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備



- 100 -

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備

乳児一般健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○乳児一般健康診査事業 ４７５万円

１歳未満の乳児を対象に前期（生後３ヶ月～５ヶ月）と後期（生後９カ月～１１ヶ月）に各１回、身

体測定や尿・貧血検査、小児科医による診察や保健師・栄養士による相談をおこない、乳幼児の

発育発達について確認します。偶数月に年６回実施しています。

主な経費

健康診査委託料 ４４３万円

消耗品など ３２万円

妊婦一般健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○妊婦一般健康診査事業 ６４２万円

妊婦さんの一般健康診査を前期（第４月までに）・後期（第８月以降）各１回を通院している産院

等にておこないます。また、出産予定日において３５歳以上となる妊婦さんには超音波検査（後期

に１回）もおこないます。

主な経費

健康診査委託料 ６３２万円

消耗品など １０万円

健康相談については、役場２階▲

保健福祉課の窓口へどうぞ

平成 年度 月より環境保健19 4

課から保健福祉課へ変更となり

ました。
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歯の健康フェア事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○歯の健康フェア事業 ３２万円

乳歯の健康は丈夫な永久歯をつくる基となるため、乳幼児期におけるむし歯予防はとても大切

です。生活習慣や食生活のあり方などについて、検診や相談をとおして一緒に考えます。

内容は歯科医師の講話と検診、歯科衛生士による歯磨き指導とフッ素塗布、栄養相談、保健相

談、母子保健推進員による歯にいいおやつの紹介や幼児に必要な食事量などを紹介していきま

す。歯の健康を親子で考えるいい機会となっています。

主な経費

医師、歯科衛生士等謝礼金 １９万円

消耗品など １３万円

▲ 歯科検診のようす ▲ フッ素塗布・はみがき指導のようす

▲ ２歳児に必要な一日の食事量

丈夫な歯と骨をつくるメニューやおやつの紹介▲
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予防接種事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○予防接種事業 ３，７２７万円

１ 乳幼児や児童・生徒の予防接種

予防接種は、病原体からつくられたワクチンを接種することによって、免疫をつくるものです。

大部分の感染症は一度かかると、その病気に対する免疫ができます。同様に感染症の原因とな

る病原体（ウィルスなど）の毒性を弱めたワクチンを接種することにより、病気にかからないように

免疫をつくり、お子さんを感染症から守ることができます。

乳幼児や児童・生徒の予防接種は、別ページの日程により実施します。対象となるお子さんの

いる保護者には個別に通知します。

①予防接種の種類

☆ポリオ（小児マヒ）

・対象年齢：生後３ヶ月～７歳半未満

・接種場所：中央公民館（集団接種）

・接種回数：２回

・接種期間：春・秋にそれぞれ１回

・年間受診者数：１，０００名

・１人当たり経費：１，４２７円

▲ 予防接種（ポリオ）のようす

☆ＤＰＴ（Ｄ：ジフテリア、Ｐ：百日咳、Ｔ：破傷風）

・対象年齢：生後３ヶ月～７歳半未満

・接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

・接種回数：初回３回接種後、１年後に１回

・接種期間：通年

・年間受診者数：１，８００名

・１人当たり経費：５，９５３円

☆ＭＲ（麻しん（はしか）・風しん（三日はしか））

・対象年齢：１歳～２歳未満、５歳～７歳で小学校就学前の１年間

・接種場所：町指定の医療機関に各自で電話予約をして受けます（個別接種）

・接種回数：１歳～２歳未満に１回 ５歳～７歳で小学校就学前に１回

・接種期間：通年

・年間受診者数：９２０名

・１人当たり経費：１０，７７３円
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☆ＤＴ（ジフテリア・破傷風）２期

