
課コード: 040200 課名称: 保健福祉部健康増進課平成26年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-001

予防接種事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

01

ソフト事業（義務）

感染の恐れがある病気の発生及びまん延を防ぐ。ポリオ､ＢＣＧ、麻し
ん風しん混合､四種混合､日本脳炎､インフルエンザ（高齢者）の予防
接種。対象者へ通知書の送付又は広報掲載で接種勧奨等を行い、
予防接種を実施するもの。

一般 法令の実施義務（自治事務）

予防接種法 北上市健康づくりプラ
ン 230,091

予防接種事業

乳幼児及び65歳以
上の高齢者（インフ
ルエンザ

＜各ワクチン接種者数＞
○ＢＣＧ
対象者：792人
接種者数：821人
接種率：103.7％
○４種混合
対象者：792人
接種者数：837人
接種率：105.7％
○２種混合
対象者：885人
接種者数：776人
接種率：91.6％
○麻しん風しん混合
対象者：862人
接種者数：833人
接種率：96.6％
○日本脳炎
対象者：808人
接種者数：868人
接種率：107.4％
○インフルエンザ(高齢者)
対象者：23,207人
接種者数：12,268人

＜各ワクチン接種者数＞
○ＢＣＧ
対象者：851人
接種者数：654人
接種率：77％
○４種混合
対象者：851人
接種者数：705人
接種率：83％
○２種混合
対象者：1,022人
接種者数：892人
接種率：87％
○麻しん風しん混合
対象者：1,709人
接種者数：1,498人
接種率：88％
○日本脳炎
対象者：2,953人
接種者数：1,519人
接種率：51％
○インフルエンザ(高齢者)
対象者：23,260人
接種者数：11,291人
接種

<集団>
 
○ポリオ
回数：9回
接種者数：650人
接種率：78.9%
<個別>

○麻疹風疹混合
接種者数：3,441人
接種率：96.0％
(麻疹・風疹の単抗原接種含む）
○三混
接種者数：2,698人
接種率：132.1％
○日本脳炎
接種者数：1,316人
接種率：51.5%
○インフルエンザ

接種者数：10,915人
接種率：50.7%

<集団>

○ポリオ
回数：32回
接種者数：1,624人
接種率：95.9%
<個別>

○麻疹風疹混合
接種者数：3,437人
接種率：94.7%
(麻疹・風疹の単抗原接種含む）
○三混
接種者数：3,300人
接種率：101.1%
○日本脳炎
接種者数：2,091人
接種率：54.6%
○インフルエンザ

接種者数：11,280人
接種率：54.18%

040200-001-01

040200-002

健康診査総務費

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

各種健診の受診希望者を適確に把握する。各種検診の受診の希望
調査を行う

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法 北上市健康づくりプラ
ン 2,226

健康診査総務費

検診を受けようとす
る市民

対象34,557人
（市内全域で受診希望調査を実施）

対象者5,722人 過去1年間に北上市に転入した人
、各種健診の対象年齢に達した人を対
象に受診希望調査を行う。
対象者5,794人

過去1年間に北上市に転入した人
、各種健診の対象年齢に達した人を対
象に受診希望調査を行う。

040200-002-01

040200-003

結核・肺がん検診

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

01

ソフト事業（義務）

肺結核、肺がんを早期発見し、早期治療にむすびつける。結核・肺が
ん検診に係る受診通知書印刷・発送、健診の実施（集団検診）、結果
処理、事後管理

一般 法定受託事務

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律並
びにがん対策基本法

北上市健康づくりプラ
ン、きたかみいきいき
健康ぷらん

24,170

結核・肺がん検診

40歳以上の市民 対象者23,694人
受診者9,481人
受診率40.0％
集団検診：66日間実施

対象者22,616人
受診者9,691人
受診率42.9％
集団検診：68日間実施

対象者22,752人
受診者9,836人
受診率43.2％
集団検診：69日間実施

対象者25,769人
受診者10,046人
受診率38.9％
集団検診：67日間実施

040200-003-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
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細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-004

胃がん検診

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

胃がんを早期発見し、早期治療に結びつける。問診・胃透視検査、事
後管理等

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法、がん対策
基本法

北上市健康づくりプラ
ン、きたかみいきいき
健康プラン

35,888

胃がん検診

35歳以上の市民 対象者：20,029人
受診者：6,223人
受診率：31.1％
集団検診：101日間実施

対象者：19,744人
受診者：6,455人
受診率：32.7％
集団検診：101日間実施

対象者：19,867人
受診者：6,405人
受診率：32.2％
集団検診：110日間実施

対象者：19,542人
受診者：6,499人
受診率：33.3％
集団検診：112日間実施

040200-004-01

040200-005

大腸がん検診

健康係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

大腸がんを早期発見し､早期治療に結びつける。問診・便潜血検査、
事後管理等

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法、がん予防
重点教育及びがん検
診実施のための指針

北上市健康づくりプラ
ン、きたかみいきいき
健康プラン

17,464

大腸がん検診

35歳以上の市民 対象者：22,722人
受診者：7,543人
受診率：33.2％
個別検診：市内38医療機関

対象者：22,107人
受診者：7,595人
受診率：34.4％
個別検診：市内38医療機関

対象者：22,520人
受診者：7,510人(無料クーポン807名含
む)
受診率：33.3％
個別検診：市内36医療機関

対象者：21,592人
受診者：7,236人(無料クーポン872名含
む)
受診率：33.5％
個別検診：市内36医療機関

040200-005-01

040200-006

子宮がん検診

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

子宮頸部及び体部に発生するがんを早期発見し、早期治療に結びつ
ける。（集団検診・個別検診）(頚部・体部）問診・内診・頚部細胞診・体
部細胞診・事後管理等

一般 法令に特に定めのないもの

がん予防重点健康教
育及びがん検診実施
のための指針

北上市健康づくりプラ
ン、きたかみいきいき
健康プラン

17,459

子宮がん検診

20歳以上の女性 対象者：9,734人
受診者：3,675人
受診率：37.8%

頸部対象者：9,451人
頸部受診者：3,787人
頸部受診率：40.1%
体部対象者：189人
体部受診者：153人
体部受診率：81.0%

頸部対象者8,980人
受診者3,454人（無料クーポン626人含
む）
受診率38.5％
集団41日間実施、個別市内２医療機関
実施
体部対象者196人、受診者109人、受診
率55.6％、市内２医療機関実施

頸部対象者9,264人
受診者3,979人（無料クーポン670人含
む）
受診率43.0％
集団41日間実施、個別市内２医療機関
実施
体部対象者237人、受診者162人、受診
率68.4％、市内２医療機関実施

040200-006-01

040200-007

乳がん検診

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

乳がん及び甲状腺がんを早期発見し、早期治療に結びつける。問
診・視診・マンモグラフィ、自己検診法の普及　、事後管理

一般 法令に特に定めのないもの

がん予防重点健康教
育及びがん検診実施
のための指針

北上市健康づくりプラ
ン 22,873

乳がん検診

40歳以上の女性 対象者：7,125人
受診者：2,725人
受診率：38.5%

対象者：6,960人
受診者：3,029人
受診率：43.5%

対象者6,748人
受診者2,787人（無料クーポン694人含
む）
受診率41.3％
集団41日間実施　個別市内７医療機関

対象者6,905人
受診者3,198人（無料クーポン859人含
む）
受診率46.3％
集団41日間実施　個別市内７医療機関

040200-007-01

040200-010

成人歯科保健事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

８０２０運動の推進（生涯自分の歯で食事をできるようにするため）。・
成人歯科検診(40歳)､口腔衛生指導
・歯科保健事業委員会の開催

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法　第19条 北上市健康づくりプラ
ン 1,350

成人歯科保健事業

年度内に40歳に達
する市民

対象者：1,435人
受診者：204人
受診率：14.2%
歯科保健事業委員会の開催
 1回

対象者：1,483人
受診者：228人
受診率：15.4%
歯科保健事業委員会の開催
 1回

対象者：40歳/1,460人
受診率：40歳/16.6%
歯科保健事業委員会の開催 1回

対象者：40歳/1,250人
受診率：40歳/16.6%

歯科保健事業委員会の開催 1回

040200-010-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象
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法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-011

