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協議第２９号 

 

   保健予防事業について（協定項目２５－６） 

 

保健予防事業について、次のとおり提案する。 

 
１．母子保健事業については、次のとおりとする。 
 (1) 母子保健計画については、合併後、速やかに策定するものとする。 
 (2) 乳幼児健康診査（相談）については、現行のとおり新町に引き継ぐものと

する。なお、事業内容は合併時までに調整するものとする。 
 (3) 乳幼児健康診査精密検査、妊産婦医療費助成及び妊婦超音波検査について

は、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
 (4) 妊産婦健康診査については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。な

お、妊婦一般健康診査受診票の交付回数は妊娠前期２回、妊娠後期２回とす
るものとする。 

 (5) 育児等健康支援事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度か
ら馬頭町の例によるものとする。 

２．老人保健事業については、次のとおりとする。 
 (1) 健康教育及び健康相談については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度

から統一するものとする。なお、定期健康相談については、小川町の例によ
るものとする。 

 (2) 健康診査（検診）事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度
から統一するものとする。 

 (3) 事業所検診については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただし、
町の一部負担は合併時に廃止するものとする。 

 (4) 腹部超音波検査については、合併時に廃止するものとする。 
 (5) 機能訓練事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後、

速やかに調整するものとする。 
３．歯科保健事業については、次のとおりとする。 
 (1) 幼児フッ素塗布事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
 (2) 歯周疾患検診については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一

するものとする。 
４．予防接種事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、自己負担
は小川町の例によるものとする。なお、実施方法は合併時までに調整するもの
とする。 

５．結核予防事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
６．健康福祉まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後、
速やかに調整するものとする。 

７．在宅当番医制については、合併時までに調整するものとする。 

 

平成１６年１２月１６日提出 

   馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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専門部会名　　保健福祉

関連項目

母
子
保
健
事
業

母子保健計画

小川町

１．目　的
　　母子保健をめぐる環境の変化に対応するため、国の
　　「健やか親子２１」の視点を踏まえ、平成９年度に
　　策定した母子保健計画を平成13年度に見直し、事業
　　を実施している。
２．内　容
 (1)計画策定年度　平成13年度
 (2)計画期間　　　平成14～18年度

　合併後、速やかに策定する
ものとする。

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

１．母子保健事業については、次のとおりとする。
　(1) 母子保健計画については、合併後、速やかに策定するものとする。
　(2) 乳幼児健康診査（相談)については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、事業内容は合併時までに調整するものとする｡
　(3) 乳幼児健康診査精密検査、妊産婦医療費助成及び妊婦超音波検査については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　(4) 妊産婦健康診査については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、妊婦一般健康診査受診票の交付回数は妊娠前期２回、
　　妊娠後期２回とするものとする。
　(5) 育児等健康支援事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から馬頭町の例によるものとする。
２．老人保健事業については、次のとおりとする。
　(1) 健康教育及び健康相談については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。なお、定期健康相談については､
　　小川町の例によるものとする。
　(2) 健康診査（検診）事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。
　(3) 事業所検診については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。ただし、町の一部負担は合併時に廃止するものとする。
　(4) 腹部超音波検査については、合併時に廃止するものとする。
　(5) 機能訓練事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後、速やかに調整するものとする。
３．歯科保健事業については、次のとおりとする。
　(1) 幼児フッ素塗布事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　(2) 歯周疾患検診については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。
４．予防接種事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、自己負担は小川町の例によるものとする。なお、実施方法は合併時
　までに調整するものとする。
５．結核予防事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
６．健康福祉まつりについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後、速やかに調整するものとする。
７．在宅当番医制については、合併時までに調整するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の方針

事務事業名 調整の具体的内容
馬頭町

１．目　的
　　母子保健をめぐる環境の変化に対応するため、国の
　　「健やか親子２１」の視点を踏まえ、平成９年度に
　　策定した母子保健計画を平成13年度に見直し、事業
　　を実施している。
２．内　容
 (1)計画策定年度　　平成13年度
 (2)計画期間　　　　平成14～18年度

分科会名　　保健

協　議　事　項 ２５－６　保健予防事業２５　各種事務事業の取扱い
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

【３・４ヶ月児健康診査（健康相談）】
１．対象者
　　生後3、4ケ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、内科検診、集団指導、個別指導
３．実施回数
　　隔月1回（年6回）

【７・８ヶ月児健康相談】
１．対象児
　　生後7,8ヶ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、離乳食指導、個別指導、発達確認、
　　集団指導
３．実施回数
　　隔月1回（年6回）

【８ヵ月児健康診査】
１．対象者
　　生後8ケ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、発達確認、内科診察、個別指導
３．実施回数
　　毎月1回（年12回）
　　(4ヶ月児健康診査と同日実施)

【１歳・１歳１ヶ月児健康相談】
１．対象児
　　1歳、1歳1ヶ月児
２．内　容
　　身体計測、栄養集団指導、歯科指導(集団個別）、
　　保健指導
３．実施回数
　　隔月1回（年6回）

【１歳６ヶ月児健康診査】
１．対象者
　　1歳6ヶ月、1歳7ヶ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、内科・歯科診察、歯科個別指導、
　　個別指導
３．実施回数
　　隔月1回（年6回）

【１歳児健康相談】
１．対象児
　　1歳～1歳3ヶ月児
２．内　容
　　身体計測、離乳食指導、個別指導、発達確認、集団
　　指導
３．実施回数
　　3ヶ月に1回（年4回）
　　（1歳6ヶ月児健診と同日実施）

【１歳６ヶ月児健康診査】
１．対象者
　　1歳6ヶ月～1歳8ヶ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、内科・歯科診察、尿検査、歯科指
　　導、個別指導
３．実施回数
　　3ヶ月に1回（年4回）
　　（1歳児健康相談と同日実施）

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、事業内
容は合併時までに調整するも
のとする。

【４ヶ月児健康診査】
１．対象者
　　生後4ケ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、発達確認、内科診察、個別指導
３．実施回数
　　毎月1回（年12回）
　　（8ヶ月児健康診査と同日実施）

乳幼児健康診
査（相談）

母
子
保
健
事
業
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

乳幼児健康診
査精密健康診
査

妊産婦健康診
査

【３歳児健康診査】
１．対象者
　　3歳、3歳1ヶ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、内科・歯科診察、尿検査、個別指
　　導、歯科個別指導
３．実施回数
　　3ヶ月に1回（年4回）

１．対象者
　　乳幼児健康診査において精密検査が必要と医師が認
　　めた者
２．内　容
 (1)対象者が、医療機関で速やかに受診できるよう精密
　　健康診査受診票を交付
 (2)指定医療機関はなし
 (3)受診費用は町が助成

１．目　的
　　早産流産、妊娠中毒症、未熟児の防止など妊婦の保
　　健管理の向上を図る。
２．対　象
　　町内在住の妊婦
３．内　容
　　母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票（妊娠前
　　期１回・妊娠後期１回）を併せて交付
４．委託先
 (1)県内の医療機関（産婦人科）
 (2)県外の医療機関は個別に委託

【２歳児健康相談】
１．対象児
　　2歳、2歳1ヶ月児
２．内　容
　　身体計測、栄養集団指導、歯科指導（集団・個別）、
　　保健指導
３．実施回数
　　隔月1回（年6回）

　２町に差異がないため現行
のとおり新町に引き継ぐもの
とする。

【２歳児健康診査】
１．対象者
　　2歳～2歳3ヶ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、内科・歯科診察、歯科指導、個別
　　指導
３．実施回数
　　3ヶ月に1回（年4回）

１．対象者
　　乳幼児健康診査において精密検査が必要と医師が認
　　めた者
２．内　容
 (1)対象者が、医療機関で速やかに受診できるよう精密
　　健康診査受診票を交付
 (2)指定医療機関はなし
 (3)受診費用は町が助成

【３歳児健康診査】
１．対象者
　　3歳、3歳1ヶ月児
２．内　容
　　問診、身体計測、内科・歯科診察、個別歯科指導、
　　個別指導、尿検査
３．実施回数
　　隔月1回（年6回）

母
子
保
健
事
業

１．目　的
　　早産流産、妊娠中毒症、未熟児の防止など妊婦の保
　　健管理の向上を図る。
２．対　象
　　町内在住の妊婦
３．内　容
　　母子手帳交付時に妊婦一般健康診査受診票（妊娠前
　　期２回・妊娠後期２回）を併せて交付
４．委託先
 (1)県内の医療機関（産婦人科）
 (2)県外の医療機関は個別に委託

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、妊婦一
般健康診査受診票の交付回数
は妊娠前期２回、妊娠後期２
回とするものとする。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

妊産婦医療費
助成

妊婦超音波検
査

育児等健康支
援事業

該当なし

１．目　的
　　妊産婦に対し、医療費の一部を助成することにより、
　　疾病の早期発見と受療を促進し、もって母子保健の
　　向上を図る。
２．対象者
　　町内在住の妊産婦
３．内　容
　　妊娠届の受理した月の初日から出産した翌月までの
　　妊産婦の医療費の保険給付において、一部負担金等
　　を支払った場合に、当該支払額（附加給付等がある
　　ときは、その額を控除した額）を助成する。

１．目　的
　　妊娠異常の早期発見と胎児の健康管理を図り、母子
　　の健全な発達・発育を促す。
２．対　象
　　町内在住で出産予定日に年齢が３５歳以上の妊婦
３．内　容
　　妊婦健康診査(後期)の際に、超音波検査を実施し、
　　その料金の5,500円までを町が負担する。
４．委託先
 (1)県内の医療機関（産婦人科）
 (2)県外の医療機関は個別に委託

１．目　的
　　妊娠異常の早期発見と胎児の健康管理を図り、母子
　　の健全な発達・発育を促す。
２．対　象
　　町内在住で出産予定日に年齢が３５歳以上の妊婦
３．内　容
　　妊婦健康診査(後期)の際に、超音波検査を実施し、
　　その料金の5,500円までを町が負担する。
４．委託先
 (1)県内の医療機関（産婦人科）
 (2)県外の医療機関は個別に委託

【おかあさん塾】
１．対象者　　子育て担当者と子ども
２．実施回数　毎月1回
３．実施内容　リズム遊びや野外活動、季節の行事、救
　　　　　　　急法の講話、おもちゃづくりなど
【ひよこくらぶ】
１．対象者　　子育て担当者と子ども
２．実施回数　毎週1回（火曜日）
３．実施内容　①交流の場の提供
　　　　　　　②育児相談
【笑顔たくさん講座】
１．対象者　　妊婦と夫及び子育て中の親
２．実施回数　年2回(生涯学習課と共催)
３．実施内容　助産師による講話とタッチケアーの実技
　　　　　　　など

１．目　的
　　妊産婦に対し、医療費の一部を助成することにより、
　　疾病の早期発見と受療を促進し、もって母子保健の
　　向上を図る。
２．対象者
　　町内在住の妊産婦
３．内　容
　　妊娠届の受理した月の初日から出産した翌月までの
　　妊産婦の医療費の保険給付において、一部負担金等
　　を支払った場合に、当該支払額（附加給付等がある
　　ときは、その額を控除した額）を助成する。

母
子
保
健
事
業

　２町に差異がないため現行
のとおり新町に引き継ぐもの
とする。

　合併年度は現行のとおりと
し、翌年度から馬頭町の例に
よるものとする。

　２町に差異がないため現行
のとおり新町に引き継ぐもの
とする。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

【集団指導】
いきいき健康教室
１．対象者
 (1)集団健診で血糖値の「要指導者」「要医療者」
 (2)集団検診で糖尿病の家族暦のある者
２．内　容
 (1)実施内容　　講話・運動指導・栄養指導
 (2)実施回数　　1コース（6回）
 (3)従事者　　　①医師（結果説明会の講話を利用）
　　　　　　　　②健康運動指導士
　　　　　　　　③栄養士
　　　　　　　　④保健師
 (4)定　員　　　20人
 (5)自己負担　　無料
 

【個別指導】
個別健康教育（いきいき教室と合わせて実施）
１．対象者
 (1)集団健診で血糖値の「要指導者」「要医療者」
 (2)集団検診で糖尿病の家族暦のある者
２．内　容
 (1)実施内容　　生活食事聞き取り調査・血液検査・身体
　　　　　　　　測定・個別指導（栄養・運動・生活）・
　　　　　　　　食事記録分析講話・運動指導・栄養指導
 (2)実施回数　　1コース（4回）
 (3)従事者　　　①健康運動指導士
　　　　　　　　②管理栄養士
　　　　　　　　③保健師
 (4)募集数　　　20人

【集団指導】
ＭＩＮＡＳＥ（みなせ）倶楽部
１．対象者
 (1)生活習慣病検診受診者で40～59歳までの者
２．内　容
 (1)実施内容　　①血液検査・運動負荷テスト・体力測定
　　　　　　　　②個別に保健・栄養・運動指導
　　　　　　　　③運動（エアロビクス）の実技・リラク
　　　　　　　　　ゼーション体験
　　　　　　　　④効果判定
 (2)実施回数　　1回/週9回コース（1～2回)
 (3)従事者　　　①保健師
　　　　　　　　②栄養士
　　　　　　　　③健康運動指導士
　　　　　　　　④マッサージ師
 (4)定　員　　　30名
 (5)自己負担　　1,500円
 (6)実施方法　　栃木県健康倶楽部に委託

【個別指導】
　集団指導の中で個別指導も合せて実施

老
人
保
健
事
業

健康教育 　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から事業内容は、自己負担の
有無も含めて統一するものと
する。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

【定期健康相談】
定期健康相談
１．対象者
 (1)一般住民
２．内　容
 (1)血圧測定・身体計測・個別相談
３．実施回数
　　月1回(12回／年)
　　毎月第2水曜日

【定期健康相談】
　一般住民は該当なし
　

　　※医療受給者証の交付者を対象に交付時健康相談を
　　　実施していたが、医療受給者証の交付対象者が平
　　　成14年10月から75歳になったことから平成19年９
　　　月まで実施予定はない。

健康相談

老
人
保
健
事
業

　小川町の例によるものとす
る。

【病態別栄養相談】
１．目　的
　　栄養指導を行うことで食生活の改善を図り、健康的
　　な生活が送れるように支援する。
２．対象者
 (1)主治医からの紹介のあった者
 (2)糖尿病、心臓病、腎臓病、高脂血症、高血圧症、肥
　　満、脂肪肝、高尿酸血症など３つ以上有している者
３．内　容
 (1)主治医の指示に従った栄養指導
４．実施回数
　　3回／年

【栄養指導】
１．目　的
　　栄養指導を行うことで食生活の改善を図り、健康的
　　な生活が送れるように支援する。
２．対象者
 (1)医師より紹介のあった者
 (2)基本健診で異常のあった者
 (3)希望する者
３．内　容
 (1)健康管理センターでの個別面接指導
 (2)保健師と在宅栄養士が訪問による指導を実施｡(随時)
４．実施回数
　　5日／年

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から事業内容は統一するもの
とする。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

基本健康診査

老
人
保
健
事
業

【基本健康診査】
 〔集団健診〕
１．対象者
　　40歳以上で、医療保険各法により保健事業相当の
　　サービスを受けることができない者
２．内　容
 (1)健診項目
　　身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図、
　　眼底検査
 (2)実施方法
　　①時　期  7月～3月
　　②回　数　18回
  　③委託先　・栃木県保健衛生事業団
　　　　　　　・栃木県厚生農業協同組合連合会
 (3)自己負担
　　①40歳以上70歳未満　　1,300円
　　②70歳以上　　　　　　無　料

〔施設健診〕
１．対象者
　　70歳以上で、医療保険各法により保健事業相当の
　　サービスを受けることができない者
２．内　容
 (1)健診項目
　　身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査
　※ただし、医師の判断で選択実施項目あり
 (2)実施方法
　　①時　期　9月～12月
　　②場　所　町内4医療機関
　　③委託先　町医師団
 (3)自己負担  無　料

