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住民分科会

窓口事務

手数料

手数料について
手数料の異なる証明については、村上市の例により合併時ま
でに調整する。行政証明の範囲については、合併までに協議
会で調整する。

1～3

窓口延長

窓口延長の実施について

合併時までに新たな方向で調整する。
本庁開庁時間を19時までとし、週2回火・木曜日に実施す
る。当分の間は山北・朝日・神林・荒川支所でも木曜日の
19時まで実施する。

4

国保年金分科会

国民・老人保健給付

給付割合

相対的法定給付について 全市町村が同一であるため現行のまま新市に引き継ぐ。 5

人間ドックに対する助成

対象年齢/一人当たりの助成額について 平成19年度に助成の減額を行い、合併時に廃止する。 6

健康診査に対する助成

国保の健康診査に対する助成 新市に移行後､速やかに調整する｡ 7

その他保健事業

その他保健事業について
合併時までに健康維持と医療費抑制を目的として充実してい
く方向で調整する。

8

国保診療所

診療所の運営について
現行のまま新市に引き継ぐ｡
平成20・21年度を目途に廃止の方向で検討する。

9
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母子児童援護分科会

その他の福祉

遺族及び戦傷病者に対する援護

戦没者遺族会に対する補助
現行のまま新市に引き継ぎ、合併後速やかに新たな補助基準
を設定する。

10

社会福祉協議会

社会福祉協議会運営費補助
合併時までに、社会福祉協議会の統合を図る。
補助金については協議会の新体制や事務事業を考慮しながら
調整する。

11

母（夫）子福祉

母子福祉会

母子福祉会
村上市の例により、合併時までに調整し、合併後新たな補助
基準を検討する。

12

保育園

特別保育の状況

乳児保育
村上市の例により合併時までに調整する。
4ヶ月以上1歳未満の乳児を対象として実施する。

13

障害児保育
合併時までに調整することとし、手帳の所持にこだわりな
く、心身に障害をもっている概ね3歳以上の児童に対し実施
する。

14

一時的保育事業
村上市の例により合併時までに調整する。4ヶ月以上の未就
園児童を対象とし、利用日数は月7日以内で実施する。

15
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保育園施設

園児送迎等マイクロバス運行事業
合併後、新市において運行基準を定め、専用マイクロバスと
ワゴン車を適正に配置し、園児の安全な送迎を行う。誕生月
で3歳になる園児以上を対象とする。

16

園児送迎等タクシー委託事業
マイクロバス等の運行が充実することから、合併時に廃止の
方向で調整する。

17

児童福祉

学童保育

学童保育所

合併時までに新たな方向で調整する。
開設時間は、平日は放課後から午後6時30分まで、学校の休
業日は午前7時30分から午後6時30分までとし、利用料は月額
5,000円（おやつ代別）とする。

18

児童館

児童館 現行のまま新市に引き継ぐ。（村上市のみ設置） 19

子育て支援

特別保育事業 現行のまま新市に引き継ぎ、新市において拡充を図る。 20

出生祝金制度 現行制度は合併時に廃止する。 21

医療費助成

乳児医療費助成 現行のまま新市に引き継ぐ。（全市町村とも県事業で実施） 22

幼児医療費助成

合併時までに山北町の例により、県制度を基本とし、単独上
乗せ事業を行う。
　①対象：入院、通院とも就学前
　②所得制限：なし
　③支給方法：現物給付
　④一部負担金に対する助成：なし

23
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高齢障害分科会

高齢者福祉

高齢者生活支援対策

寝たきり老人等介護手当支給事業 神林村の例により、合併時までに調整する。 24

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 25

配食サービス事業
現行のまま新市に引き継ぎ、合併後1年を目途に制度の見直
しを図る。

26

外出支援サービス事業

福祉車両所有の町村は当面このままで実施を続ける。
要介護認定を受け、身体が不自由な65歳以上の高齢者及び重
度の障害者等が通院時にリフト及びストレッチャー付タク
シー利用の場合、タクシー券（基本料金×往復×月1枚）を
発行する。

27

寝具等乾燥消毒サービス事業 利用料金は、1割負担の方向で合併時までに調整する。 28

軽度生活支援サービス事業
村上市の例により合併時までに調整する。
粟島浦村の事業は内容が違うため、当面このまま継続する。

29

生きがい活動支援通所サービス事業
現行のまま新市に引き継ぎ、合併後1年を目途に制度の見直
しを図る。

30

要援護老人安否確認事業
現行のまま新市に引継ぎ、合併後、1年間を目途に統一した
制度を整備する。

31

生活管理指導短期宿泊事業
合併時までに、朝日村・神林村の例により利用者負担額を半
額とする。

32

介護用品支給事業 紙おむつ支給事業に統合する。 33

紙おむつ等支給事業（身障含む） 合併時までに、制度の統一を図る。 34

家族介護慰労事業 荒川町、神林村、朝日村を例に新市において実施する。 35

緊急通報体制等整備事業（老人分）
合併時に現行のまま新市に引き継ぐ。
ただし、電池交換費用は自治体負担とする。

36
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高齢者住宅整備補助事業 現制度のまま新市において実施の方向で調整する。 37