訪問歯科保健指導事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

寝たきり等により口腔状態が悪化することを予防し、口腔衛生の向上
を図る。・訪問による口腔衛生指導及び専門的口腔ケアの実施・訪
問後の記録及び口腔ケア方針作成

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地域保健法/地域保健
対策の推進に関する
基本的な指針

北上市健康づくりプラ
ン・北上市障害者プラ
ン

280

訪問歯科保健指導事業

寝たきり者(児)・障
害者(児)

訪問実人数：14人
訪問延人数：14人
訪問日数：14日

訪問実人数：11人
訪問延人数：15人
訪問日数：15日

・訪問指導実人数 10人
・
新規訪問者数 2人
・延べ訪問指導人数 11人
・
訪問日数 10日

訪問指導実人数  14人
新規訪問者数　5人
延べ訪問指導人数　22人
訪問日数　22日

040200-011-01

040200-012

妊婦歯科保健事業

健康係01-01-06
母子の健康の確保及び増
進

05

ソフト事業（任意）

妊婦自身の口腔状態の改善と､生まれてくる子どものむし歯を減少さ
せる。市内43歯科医院での個別歯科検診（歯科検診・口腔衛生指
導・歯のクリーニング）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

母子保健法 北上市健康づくりプラ
ン 2,730

妊婦歯科保健事業

妊婦全員 対象：740人
受診者：434人
受診率：52.9%
H26年度3歳6か月児むし歯のない子の
割合 75.2%（前年度日1.6ﾎﾟｲﾝﾄ増)

対象：862人
受診者：478人
受診率：55.5%
H25年度3歳6か月児むし歯のない子の
割合 73.6%（前年度日2.9ﾎﾟｲﾝﾄ減)

・対象　881人
・受診者　439人
・受診率　49.8％
(前年度比　4.2ﾎﾟｲﾝﾄ増)
・
H24年度3歳6か月児むし歯のない子
の割合76.5%(前年度比2.6ﾎﾟｲﾝﾄ増)

・対象　859人
・受診者　392人
・受診率　45.6％(
前年度比　3.7ﾎﾟｲﾝﾄ減)
・H23年度3歳6か月児むし歯のない子
の割合73.9%(前年度比1.8ﾎﾟｲﾝﾄ増)

040200-012-01

040200-013

栄養指導、食生活改善指導
事業

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

生活習慣病の大きな要因である食生活の改善を図り、健康の保持増
進を図る。乳幼児健診時の個別指導、特定保健指導、随時指導、食
事指導講習会、親と子の料理教室

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法　地域保健
法

食育基本法　北上市
健康づくりプラン、北上
市食育推進計画

3,503

栄養指導、食生活改善指
導事業

市民 ・食事指導講習会　75回　
・親と子の料理教室　18回、参加延べ人
員　1,215人
・協力推進員　367人

・食事指導講習会　75回
・親と子の料理教室　18回、参加延べ人
員　1,246人
・協力推進員　373人

・食事指導講習会　79回
・親と子の料理教室　14回、参加延べ人
員　1,276人
・協力推進員　363人

・食事指導講習会　75回
・親と子の料理教室　18回、参加延べ人
員　1,327人
・協力推進員　372人

040200-013-01

040200-015

食生活改善推進員設置事
業

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

食生活改善推進員を確保育成することにより、栄養及び食生活改善
運動を円滑にし、市民の健康増進を図る。食生活改善推進員養成
「栄養教室」の開催、委嘱、活動報告、育成研修の開催、食生活改善
推進員協議会活動への支援

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

根拠法令「国民の健康
づくり地方推進事業の
推進について健医地
発53　Ｈ10.6.22

北上市健康づくりプラ
ン 4,779

食生活改善推進員設置事
業

食生活改善推進
員、市民

・委嘱者数　371人
・栄養教室受講者数　22人（５日間20時
間）
・育成研修会　開催回数25日、参加延
べ人数664人

・委嘱者数　372人
・栄養教室受講者数　15人（５日間20時
間）
・育成研修会　開催回数25日、参加延
べ人数730人

・委嘱者数　375人
・栄養教室受講者数　25人（５日間20時
間）
・育成研修会　開催回数25日、参加延
べ人数709人

・委嘱者数　376人
・栄養教室受講者数　13人（５日間20時
間）
・育成研修会　開催回数25日、参加延
べ人数675人

040200-015-01

040200-016

食生活改善推進員協議会
運営費補助金

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

食生活改善推進員の相互連携や活動が充実する。会議開催（総会1
回　委員会５回）、食生活改善推進員だより編集委員会、食生活改善
推進員だより発行　　

一般 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ン 2,222

食生活改善推進員協議会
運営費補助金

食生活改善推進員
協議会

・会議開催回数
総会１回
委員会５回
食改推進員だより編集委員会3回

・会議開催回数
総会１回
委員会５回
食改推進員だより編集委員会３回

・会議開催回数
総会１回
委員会５回
食改推進員だより編集委員会２回

・会議開催回数
総会１回
委員会５回
食改推進員だより編集委員会３回（発行
1回）

040200-016-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-017

食生活改善推進員協議会
活動費補助金

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

食生活改善推進員の資質の向上、及び活動の充実。専門部活動（企
画部､給食部､生活部）、ヘルスサポーター21事業等で地域ぐるみの
食生活改善活動を行う。

国保 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ン 1,891

食生活改善推進員協議会
活動費補助金

食生活改善推進員
協議会

専門部活動
企画部　６回　参加人数112人
給食部　３回　参加人数55人
生活部　６回　参加人数51人

専門部活動
企画部　６回　参加人数107人
給食部　３回　参加人数70人
生活部　６回　参加人数62人

専門部活動
企画部　５回　参加人数　111人
給食部　３回　参加人数　67人
生活部　６回　参加人数　68人

専門部活動
企画部　６回　参加人数　111人
給食部　４回　参加人数　102人
生活部　５回  参加人数　　63人

040200-017-01

040200-018

健康づくり推進協議会の開
催

健康係01-03-03
市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

市民の健康づくりの推進を図る。健康づくり推進協議会の開催一般 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ンはつらつ北上21 76

健康づくり推進協議会の
開催

市民 未開催 未開催 １回開催、委員数23人 １回開催、委員数23人040200-018-01

040200-021

ぴかぴか教室

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

幼児期のむし歯の減少を図り、一生涯健康な口腔で過ごせる基礎作
りをする。家族の口腔の健康を増進し「8020運動」を推進する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地域保健法/地域保健
対策の推進に関する
基本的な指針

北上市健康づくりプラ
ン 7,864

いい歯のつどい・ぴかぴか
教室　　　　　　　　　　　　　

要フォローの２歳児 12回実施：参加者111人
歯科健診：66人

12回実施：参加者101人
歯科健診：48人

８回実施：参加者42組 84人 ８回実施：参加者 101組 203人040200-021-01

歯科保健指導事業

市民 歯っぴー教室：12回 63人参加　
ﾃﾞﾝﾀﾙﾊｯﾋﾟｰﾞﾃﾞｨ：6回11人　
出前講座：5回 363人参加
　保育園・幼稚園指導：14回525人
　父母等指導：21回713人　
小学校指導：20回 1,391人
　中学校：6回 354人　
歯みがきﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ：6園11回
　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加延数：71人
歯科健康教室：3回179人
　歯科健康教育：10回405人　
歯科健康相談：8回362人
　介護予防教室：49回558人

　

歯っぴー教室：12回 53人参加
出前講座：9回 514人参加
保育園・幼稚園指導：6回 317人
父母等指導：6回 263人
小学校指導：19回 1,030人
中学校：4回 260人