　集団健診については、現行
のとおり新町に引き継ぐもの
とする。なお、翌年度から自
己負担は無料とするものとす
る。

　施設健診については、合併
年度は現行のとおりとし、翌
年度から馬頭町の例を基本と
し、調整するものとする。

【基本健康診査】
 〔集団健診〕
１．対象者
　　40歳以上で、医療保険各法により保健事業相当の
　　サービスを受けることができない者
２．内　容
 (1)健診項目
　　身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図、
　　眼底検査
 (2)実施方法
　　①時　期  4月～11月
　　②回　数　13回
  　③委託先　・栃木県保健衛生事業団
　　　　　　　・宇都宮東病院
　　　　　　　・栃木県厚生農業協同組合連合会
 (3)自己負担
　　無料

〔施設健診〕
　　該当なし
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

肝炎ウイルス
検診

がん検診 【胃がん検診】
１．対象者
　　40歳以上の者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①胃がん（胃透視）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　無料

【肝炎ウイルス検診】
１．対象者
 (1)40歳から70歳までで５歳刻みの節目にあたる者
 (2)上記以外で下記に該当する者
　　①肝機能検査でＧＰＴ値要指導者
　　②過去に広範な外科手術を受けた者
　　③出産時に多量の出血があった者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎
　　　(血液検査）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　Ｂ・Ｃ型肝炎　　800円
　　　Ｂ型肝炎検査　　200円
　　　Ｃ型肝炎検査　　700円
　　　70歳は無料

【胃がん検診】
１．対象者
　　40歳以上の者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①胃がん（胃透視）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　1,000円
　　　70歳以上は無料

老
人
保
健
事
業

【肝炎ウイルス検診】
１．対象者
 (1)40歳から70歳までで５歳刻みの節目にあたる者
 (2)上記以外で下記に該当する者
　　①肝機能検査でＧＰＴ値要指導者
　　②過去に広範な外科手術を受けた者
　　③出産時に多量の出血があった者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎
　　　(血液検査）
 (2)実施方法
　　①上記（１）の対象者は基本
　　　健康診査と同時に実施
 (3)自己負担
　　　無料

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から自己負担は無料とするも
のとする。

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から自己負担は無料とするも
のとする。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

【肺がん検診】
１．対象者
　　40歳以上の者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①肺がん（胸部間接撮影）（喀痰検査）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　無料

【肺がん検診】
１．対象者
　　40歳以上の者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①肺がん（胸部間接撮影）（喀痰検査）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　①胸部間接撮影　　　　　　100円
　　②胸部間接撮影と喀痰検査　900円
　　　70歳以上は無料

老
人
保
健
事
業

【大腸がん検診】
１．対象者
　　40歳以上の者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①大腸がん（便潜血反応検査）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　600円
　　　70歳以上は無料

【前立腺がん検診】
１．対象者
　　55歳以上の男性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①前立腺がん（血液検査）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　400円
　　　70歳以上は無料

【前立腺がん検診】
　　該当なし

【大腸がん検診】
１．対象者
　　40歳以上の者
２．内　容
 (1)検診項目
　　①大腸がん（便潜血反応検査）
 (2)実施方法
　　①基本健康診査と同時実施
 (3)自己負担
　　　無料

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から自己負担は無料とするも
のとする。

　合併年度は現行のとおりと
し、翌年度から馬頭町の例に
よるものとする。ただし、自
己負担は無料とするものとす
る。

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から自己負担は無料とするも
のとする。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

老
人
保
健
事
業

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から集団検診の自己負担は無
料とするものとする。

【子宮がん検診】
〔集団検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①頚部がん検診
 (2)実施方法
　　①時　期  8月～12月
　　②回　数　4回
　　　・子宮がん乳がんで実施　４回
  　③委託先
　　　・栃木県保健衛生事業団
 (3)自己負担
　　　700円
　　　70歳以上は無料

〔施設検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①頚部がん検診
　　②頚部･体部がん検診
 (2)実施方法
　　①時　期　　年間（休診日を除く）
　　②委託先　　烏山町の産婦人科医院
 (3)自己負担
　　①頚部がん検診　　　　　1,800円
　　②頚部・体部がん検診　　2,600円
　　　70歳以上は無料

【子宮がん検診】
〔集団検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①頚部がん検診
 (2)実施方法
　　①時　期  4月～11月
　　②回　数　13回
　　　・基本検診や他のがん検診と同時に実施
  　③委託先
　　　・栃木県保健衛生事業団
　　　・宇都宮東病院
　　　・栃木県農村健康管理センター
 (3)自己負担
　　　無料

〔施設検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①頚部がん検診
　　②頚部・体部がん検診
 (2)実施方法
　　①時　期　　年間（休診日を除く）
　　②委託先　　烏山町の産婦人科医院
 (3)自己負担
　　①頚部がん検診　　　　　1,800円
　　②頚部・体部がん検診　　2,600円
　　　70歳以上は無料
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

骨粗しょう症
検診

老
人
保
健
事
業

【骨粗しょう症検診】
　　該当なし

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。なお、翌年度
から集団検診の検査項目は超
音波検診及びマンモグラフィ
ーとし、自己負担は無料とす
るものとする。

　合併年度は現行のとおりと
し、翌年度から小川町の例に
よるものとする。なお、対象
者は、40歳と50歳の女性とす
るものとする。

【乳がん検診】
〔集団検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①「総合検診女性の日」の５０歳以上は超音波検診・
　　　　マンモグラフィー
　　②上記以外は触診・超音波検診
 (2)実施方法　　子宮がん検診と同時実施
 (3)自己負担　　無料

〔施設検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目　　視触診
 (2)実施方法　　①時　期　　年間（休診日を除く）
　　　　　　　　②委託先　　烏山町の産婦人科医院
 (3)自己負担　　800円
　　　　　　　　70歳以上は無料

【骨粗しょう症検診】
１．対象者
　　30歳から70歳までで５歳刻みの節目にあたる女性
２．内　容
 (1)検診項目　　ＤＡＸ法（Ｘ線測定）
 (2)　実施方法　基本検診や他のがん検診と同時(女性
　　　　　　　　の日)に実施　　３回
 (3)　自己負担　無料

【乳がん検診】
〔集団検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目
　　①超音波検診・マンモグラフィー
 (2)実施方法
　　①子宮がん検診と同時実施
 (3)自己負担　　700円
　　　　　　　　70歳以上は無料

〔施設検診〕
１．対象者
　　30歳以上の女性
２．内　容
 (1)検診項目　　視触診
 (2)実施方法　　①時　期　　年間（休診日を除く）
　　　　　　　　②委託先　　烏山町の産婦人科医院
 (3)自己負担　　800円
　　　　　　　　70歳以上は無料
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

若年層健診

事業所検診

その他の検診

【元気アップ検診】
１．目　的
　　若年層からの生活習慣病予防の意識づけと教育を行
　　い、自らの健康管理を定着させ、疾病の早期発見・
　　治療を行う。
２．内　容
 (1)対象者　　老人保健法に該当しない20歳～39歳の国
　　　　　　　民健康保険加入者並びに社会保険の扶養
　　　　　　　になっている者
 (2)検診項目　老人保健法に準ずる項目
 (3)自己負担　老人保健法に準ずる自己負担額
 (4)委託先　　・栃木県厚生農業協同組合
　　　　　　　・栃木県農村健康管理センター

　該当なし

【リフレッシュ検診】
１．目　的
　　働き盛りの健康管理を推進し、生活習慣病予防と疾
　　病の早期発見・治療を行う。
２．内　容
 (1)対象者　　町内の事業所に勤務している者
 (2)検診項目　老人保健法に準ずる項目
 (3)費用負担　事業主負担（基本健診には町が一部負担）
 (4)体　　制　町商工会と連携・協力
 (5)委託先　　・栃木県厚生農業協同組合
　　　　　　　・栃木県農村健康管理センター

老
人
保
健
事
業

　合併年度は現行のとおりと
し、翌年度から対象者は20歳
から39歳までの者とし、自己
負担は無料とするものとす
る。

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。ただし、町の
一部負担は合併時に廃止する
ものとする。

　合併時に廃止するものとす
る。

【腹部超音波検査】
１．目　的
　　老人保健法による総合健診内容では発見が困難な病
　　気を早期発見し、早期治療へと結びつける。
２．内　容
 (1)対象者　　30歳以上の者
 (2)検診項目　超音波検査（肝臓・胆のう・膵臓・腎臓
　　　　　　　・脾臓）
 (3)自己負担　無料
 (4)委託先　　宇都宮東病院

【総合健診】
１．目　的
　　若年層からの生活習慣病予防の意識づけと教育を行
　　い、自らの健康管理を定着させ、疾病の早期発見・
　　治療を行う。
２．内　容
 (1)対象者　　19歳～39歳までの者
 (2)検診項目　老人保健法に準ずる項目
 (3)自己負担　無料
 (4)委託先　　・栃木県保健衛生事業団
　　　　　　　・宇都宮東病院
　　　　　　　・栃木県農村健康管理センター

　

　該当なし
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

該当なし機能訓練事業

老
人
保
健
事
業

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとし、合併後、速やか
に調整するものとする。

１．目　的
　　40歳以上で疾病、老化などにより、心身の機能の低
　　下している人に対して、心身機能の維持回復に必要
　　な訓練を行うことにより、閉じこもりを防止すると
　　ともに日常生活の自立を助け、介護を要する状態と
　　なることを予防する。
２．内　容
 (1)対象者　　①日常生活において機能的に支障を感じ
　　　　　　　　る者。
　　　　　　　②機能低下のおそれのある者。
 (2)場　所　　総合福祉センター
　　　　　　　（すこやか共生館）
 (3)実施回数　24回／年（毎月第2、第4木曜日）
 (4)実施内容　①血圧測定
　　　　　　　②体操（ストレッチ）
　　　　　　　③ボーリング、輪投げ、風船バレー等
　　　　　　　　ゲーム等
　　　　　　　④作業（折り紙、七夕飾り作成、習字等
　　　　　　　　の手作業、畑作業等を週替わりで実施。
　　　　　　　⑤年2回（春・秋）野外訓練
　　　　　　　⑥年1回湯津上村との交流会
 (5)従事者　　①作業療法士 　　1名（第2木曜日のみ）
　　　　　　　②保健師　　　1～2名
　　　　　　　③看護師　　　 　1名
　　　　　　　④訓練内容によってホームヘルパー1名
　　　　　　　　ボランティア数名
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

幼児フッ素塗
布事業

歯周疾患検診

１．目　的
　　う歯罹患率の低下、う歯予防にむけて口腔衛生に対
　　する意識づけを図る
２．内　容
 (1)対象者　　満３歳以上就学未満の在宅児
 (2)実施内容　①歯科衛生士による講話
　　　　　　　②フッ素塗布
 (3)実施回数　2回（5月・11月)/年
 (4)会　場　　健康管理センター
 (5)自己負担　1人1回300円

　　※保育所(3箇所)、幼稚園は各施設で実施

１．目　的
　高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受で
　きるよう、歯の喪失を予防する。
２．内　容
 (1)対象者
　　40・50・60・70歳の年齢で希望者（既に治療してい
　　るものは除く）
 (2)実施内容
　　①問診、歯周組織検査
 (3)自己負担
　　1,300円
　　70歳は無料
 (4)実施方法
　　①町内歯科医師に委託

歯
科
保
健
事
業

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとする。

　合併年度は現行のとおりと
し、翌年度から対象者は40・
50・60・70歳の年齢の希望者
（既に治療しているものは除
く）、自己負担は1,300円
（70歳は無料）とするものと
する。

１．目　的
　高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受で
　きるよう、歯の喪失を予防する。
２．内　容
 (1)対象者
　　40歳・50歳の年齢で希望者（既に治療しているもの
　　は除く）
 (2)実施内容
　　①問診、歯周組織検査
 (3)自己負担
　　無料
 (4)実施方法
　　①町内指定歯科医師に委託

１．目　的
　　う歯罹患率の低下、う歯予防にむけて口腔衛生に対
　　する意識づけを図る
２．内　容
 (1)対象者　　保育所・幼稚園児及び３歳以上の在宅児
　　　　　　　の希望者
 (2)実施内容　①歯科検診
　　　　　　　②フッソ塗布
 (3)実施回数　2回（春・秋）／年
 (4)会　場　　6施設（保育所・幼稚園）
 (5)自己負担　1人1回300円
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

１．目　的
　　予防接種をして公衆衛生の向上・健康な生活を保持
　　すると共に、接種率を高め、感染症の流行をおさえ
　　る。
２．内　容
 (1)三種混合（ジフテリア･百日せき･破傷風）
　　①対象年齢　　生後3～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に1種類のみ実施）
 (2)ポリオ
　　①対象年齢　　生後3～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に1種類のみ実施）
 (3)麻疹
　　①対象年齢　　生後12～90ヶ月未満
　　②実施方法　　個別接種(医療機関委託)
 (4)風疹
　　①対象年齢　　生後12～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に1種類のみ実施）
 (5)日本脳炎Ⅰ期
　　①対象年齢　　生後6～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に1種類のみ実施）
 (6)日本脳炎Ⅱ期
　　①対象年齢　　小学校4年生
　　②実施方法　　集団接種（各小学校）
 (7)日本脳炎Ⅲ期
　　①対象年齢　　中学校3年生
　　②実施方法　　集団接種（各中学校）
 (8)二種混合（ジフテリア･破傷風）
　　①対象年齢　　小学校6年生
　　②実施方法　　集団接種（各小学校）
３．自己負担
 (1)麻疹以外の予防接種は自己負担なし
 (2)麻疹は町補助6,000円を超えた分

予
防
接
種
事
業

　予防接種事業については、
現行のとおり新町に引き継ぐ
ものとし、自己負担は小川町
の例によるものとする。な
お、実施方法は、合併時まで
に調整するものとする。

１．目　的
　　予防接種をして公衆衛生の向上・健康な生活を保持
　　すると共に、接種率を高め、感染症の流行をおさえ
　　る。
２．内　容
 (1)三種混合（ジフテリア･百日せき･破傷風）
　　①対象年齢　　生後3～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に3.4種類を実施）
 (2)ポリオ
　　①対象年齢　　生後3～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に3.4種類を実施）
 (3)麻疹
　　①対象年齢　　生後12～90ヶ月未満
　　②実施方法　　個別接種(医療機関委託)
 (4)風疹
　　①対象年齢　　生後12～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に3.4種類を実施）
 (5)日本脳炎Ⅰ期
　　①対象年齢　　生後6～90ヶ月未満
　　②実施方法　　集団接種（同日に3.4種類を実施）
 (6)日本脳炎Ⅱ期
　　①対象年齢　　小学校4年生
　　②実施方法　　集団接種（各小学校）
 (7)日本脳炎Ⅲ期
　　①対象年齢　　中学校3年生
　　②実施方法　　集団接種（各中学校）
 (8)二種混合（ジフテリア･破傷風）
　　①対象年齢　　小学校6年生
　　②実施方法　　集団接種（各小学校）
３．自己負担
 (1)麻疹以外の予防接種は自己負担なし
 (2)麻疹は町補助3,000円を超えた分

定期接種（一
類疾病）
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

予
防
接
種
事
業

定期接種（二
類疾病）

結核予防事業

結核検診

１．内　容
　インフルエンザ
　　①対象年齢　　65歳以上の高齢者及び60歳以上65歳
　　　　　　　　　未満の特定内臓疾患に障害を有する者
　　②実施方法　　個別接種(医療機関委託)
　　③自己負担　　町補助3,500円を超えた分

１．内　容
　ツベルクリン反応、ＢＣＧ
　　①対象年齢　　生後3ヶ月～4歳未満
　　②実施方法　　集団接種
　　③自己負担　　無料

１．目　的
　　結核の早期発見、早期治療、蔓延防止を目的とする。
２．対象者
　　18歳以上で事業所や学校等で結核健康診断を受けら
　　れない者
３．内　容
　　Ｘ線間接撮影
４．実施方法
　　検診車巡回によるＸ線間接撮影
５．委託先
　　栃木県保健衛生事業団
６．自己負担
　　無料

１．内　容
　インフルエンザ
　　①対象年齢　　65歳以上の高齢者及び60歳以上65歳
　　　　　　　　　未満の特定内臓疾患に障害を有する者
　　②実施方法　　個別接種(医療機関委託)
　　③自己負担　　町補助3,500円を超えた分