・対象年齢：小学６年生

・接種場所：中央公民館

・接種回数：１回

・接種期間：１０月

・年間受診者数：４５０名

・１人当たり経費：１，４２７円（集団接種）、６，２０５円（個別接種）

２ 高齢者の予防接種

高齢者（６５歳以上）のみなさんのインフルエンザ予防接種は、１１月初旬から翌年の２月末日

の間に町指定医療機関（予約制）でおこないます。

予約の方法は、個別通知した資料に接種できる医療機関のリストがありますので、受けたい医

療機関に各自で電話予約してください。

主な経費

予防接種ワクチン、医薬材料の経費 ６５万円

医師への予防接種委託料 ２，３０３万円

高齢者のインフルエンザ予防接種の経費 １，１６０万円

予防接種通知の経費 １０５万円

その他の経費 ９４万円

※予防接種を受けるとその病気にかかりにくくなったり、かかっても重症になることを防

ぐことができます。また、受ける方が多ければ多いほど流行を防ぐことができます。そのた

め、たくさんの方に接種していただけるよう、町では予防接種の自己負担を免除し、病気

の予防活動につなげています。

▲ 予防接種のようす（ポリオ）
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平成１９年度各予防接種の実施予定表

結核対策事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○結核対策事業 ３２５万円

結核は結核菌の空気感染によって感染します。それを予防するためにＢＣＧ予防接種事業や、

発症のリスク等に応じた健康診断事業をおこなっています。

生後３ヶ月～６ヶ月未満児を対象にＢＣＧ予防接種、１６歳以上を対象とした住民健診での胸部

Ｘ線間接撮影、精密検査をおこない、結核の予防につなげます。

主な経費

胸部Ｘ線間接撮影委託料 １３６万円

ＢＣＧ予防接種委託料 １７３万円

その他の経費 １６万円
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老人保健対策事業（健康相談・訪問指導・健康手帳交付）

（担当：民生部 保健福祉課）

○老人保健対策事業（健康相談・訪問指導・健康手帳交付） ２５万円

健康相談は、家庭における健康管理に役立つことを目的に、心身の健康に関する個別の相談

に応じ必要な指導及び助言を行います。

保健師による相談、毎週金曜日午前８時３０分～１２時 保健福祉課

栄養士による栄養相談 毎週水曜日午後２時～４時 保健福祉課

保健師による住民健診時の相談

主な経費

健康相談謝礼金 １０万円

訪問指導謝礼金 ５万円

１ 訪問指導は、保健指導が必要である人やその家族などに対して、保健師などが訪問して、

その健康に関する問題を総合的に把握し、必要な指導を行い、心身機能の低下防止と健康

を保つことや増進することを目的としています。

２ 老後の健康を保つために必要な事項を記載し、自らの健康管理と適切な医療を受けるた

めに役立つことを目的に、健康手帳を交付します。

主な経費

健康手帳代など １０万円

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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老人保健対策事業（健康教育）

（担当：民生部 保健福祉課）

○老人保健対策事業（健康教育） ２７万円

健康教育は、生活習慣病や介護を要することにならないように予防すること、その他健康に関

する事について、正しい知識の普及を図ります。「自らの健康は自ら守る」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役立てることを目的としています。

主な経費

１ ウォーキング教室の開催費用 ２２万円

※期間中１０回（昼・夜週１回）開催、広報等で募集します。定員は３０名です。

２ いきいき健康教室 ２万円

※医者、栄養士、運動指導士により期間中７回（週１回）開催します。

住民健診等で指導が必要と診断された方２０名が対象です。

３ 消耗品等 ３万円

▲ウォーキング教室（昼コース）のようす ▲ウォーキング教室（昼コース）のようす

▲ウォーキング教室（昼コース）のようす ▲ウォーキング教室（夜コース）のようす

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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健康づくり推進事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○健康づくり推進事業 ３９万円

