４款 衛生費
35 保健・医療供給体制の整備
事業費…477,323千円
（一般財源477,323千円）

担当課 … 保健予防課
予算書 … Ｐ94 ～ Ｐ95

公立玉名中央病院を中核病院として、近隣市町の公立病
院や玉名郡市医師会と連携し、休日・夜間の第1次及び第2
次救急医療体制を確立し、市民に対する診療体制の充実を
図ります。
また、玉名市、玉東町、和水町、公立玉名中央病院企業
団、玉名郡市医師会を中心に有識者を交えた「玉名地域医
療体制づくり検討協議会」を設置し、玉名地域の中心となる
拠点病院としての新病院の設立、地域医療の連携体制など、
将来を見据え安定した医療提供体制の構築に向けて検討を
図ります。
◇事業内容
・公立中央病院事業負担金 463,874千円
（玉名地域医療体制づくり推進協議会派遣職員3人
分の人件費25,363千円含む）
・平日夜間診療助成委託料 6,136千円
・夜間休日救急診療体制運営事業負担金 4,233千円
・休日在宅当番医制運営委託料 2,538千円 など

公立玉名中央病院

玉名地域保健医療センター 玉名郡市医師会館

36 医師修学資金貸与事業
事業費…5,220千円
（一般財源 5,220千円）

担当課 … 企画経営課
予算書 … Ｐ95

公立玉名中央病院が実施している、将来、医師として
同病院での勤務を希望する方に修学のための奨学金を
貸し付ける事業の経費を負担するものです。
小児医療や救急医療の体制充実をはじめとする地域
医療の更なる整備を望む市民の声が高まる中、この事
業を支援することにより、中央病院の医師を確保し地域
医療の充実を図ります。
◇制度の概要
募集人数：1名（平成28年度まで各年度1名ずつ）
貸付額：(1) 授業料等相当額（年額上限240万円）
(2) 入学料相当額（上限100万円:入学初年）
貸付期間：6年以内
返還免除条件：大学卒業後2年以内に医師の免許を
取得し、臨床研修終了後、直ちに公
立玉名中央病院の医師として従事期
間が6年に達したとき。
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４款 衛生費
37 食育の推進
事業費…2,108千円
（一般財源2,108千円）

担当課 … 保健予防課
予算書 … Ｐ95 ～ Ｐ96

平成24年度から第2次玉名市食育推進計画に基づき、「市
民一人ひとりが食を通して心身ともに健やかに生活する玉名」
の実現をめざし、次の目標を掲げてさまざまな食育の取り組
みを進めています。
【2つの基本目標】
（1） みんなが健全な食習慣を身につける。
（2）食の安全や安心を考え生産･流通･消費に関心を持つ。
主な取り組みとして、関係機関、市民団体等と協働による
「たまな食育フェア」を開催します。フェアでは、食育講演会
や元気野菜づくりなど、楽しみながら学び、体験ができる
場として、食と健康に関する様々な情報を発信します。
また、市民の食に関する意識や現状を把握するため平成
26年度に実施した「市民食育調査」の結果をもとに、課題
解決にむけた検討を進め、今後の食育の取り組みに反
映していきます。

38 疾病に応じた保健医療対策の推進
事業費…191,899千円
（国262千円 県5,315千円 一般財源186,322千円）

「たまな食育フェア」の様子

担当課 … 保健予防課
予算書 … Ｐ95 ～ Ｐ96

予防接種法に基づき、予防接種を実施しています。ヒブ・小児用肺炎球菌・麻しん・風しん・破傷風・百日咳・
ジフテリア・ポリオ（小児マヒ）・結核・日本脳炎・子宮頸がん・インフルエンザ・水痘・高齢者肺炎球菌・先天性風
しん症候群の発生及びまん延の防止に努めます。
また、乳幼児期からの虫歯予防、歯周病予防及び市内全ての保育園･幼稚園・小中学校でのフッ化物洗口の
推進を図り、歯科保健対策を推進します。
◇事業内容
・予防接種事業 188,058千円
・フッ化物洗口事業 3,841千円
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４款 衛生費
39 青壮年期・中年期対策
事業費…119,421千円
（国12,574千円 県10,315千円 一般財源96,532千円）