１．内　容
　ツベルクリン反応、ＢＣＧ
　　①対象年齢　　生後3ヶ月～4歳未満
　　②実施方法　　集団接種
　　③自己負担　　無料

１．目　的
　　結核の早期発見、早期治療、蔓延防止を目的とする。
２．対象者
　　18歳以上で事業所や学校等で結核健康診断を受けら
　　れない者
３．内　容
　　Ｘ線間接撮影
４．実施方法
　　検診車巡回によるＸ線間接撮影
５．委託先
　　栃木県保健衛生事業団
６．自己負担
　　無料

結
核
予
防
事
業

　２町に差異がないため現行
のとおり新町に引き継ぐもの
とする。

　２町に差異がないため現行
のとおり新町に引き継ぐもの
とする。
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小川町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
事務事業名 調整の具体的内容

馬頭町

健
康
づ
く
り
推
進
事
業

健康福祉まつ
り

１．目　的
　　休祭日の医療体制を整え、住民がいつでも医療サー
　　ビスを受けられる体制を整備することで住民の健康
　　増進に資する。

２．内　容
　　小川町医師団に委託し、休祭日に当番制で診療を行
　　う。

該当なし【健康福祉まつり】
１．目　的
　　高齢化社会を迎え、「健康と福祉」について、その
　　意識の高揚を図り、町民一人ひとりが参加できるイ
　　ベントを開催する。
２．内　容
 (1)テーマ
　　「健康のよろこび・広がる福祉」
 (2)実施内容
　　①講演会
　　②総合相談
　　③団体活動ＰＲ
　　④介護等体験
　　⑤シルバｰ展
  　⑥健康寸劇など
 (3)実施主体
　　健康福祉まつり実行委員会

１．目　的
　　休祭日の医療体制を整え、住民がいつでも医療サー
　　ビスを受けられる体制を整備することで住民の健康
　　増進に資する。

２．内　容
　　平成４年度より町医師団と協定書を交わし、当番制
　　で診療を行っている。

在宅当番医制 　合併時までに調整するもの
とする。

　現行のとおり新町に引き継
ぐものとし、合併後、速やか
に調整するものとする。
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協議第３０号 

 

   障害者福祉事業について（協定項目２５－７） 

 

障害者福祉事業について、次のとおり提案する。 

 

１．障害者福祉計画については、合併後、速やかに策定するものとする。 

２．特定疾患者福祉手当等については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度か

ら統一するものとする。 

３．国又は県が定める制度に基づき実施しているものについては、現行のとおり

新町に引き継ぐものとする。 

４．障害者福祉作業所については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

 馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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分科会名

障害者福祉計
画

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

協　議　事　項 ２５　各種事務事業の取扱い ２５－７　障害者福祉事業

専門部会名　　保健福祉
社会福祉
保健

調整の方針

１．障害者福祉計画については、合併後、速やかに策定するものとする。
２．特定疾患者福祉手当等については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。
３．国又は県が定める制度に基づき実施しているものについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
４．障害者福祉作業所については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　未策定 　合併後、速やかに策定す
るものとする。

調整の具体的内容

１．目　的
　　障害者が社会を構成する一員として地域の中でともに
　生活できる社会づくりを推進する。
２．内　容
　(1) 平成１６年３月策定
　　　（計画期間　平成16年度～平成20年度　5年間）
　(2) 基本理念
　　　「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」
　(3) 基本目標
　　①早期発見、早期療育体制の整備
　　②適性就学の推進
　　③福祉的就労の場の整備促進
　　④福祉サービスの充実
　　⑤住み良いまちづくりの推進
　　⑥交流・ふれあいの促進
    ⑦ひとづくり
　　⑧スポーツ・レクリェーション活動の促進
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

特定疾患者福
祉手当等

身体障害者補
装具の交付及
び修理

１．目　的
 　 身体障害児及び身体障害者の日常生活あるいは職場で
　の能力向上をはかり、将来の生活に適応する環境をつく
　ることを目的とする。
２．内　容
　　身体障害児及び身体障害者に対する補装具の交付とそ
　の修理
(1) 対象者
　　身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 補装具種目
　　義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼
　　鏡、点字機、補聴器、人工喉頭、車椅子、電動車椅子、
　　歩行器、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具、歩行補
　　助つえ等
(3) 費用負担
  ①身体障害児
　　申請者と生計を一にする者の所得税額の合計を算出し、
　　徴収基準階層（全２３階層）により自己負担額を決定
　②身体障害者
　　申請者と生計を一にする者のうち、民法上の扶養義務
　　者すべてと本人の所得税額の合計を算出し、徴収基準
　　階層（全２３階層）によりり自己負担額を決定
(4) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４
(5) 町単独補助
　　自己負担分を補助

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

特定疾患患者見舞金
１．受給資格
　　馬頭町に住所を有し、栃木県知事より特定疾患者（疾
　病の原因が不明であって、治療方法が確立していない難
　病にり患した者）の認定を受けている者又はその本人が
　２０歳未満の場合は保護者
２．見舞金額
　　月額　５，０００円
３．支給時期
　　３・９月に当該月までの分をまとめて支給。
４．公費負担割合
　　全額町負担

特定疾患者福祉手当
１．受給資格
　　小川町に住所を有し、栃木県知事より特定疾患者（疾
　病の原因が不明であって、治療方法が確立していない難
　病にり患した者）の認定を受けている者又はその本人が
　２０歳未満の場合は保護者
２．手当額
　　月額　５，０００円
３．支給時期
　　３月に当該月までの分をまとめて支給。
４．公費負担割合
　　全額町負担

　合併年度は現行のとおり
とし、翌年度から特定疾患
患者見舞金を３月、９月に
支給するものとする。

１．目　的
 　 身体障害児及び身体障害者の日常生活あるいは職場で
　の能力向上をはかり、将来の生活に適応する環境をつく
　ることを目的とする。
２．内　容
　　身体障害児及び身体障害者に対する補装具の交付とそ
　の修理
(1) 対象者
　　身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 補装具種目
　　義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼
　　鏡、点字機、補聴器、人工喉頭、車椅子、電動車椅子、
　　歩行器、頭部保護帽、収尿器、ストマ用装具、歩行補
　　助つえ等
(3) 費用負担
  ①身体障害児
　　申請者と生計を一にする者の所得税額の合計を算出し、
　　徴収基準階層（全２３階層）により自己負担額を決定
　②身体障害者
　　申請者と生計を一にする者のうち、民法上の扶養義務
　　者すべてと本人の所得税額の合計を算出し、徴収基準
　　階層（全２３階層）によりり自己負担額を決定
(4) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４
(5) 町単独補助
　　自己負担分を補助
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

重度障害児・
者日常生活用
具給付等事業

重度身体障害
者住宅改造費
助成事業

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．目　的
  　在宅の重度障害児・者に対し、浴槽、特殊寝台などの
　日常生活用具を給付又は貸与することにより、障害者の
　日常生活の便宜を図り、福祉の向上に寄与する。
２．内容
　日常生活用具の給付又は貸与
(1) 対象者
　　身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者（障害
　　の種類、等級などにより該当しない場合がある。）
(2) 利用者負担
　　世帯の所得階層区分に応じた自己負担
(3) 公費負担割合
　　県負担　３／４　　町県負担　１／４

１．内　容
　　重度の身体障害者が在宅で生活しやすくするため、住
　宅の一部（玄関、台所、浴室、便所、廊下等）を改造す
　る場合に、改造費用及び福祉機器の購入費の一部の助成
(1) 助成対象者
　　次の全ての要件を満たしている者
　①１級・２級に該当する両下肢又は体幹の障害を有して
　　いる者、あるいは半身障害で１級・２級に該当し、か
　　つ、下肢の障害程度が３級の者
　②補装具又は日常生活用具を使用している者
　③重度身体障害者の属する世帯の前年分所得税額が
　　３２，４００円以下、又は生計中心者の所得税が非課
　　税であること
(2) 助成額
　　改造費用（1,200,000円を限度）の３／４（900,000
　　円を限度）を助成
　　（介護保険制度又は日常生活用具における住宅改修を
　　併せて行う場合には調整あり。）
(3) 費用負担
　　改造費用の１／４を自己負担
(4) 公費負担割合
　　県負担　３／４　　町負担　１／４

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．内　容
　　重度の身体障害者が在宅で生活しやすくするため、住
　宅の一部（玄関、台所、浴室、便所、廊下等）を改造す
　る場合に、改造費用及び福祉機器の購入費の一部の助成
(1) 助成対象者
　　次の全ての要件を満たしている者
　①１級・２級に該当する両下肢又は体幹の障害を有して
　　いる者、あるいは半身障害で１級・２級に該当し、か
　　つ、下肢の障害程度が３級の者
　②補装具又は日常生活用具を使用している者
　③重度身体障害者の属する世帯の前年分所得税額が
　　３２，４００円以下、又は生計中心者の所得税が非課
　　税であること
(2) 助成額
　　改造費用（1,200,000円を限度）の３／４（900,000
　　円を限度）を助成
　　（介護保険制度又は日常生活用具における住宅改修を
　　併せて行う場合には調整あり。）
(3) 費用負担
　　改造費用の１／４を自己負担
(4) 公費負担割合
　　県負担　３／４　　町負担　１／４

１．目　的
  　在宅の重度障害児・者に対し、浴槽、特殊寝台などの
　日常生活用具を給付又は貸与することにより、障害者の
　日常生活の便宜を図り、福祉の向上に寄与する。
２．内容
　日常生活用具の給付又は貸与
(1) 対象者
　　身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者（障害
　　の種類、等級などにより該当しない場合がある。）
(2) 利用者負担
　　世帯の所得階層区分に応じた自己負担
(3) 公費負担割合
　　県負担　３／４　　町県負担　　１／４
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

更生医療給付
事業

重度心身障害
者医療費助成
事業

１．内　容
　　重度心身障害児者の健康を確保するため、心身に重度
　の障害のある方が病院等で診療を受けた時に支払う自己
　負担分を助成している。
(1) 対象者
　　この給付は次のいずれかの項目に該当する者が適用と
　　なる。
　①身体障害の程度が１～２級の者
　②知的障害の程度が療育手帳Ａ１・Ａ２と判定された者
　　又は知能指数が３５以下の者
　③知的障害の程度が知能指数５０以下の方であって、身
　　体障害の程度が３～４級の障害を重複している者
(2) 公費負担割合
　　県負担　１／２　　町負担　１／２

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．目　的
　　更生医療とは、身体障害者に対して、医療を給付する
　ことによりその障害を除去又は軽減し、もって日常生活
　能力又は職業能力を回復し獲得させることを目的として
　行われる医療であり知事の定める指定医療機関において
　給付されている。
２．内　容
　　更生医療の給付は指定医療機関での現物給付を原則と
　しており、給付の種類は次のとおりとなっている。
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の支給
(3) 医学的処理、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話そ
　　の他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その
　　他の看護
(6) 移送
３．利用者負担
　　本人又は扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、
　　課税状況に応じ費用の一部又は全部を自己負担負担
４．公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　１／４
５．町単独補助
　　自己負担分を補助

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．目　的
　　更生医療とは、身体障害者に対して、医療を給付する
　ことによりその障害を除去又は軽減し、もって日常生活
　能力又は職業能力を回復し獲得させることを目的として
　行われる医療であり知事の定める指定医療機関において
　給付されている。
２．内　容
　　更生医療の給付は指定医療機関での現物給付を原則と
　しており、給付の種類は次のとおりとなっている。
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の支給
(3) 医学的処理、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話そ
　　の他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その
　　他の看護
(6) 移送
３．利用者負担
　　本人又は扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、
　　課税状況に応じ費用の一部又は全部を自己負担負担
４．公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　１／４
５．町単独補助
　　自己負担分を補助

１．内　容
　　重度心身障害児者の健康を確保するため、心身に重度
　の障害のある方が病院等で診療を受けた時に支払う自己
　負担分を助成している。
(1) 対象者
　　この給付は次のいずれかの項目に該当する者が適用と
　　なる。
　①身体障害の程度が１～２級の者
　②知的障害の程度が療育手帳Ａ１・Ａ２と判定された者
　　又は知能指数が３５以下の者
　③知的障害の程度が知能指数５０以下の方であって、身
　　体障害の程度が３～４級の障害を重複している者
(2) 公費負担割合
　　県負担　１／２　町負担　　　１／２
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

知的障害者援
護施設入所者
医療給付事業

身体・知的障
害者及び障害
児支援費制度

１．目　的
　入所者の健康保持、増進を図ることを目的とする。
２．内　容
（１）対象者
　　　知的障害者援護施設入所者
（２）給付内容
　　　入所時に受診券を交付することにより、入所期間中
　　　の医療費自己負担金を免除する。
（３）公費負担割合
　　　国庫負担　１／２　　県負担　１／４

１．目　的
　入所者の健康保持、増進を図ることを目的とする。
２．内　容
（１）対象者
　　　知的障害者援護施設入所者
（２）給付内容
　　　入所時に受診券を交付することにより、入所期間中
　　　の医療費自己負担金を免除する。
（３）公費負担割合
　　　国庫負担　１／２　　県負担　１／４

１．目　的
　　社会福祉基礎構造改革の一つとして、これまでの行政
　がサービスの受け手を特定しサービスの内容を決定する
　「措置制度」から、障害者の自己決定を尊重し障害者自
　らがサービスを選択し契約することを目的に、平成１５
　年度から「支援費制度」に移行した。
２．内　容
(1) 対象となるサービス
　①身体障害者・知的障害者・児童居宅生活支援サービス
　　・ホームヘルプサービス
　　・デイサービス
　　・短期入所（ショートステイ）
　　・知的障害者地域生活援助（グループホーム）
　②身体障害者・知的障害者施設訓練等支援サービス
　　・更生施設(入所･通所)
　　・授産施設(入所･通所)
　　・身体障害者療護施設(入所･通所)
　　・知的障害者通勤寮
　　・心身障害者福祉協会の設置する福祉施設
３．利用者負担
　　本人又は扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、
　課税状況に応じ費用の一部又は全部を自己負担
４．公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　１／４

１．目　的
　　社会福祉基礎構造改革の一つとして、これまでの行政
　がサービスの受け手を特定しサービスの内容を決定する
　「措置制度」から、障害者の自己決定を尊重し障害者自
　らがサービスを選択し契約することを目的に、平成１５
　年度から「支援費制度」に移行した。
２．内　容
(1) 対象となるサービス
　①身体障害者・知的障害者・児童居宅生活支援サービス
　　・ホームヘルプサービス
　　・デイサービス
　　・短期入所（ショートステイ）
　　・知的障害者地域生活援助（グループホーム）
　②身体障害者・知的障害者施設訓練等支援サービス
　　・更生施設(入所･通所)
　　・授産施設(入所･通所)
　　・身体障害者療護施設(入所･通所)
　　・知的障害者通勤寮
　　・心身障害者福祉協会の設置する福祉施設
３．利用者負担
　　本人又は扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、
　課税状況に応じ費用の一部又は全部を自己負担
４．公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　１／４

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

障害者援護措
置

障害者相談支
援事業

精神障害者
ショートステ
イ事業

１．目的
　　精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時
　的に困難となった場合に、精神障害者生活訓練施設等に
　短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及び
　その家族の福祉の向上を図る。

２．内容
　(1) 対象者　　町内在住の精神障害者
　(2) 利用期間　７日以内
　(3) 委託先　　医療法人直志会　袋田病院
　　　　　　　　医療法人報徳会　宇都宮病院

１．目的
　　精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時
　的に困難となった場合に、精神障害者生活訓練施設等に
　短期入所させ、もって、これらの居宅の精神障害者及び
　その家族の福祉の向上を図る。