１ 健康づくり推進協議会を設置し、地域住民に密着した総合的健康づくりを推進するため、各

種団体代表及び専門家の意見をとりいれています。この協議会の委員は医師、保健所、農業

改良普及センター、町議会、区長・自治会長会、商工会、老人会、女性会、青年会、社会福祉

協議会、町立学校養護教諭連絡協議会、農協、母子推進員、町民から１５名以内の委員で構

成されます。

主な経費

健康づくり推進委員報酬など ６万円

２ 年間の健康づくりに関する「保健事業実施予定表」を作成し、町内全世帯に配布します。

主な経費

保健事業実施予定表作成費 ３３万円

▲ 平成１９年度保健事業実施予定表（表紙）

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備



- 108 -

精神保健事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○精神保健事業 ３３万円

デイ・ケア（どんぐり会：会員１７名）

回復途上にある精神障害者の会である「どんぐり会」会員の活動意欲の向上を図り、社会復

帰を促進する事業を行います。毎月第１水曜日に活動を行っています。毎月、マイクロバス清掃

や料理講習などいろいろな活動を行っています。３月に行われる反省会では次年度の行事計

画を作ったり、会員の意見交換を行い、参加者の意見を反映した活動を行っています。

主な経費

運転手謝礼金 ３万円

施設使用料 １１万円

消耗品ほか １９万円

「どんぐり会」の平成１９年度の予定

４月 カラオケ １０月 心の輪の集いに参加

５月 車の清掃 １１月 精神保健月間のイベント参加

６月 料理実習 １２月 クリスマスパーティー

７月 宿泊キャンプ １月 みかん狩り

８月 休み ２月 ドライブ

９月 観月会 ３月 反省会及び次年度事業計画

▲ 心の輪を広げる集い

ともにつくる、健康づくりと保健福祉のサービス基盤の整備
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社会福祉団体育成事業
（担当：民生部 こども課）

○社会福祉団体育成事業 ７，０８８万円

１．南風原町社会福祉協議会への補助金 ６，４６８万円

社会福祉協議会とは、地域の住民やボランティア、福祉・保健などの関係者、町役場な

どの行政機関と協力して福祉のまちづくりを進めています。民間組織としての自主性と、住

民や社会福祉関係者に支えられた公共性という二つの側面を持った組織です。

２．その他の団体への補助金・負担金

沖縄県市町村総合事務組合負担金 ７万円

町民生委員児童委員協議会補助金 ６１３万円

ふれあい福祉相談室

南風原町社会福祉協議会では、町民の日常生活上の悩みごとに対し、適切な助言・援助

を行い、問題解決を図ります。

一般相談 （月曜日から金曜日 午前９時～１２時 午後２時～５時）■

家庭の不和、生活問題、家族の病気、子どもの登校拒否、多重債務、

事業資金、学資資金等の借り入れ、老人の福祉・介護に関すること、その他

専門相談■

・弁護士による法律相談（毎月第２・４木曜日 午前１０時～１２時）

・司法書士によるサラ金相談（毎月第３水曜日 午前１０時～１２時）

※相談は無料で、秘密を厳守いたします。

※社会福祉協議会に来られない方には、電話で相談に応じます。

※いずれの相談も、祝日及び年末年始はお休みです。

※法律相談、サラ金相談は前日までに予約が必要です。

ご相談に関するお電話は、ＴＥＬ ８８９－６２７０ までお願いします。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

社会福祉法人南風原町社会福祉協議会

〒901-1116 南風原町字照屋１番地ＴＥＬ８８９－３２１３ ＦＡＸ８８９－６２６９

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

福祉団体補助金事業
（担当：民生部 こども課）

○福祉団体補助金事業 １３３万円

・福祉団体への補助金・負担金

町（役場）は、民間の福祉団体に資金面で支援をしたり、一緒になって福祉活動を

行ったりしています。また、南部地区や県への福祉団体へも負担しています。

南風原町遺族会への補助金 ６万円

町傷い軍人会補助金 ５万円

沖縄県原爆被爆者協議会負担金 ４万円

南部地区総合福祉センター運営負担金 １１８万円

▲ 南部地区総合福祉センター運営に加盟している市町村
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ボランティア活動補助事業
（担当：民生部 こども課）

