
Ⅲ ちむぐくるでつくる
福祉と健康のまち
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包括的支援事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○包括的支援事業 ２，９１５万円

１．地域包括支援センター

地域包括支援センターは、介護・保健・福祉の専門職がチームとなって、高齢者およびその

家族からの相談や、高齢者の見守り、心身の状態にあわせた支援等を行う高齢者の総合的な

相談支援の拠点です。

具体的には ①高齢者に関する介護保健・福祉・医療等の総合相談。

②高齢者虐待の防止、権利擁護に関する支援。

③要支援1，2と認定された方のケアプラン作成

④関係機関との調整や、ケアマネジャーの支援

主な経費

地域包括支援センター運営費 ２，０００万円

包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑに係る経費等 ２７０万円

２．在宅介護支援センター運営事業（地域型）

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

在宅介護支援センター運営事業委託料 ６３７万円

（町社会福祉協議会へ委託）

３．地域包括ケア推進協議会

地域包括支援センターの適切な運営に関する事項等や福祉事業の円滑な推進のため推進

協議会を設置。

主な経費 地域包括ケア推進委員謝礼金 ８万円

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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宮平保育所運営事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○宮平保育所運営事業 ３，０８１万円

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。しかし、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。

↑芋掘りと宮平保育所で行われた避難訓練の様子↑

○主な経費

調理師報酬・臨時職員賃金 １，６７０万円

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います。

給食材料費 ６９７万円

栄養のバランスがとれた園児の給食・おやつ・ミルクの賄材料代です。

光熱水費 ２４２万円

保育所を運営するにあたって必要な電気・水道・ガスの使用料金です。

その他の費用 ４７２万円

保育所を運営するにあたって必要不可欠な行事費、事務用品費、健康診断料、施設

の修繕費、電話料金、保険料、衛生管理的な経費となります。

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

認可保育園事業・補助（保育所運営費）
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○認可保育園事業・補助（保育所運営費） １３億５，００６万円

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需要が高まっています。町では、その要

望に応えるために町立宮平保育所や法人（認可）保育園１０ヶ所にて保育を実施しています。児童

措置事業は午前７時から午後６時までの間保育を行う、法人（認可）保育園１０ヶ所に町から補助

金を助成し、乳幼児の保育を促進する事業です。

なお、平成２６年度より定員を４０名増員し待機児童解消に努めております。

★Ｐｏｉｎｔチェック！

認可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（主食費含む）

津嘉山保育園 １億５，９９５万円

兼城保育園 １億 ５９２万円

はなぞの保育園 １億３，８１６万円

若夏保育園 １億４，１１３万円

みつわ保育園 １億３，２２０万円

さんご保育園 １億５，９８９万円

はえばる保育園 １億６，６１１万円

ﾏｲﾌﾚﾝｽﾞ保育園 １億 ５７０万円

てぃだ保育園 １億３，５１９万円

なのはな保育園 １億 ５８１万円

合 計 １３億５，００６万円

↑宮平保育所先信号機点灯式への参加 ↑宮城公園遊具開始式への参加

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。
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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

↑ 認可保育園運営費補助金（主食費除く）年度別・財源別グラフ

↑ 県内類似団体町村保育所年度別定数グラフ
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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 課長：前城充）

○延長保育促進事業 ５，９０４万円

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の迎えができない保護者に対応す

るために、午後６時から午後７時まで延長して保育を行う事業です。町内の法人保育園（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法人保育園へ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 ５，９０４万円

※ 費用の２／３を国、県が負担しています。

障がい児保育事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○障がい児保育事業 １，７７４万円

障がい児の発達と障がい児保育の総合的な推進を図るため、原則として集団保育が可能な障

がい児の保育を実施する事業です。町内では、町立宮平保育所及び法人保育園（認可保育園）９

園で実施します。町は、障がい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

成し障がい児保育の充実を図ります。

主な経費

町立宮平保育所臨時職員賃金 ３７３万円

法人保育園障がい児保育実施補助金 １,４０１万円
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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

一時保育事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○一時保育事業 ６８５万円

１．特定保育事業

特定保育事業は、国の特別保育事業補助金を受け、国・県・町でそれぞれ１／３の負担率により

行っています。事業内容としましては、保護者が一定程度（１ヶ月当たり概ね６４時間以上）の日時

について家庭保育が困難であり、かつ、同居の親族その他の者が保育することが困難な場合に就

学前児童を保育するものです。

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、特定保育事

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

宮平保育所運営費 ９８万円

法人保育園補助金（みつわ保育園・かねぐすく保育園） １７２万円

※費用の一部２１０万円を国・県が負担しています。

２．一時預かり事業

本事業は、保育緊急確保事業費補助金として国交付金事業から県事業へ移行し国・県・町で１

／３の負担率により行われています。事業内容としましては、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。町は一時預かり事

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て保育の充実を図ります。

主な経費

宮平保育所運営費 ９９万円

法人保育園補助金（みつわ保育園・かねぐすく保育園） ３１６万円

※費用の一部３１６万円を国・県が負担しています。

平成25年度 年間利用状況（延べ人数）

保育所（園）名 特定保育 一時預か 合 計

り保育

宮平保育所 ８６６ ９０２ １，７６８

かねぐすく保育園 ４６６ ６３６ １，１０２

みつわ保育園 ５２３ ６８７ １，２１０

合 計 １，８５５ ２，２２５ ４，０８０
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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

認可保育園事業・町単独事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○認可保育園事業・町単独事業 ２，４０７万円

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、法人保育園（認可保育園）に補助金を交付し、保育園の経営の安定と保育の充実を図

っています。

1．法人保育園運営補助金 １，１５９万円

児童１人あたり月７００円を各法人保育園に補助しています。

２．法人保育園職員への給与補助 １，０４４万円

職員１人あたり月３，０００円を各法人保育園に補助しています。

３．保育園及び園児の傷害保険料補助 １１１万円

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、保険をかけており、

その保険料を町が負担しています。

４．その他、児童福祉審議会委員報酬、講師謝礼金など ９３万円

法人保育園の状況

↑ 野外活動のようす

★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１３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 150 35
かねぐすく保育園 100 23
はなぞの保育園 120 25
若 夏 保 育 園 120 28
み つ わ 保 育 園 120 31
さ ん ご 保 育 園 150 29
はえばる保育園 150 31
ﾏｲﾌﾚﾝｽ ﾞ保育園 90 26
て ぃ だ 保 育 園 120 22
なのはな保育園 90 22

合　　　計 1,210 272
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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

認可外保育園事業・町単独事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○認可外保育園事業・町単独事業 ８１９万円

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 ７５４万円

認可外保育園に通う町内園児１人当たり月１，５００円の補助を行っています。

２．保育園及び園児の傷害保険料補助 ３４万円

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、保険をかけており、その

保険料を町が負担しています。

３．園児の歯科検診補助 ３１万円

園児の歯科検診を２回実施する内、１回分を町が負担しています。

認可外保育園事業・補助事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○認可外保育園事業・補助事業 １，８４６万円

１．南風原町認可外保育事業補助金 １，７１０万円

県が示す補助基準額に基づき、園児の内科健診・歯科検診、また、給食材料費や保育園

で育児中に園児がケガなどをした場合に対応するため、賠償保険をかけており、その保険料

への補助を行っています。

※ 負担割合は県９０％、町１０％となっています。

２．認可外保育園研修事業補助金 １３６万円

県の研修をうけた認可外保育園に対し、保育材料費の補助を行います。

※ 負担割合は県９０％、町５％、認可外保育園５％となっています。

認可外保育施設環境整備事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○認可外保育施設環境整備事業 ３８０万円

認可外保育施設指導監督基準を満たしていないため、県の助成が受けれない認可外保育園

の施設整備に対し、１９０万円を上限に補助金を交付し、保育環境を向上を図ります。

なお、この事業は沖縄振興特別推進交付金事業を活用しています。
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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

母子父子家庭医療費助成事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○母子父子家庭医療費助成事業 １，７２３万円

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

家庭等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、医療費助成には所得制限があり、助成を受ける場合、毎年現況届を提出し、受給資格証

の更新が必要です。

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。

（但し、医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付、他の法律等で負担する分を

控除した額となります。）

※一部負担金とは…

通院…１ヶ月１診療機関（科）につき１，０００円

入院…入院時食事療養費の半額
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母子父子家庭

医療費助成金

1,722万円

印刷

製本費

1万円

平成26年度当初予算の主な使い道

助成対象人数 1,467名
一人当たり予算 11,738円
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こども医療費助成事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○こども医療費助成事業 １億５，６９８万円

こども達の健やかな成長に役立てるために、町に住む中学校卒業までのこども達に対し、医療

費の助成を行っています。助成を受けるためには、「受給資格者証」の申請が必要です。

なお、平成２６年１月からは自動償還方式を導入し、役場窓口への手続きが不要となりました。

また、平成２６年４月からは外来(通院)の助成対象年齢を従来の3歳までから中学卒業までに引

き上げし、子育て支援の拡充を図っております。

助成対象年齢 ０歳～中学卒業まで

通 院 全額助成

入 院 全額助成

入院時食事療養費 半額助成

長期療養者支援事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○長期療養者支援事業 １１４万円

世帯の生計維持者が病気療養のため３か月以上入（通）院中で働くことができず収入がない場

合に、月額２万円の生活援助費を最長1年に限り支給します。主な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

・町民税が一定額以下である者。

（長期療養者本人の町民税が13,000円を超えない、かつ世帯の町民税の合計額が25,000円

を超えない。）

・傷病手当や休職中の給与などを受けられない者。

・生活保護や公的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 １１４万円

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H１8 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

2,900 2,890 2,618 3,059 2,900 3,029 3,313 3,666 3,307
2,992 3,000 2,779 3,800 2,898 3,460 3,654 3,879