２．内容
　(1) 対象者　　町内在住の精神障害者
　(2) 利用期間　７日以内
　(3) 委託先　　医療法人大田原更生会

１．内　容
　　平成１５年１０月から県と４町で共同実施。身障、知
　的、精神などすべての障害者の相談に対応。県と４町で
　１／２ずつの費用負担で実施

　※平成１６年度は、社会福祉法人同愛会に委託

１．内　容
　　平成１５年１０月から県と４町で共同実施。身障、知
　的、精神などすべての障害者の相談に対応。県と４町で
　１／２ずつの費用負担で実施

　※平成１６年度は、社会福祉法人同愛会に委託

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．内　容
　　平成１５年４月より利用者の自己選択を尊重した支援
　費制度が施行されたのにあわせて、やむを得ない事由が
　ある場合や職親制度を利用する場合のみ、障害者援護措
　置を行うこととなった。
(1) 措置の対象となるサービス
　　・支援費制度と同一サービスの他に、職親制度がある。
　　・事業者、施設への委託単価及び利用者負担は支援費
　　　制度に準じる。

　・職親制度
　　　就職に必要な素地を与え、雇用の促進と職場におけ
　　　る定着性を高めるために、知的障害者の更生援護に
　　　熱意を有する事業経営者などが、一定期間、知的障
　　　害者を預かって、職業や日常生活に必要なことを指
　　　導する。

１．内　容
　　平成１５年４月より利用者の自己選択を尊重した支援
　費制度が施行されたのにあわせて、やむを得ない事由が
　ある場合や職親制度を利用する場合のみ、障害者援護措
　置を行うこととなった。
(1) 措置の対象となるサービス
　　・支援費制度と同一サービスの他に、職親制度がある。
　　・事業者、施設への委託単価及び利用者負担は支援費
　　　制度に準じる。

　・職親制度
　　　就職に必要な素地を与え、雇用の促進と職場におけ
　　　る定着性を高めるために、知的障害者の更生援護に
　　　熱意を有する事業経営者などが、一定期間、知的障
　　　害者を預かって、職業や日常生活に必要なことを指
　　　導する。

　現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

精神障害者
ホームヘルプ
サービス事業

精神障害者地
域生活援助事
業

１．目的
　　精神障害者が居宅において日常生活を営むことができ
　るよう精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、
　食事、身体の清潔の保持等の介助、その他の日常生活を
　営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者
　の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の
　増進を図る。
２．内容
　(1) 対象者　　町内に在住する精神障害者保健福祉手帳
　　　　　　　　を所持する精神障害者
　(2) 援助内容　①家事に関すること
　　　　　　　　②身体の介護に関すること
　　　　　　　　③相談及び助言に関すること
　(3) 委託先　　馬頭町社会福祉協議会

１．目的
　　精神障害者グループホームでの生活を望む精神障害者
　に対し日常生活における援助等を行うことにより、精神
　障害者の自立生活を助長する。
２．内容
　(1) 対象者
　　　精神障害者であって次に掲げる要件のいずれにも該
　　　当する者とする。
　　　①日常生活上の援助を受けないで生活することが可
　　　　能でないか又は適当でない者であること。
　　　②一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を
　　　　送るのに支障がない者であること。
　　　③日常生活を維持するに足りる収入があること。
　(2) 委託先　　医療法人薫会　烏山台病院（グリーン
　　　　　　　　ホーム）

１．目的
　　精神障害者グループホームでの生活を望む精神障害者
　に対し日常生活における援助等を行うことにより、精神
　障害者の自立生活を助長する。
２．内容
　(1) 対象者
　　　精神障害者であって次に掲げる要件のいずれにも該
　　　当する者とする。
　　　①日常生活上の援助を受けないで生活することが可
　　　　能でないか又は適当でない者であること。
　　　②一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を
　　　　送るのに支障がない者であること。
　　　③日常生活を維持するに足りる収入があること。
　(2) 委託先　　医療法人薫会　烏山台病院（グリーン
　　　　　　　　ホーム）

　現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．目的
　　精神障害者が居宅において日常生活を営むことができ
　るよう精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、
　食事、身体の清潔の保持等の介助、その他の日常生活を
　営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者
　の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の
　増進を図る。
２．内容
　(1) 対象者　　町内に在住する精神障害者保健福祉手帳
　　　　　　　　を所持する精神障害者
　(2) 援助内容　①家事に関すること
　　　　　　　　②身体の介護に関すること
　　　　　　　　③相談及び助言に関すること
　(3) 委託先　　社会福祉法人　同愛会
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

１．名　称
　　障害者福祉作業所（うぐいす工房）
２．所在地
　　小川町大字小川1,065番地
３．目　的
　　心身に障害があるため雇用されることの困難な障害者
　のために自宅から通所しての作業を通じ、日常生活に必
　要な社会性の習得や就労するための訓練をする。
　〇事業の方針
　　　作業所の作業を通して必要な訓練を行い更生を支援
　　　する。
４．概　要
(1) 作業訓練
　・工場の受注作業
(2) 自主製品の製造・製作（空き缶つぶし、たい肥販売）
(3) 生活指導（所外研修、療育訓練）
５．内　容
(1) 定　員　　　おおむね５人から９人
(2) 就業時間　　９：００～１６：００
(3) 入所期間　　３年（短縮、延長有り）
(4) 既存建物総合福祉センターエリア内「うぐいす工房」
　　を利用
(5) 委託先　　　社会福祉法人小川町社会福祉協議会

１．名　称
　　障害者福祉作業所（馬頭町「作業所ポニー」）
２．所在地
　　馬頭町大字馬頭560番地1
３．目　的
　　就労することが困難な在宅の障害者のために、家から
　通って日常生活に必要な社会性の訓練や就業に就くため
　の訓練をする。
　〇事業の方針
　　　作業所の作業を通して必要な訓練を行い更生を支援
　　　する。
４．概　要
(1) 作業訓練
　・協力事業所の受注作業、農作業
(2) 自主製品の製造・製作（竹炭、木酢液、木工品）
(3) 生活指導
５．内　容
(1) 定　員　　　９人
(2) 就業時間　　９：００～１６：００
(3) 入所期間　　３年（短縮、延長有り）
(4) 既存建物「馬頭町総合福祉センター」を利用
(5) 委託先　　　社会福祉法人馬頭町社会福祉協議会

障害者福祉作
業所

　現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。
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協議第３１号 

 

   高齢者福祉事業について（協定項目２５－８） 

 

高齢者福祉事業について、次のとおり提案する。 

 

１．高齢者保健福祉計画については、合併時までに策定するものとする。 

２．国又は県が定める制度に基づき実施しているものについては、次のとおりと

する。 

 (1) ２町に差異のないものについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとす

る。 

 (2) ２町に差異のあるものについては、次のとおりとする。 

  ① 生きがい活動通所支援事業については、現行のとおり新町に引き継ぐも

のとし、合併後、速やかに調整するものとする。 

  ② 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業、家族介護用品支給事業及び生活支

援ホームヘルプ事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度か

ら統一するものとする。 

  ③ 軽度生活援助事業、老人日常生活用具給付等事業及び生活管理指導短期

宿泊事業については、合併時に統一するものとする。 

３．在宅高齢者等介護手当給付事業については、合併年度は現行のとおりとし、

翌年度から統一するものとする。 

４．敬老会助成事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、

実施主体等は合併後、速やかに調整するものとする。 

５．敬老祝金については、馬頭町の例によるものとする。 

６．１００歳到達者祝詞事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度

から馬頭町の例によるものとする。  

７．老人憩いの家については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

 馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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専門部会名　　保健福祉 分科会名 高齢福祉

高齢者保健福
祉計画

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　合併時までに策定する
ものとする。

調整の方針

調整の具体的内容

１．高齢者保健福祉計画については、合併時までに策定するものとする。
２．国又は県が定める制度に基づき実施しているものについては、次のとおりとする。
　(1) ２町に差異のないものについては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　(2) ２町に差異のあるものについては、次のとおりとする。
　　①　生きがい活動通所支援事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、合併後、速やかに調整するものとする。
　　②　寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業、家族介護用品支給事業及び生活支援ホームヘルプ事業については、合併年度は現行のとおり
　　　とし、翌年度から統一するものとする。
　　③　軽度生活援助事業、老人日常生活用具給付等事業及び生活管理指導短期宿泊事業については、合併時に統一するものとする。
３．在宅高齢者等介護手当給付事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から統一するものとする。
４．敬老会助成事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、実施主体等は合併後、速やかに調整するものとする。
５．敬老祝金については、馬頭町の例によるものとする。
６．１００歳到達者祝詞事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から馬頭町の例によるものとする。
７．老人憩いの家については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

事務事業名
馬頭町 小川町

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

関連項目 ２５－８　高齢者福祉事業協　議　事　項 ２５　各種事務事業の取扱い

１．目　的
　　生きいきと安心して暮らせるふれあいのまちをめざして
　市民一人ひとりが自分らしく生活していくために、アクティ
　ブ・エイジング（活動的）に生きる高齢化の支援を基調と
　する。
２．内　容
(1) 老人保健計画・老人福祉計画・介護保険事業計画と一体
　　として策定した。
(2) 平成１５年３月策定
  　（計画期間　平成15年度～平成19年度　５ヶ年）
(3) 基本理念
　①健康寿命の延伸と生活の質の向上をめざします。
　②高齢期生活の支え合いと社会活動への参加を支援します。
　③介護保険

１．目　的
　　生きいきと安心して暮らせるふれあいのまちをめざして
　市民一人ひとりが自分らしく生活していくために、アクティ
　ブ・エイジング（活動的）に生きる高齢化の支援を基調と
　する。
２．内　容
(1) 老人保健計画、老人福祉計画・介護保険事業計画を一体
　　として策定した。
(2) 平成１５年３月策定
　　（計画期間　平成15年度～平成19年度　５ヶ年）
(3) 基本理念
　①人間性の尊重
　②住み慣れた地域家庭での自立した日常生活の重視
　③要介護状態の軽減・予防の重視
　④社会的連携の強化
　⑤多様で総合的なサービスの確保
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

生きがい活動
通所支援事業

寝具類等洗濯
乾燥消毒サー
ビス事業

　合併年度は現行のとお
りとし、翌年度から馬頭
町の例を基本とし、調整
するものとする。

　現行のとおり新町に引
き継ぐものとし、合併
後、速やかに調整するも
のとする。

該当なし１．目　的
　　在宅の寝たきり高齢者の日常生活に欠かせない寝具を洗
　濯・乾燥・消毒することにより清潔で快適な生活が過ごせ
　るよう支援するとともに介護者の負担の軽減を図る。

２．内　容
　　寝具（掛蒲団・敷き蒲団・毛布・各１枚を１式）の洗濯・
　乾燥・消毒を年２回実施する。
(1) 対象者
　　おおむね６５歳以上の高齢者並びに身体障害者であって
　　老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝たきりの状
　　態の者（要介護認定「要介護３」以上で主治医の意見書
　　の「障害老人の日常生活自立度」がＢ１以上の者）で寝
　　具の衛生管理等が困難な者
(2) 利用限度額
　　１回８，３００円
(3) 利用者負担
　①独居及び６５歳以上の高齢者世帯の方　１割負担
　②その他の世帯の方　　　　　　　　　　２割負担
(4) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４

　寝具洗濯サービス委託業者
　（町内５業者）

１．目　的
　　家に閉じこもりがちな高齢者を対象に、趣味活動や介護
　予防活動等きめ細かなサービスを提供することにより介護
　の対象者を増えないように事業を展開する。
２．内　容
　　年間５箇所程度を選定し、各公民館を利用して希望者に
　サービスを提供する。

　　ＪＡひまわり会ヘ委託

該当なし
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

軽度生活援助
事業

家族介護用品
支給事業

　小川町の例によるもの
とする。

　合併年度は現行のとお
りとし、翌年度からねた
きり老人等介護手当支給
事業の支給該当者で常時
おむつ使用者に月額５，
０００円を支給するもの
とする。

１．目　的
　　軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひと
　り暮し高齢者等の自立した生活を可能にするとともに要介
　護状態への進行を防止する。
２．内　容
(1) 対象者
　①町内に居住するおおむね６５歳以上の単身世帯
　②高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
(2) 利用回数
　　１回当り２時間を上限として月５回が限度
(3) 利用者負担
　　シルバー人材センター作業単価の１割(町は９割負担)
(4) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４

　　小川町シルバー人材センターへ委託

１．目　的
　　高齢者を介護している家族等の経済的負担の軽減を図る
　とともに、要介護高齢者の在宅生活の継続又は向上を図る。
２．内　容
(1) 対象者
　　次の要件に該当する者
　①本町に居住している者
　②おおむね65歳以上であること
　③在宅でねたきり状態又は老人性痴呆の状態である者
　④失禁状態にある者
(2) 支給品目
　　紙おむつ（１日当り２００円分）
(3) 支給方法
　①薬局に対する「紙おむつ交付指示書」を対象者に交付し、
　　対象者は指示書を薬局に示し、購入する。
(4) 公費負担割合
　①要介護度４以上の対象者に係る費用負担
　　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４
　②上記以外の対象者に係る費用負担
　　　全額町負担

該当なし

　　ねたきり老人等介護手当支給事業の支給該当者で常時お
　むつ使用者に月額５，０００円を加算して支給している。
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

家族介護慰労
事業

介護予防プラ
ン作成事業

　２町に差異がないため
現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。

　２町に差異がないため
現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。

１．目　的
　　要介護者を在宅で介護している者に慰労金を支給するこ
　とにより、精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、在
　宅生活の維持・向上を図る。
２．内　容
(1) 対象者
　　次の者を在宅で６ケ月以上介護している者
　①要介護４、５又はそれに相当すると町長が認めた者
　②町民税非課税世帯の者
　③過去１年間介護保険のサービスを受けなかった者
(2) 慰労金額
　　１件　１００，０００円
(3) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２
　　県負担　　１／４

１．目　的
　　要介護状態になる危険因子の高い者に対してできる限り
　ねたきり等の要介護状態にならないよう適切な介護予防サー
　ビス等を利用できるよう支援する。

２．内　容
　　介護予防プラン作成事業
　　（在宅介護支援センターへ委託）

１．目　的
　　要介護者を在宅で介護している者に慰労金を支給するこ
　とにより、精神的・経済的負担の軽減を図るとともに、在
　宅生活の維持・向上を図る。
２．内　容
(1) 対象者
　　次の者を在宅で６ケ月以上介護している者
　①要介護４、５又はそれに相当すると町長が認めた者
　②町民税非課税世帯の者
　③過去１年間介護保険のサービスを受けなかった者
(2) 慰労金額
　　１件　１００，０００円
(3) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２
　　県負担　　１／４

１．目　的
　　要介護状態になる危険因子の高い者に対してできる限り
　ねたきり等の要介護状態にならないよう適切な介護予防サー
　ビス等を利用できるよう支援する。

２．内　容
　　介護予防プラン作成事業
　　（在宅介護支援センターへ委託）
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

　現行のとおり新町に引
き継ぐものとする。

緊急通報体制
等整備事業

緊急通報体制等整備事業
１．内　容
　　委託した業者からの通報者の心身状態に合わせた定期的
　な安否確認、関係機関（消防、受信協力者への通報等）、
　常時在中の医療関係スタッフによる軽度の医療アドバイス
　や相談を２４時間体制で行う。このことにより、独居であ
　る非常時の緊急事態に対する不安を解消し、本人、さらに
　親族にも安心感を与えてくれる。
(1) 対象者
　　おおむね６５歳以上の単身若しくは身体障害者等のいる
　　高齢者のみの世帯等。
(2) 利用者負担
　　通話料のみ
　　（委託料、設置料等は町負担）
(3) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２
　　県負担　　１／４

愛のベル設置事業
　　本事業は既設置者の管理のみで、緊急通報システムに移
　行した。
　　＊現在設置者数　７名

緊急通報体制等整備事業
１．内　容
　　委託した業者からの通報者の心身状態に合わせた定期的
　な安否確認、関係機関（消防、受信協力者への通報等）、
　常時在中の医療関係スタッフによる軽度の医療アドバイス
　や相談を２４時間体制で行う。このことにより、独居であ
　る非常時の緊急事態に対する不安を解消し、本人、さらに
　親族にも安心感を与えてくれる。
(1) 対象者
　　おおむね６５歳以上の単身若しくは身体障害者等のいる
　　高齢者のみの世帯等。
(2) 利用者負担
　　通話料のみ
　　（委託料、設置料等は町負担）
(3) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２
　　県負担　　１／４