担当課 … 保健予防課、保険年金課
予算書 … Ｐ95 ～ Ｐ96
Ｐ209 ～ Ｐ210

40歳以上（子宮頸がんのみ20歳から）の各種がん検診
を実施し、早期発見、早期治療に努めます。
特に大腸がんは40歳～60歳の5歳刻み、乳がんは40
歳、子宮頸がんは20歳の節目の人を対象に無料検診で
推進します。
また、これまで1年おきだった乳がん・子宮頸がん検診
の補助を27年度から毎年行うことにより、より検診が受け
やすい環境づくりに取り組みます。
40歳以上の国保の方については、特定健診を実施し、
受診者へ結果説明会をすることで、健診結果から生活習
慣を考えるきっかけとなるよう支援します。
また、内蔵脂肪症候群の方への特定保健指導、慢性
腎臓病（CKD)及び高血糖・高血圧の方を対象に、個人に
応じた保健指導を充実し、重症化予防に努めていきます。
さらに、18～39歳の青壮年層の方へも特定健診同様の
健診（若人健診）を行ない、より早期に生活習慣病予防に
つなげるよう努めます。
◇事業内容
・健康増進事業 15,919千円
・がん検診事業 51,285千円
・レディース検診推進事業 2,435千円
・大腸がん検診推進事業 4,221千円
・国保保健事業 45,561千円

40 乳幼児・少年期対策
事業費…14,869千円
（国788千円 県788千円 一般財源13,293千円）

集団健診（特定健診・がん検診）の様子

担当課 … 保健予防課
予算書 … Ｐ96 ～ Ｐ97

子どもの健やかな心身の発育発達と親が安心して子
育てに臨めるように節目となる4ヵ月・8ヵ月・1歳8ヵ月・3
歳6ヵ月に乳幼児健診を実施しています。健診および相
談等にて支援が必要な乳幼児は早期に対応し、支援体
制の充実を図ります。
また、家庭訪問および育児栄養相談・育児学級などを
実施し、育児不安等の軽減に努め、健やかな発育発達
ができるように、子育てをする保護者の支援を図ります。
◇事業内容
・乳幼児健康診査事業 10,969千円 など
乳幼児健診・栄養指導の様子
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４款 衛生費
41 妊婦健診の充実
事業費…51,118千円
（一般財源51,118千円）

担当課 … 保健予防課
予算書 … Ｐ97

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図ることで、より健やかな妊娠・出産を迎えていただくため、
妊婦健康診査14回分の費用を助成し、母体や胎児の健康確保を図ります。
また、里帰り先等の医療機関等において受診した妊婦健康診査に対しても補助を行い、すべての妊婦が安
心して妊娠・出産できる体制を確保します。

マタニティマーク

42 豊かな自然環境の保全
事業費…7,199千円
（県96千円 使用料7千円 一般財源7,096千円）

担当課 … 環境整備課
予算書 … Ｐ97 ～ Ｐ99

本市の豊富で良質な地下水を保全するため、県と連
携して地下水の採取量の報告書の提出を使用者に求め
るほか、水質検査を実施し地下水の汚染防止と保全対
策を推進します。
菊池川流域同盟の活動においては、河川水質調査、
事業所排水調査、廃油石鹸の利用促進、水環境功労者
表彰、水援隊研修のほか、「菊池川の日」啓発事業を実
施し、環境団体と連携して河川浄化の意識の啓発を
行っています。
また、河川等での水質事故（油流出）や各種公害につ
いては、関係機関との連携による迅速な処理に努めま
す。
◇事業内容
・環境美化推進事業 402千円
・河川環境保全啓発事業 2,656千円
・環境調査監視業務 569千円
・菊池川流域同盟負担金 1,120千円
・公害対策防止事業費 2,452千円
43 エコの環たまな補助金
事業費…250千円
（一般財源250千円）