12,391

万円

年度

こども医療費助成事業年度別当初予算グラフ

県負担金 町負担金
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国民健康保険事業（国民健康保険特別会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣 好則）

○国民健康保険事業（国民健康保険特別会計） ４７億１，１０７万円

国民健康保険、「国保」とは、自営業や農家または勤務先の健康保険に加入していない７５歳未

満の人が、病気やケガをしたとき、安心して病院で治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、制度を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。

★国保用語チェック！

一般被保険者 ： 勤務先の健康保険、各種共済組合や後期高齢者医療制度に
加入していない75歳未満の被保険者

退職被保険者 ： 会社員や公務員など他の保険に一定期間加入していた人で、
退職し国保に加入した厚生年金や各種共済組合などの年金
を受給できる65歳未満の被保険者

後 期 高 齢 者 ： 75歳以上の方

１．医療給付事業 ・・・ ２４億２，２９７万円

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、残りの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。

なお、７０歳以上の方は所得等に応じて１割、２割又は３割の個人負担となり、未就学児は２割

の個人負担となります。

＜主な経費＞

・ 一般被保険者療養給付費 ・・・ ２２億８，６２５万円

一般の被保険者の診察や治療に対しての保険者負担分

の医療費を病院などに支払う費用です。

・ 退職被保険者等療養給付費 ・・・ １億８６４万円

退職被保険者の診察や治療に対しての保険者負担分の

医療費を病院などに支払う費用です。

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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・ 一般被保険者療養費 ・・・ １，９１６万円

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受けると、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）で療養費支給申請の手続きを行えば、かかっ

た医療費の保険者負担分を支給します。また、柔道整復師による施術を受けた場合やコルセ

ット等の装具装着を行った場合なども療養費が支給されます。

・ 退職被保険者療養費 ・・・ １３１万円

退職被保険者も、一般の被保険者と同様の手続を経て療養費を支給します。

・ 審査支払手数料 ・・・ ７６１万円

診療報酬の審査支払手数料は、委託先の沖縄県国民健康保険団体連合会に支払ます。

２．高額療養費 ・・・ ３億９，９０８万円

医療費の自己負担額が、診療を受けた月単位で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。支給を受けるには、限度額認定証の発

行や払戻（払戻の該当者には役場から後日通知します。）の申請手続が必要です。

＜主な経費＞

・ 一般被保険者高額療養費 ・・・ ３億８，２９７万円

・ 退職被保険者等高額療養費 ・・・ １，５５７万円

・ その他 ・・・ ５４万円

※月 医療費100万円を超える入院レセプトが生活習慣病があるのかそうでないのかで

比較しました。
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H23医療費

H22件数

H22医療費
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92.3%

4.5%

3.6%

5.8%

6.2%

7.1%

7.7%

南風原町の医療費分析

生活習慣病なし 生活習慣病あり
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※H22．H23．H24の月100万円を超える医療費を男女別、年齢別で比較しました。

３．後期高齢者支援金等 ・・・ ５億７，４３９万円

平成２０年度から後期高齢者医療に係る経費を補うために、被保険者数に応じて、社会保険診

療報酬支払基金に支援金として支出します。

＜主な経費＞

・ 後期高齢者支援金 ・・・５億７，４３４万円

・ 後期高齢者関係事務費拠出金 ・・・ ５万円

４．前期高齢者納付金 ・・・５９万円

前期高齢者（65歳以上75歳未満）の加入人数の多い国民健康保険と少ない健康保険組合等に

おいて生じる前期高齢者に係る医療費の不均衡を調整するため、全保険者を基準に前期高齢の

加入率によって納付金が算定され、町の国保から社会保険診療報酬支払基金へ納付金として支

出されます。

＜主な経費＞

・ 前期高齢者納付金 ・・・ ５４万円

・ 前期高齢者関係事務費拠出金 ・・・ ５万円
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５．老人保健医療費拠出金 ・・・ ２万円

老人医療に係る経費をまかなうために、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。（平成２４年度精算分）

＜主な経費＞

・ 老人保健医療費拠出金・事務費拠出金 ・・・ ２万円

６．介護納付金 ・・・ ２億５，３９４万円

平成12年度より介護保険制度が始まり、40歳から64歳までの方（介護第2号被保険者）は、加入

している健康保険から介護保険の保険料を納めることになりました。

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 ・・・ ２億５，３９４万円

項  目 H21 H22 H23 H24 H25

高血圧疾患人数① 798人 809人 860人 866人 903人

　　　　増  減　　② ▲ 23人 11人 51人 6人 37人

国保被保険者数 ③ 11,306人 11,192人 11,192人 11,290人 11,091人

比率　①÷③＝④ 7.1% 7.2% 7.7% 7.7% 8.1%

南風原町国民健康保険被保険者高血圧疾患人数推移（5月1日現在）

※南風原町国民健康保険加入者の高血圧患者数(レセプト情報より)を年度ごとに比較しました。
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７．高額医療費共同事業医療費拠出金 ・・・ １億８，７９９万円

高額医療費共同事業は高額な医療費の発生による国保財政に与える影響を緩和するため、レ

セプト(診療報酬明細書)1件あたり80万円を超える医療費を対象として各市町村の国保からの拠出

金を財源として59/100の交付金を交付する事業です。同事業の費用として国保連合会へ拠出しま

す。

＜主な経費＞

・ 高額医療費共同事業医療費拠出金 ・・・ １億８，７９６万円

・ 高額医療費共同事業事務費拠出金 ・・・ ３万円

（財源内訳 ： 国４，６９９万円、県４，６９９万円、町９，３９８万円）

８．保険財政共同安定化事業拠出金 ・・・ ６億２，７５６万円

保険財政共同安定化事業は市町村間の保険料の平準化と保険財政の安定化を図るため、レセ

プト(診療報酬明細書)1件あたり30万円を超え80万円以下の医療費を対象として各市町村の国保

からの拠出金を財源として交付金を交付する事業です。同事業の費用として国保連合会へ拠出し

ます。（平成１８年１０月から実施）

＜主な経費＞

・ 保険財政共同安定化事業拠出金 ・・・ ６億２，７５３万円

・ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 ・・・ ３万円

９．出産育児一時金 ・・・ ４，４１２万円

国保加入者に子どもが産まれたとき、出産育児一時金として４２万円を支給します。

直接支払制度の利用や役場での申請手続が必要です。

＜主な経費＞

・ 出産育児一時金 ・・・ ４，４１０万円

・ 支払手数料 ・・・ ２万円

10．葬祭費 ・・・ １００万円

国保に加入している方がなくなったときは、葬祭を行った者に２万円支給します。

受取りには役場での申請手続が必要です。

＜主な経費＞

・ 葬祭費補助金 ・・・ １００万円

11．健康づくり事業 ・・・ ５，４１１万円

国保へ加入している方に、医療費以外に特定健康診査・特定保健指導や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 特定健康診査等事業 ・・・ ４，６８７万円

特定健康診査・特定保健指導実施計画に基づき、内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病

予防のための健診・保健指導を行います。
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＜主な経費＞

・ 特定健康診査等委託料 ・・・ ２，３９７万円

・ 嘱託員報酬 ・・・ １，９６４万円

・ その他の経費 ・・・ ３２６万円

② 健康づくり事業 ・・・ １４５万円

健康づくりや疾病予防のために骨粗しょう症検診やはり・きゅ

う・あん摩・マッサージなどの施術に対する支援を行います。

＜主な経費＞

・ 骨粗しょう症検診補助金 ・・・ ２５万円

集団健診の様子

・ はり、きゅう、あん摩、マッサージ補助金 ・・・ １２０万円

↑集団健診の様子↑

※目標は、国が定めた目標(平成20～24年度までに受診率65.0％・実施率45.0％、平成25～29年度までに

40.0% 45.0% 45.0%

36.9% 44.3% 47.6% 54.5% 62.4%

特定健診受診率

特定保健指導実施率

特定健診・特定保健指導の目標と実績

　受診率60.0％・実施率60.0％）に合わせて、南風原町特定健診等実施計画より設定したものを記載しています。

※実績は、法定報告値(国に報告するために算出した受診率と実施率)を記載しています。平成25年度は法定報告

H25年度

52.0%

56.0%

　がまだの為、受診率・実施率を記載していません。

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度H20年度

35.0%

40.0% 40.0%

目標 40.0% 50.0% 60.0% 65.0%

35.1% 35.9% 42.1% 47.5% 44.9%実績

目標

実績

項     目 対   象   者 補 助 額

はり・きゅう
あん摩マッサージ

骨粗しょう症検査 南風原町国民健康保険加入者で ４０歳以上の方

南風原町国民健康保険に加入している方

８４０円

１枚８００円
(　年１２枚　)
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③ 訪問指導・保健衛生普及事業 ・・・ ４２４万円

特定健診等の受診者のうち、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な

ど、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、保健師や管理栄養士が相談などをとおして支援します。

＜主な経費＞

・ 保健師嘱託員報酬 ・・・ ２６２万円

・ 検査委託料 ・・・ ８１万円

・ その他の経費 ・・・ ８１万円

④ 医療費通知事業 ・・・ １５５万円

12．保険税収納率向上特別対策事業 ・・・ １，９０６万円

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。平成20年度から新たな医療制度による国保税の納付に対応するために、納付嘱託指導員を７

名体制にし、これまで以上に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。また国保税システムを活用して、国民健康保険へ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（７名） ・・・ １，８４８万円