・介護予防、出前講座、健康教育、歯科
健康相談：74回　1,421人
・保育園・幼稚園指導：6回 290人
・小、中学校：10校23回 1,324人
・父兄対象：8回 202人

・介護予防、出前講座、健康教育：59回
　1,231人
・保育園・幼稚園指導：8回 443人
・小・中学校：8校23回 1,372人
・父兄対象：7回　257人

040200-021-02

040200-024

在宅当番医制運営事業

健康係01-03-01

地域医療の充実

05

ソフト事業（任意）

休日（毎週日曜日､祝日､年末年始）の救急患者に対する医療の確保
を図るとともに市民に対する救急医療の知識の啓発を図る。

一般 法令に特に定めのないもの

4,543

在宅当番医制運営事業

市民 内科系30医院、外科系25医院の合計55
医院で実施。日数72日。
患者総数4,185人(内科系3,114人、外科
系1,071人）。1日平均：内科系43.3人、
外科系14.9人。

内科系29医院、外科系24医院の合計53
医院で実施。日数71日。
患者総数3,665人、1日平均51.6人

内科系28医院・外科系23医院の合計51
医院で実施。日数72日、患者総数3,754
人､１日平均52.1人

内科系28医院・外科系24医院の合計52
医院で実施。日数71日、患者総数3,487
人､１日平均49.1人

040200-024-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-025

岩手中部地域病院群輪番
制事業負担金

健康係01-03-01

地域医療の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

複雑な治療収容が必要な患者の夜間や休日の医療の確保を図る。
毎夜間､毎休日を中部地域の５病院で輪番方式により救急患者診療
にあたる。このうち、県立以外の３病院の事業費に対して岩手中部圏
域の北上、花巻、遠野、西和賀の４市町で補助を行う。県立病院分は
県で負担する。

一般 法令に特に定めのないもの

6,535

岩手中部地域病院群輪番
制事業負担金

市民 花巻総合病院、岩手医大付属花巻温泉
病院、北上済生会病院による毎日の夜
間及び休日の救急患者診療に要する経
費への補助
補助金額：6,381,980円

花巻総合病院、岩手医大付属花巻温泉
病院、北上済生会病院による毎日の夜
間及び休日の救急患者診療に要する経
費への補助
補助金額：6,373,810円

総合花巻病院､岩手医大附属花巻温泉
病院、北上済生会病院による毎日の夜
間及び休日の救急患者診療に要する経
費への補助
補助金額：6,352,380円

総合花巻病院､岩手医大附属花巻温泉
病院、北上済生会病院による毎日の夜
間及び休日の救急患者診療に要する経
費への補助
補助金額：6,231,010円

040200-025-01

040200-028

健康管理センター管理業務

健康係01-03-01
地域医療の充実

02

施設管理・維持補
修事業

市民に対し、健康相談、保健指導、健康診査当の保健事業を行う。
健康管理センター、江釣子保健センターの維持管理を行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地域保健法第18条

9,723

健康管理センター管理業
務

市民 光熱水費、施設管理のための物品費、
警備委託料

光熱水費、施設管理のための物品費、
警備委託料

光熱水費、施設管理のための物品費、
警備委託料、修繕料

光熱水費、施設管理のための物品費、
警備委託料、修繕料

040200-028-01

040200-029

健康管理センター維持修繕
業務

健康係01-03-01

地域医療の充実

02

施設管理・維持補
修事業

健診、健康相談等の業務を行うため、施設の保全を図る。健康管理
センター、江釣子保健センター施設の修繕等

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地域保健法第18条

985

健康管理センター維持修
繕業務

市民 健康管理センター事務室ドア、附属館ド
ア修理

江釣子保健センター女子トイレ換気扇
交換
健康管理センターブラインド修繕

健康管理センター内壁等を修繕 23年度は、江釣子保健センターの雨漏
り修繕を実施

040200-029-01

040200-030

健康管理センター施設改修
事業

健康係01-03-01
地域医療の充実

07

施設等整備事業

健康管理センター、保健センターの円滑な利用。江釣子保健センター
の修繕　雨漏り防止工事、同センターの受付窓口の改修工事

一般 法令に特に定めのないもの

844

健康管理センター施設改
修事業

市民 事業実施なし。 ・健康管理センター付属館内壁等張替
工事
・江釣子保健センターガス給湯器交換
工事
・健康管理センター高圧気中開閉器交
換工事
・江釣子保健センター排水管修繕工事

・江釣子保健センター屋根改修工事
542.9㎡
・同センター受付窓口改修工事

040200-030-01

040200-032

臓器提供及び移植業務

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

01

ソフト事業（義務）

臓器移植普及の啓発。臓器移植の普及､啓発を広報等で周知する。一般 法令の努力義務（自治事務）

臓器の移植に関する
法律（平成9年7月16
日）

臓器提供及び移植業務

一般市民 イベント等で臓器提供意思表示カードな
どを配布

イベント等で臓器提供意思表示カードな
どを配布

イベント等で臓器提供意思表示カードな
どを配布

イベント等で臓器提供意思表示カードな
どを配布

040200-032-01

040200-034

感染症予防防疫業務

健康係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

01

ソフト事業（義務）

感染の恐れがある病気の発生及びまん延を防ぐ。市の広報で感染
症予防に対する啓発

一般 法定受託事務

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

844
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

感染症予防防疫業務

市民 感染症予防を広報、ＨＰでＰＲ 感染症予防を広報、ＨＰでＰＲ 感染症予防を広報紙でＰＲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

感染症予防を広報紙でＰＲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

040200-034-01

040200-035

保健推進員設置事業（一
般）

母子保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

保健活動の円滑な推進を図る。委嘱・活動報告に関する事務、研修
会開催、事務局として保健推進員協議会の運営、活動に係わる等

一般 法令に特に定めのないもの

国民健康保険の保健
施設の拡充強化に関
する件（厚生省保険局
長通知）

北上市健康づくりプラ
ン 2,846

保健推進員設置事業（一
般）

市民 ・委嘱数239人
・活動報告件数4448件
・保健推進員後期全体研修会１回、参
加人数151人

・委嘱数　239人
・活動報告件数　4,328件
・研修会開催回数
保健推進研修会全体研修１回
参加人数149人
　

・委嘱数　240人
・活動報告件数　3,680件
・研修会開催回数
新任研修研修０回　参加人数０人

保健推進研修会全体研修１回、参加人
数160人

・委嘱数　241人
・活動報告件数　3,953件
・研修会開催回数
新任研修研修１回　参加人数19人保健
推進研修会全体研修　１回、参加人数
158人

040200-035-01

040200-036

保健推進員設置事業（国
保）

母子保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

保健活動の円滑な推進を図る。委嘱・活動報告に関する事務、　研
修会開催、事務局として保健推進員協議会の運営、活動に係わる等

国保 法令の努力義務（自治事務）

国民健康保険の保健
施設の拡充強化に関
する件（厚生省保険局
長公衆衛生局長通知）

北上市健康づくりプラ
ン 213

保健推進員設置事業（国
保）

市民 ・委嘱数　239人
・活動報告件数　4448件
・保健推進員全体後期研修会　1回　参
加人数151人

・委嘱数　239人
・活動報告件数　4,328件
・研修会開催回数
保健推進研修会全体研修１回
参加人数149人

・委嘱数　240人
・活動報告件数　3,680件
・研修会開催回数
新任研修研修０回　参加人数０人

保健推進研修会全体研修１回、参加人
数160人

・委嘱数　241人
・活動報告件数　3,953件
・研修会開催回数
新任研修研修１回　参加人数19人保健
推進研修会全体研修　１回、参加人数
158人

040200-036-01

040200-037

保健推進員協議会運営費
補助金

母子保健係01-03-03
市民の健康づくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

保健活動の円滑な推進を図る。会議開催（総会1回　委員会6回）、保
健推進員だより編集委員会4回、保健推進員だより発行回数2回

　　　

