特別会計･企業会計
123 青壮年期・中年期対策 【再掲】
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
けやすい環境作りに取り組みます。
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

124 人間ドックの充実
事業費…17,838千円
（国2,445千円 県2,446千円 一般財源12,947千円）

集団健診（特定健診・がん検診）の様子

担当課 … 保険年金課、保健予防課
予算書 … Ｐ209 ～ Ｐ210

国民 健 康 保険 加 入 者で 満 40歳 か ら満 74 歳 （※1 ）
（※2）までの方を対象に「特定健康診査と各種がん検診
を合わせた人間ドック」を、また、国民健康保険税の滞
納が無い世帯に属する者で満30歳～満39歳（※1）まで
の方を対象に75人限定で「若人国保人間ドック」を実施
します。
健診後は全ての方に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・栄養指導を充実し、重症化予防に努
めていきます。
結果説明と保健指導を実施することで、生活習慣病
等の早期発見・早期治療に努め国民健康保険医療費
の削減を図ります。

公立玉名中央病院附属健診センター

（※1：平成27年4月1日から平成28年3月31日までの
間に到達する年齢）
（※2：平成27年9月2日（予定）まで満74歳である方）

玉名地域保健医療センター
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特別会計･企業会計
125 高齢者と子どものふれあい事業
事業費…2,798千円
（国700千円 県783千円 支払基金交付金350千円 一般財源965千円）

現在、高齢化に伴う高齢者の生きがいづくりや、隣人
関係の希薄化による高齢者の自宅引きこもりが危惧さ
れ、その対策が課題となっています。
一方で、少子化により兄弟の少ない子どもたちが増加
しており、テレビやゲームなど一人遊びが主流で、ほと
んどの子どもたちは昔遊びを知りません。
このような現状から、地域の高齢者が子どもたちに本
の読み聞かせをしたり、高齢者と子どもたち合同での料
理やお菓子作り教室、クリスマス会、楽しい昔話を伝え
る交流会などを開催することは大いに意義があります。
ふれ愛一本松交流館では、子どもと高齢者との世代
交流活動を地域ぐるみで推進し、高齢者の生きがいづく
りを支援するとともに、子どもの健全育成を図ることを目
的として、高齢者と子供のふれあい事業を実施していま
す。
交流館には、業務を受託する市社会福祉協議会の指
導員が日曜日、水曜日、祝日を除く日の午前10時から
午後5時まで常駐しています。

担当課 … 高齢介護課
予算書 … Ｐ266

高齢者の健康づくり･生きがいづくり

児童の健全育成の場等としてのふ
れ愛一本松交流館

126 介護保険給付費・地域支援事業
担当課 … 高齢介護課
事業費…7,316,150千円
予算書 … Ｐ260 ～ Ｐ268
（国1,881,273千円 県1,049,576千円 支払基金交付金2,025,441千円 一般財源2,359,860千円）

介護保険給付費：介護や社会的支援が必要な人が、尊厳を保持し、その能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるように、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを行います。保険給付でのサービスには介
護サービスと介護予防サービスがあります。
地域支援事業：介護予防事業、包括支援事業及びその他の地域支援事業を行うことにより、要介護状態又
は要支援状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において
自立した日常生活を営むことができるよう支援します。また、高齢者が生き生きとした地域づくりを推進するた
め、介護予防ボランティア事業を行っています。

特とく教室の様子（地域支援事業）

いきいきふれあい活動の様子
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特別会計･企業会計
127 簡易水道事業会計
担当課 … 水道課
事業費…150,920千円
予算書 … Ｐ293 ～ Ｐ295
（国24,438千円 市債60,600千円 消火栓設置負担金3,500千円 一般財源62,382千円）

平成23年度から平成27年度までの5年間で老朽化し
た天水町東地区の配水管布設替工事を行います。
◇事業内容
・天水町東地区配水管布設替工事 94,614千円 など