・ その他の経費 ・・・ ５８万円

13．その他の経費（人件費等） ・・・ １億２，６２４万円

税額 納付率

一般 退職 老人 合計 （万円） （％）

H17 5,330 9,955 1,243 1,485 12,683 73,774 94.74

H18 5,488 10,060 1,300 1,459 12,819 75,026 94.59

H19 5,525 9,878 1,439 1,424 12,741 76,303 94.50

H20 5,167 10,812 412 0 11,224 67,055 94.92

H21 5,163 11,016 290 0 11,306 68,478 94.41

H22 5,175 10,943 249 0 11,192 67,094 95.11

H23 5,265 10,820 372 0 11,192 67,074 95.22

H24 5,344 10,641 500 0 11,141 66,391 95.61

※上記納付率は、現年分納付率となります。

国保加入者数及び保険税納付率推移

年度 世帯数
加入者数（人）

※上記の世帯数、加入者数は各年度ごと平均の数値となります。
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平成２６年度国民健康保険特別会計当初予算（支出）

病院へ支払う医療費286,718 後期高齢者支援金57,439 老人保健への拠出金 2
介護保険料分25,394 共同事業拠出金81,556 その他19,998

単位：万円
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平成２６年度国民健康保険特別会計当初予算（収入）

国保税124,723 国庫支出金158,564 県支出金31,809
国・県以外収入122,147 一般会計繰入金32,563 その他1,301

単位：万円
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国民健康保険特別会計繰出金（一般会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣好則）

○国民健康保険特別会計繰出金 ３億２，５６３万円

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出しています。

１．保険基盤安定繰出（保険税軽減分） ・・・ １億１，５６２万円

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出しています。

＜主な経費＞

・ 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） ・・・ １億１，５６２万円

・ 内訳

県負担金 ・・・ ８，６７１万円

一般財源 ・・・ ２，８９１万円

２．保険基盤安定繰出金（保険者支援分） ・・・ ２，５２３万円

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

町村により額の違いがあります。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、一般会計から繰出しています。

＜主な経費＞

・ 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） ・・・ ２，５２３万円

・ 内訳 国負担金 ・・・ １，２６１万円

県負担金 ・・・ ６３１万円

一般財源 ・・・ ６３１万円

３．職員給与費等繰出金 ・・・ １億１，６７５万円

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、一般会計より繰出しています。

＜主な経費＞

・ 職員給与費等繰出金 ・・・ １億１，６７５万円
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４．出産育児一時金繰出金（制度的繰入金） ・・・ ２，９４０万円

国保加入者が出産した場合に国保特別会計から４２万円を出産育児一時金として支給します。

支給する４２万円の２/３の額を一般会計から国保特別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞

・ 出産育児一時金繰出金 ・・・ ２，９４０万円

５．財政安定化支援事業繰出金 ・・・３，８６３万円

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を基に計算して、一般会計から国保特別会計へ繰出しています。

＜主な経費＞

・ 財政安定化支援事業繰出金 ・・・ ３，８６３万円

国民年金事務費
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣好則）

○国民年金事務費 １，５０７万円

国民年金とは、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日本年金機構への提供、

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＞

・ 報酬 ・・・ ３２７万円

・ 職員給与等 ・・・１，０８７万円

・ その他の経費 ・・・ ９３万円

※ 費用を国が１，０７８万円負担しています。
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高齢者医療対策費
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣 好則）

○高齢者医療対策事業 ２億７，８６７万円

町では、後期高齢者医療制度の開始に伴い、沖縄県後期高齢者医療広域連合等に、後期高

齢者医療広域連合負担金（市町村定率負担金）及び後期高齢者事業費等繰出金（事務費、保険

料保険基盤安定負担金）などの、経費を負担しております。

＜主な経費＞

後期高齢者医療給付費負担金 ２億５７万円

後期高齢者はり、きゅう、あん摩、マッサージ補助金 ２４万円

後期高齢者医療広域連合負担金 １，５０３万円

後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 １，０８６万円

後期高齢者保険料保険基盤安定負担金（保険料軽減分） ５，１９７万円

婦人がん検診事業
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣 好則）

○婦人がん検診事業 １，０６９万円

町では、婦人がん検診を集団検診及び個別検診で行っています。

＜主な経費＞

婦人がん検診委託料金 ９８７万円 その他の経費 ８２万円

１．集団検診 ・・・ 町が指定した日時、場所にて行う検診です。

対象者 子宮がん : 南風原町に住んでいる、20歳以上の女性

乳がん ： 南風原町に住んでいる、50歳以上の女性

実施期間 ： 平成２６年９月１０日、１７日、２４日（年３回実施）

場 所 ： ちむぐくる館

２．個別検診 ・・・ 町が契約した指定医療機関にて行う検診です。

実施期間 ： 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

場 所 : 各指定医療機関

※契約医療機関

・沖縄県健康づくり財団・沖縄第一病院・南部徳洲会病院・与那原中央病院・とよみ生協病院

・豊見城中央病院附属健康管理センター・那覇市立病院健診センター・沖縄赤十字病院

３．がん検診推進事業

がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、健康保持・増進を図るため、が

ん検診受診率を５０％に上げることを目的として、次表の年齢の女性に対して、子宮頸がん及

び乳がんに関する検診手帳と検診費用が無料となるクーポン券を送付し、受診促進を図りま

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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※20歳は一部国補助対象その他は町単独補助 ※40歳は一部国補助対象その他は町単独補助

↑ 検診車両

住民健診（健康診査）事業
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣 好則）

○住民健診（健康診査）事業 ２，５０２万円

町民の健康増進を図るため、２０歳から４０歳未満

の方で学校・職場などで健康診査を受けられない方

や生活保護受給者を対象に、基本健康診査（身長、

体重、血圧、腹囲、尿検査、血液検査、医師の診察）

を全額補助しています。４０歳以上の方は、人間ドッ

ク、胃・肺・大腸のがん検診の検査料金の補助を受け

られます。

＜主な経費＞

基本健康診査委託料金 ・・・ １９２万円

（個別町負担額1人：６,８９２円、集団町負担額1人：６,３７８円）

胃がん検診委託料 ・・・ ９４９万円 （バリウム補助額：４，１００円）

肺がん検診委託料 ・・・ ７８３万円 （ﾚﾝﾄｹﾞﾝ補助額:１，５００円、喀痰補助額：2,３００円）

大腸がん検診委託料 ・・・ ４０５万円 （検便補助額：１，９００円）

その他 ・・・ １７３万円

年齢 生年月日 年齢 生年月日

２０歳 平成 5年4月2日～平成 6年4月1日 ４０歳 昭和48年4月2日～昭和49年4月1日

２５歳 昭和63年4月2日～平成元年4月1日 ４５歳 昭和43年4月2日～昭和44年4月1日

３０歳 昭和58年4月2日～昭和59年4月1日 ５０歳 昭和38年4月2日～昭和39年4月1日

３５歳 昭和53年4月2日～昭和54年4月1日 ５５歳 昭和33年4月2日～昭和34年4月1日

４０歳 昭和48年4月2日～昭和49年4月1日 ６０歳 昭和28年4月2日～昭和29年4月1日

【　子宮頸がん無料クーポン券対象年齢　】 【　乳がん無料クーポン券対象年齢　】
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健診日 対象区域 受付時間 健診場所 胃がん検診

6月2日 月 宮城 ８：３０～１０：３０ 宮城構造改善センター ×

6月25日 水

6月26日 木

新川

東新川

宮平

山川

8月14日 木 与那覇 ８：３０～１０：３０ 与那覇コミュニティセンター ×

8月27日 水 兼城 ８：３０～１０：３０ ちむぐくる館 ○

大名

北丘ハイツ

宮平ハイツ

慶原

第一団地

9月10日 水

9月17日 水

9月24日 水

本部

照屋

兼本ハイツ

第二団地

10月1日 水 喜屋武 ８：３０～１０：３０ 喜屋武集落センター ×

10月12日 日 全体① ８：３０～１０：３０ ちむぐくる館 ○

10月17日 金 神里 ８：３０～１０：３０ 神里改善センター ×

11月12日 水

11月26日 水

12月14日 日 全体② ８：３０～１０：３０ ちむぐくる館 ○

2月8日 日 全体③ ８：３０～１０：３０ ちむぐくる館 ○

１８：００～１９：３０

※集団健診で実施している胃がん検診はバリウムのみです。胃カメラは実施しておりません。

日8月31日

婦人がん
のみ

婦人がん検診

ちむぐくる館 ×

7月1日 火

7月16日 水

ナイト健診

８：３０～１０：３０

８：３０～１０：３０

ちむぐくる館１４：００～１５：３０

津嘉山

平成２６年度　南風原町集団健診日程表

×

○

○

○月9月29日

○

８：３０～１０：３０

８：３０～１０：３０

津嘉山公民館

新川コミュニティセンター

ちむぐくる館

ちむぐくる館

ちむぐくる館

８：３０～１０：３０



- 62 -

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

後期高齢者医療事業（後期高齢者医療特別会計）
（担当：民生部 国保年金課 課長：新垣 好則）

○後期高齢者医療事業 ２億２，０８４万円

平 成 ２ ０ 年 ４ 月 よ り 「 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 」 が 実 施 さ れ ま し た 。 こ の 制 度 で は 、 県 内 す

べ て の 市 町 村 が 加 入 す る 沖 縄 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 （ う る ま 市 石 川 在 ） が 運 営