○ボランティア活動補助事業 ３５万円

南風原町社会福祉協議会内にある「ボランティアセンター」では福祉に対する教育やボランティ

ア活動員の育成を行っています。町では、町社会福祉協議会をとおして、ボランティアセンターへ

補助金を支出しています。

主な経費 ボランティア活動補助金 ３５万円

～～～～～～～～ ～～～～～～～～ボランティアセンターの活動をご紹介します！

ボランティアセンターでは、福祉教育に対する支援やボランティア活動への支援、普及活動など

いろいろな取り組みをしています。福祉教育推進事業として、福祉の学習に取り組む学校へ、地域

人材の活用や福祉施設と連携を図り、人材・資源を活用した授業を行っています。また、福祉器具

の貸し出し、講話等も行っています。各学校で、よりよい活動が行われるよう、町教育委員会と連携

して「福祉教育連絡会」を開催し、情報交換を行っています。

ボランティア養成講座では、手話、音訳、福祉レクレーション講座を行い、福祉の理解を深めると

共に、サークル活動などをとおし福祉サービス提供に結び付けています。また、地域生活支援活

動に取組む専門性を持ったＮＰＯとも積極的に連携･協働し、地域生活支援を推進します。

１．町民啓発推進事業

もちつき大会、ボランティア手帳の発行・配布、

福祉教育連絡会を行っています。

２．養成研修事業

１０代のボランティア研修会、福祉講座の開催、

手話講座、音訳講座、福祉レクリエーション講座、

▲もちつき大会のようす地域生活支援者養成講座を開催しています。

３．登録・斡旋事業

ボランティアの登録、更新、登録者の斡旋、情報

提供などを行っています。

４．組織化事業

ボランティア団体連絡会の開催

５．活動基盤づくり事業

ボランティア保険加入促進、その他

▲福祉教育推進事業

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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児童館運営事業・単独
（担当：民生部 こども課）

○児童館運営事業・単独 ２，１３２万円

町内には４つの児童館（北丘、兼城、本部、津嘉山）があります。児童館では、子供たちの遊び

の場所を与え、子ども教室、クラブ活動、人形劇鑑賞、スポーツ大会等の活動を行っています。

また、児童館の管理運営は、８名（各児童館２名）の児童厚生員が行います。児童厚生員は、い

ろいろな研修や県内各地の児童館などと情報交換を行い、よりよい児童館づくりや児童の健全育

成を行っていきます。

１ 子ども教室

親子体験教室、親子工作教室、絵画教室、クッキング教室、トールペイント教室、母の日・

父の日・敬老の日のプレゼントづくりなどいろいろな子ども教室を行います。

２ クラブ活動

一定期間継続して行うクラブ活動（卓球、英語、エイサー、クッキング、チャレンジクラブな

ど）や、親子で楽しむ幼児クラブ活動（親子体操、ダンスなど）を行います。

３ 人形劇

４児童館、４母親クラブ合同で人形劇鑑賞会を行います。

４ スポーツ大会

チャレンジランド、ニュースポーツ大会など各児童館や４児童館合同でスポーツ大会を行

います。

※その他４児童館合同で自然体験キャンプ、音楽鑑賞会、南風原町児童館まつり、南部地区

児童館まつり、沖縄県児童館フェスティバルを行います。

主な経費 児童厚生員報酬（８名） １，５８８万円 光熱水費 １０８万円

消耗品費 ７１万円 その他の経費 ３６５万円

▲ 児童館交流スポーツ大会 ▲ 風車作りで風車を回す子どもたち

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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▲ 傘作りのようす ▲ 傘作りのようす

▲ 父の日プレゼント作りのようす ▲ 工 作 教 室

▲ エイサーを踊るエイサークラブの子どもたち ▲ あげだ児童館へ見学に行きました

ご連絡はこちらまで

北丘児童館 ８８９－３８８３ （宮平４８９－１） 北丘小学校入口近く

兼城児童館 ８８９－６１１４ （兼城８４） 兼城公民館裏

本部児童館 ８８９－５００８ （本部１１６） 本部公民館となり

津嘉山児童館 ８８８－２９２５ （津嘉山６６３－１） 津嘉山公民館となり

※ お気軽にご利用下さい。

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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児童館運営事業・補助
（担当：民生部 こども課）