愛のベル設置事業
　該当なし
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

生活支援ホー
ムヘルプ事業

老人日常生活
用具給付等事
業

　馬頭町の例によるもの
とする。

　合併時は現行のとおり
とし、翌年度から実施方
法は委託、利用者負担は
１時間あたり２５０円と
するものとする。

１．目　的
　　在宅の高齢者の自立と生活の質の向上を図る。
２．内　容
　　日常生活に不安のあるひとり暮しの高齢者にホームヘル
　パー等が訪問し、必要な生活支援を行う。
(1) 対象者
　　介護保険の対象外となる在宅高齢者のうち、日常生活に
　　不安のあるひとり暮しの高齢者
(2) 利用者負担
　　１時間あたり２５０円
(3) 公費負担割合
　①基準額分
　　県負担　１／２
　②基準額を超える分
　　全額町負担
(4)実施方法
　　馬頭町社会福祉協議会へ委託

１．目　的
　　一人暮らし等の高齢者に対して、日常生活用具を給付等す
　ることにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資す
　る。
２．内　容
(1) 対象者
　　おおむね６５歳以上の低所得の一人暮らし老人等
(2) 給付用具
　　電磁調理器
　　火災報知器
　　自動消火器
(3) 貸与用具
　　福祉電話（加入権）
(4) 利用者負担
　　所得課税額等に応じて費用徴収
(5) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４

１．目　的
　　在宅の高齢者の自立と生活の質の向上を図る。
２．内　容
　　日常生活に不安のあるひとり暮しの高齢者にホームヘル
　パー等が訪問し、必要な生活支援を行う。
(1) 対象者
　　介護保険の対象外となる在宅高齢者のうち、日常生活に
　　不安のあるひとり暮しの高齢者
(2) 利用者負担
　　１時間あたり２００円
(3) 公費負担割合
　①基準額分
　　県負担　１／２
　②基準額を超える分
　　全額町負担
(4)実施方法
　　　町直営

１．目　的
　　一人暮らし等の高齢者に対して、日常生活用具を貸与す
　ることにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資す
　る。
２．内　容
(1) 対象者
　　おおむね６５歳以上の低所得の一人暮らし老人等
(2) 貸与用具
　　現在は、車イスの貸与のみ
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

生活管理指導
短期宿泊事業

在宅介護支援
センター運営
事業（委託）

１．目　的
　　６５歳以上の高齢者等で虚弱な方や退院後の在宅生活支
　援などを必要とする方など、一時的に施設に宿泊させ生活
　習慣等の指導を行う。
２．内　容
(1) 対象者
　　６５歳以上の高齢者で日常生活の支援・指導を必要とす
　　る者
(2) 委託先
　　馬頭町社会福祉協議会
(3) 施設
　　馬頭町総合福祉センター（居室）

１．目　的
　　在宅の要援護高齢者またはその恐れのある高齢者の心身
　の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、
　ニーズの評価を行い介護予防サービス等の利用調整を行う。

２．内　容
(1) 福祉等に関する相談
(2) 高齢者実態把握調査
(3) 介護予防プラン作成

　　八溝の里老人介護支援センターに委託

　現行のとおり新町に引
き継ぐものとする。

　馬頭町の例によるもの
とする。

該当なし

１．目　的
　　在宅の要援護高齢者またはその恐れのある高齢者の心身
　の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、
　ニーズの評価を行い介護予防サービス等の利用調整を行う。

２．内　容
(1) 福祉等に関する相談
(2) 高齢者実態把握
(3) 介護予防プラン作成

　　在宅介護支援センターリヴレットへ委託
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

老人保護措置
事業

在宅高齢者等
介護手当給付
事業

　２町に差異がないた
め、現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。

　合併時は現行のとおり
とし、翌年度から支給要
件及び支給額は馬頭町の
例によるものとする。

１．目　的
　　理由があり居宅において養護を受けることが困難な者を
　養護老人ホームへ、また虐待等を受けている者を介護老人
　福祉施設（特別養護老人ホーム）へ措置し、高齢者の福祉
　を推進する。
２．内　容
(1) 養護老人ホームへの措置身体上、精神上、環境上、経済
　　上等の理由により居宅において養護を受けることが困難
　　な者を養護老人ホームへ措置する。
(2) 対象者
　　６５歳以上のひとり暮らし等
(3) 利用者負担
　　本人（前年の収入）又は扶養義務者（前年の所得税額）
　　に応じて費用徴収
(4) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４

１．目　的
　　ねたきり老人等を常時介護している者に対し、介護手当
　を支給し、介護者の労を労うとともに、福祉の推進を図る。
２．内　容
　　在宅の介護を要するねたきり老人、痴呆性老人常時介護
　している者に対し、介護手当を支給する。
(1) 対象者
　　町内の区域内に住所を有し、在宅ねたきり老人等と同居
　　し、当該高齢者を主として介護する者
(2) 支給要件
　　①「ねたきり老人」とは、町内に住所を有し、疾病等に
　　　より３ヶ月以上継続して臥床し、食事、入浴、排便等
　　　日常生活において常時介護を必要とする概ね６５歳以
　　　上の者
　　②「痴呆症老人」とは、町内に住所を有し、３ヶ月以上
　　　継続して痴呆状態にあるため常時介護を必要とする概
　　　ね６５歳以上の者
(3) 支給額
　　月額３，０００円
(4) 公費負担割合
　　全額町負担

１．目　的
　　理由があり居宅において養護を受けることが困難な者を
　養護老人ホームへ、また虐待等を受けている者を介護老人
　福祉施設（特別養護老人ホーム）へ措置し、高齢者の福祉
　を推進する。
２．内　容
(1) 養護老人ホームへの措置身体上、精神上、環境上、経済
　　上等の理由により居宅において養護を受けることが困難
　　な者を養護老人ホームへ措置する。
(2) 対象者
　　６５歳以上のひとり暮らし等
(3) 利用者負担
　　本人（前年の収入）又は扶養義務者（前年の所得税額）
　　に応じて費用徴収
(4) 公費負担割合
　　国庫負担　１／２　　県負担　　１／４
　
１．目　的
　　ねたきり老人等を常時介護している者に対し、介護手当
　を支給し、介護者の労を労うとともに、福祉の推進を図る。
２．内　容
　　在宅の介護を要するねたきり老人、痴呆性老人常時介護
　している者に対し、介護手当を支給する。
(1) 対象者
　　町内の区域内に住所を有し、在宅ねたきり老人等と同居
　　し、当該高齢者を主として介護する者
(2) 支給要件
　　「ねたきり老人等」とは、町内の区域内に住所を有し、
　　要介護認定等に係る介護認定審査会により要介護３から
　　要介護５と認定された者
　　①６ヶ月程度就床し、常に介護を必要とする状態であり、
　　　その者の要介護認定に係る認定調査票及び主治医意見
　　　書において、障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）
　　　がＢ１、Ｂ２、Ｃ１及びＣ２の者
　　②痴呆老人の日常生活自立度がⅣ及びＭの者
(3) 支給額
　　月額５，０００円
(4) 公費負担割合
　　全額町負担
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

敬老会助成事
業

敬老祝金

　現行のとおり新町に引
き継ぐものとする。な
お、実施主体等は合併
後、速やかに調整するも
のとする。

１．目　的
　　「敬老の日」を記念して、７５歳以上の老人を招待し、
　各大字自治会ごとに敬老会を開催し、長寿を祝う。
２．内　容
(1) 対象者　　　　７５歳以上の町民
(2) 式典実施日　　平成１６年９月１９日（「敬老の日」
　　　　　　　　　の前の日曜日）
(3) 式典会場　　　各自治会　１５会場
(4) 参加記念品　　タオル
(5) 事業費　　　　実行委員会へ補助
(6) 実施主体　　　各大字自治会

　馬頭町の例によるもの
とする。

１．目　的
　　町民の長寿を祝し、かつ、敬老の美風を高揚する。
２．内　容
　　９月１日の基準日において、満７４歳以上で、かつ本町
　に住所を有するものに対し、長寿祝金（敬老福祉年金）を
　支給する。

３．対象年齢及び金額
　・７４歳～７６歳　3,000円
　・７７歳　　　　 10,000円
　・７８歳～８７歳　3,000円
　・８８歳　　　　 10,000円
　・８９歳～９９歳　5,000円
　・１００歳以上　 30,000円

１．目　的
 　 本町に居住する高齢者に対し、敬老祝金を支給すること
　により、長寿を祝し敬老の意を表する。
２．内　容
　　当該年に下記の年齢に達する者で、基準日（９月１日）
　において本町に居住しかつ、前日まで居住している者に支
　給する。
３．対象年齢及び金額
　・満８０歳　　10,000円
　・満８５歳　　20,000円
　・満９０歳　　30,000円
　・満９５歳　　30,000円

１．目　的
　　「敬老の日」を記念して、７４歳以上の老人に対して、
　町が式典に招待し祝う。
２．内　容
(1) 対象者　　　　　７４歳以上の町民（平成１７年度から
　　　　　　　　　　７５歳以上の町民）
(2) 式典実施日　　　平成１６年９月１９日（「敬老の日」
　　　　　　　　　　の前の日曜日）
(3) 式典会場　　　　あじさいホール
(4) 参加記念品　　　まほろばの湯温泉入浴券２日分
(5) アトラクション　｢歌謡ショー｣等
(6) 実施主体　　　　小川町
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現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容事務事業名

馬頭町 小川町

１００歳到達
者祝詞事業

老人憩いの家 　現行のとおり新町に引
き継ぐものとする。

　合併年度は現行のとお
りとし、翌年度から馬頭
町の例によるものとす
る。

１．目　的
　　老人福祉事業の一環として、１00歳到達者に対し祝い金
　等を贈呈し、長寿を祝うとともに、町民に広く老人福祉に
　ついての関心と理解を深めていただくとともに、老人に対
　し自らの心身の健康向上に努める意欲を促す。

２．内　容
　　満１００歳の誕生日に１０万円の敬老祝金と花束を贈呈

１．目　的
　　老人がその経験と知識を生かし、希望と能力に応じた生
　産又は創造的活動を行うための施設として設置、運営する。

２．施　設
(1) 所在地　　馬頭町大字馬頭２５１２－３
(2) 名　称　　趣味の家「みやこ」

１．目　的
　　老人福祉事業の一環として、１00歳以上の高齢者にに対
　し祝い金等を贈呈し、長寿を祝うとともに、町民に広く老
　人福祉についての関心と理解を深めていただくとともに、
　老人に対し自らの心身の健康向上に努める意欲を促す。

２．内　容
　　敬老会式典の際に１００歳以上に対し、祝詞・祝金３０
　千円・花束等を贈呈

該当なし
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協議第３２号 

 

   児童福祉事業について（協定項目２５－９） 

 

 児童福祉事業について、次のとおり提案する。 

 

１．市町村行動計画については、合併時までに新町行動計画を策定するものとす

る。 
２．児童手当、遺児手当及び乳幼児医療費助成については、現行のとおり新町に

引き継ぐものとする。 
３．ひとり親家庭医療費助成は、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、

所得制限は小川町の例によるものとする。 
４．児童館については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
５．放課後児童対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

なお、開設時間・利用料等は合併後、速やかに調整するものとする。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

  馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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専門部会名　　保健福祉 分科会名　　児童福祉

市町村行動計
画

児童手当

馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

２５　各種事務事業の取扱い 関連項目 ２５－９　児童福祉事業協　議　事　項

　１．市町村行動計画については、合併時までに新町行動計画を策定するものとする。
　２．児童手当、遺児手当及び乳幼児医療費助成については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　３．ひとり親家庭医療費助成は、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、所得制限は小川町の例によるものとする。
　４．児童館については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　５．放課後児童対策事業については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、開設時間・利用料等は合併後、速やかに
　　調整するものとする。

 

事務事業名

調整の方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

馬頭町
調整の具体的内容

小川町

　合併時までに策定す
るものとする。

　２町に差異がないた
め現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。

１．概要
　　平成１５年７月に次世代育成支援法が制定されたことによ
　り、市町村において、地域における子育て支援等を促進する
　ため、「市町村行動計画」を策定することとなった。
　・平成15年度
　　　ニーズ調査（アンケートの実施、結果報告）
　・平成16年度
　　　行動計画の策定

１．支給対象
　　児童手当等は、９歳到達後最初の３月３１日までの間にあ
　る児童（小学校第３学年修了前の児童）を養育している者。
２．支給額
　　第１子　　　　５，０００円
　　第２子　　　　５，０００円
　　第３子以降　１０，０００円
３．支払時期
　　毎年２月、６月、１０月
　　※国の制度

１．概要
　　平成１５年７月に次世代育成支援法が制定されたことによ
　り、市町村において、地域における子育て支援等を促進する
　ため、「小川町行動計画」を策定した。
２．内容
　(1) 計画策定年度　平成15年度
　(2) 計画期間　　　平成16年度から平成21年度までの6年間
　(3) 計画の基本理念
　　　次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育ての
　　責任者であるという基本的認識のもとに、家庭などにおい
　　て子育ての意義について理解が深められ、子育ての喜びが
　　実感できるよう配慮していくものとします。

１．支給対象
　　児童手当等は、９歳到達後最初の３月３１日までの間にあ
　る児童（小学校第３学年修了前の児童）を養育している者。
２．支給額
　　第１子　　　　５，０００円
　　第２子　　　　５，０００円
　　第３子以降　１０，０００円
３．支払時期
　　毎年２月、６月、１０月
　　※国の制度
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事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

馬頭町
調整の具体的内容

小川町

遺児手当

ひとり親家庭
医療費助成

乳幼児医療費
助成

１．内容
　　町内に住所を有する小学校就学前の乳幼児（対象乳幼児）
　の保護者が、対象乳幼児に係る医療費の保険給付において、
　一部負担金等を支払った場合に、当該支払額（附加給付等
　があるときは、その額を控除した額）を助成。

　※県の制度に基づく

　・県補助　助成額の１／２

　２町に差異がないた
め現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。

　現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。
なお､所得制限は小川
町の例によるものとす
る。

　２町に差異がないた
め現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。

１．支給対象
(1) 父母の一方が死亡した児童（義務教育終了前）を監護す
　　る当該児童の父又は母で現に配偶者を有しない者。
(2) 父母の一方または両方が死亡した児童（義務教育終了前）
　　を養育する者、又は当該児童を養育する者がいない場合
　　は、当該児童のうち年長の者。
２．支給額
　　１人　　３，０００円／月
３．支払時期
　　毎年３月、６月、９月、１２月

　　※　県の制度

１．助成対象者
　　ひとり親の家庭の親と子（父母のない満１８歳に達する
　日以後の最初の３月３１日までの間にある児童であって配
　偶者のない者以外の者に扶養されている者を含む）。
２．助成額
(1) 保険診療による自己負担額
(2) 入院時食事標準負担額
　※ただし、高額療養費や健康保険組合などから家族医療費
　　が支給される場合は、その額を除く。
３．所得制限
　　所得制限無

１．支給対象
(1) 父母の一方が死亡した児童（義務教育終了前）を監護す
　　る当該児童の父又は母で現に配偶者を有しない者。
(2) 父母の一方または両方が死亡した児童（義務教育終了前）
　　を養育する者、又は当該児童を養育する者がいない場合
　　は、当該児童のうち年長の者。
２．支給額
　　１人　　３，０００円／月
３．支払時期
　　毎年３月、６月、９月、１２月
　
　　※　県の制度

１．助成対象者
　　ひとり親の家庭の親と子（父母のない満１８歳に達する
　日以後の最初の３月３１日までの間にある児童であって配
　偶者のない者以外の者に扶養されている者を含む）。
２．助成額
(1) 保険診療による自己負担額
(2) 入院時食事標準負担額
　※ただし、高額療養費や健康保険組合などから家族医療費
　　が支給される場合は、その額を除く。
３．所得制限
　　所得制限有り。児童扶養手当一部支給停止額に準ずる。

１．内容
　　町内に住所を有する小学校就学前の乳幼児（対象乳幼児）
　の保護者が、対象乳幼児に係る医療費の保険給付において、
　一部負担金等を支払った場合に、当該支払額（附加給付等
　があるときは、その額を控除した額）を助成。