主 体 と な り ま す 。 広 域 連 合 で は 、 被 保 険 者 の 資 格 管 理 、 保 険 料 や 給 付 の 決 定 な ど を 行

い 、 各 市 町 村 は 、 保 険 料 の 徴 収 と 各 種 申 請 、 届 出 の 受 付 、 被 保 険 者 証 の 引 き 渡 し な ど

の 窓 口 業 務 を 行 って い ま す 。

＜ 主 な経 費 ＞

後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ・ ・ ・ ２ 億 ９ ３７ 万 円

そ の 他 （ 人 件 費 ・ 等 ） ・ ・ ・ １ ， １ ４ ７ 万 円

★Ｐｏｉｎｔチェック

国民全ての人が、７５歳の誕生日の当日からは後期高齢者医療制度の被保険者

となります。また６５歳以上で７５歳未満で一定の障がいのある方も対象となります。

後期高齢者医療制度では、被保険者証が１人に１枚ずつ交付され、被保険者と

なる全員が1人ひとり保険料を納めることになります。

平成２６年度の今年は、昭和１４年生まれの方が、誕生日の日から新たに後期高齢

者医療制度に加入することとなります。

◎ 自己負担割合:お医者さんにかかるときの自己負担は、下の表のとおりです。

所得区分によって異なります。

◎ 保険料の決め方 : 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に

応じて負担する「所得割額」の合計になります。

※ 低所得世帯の方は、保険料が軽減される場合があります。

・ 均等割額保険料 … ２割軽減 ・ ５割軽減 ・８．５割軽減 ・ ９割軽減

・ 所得割額保険料 … ５割軽減

区　　　分 区分Ⅰ 区分Ⅱ 一般
現役並み
所 得 者

負担割合 １割 １割 １割 ３割

均等割額 所得割額 保険料

48,440円 (所得－330,000円）×8.8% （上限は57万円）
＋ ＝
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介護予防事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○介護予防事業 ２，６７７万円

１ 特定高齢介護予防通所事業（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 特定高齢介護予防通所事業委託料 １９１万円

利用料：１回 ７００円 実施施設：「介護老人福祉施設嬉の里」、 「沖縄第一病院」

平成２５年度利用状況：「嬉の里」６人、「沖縄第一病院」６人

２ 一般高齢介護予防通所事業（地域型） ６４１万円

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、ミニデイサービス利用者交流会を１年に１回開催しています。

主な経費 一般高齢介護予防通所事業委託料 ６４１万円

１６の自治会で実施しています。

実施施設 ： 「各自治公民館・集会所」

（平成２５年度は、延べ２６１回実施３，８４６人が参加しました。）

↑ 室内レクのようす ↑ ミニデイサービス利用者交流会のようす

３ 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 ６４７万円

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 ： 月曜から金曜の希望する曜日の昼食、夕食（年末年始除く）

利用料 ： １食 ３００円（平成２５年度は５４人に、合計７，４７２食支援しました。）

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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４ 食生活改善事業

高齢者の栄養改善と介護予防を支援するため、認知症予防等に

効果があると言われる調理活動を実施します。

主な経費 食生活改善事業講師謝礼金 ８万円

５ 高齢者水中運動教室

膝・腰などの関節に疾患がある方等を対象に、水中運動による症

状改善を目的として、高齢者水中運動教室を開催します。

主な経費 高齢者水中運動教室委託料 １２１万円

６ 運動機能向上事業（訪問型事業）

要介護状態及び要支援状態になるおそれのある高齢者（二次予防高齢者）の居宅を訪問し、

必要な相談・指導を実施することにより、要介護状態等になることを予防し自立した生活を送れ

るよう支援します。

主な経費 運動機能向上事業講師謝礼金 ２４万円

７ 口腔機能向上事業

高齢者の介護予防を支援するため、口腔機能の向上に関する事業を実施します。

主な経費 口腔機能向上事業講師謝礼金 ２万円

８ その他、各種介護予防事業 １，０４３万円

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（二次予防高齢者、一次予防高齢者） ４３９万円

二次予防高齢者対象事業は、運動指導師や看護師等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１回程度実施します。

一般高齢者対象事業は、６地区の自治会等に専門の委託事業者が出向き一般高齢者の

身体に応じた運動プログラムで指導、週１回で２ヶ月程度実施します。

主な経費 二次介護予防事業業委託料 ９０万円

一次介護予防事業委託料

①一般筋力トレーニング事業委託料 ２６８万円

②マシーントレーニング事業委託料 ４１万円

③サーキットマシーントレーニング事業委託料 ４０万円

対 象 者 ６５歳以上の高齢者（一次予防高齢者）、及び介護認定には該当しないが、

運動機能が低下しているおそれのある高齢者（二次介護予防高齢者）
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↑ 運動機能向上事業（一般高齢者） ↑ 運動機能向上事業（二次予防高齢者）

「新川コミュニティセンター」 「町総合保健福祉防災センター」

② 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 町総合保健福祉防災センター（毎月第２・第４水曜日）（自主活動・毎週）

津嘉山公民館（毎月第２・第４水曜日）（自主活動・毎週）

③ 介護予防講演会等

介護予防のための研修会や講演会を開催し、住民に対し

て啓発を行います。また、介護予防事業をスムーズに行うた

め、看護師等を配置し各種介護予防事業を実施していきま

す。

主な経費

介護予防事業看護師報酬等 ５８０万円 ↑介護予防講演会のようす

家族介護支援事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○家族介護支援事業 ８２８万円

１ 家族介護者交流事業（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、介

護者どうしの交流や情報交換、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。

実施内容 ： 新年会、ピクニック、宿泊研修等の交流

事業

対 象 者 ： 高齢者等を在宅で介護している家族

平成２５年度は５回実施し、７２人が参加しています。

↑宿泊研修交流のようす
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２ 家族介護教室

自宅で家族を介護している方等が、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。

実施内容 ： 認知症高齢者の理解について、負担の少ない介助法、介護食講座等。

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２５年度は５回実施し、９９人が参加しています。

主な経費 家族介護者等支援事業委託料 ４０万円

ご相談はこちらまで 南風原町社会福祉協議会

場 所 南風原町字宮平６９７番地１０

電話番号 ８８９－３２１３ ※ お気軽にご相談ください。

介護教室のようす↑

３ ねたきり老人見舞金支給事業 ６５万円

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 ねたきり老人見舞金 ６５万円

※平成２５年度は６７人に支給しています。

４ 老人福祉医療助成金支給事業 ５７０万円

自宅（入院含む）で寝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 ５７０万円

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。

①６５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２５年度は２１６人に助成しました。（延べ月数１，９５５月分）】
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５ 介護用品支給事業 １４３万円

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 １４３万円

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１０万円

用品の種類 ： 紙おむつ、尿とりパット、消臭剤等

※平成２５年度は１７人に補助しました。（延べ月数１３３月分）

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。

↑茶処かなさ

緊急通報体制等整備事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○緊急通報体制等整備事業 ８７万円

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必要

に応じて緊急通報装置を設置します。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

図ります。

【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

【受信センター】

㈱シルバーサービス沖縄 （住所：豊見城市字翁長８６９ 電話番号：８９１－６６９９）

主な経費

在宅老人緊急通報システム使用料 ８７万円（※平成２５年度は１６人が利用しました）
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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 課長：神里智）

○高齢者地域支援体制整備・評価事業 ４７７万円

１ 軽度生活援助事業 １３５万円

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世帯に対して、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。６５歳以上で

介護保険の要介護認定を受けていない方が対象です。費用は１時間当たり１２０円で利用でき

ます。平成２５年度の利用者は延べ５２８人で、７６６．５時間の利用がありました。

主な経費 軽度生活援助事業委託料 １３５万円

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

２ ふれあいコ－ルサ－ビス事業 ３７万円

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個人負担はありません。平成２５年度

の利用者は１２人で、９４６回されています。

主な経費 ふれあいコールサービス事業委託料 ３７万円

３ 高齢者日常生活用具給付事業等 ３８万円

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 ３５万円

福祉電話設置費 ３万円

○給付及び貸与できる用具

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額には限度があります。

※平成２５年度の日常生活用具の給付は８件ありました。
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４ 外出支援サービス事業 ２６７万円

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 ： 無料

利用時間 ： 月～金曜日の午前９時から午後５時（祝日・年末年始は休み）

利用範囲 ： 町内及び隣接する市町村

※平成２５年度の利用者は１２人で、延べ１１５人が利用しました。

② 高齢者の方で歩行に不安があるために、自分で「一般高齢介護予防通所事業」の提供

場所（地域公民館・集会所）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行

います。（利用料は無料です）

※平成２５年度の利用者は３４人で、延べ７６２人が利用しました。

主な経費

外出支援サービス事業委託料 ２６７万円

（町社会福祉協議会へ委託）

介護保険運営事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○介護保険運営事業 ２億９，４１０万円

南風原町の介護保険は、「沖縄県介護保険広域連合」に加入し、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 ２億９，３９３万円

（介護保険給付費等 ２億８，３８８万円 予防給付費等 １，００５万円）

その他の経費 １７万円

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

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。
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平成２４年度から６５歳以上の方 (第1号被保険者)の年間保険料が

改定されました。
３年ごとに見直しを行う第１号被保険者のランク地域、保険料が下記のとおり改定されました。

南風原町は、平成２１年度から平成２３年度まで第２ランク地域で、平成２４年度から平成２６年度ま

でも同じ第２ランク地域となります。

　これまでのランク地域（H21～H23） 　これからのランク地域（H24～H26）

第1ランク地域 第1ランク地域

宜野座村・久米島町・南大東村・北大東村・
渡名喜村

北中城村・南大東村・北大東村

第2ランク地域 第2ランク地域

南風原町・南城市・東村・恩納村・北中城
村・伊平屋村・本部町・国頭村・伊江村・読
谷村・嘉手納町・中城村・座間味村

南風原町・豊見城市・南城市・金武町・嘉手
納町・北谷町・久米島町・東村・伊江村・読
谷村・中城村・座間味村

第3ランク地域 第3ランク地域

豊見城市・今帰仁村・北谷町・粟国村・伊是
名村・八重瀬町・大宜味村・金武町・与那原
町・渡嘉敷村

本部町・八重瀬町・与那原町・国頭村・大宜
味村・今帰仁村・恩納村・宜野座村・伊平屋
村・伊是名村・渡嘉敷村・粟国村・渡名喜村



- 71 -

←介護保険の負担割合グラフ

（保険料５０％ 公費５０％）

第1ランク
第2ランク
（南風原

町）
第3ランク 第1ランク

第2ランク
（南風原

町）
第3ランク

第1段階
生活保護受給者、または
世帯全体が住民税非課税
かつ老齢福祉年金受給者

20,940 27,336 31,458 第1段階
生活保護受給者、または
世帯全体が住民税非課税
かつ老齢福祉年金受給者

29,964 34,494 38,544

第2段階

世帯全体が住民税非課税
で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万
円以下の方

25,128 32,804 37,750 第2段階

世帯全体が住民税非課税
で、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万
円以下の方

34,758 40,013 44,711

第3段階
世帯全員が住民税非課税
であって第2段階以外の方

31,410 41,004 47,187 第3段階
世帯全員が住民税非課税
であって第2段階以外の方

44,946 51,741 57,816

第4段階
本人が住民税非課税で世
帯に住民税課税者がいる
場合

41,880 54,672 62,916 第4段階
本人が住民税非課税で世
帯に住民税課税者がいる
場合

59,928 68,988 77,088

第5段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が200万
円未満の方

52,350 68,340 78,645 第5段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が190万
円未満の方