○児童館運営事業・補助 ７６万円

児童館母親クラブ補助（県児童健全育成事業補助金）

児童の健全育成のために、町内の４つの児童館にある母親クラブに対して町から補助金を助成

する事業です。親子教室やサークル活動を通して、保護者が子育て相談など気軽に話し合える地

域交流の場となっています。また、児童館と合同で人形劇鑑賞会やお楽しみ会、野外活動なども

行います。

主な経費

４児童館母親クラブへの補助金 ７６万円

※費用の一部を県が負担しています。（５０万円）

▲みんなで川遊びに行きました（大宜味村・平南川） ▲社会見学で沖縄市・小浜養蜂場へ

学童保育事業・補助
（担当：民生部 こども課）

○学童保育事業・補助 ２，０３１万円

昼間保護者のいない家庭の幼稚園児、小学校児童を対象に学童保育事業を実施している学童

クラブに対し、町から補助金を助成し、児童の健全育成することを目的とします。各学童クラブへの

補助金額と学童クラブの人数を紹介します。なお、人数は平成１９年３月１日現在のものです。

主な経費

津嘉山学童クラブ補助金 ２９５万円（４３人）

こがね森学童クラブ補助金 ２２０万円（２４人）

北丘学童クラブ補助金 ２９５万円（４６人）

みやび学童クラブ補助金 ２００万円（２０人）

ドルチェ学童クラブ補助金 ２９５万円（４９人）

学童クラブわんぱく家補助金 ３６２万円（４５人）

よなは学童クラブ補助金 ３６４万円（３８人）

また、障害児のいる学童クラブへは、補助金の加算を行っています。

※ 費用の一部を県が負担しています。（１，３５４万円）

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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地域子育て支援センター事業
（担当：民生部 こども課）

○地域子育て支援センター事業 １，４４２万円

子育て支援事業は、町の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的として、育児不安な

どについての相談指導、子育てサークルなどへの支援や地域の保育需要に応じた特別保育事

業などの実施、また町の保育についての情報を提供したり、家庭内保育を行っている人への支

援を行います。

町内では、町立宮平保育所（ふくぎの家）や法人保育園（認可保育園）２園で行っています。

町は、子育て支援事業を行う法人保育園（認可保育園）に対して補助金を助成し、保育の充実

を図ります。

主な経費

宮平保育所臨時職員賃金 ３５９万円

認可保育園子育て支援センター事業補助金 １，０２９万円

その他の経費 ５４万円

※ 費用の一部を国・県が１,２０４万円負担しています。

▲ 子育て支援センターのママと一緒のこいのぼりづくりと掲揚のようす

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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重度心身障害者医療助成事業
（担当：民生部 こども課）

○重度心身障害者医療助成事業 ４，０４２万円

心身に重度の障がいのある方が医療機関を利用した場合、その自己負担額分（保険適用外は

除く）に対し、医療費が助成されます。助成を受けるには、受給資格者の認定申請が必要です。

主な経費

重度心身障害者（児）医療費助成金 ４，０３５万円

その他の経費 ７万円

※ 県が費用の一部１，５８３万円を負担しています。

医療費助成対象者

医療保険に加入している方で障がいの程度がいずれかに該当する方。

１．身体障害者手帳１級又は２級の方

２．療育手帳Ａ１（最重度）Ａ２（重度）の方

３．身体障害者手帳で３級かつ療育手帳Ｂ１（中度）の方

４．療育手帳Ｂ１で特別児童扶養手当１級の支給対象児童

５．療育手帳Ｂ１で障害基礎年金１級を受給している方

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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身体障がい者補装具給付事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○身体障がい者補装具給付費 ５８９万円

体に障がいのある人（児童）が日常での生活を向上させるために、失われた身体の機能を補うた

めの用具の給付や修理を行います。

障がいの内容や程度に応じて、補装具の支給、修理を行います。一部個人負担があります。

なお、介護保険の対象者は介護保険制度が優先に適応されますが、特殊な機能が必要な場合

には利用できます。また、本人の体にあうようオーダーメイドも可能です。

主な経費

補装具給付費 ５８９万円

※ 費用の一部を国が２９５万円、県が１４７万円負担しています。

自立支援医療費事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○自立支援医療費事業（更生医療給付事業） １，２００万円