　※県の制度に基づく

　・県補助　助成額の１／２
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事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

馬頭町
調整の具体的内容

小川町

児童館

放課後児童対
策事業

　現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。
なお､開設時間・利用
料等は合併後、速やか
に調整するものとす
る。

１．目的
　　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課
　後児童」という。)等の育成・指導に資するため、遊びを主
　とする健全育成活動を行う児童クラブを設置。
２．概要
　　事業の実施主体は町であり、馬頭町シルバー人材センター
　に委託事業として実施
○放課後児童クラブ
　・定　　員　　２０人
　・開設時間　　下校時から午後６時まで
　・休　　日　　国民の祝日、土曜日、日曜日、お盆、年末
　　　　　　　　年始
　・利用登録のほかは、委託先である馬頭町シルバー人材セ
　　ンターが行う。
　・利 用 料　　5,000円
  　　　　　　　（８月は10,000円）
  　※中途入所の場合,当該月のクラブ日数が２分の１に満た
　　　ない場合半額
　　※要保護世帯及び準要保護世帯は、各経費の５分の１

小川町児童館
１．保育時間
　　平日、土曜日　午前9時から午後5時まで
　　日曜日　　　　午前9時から午後4時まで
　休館日
　　①毎月第1土曜日
　　②毎月第1、第2及び第3日曜日
　　③毎月第2、第3、第4及び第5月曜日
　　④毎月第2、第4及び第5火曜日
　　⑤1月に月曜日が5日の月は当該月の第1月曜日及び第1火
　　　曜日
　　⑥国民の祝日に開館した場合 は、その週又は次週の平日
　　⑦12月29日から翌年の1月3日までの日
　　⑧前各号に掲げるもののほか、学校等の長期休業の期間は
　　　全ての土曜日、日曜日
　　⑨町長が特別の理由があると認めた日

該当なし 　現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。

１．目的
　　昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課
　後児童」という。)等の育成・指導に資するため、遊びを主
　とする健全育成活動を行う児童クラブを設置。
２．概要
　　事業の実施主体は町であり、小川幼稚園の空き教室を利用
　して実施
　　３小学校を一箇所に集め事業を実施する。
○放課後児童クラブ
　・定　　員　　２５人
　・開設時間　　下校時から午後６時３０分まで
　・休　　日　　国民の祝日、土曜日、日曜日、お盆、年末
　　　　　　　　年始
　・利用登録、使用料の徴収等についても、すべて保健福祉
　　課で行う。
　・使用料　　　8,000円
　　　　　　　　（８月は16,000円）
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協議第３３号 

 

   保育事業について（協定項目２５－１０） 

 

保育事業について、次のとおり提案する。 

 

１．町立保育所については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
２．保育時間及び休日については、馬頭町の例によるものとし、時間外保育は地域

の状況等を考慮し調整するものとする。 
３．保育料については、２町の平均的な保育料を基準とし、合併後４年間で段階的

に統一するものとする。 
４．延長保育については、馬頭町の例を基本とし、地域の状況等を考慮し調整する

ものとする。 
５．乳児保育については、馬頭町の例によるものとする。 
６．一時保育については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、対象児

童、保育時間及び保育料は馬頭町の例によるものとする。 
７．第三子以降保育料免除事業及び児童送迎用自動車については、現行のとおり新

町に引き継ぐものとする。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

 馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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専門部会名　　保健福祉　　　　分科会名　　児童福祉

保育所

保育時間及び
休日

１．保育所数
　　町立保育所　３ヵ所
２．定員及び入所児童数
　　　　　　　　　定員　　入所児童数
　　第１保育所   ６０名 　 　４２名
　　第２保育所   ６０名 　 　４６名
　　第３保育所　 ４０名      ３４名

１．保育時間及び休日
(1) 保育時間　　午前８時３０分から午後５時まで
(2) 休　　日　　国民の祝日、日曜日

２．時間外保育
○第１保育所
　　平　日　　午前７時４０分から午前８時３０分まで
　　　　　　　午後５時から午後６時１５分まで
○第２・３保育所
　　平　日　　午前８時から午前８時３０分まで

馬頭町

１．保育所数
　　町立保育所　５ヵ所
２．定員及び入所児童数
　　　　　　　　　　　定員　入所児童数
　　馬頭中央保育所  １２０名 １０５名
　　大山田保育所  　　４５名 　３３名
　　大内保育所  　　　６０名   ３０名
　　馬頭北保育所  　　５０名   ４４名
　　馬頭南保育所　　　４５名   ２９名

１．保育時間及び休日
(1) 保育時間　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
(2) 休　　日　　国民の祝日、日曜日、１２月２９日から
　　　　　　　　１月３日まで

２．時間外保育
(1) 平　日　午前７時３０分から午前８時３０分まで
　　　　　　午後５時１５分から午後６時まで
(2) 土曜　　午前７時３０分から午前８時３０分まで

　現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。

　保育時間及び休日につい
ては、馬頭町の例によるも
のとし、時間外保育は地域
の状況等を考慮し調整する
ものとする。

小川町

　１．町立保育所については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
　２．保育時間及び休日については、馬頭町の例によるものとし、時間外保育は地域の状況等を考慮し調整するものとする。
　３．保育料については、２町の平均的な保育料を基準とし、合併後４年間で段階的に統一するものとする。
　４．延長保育については、馬頭町の例を基本とし、地域の状況等を考慮し調整するものとする。
　５．乳児保育については、馬頭町の例によるものとする。
　６．一時保育については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。なお、対象児童、保育時間及び保育料は馬頭町の例による
　　ものとする。
　７．第三子以降保育料免除事業及び児童送迎用自動車については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

事務事業名

調整の方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

２５　各種事務事業の取扱い 関連項目 ２５－１０保育事業協　議　事　項
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

保育料

延長保育

乳児保育

一時保育 １．一時保育
　　第１保育所のみ実施
(1) 対象児童　　１歳６ヶ月から小学校就学前の児童
(2) 定　　員　　３名
(3) 保育時間　　午前８時３０分から午後５時まで
(4) 保 育 料
　　・３歳未満児　１時間あたり２００円の保育料と食事・
　　　　　　　　　おやつ代４００円
　　・３歳以上児　１時間あたり１５０円の保育料と食事・
　　　　　　　　　おやつ代３００円

１．乳児保育（０歳児）
　　該当なし（施設未整備）

１．延長保育
　　該当なし

１．保育料
　　階層区分（１７階層）
　　　別表「保育料徴収基準額比較表」のとおり

　馬頭町の例を基本とし、
地域の状況等を考慮し調整
するものとする。

　保育料については、２町
の平均的な保育料を基準と
し、合併後４年間で段階的
に統一するものとする。

１．保育料
　　階層区分（８階層）
　　　別表「保育料徴収基準額比較表」のとおり

１．延長保育
(1) 時　間　午後６時から午後７時まで
(2) 保育料　２階層　　　　　６００円／月
　　　　　　３階層以上　３，０００円／月

　馬頭町の例によるものと
する。

　現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。なお、対
象児童、保育時間及び保育
料は馬頭町の例によるもの
とする。

１．乳児保育（０歳児）
　　中央保育所で実施
　　６ヶ月児から

１．一時保育
　　南保育所のみ実施
(1) 対象児童　　１歳児から未就学前の児童
(2) 定　　員　　３名
(3) 保育時間　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
(4) 保 育 料
　　・３歳未満児　１日２，０００円
　　・３歳以上児　１日１，７００円
　　　　※生活保護世帯は無料
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馬頭町 小川町
事務事業名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

第三子以降保
育料免除事業

児童送迎用自
動車

該当なし

１．第三子以降保育料免除事業
　　保護者等が現に育てている児童が３人以上いる世帯の児
　童のうち、当該世帯の３人目以降の児童であって、保育の
　実施が行われた日の属する月の初日において３歳に達して
　いない児童（その児童がその年度の途中で３歳に達した場
　合においても、その年度中に限り対象児童とみなす）の保
　育料を免除する。

　　※県補助事業のとおり

１．児童送迎用自動車
　　馬頭北保育所で運行
　○自動車購入に要する経費（登録手数料を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全額町補助
　○自動車に係る公課費、自動車損害賠償責任
　　保険、任意共済保険及び車検に要する修繕料、手数料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全額町補助
　○運行に要する燃料費　　　　　　　　1/2町補助
　○上記以外保護者負担

　現行のとおり新町に引き
継ぐものとする。

　２町に差異がないため現
行のとおり新町に引き継ぐ
ものとする。

１．第三子以降保育料免除事業
　　保護者等が現に育てている児童が３人以上いる世帯の児
　童のうち、当該世帯の３人目以降の児童であって、保育の
　実施が行われた日の属する月の初日において３歳に達して
　いない児童（その児童がその年度の途中で３歳に達した場
　合においても、その年度中に限り対象児童とみなす）の保
　育料を免除する。

　　※県補助事業のとおり
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別　　表

保 育 料 徴 収 基 準 額 比 較 表     《調整保育料》

現行基準額 調整額差 現行基準額 調整額差

0 0 0 0 0 0 1

4,000 ▲ 1,000 2,000 1,000 9,000 3,000

3,000 ▲ 800 900 6,000 2,200

3,000 ▲ 800 900 2,200

11,400 ▲ 2,700 7,000 1,700 8,700

8,700 ▲ 1,800 1,900 6,900

8,700 ▲ 1,800 1,900 6,900

8,000 4,700 19,500

14,400 ▲ 1,700 3,600 16,500 12,700

11,600 ▲ 1,000 3,600 10,600

11,600 ▲ 1,000 10,000 2,700 10,600

2,600

2,600

11,500 5,200

4,600

4,600

18,300 ▲ 1,600 13,000 3,700 16,700

15,600 ▲ 2,000 3,100 13,600

15,600 ▲ 2,000 3,100 13,600

15,000 1,700

1,100

1,100 30,000

27,000

▲ 3,300 19,500 4,300 23,800

▲ 4,800 3,200 19,700

▲ 4,800 3,200 19,700

27,100

24,500

24,500

1,700 24,500 4,300 28,800

1,300 4,800 25,800

1,300 4,800 25,800

28,000 5,900

5,500

36,700 ▲ 2,800 5,500 44,500 33,900

34,000 ▲ 5,500 41,500 28,500

31,500 ▲ 3,000 28,500

32,000 1,900

4,500

4,500

35,000 3,500

4,500

▲ 2,500 4,500 38,500

▲ 6,400 29,500

▲ 2,000 29,500

37,000 1,500

4,500

4,500 61,000

41,000 38,000 4,000 58,000

35,900 1,000 6,000 42,000

31,500 ▲ 4,900 6,000 31,000

▲ 500 4,000 31,000

38,000 6,000

6,000

7,000

4,000 9,000 45,000

▲ 1,900 9,000 80,000 34,000

2,500 38,000 7,000 77,000 34,000

9,000

9,000

上段：３歳未満児　　中段：３歳児　　下段：４歳以上児  (馬頭町、調整保育料、２町の調整額差）

上段：３歳未満児　　下段：３歳以上児  (小川町、国徴収基準額）

8

11

10

9

510,000円以上
25,000

408,000円以上
510,000円未満

25,000

160,000円以上
170,000円未満

170,000円以上
200,000円未満 25,000

25,000

80,000円以上
94,000円未満

94,000円以上
110,000円未満

200,000円以上
300,000円未満 25,000

140,000円以上
160,000円未満

23,000

24,000

34,000円以上
50,000円未満

50,000円以上
64,000円未満

17,000円以上
34,000円未満

6

7

16,500

21,000

64,000円以上
80,000円未満

所
得
税
課
税
世
帯

（所得税額） 3,000円未満

5

9,000

3,000円以上
12,000円未満 10,500

12,000円以上
17,000円未満

300,000円以上
408,000円未満

110,000円以上
140,000円未満

町
民
税
課
税
世
帯

均等割課税世帯 3
5,000

所得割
課税世帯

5,000円以上
8,000

5,000円未満
7,000

国徴収基準額 調整保育料 階層

2

4

12,500

生活保護法による被保護世帯

町民税非課税世帯
1,300

階　　層　　区　　分
馬頭町 小川町
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参考資料

保育料徴収基準額比較（段階的統一)イメージ図

19年4月 20年4月 21年4月 22年4月

※　各階層区分の現行基準額と調整保育料との差額（調整額差）を合併翌年度（平成１８年４月）より２年度ごとに
　原則として１／３ずつ調整し、合併後４年間で統一する。

　　現行基準額Ａ：調整保育料より上回っている現行基準額
　　現行基準額Ｂ：調整保育料より下回っている現行基準額

調整保育料
別表

現行基準額Ｂ

現行基準額Ａ

合併時 18年4月��
��

��
��

����
����

��
����
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協議第３４号 

 

   その他の福祉事業について（協定項目２５－１１） 

 

その他の福祉事業について、次のとおり提案する。 

 

１．追悼式については、合併後、新町において調整するものとする。 

２．災害弔慰金については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３．災害見舞金については、馬頭町の例によるものとする。ただし、浸水は住家

の床上浸水に限るものとする。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

  馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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追悼式

災害弔慰金

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の方針
１．追悼式については、合併後、新町において調整するものとする。
２．災害弔慰金については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
３．災害見舞金については、馬頭町の例によるものとする。ただし、浸水は住家の床上浸水に限るものとする。

馬頭町
調整の具体的内容

小川町

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

協　議　事　項 ２５　各種事務事業の取扱い 関連項目 ２５－１１　その他の福祉事業

専門部会名　　保健福祉 分科会名　　社会福祉

　追悼式については、
合併後、新町において
調整するものとする。

　２町に差異がないた
め現行のとおり新町に
引き継ぐものとする。

１．名　称
　　馬頭町合同追悼式
２．目　的
　　戦没者と消防殉職者の冥福を祈念する。
３．実施主体
　　町合同追悼式執行委員会
４．概　要
　　町は、町合同追悼式執行委員会に補助金を交付し、追悼
　　式運営を支援する。
５．内　容
　　平成１６年度
　　　実施日　４月２０日
　　　場　所　総合福祉センター

災害弔慰金
１．災害弔慰金
　　死亡した者一人当りの額は、生計を主として維持してい
　　た場合は、５００万円。その他の場合は２５０万円。
２．災害障害見舞金
　　災害により負傷、又は疾病に罹った当時において生計を
　　主として維持していた場合、２５０万円。その他の場合
　　は１２５万円
３．災害援護資金の貸し付け
　　災害における一世帯当りの貸付限度額は、災害による被
　　害の種類及び程度に応じる。（償還期間：１０年）

１．名　称
　　小川町戦没者追悼式
２．目　的
　　戦没者の冥福を祈念する。
３．実施主体
　　小川町
４．概　要
　　町が運営する。
５．内　容
　　平成１６年度
　　　実施日　５月２１日
　　　場　所　総合福祉センター

災害弔慰金
１．災害弔慰金
　　死亡した者一人当りの額は、生計を主として維持してい
　　た場合は、５００万円。その他の場合は２５０万円。
２．災害障害見舞金
　　災害により負傷、又は疾病に罹った当時において生計を
　　主として維持していた場合、２５０万円。その他の場合
　　は１２５万円
３．災害援護資金の貸し付け
　　災害における一世帯当りの貸付限度額は、災害による被
　　害の種類及び程度に応じる。（償還期間：１０年）
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事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　況

馬頭町
調整の具体的内容

小川町

災害見舞金 災害見舞金
・全焼
　　住家　　100,000円以内　　その他の家屋 50,000円以内
・半焼
　　住家 　  50,000円以内　　その他の家屋 30,000円以内
・全流失
　　住家　　100,000円以内　　その他の家屋 50,000円以内
・半流失
　　住家  　 50,000円以内　　その他の家屋 30,000円以内
・全壊
　　住家　　 50,000円以内　　その他の家屋 30,000円以内
・半壊
　　住家　　 30,000円以内　　その他の家屋 15,000円以内
・浸水
　　住家　　 30,000円以内　　その他の家屋 15,000円以内