74,910 86,253 96,360

第6段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が200万
円以上の方

62,820 82,008 94,374 第6段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が190万
円以上400万円未満の方

89,892 103,482 115,632

第7段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が400万
円以上600万円未満の方

98,881 113,830 127,195

第8段階
本人が住民税課税で前年
の合計所得金額が600万
円以上の方

107,870 124,178 138,758

これまでの保険料
（H21～H23）

これからの保険料
（H24～H26）

保険料年額

６５歳以上の方 (第1号被保険者)の年間保険料

段階 対 象 者

保険料年額

段階 対 象 者

国の負担

25%

県の負担

12.5%

町の負担

12.5%

第2号被保険者

（40歳～64歳）

の保険料

29%

第1号被保険者

（65歳以上）

の保険料

21%

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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マタニティー事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○マタニティー事業 ４６万円

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、実習、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、試食

となっています。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に学んでみませ

んか。

主な経費 講師等謝礼金 １８万円

消耗品など ２８万円

新生児妊産婦訪問指導事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○新生児妊産婦訪問指導事業 １２５万円

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

第１子を訪問していますが、希望する方にも実施しています。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 １２５万円

赤ちゃんすこやか広場事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○赤ちゃんすこやか広場事業 ５７万円

４カ月～６カ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。対象者には事前に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、保健師による乳児の発達に

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タッチケア（ベビーマッ

サージ）や保健師による事故予防や予防接種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っています。

なお、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 ４０万円 消耗品など １７万円

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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↑ タッチケア（ベビーマッサージ）の様子 ↑

７カ月児相談事業（もぐもぐごっくん教室）
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○７カ月児相談事業（もぐもぐごっくん教室） ２１万円

７カ月～８カ月の赤ちゃんをもつお母さんを対象に教室を実施します（予約制）。

栄養士・保健師の指導のもと食・発達・生活について学び、７カ月の時期に大事な事をみんなで学

習する場となっています。また身体計測も行います。

主な経費 消耗品など １０万円

通信運搬費など １１万円

母子栄養強化事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○母子栄養強化事業 ６万円

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 ６万円
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未熟児養育医療事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○未熟児養育医療事業 ３１１万円

２，０００グラム以下で産まれた医療を必要とする未熟児に対し、扶養義務者の方から入院中に

申請していただき、入院養育に必要な給付を行います。

主な経費

医療費 ３１１万円

１歳６カ月児健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○１歳６カ月児健康診査事業 ２６４万円

１歳７カ月～９カ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

な健康診査を毎月１回程度実施しています。

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・貧血検査 ４.歯科医診察

５.歯科衛生指導 ６.小児科医診察 ７.保健相談 ８.栄養相談となっています。

主な経費

医師等謝礼金 １３２万円

健診委託料 ９７万円

通信運搬費等 ３５万円

３歳児健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○３歳児健康診査事業 ２５４万円

３歳４カ月～６カ月児を対象に、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

健康診査を毎月１回程度実施しています。

健診の内容は、１.尿検査２.身体測定３.視力検査４.発達チェック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。

また、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 ６０万円

健康診査委託料 １６０万円

消耗品など ３４万円
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妊婦一般健康診査事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○妊婦一般健康診査事業 ４，７６０万円

妊婦健診の公費負担が最大１４回に拡大されています！！
～健やかな妊娠・出産のために妊婦健診を受けましょう～

妊婦健診は保険適用外のため、その費用が全額自己負担となります。妊婦さんの経済的負担

を軽減する目的で、平成21年度から公費負担回数が最大１４回に拡大されました。妊婦健康診査

受診票に記載された検査項目については、無料で受診することができます。さらに平成23年度よ

り、新たな検査項目（クラミジア抗原検査・HTLV-1抗体価検査）も公費助成の対象となり、従来に

比べて検査項目も充実していますので、定期的な健診を心がけましょう。

また、県外での里帰り出産を希望する妊婦さんにも公費負担で健診が受けられるように、妊婦健

康診査費用の助成をおこなっています。

対象：南風原町に住民票がある妊婦さん。

主な経費

健康診査委託料 ４，７０６万円 助成金 ２０万円 消耗品など ３４万円

妊娠
週数

妊娠
月数

望ましい
健診時

期

公費健
診受診
時期

　8～11 ３ヶ月 １回目

12～15 ４ヶ月 ２回目

16～19 ５ヶ月 ３回目

20～23 ６ヶ月 ４回目

24～25 ５回目

26～27 ６回目

28～29 ７回目

30～31 ８回目

32～33 ９回目

34～35 １０回目

36 １１回目

37 １２回目

38 １３回目

39 １４回目

　※親子（母子）健康手帳交付時の週数に応じて必要な回数の受診票が発行されます。

　　　（４，５，８，１１回目の受診票には有効期限が設けられています。妊娠がわかったら早めに親子健康手帳の交付を受けましょう。）

　※「１．基本的な健康診査」では、問診等による健康状態の把握、体重測定、血圧測定、尿検査等の定期検査、保健指導が行われます。

　※上記それぞれの検査については、公費負担により無料で受診することができますが、項目以外の検査料は自己負担となります。

　　・・・例えば、超音波検査がない２回目、６回目、９回目、１２～１４回目で超音波検査を受けた場合の検査料金は自己負担になります。

１．基本的な健康診査　２．血液検査（貧血検査、GOP･GPT）　３．帯下培養　４．超音波検査

１０ヶ月

妊婦健康診査内容及び公費負担額等

　※「健診受診時期」については、１回目を８週で受診した場合の例です。

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

１．基本的な健康診査　２．血液検査（貧血、血糖検査）　３．超音波検査　４．ＨＴＬＶ－１抗体価検査

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

健　　診　　内　　容

１．基本的な健康診査

4週間に
1回

２週間に
１回

１週間に
１回

１．基本的な健康診査

１．基本的な健康診査

１．基本的な健康診査

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

８ヶ月

１．基本的な健康診査　２．血液検査（血液型検査、貧血検査、血糖検査、HBｓ抗原検査、HCV抗体検
査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体検査、HIV抗体検査、ｸﾗﾐｼﾞｱ抗原検査）　３．子宮頸がん検
査　４．超音波検査

９ヶ月

７ヶ月

１．基本的な健康診査　２．超音波検査

１．基本的な健康診査　２．血液検査（貧血検査）　３．超音波検査



- 76 -

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 課長：神里 智）

○乳児一般健康診査事業 ６５７万円

１歳未満の乳児を対象に前期（生後４ヶ月以降）と後期（生後10ヶ月以降）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。毎月１回実施しています。

主な経費

健康診査委託料 ６０９万円

消耗品など ４８万円

２歳児歯科健診事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○２歳児歯科健診事業 ７２万円

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、相談をとおして一緒に考えます。

これまで歯の健康フェアーとして年1回行っていましたが、平成２６年度からは健診として毎月1回

開催します。内容は身体計測、歯科医師の診察、歯科衛生指導、栄養相談、保健相談となってい

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 ６４万円

消耗品など ８万円

↑歯の健康フェアーの様子↑
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長寿県復活 食の応援事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○長寿県復活食の応援事業 ４９６万円

「健康長寿おきなわ」の復活に向けて、町民へ県や町の食習慣の実態や課題を伝え、生活習慣

病の発症や重症化を予防するために食習慣の改善方法を提供していきます。主な事業内容は「食

と生活習慣病」の講演会、健康レシピカレンダーの作成配布、公用車のラッピング、横断幕等によ

る普及啓発活動を実施します。

主な経費

・講演会講師謝礼金 3万円

・講師旅費 9万円

・健康レシピ作成委託料 298万円

・公用車ラッピング等委託料 181万円

・その他の経費 5万円

予防接種事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○予防接種事業 １億２，８４６万円

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、集団（沖縄県健康づくり財団）・個別（指定病院）で実施

します。対象となるお子さんのおられる保護者には個別に通知します。

①子どもの予防接種の種類（自己負担はありません）

☆不活化ポリオ（小児マヒ）

○対象年齢：生後３カ月～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回追加 ○接種期間：通年

○年間受診者数：５００名 ○１人当たり経費：１０，３７８円

☆ＤＰＴ（Ｄ：ジフテリア、Ｐ：百日咳、Ｔ：破傷風）

○対象年齢：生後３カ月～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：６００名 ○１人当たり経費：６，１２３円
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☆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：各年齢とも対象年齢期間中に１回接種 ○接種期間：通年