一般 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ン 1,272

保健推進員協議会運営費
補助金

市民、保健推進員
協議会

・会議回数
　　総会　１回
　　委員会　６回
・推進員だより編集委員会　４回
・推進員だより発行　２回

・会議開催回数　　　　　　　　　　　　総会
1回
委員会6回
・保健推進員だより編集委員会 4回
・保健推進員だより発行回数　2回

・会議開催回数　　　　　　　　　　　　総会
1回
委員会6回
・保健推進員だより編集委員会 4回
・保健推進員だより発行回数　2回

・会議開催回数　　　　　　　　　　　　総会
1回
委員会7回
・保健推進員だより編集委員会 4回
・保健推進員だより発行回数　2回

040200-037-01

040200-038

保健推進員協議会活動費
補助金

母子保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域ぐるみ市民ぐるみの健康づくり運動の推進。ヘルスアップ教室開
催、地区での健康づくり活動の推進、市の保健活動への協力、研修
会、講演会等開催、国保等の大会・研修会参加　

国保 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ン 1,424

保健推進員協議会活動費
補助金

保健推進員協議会 ・ヘルスアップ教室開催
　16地区　34回　692人
・ウオ―キング教室
　16地区　20回　467人
・研修会・講演会の開催　２回
・国保等の大会・研修会参加

・へルスアップ教室開催21回（16地区）
　469人
・ウォーキング　17回
 （16地区）423人
・研修会、講演会等開催　２回、319人
・国保等の大会・研修会参加　7回、301
人

・ヘルスアップ教室開催20回（16地区）
　526人
・ウォーキング　21回
 （16地区）530人
・研修会、講演会等開催　２回、300人
・国保等の大会・研修会参加　８回167
人

・ヘルスアップ教室開催　19回
（16地区）　541人
・ウォーキング　20回
 （16地区）597人
・研修会、講演会等開催　２回325人
・国保等の大会・研修会参加　４回　128
人

040200-038-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-039

地区健康づくり推進協議会
事業

母子保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

地域住民のニーズに添った健康づくり活動の推進。地区の健康づくり
活動への情報提供及び協力　　　

一般 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ン 921

地区健康づくり推進協議
会事業

地区民 活動費補助金・報告は地域づくり課に
移管されたため、報告内容の確認のみ
実施。

地区毎の健康づくり活動(事業）
25年度事業計画　16地区作成
25年度報告件数16地区合計117件

地区毎の健康づくり活動(事業）
24年度事業計画　16地区作成
24年度報告件数16地区合計114件

地区毎の健康づくり活動(事業）
23年度事業計画　16地区作成
23年度報告件数　16地区合計90件

040200-039-01

040200-040

地区健康づくり推進事業交
付金

母子保健係01-03-03
市民の健康づくりの推進

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域住民のニーズに添った健康づくり活動の推進。各地区健康まつ
りおよび健康教室等の開催及び市の事業への協力　　　　　　　　　

国保 法令に特に定めのないもの

北上市健康づくりプラ
ン

地区健康づくり推進事業
交付金

地区民 交付金事務なし 地区毎の健康づくり活動(事業）
25年度事業計画　16地区作成
25年度報告件数16地区合計117件

地区毎の健康づくり活動(事業）
24年度事業計画　16地区作成
24年度報告件数16地区合計114件

地区毎の健康づくり活動(事業）
23年度事業計画　16地区作成
23年度報告件数　16地区合計90件

040200-040-01

040200-041

思春期保健事業

母子保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

次代を担う子どもが自分や相手を大切にし主体的に生きていると感
じ、生きる力を育む環境が整う。思春期保健講座（保護者・関係者向
け講演会等）、思春期連絡会の開催。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

次世代育成支援対策
推進法・岩手県エイズ
対策推進プラン

北上健康づくりプラン
「はつらつ北上21」　き
たかみ子どもプラン

1,764

思春期保健事業

思春期の子ども、
保護者及び関係
者・一般

思春期保健連絡会　1回　30人
若者こころサポート講演会（成人係主
催）　1回　125人

思春期保健連絡会　1回 ・思春期保健講座（学校保健会共催）
　111名参加
・思春期保健連絡会　準備不足で中止

・思春期保健講座
　震災による事業縮小のため中止
・思春期保健連絡会　　１回

040200-045

母子健康手帳交付業務

母子保健係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

01

ソフト事業（義務）

妊娠から就学までの母子の一環した健康記録として活用し、母子の
健康を守り増進を図る。交付及び手帳の使い方、母子保健サービス
について説明

一般 法令の実施義務（自治事務）

母子保健法、次世代育
成支援対策推進法

北上市健康づくりプラ
ンはつらつ北上２１ 6,972

母子健康手帳交付業務

市民 交付者数　759人 交付者数　807人 交付者数　819人　 交付者数　795人　040200-045-01

040200-046

妊婦･乳児個別健康診査事
業

母子保健係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

05

ソフト事業（任意）

妊娠中の異常を早期に発見し母体の保持増進を図る。乳児期に疾
病や障害を発見するとともに、子どもの健康を把握し、親が安心して
子育てをすることができるようにする。妊婦・乳児一般健康診査票を
交付し、健康診査を医療機関に委託実施する。（妊婦～子宮頸がん
検診１枚・妊婦健診14枚　　乳児健診３枚）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

母子保健法　次世代育
成支援対策推進法

北上市健康づくりプラ
ンはつらつ北上２１、き
たかみ子どもプラン、
北上市障害者プラン

80,564

妊婦健康診査事業

妊婦 ・子宮頸がん検診

使用率　99.2％
交付者（枚）数　761人
受診者（枚）数　755人
何らかの処置あり　延26人
・一般健康診査受診票
使用率　78.7％
交付者数　822人
交付枚数　11,137枚
利用（受診）枚数　8,760枚
有所見者件数　延970件

・子宮頸がん検診

使用率　99.3％
交付者（枚）数　804人
受診者（枚）数　798人
何らかの処置あり　延49人
・一般健康診査受診票
使用率　80.4％
交付者数　865人
交付枚数　11,635枚
利用（受診）枚数　9,358枚
有所見者件数　延1,017件

・子宮頸がん検診
使用率　98.1％
交付者（枚）数　823人
受診者（枚）数　807人
何らかの処置あり　延31人
・一般健康診査受診票
使用率　74.8％
交付者数　879人
交付枚数　11,886枚
利用（受診）枚数　8,888枚
有所見者件数　延885件

・子宮頸がん検診
使用率　96.9％
交付者（枚）数　794人
受診者（枚）数　769人
何らかの処置あり　延27人
・一般健康診査受診票
使用率　75.8％
交付者数　859人
交付枚数　11,597枚
利用（受診）枚数　8,788枚
有所見者件数　延751件

040200-046-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

乳児個別健康診査事業

乳児 乳児一般健康診査票
使用率　83.2％（仮）
交付者数　893人（仮）
交付枚数　2,605枚（仮）
利用（受診）枚数2,168枚（仮）
有所見数　133件（仮）

乳児一般健康診査票
使用率83.2％
交付者数　893人
交付枚数　2,605枚
利用（受診）枚数　2,168枚
有所見件数　133件

乳児一般健康診査票

使用率86.6％
交付者数　858人
交付枚数　2,476枚
利用（受診）枚数　2,144枚
有所見件数　133件

乳児一般健康診査表
使用率　83.1％
交付者数　895人
交付枚数　2,591枚
利用（受診）枚数　2,154枚
有所見件数　118件

040200-046-02

040200-047

乳幼児集団健康診査事業
（１歳６月、３歳６月児）

母子保健係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

01

ソフト事業（義務）

疾病や障害の早期発見、健やかな発育・発達を促す。問診、計測、
診察（内科・歯科）、視聴覚機能のチェック、歯科・栄養・保健指導

一般 法令の実施義務（自治事務）

母子保健法、次世代育
成支援対策推進法、発
達障害者支援法

北上市健康づくりプラ
ン・きたかみ子どもプラ
ン・北上市障害者プラ
ン・北上市環境基本計
画

32,752

乳幼児集団健康診査事業
（１歳６月、３歳６月児）

1歳6か月・３歳6か
月児

・１歳６か月
対象児数：775人
受診児数：764人
受診率：98.6％
・心理相談件数　101人
・３歳６か月
対象児数：845人
受診児数：825人
受診率：97.6％

