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基本施策２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

 

 

主要施策１ 保健・医療 

施策１ 自らの健康づくりの推進 

No.8 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［一部新規］ 

だれもが健康長寿の 

まちづくり事業 

（健康支援課） 

町民の健康長寿を目指し、長期的な健康づくりを支

援するとともに、「健康」をテーマに町民との交流の

場を提供することで、健康意識の高い町民の拡大を

図り、地域における自主的な健康づくりを推進する。 

 

・健康マイレージ事業（県健康長寿プロジェクト） 

・健康フェスタ２０１７ 

・すぎと健康アカデミー 

H29 718  

H30 718 

H31 718 
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No.9 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

がん検診事業 

（健康支援課） 

がんの早期発見や治療につなげるため、がん検診を

実施する。 

・クーポン券・がん検診手帳を配布（乳がん、子宮頸

がん） 

・集団検診の実施 

・特定の年齢層を対象としたコールリコールの実施 

 

H29 32,939 

H30 32,939 

H31 32,939 

 

No.10 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

予防ワクチン接種事業 

（健康支援課） 

感染症による患者の発生や、重篤化を予防するため、

予防接種を実施する。 

＜主な予防接種＞ 

・ 日本脳炎 

・ 四種混合 

・ 小児用肺炎球菌ワクチン 

・ ヒブワクチン 

・ 高齢者インフルエンザ 

・ 高齢者用肺炎球菌ワクチン 

H29 106,255 

H30 102,323 

H31 102,323 

 

No.11 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

母子健康診査事業 

（健康支援課） 

妊娠・出産にかかる経済的負担を軽減するため、妊

婦健康診査助成券を交付し、妊婦や胎児の健康確保

を図るとともに、妊娠中の異常を早期に発見し、適

切な保健指導を行う。 

H29 27,874 

H30 27,874 

H31 27,874 

 

 

 



16 

  

施策２ 地域医療体制の充実 

No.12 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

地域医療支援事業 

（健康支援課） 

地域の医療を守るため、地域の医師会及び病院、並

びに近隣市町と協力して、下記の事業を運営（実施）

するとともに、救急医療や適正受診に対する啓発を

行う。 

①休日夜間初期救急（冬季）の実施 

・円滑な二次救急医療継続のため、北葛北部医師会

の協力を得て、冬季の休日夜間初期救急対応を行

う。 

②休日診療の実施 

・杉戸町医師会、幸手市医師会、北葛北部医師会の協

力を得て、休日診療を行う。 

③東部北地区病院群輪番制方式の運営 

・第二次救急体制として 6市 2町（※1）による東部

北地区病院群輪番制方式に参加し、運営費の一部

を参加市町で負担する。 

④地域医療ネットワークシステム「とねっと」の運

営 

・利根保健医療圏 7市 2町（※2）で地域医療ネット

ワークシステム「とねっと」を運営し、患者のカル

テ共有化等を実施する。 

 また、運営費の一部を負担する。 

※1 加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白

岡市、宮代町、杉戸町 

※2 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸

手市、白岡市、宮代町、杉戸町 

 

H29 9,935 

H30 14,138 

H31 14,138 
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主要施策２ 地域・高齢者・障がい者福祉 

施策２ 高齢者福祉の推進 

No.13 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

高齢者長寿祝い事業 

（高齢介護課） 

高齢者の長寿を祝い、敬愛し、長寿の喜びを感じて

いただくために、下記の対象年齢に応じて長寿祝い

品（商品券）を贈呈する。 

・101歳以上  30千円 

・100歳   100千円 

・ 90歳      10千円 

・ 80歳     5千円 

H29 5,188 

H30 4,325 

H31 5,812 

 

No.14 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

高齢者と地域のつなが

り再生事業 

（高齢介護課） 

高齢者が住み慣れた地域で健康で楽しい生活を送る

ことを目的とし、仲間作り等の交流の場としての居

場所（サロン）の設置及び活動支援を行う。 

サロンの初期整備のための補助金の交付のほか、サ

ロン交流事業、サロン運営費の補助を行う。 

 

H29 1,810 

H30 810 

H31 810 

 

No.15 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

介護保険特別会計 

繰出金 

（高齢介護課） 

介護保険事業の安定化を図るため、事業実施に必要

な財源の一部について、一般会計から繰出しを行う。 

H29 366,845 

H30 376,890 

H31 387,190 
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No.16 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

新しい地域支援事業 

（高齢介護課） 

※介護保険特別会計 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とができるよう、地域包括ケアシステムの構築のた

め、在宅医療・介護連携、認知症施策、及び生活支

援・介護予防サービスの基盤整備等の事業を推進す

る。 

H29 109,126 

H30 115,892 

H31 123,077 

 

施策３ 障がい者福祉の推進 

No.17 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

生活介護施設運営事業 

（福祉課） 

「デイケアかわせみ」において、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条

第 7項に規定する「生活介護」事業を実施する。 

在宅の障がい者が自立した日常生活を営むことがで

きるよう生活上の支援を行う。 

H29 30,852 

H30 30,852 

H31 30,852 

 

No.18 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

重度心身障がい者医療

費支給事業 

（福祉課） 

重度心身障がい者が、傷病等で医療機関を受診した

際に窓口で負担する保険診療による一部負担金を助

成する。 

なお、町内医療機関を受診した場合は、窓口での一

部負担金の支払いを無料とする。 

H29 108,958 

H30 108,958 

H31 108,958 
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No.19 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