○年間受診者数：１，０００名 ○１人当たり経費：１１，０８０円

☆ＤＴ（ジフテリア・破傷風）２期

○対象年齢：小学６年生

○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回 ○接種期間：通年

○年間受診者数：４００名 ○１人当たり経費：６，３６１円（個別接種）

☆ＢＣＧ（乳幼児結核）

○対象年齢：生後５カ月～８カ月まで

○接種場所：沖縄県健康づくり財団 ○接種回数：１回 ○接種期間：通年（１２カ月）

○年間受診者数：５５０名 ○１人当たり経費：６，４８０円（集団接種、個別接種）

☆日本脳炎

○対象年齢：１期３歳～７歳半未満、２期９歳～１３歳未満。その他特例措置等。

○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期初回２回・１期追加１回、２期１回 ○接種期間：通年

○年間受診者数：２，０５０名 ○１人当たり経費：８，００２円

☆子宮頸がんワクチン

○対象年齢：中学１年生～高校１年生（３回接種）、○１人当たり経費：１回１６，２３２円

☆ヒブワクチン

○対象年齢：生後２カ月～４歳（４回～１回） ○１人当たり経費：１回８，９６４円

☆小児用肺炎球菌ワクチン

○対象年齢：生後２カ月～４歳（４回～１回） ○１人当たり経費：１回１２，２６８円

☆四種混合（Ｄ：ジフテリア、Ｐ：百日咳、Ｔ：破傷風、IPV：不活化ポリオ）

○対象年齢：生後３カ月～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：１，６００名 ○１人当たり経費：１１，６２０円
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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、１０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）で行う予定です。（自己負担はありません）

☆高齢者（７５歳以上）のみなさんの肺炎球菌予防接種は、１０月初旬から翌年の３月末日の

間に町指定医療機関（予約制）で行う予定です。（約４，０００円程度の自己負担があります)

※高齢者の予防接種の予約の方法は、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

医師への予防接種委託料 １億２，５９１万円

予防接種通知の経費 １６６万円

その他の経費 ８９万円

※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。
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社会福祉団体育成事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○社会福祉団体育成事業 ９，６９２万円

１．南風原町社会福祉協議会への補助金 ８，７７４万円

社会福祉協議会は、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。

■南風原町社会福祉協議会の主な活動

①連絡調整活動

・福祉保健施設団体連絡会の開催

・各種関係機関との連携

②調査研究及び広報・啓発活動

・委員会の開催（総務・財政委員会、企画・広報委員会）年３回

・低所得世帯の調査

・事業総括会議の開催（年２回）

・福祉サービス利用者満足度調査

・社協だより「ちむぐくる」毎月発行（年１２回）

・福祉のしおり発行（改定版）

・地域福祉懇談会の実施（５地区）など

③低所得者福祉に関する事業（生活福祉資金貸付、助け合い金庫貸付、歳末たすけあい募

金による年末激励金の支給、米券等の支給援助）

④高齢者福祉に関する事業（在宅介護支援センタ－事業、介護予防等事業の実施、友愛訪

問事業、高齢者健康づくり推進事業、福祉機器貸出事業、訪問介護事業、介護予防訪問

介護事業）

⑤児童福祉に関する事業

・ファミリーサポートセンター運営

・こいのぼり掲揚式

・子育て支援事業（子育てサロン・子育て講演会）

子育て支援事業 【子育てサロン開催地区：平成２６年４月1日時点】

№ 地区名 開 催 日 場 所

１ 与那覇 毎週水曜日 午前１０時～正午 与那覇ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ-

２ 新 川 毎月第１・２・４水曜日 午前１０時～正午 新川ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ-

３ 兼 城 毎週木曜日 午前１０時～正午 兼城公民館

４ 照 屋 毎週金曜日 午後２時～午後４時 照屋ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀ-

５ 第二団地 毎週月曜日・木曜日 午前１０時～正午 第二団地集会所

６ センター 毎月第２ 火曜日 午前１０時～正午 総合保健福祉防災ｾﾝ

ﾀ- ちむぐくる館

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



- 81 -

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

⑥障がい（児）者福祉に関する事業（障害福祉サ－ビスの実施、地域生活支援事業の実施、

障がい者パソコン教室、障がい者スポレク交流事業

⑦ひとり親家庭福祉に関する事業（就労支援事業、母子寡婦福祉制度説明会）

⑧苦情解決事業の実施

⑨日常生活自立支援事業等の推進（日常生活自立支援事業、日常的金銭管理支援事業）

⑩ふれあいのまちづくり推進事業

・小地域福祉ネットワ－クづくり推進事業

（推進地区の指定１７ヶ所、ネットワーク連絡会、小地域福祉ネットワーク宿泊研修会開催）

・ふれあい福祉相談事業（一般相談、法律相談、司法書士相談）

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～正午 午後２時～４時）

経済的なこと、家族のこと、ＤＶ、財産問題、サラ金問題、医療費、年金問題、

学資資金等の借入、高齢者・障害者（児）に関する相談、子どもの不登校、福祉

制度の利用等、どんな事でも気軽にご相談下さい。

■専門相談

・弁護士による法律相談（毎月第２・３・４木曜日 午前１０時～正午）予約制

・司法書士によるサラ金相談（毎月第３水曜日 午前１０時～正午）予約制

※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。

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

〒901-1104 南風原町字宮平６９７番地１０ ＴＥＬ８８９－３２１３ ＦＡＸ８８９－６２６９

⑪支えあうまちづくり事業

各小学校区にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、子育て世帯、障がい者世帯、高齢

者世帯等を含む全ての個人・世帯を対象に要支援者を把握するとともに、住民による支えあ

い助け合い活動を推進します。

・生活課題の把握と情報共有のシステムづくり

（１）コミュニティソ－シャルワ－カ－の配置（各小学校区）

（２）福祉マップづくり
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（３）見守り活動、生活支援活動

・まちづくりサポ－トセンターの設置・運営

（１）提供会員、依頼会員の登録・斡旋

支えあうまちづくり事業（兼城福祉マップづくりの様子） →

⑫地域支え合い体制づくり事業（県補助事業）

・支えあい・たすけあう地域づくり事業

（１）地域づくり推進委員会の設置・運営 （２）福祉協力員の委嘱と活動支援

（３）住民の“絆”を深める事業・活動への助成

・住民の交流拠点整備事業

（１）交流の拠点となる施設（公民館・集会所）の整備 （２）交流活動のための備品整備

・地域づくりを支える人材育成事業

（１）福祉協力員養成講座の開催 （２）地域づくり講座の開催

（３）福祉ボランティア講座の開催

⑬各種福祉団体の支援

⑭その他の事業

・災害等支援活動の実施（災害等見舞金の支給）

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 ９１１万円 ↑

翔南小学校と民生委員・児童委員との連絡会の様子

ボランティア活動補助事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○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、子どもから高齢者までの福祉に対する理解を深め、地域福祉推進の

担い手として福祉意識の高揚を図り、これまで以上に福祉教育を推進します。福祉教育推進事業

は、教育委員会と共催で実施しており、学校での福祉教育は保育園、幼稚園、小・中・高２３校の

福祉教育推進校が活発な活動を展開しています。町教育委員会と連携して福祉教育連絡会を開

催し情報交換や取り組みの支援を行います。また、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・社会資源を活用したプログラム、体験学習用機材の貸し出し、

教職員による出前講座を行います。
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また、昨年度実施した「児童・生徒、教員の福祉意識調査」の結果をふまえ、これまでの児童・生

徒及び町民の福祉教育の取組みを総括し、今後の推進方策を研究協議するため「福祉教育研究

会」を設置し、調査･研究を行います。

今後、ボランティアに対するニ－ズはますます多様化することが予測されることから、住民の知

識と技能を活かしたボランティア活動の機会づくりや活動支援を継続して実施し、ボランティアセン

タ－基盤の整備に努め、あわせて専門性を持ったＮＰＯとも積極的に連携・協働し、活動を支援し

ます。また、災害時に迅速に対応できるよう行政や関係機関・団体、民生委員・児童委員、自治会

長等と日頃から連携し、災害時要支援者の避難等支援を行うための支援ネットワ－クづくりに取り

組むとともに、町が実施する防災訓練に参加し災害時の社協の役割を確認します。

１．福祉教育の推進

①福祉教育連絡会の開催

②福祉教育推進事業助成（２３ヶ所）

③教員等の福祉教育研修会の開催

④福祉教育研究会の開催

２．ボランティア養成研修の充実

①１０代のボランティア研修会

②ボランティア養成講座の開催

・音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座

・手話ボランティア養成講座

↑手話ボランティア養成講座の様子

３．ボランティアセンターの基盤整備

①コーディネート機能の充実

・ボランティアの登録、更新 ・登録者の斡旋、情報提供

②ボランティア団体・NP０等との連携

・ボランティア団体連絡会の開催

・新春さわやかもちつき大会の開催

・企業等のボランティア活動支援

・NP０活動支援助成金事業の実施

③ボランティア活動の振興

・民間福祉資金の活用及び情報提供

・ボランティア保険加入促進、その他

４．災害ボランティアセンターの機能充実

・防災訓練への参加

↑新春さわやかもちつき大会の様子

５．その他

・２４時間テレビ募金活動の協力



- 84 -

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

児童館運営事業・単独
（担当：民生部 こども課 課長：前城 充）

○児童館運営事業・単独 ２，６１７万円

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、人形劇鑑賞等の活動を行っています。

また、児童館の管理運営は、１２名（各児童館３名）の児童厚生員と臨時職員が行います。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