・１歳６か月
対象児童数：800人
受診児数：782人
受診率：97.8％
・３歳６か月
対象児童数：834人
受診児数：806人
受診率：96.6％

・１歳６か月
対象児童数：834人
受診児数：822人
受診率：98.6％
・３歳６か月
対象児童数：834人
受診児数：809人
受診率：96.2％

・１歳６か月
対象児童数：846人
受診児数：833人
受診率：98.5％
・３歳６か月
対象児童数：870人
受診児数：835人
受診率：96.0％

040200-047-01

040200-048

乳幼児集団健康診査事業
（４月、１０月、２歳６月児）

母子保健係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

05

ソフト事業（任意）

疾病や障害の早期発見、健やかな発育・発達を促す。問診、計測、
診察(内科・歯科）、歯科・栄養・保健指導(２歳６ヶ月は医師診察なし、
遊びのコーナー、心理相談設置）

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

母子保健法　次世代育
成支援対策推進法、発
達障害者支援法

北上市健康づくりプラ
ン・きたかみ子どもプラ
ン・北上市障害者プラ
ン・北上市環境基本計
画

26,368

乳幼児集団健康診査事業
（４月、１０月、２歳６月児）

4か月・ 10か月・２
歳6か月児

・4か月
対象児数：787人受診児数：763人
受診率：97.0％・10か月
対象児数：822人
受診児数：799人
受診率：97.2％
・2歳6か月
対象児数：795人
受診児数：770人
受診率：96.9％・心理相談件数　121人

・4か月
対象児童数：800人
受診児数：791人
受診率：97.4％
・10か月
対象児童数：796人
受診児数：769人
受診率：96.6％
・2歳6か月
対象児童数：841人
受診児数：816人
受診率：97.0％
・心理相談件数　108人

・4か月
対象児童数：812人
受診児数：791人
受診率：97.4％
・10か月
対象児童数：804人
受診児数：785人
受診率：97.6％
・2歳6か月
対象児数：840人
受診児数：811人
受診率：96.5％
・心理相談件数：125人

・4か月
対象児童数：838人
受診児数：818人
受診率：97.6％
・10か月
対象児童数：822人
受診児数：799人
受診率：97.2％
・2歳6か月
対象児数：836人
受診児数：809人
受診率：96.8％
・心理相談件数：123人

040200-048-01

040200-050

妊産婦乳幼児訪問相談事
業

母子保健係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

05

ソフト事業（任意）

タイムリーに適切な対応をすることにより不安を解消し、安心して妊
娠・出産・育児期を過ごすことができる。育児困難・虐待を予防する。
①保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士等の訪問、所内及び電話相
談②発達の遅れや疑いある子の発達相談

一般 法令の努力義務（自治事務）

母子保健法　　次世代
支援対策推進法

北上っ子すくすくプラ
ン・健康づくりプラン
「はつらつ北上21」

15,382

妊産婦乳幼児訪問相談事
業

必要及び希望する
妊産婦、乳幼児と
その家族

訪問件数（延べ）758件　
健康相談（延べ）2,802件
　こんにちは赤ちゃん訪問（実）624件
　低体重児訪問指導26件　発達相談
（延べ）127件

訪問件数(延べ） 700件
健康相談（述べ）3,201件
こんにちは赤ちゃん訪問(実）653件低体
重訪問指導　26件
発達相談(延)　123件

訪問件数(延べ） 557件
健康相談（述べ）　3,194件
こんにちは赤ちゃん訪問(実）621件
発達相談（延べ）　144件　
　

訪問件数(延べ） 633件
こんにちは赤ちゃん訪問(実）682件
相談件数（発達相談）（延べ）134件

040200-050-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-052

子育て支援事業

母子保健係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

05

ソフト事業（任意）

正しい知識の普及と仲間づくりを勧めることで、妊娠、出産、育児が
楽しいと感じられる。母親学級、パパママ教室、育児学級、離乳食教
室の開催

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

母子保健法・児童虐待
の防止等に関する法
律・次世代育成支援対
策推進法

北上っ子すくすくプラ
ン・男女共同参画プラ
ン・健康北上21

7,072

子育て支援事業

妊婦とその家族・
乳幼児の保護者と
その家族

母親学級　21回　延べ221人
パパママ教室　6回　延べ137人
育児学級　12回　延べ183人
離乳食教室　12回　延べ　254人

母親学級　24回　延べ348人
パパママ教室　6回　延べ190人
育児学級　12回　延べ191人
離乳食教室　12回　延べ194人

母親学級　24回　参加延べ352人
パパママ教室  6回　
延べ96人
育児学級　12回　参加延べ202人
離乳食教室　12回　参加延べ178人

母親学級　24回　参加延べ333人
パパママ教室：H23震災対応のため休
止

育児学級　10回　参加延べ161人
離乳食教室　12回　参加延べ201人

040200-052-01

040200-053

未熟児養育医療給付事業

健康係01-01-06

母子の健康の確保及び増
進

01

ソフト事業（義務）

未熟児の健康と養育を支援し、市民の健康確保を図る。・未熟児の
届出受理と訪問指導・2,000ｇ未満の未熟児が入院治療した場合の１
歳までの医療費給付

一般 法定受託事務

8,895

未熟児養育医療給付事業

2,000ｇ未満の未熟
児をもつ世帯

助成児数　のべ31人 助成児数　のべ47人040200-053-01

040200-057

エイズ予防対策事業

母子保健係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

思春期を取り巻く現状への理解を深めるとともに関係機関とのネット
ワークの構築を図る。思春期保健講演会及び思春期保健連絡会の
開催

国保 法令に定めはあるが任意の自治事務

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律、次
世代育成支援対策推
進法

次世代育成支援対策
地域行動計画・岩手県
エイズ対策推進プラン

230

エイズ予防対策事業

思春期の子どもと
その保護者関係者

思春期保健連絡会１回　30人　　若者こ
ころのサポート講演会１回　125人

思春期保健連絡会　1回
内容（思春期保健講話及びワークショッ
プ）
参加者33名

・思春期保健講座　111名参加
・思春期連絡会　準備不足のため未実
施

・思春期保健講座　震災による事業縮小
のため中止
・思春期連絡会　１回

040200-057-02

040200-058

学生実習受け入れ事業

成人保健係01-03-01

地域医療の充実

05

ソフト事業（任意）

人材育成を図ることにより保健医療体制の充実を図る。実習及び見
学等の企画、連絡調整、業務の概要及び事業等の説明、実習指導
等

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地域保健法、保健師助
産師看護師法、保健師
助産師看護師学校養
成指定規則、精神保健
福祉法

997

学生実習受け入れ事業

県内保健医療福祉
関係学生

受入回数：４回
受入日数：19日
受入人数：７人

受入回数：5回
受入日数：37日
受入人数：11人

受入れ回数：5回
受入れ日数：37日
受入れ人数：11人

受入れ回数：6回
受入れ日数：47日
受入れ人数：15人

040200-058-01

040200-059

健康手帳交付業務

成人保健係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

自らの健康管理と適切な医療の確保。①４０歳以上の市民のうち健
康相談・健康教育・健康診査・訪問指導を受けたもので、希望者又は
必要と認めるものに交付　②要介護者等及び介護予防事業の参加
者で、希望するもの又は必要と思われるものに交付