平成26年度菊池川の日事業

担当課 … 環境整備課
予算書 … Ｐ98

今年で玉名地球温暖対策地域協議会「エコの環たま
な」が設立されて8年目を迎えます。市民や団体、企業と
連携し、玉名地域における環境問題への意識啓発及び
広報活動を行うことで、地域の実情に即した地球温暖化
対策の推進を図ることを目的としています。
緑のカーテン事業、生ごみの堆肥化の推進、マイバッ
グの推進など各種温暖化対策事業を展開していきます。
◇事業内容
・エコの環たまな補助金 250千円
エコの環たまな総会
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４款 衛生費
44 太陽光発電設置補助事業
事業費…30,000千円
（一般財源30,000千円）

担当課 … 環境整備課
予算書 … Ｐ98

地球規模の環境問題である地球温暖化対策に貢献
するとともに持続可能な都市づくりを推進するために、
自ら居住する住宅に太陽光発電システムを導入する市
民の皆様に対し、設置費用の一部として1ｋｗ当たり2万
円（5ｋｗ上限）を助成し、新エネルギーの利用を促進しま
す。
◇事業内容
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金
30,000千円

市内における太陽光発電システムの設置例

45 浄化槽設置整備事業
事業費…97,397千円
（国・県46,540千円 一般財源50,857千円）

担当課 … 下水道課
予算書 … Ｐ99 ～ Ｐ100

浄化槽設置整備事業は、旧玉名市、旧岱明町の公共下水道事業区域以外、旧横島町の農業集落排水事業
区域以外（ただし、7年以内に下水道事業が実施される区域は除く）で申請があった合併浄化槽設置について補
助を行うもので、平成27年度は150基の補助を計画しています。
また、浄化槽設置に伴う附帯工事補助金として、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽へ変更
される方々への補助制度を実施しています。(平成27年度は90基で、補助金は15,500千円を予定)

46 ごみ処理システムの確立
事業費…752,521千円
（手数料等60,437千円、一般財源692,084千円）

担当課 … 環境整備課
予算書 … Ｐ100 ～ Ｐ101

ごみの減量と分別ルールの徹底に努め、出されたごみと資源物は、有明広域行政事務組合立の東部環境セ
ンターとクリーンパークファイブ等へ収集運搬して処理し、リサイクルを推進します。
また、パトロールの強化などを図り、不法投棄の減少に努めます。
◇事業内容
・有明広域行政事務組合清掃関係負担金 544,514千円
・ゴミ袋の作成と販売に関する経費 48,864千円
・一般廃棄物適正処理事業 159,143千円

パッカー車によるごみ収集作業

作成したごみ袋
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４款 衛生費
47 循環型社会システムの構築
事業費…3,630千円
（手数料2,030千円、一般財源1,600千円）

担当課 … 環境整備課
予算書 … Ｐ100 ～ Ｐ101

循環型社会システムの構築を目指して、3R(ごみ
の抑制、再利用、再資源化)の普及啓発と、ボラン
ティア団体などの支援に努めます。
◇事業内容
・ごみ減量化啓発チラシ等の作成 2,030千円
・生ごみ処理機等購入費補助金 1,600千円

住民による資源ごみのコンテナ回収作業
（天水グラウンド）

48 し尿処理施設の充実
事業費…171,333千円
（一般財源171,333千円）

担当課 … 環境整備課
予算書 … Ｐ101 ～ Ｐ102

「水の守」において、し尿及び浄化槽汚泥の前処理を
行い、下水道へ希釈投入する方式で、市浄化センターと
連携した処理を行います。
また、有明広域行政事務組合立の第1衛生センターに
おいて、し尿及び浄化槽汚泥を処理し、処理後の汚泥
は堆肥化を図ります。
◇事業内容
・し尿処理施設等管理運営事業 171,333千円

『水の守』
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