災害見舞金
・全焼
　　住家　 100,000円以内　　その他の家屋 50,000円以内
・半焼
　　住家 　 50,000円以内　　その他の家屋 25,000円以内
・全流失
　　住家　 100,000円以内　　その他の家屋 50,000円以内
・半流失
　　住家　　50,000円以内　　その他の家屋 25,000円以内
・全壊
　　住家　  50,000円以内　　その他の家屋 30,000円以内
・半壊
　　住家 　 20,000円以内　　その他の家屋 15,000円以内
　

　馬頭町の例によるも
のとする。ただし、浸
水は、住家の床上浸水
に限るものとする。
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協議第３５号 

 

   環境対策事業について（協定項目２５－１２） 

 

 環境対策事業について、次のとおり提案する。 

 

１．環境監視員制度については、合併時に統一するものとする。 

２．生活用水確保対策事業補助制度については、馬頭町の例によるものとする。 

３．土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止については、現行

のとおり新町に引き継ぐものとする。 

４．畜犬の登録及び狂犬病予防、墓地・納骨堂及び火葬場、大気汚染、水質汚濁、

環境消毒事業及び公営墓地に関することについては、現行のとおり新町に引き

継ぐものとする。 

５．ごみ処理事業については、次のとおりとする。 

 (1)  ごみの排出方法、ごみの分別種類、ごみの収集回数及びごみ処理手数料等

については、合併時までに調整し、統一するものとする。 

 (2)  ごみの収集方法については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

６．ごみの資源化対策の補助については、馬頭町の例によるものとする。 

７．ポイ捨て等防止については、小川町の例によるものとする。 

８．一般廃棄物処理業の許可については、現行のとおり新町に引き継ぐものとす

る。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

   馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎   
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分科会

環境監視員制度
に関すること

生活用水確保対
策事業補助制度
に関すること

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

専門部会名 住民生活 　環境

協　議　事　項 ２５　各種事務事業の取扱い 関連項目 ２５－１５　環境対策事業

調整の方針

１．環境監視員制度については、合併時に統一するものとする。
２．生活用水確保対策事業補助制度については、馬頭町の例によるものとする。
３．土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
４．畜犬の登録及び狂犬病予防、墓地・納骨堂及び火葬場、大気汚染、水質汚濁、環境消毒事業及び公営墓地に関することについては、現行のとおり新
　町に引き継ぐものとする。
５．ごみ処理事業については、次のとおりとする。
 (1) ごみの排出方法、ごみの分別種類、ごみの収集回数及びごみ処理手数料等については、合併時までに調整し、統一するものとする。
 (2) ごみの収集方法については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
６．ごみの資源化対策の補助については、馬頭町の例によるものとする。
７．ポイ捨て等防止については、小川町の例によるものとする。
８．一般廃棄物処理業の許可については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容
馬頭町 小川町

　環境監視員制度
については、合併
時に統一するもの
とする。

１．生活用水確保対策事業補助金関係
 (1)　事業目的
  　　上水道事業及び簡易水道事業の給水区域外で、生活用水の確保を
　　図る事業に対し補助を行う｡
 (2)　補助対象
　　ア　共同又は個人で井戸等を新設する事業
　　イ　既設の自家用給水施設を有し改修工事を必要とする事業
 (3)　補助内容及び補助率
　  ア  新設事業について、工事費（調査、検査、さく井、揚水ポンプ
　　　設備）の80/100以内とする。但し、100万円を限度とする｡
　　イ　改修工事については、工事費の50/100以内とする。但し、50万
　　　円を限度とする｡
 (4)　適用除外
　  ア  国、県等の補助金を受けられる事業
　  イ  単なる現状維持工事とみるべきもの

制度なし 　馬頭町の例によ
るものとする｡

１．概　要
　　不法投棄等の監視のため、不法投棄等監視員を置き、巡回監視､報
　告を受けて､早期発見及び未然防止を図っている。
２．内　容
　　不法投棄等監視員の委嘱
　　　人数　５名（非常勤）
　　　期間　２年
　　　報酬　12,000円（月額）
　　　業務　巡回監視､報告（緊急､毎月）
　　　　　　町との打合せ､県の研修等参加

１．概　要
　　本町で委嘱した監視員による､町内における廃棄物の不法投棄や公
　害の早期発見及び未然防止を図り､快適な生活環境を保全する。
２．内　容
　　町廃棄物監視員の委嘱
　　　人数　４名（非常勤）
　　　期間　２年
　　　報酬　35,000円（月額）
　　　業務　巡回監視､報告（緊急､毎月）
　　　　　　町との打合せ、県の研修等参加
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土砂等の埋立て
等による土壌の
汚染及び災害の
発生の防止に関
すること

畜犬の登録及び
狂犬病予防に関
すること

１．概　要
　　土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
　条例を制定し、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆
　積を行う行為について、事前協議を行っている。
２．内　容
　　小規模特定事業の許可要件
　　　面積1,000㎡以上3,000㎡未満
　　　土砂等の堆積
　　　事前申請、関係機関調整
　　　許可等決定
　　　検査、報告等の義務
　　　立入検査等
３．手数料
　　小規模特定事業許可申請手数料　　　　22,000円
　　小規模特定事業変更許可申請手数料　　13,000円

　２町に差異がない
ので現行のとおり新
町に引継ぐものとす
る。

１．概　要
　　狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射を実施し、飼い
　犬の把握と狂犬病の予防に努めている。
２．内　容
　(1)　法第4条第1項の規定による犬の登録申請事務
　　 ①　役場窓口、集合注射時、個別注射時随時受付
　　 ②　登録料　１頭につき3,000円（鑑札の交付）
　　 ③　鑑札の再交付　１件につき1,600円
　(2)　法第4条第4項の規定による犬の死亡届の受理
　(3)　法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項変更届の受理
　(4)　狂犬病予防注射
　　 ①　集合注射　４月第１次注射
　　　　　　　　　 ６月第２次注射
　　 ②　狂犬病予防注射済票の交付
　　　　　　 １件につき　５５０円
　　 ③　狂犬病予防注射済票の再交付
　　　　　　 １件につき　３４０円
※(社)栃木県獣医師会への業務委託
　　狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託契約の締結
　　　　　　 １件につき　１８９円

１．概　要
　　狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射を実施し、飼い
　犬の把握と狂犬病の予防に努めている。
２．内　容
　(1)　法第4条第1項の規定による犬の登録申請事務
　　 ①　役場窓口、集合注射時、個別注射時随時受付
　　 ②　登録料　１頭につき3,000円（鑑札の交付）
　　 ③　鑑札の再交付　１件につき1,600円
　(2)　法第4条第4項の規定による犬の死亡届の受理
　(3)　法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項変更届の受理
　(4)　狂犬病予防注射
　　 ①　集合注射　４月第１次注射
　　　　　　　　　 ６月第２次注射
　　 ②　狂犬病予防注射済票の交付
　　　　　　 １件につき　５５０円
　　 ③　狂犬病予防注射済票の再交付
　　　　　　 １件につき　３４０円
※(社)栃木県獣医師会への業務委託
　　狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務委託契約の締結
　　　　　　 １件につき　１８９円

　２町に差異がない
の
で現行のとおり新町
に
引き継ぐものとす
る。

１．概　要
　　土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する
　条例を制定し、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆
　積を行う行為について、事前協議を行っている。
２．内　容
　　小規模特定事業の許可要件
　　　面積1,000㎡以上3,000㎡未満
　　　土砂等の堆積
　　　事前申請、関係機関調整
　　　許可等決定
　　　検査、報告等の義務
　　　立入検査等
３．手数料
　　小規模特定事業許可申請手数料　　　　22,000円
　　小規模特定事業変更許可申請手数料　　13,000円

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容
馬頭町 小川町
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墓地・納骨堂
及び火葬場に
関すること

大気汚染に関
すること

水質汚濁に関
すること

　現行のとおり新町
に引継ぐものとす
る。

水質調査業務
１．目　的
　　町民の生活に身近な河川の浄化を図るために、町下水道計画に基づ
　き、水質調査を行い、水質汚濁の状況の確認、推移の監視を行う。
２．内　容
　(1)  水質汚濁防止法及び栃木県公害防止条例に係る届出を町が受付､
     県に進達する。
　　 ①　特定施設
　　 ②　特定地下浸透水
　(2)　町内河川の水質検査を11ヶ所実施する。
　　 ①　BOD、pH、大腸菌群数

水質調査業務
１．目　的
　  町民の生活に身近な河川の浄化を図るために、町下水道計画に基
  づき、水質調査を行い、水質汚濁の状況の確認、推移の監視を行う。
２．内　容
　(1)　毎年１回、町内河川の水質検査（pH・BOD・大腸菌群数）15箇
     所、農薬分析（ダイアジノン）３ゴルフ場４地点
　(2)　公害防止協定締結工場の工場排水測定結果報告を、毎月提出､
　　 県に進達する。

　２町に差異がない
ので現行のとおり新
町に引継ぐものとす
る。

１．概　要
  　町内の大気環境状況を把握するため、工場から排出されるばい煙量
  等の測定をし、又、県の指導により町の大気環境を保全する。
２．内　容
　(1)　大気汚染防止法に係る届出及び県条例に係る届出を町が受け付
　　 け、県へ進達する。
 　 　ばい煙、粉塵特定施設
　(2)　公害防止協定締結工場に、定期的に大気測定を行って貰い、結
　　 果を町へ提出して貰う。
　(3)  光化学オキシダント監視強化期間である５～９月は、オキシダ
     ント発生を毎日監視し、県より注意報等発令された場合、町内関
     係箇所に連絡し町民に注意を促す。
　

１．概　要
  　町内の大気環境状況を把握するため、工場から排出されるばい煙量
  等の測定をし、又、県の指導により町の大気環境を保全する。
２．内　容
　(1)　大気汚染防止法に係る届出及び県条例に係る届出を町が受け付
　　 け、県へ進達する。
 　 　ばい煙、粉塵特定施設
　(2)　公害防止協定締結工場に、定期的に大気測定を行って貰い、結
　　 果を町へ提出して貰う。
　(3)  光化学オキシダント監視強化期間である５～９月は、オキシダ
     ント発生を毎日監視し、県より注意報等発令された場合、町内関
     係箇所に連絡し町民に注意を促す。
　

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容

１．概　要
　　墓地の管理等が、住民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共
　の福祉の見地から支障なく行われること。
２．内　容
　(1)　墓地等の経営、変更及び廃止の許可
　(2)　火葬場の立入検査及び墓地、納骨堂等の管理者からの報告、聴
　　 取
　(3)　墓地、納骨堂等の施設の整備、改善使用の制限、禁止命令、又
     は許可の取り消し
　(4)　経営等の許可の申請書、工事完了届出の受理
　(5)　都市計画事業等による墓地、又は火葬場の新設等の届出の受理
　(6)　名称等の変更の届出の受理

１．概　要
　　墓地の管理等が、住民の宗教的感情に適合し、公衆衛生その他公共
　の福祉の見地から支障なく行われること。
２．内　容
　(1)　墓地等の経営、変更及び廃止の許可
　(2)　火葬場の立入検査及び墓地、納骨堂等の管理者からの報告、聴
　　 取
　(3)　墓地、納骨堂等の施設の整備、改善使用の制限、禁止命令、又
     は許可の取り消し
　(4)　経営等の許可の申請書、工事完了届出の受理
　(5)　都市計画事業等による墓地、又は火葬場の新設等の届出の受理
　(6)　名称等の変更の届出の受理

　２町に差異がない
ので現行のとおり新
町に引継ぐものとす
る。

馬頭町 小川町
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環境消毒事業
に関すること

公営墓地に関
すること

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容

　２町に差異がない
ので現行のとおり新
町に引継ぐものとす
る。

馬頭町

１．目　的
　  台風等大雨による床下、床上浸水による、感染症予防のため消毒処
  理を行い、衛生な環境を維持する。
２．内　容
　  住民からの薬剤の散布依頼を受け､動力噴霧器により散布を行なう｡
　　(動力噴霧器１台を所有)

小川町

１．目　的
　  台風等大雨による床下、床上浸水による、感染症予防のため消毒処
  理を行い、衛生な環境を維持する。
２．内　容
　  住民からの薬剤の散布依頼を受け､動力噴霧器により散布を行なう｡
　　(動力噴霧器１台を所有)

１．概　要
　墓地等の経営の安定性、永続性を確保する。
２．内　容
　(1)　墓地の使用許可
　(2)　使用料：面積3.6㎡　27,000円
　　　　　　　　　　　　  29,000円
　(3)　清掃料：年1,500円

　現行のとおり新町
に引継ぐものとす
る。

１．概　要
　本町の墓地不足の解消のため設置する。
２．内　容
　(1)  名称
  　   馬頭町公園墓地「権現山霊園」
　(2)  位置
  　   馬頭町大字馬頭2558－87
　(3)  設置区画数
　　   200区画(６㎡ １８１区画､９㎡ １９区画)
　(4)  使用料
  　   ６㎡ １区画 ４５万円、９㎡ １区画 ６７万円
　(5)  管理料
       １区画につき毎年2,500円徴収124



電池

蛍光灯

びん３種
（無色､茶色､
　　その他）

スチール缶

アルミ缶

ペットボトル

飲料パック

新聞紙

雑誌

段ボール

衣類

白色トレイ
　馬頭町の例によるものとす
る。

　馬頭町の例によるものとす
る。

結束 結束 　２町に差異がないので、現
行のとおりとするものとす
る。結束 結束

結束 結束

結束

コンテナ

コンテナ コンテナ

結束

コンテナ コンテナ

コンテナ

指定袋

透明な袋

結束 結束

コンテナ コンテナ

不燃ごみ コンテナ コンテナ

粗大ごみ なし なし

　２町に差異がないので、現
行のとおりとするものとす
る。

ごみの
排出方
法

可燃ごみ 指定袋

有
害
ご
み

透明な袋

資
源
物

結束

結束

ごみ処理事業

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容

馬頭町 小川町
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　２町に差異がないの
で、現行のとおりとする
ものとする。

　馬頭町の例によるもの
とする。

　馬頭町の例によるもの
とする。

　小川町の例によるもの
とする。

　２町に差異がないの
で、現行のとおりとする
ものとする　小川町の例によるもの
とする。

資
源
物

びん３種
（無色、茶色

　その他）

スチール缶
アルミ缶
新聞紙
雑誌
衣類
ペットボト
ル

　２町に差異がないの
で、現行のとおりとする
ものとする。

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容

馬頭町 小川町

ご
み
処
理
事
業

ごみの分別種類 １．可燃ごみ
２．不燃ごみ
３．粗大ごみ
４．有害ごみ
５．資源物
　　 びん３種
    （無色､茶色､その他）
　　 スチール缶
　　 アルミ缶
　　 ペットボトル
　　 新聞紙
　　 雑誌
　　 段ボール
     衣類

１．可燃ごみ
２．不燃ごみ
３．粗大ごみ
４．有害ごみ
５．資源物
　　 びん３種
    （無色､茶色､その他）
　　 スチール缶
　　 アルミ缶
　　 ペットボトル
     新聞紙
　　 雑誌
　　 段ボール
     衣類

　　 飲料パック類

     白色トレイ

ごみの収
集回数 可燃ごみ 週１～２回 週２回

不燃ごみ 月１回 月１回

月１回 月１回

粗大ごみ 年２回 隔月１回

有害ごみ 年２回 年２回
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　馬頭町の例によるもの
とする｡