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法

268

健康手帳交付業務

40歳以上の一般市
民

交付者数　599人
内訳
40～74歳　496人
75歳以上　103人

交付者数　410名
内訳
40～74歳　319人
75歳以上　29人

交付者数　691人
内訳　
40歳～74歳　573人（維持）
75歳以上　　 118人（減少）

交付者数1,778人
内訳
40歳～74歳　648人（増加）
75歳以上　　1,130人（増加)

040200-059-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-060

集団健康教育事業（一般）

成人保健係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

自らの生活を見直し、健康増進を図る。生活習慣病予防、健康増進
等に関し講演会及び実技指導を実施

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法 「健康きたかみ２１」、
「きたかみいきいき健
康プラン」、「北上市障
害者プラン」

5,077

集団健康教育事業（一般）

一般市民 開催回数93回、参加人数2,280
人

開催回数109回、参加者数2,404人 開催回数130回、参加者数2,177人 開催回数119回、参加者数2,121人040200-060-01

040200-061

集団健康教育事業（国保）

成人保健係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

自らの生活を見直し、健康増進を図る。生活習慣病予防、健康増進
等に関し講演会及び実技指導を実施

国保 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法 「健康きたかみ２１」、
「きたかみいきいき健
康プラン」、「北上市障
害者プラン」

751

集団健康教育事業（国保）

一般市民 開催回数93回、参加人数2,280人 開催回数109回、参加者数2,404人 開催回数122回、参加者数1,976人 開催回数119回、参加者数2,121人040200-061-01

040200-063

健康相談事業

成人保健係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

市民一人一人が自分の健康管理を行なうことができる。心身の健康
に関することや家族等の介護を行う者の健康相談を実施する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法 健康づくりプラン「はつ
らつ北上21」・きたかみ
いきいき健康プラン・北
上市障害者プラン

3,153

健康相談事業

一般市民 地区健康相談　56回、1,676人
センター相談　302人
その他相談　600人
合計　2,578人

・地区健康相談開催　63回、1,644人
・センター相談265人
・その他相談78人　合計1,987人

・地区健康相談　参加者数1,080人、83
回
・センター相談　230人（3センター計）
・電話相談　258人（2センター計）
・その他80人　合計　1,650人

・地区健康相談　参加者数1,506人、79
回
・センター相談　289人（2センター計）
・電話相談　420人（2センター計）
合計　2,215人

040200-063-01

040200-064

成人訪問指導事業（一般）

成人保健係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

市民自らが健康を維持管理することができる。保健師、看護師、歯科
衛生士等による訪問指導

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法第17条 「はつらつ北上21」「き
たかみいきいき健康プ
ラン」「北上市障害者プ
ラン」

2,790

成人訪問指導事業（一般）

市民 訪問延数　1013人（事業実績書より）
訪問実数　877人
訪問単位　282日（1日1単位）

訪問延数　1,188件
訪問実数　1,115件
訪問単位　327日（１日１単位）

訪問実数　947人
訪問延数957人
訪問単位184（1日1単位）

訪問実数1,332人
訪問延数1,360人
訪問単位292（1日1単位）

040200-064-01

040200-070

健康づくりプラン推進事業

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

01

ソフト事業（義務）

市民一人ひとりの健康づくりを効果的に行なうために、「栄養・食生
活」や「たばこ」などの領域毎の目標を設定し総合的に推進する。市
民すべてが健やかで、心豊かに生活できる地域社会を形成する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法 北上市健康づくりプラ
ンはつらつ北上21 1,688

健康づくりプラン推進事業

全市民 第2次北上市健康づくりプラン「健康きた
かみ21」が平成22年に改訂されたので、
市民に対し、内容の周知活動を行った。

第2次北上市健康づくりプラン「健康きた
かみ21」が平成22年に改訂されたので、
市民に対し、内容の周知活動を行った。

第２次北上市健康づくりプラン「健康きた
かみ21」が平成22年度に改訂されたの
で、市民に対し、内容の周知活動を行っ
た。

第２次北上市健康づくりプラン「健康きた
かみ21」が平成22年度に改訂されたの
で、市民に対し、内容の周知活動を行っ
た。

040200-070-01

040200-071

保健総合システム運用事業
（一般）

健康係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

02

施設管理・維持補
修事業

市民の健康に関するデーターの蓄積及び健康増進のための支援。
各種検診、健康診査、予防接種及び健康相談等の保健総合システ
ム（電算システム）の運用

一般 法令に特に定めのないもの

3,450
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

保健総合システム運用事
業（一般）

全市民 各種健康診査等受診対象者の抽出、通
知及び健診後のデータ入力、分析。

各種健康診査等受診対象者の抽出、通
知及び健診後のデータ入力、分析。

各種健康診査等受診対象者の抽出、通
知及び健診後のデータ入力、分析。

各種健康診査等受診対象者の抽出、通
知及び健診後のデータ入力、分析。

040200-071-01

040200-074

保健総合システム運用事業
（国保）

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

02

施設管理・維持補
修事業

市民の健康に関するデーターの蓄積及び健康増進のための支援。
各種検診、健康診査、予防接種及び健康相談等の保健システム(電
算システム）の運用

国保 法令に特に定めのないもの

1,688

保健総合システム運用事
業（国保）

市民 各種健康診査等受診対象者の抽出、通
知及び健診後のデータ入力、分析。

各種健康診査等受診対象者の抽出、通
知及び健診後のデータ入力、分析。

各種健康診査等受信対象者、精密検査
対象者抽出、通知及び健診後のデータ
入力、分析。

各種健康診査等受信対象者、精密検査
対象者抽出、通知及び健診後のデータ
入力、分析。

040200-074-01

040200-075

がん対策基金積立金

成人保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

がん対策基金を積み立て、有効に活用する。がんの予防及び末期医
療対策の資金に充てるため、基金に積み立てる

一般 法令に特に定めのないもの

がん対策基本法

23

がん対策基金積立金

一般市民 平成26年度寄付金は２件23,354円を積
み立てた

平成25年度寄附金　４件139,356円を積
み立てた

平成24年度寄付金　６件46,170円
を積み立てた

平成23年度寄付金　３件129,872円
を積み立てた

040200-075-01

040200-076

がん対策基金活用事業

成人保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

がんの予防及び末期医療の対策のため。がん患者の生活の質を高
める。(1)介護用品の購入又は借り入れに対する助成、相談窓口の設
置、ボランティア派遣、市民講演会の開催(2)乳房補正具、頭髪補正
具購入に対する助成(3)がん患者の会、がん家族の会等の市民活動
に対する助成(4)がん検診初年度受診対象者に対する検診料助成

一般 法令に特に定めのないもの

第2次北上市健康づく
りプラン 4,744

がん対策基金活用事業

北上市に住所を有
するがん患者

・介護用品購入または借用
補助者１人
・相談件数14件
・ボランティア登録42人　派遣３件
・ボランティア会及び研修会11回
・乳房補正具購入補助者11人
・頭髪補正具購入補助者26人
・市民団体への助成２団体
・がん検診初年度対象受診者707人

・介護用品購入又は借用
補助者１人
・相談件数８件
・ボランティア登録43人　派遣１件
・ボランティア会及び研修会７回
・市民向け講演会参加者177名
・乳房補正具購入補助者９人
・頭髪補正具購入補助者32人
・市民団体への助成２団体
・がん検診初年度対象受診者696人

・介護用品購入又は借入
補助者２人
・相談件数25件
・ボランティア登録　43人
派遣2件
・ボランティア養成講座
ボランティア会・研修会９回
・乳房補正具購入補助者8人
・頭髪補正具購入補助者33人
・市民活動への助成２団体
・がん検診初年度対象受診者688人

・介護用品購入又は借入補助者３人
・相談件数37件
・ボランティア登録　35人　派遣３件
・市民講演会開催260人
・ボランティア会・研修会12回
・乳房補正具購入補助者15人
・頭髪補正具購入補助者28人
・市民活動への助成２団体
・がん検診初年度対象受診者645人