敬老祝事業

敬老祝品事業

合併時までに米寿、白寿、101歳以上の該当者に祝品支給の
方向で統一した制度を整備する。
米寿（88歳）→5,000円
白寿（99歳）→10,000円
101歳以上→10,000円

38

敬老会祝事業
合併時までに新たな方向で調整する。
当該年度に満75歳を迎える年齢以上を対象者とする。
費用は一人あたり1,500円とする。

39

長寿祝い金事業
朝日村の例により、合併時までに調整する。
100歳該当者には現金20万円を支給する。

40

高齢者表彰 合併時までに廃止の方向で検討する。 41

老人クラブ

老人クラブ助成事業
単位老人クラブはそのまま継続し、補助金については県の補
助規定に則り実施する方向で合併時までに調整する。

42

老人クラブ連合会補助事業
各市町村の連合会はそのままとし、上部組織として協議会を
組織化し老人クラブ連合会の統一を図る方向で、新市に移行
後速やかに調整する。

43

シルバー人材センター

シルバー人材センター運営補助事業
合併後、シルバー人材センターの統合を推進し、また新市に
おいても補助事業を継続して実施するものとする。

44

心身障害者福祉

生活支援

訪問入浴サービス事業 村上市の例により合併時までに調整する。 45

特殊障害者器具装備費助成事業
荒川町、神林村、山北町の例により合併時までに調整する。
装具購入費用の2分の1を補助する。

46
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自動車改造費助成事業 村上市の例により合併時までに調整する。 47

障害者住宅改造費補助事業
全市町村とも事業内容が同一なので、現行のまま新市に引き
継ぐ。

48

バリアフリーまちづくり事業 現行のまま新市に引き継ぐ。 49

福祉タクシー利用料金助成事業
合併時までに、社会福祉協議会委託を廃止し直営で行う。
補助対象者は身障手帳1～3級、療育手帳Ａ、精神手帳1級と
する。

50

手当・共済

福祉手当（単独事業）
神林村を基準に精神障害（1～3級）を加えて、合併時に統一
した制度を整備する。

51

その他

身体障害者福祉会補助金
合併後、身体障害者福祉会の統合を推進する。
新市においても補助事業を継続する方向で調整する。

52

手をつなぐ育成会補助金
合併後、手をつなぐ育成会の統合を推進する。
新市においても補助事業を継続する方向で調整する。

53

介護保険分科会

介護保険制度

介護保険給付に関すること

現物給付に関すること 全市町村同一であるため現行のまま新市に引き継ぐ。 54

償還払い給付に関すること
合併時までに村上市の例により事務処理を統一し、支払時期
は、利用者を考慮し月2回とする。

55

高額介護サービス費給付に関すること 村上市の例により、合併時までに調整する。 56

居宅介護サービスの提供に関すること

居宅介護サービスの提供に関すること
サービスの提供体制には差があるが、事務処理は全市町村同
一なので現行のまま新市に引き継ぐ。

57
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介護保険料に関すること

介護保険料賦課に関すること
現行のまま新市に引き継ぎ、平成21年度から統一した保険料
にする。

58

介護保険料の減免に関すること 朝日村の例により、合併時までに調整する。 59～61

要介護認定に関すること

認定審査会に関すること
現状の体制・システムをそのまま新市に引き継ぐ。（但し、
関川村については別途調整する）

62

介護サービス事業に関すること

居宅介護支援事業に関すること 合併時までに廃止の方向で調整する。 63

介護保険事業計画

介護保険事業計画に関すること

介護保険事業計画について
第3期介護保険事業計画運営期間の終期までは、旧市町村の
計画の集合をもって新市の介護保険事業計画とする｡平成21
年度以降の計画については、新市において決定する。

64

保健衛生分科会

地区組織活動に関すること

母子保健推進員

母子保健推進員 合併時までに廃止の方向で検討する。 65

健康づくり推進員

健康づくり推進員、衛生自治会、保健推進員
合併時までに健康推進員協議会を統合し、助成金は会に助成
する。

66

介護予防に関すること

健康教育

健康教育 現行のまま新市に引き継ぐ。 67
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健康診査に関すること

基本健康診査

基本健診 平成20年度からの新しい法律に基づいて実施する。 68

骨粗しょう症検診

骨粗しょう症検診 合併時までに廃止の方向で検討する。 69

検診事業に関すること

各種がん検診

胃がん検診
朝日村の例により、合併時までに調整する。
30歳以上対象、自己負担金　1,200円
70歳以上は無料

70

大腸がん検診

村上市の例により、合併時までに調整する。
40歳以上対象、70歳以上は無料
自己負担金　500円
高齢者からも容器代を負担してもらう。（250～300円）

71

肺がん検診（喀痰）
村上市・朝日村の例により、合併時までに調整する。
40歳以上のハイリスク者対象、70歳以上は無料
自己負担金　900円

72

子宮がん検診

合併時までに新たな方向で調整する。
20歳以上対象、70歳以上無料
2年に1回車検診、施設検診の両方を実施する。
自己負担　車検診　900円　施設検診　2,000円