天水町東地区配水管布設替工事
128 浄化槽整備事業特別会計
担当課 … 下水道課
事業費…33,377千円
予算書 … Ｐ320 ～ Ｐ322
（国4,789千円 県1,233千円 市債7,900千円 使用料等8,022千円 一般財源11,433千円）

浄化槽整備事業は、旧天水町の農業集落排水事業区域外で、設置者の申請により本市が合併浄化槽の設
置及び維持管理を行うものです。
平成27年度は合併浄化槽15基の設置を計画しています。

129 九州新幹線渇水等被害対策事業特別会計
事業費…804,517千円
（繰入金777,715千円 財産収入等26,802千円）

担当課 … 農地整備課
予算書 … Ｐ343 ～ Ｐ345

九州新幹線玉名トンネルの掘削工事に起因し、石貫及び三
ツ川地区において、農業用水の減渇水の被害が発生したため、
その対策を鉄道・運輸機構より引継ぎ、配水池等の農業用水
施設を整備し農業用水の確保及び安定供給を図ります。
◇事業内容
・工事請負費（配水池新設、道路改良等） 658,120千円
・用地購入費 14,610千円
・委託料（測量設計、登記等） 26,798千円 など

石貫4区3号配水池（施工中）

130 水道事業会計
事業費…1,089,766千円
（消火栓設置負担金1,500千円 一般財源1,088,266千円）

担当課 … 水道課
予算書 … Ｐ367 ～ Ｐ371
Ｐ373 ～ Ｐ375

市民に安心安全な水を供給するため、水道料金を
主な財源として、既存の水道施設の維持管理を行い
ます。
また、水道未普及地域への水道施設の新設や老朽
化した水道施設の更新などを行います。
◇事業内容
・桃田地区配水管布設替工事
10,500千円
・雲雀丘地区配水管布設替工事 25,000千円 など

雲雀丘地区配水管布設替工事
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特別会計･企業会計
131 公共下水道事業会計
事業費…3,267,765千円
（国494,700千円 市債666,800千円 一般財源2,106,265千円）

合併による区域の変更に伴う計画の見直しを行うこと
で効率的な下水道整備促進を図ります。
◇事業内容
・下水道整備促進事業 393,700千円
事業認可を受けた区域内で未整備地区に下水道管
を設置する工事を行います。平成27年度は、玉名・
岩崎・下前原・野口・庄山・上・高道地区などの整備
を計画しており、生活環境の改善を図っていきます。
(Ｈ27整備予定面積：13.18ha、管渠延長：2,840m)
・市浄化センター長寿命化（改築更新）事業
670,000千円
老朽化して稼動効率が悪くなった機械･電気設備等
を新しいものに入れ替え、汚水処理がスムーズに
行えるように努めます。
・下水道施設維持管理業務 324,989千円
管渠や処理場の維持管理や修繕等を行います。
・管路長寿命化計画策定事業 15,000千円
老朽化した管渠やマンホール等の施設を一体的に
管理し、計画的でかつ効率的な改築を実施するため
の具体的な計画を策定します。

132 農業集落排水事業会計
事業費…774,984千円
（県49,800千円 市債49,600千円 一般財源675,584千円）

担当課 … 下水道課
予算書 … Ｐ408 ～ Ｐ413
Ｐ416 ～ Ｐ418

玉名市浄化センター

担当課 … 下水道課
予算書 … Ｐ451 ～ Ｐ454
Ｐ456 ～ Ｐ457

農業集落排水事業は、採択を受けた区域内の農業集落排水を整備することにより、農村環境改善を目的と
して行うものです。
平成27年度は、横島町5地区（横島、栗の尾、京泊、九番、大開）、天水町3地区（尾田、竹野、尾田川左岸）
の処理施設改築更新・維持管理及び農業集落への普及促進を行います。
また、横島地区の機能強化事業も実施します。

農業集落排水 簡略図
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