040200-076-01

040200-081

休日当番歯科診療事業

健康係01-03-01

地域医療の充実

05

ソフト事業（任意）

休日の市民の救急歯科医療を確保する。毎月第３日曜日、５月の連
休及び1/1を除く年末年始(12/30～1/3)の午前中診療(年間18日間)
　

一般 法令に特に定めのないもの

618

休日当番歯科診療事業

市民 20日間実施
患者総数　93人(
前年度比　21人減　一日平均　4.7人)

年20日間実施 18日間実施
患者総数　76人(
前年度比　7人増
一日平均　4.2人)

18日間実施
患者総数　69人
前年度比　8人減
一日平均　3.8人

040200-081-01

040200-088

健康診査事業（生活保護）

健康係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

平成20年度から始まった特定健診のうち、医療保険に加入していな
い人(生活保護受給者)を対象に市が特定検診と同じ項目で健診を行
う。40歳以上の生活保護受給者に対し、特定健診と同じ内容で健康
診査を行う。

一般 法令の努力義務（自治事務）

健康増進法

1,944
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

健康診査事業（生活保護）

生活保護を受けて
いる40歳以上の市
民

対象者649人
受診者47人
受診率7.2％
集団健診66日間実施。

対象者521人
受診者51人
受診率9.8％
集団健診68日間実施。

対象者573人
受診者51人
受診率8.9％(前年比3.7%減)

対象者557人
受診者70人
受診率12.6％(前年比3.4%増)

040200-088-01

040200-089

市町村医師養成事業負担
金

健康係01-03-01

地域医療の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

岩手県内の県立病院及び市町村立病院等における医師不足の解消
を図るために、医学部の学生に修学資金の貸付を行う。修学資金貸
付の原資とするため、岩手県と各市町村が負担金を拠出する。負担
金拠出先は岩手県国保連である。前記の対象者に毎月20万円、入
学一時金760万円（私立大学入学者のみ）の修学資金を貸し付けす
る。貸付を受けた人は、、医師として2年間の臨床研修の後、岩手県
立または市町村立等の医療機関で6年間勤務した場合返還が免除さ
れる。

一般 法令に特に定めのないもの

5,412

市町村医師養成事業負担
金

平成21年度から34
年度まで全国の大
学の医学

将来、県内の公的医療機関の医師とし
て勤務する者への修学資金貸付事業に
対する負担金支出。
負担金額：5,258,156円

負担金の支払　1回 負担金の支払　1回 負担金の支払　1回040200-089-01

040200-090

前立腺がん検診事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

がん対策基本法に基づき、前立腺がん検診を行う。前立腺がんを発
見し、早期治療に結びつける。
Ｈ23から個別検診を実施

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

がん対策基本法及び
国ががん対策基本計
画に定める基本方針

9,305

前立腺がん検診事業

満50歳以上の男性
で検査を希望する
者が対象

対象者7,807人
受診者3,435人
受診率44.0％
集団健診66日間実施
個別健診27医療機関実施

対象者6,716人
受診者3,427人
受診率51.0％
集団健診68日間実施
個別健診26医療機関実施

対象者7,322人
受診者3,381人
受診率46.2％(前年比3.3%増)

対象者8,053人
受診者3,456人
受診率42.9％(前年比6.2%減)

040200-090-01

040200-091

肝炎ウイルス事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

肝炎ウィルス検診を受診することにより、肝炎ウィルス感染の状況を
認識し、必要に応じて保健指導を受け、医療機関を受診することによ
り肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し進行を遅延させること
を目的とする。C型肝炎ウィルス検査、HBS抗原検査について、40歳
～75歳（５歳刻み年齢）節目検診及び41歳以上で未受診者の検診を
行う。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

健康増進法により国が
定める肝炎ウィルス検
診要領

6,357

肝炎ウイルス健診事業

５歳刻み年齢及び
41歳以上で平成14
年度以降

対象者7,539人
受診者765人
受診率10.1％
集団健診66日間実施、個別健診27医療
機関実施。

対象者8,588人
受診者1,108人
受診率12.9％
集団健診68日間実施、個別健診26医療
機関実施。

対象者8,901人
受診者1,103人
受診率12.3%（前年比2.7%増）

対象者4,925人
受診者476人
受診率9.6%

040200-091-01

040200-092

特定健診実施事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

01

ソフト事業（義務）

個人個人が自分にあった健康的な生活習慣を身につける。国保加入
者のうち40歳から74歳までの者に生活習慣病予防のための健診を
実施する。

国保 法令の実施義務（自治事務）

高齢者の医療の確保
に関する法律

北上市特定健診等実
施計画 66,228

特定健診実施事業

40歳から74歳の国
保被保険者

対象者15,881人
受診者6,077人
受診率38.3％
集団健診66日間実施、個別健診30医療
機関実施。

対象者15,926人
受診者6,137人
受診率38.5％
集団健診68日間実施、個別健診29医療
機関実施。

対象者15,905人
受診者6,342人
受診率39.9％（前年比2.5%減）

対象者（受診券送付者）15,239人
受診者6,459人
受診率42.4％(前年比0.1%減)

040200-092-01

040200-093

特定保健指導事業

成人保健係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

01

ソフト事業（義務）

内臓脂肪型肥満に着目し、その生活習慣を改善するための保健指
導を行い、糖尿病等の有病者・予備軍を減少させること。メタボリック
シンドロームに着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導の実施
と評価

国保 法令の実施義務（自治事務）

高齢者の医療の確保
に関する法律

北上市特定健康診査
等実施計画・北上市国
民健康保険保健事業
実施計画

16,914
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

特定保健指導事業

40歳から74歳の国
保被保険者

実施率（初回面接）　69.5％
実施者　436人
積極的支援　71.5％
動機づけ支援　68.9％
結果説明会　14回実施
支援教室　12回実施

初回面接59.78％ 特定保健指導利用率(４月末現在)積極
的支援30.5％
動機づけ支援44.8％
メタボリック症候群の該当者・予備軍の
減少率（25年度評価に向けて指導途
中）

特定保健指導利用率
積極的支援41.6％
動機づけ支援58.5％
メタボリック症候群の該当者・予備軍の
減少率（24年度評価に向けて指導途
中）

040200-093-01

040200-094

健康診査実施事業（後期高
齢者分）

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

後期高齢者医療制度の加入者に対して、健康診査を行うことにより、
健康を保持することを目的とする。後期高齢者医療制度加入者に対
して、特定健診と同じ内容の検査項目(ただし、基本項目のみで腹囲
を除く)で、健康診査を実施する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

高齢者の医療の確保
に関する法律 24,829

健康診査実施事業（後期
高齢者分）

後期高齢者医療制
度の加入者

対象者11,662人
受診者3,232人
受診率27.7％
集団健診66日間実施、個別健診30医療
機関実施。

対象者11,721人
受診者3,065人
受診率26.1％
集団健診68日間実施、個別健診29医療
機関実施。

対象者10,323人
受診者2,443人
受診率23.7％（前年比2.0%減）

対象者10,941人
受診者2,815人
受診率25.7％（前年比0.5%増）

040200-094-01

040200-099

夜間臨時診療所設置事業

健康係01-03-01

地域医療の充実

05

ソフト事業（任意）

インフルエンザの流行が、まん延期を迎えた際患者を専門に診療で
きる医療体制を確保し、市民の健康を守る。インフルエンザまん延時
に、北上医師会、北上薬剤師会と市の協定により夜間臨時診療所を
開設する。

一般 法令に特に定めのないもの

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律

2,569

夜間臨時診療所設置事業

市民 開設せず。 平成26年2月17日～3月11までの23日
間開設。
患者数162人、1日平均7.0人

平成25年1月30日～2月13日までの15
日間診療
患者数70人　1日平均4.7人

平成24年1月24日～2月20日までの28
日間診療
患者数327人　1日平均11.7人

040200-099-01

040200-101

自殺対策事業

成人保健係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

自殺企図者等の適切な対応・支援を行う人材を養成し、相談支援体
制を充実するとともに、自殺予防の普及啓発を実施して、自殺者の減
少を図る。一人ひとりが自殺予防のための行動ができるように、広報
啓発の実施及び相談支援体制の充実を図る。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