北丘児童館：母の日プレゼント教室、父の日プレゼント教室、夏休み工作教室他

兼城児童館：母の日プレゼント教室、父の日プレゼント教室、夏休み教室他

本部児童館：ニュースポーツ教室、ガラスアート教室、クリスマスクラフト教室他

津嘉山児童館：母の日プレゼント教室、父の日プレゼント教室、敬老の日プレゼント教室他

２．クラブ活動

北丘児童館：組踊りクラブ、サイエンスクラブ、手作りクラブ他

兼城児童館：幼児クラブ、スポーツクラブ、習字クラブ他

本部児童館：幼児クラブ、クッキングクラブ、卓球クラブ他

津嘉山児童館：幼児クラブ、バドミントンクラブ、手作りクラブ他

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。

＊その他４児童館合同で自然体験デイキャンプ、南風原町児童館まつりを行います。

↓「児童館まつり」の様子↓

■主な経費

児童厚生員報酬 １，４４６万円

臨時職員賃金 ３９４万円

光熱水費 ６０万円

消耗品費 １１１万円

児童館の修繕等 ２４万円

その他の経費 ５８２万円

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２階

本 部 児 童 館 ８８９－５００８ （本部１１６） 本部公民館隣

津嘉山児童館 ８８８－２９２５ （津嘉山６６３－１） 津嘉山公民館近く

※ お気軽にご利用下さい。
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学童保育事業・補助
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○学童保育事業・補助 ６，９３５万円

１．学童クラブ補助金 ６，２４０万円

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校児童を対象に、一定の条件を満たした学童保

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、児童の健全な育成を図ることを

目的とした事業です。また、障害者のいる学童クラブへは、補助金の加算を行っています。

よなは学童クラブ補助金 ６３８万円

北丘学童クラブ補助金 ６９０万円

津嘉山学童クラブ補助金 ４５０万円

学童クラブわんぱく家補助金 ６２４万円

ドルチェ学童クラブ補助金 ４８５万円

こがね森学童クラブ補助金 ６３７万円

みやび学童クラブ補助金 ４７３万円

翔南学童クラブ補助金 ６００万円

竹の子学童クラブ補助金 ４２９万円

第二こがね森学童クラブ補助金 ５１１万円

学童クラブＶＩ－ＶＡ補助金 ２９９万円

第二北丘学童クラブ補助金（仮） ４０４万円 ↑こがね森学童クラブ

２．学童クラブ環境改善事業補助金 ６９５万円

一定の条件を満たした学童保育事業を実施している学童クラブに対し、１００万円を限度に施設

の設置に必要な設備の整備費（備品の購入等）を補助します。

北丘学童クラブ ９９万円 よなは学童クラブ １００万円

竹の子学童クラブ ９６万円 津嘉山学童クラブ １００万円

学童クラブわんぱく家 １００万円 ドルチェ学童クラブ １００万円

第二北丘学童クラブ（仮） １００万円

放課後児童の居場所づくり支援事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○放課後児童の居場所づくり支援事業 ２３１万円

沖縄振興特別推進交付金事業を活用し、民間施設を借用し運営を行っ

ている学童クラブに対して一月５万円を上限に家賃補助を行い学童クラブ

の経営安定化を図っています。

津嘉山学童クラブ ３６万円

こがね森学童クラブ ３６万円

学童クラブわんぱく家 ５１万円

第二こがね森学童クラブ ４８万円

ドルチェ学童クラブ ６０万円 こがね森学童学童クラブ→
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ファミリー・サポート・センター事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○ファミリー・サポート・センター事業 ４００万円

ファミリー・サポート・センターとは、保育園の開始前や終了後、保育園までの送迎、学童保育終

了後、保護者等の病気や急用等、冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、買い物等外出時な

ど、一時的に子どもを預かって欲しいけれど頼れる人がいない世帯の子育て支援のため、育児に

ついて助け合う相互援助活動を行う事業です。町社会福祉協議会へ業務を委託し、平成２２年度

よりスタートしました。今後も労働者や児童の福祉の向上を図っていきます。

【 センターの業務 】

①会員の募集、登録などに関すること

②相互援助活動の調整

③会員を対象に相互援助活動に必要な知識を習得するための講習会の開催

④会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催

⑤子育て支援に関する関係機関との連絡調整に関する業務

⑥広報活動

主な経費 ファミリー・サポート・センター事業委託料 ４００万円

（内訳） アドバイザー報酬等 ２９６万円

消耗品等事務費 １０４万円

地域子育て支援拠点事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○地域子育て支援拠点事業 １，４３９万円

地域子育て支援拠点事業は、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、地域子育て支援拠点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 １８６万円

認可保育園地域子育て支援拠点事業補助金 １，１７８万円

その他の経費 ７５万円

※ 費用の一部を国・県が１，２８０万円負担しています。

（単位：人）

保育所（園）名 こども 大人 合計

宮平保育所 3,642 2,784 6,426

津嘉山保育所 2,069 1,843 3,912

かねぐすく保育園 1,020 927 1,947

合計 6,731 5,554 12,285

平成25年度　年間利用状況



- 87 -

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

臨時福祉給付金事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○臨時福祉給付金事業 １億７，３４７万円

平成２６年４月からの消費税率引き上げに伴い、低所得者への負担の影響を緩和するために、

暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」を支給します。

【臨時福祉給付金の支給対象】

・基準日（平成２６年１月１日）において、住民基本台帳に記載されており、平成２６年度の市町村

民税が課税されていない方

※ただし、平成２６年度市町村民税が課税されている方に扶養されている方や、生活保護制度

の被保護者となっている場合などは対象となりません。

【給付額】

給付対象者１人につき１万円

※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障

害者等の受給者は5,000円加算されます。

子育て世帯臨時特例給付金事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○子育て世帯臨時特例給付金事業 ５，１３０万円

平成26年4月からの消費税率引上げに伴い、子育て世帯への負担の影響を緩和するために暫

定的・臨時的な措置として「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

【子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者】

・基準日（平成26年1月1日）において平成２６年1月分の児童手当（特例給付を含む）の受給者

であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方

【対象児童】

・支給対象者の平成26年1月分の児童手当（特例給付を含む）の対象となる児童（平成26年1月

1日に生まれた児童を含む）

※ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護制度の被保護者となっている場合などは対

象となりません。

【給付額】

対象児童1人につき1万円
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児童手当事業
（担当：民生部 こども課 課長：前城充）

○児童手当事業 ８億６，４９５万円

これからの未来を支える子ども達が、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、児童手当として支給しています。

【児童手当の支給対象】

・中学校修了までの児童を養育している方

支給対象（月額） ３歳未満の児童 １５，０００円

３歳以上小学校修了前の児童 第１子・２子 １０，０００円

第３子 １５，０００円

中学生 １０，０００円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律５，０００円

を支給します。

※支払月は、平成２６年６月、１０月、平成２７年２月となっています。

・主な経費

児童手当 ８億６，２４６万円

（国：６億２９７万円、県：１億２，９７４万円、町：１億２，９７５万円）

賃金 １６１万円

郵送代等 ８８万円
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重度心身障害者医療費助成事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○重度心身障害者医療費助成事業 ５，３３３万円

心身に重度の障害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。

なお、入院時食事療養費は、半額の助成となります。

また、申請には、受給者証の提示が必要です。

【医療費助成対象者】

医療保険に加入している方で障害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（中度）で特別児童扶養手当１級の支給対象児童

助成対象人数（529名）

自立支援医療費事業

（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○自立支援医療費事業 ５，２６２万円

①更正医療給付事業 ４，８８７万円

身体障害者手帳の交付を受けた１８歳以上の方で、その障がいを軽減・除去し、日常生活能力

や職業能力の回復向上をはかるために必要な医療（医療に要する費用）が必要とされた場合に、

更生医療費の給付（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。

公費負担の内容

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術（ペースメーカー埋込み手術等）

人工透析療法、じん移植手術抗ＨIＶ療法、肝臓移植術(抗免疫療法を含む)など
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※人工透析の１人当たりの年間の医療費は約５００万円です。

近年は生活習慣病（糖尿病）による人工透析療養者も増えています。

人工透析の仕組み

②育成医療給付事業 ３７５万円

医療を行わないと将来障がいを残すと認められる疾患がある児童（１８歳未満）で、その身体障

がいを軽減・除去する手術等の治療によって確実に効果が期待できる児童に対して提供される、

生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障がいと標準的な治療の例

・股関節脱臼・耳奇形・口蓋裂等 形成術

・唇顎口蓋裂の手術以外に歯科矯正が必要な場合

・心臓手術、人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

・小腸機能障害 中心静脈栄養法

・ＨＩＶによる免疫機能障害の抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法等

・その他の先天性内臓障害等の外科手術等

なお、世帯の所得に応じ自己負担があります。

市町村地域生活支援事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

市町村地域生活支援事業 ４，０３５万円

この事業は、障がい者及び障がい児が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（地理的条件や社会資源など）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。

平成２５年度から障がい者の範囲に「難病等」が加わり、障害福祉サービスや相談支援等の対

象になります。

１．コミュニケーション支援事業 ３７３万円

①手話通訳設置事業 ２１４万円
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意思疎通を図ることに支障のある聴覚障がい者を支援することを目的に、手話通訳者を設置

し庁舎内での手話通訳支援や手話・要約筆記派遣（斡旋）のコーディネートも行っています。

主な経費 設置手話通訳報酬 ２１３万円

頸肩腕症検診料 １万円

②手話・要約筆記奉仕員派遣事業 ９５万円

聴覚障がい者の要望に応じて、通院や学校行事（三者面談、家庭訪問など）、会議や講演会

などへの手話・要約筆記の派遣（斡旋）をします。

また、時間外及び休日の緊急時の派遣は、沖縄県身体障害者福祉協会に委託しています。

主な経費 手話・要約筆記奉仕員派遣報償費 ６４万円

時間外緊急コミュニケーション支援事業委託料 ３０万円

ボランティア保険料 １万円

③手話奉仕員養成講座 ６４万円

聴覚障がい者への初歩的なコミュニケーション方法を

学習すると共に、聴覚障がい者の社会参加を支援する

手話奉仕員を養成します。平成25年度は基礎課程に９名

受講しています。

主な経費

講師謝礼金（４０回） ６４万円

・ろう講師と聴講師（各１名）

２．相談支援機能強化事業 ７２３万円

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、障がい児（者）本人や家族からの

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・精神保健福祉士）報酬 ７２３万円

３．発達障がい児支援事業 ４３８万円

親子通園事業施設「ゆうな園」において、発達が気になる子や自閉症やアスペルガー症候群等

の広汎性発達障がい、学習障がい（LD）、注意欠落多動性障害（ADHD）等の発達障がいがある

子が親子で通園し、強いこだわりや苦手な対人関係を、小集団での保育や個別支援を体験するこ

とで、徐々に集団活動ができるようになり、障がい児保育、幼稚園へ繋げることを目的に活動しま

す。また、町内保育園や１才半児健診や３歳児健診にて行動観察や助言を行い、子どもの発達に

関する支援を行います。
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主な経費 ： 発達支援心理士報酬 ２１０万円