73

乳がん検診

合併時までに新たな方向で調整する。
40歳以上の女性を対象。70歳以上無料。
自己負担
集団検診　一方向・1,600円、二方向・2,000円
施設検診　一方向・1,700円、二方向・2,500円

74
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前立腺がん検診

合併時までに新たな方向で調整する。
50歳以上の男性を対象。
70歳以上も自己負担　1,100円。
基本検診の対象者に対して実施する。

75

ヘリカルCTがん検診
神林村のみのモデル事業で20年度まで引き続き実施する、そ
の後再検討する。

76

胸部レントゲン撮影

胸部レントゲン撮影
現行のまま新市に引き継ぐ。
結核検診は65歳からを対象
肺がんレントゲン検診は40歳以上を対象に無料で実施する。

77

母子保健衛生に関すること

各種乳幼児検診等

乳児健診
合併時までに新たな方向で調整する。
4ヶ月児集団健康診査、7ヶ月児個別健康診査、
9～10ヶ月児健康相談とする。

78

幼児健診
神林村の例により合併時までに調整する。
1歳6ヶ月児・3歳児　　健康診査、小児科、歯科
2歳児　歯科健診及び相談

79

訪問指導

母子訪問指導
合併時までに新たな方向で調整する。
健診後のフォローは地区担当保健師が実施する。新生児期～
2ヶ月児の間に乳児訪問指導を実施する方向で調整する。

80

妊産婦・新生児に関すること

妊産婦健診助成

妊産婦健診助成 全市町村同一であるため、現行まま新市に引き継ぐ。 81
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障害児療育支援

障害児療育支援

障害児療育支援
合併時までに新たな方向で調整する。
小児精神科医等に委託して、年6回の育児相談会を実施す
る。

82

予防接種に関すること

乳幼児予防接種

集団接種
合併時までに新たな方向で調整する。
ポリオは集団で法定どおり実施し、他の接種は個別接種とす
る。

83

個別接種
合併時までに新たな方向で調整する。
予防接種法に基づきＢＣＧ，三種混合、ＭＲ，麻疹、風疹、
日本脳炎を個別接種する。

84

予防接種健康被害調査委員会

予防接種健康被害調査委員会
合併の前日に規約を廃し、合併時に新たに設置する。
委員は新市で11人。

85

診療所の開設

診療所の開設
地域医療の確保のため、粟島浦村の診療所は現行のまま新市
に引き継ぐ。

86

休日診療事業

休日診療

休日、夜間診療 村上市の休日急患診療所は現行のまま新市に引き継ぐ。 87

病院群輪番制事業

夜間、休日救急対策

夜間、休日救急対策 現行のまま新市に引き継ぐ。 88
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環境衛生分科会

公衆衛生事業

集団下水路清掃に対する支援

集団下水路清掃に対する支援について 村上市の例により、合併時までに調整する。 89

し尿処理・生活排水対策

し尿処理計画

収集形態について
現行のまま新市に引き継ぐとともに、新市に移行後、新市全
域を委託方式とする方向で調整する。

90

収集回数について
新市に移行後、5年以内に収集回数を統一する方向で調整す
る。

91

料金体系について
現行のまま新市に引き継ぎ、委託収集移行時に料金を統一す
る。

92

合併処理浄化槽

設置補助基準について 山北町の例により、合併時までに調整する。 93

維持管理費補助について 合併時に廃止する。 94

廃棄物処理

ごみ処理計画

分別数について
現行のまま新市に引き継ぐが、粟島浦村を除き、新ごみ処理
施設の稼動時に分別数を統一する。
朝日村の粗大ごみ収集は廃止する。

95

収集方式について 現行のまま新市に引き継ぐ。 96

収集回数について
現行のまま新市に引き継ぎ、地域の実情を考慮し収集回数を
調整する。

97
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生ごみ処理

補助対象物件等について
合併時までに新たな方向で調整する。
補助対象をコンポスト容器、ＥＭ密封容器、電動生ごみ処理
機とする。

98

補助基準の設定について

合併時までに新たな方向で調整する。
補助額は容器等購入費の三分の一とする。
補助対象容器等はコンポスト容器、ＥＭ密封容器、電動生ご
み処理機とする。
補助限度額は、次のとおりとする。
コンポスト容器1台3,000円
ＥＭ密封容器1台3,000円
電動生ごみ処理機1台30,000円

99

火葬場

運営方法

管理運営方法について ３施設とも新市に引き継ぐ。 100

使用料

寝棺

合併時までに新たな方向で調整する。
次の3段階とし、管外は管内の2倍とする。
15歳以上15,000円
8歳～15歳未満10,000円
8歳未満5,000円

101

死胎
死産児は3,000円とする。
管内・管外の区別をしない。

102

産汚物
産汚物は1個3,000円とする。
管内・管外の区別をしない。

103

傷病汚物
傷病汚物は1個3,000円とする。
管内・管外の区別をしない。
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