１８歳以上の心身に障がいのある人対して、身体の機能の回復を図るために、障がいを取り除い

たり、程度を軽くするため必要な医療（医療に要する費用）の給付（支給）を行ないます。

なお、世帯の所得に応じ自己負担があります。

主な経費

障害者自立支援医療費 １，２００万円

※ 費用の一部を国が６００万円、県が３００万円負担しています。

主な給付内容

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植手術、

抗ＨIＶ療法など

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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市町村地域生活支援事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○市町村地域生活支援事業 ３，３３４万円

障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を

営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・

効果的に実施し、障がい者及び障がい児の福祉増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず

町民が相互の人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを

目的としています。

※費用の一部を国が６２２万円、県が３１１万円負担しています。

１ コミユニケーション支援事業

① 手話通訳設置事業

聴覚障がいの方のコミュニケーションの支援を行うため、手話通訳士を保健福祉課障がい班

に配置しています。

主な経費 手話通訳士報酬 ２３９万円

その他の経費 １万円

② 手話要約筆記奉仕員派遣事業

聴覚障がいの方の家庭訪問や集会などの場合に手話を使って、コミュニケーションの支援を

行うため、聴覚障がいの方からの申し出により登録された手話奉仕員・要約筆記奉仕員を派遣

します。

主な経費 手話・要約筆記奉仕員派遣報償費 ５０万円

保険料 ３万円

手話奉仕員養成講座のようす▲
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２ 相談支援機能強化事業

地域の障がい者の福祉に関するいろいろな問題について障がい者や障がい児の保護者から

の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行います。

主な経費 相談員（社会福祉士）報酬 ２４１万円

３ 日常生活用具給付等事業

重度障がい者に対し福祉を増進するために、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付又

は貸与します。

主な経費 日常生活用具給付等費（福祉機器・住宅改修等） ３９０万円

４ 移動支援事業

屋外の移動に困難がある障がい者・障がい児の地域での自立生活及び社会参加を促すため

に、外出支援を行う事業です。

主な経費 移動支援事業委託料 ６５５万円

５ 地域活動支援センター機能強化事業

創作活動または生産活動の提供、社会との交流の促進など便宜を図り機能訓練・社会適応訓

練の小規模作業所の活性化を目的とする事業です。

主な経費 地域活動支援センター委託料 １，３８８万円

対象施設 ： かすりクラブ、はんどinはんど、のぞみの里、てるしの、なんくる
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６ 福祉機器リサイクル事業

不用になった福祉機器について、これを必要とする他の方などに紹介します。

主な経費 福祉機器リサイクル事業委託料 １１万円

７ その他事業

① 日中一時支援事業

障がい者などの日中における生活の場を確保し、障がい者などの家族の就労支援および障

がい者などを日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業です。これまで、宮

平保育所内の「ゆうな園」で行っていました、障がい児通園（ディサービス）事業の充実強化を図

るために平成１９年度より専門の知識を持ったNPO法人へ委託して運営します。なお、場所につ

いてはこれまで同様宮平保育所内ゆうな園で実施します。

主な経費 日中一時支援事業委託料等 １９４万円

日中一時支援費 ４９万円

備品購入費 ４万円

② 社会参加促進事業

イ、 手話奉仕員養成事業

聴覚障がい者のコミュニケーション支援を図ることを目的として、手話奉仕員派遣事

業に必要な登録奉仕員の養成をします。

主な経費 手話奉仕員養成講座講師謝礼金 ６４万円

ロ、 点字・声の広報等発行事業

文字による情報入手が困難な障がい者のために、点字での訳、声での訳などの方法

を使って、町の広報や障がい者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期

的に提供します

主な経費 点字・声の広報等発行事業委託料 ３８万円
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ハ、 ボランティア活動支援事業

障がいの方やその家族などの団体が行う活動に対する情報提供などの支援や障が

いの方のボランティア活動を育成します。

主な経費 ボランティア活動支援事業委託料 ７万円

介護給付・訓練等給付事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○介護給付・訓練等給付事業 ２億４ ７９９万円,
平成１８年４月の障害者自立支援法施行にともない，身体障がい者，知的障がい者，精神障が