障がい者就労支援セン

ター運営事業 

（福祉課） 

障がい者の地域における自立した生活や社会参加を

促すため、関係機関と連携し、職業相談、就労支援及

び雇用促進を図る。 

H29 10,232 

H30 10,232 

H31 10,232 

 

 

施策４ 社会保障の充実 

No.20 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

国民健康保険特別会計

繰出金（法定外繰出金） 

（町民課） 

国民健康保険の健全な運営を図るため、事業運営に

必要な財源の一部を一般会計から繰出しする。 

なお、平成 30年度より、国民健康保険事業の財政運

営の主体が県へ移行する予定。 

H29 194,000 

H30 － 

H31 － 
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主要施策３ 子育て 

施策１ 子育て支援の充実 

No.21 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

こども医療費支給事業 

（子育て支援課） 

子育て家庭の負担を軽減し、子どもがいつでも等し

く医療を受けられる環境を整備するため、医療費の

一部を助成する。 

・対象 入通院ともに中学校修了まで 

H29 149,764 

H30 149,764 

H31 149,764 

 

No.22 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

延長保育促進事業 

（子育て支援課） 

仕事と子育てを両立し、安心して子育てができる環

境を整備するため、私立認可保育所の保育標準時間

以外の保育サービスに係る経費の一部について、補

助金を支出する。 

H29 4,026 

H30 4,026 

H31 4,026 

 

No.23 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［一部新規］ 

民間認可保育所整備 

事業 

（子育て支援課） 

老朽化する内田保育園の対応として誘致した、民間

認可保育所（杉戸みちのこ保育園）の周辺整備を実

施する。（歩道整備・下水道マンホールポンプ移設） 

 

H29 12,528 

H30  

H31  
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No.24 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［一部新規］ 

放課後児童クラブ運営

管理事業 

（学校教育課） 

（教育総務課） 

放課後や土曜日など、児童が安心して過ごせる居場

所として、町内小学校６校の余裕教室等を活用し、

放課後児童クラブを運営（管理）する。 

・西放課後児童クラブの児童数の増による増床 

H29 60,320 

H30 58,524 

H31 58,633 

 

No.25 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

病児保育事業 

（子育て支援課） 

病気中又は病気回復期にある乳幼児及び児童の一時

的な預かり保育を実施し、就労等における保護者の

負担を軽減する。 

H29 8,821 

H30 8,821 

H31 8,821 

 

No.26 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

ファミリー・サポート

事業 

（子育て支援課） 

子育て世帯の多様なニーズに対応するため、地域に

おいて子育ての援助を行いたい者（提供会員）と援

助を受けたい者（依頼会員）が、有償の相互援助活動

を行う場として「ファミリー・サポート・センター」

を運営する。 

 

H29 3,353 

H30 3,353 

H31 3,353 
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No.27 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［一部新規］ 

子育て支援センター 

運営管理事業 

（子育て支援課） 

地域での子育てを支援する拠点として、子育て支援

センターを運営する（民間が運営する子育て支援セ

ンター〔ポラーノ広場〕については補助を実施）。 

子育て中の保護者が相互交流をするとともに、子育

てについての相談、情報提供等を行う。 

・泉子育て支援センター駐車場の拡張整備 

 

H29 24,743 

H30 17,715 

H31 17,715 

 

No.28 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

多子世帯保育料軽減 

事業 

（子育て支援課） 

多子世帯の経済的負担の軽減を図るために、保育所

等に入所する満３歳に達していない乳幼児のうち、

第３子以降の児童の保育料を免除する。 

H29 － 

H30 － 

H31 － 

 

No.29 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

乳幼児健全発達支援 

相談指導事業 

（健康支援課） 

子どもの発達の遅れ･障がいの早期発見のため、乳幼

児健診・相談の結果から、発達面での継続的な支援

が必要な子どもに対し、言語聴覚士、理学療法士、臨

床心理士による個別指導を実施する。 

また、作業療法士を中心とした親子教室を実施する。 

 

H29 2,160 

H30 2,160 

H31 2,160 
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No.30 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

幼稚園就園奨励費補助

事業 

（子育て支援課） 

子育て家庭の負担を軽減するために、幼稚園に就園

する園児の保護者に対し、所得に応じて幼稚園就園

奨励費補助金の支給を行う。 

H29 31,379 

H30 31,379 

H31 31,379 

 

No.31 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

［一部新規］ 

ブックスタート事業 

（社会教育課） 

赤ちゃんと保護者が絵本を介して、心ふれあう時間

を持つきっかけを作るため、３～４か月健診時に赤

ちゃんへ読み聞かせを行うとともに、絵本とトート

バッグのプレゼントを行う。 

 

 

H29 342 

H30 342 

H31 342 

 

No.32 

実施計画事業名 事業内容 年度 
事業費 

（千円） 

小・中学校自転車損害 

保険等加入事業 

（学校教育課） 

自転車運転時に、加害者にも被害者にもならないよ

う自転車安全教育を実施し、自転車運転時の交通事

故の撲滅に努める。 

また、万が一、事故発生時に加害者となった場合、

保護者の経済的負担を軽減するため、全ての小・中

学生を対象とした自転車損害保険に町が加入する。 

 

H29 2,492 

H30 2,492 

H31 2,492 

 

 

 

 

 

 

 