保育士賃金 １７６万円

発達支援強化謝礼金（言語聴覚士・作業療法士）

４０万円

消耗品費・修繕費・備品購入費等 １２万円

ゆうな園の活動の様子

言語聴覚士による指導 クリスマス会の様子

４．南風原町障がい者地域自立支援協議会 ４０万円

地域の相談支援をはじめとする地域の障がい福祉に関する協議をします。

・障がい者の自立した地域生活を支援するための方策

・処遇困難な障がい者への支援の方策

また下部組織としてワーキングチームを設置し協議会に必要な基礎資料の収集や、町の障が

い者相談員の事案解決に向けての助言を行います。

主な経費 自立支援協議会委員・ワーキングリーダー謝礼金等 ４０万円

５．日常生活用具給付等事業 ７８５万円

重度障がい者に対して日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具

の給付をします。

主な用具：ストマ、紙おむつ、吸引・吸入器

視覚障がい者用体温計・血圧計など

聴覚障がい者用情報通信機器（FAX）など

点字ディスプレイ→

吸引器→
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６．移動支援事業 ５０１万円

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。

７．地域活動支援センター機能強化事業 ４５０万円

地域で生活する障がい者が、憩いと利用者どおしの交流の場として利用する場所で、地域の

方との交流会などがあります。また、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 ４５０万円

対象施設 ： てるしのワークセンター

８．福祉機器リサイクル事業 １１万円

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

９．その他事業 ４９８万円

①日中一時支援事業 ３７７万円

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。

また、人工呼吸器を装着するなどの重度の障がい児を対象とした、医療型日中一時支援事

業も行っています。

②社会参加促進事業 １２１万円

イ、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 ３９万円
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ロ、本人活動支援事業

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、障がいが

あるの方の本人活動を育成します。

主な経費 本人活動支援事業委託料 ２０万円

委託先：相談支援支援センターりんく

ハ、その他（障害者虐待に係る経費等） ６２万円

↑音楽サークルアンダンテ活動風景↑

１０．障害程度区分認定調査員報酬 ２１６万円

障がい者の介護の必要度を認定するための調査を行います。

区分の認定には障害程度区分認定審査会の審査を必要としますので、１カ月程度の期間を

要します。

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 ９６万円

在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活に必要な用具を給付します。

主な用具：吸引器、吸入器、車椅子、パルスオキシメーター等

介護給付・訓練給付等事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里 智）

○介護給付・訓練等給付事業 ６億５，０９２万円

心身に障がい等がある方に、障がいの程度や介護の必要度、また身のまわりの状況等によっ

て、生活を支えるための様々な障害福祉サービス等を提供します。

また、平成２５年度から難病等の方々も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。

障害福祉サービスは、居宅介護（ホームヘルプ）や短期入所（ショートステイ）、施設入所支援等

の介護給付費と就労移行(継続)支援や自立訓練等の訓練等給付費に分けられ、その種類と内容

は次のとおりです。
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１．障害者自立支援給付費 (障害福祉サービス) ５億２，８８５万円

①居宅介護 ２，６８６万円

障がいのある方等で、日常生活に対する支援が必要な方に対して入浴、排せつ、食事等の

身体介護や調理、掃除等の家事援助を、訪問介護員（ホームヘルパー）が行います。

(1)家事援助：障がい等によって困難な家事等のお手伝い

(2)身体介護：入浴や食事・更衣等の身のまわりのことや、車椅子等で通院する際の支援

(3)通院介助：移動が困難な障がい者等が通院する際の、自宅と病院等の間の支援

②同行援護 ７６０万円

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者について、余暇活動等の外出時に

同行し、移動に必要な情報の提供をするとともに、排せつ、食事等の必要な支援を行います。

③行動援護 ４７万円

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を必

要とする方が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、移動中の介護、排せつ

等の必要な援助を行います。

④療養介護 ２，４３０万円

医療機関(施設)において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、

日常生活上の世話その他必要な医療を必要とする方に、医療機関（施設）での機能訓練、健康

の保持及び介護等の日常生活上の支援を行います。

⑤生活介護 １億８，７５２万円

障がい等があり、常に介護を必要とする方に，主として昼間に障がい者支援施設等において

入浴、排せつ、食事等の日中介護を行うとともに創作活動または生産活動の機会を提供します。

⑥短期入所 ５６５万円

障がい等がある方の介護をしている家族が、病気、出産、冠婚葬祭等の理由で一時的に介

護ができなくなった場合に、その障がい者（児）等を施設に入所（原則７日以内）させ、必要な支

援を行います。

⑦共同生活介護 ２８７万円

主として夜間において、共同生活を行う住居において入浴、排せつ、食事等の介護、または

調理、洗濯、掃除等の生活に関する相談や助言、就労先その他関係機関との連絡等の日常生

活上の支援を行います。

⑧施設入所支援 ８，１６２万円

施設に入所している障がい者等に対して、主として夜間に入浴、排せつ、食事等の介護を行

います。
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⑨自立訓練(生活訓練) ６５２万円

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行い、地域

生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等の安定を図ると共に、障がい者等の生活の安定を

図ります。

⑩宿泊型自立訓練 ３５１万円

生活のリズムを整えながら、生活能力の維持向上のための食事や家事等の日常生活能力を

向上するための訓練を行います。（日常生活訓練・社会適応訓練等）

⑪就労移行支援 ２，４３１万円

就労を希望する障がい者等に対して、一定期間にわたり 職業訓練等を通じて、一般就労に

必要な知識、能力向上のための訓練を行います。

⑫就労継続支援（A型・B型） １億４，０７３万円

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者等にお

いて、施設へ通所することよって、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

⑬共同生活援助 １，５６６万円

障がい等を持った方が、生活援助体制を備えたアパート等において共同生活による自立した

生活を支援します。

⑭計画相談支援給付 １２３万円

障害福祉サービスの支給決定を受けた方に対して、指定特定相談支援事業所が障害福祉サ

ービスの利用調整や計画的な利用を支援するサービス等利用計画やモニタリング報告書を作

成します。市町村はサービス等利用計画を基に利用者の意向に沿った福祉サービスを支給決

定します。

２．障害児通所給付費 １億５４７万円

①児童発達支援 １，３５９万円

療育が必要な未就学児に対して個別、集団療育を行い、日常生活における基本的な動作や

集団生活への適応訓練等、個々の特性にあった支援を行います。

②医療型児童発達支援 １２２万円

肢体不自由があり、機能訓練または医療的な支援が必要な障がい児に対して児童発達支援

及び治療を行います。

③放課後等デイサービス ８，９８７万円

療育が必要な就学児に対して、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進等の支援

を行います。
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④障害児相談支援給付 ７９万円

放課後等デイサービス等の支給決定を受けた方に対して、指定障害児相談支援事業所が福

祉サービスの利用調整や計画的な利用を支援する障害児支援利用計画やモニタリング報告書

を作成します。市町村は障害児支援利用計画を基に利用者の意向に沿った福祉サービスを支

給決定します。

３．補装具給付費 ８６１万円

身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。

補装具の種類

視覚の障害：眼鏡・コンタクトレンズ・義眼・盲人安全つえ

聴覚の障害：補聴器・イヤモールド・ＦＭ

肢体の障害：義手・義足・上肢装具・下肢装具・車椅子など

補聴器→ 肢装具→

４．療養介護医療費 ６４２万円

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関（施設）での医療にかかる給付を行う事業です。

５．肢体不自由児通所医療 ２４万円

医療と常時介護を必要とする児童に、医療機関(施設)での医療にかかる給付を行う事業で

す。

６．医師意見書作成手数料 ３７万円

障害者自立支援給付費の中で障害支援区分の認定が必要な介護給付費のサービスを利用

する際に主治医の意見書が必要となります。

７．自立支援支払委託料 ７１万円

自立支援給付費の支払にかかる国民健康保険団体連合会への審査事務委託料です。

８．障害児通所支払委託料 ２４万円

障害児通所給付費の支払にかかる国民健康保険団体連合会への審査事務委託料です。

９．療養介護医療費審査事務委託料 １万円

療養介護医療費の支払にかかる国民健康保険団体連合会への審査事務委託料です。
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敬老会事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○敬老会事業 １１４万円

町内に在住する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２５年度の敬老会には約５３０人あまりの方が参加しました。

主な経費

敬老会飲食代等 ９９万円 敬老会余興謝礼金 １５万円

↑ 約５３０名余が参加した敬老会のようす ↑ 観客も夢中になった余興

高齢者祝金支給事業
（担当：民生部 保健福祉課 課長：神里智）

○高齢者祝金支給事業 ４６９万円

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１万5千円相当の記念品、カジマヤ－（９７歳）の方に３万

円の祝金、新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 高齢者祝金等 ２７６万円

高齢者慶祝記念品代等 １９３万円

↑ 家族とトーカチ祝い ↑ 一家そろってカジマヤー祝い
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