い者への障がい福祉に関するサービスが一元的に行われるようになりました。

旧法の支援施設および児童入所施設・精神障がい者施設については５年間の経過措置ののち

順次移行していきます。なお、生活上または療養上の必要な介護を給付する「介護給付」の種類と

内容及び身体的または社会的リハビリテーションや就労につながる支援を行う「訓練等給付」の種

類と内容は次のとおりです。

１ 心身障害者短期入所支援費 ８５万円

心身に障がいのある方を介護している家族が病気、出産、冠婚葬祭などの理由で介護できな

くなった場合に、介護者の負担を軽減するために、一時的（７日以内）に更生授産施設で障が

いをもった方のお世話をします。

主な経費 心身障害者短期入所支援費 ８５万円

※ 費用の一部を国が４２万円、県が２１万円負担しています。

２ 心身障害者（児）デイサービス支援費 ２，３５２万円

心身に障がいのある人（児童）がデイサービスセンターへ通い自立促進、生活の改善、身体の

機能向上などを図り、創作的な活動や機能回復訓練などの各種サ－ビスを行います。

主な経費 児童デイサービス給付費 １，０８０万円

※ 費用の一部を国が５４０万円、県が２７０万円負担しています。

生活介護費 １，２７２万円

※費用の一部を国が６３５万円、県が３１８万円負担しています。



- 122 -

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち

３ 居宅介護支援費 １，２００万円

障がいのある方で、日常生活に対する支援が必要な方に対して入浴、排せつ、食事などの身

体介護や料理、掃除などの家事援助を訪問介護員（ホームヘルパー）が行います。

なお、世帯の所得に応じて自己負担があります。

主な経費 居宅介護費 １，２００万円

※ 費用の一部を国が６００万円、県が３００万円負担しています。

４ 共同生活援助事業 ３６０万円

知的障がい・精神障がいを持った方が、生活援助体制を備えたアパ－トなどで共同生活を行

い、自立した生活の促進の支援を行います。町内で共同生活者を行っている方は５人です。

主な経費 共同生活援助費 ３６０万円

※費用の一部を国が１８０万円、県が９０万円負担しています。

５ 機能訓練（身体訓練） ５９９万円

身体に障がいのある方が、理学療法士や作業療法士の身体的リハビリテーションや日常生活

上の支援を受け、地域生活を営むうえで、身体の機能の維持・回復などをの安定を図ると共に、

障がい者の生活の安定を図ります。

主な経費 機能訓練（身体訓練）費 ５９９万円

※ 費用の一部を国が３００万円、県が１４９万円負担しています。
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６ 生活訓練（知的・精神訓練） ２３３万円

知的障がい・精神障がいのある方が、食事や家事等の日常生活を向上するための支援や日

常生活向上の相談支援を受け、地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上などをの安定を

図ると共に、障がい者の生活の安定を図ります。

主な経費 生活訓練（知的・精神訓練）費 ２３３万円

※ 費用の一部を国が１１７万円、県が５８万円負担しています。

７ 就労継続支援費（B型） ２７８万円

障がい者が通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知

識、能力が高まった方に対しては一般就労等への移行に向けて支援を行います。

主な経費 就労継続支援費（B型） ２７８万円

※ 費用の一部を国が１３９万円、県が７０万円負担しています。

８ 療養介護費 ６１２万円

施設に入所している進行性筋萎縮症の方の健康の保持、福祉の安定を図るために給付を行

います。現在南風原町内で給付を受けている施設入所者は２人です。

主な経費 療養介護費 ６１２万円

※ 費用の一部を国が３０６万円、県が１５４万円負担しています。

進行性筋萎縮症：運動神経系の変性が生じ、筋肉を動かすことができなくなる病気で、

食物が飲み込めなくなったり、呼吸困難になったりします。
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９ 身体障害者施設訓練等支援事業 ７，２００万円