地域自殺対策緊急強
化交付金交付要綱、自
殺対策基本法

健康づくりプラン「はつ
らつ北上21」 8,897

自殺対策事業

一般市民、民生委
員等

自殺者数24人

人材養成研修会５回

普及啓発講演会１回

自殺者数25人
人材養成研修会３回
普及啓発講演会１回

自殺者数　29人

人材養成研修会　３回
普及啓発講演会　１回

自殺者数の減少　30人以下
人材養成研修会　２回
実施
普及啓発講演会　１回

040200-101-01

040200-102

食育計画推進事業

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

「食」を通して家庭で施されるべき教育、食事を通じて健康、家庭教
育、しつけ教育等が見直される。家庭、幼稚園、保育所、学校、地
域、生産者・事業者、行政が一体となって取り組む。北上市食育推進
協議会にて、食育計画の助言や施策の進捗状況を審議する。

一般 法令に定めはあるが任意の自治事務

食育基本法、食育推進
基本計画

北上市食育推進計画

76

食育計画推進事業

一般 未開催 未開催 食育推進協議会開催　１回
各種食育事業（関係課）の開催

食育推進協議会開催　１回
各種食育事業（関係課）の開催

040200-102-01

040200-105

肺炎球菌ワクチン接種事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

市内医療機関と連携して肺炎球菌ワクチン接種を行うことで、肺炎を
予防する。対象者が肺炎球菌ワクチンの接種を行う際に、一部公費
による負担を行う。

一般 法令に特に定めのないもの

肺炎球菌ワクチン接種事
業

満70歳の者 接種者数　227人 接種者数　173人 接種者数　153人040200-105-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-107

北上済生会病院救急医療
等事業補助金

健康係01-03-01

地域医療の充実

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

地域医療を充実し、市民の安全な暮らしを守る。
特別交付税の交付規定で公的病院にも、救急医療・周産期医療・小
児医療等の機能が交付税措置の対象となったこと。救急医療の医療
機能については、岩手中部地域病院群輪番制運営補助金を差引い
た分を補助。周産期医療については、県から補助されるので補助しな
い。小児医療については、基準額どおりの補助とする。

一般 法令に特に定めのないもの

70,779

北上済生会病院救急医療
等事業補助金

北上済生会病院・
市民

北上済生会病院への救急医療事業等
に対する補助
補助金額：70,396千円

北上済生会病院への救急医療事業等
に対する補助

北上済生会病院への救急医療事業等
に対する補助

北上済生会病院への救急医療事業等
に対する補助

040200-107-01

040200-113

がん検診推進事業

健康係01-03-02
病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

対象者に、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び
検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券を送付し、がん検診
の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普
及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。対
象者のがん検診台帳を整備し、検診費用が無料となるがん検診クー
ポン券、検診手帳、受診案内を一括して送付するとともに、クーポン
券によりがん検診を受診するために必要な費用を補助する。

一般 法令の努力義務（自治事務）

がん検診推進事業実
施要綱 16,689

がん検診推進事業

前年度中に節目の
年齢に達した市民

・受診者数
子宮がん：812人（利用率14.8%）
乳がん：568人（利用率11.5%）
大腸がん：706人（利用率10.9%）

・受診者数
子宮がん：606人（利用率23.1％）
乳がん：745人（利用率24.0％）
大腸がん：774人（利用率12.1％）

・受診者数
子宮頸がん：626名（利用率22.7％）
乳がん：694名（利用率22.7％）
大腸がん：807名（利用率13.0％）

040200-113-01

040200-116

北上済生会病院医師確保
支援事業

健康係01-03-01

地域医療の充実

05

ソフト事業（任意）

北上済生会病院で欠員となっている脳神経外科と人員が不足してい
る内科系の医師を確保し、地域の基幹病院となっている同病院の安
定的な医療の提供を支援するもの。北上済生会病院に設置する医師
確保プロジェクトチームに参画し、情報収集や誘致活動によって医師
確保を実現するもの。

一般 法令に特に定めのないもの

384

北上済生会病院医師確保
支援事業

北上済生会病院 定例会10回。 定例会10回。040200-116-01

040200-117

沿岸被災地健康見守り支援
事業（緊急雇用対策）

健康係01-04-01

地域で支えあう福祉サービ
スの仕組みづくり

05

ソフト事業（任意）

沿岸被災自治体にかわり、事業を行うことで、マンパワーの確保が図
られる。また、沿岸被災者の日常生活を健康面で支えている。大船
渡市における仮設住宅等の被災者への巡回による健康実態の把握
と指導、健康教室等の実施、こころのケアの実施等（仮設住宅運営
支援員への指導も含む）

一般 法令に特に定めのないもの

82,398

沿岸被災地健康見守り支
援事業（緊急雇用対策）

大船渡市における
仮設住宅等で生活
する被災者及び支
援員

保健師や看護師等延べ24名を雇用し、
被災者で要支援者の訪問活動や健康
教室を実施。

保健師や看護師等延べ27名を雇用し、
被災者の健康実態調査やうつスクリーニ
ングを実施。

事業着手のための大船渡市における協
議　６回
25年度に業務委託する業者選定のため
の企画プロポーザルの実施と審査会の
実施等。

040200-117-01

040200-120

健康づくりプロジェクト

健康係01-03-03

市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

市民が自ら健康づくりを実践することにより、市民生活の向上が図ら
れる。市民や地域、企業が気軽に実践できる運動・身体活動の普
及。

一般 法令に特に定めのないもの

997

健康づくりプロジェクト

市民 具体的な内容について検討した。
２月に16地区の健康づくりの取組事例
報告会を行った。
ウォーキングコースの設置状況調査を
行った。

身近な運動の事業骨子、地域における
健康づくりのあり方、健康マイレージ、26
年度以降の実践について庁内検討を
行った。

040200-120-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成26年度事業量 平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量

040200-121

保健総合システム整備事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

07

施設等整備事業

市民の健康に関するデーターの蓄積及び健康増進のための支援。
パッケージ及びＯＡ機器の借上げ、サーバー切替えに伴うネットワー
ク設定変更、特殊カスタマイズ。

一般 法令に特に定めのないもの

4,161

保健総合システム整備事
業

市民040200-121-01

040200-122

健康づくりプラン等策定事業

健康係01-03-03
市民の健康づくりの推進

05

ソフト事業（任意）

現行の健康づくりプラン及び食育計画の期間が平成27年度で終了す
るため、現行計画の評価を行い、平成28年度以降の健康づくりプラ
ン、食育計画を策定する。

一般 法令に特に定めのないもの

健康づくりプラン等策定事
業

全市民040200-122-01

040200-123

番号制度対応に係るシステ
ム改修事業（健康管理シス
テム）

健康係07-02-04

保健福祉部門（内部管理事
務）

02

施設管理・維持補
修事業

健康管理の事務処理を円滑に行い、効率的なサービス提供を図る。
個人番号を利用した対象者番号の管理を行うためのシステム改修。

一般 法令に特に定めのないもの

番号制度対応に係るシス
テム改修事業（健康管理
システム）

市民040200-123-01

040200-124

働く世代の女性支援のため
のがん検診推進事業

健康係01-03-02

病気の予防、早期発見、早
期治療の推進

05

ソフト事業（任意）

対象者に、子宮頸がん、乳がんに関する検診手帳及び検診費用が
無料となるがん検診無料クーポン券を送付し、がん検診の受診促進
を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図
り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。節目年齢の人
へ無料クーポン券と検診手帳を配布する。

一般 法令に特に定めのないもの

働く世代の女性支援のた
めのがん検診推進事業

厚労省が定める節
目年齢の女性

040200-124-01
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