　２町に差異がないの
で、現行のとおりとする
ものとする。

　合併時に廃止するもの
とする。

一般

特定家電

 40以上　300kg未満   320円

 300以上　500kg未満   630円  300以上　500kg未満   630円

上記以外のごみ ステーション方式 ステーション方式

訪問収集 訪問収集
　２町に差異がないの
で、現行のとおりとする
ものとする。

訪問収集 訪問収集

 500以上　1,000kg未満1,050円

 1,000以上2,000㎏未満1,580円  1,000以上2,000㎏未満1,580円

 2,000㎏以上　    2,100円  2,000㎏以上　     2,100円

 15㎏未満             無料

 15以上　40kg未満    320円

 40以上　300kg未満  210円

 300以上　500kg未満 420円

 500以上　1,000kg未満 630円

 1,000以上2,000㎏未満1,050円

 15以上　40kg未満    320円

ごみの収
集方法

粗
大
ご
み

一般　　 510円/個
家電   1,400円/個
 

指定袋  大      20 円/枚
 中      13 円/枚

 大      20 円/枚
 中      13 円/枚

700円/個

一般廃棄物
第１号

 15㎏未満              無料 飲食、鮮魚店　　月530円
特定事業所　　　月630円

一般　　 500円/個
家電   1,400円/個
 

コンテナ 700円/個
無料

一般廃棄物
第２号

 500以上　1,000kg未満1,050円

 2,000㎏以上　    　1,580円

 15㎏未満             無料

 40以上　300kg未満   320円

 15以上　40kg未満      210円

　馬頭町の例を基本と
し、合併時までに調整す
るものとする。

　２町に差異がないの
で、現行のとおりとする
ものとする。

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容

馬頭町 小川町

ご
み
処
理
事
業

ごみ処理
手数料等

粗大ごみ処理手数
料
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ごみの資源化
対策の補助に
関すること

ポイ捨て等防
止に関するこ
と

一般廃棄物処
理業許可に関
すること

事務事業名
現　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容

馬頭町 小川町

１．概要
　　一般廃棄物収集運搬業の許可申請を受け付け、審査の上、許可証
　を交付する。
２．申請手数料
　(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料　　 3,150円/1件
　(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料　　　　 3,150円/1件
　(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料　　 2,100円/1件
　(4) 一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料　　 2,100円/1件
　(5) 許可証の再交付　　　　　　　　　　　　　 1,050円/1件

１．概要
　　一般廃棄物収集運搬業の許可申請を受け付け、審査の上、許可証
　を交付する。
２．申請手数料
　(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料　　 3,150円/1件
　(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料　　　　 3,150円/1件
　(3) 一般廃棄物処理業の変更許可申請手数料　　 2,100円/1件
　(4) 一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料　　 2,100円/1件
　(5) 許可証の再交付　　　　　　　　　　　　　 1,050円/1件

　２町に差異がない
ため、現行のとおり
新町に引き継ぐもの
とする。

【機械式生ごみ処理機設置補助金】
１．概要
　　一般家庭から排出される生ごみの減量を図るため、機械式生ごみ処
　理機を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
２．内容
　  機械式生ごみ処理機の購入額の1/3以内を補助（上限20,000円）
　　補助する台数は、１世帯１台

【資源ごみ回収報償金】
１．概要
　　資源ごみ回収運動に協力した団体に報償金を交付し、廃棄物の減量
　と再利用を促進する。
２．内容
　　資源ごみを回収、売却する作業に対し2,000円（基本料金）を交付
　する。
　　さらに、回収品目により次のとおり基本料金に上乗せする。
　・新聞、雑誌、段ボール　　５円
　・酒、ビール、ジュースビン５円
　・アルミ缶　　　　　　　２０円
　・スチール缶　　　　　　３０円
　　（単価は１㎏当たり）

【機械式生ごみ処理機設置補助金】
１．概要
　　一般家庭から排出される生ごみの減量を図るため、機械式生ごみ処
　理機を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
２．内容
　　機械式生ごみ処理機の購入費の1/2を補助（上限20,000円）
　

【資源ごみ回収報償金】
　なし

  馬頭町の例によ
るものとする。

１．概要
　　条例等の制定はないが、広報紙や児童、生徒向けの冊子を作成する
　などポイ捨て等防止に関する啓発運動を行っている。

１．概要
　  「小川町の豊かで住みよい環境づくりに関する条例」を制定し､豊
　かで住みよい環境を町民自らが守り､育み､創造し、町民参画による潤
　いと誇りに満ちた町づくりの推進を図ることにより、ポイ捨て等防止
　を図る。

  小川町の例による
ものとする。
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協議第３６号 

 

   その他の事業について（協定項目２５－１９） 

 

その他の事業について、次のとおり提案する。 

 

１．情報公開制度については、小川町の例を基本とし、合併時に条例を制定し、

実施するものとする。 

２．投票区については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

３．新町の振興計画については、新町建設計画に基づき、合併後 1 年を目標に策

定するものとする。 

４．過疎地域自立促進計画については、新町に引き継ぐものとし、合併後 1 年を

目標に新たに策定するものとする。 

５．土地利用計画については、合併後１年を目標に国土利用計画及び土地利用調

整基本計画を策定するものとする。 

６．指定金融機関等については、原則として現行の金融機関を基本とし、合併時

までに調整するものとする。 

７．斎場及び霊柩車使用に関する助成金交付制度については、小川町の例による

ものとする。 

 

 

平成１６年１２月１６日提出 

 馬頭町・小川町合併協議会会長 川 崎 和 郎 
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情報公開制度

投票区

　馬頭町・小川町合併協議会の調整方針

専門部会名 総務部会　他２ 　　分科会名 総務分科会他２

協　議　事　項 ２５　各種事務事業の取扱い 関 連 項 目 ２５－２７　その他の事業

条例の制定なし

調整の方針

１．情報公開制度については、小川町の例を基本とし、合併時に条例を制定し、実施するものとする。
２．投票区については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。
３．新町の振興計画については、新町建設計画に基づき、合併後1年を目標に策定するものとする。
４．過疎地域自立促進計画については、新町に引き継ぐものとし、合併後1年を目標に新たに策定するものとする。
５．土地利用計画については、合併後１年を目標に国土利用計画及び土地利用調整基本計画を策定するものとする。
６．指定金融機関等については、原則として現行の金融機関を基本とし、合併時までに調整するものとする。
７．斎場及び霊柩車使用に関する助成金交付制度については、小川町の例によるものとする。

【投票区名及び選挙人名簿登録者】
　　　　平成16年12月2日現在
 1 馬頭第１投票区 　　947人　11 富山投票区 　        476人
 2 馬頭第２投票区 　1,994人　12 谷川投票区  　 　    682人
 3 健武第１投票区 　　598人　13 大内第１投票区       334人
 4 健武第２投票区 　　347人　14 大内第２投票区       457人
 5 矢又投票区 　　　　570人　15 大那地投票区         143人
 6 和見投票区 　　　　621人　16 大山田下郷投票区     621人
 7 小口投票区 　　　　495人　17 大山田上郷投票区   　521人
 8 北向田投票区 　　　412人　18 小砂第１投票区   　　389人
 9 久那瀬投票区 　　　642人　19 小砂第２投票区   　　322人
10 松野投票区　　　　 456人
                          　　　 　 計 　　　　　 11,027人

【投票区名及び選挙人名簿登録者】
　　　　平成16年12月2日現在
 1 第１投票区(上河原～関場）　　　　　　547人
 2 第２投票区(上町～旭町）　　　　    2,104人
 3 第３投票区(吉田、谷田）　　　　　　　594人
 4 第４投票区(白久）　　                279人
 5 第５投票区(片平、高岡）              401人
 6 第６投票区(三輪､神田町､東戸田)       438人
 7 第７投票区(小梨､後久保､後沢､萱場）   220人
 8 第８投票区(恩田、山崎､下西の原）     400人
 9 第９投票区(薬利､芳井)                484人
10 第10投票区(浄法寺）　                278人
         計 　　　　　                5,745人

　投票区については、現行のとお
り新町に引き継ぐものとする。

区分

１．条例の制定
　　小川町情報公開条例（平成14年10月1日施行）
２．実施機関
  (1)町長　　　　　　　　　(5)農業委員会
  (2)教育委員会　　　　　　(6)固定資産評価審査委員会
  (3)選挙管理委員会　　　　(7)議会
  (4)監査委員
３．対象情報
　　実施機関の職員が職務上作成し､又は取得した文書及び図画(こ
  れらを撮影したマイクロフィルムを含む｡)並びに電磁的記録(電
  子方式､磁気的方式その他人の視覚によっては認識することがで
  きない方式で作られた記録をいう｡)から出力､又は採録し文書化
　されたものであって、当該実施機関が保有しているもの。
４．開示請求権者
  (1) 町内に住所を有する者
  (2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
  (3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  (4) 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者

　新町における情報公開制度につ
いては、小川町の例を基本とし、
合併時に条例を制定し、実施する
ものとする。

調整の具体的内容
現　　　　　　　　　　　　　　況

馬頭町 小川町
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振
興
計
画

過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画

土
地
利
用
計
画

指
定
金
融
機
関
等

区分

１．名　　称
　　小川町土地利用調整基本計画
２．計画期間
　　平成13～22年度(10ヶ年間)
３．内    容
　　計画的な土地利用を図るために短期長期に区分し、３区域12ゾ
　ーンの誘導区域を設定した計画
４．協議調整
 (1)　協議組織
　　　協議組織はないが、随時関係部局で調整している。
 (2)　指導要綱
      なし。

　土地利用計画について
は、合併後１年を目標に
国土利用計画及び土地利
用調整基本計画を策定す
るものとする。

【指定金融機関】
　・株式会社足利銀行（馬頭支店）
【収納代理金融機関】
　・那須南農業協同組合（馬頭支所、武茂支所、大内支所、大山田
　　支所、小砂支所）
　・那須信用組合（馬頭支店）
　　※（　）は取扱店舗

【指定金融機関】
　・株式会社足利銀行（馬頭支店）
【指定代理金融機関】
　・株式会社栃木銀行（烏山支店）
　・那須南農業協同組合（小川支所）
　・那須信用組合（小川支店）
　　※（　）は取扱店舗

　指定金融機関等につい
ては、原則として現行の
金融機関を基本とし、合
併時までに調整するもの
とする。

１．名　　称
　　馬頭町土地利用調整基本計画
２．計画期間
　　平成13～17年度(５ヶ年間)
３．内    容
　　計画的な土地利用を図るために３区域10ゾーンの誘導区域を設
　定した計画
４．協議調整
 (1)　協議組織
　　　馬頭町土地利用対策委員会
 (2)　指導要綱
　　　馬頭町土地利用に関する事前指導要綱

１．名　　称
　過疎地域自立促進計画
２．指定期間
　平成12～21年度(10ヶ年間)
３．計画期間
　平成12～16年度(前期５ヶ年計画)
４．内　　容
　　地域資源を活用した産業振興とネットワーク化、企業誘致等に
　よる産業基盤の確立、道路網の整備、上下水道整備など８方針か
　らなる計画

該当なし 　過疎地域自立促進計画
については、新町に引き
継ぐものとし、合併後1
年を目標に新たに策定す
るものとする。

１．名　　称
　馬頭町総合振興計画・後期基本計画
２．テ ー マ
　活力に満ちた　魅力あふれる  潤いのある町づくり
３．構想期間
　平成８～17年度(10ヶ年間)
４．計画期間
  平成13～17年度(後期５ヶ年計画)
５．実施計画
　２ヶ年間(毎年ローリング)

１．名　　称
　第２次小川町新長期総合計画・後期基本計画
２．テ ー マ
　清らかな水　さわやかな風  まほろばの里２１計画
３．構想期間
　平成８～17年度(10ヶ年間)
４．計画期間
  平成13～17年度(後期５ヶ年計画)
５．実施計画
　２ヶ年間(毎年ローリング)

　新町の振興計画につい
ては、新町建設計画に基
づき、合併後1年を目標
に策定するものとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

馬頭町 小川町
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斎場及び霊柩車使
用に関する助成金
交付制度

制度なし １．要綱の制定
　　斎場及び霊柩車使用に関する助成金交付要綱
　　（昭和57年11月12日施行）
２．概要
 　 住民福祉の向上を目的に、広域斎場の施設使用料及び霊柩車
　使用について助成金を交付する。
　①　助成金額
　　ア　広域斎場において、死亡者を火葬するための施設使用料
　　イ　霊柩車を使用した場合の使用料
　　　（ただし、14,400円を限度とする。）
　②　助成対象者
　  　小川町民

　斎場及び霊柩車使用に
関する助成金交付制度に
ついては、小川町の例に
よるものとする。

区分
現　　　　　　　　　　　　　　況

調整の具体的内容
馬 頭 町 小 川 町
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 「協議第６号 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて」 関連資料  

 

馬頭町・小川町合併協議会議会の議員の定数及び任期等検討委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 馬頭町・小川町合併協議会規約（以下「規約」という。）第１８条の規定に基づき、馬

頭町・小川町合併協議会合併協定書協定項目「議会の議員の定数及び任期の取扱い」の調査

及び審議を行うため、議会の議員の定数及び任期等検討委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、新町の議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること、併せて、参考と

して議会の議員の報酬等に関することについて調査し、審議し、又は調整する。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  

(1) 規約第８条第 1項第２号に規定する委員 

(2) 規約第８条第 1項第３号に規定する委員 

(3) 規約第８条第 1項第４号に規定する委員のうち各町３名 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長１名及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員会委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の２分の１以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、会議の議長となる。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明を求めることができる。 

 （報告） 

第６条 委員長は、委員会の協議の経過及び結果について、会長に報告するものとする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、協議会の事務局及び関係する専門部会が処理する。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。  

附 則 

この要領は、平成１６年１１月２９日から施行する。 
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馬頭町･小川町合併協議会
議会の議員の定数及び任期等検討委員会　委員名簿

No. 区 分 役 職 氏 名 備 考

1 議 会 議 長 委 員 大 金 伊 一 馬頭町議会議長

2 〃 委 員 高 瀬 了 小川町議会議長

3 議 会 選 出 委 員 長 矢 内 修 馬頭町議会議員

4 〃 委 員 石 田 彬 良 馬頭町議会議員

5 〃 副 委 員 長 福 島 泰 夫 小川町議会議員

6 〃 委 員 杉 本 益 三 小川町議会議員

7 学 識 経 験 者 委 員 篠 江 求 馬頭町

8 〃 委 員 藤 田 眞 一 　〃

9 〃 委 員 小 峰 直 人 　〃

10 〃 委 員 塚 原 博 小川町

11 〃 委 員 佐 々 木 文 子 　〃

12 〃 委 員 亀 田 昇 　〃

134


	p7288-4-11-2 ™²’®Łû’j†@ŁÛ„™Š\Œh.pdf
	P70～P86

	p9097-4-12-2 ™²’®Łû’j†@‘á−Q”ÒŁ�”….pdf
	P88～P95 障害者

	p99108-4-13-2 ™²’®Łû’j†@“‡Šî”ÒŁ�”….pdf
	P97～P106　高齢者

	p110112-4-14-2 ™²’®Łû’j†@”Žﬁ¶Ł�”….pdf
	P108～P110　児童福祉

	p114116-4-15-2 ™²’®Łû’j†@ŁÛ‹ç.pdf
	P112～P114　保育事業

	p117-4-15-3 ŁÛ‹çŠ¿™¥”û−î‘•ﬂä−rŁ\.pdf
	P115　別表 保育料徴収基準額比較表

	p118-4-15-4 ŁÛ‹çŠ¿ ™²’®…C…††[…W’}.pdf
	P116　1年おき３回

	p120121-4-16-2 ™²’®Łû’j†@‡»‡Ì‚¼Ł�”….pdf
	P118～P119

	p123-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P121

	p124-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P122

	p125-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P123

	p126-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P124

	p127-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P125

	p128-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P126

	p129-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P127

	p130-4-17-2 ™²’®Łû’j†@−Â‰«.pdf
	P128

	p132-4-18-2 ™²’®Łû’j†@‡»‡Ì‚¼”Œ‰Æ.pdf
	P130

	p133-4-18-2 ™²’®Łû’j†@‡»‡Ì‚¼”Œ‰Æ.pdf
	P131

	p134-4-18-2 ™²’®Łû’j†@‡»‡Ì‚¼”Œ‰Æ.pdf
	P132

	p136-5-1-2 ‰c›ï’§ﬁx„�ﬁ¢‹Ï‹õ›ï‹Ï‹õŒ¼Łë.pdf
	委員名簿

	p99108-4-13-2 ™²’®Łû’j†@“‡Šî”ÒŁ�”….pdf
	P97～P106　高齢者

	p133-4-18-2 ™²’®Łû’j†@‡»‡Ì‚¼”Œ‰Æ.pdf
	P131