身体に障がいのある方が、社会福祉施設（授産施設、療護施設、更生施設）に入所又は通

い、治療や訓練を行うために施設に支払われる給付費です。入所者の生活の安定を図ります。

主な経費 旧法身体障害者施設訓練等支援費 ７，２００万円

※ 費用の一部を国が３，６００万円、県が１，８００万円負担しています。

入所人数 ： ２８人

☆Ｐｏｉｎｔチェック

身体に障がいのある方が通う福祉施設には、３種類あります。

授産施設 ： 就業に困難な方に自活するために必要な訓練を行い、職業を与えて

自活させる施設です。

療護施設 ： 常時介護を必要とする方を入所させて、治療や介護を行う施設です。

更生施設 ： 更生に必要な治療や訓練を行う施設です。

※ 沖縄コロニ－センタ－、沖縄コロニ－ステ－ション、おきなわ太陽の町、

おきなわ希望の家、松原園、青葉園、仁愛療護園、都屋の里、ソフィア、

ハ－モニ－などがこれらの福祉施設に該当します。

10 知的障害者援護施設支援事業 １億１，８８０万円

知的障がいのある方が、社会福祉施設（授産施設、療護施設、更生施設）に入所又は通い、

訓練を行うために施設に支払われる給付費です。入所者の生活の安定を図ります。

主な経費 旧法知的障害者施設訓練等支援費 １億１，８８０万円

※ 費用の一部を国が５，９４０万、県が２，９７０万円負担しています。

入所人数 ： ４４人

☆Ｐｏｉｎｔチェック

知的障がいのある方が通う福祉施設には、３種類あります。

授産施設 ： 就業に困難な方に自活するために必要な訓練を行い、職業を与えて

自活させる施設です。

療護施設 ： 常時介護を必要とする方を入所させて、治療や介護を行う施設です。

更生施設 ： 更生に必要な治療や訓練を行う施設です。

※ 北嶺学園、よもぎ学園、あけもどろ学園、名護学園、てだこ学園、愛泉園、

みなみの里、鵠生の叢、高志保学園、石水の里、グリ－ンホ－ム、

玉川園、おおぞら荘、板屋学園、つきしろ学園、れいめいの里、南風学園、

愛の園、そてつなどがこれらの福祉施設に該当します。
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サービス利用計画助成事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○サービス利用計画助成事業 １０万円

障がい者が支給決定を受けてサービスを利用する際に、特に計画的な自立支援を必要とする

障がい者に対しては、サービス利用計画の作成を支援しなければ地域生活が困難になります。こ

のような障がい福祉サービス利用者に対して、サービスの利用の斡旋・調整などを行うための給付

が制度化されました。このサービス利用計画作成については、利用者負担はありません。

主な経費 サービス利用計画助成扶助費 １０万円

療養介護医療費事業
（担当：民生部 保健福祉課）

○療養介護医療費事業 １６１万円

施設に入所している進行性筋萎縮症の方の健康の保持、福祉の安定を図るために医療費にか

かる給付を行う事業です。現在南風原町内で給付を受けている施設入所者は２人です。

主な経費 療養介護医療費 １６１万円

※費用の一部を国が８０万円、県が４０万円負担しています。

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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敬老会事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○敬老会事業 ９０万円

町内在住する７０歳以上の高齢者を対象に敬老会を開催し、長寿のお祝いをします。敬老会で

は琉球舞踊や演劇、民謡の演奏などの余興で長寿を祝っています。

平成１８年度の敬老会には４００名あまりの方が参加しました。

主な経費

敬老会飲食代等 ８０万円

敬老会余興謝礼金 １０万円

▲

▲

約400名が参加した敬老会のようす

高齢者祝金支給事業

（担当：民生部 保健福祉課）

○高齢者祝金支給事業 １４１万円

高齢者の長寿を祝い、長年にわたり社会に貢献してきた功績に感謝し、祝金や記念品を支給し

ます。トーカチ(８８歳)の方に１万円の祝金と２万円相当の記念品、カジマヤ－（９７歳）の方に３万

円の祝金、新しく百歳になられた方に５万円の祝金、１００歳以上の方に２万円の祝金を贈呈しま

す。

主な経費 高齢者祝金 １４１万円

ともにつくる、ちむぐくるで支えあう安心して暮らせるまち
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