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はじめに 
 

 

本市では、市民の皆様が生きがいをもって生活できる福祉社会の実現をめざして、積極

的に各福祉施策を実施しているところであります。 

このたび、福祉の概要をまとめた「へきなんの福祉」を作成いたしましたので、ご利用

いただき、今後の福祉向上のためにご教示いただければ幸いに存じます。 

 

令和４年８月 

 

 

碧南市福祉こども部・健康推進部 
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◎碧南市の概要 
 

１ 概要 

(1) 位置     東経   １３６°５９′３７″ 

       北緯    ３４°５３′０５″ 

       海抜    ６．９ｍ 

(2) 面積     ３５．８６ｋ㎡（東西８㎞ 南北１２㎞） 

(3) 市制施行   昭和２３年４月５日 

２ 人口 

(1) 世帯及び人口推移 

各年３月３１日現在 

         年 

区分 ３０ ３１ 令和２ 令和３ 令和４ 

世帯数 28,357 28,947 29,297 29,498 29,765 

人口 

総人口 72,762 73,104 73,180 72,765 72,756 

男 37,304 37,589 37,678 37,404 37,369 

女 35,458 35,515 35,505 35,361 35,387 

１世帯当たりの人口 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 

男女比（女１００に対し

て） 105.2 105.8 106.1 105.7 105.6 

資料：市民課 
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３ 予算 

(1) 令和４年度一般会計予算（歳出） 

（単位：千円、％） 

款 
令和４度(B) 

当初予算 

令和３年度(A) 

当初予算 
比 較 (A)-

(B) 
構成比 

1 議会費 269,101 273,667 △4,566 0.8 

2 総務費 5,494,758 4,931,001 563,757 16.4 

3 民生費 11,218,027 11,088,370 129,657 33.5 

4 衛生費 4,643,166 4,618,171 24,995 13.9 

5 労働費 82,334 79,315 3,019 0.2 

6 農林水産業費 522,276 1,020,576 △498,300 1.6 

7 商工費 599,575 583,029 16,546 1.8 

8 土木費 4,131,999 3,848,706 283,293 12.3 

9 消防費 1,162,028 1,135,463 26,565 3.5 

10 教育費 4,123,319 3,674,454 448,865 12.3 

11 災害復旧費 20,000 20,000 0 0.1 

12 公債費 1,190,220 1,152,798 37,422 3.5 

13 予備費 50,000 50,000 0 0.1 

歳出合計 33,506,803 32,475,550 1,031,253 100 

△は減額 

(2) 民生費の推移（当初予算） 

（単位：千円、％） 

年度 一般会計 伸率 うち、民生費 伸率 
民生費 

比 率 

３０ 28,561,369 △0.3 10,151,972 0.6 35.5 

令和元 28,970,220 1.4 10,200,115 0.5 35.2 

令和２ 31,103,797 7.4 10,593,339 3.9 34.1 

令和３ 32,475,550 4.4 11,088,370 4.7 34.1 

令和４ 33,506,803 3.2 11,218,027 1.2 33.5 
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(3) 令和４度予算・民生費関係歳入・歳出の内訳 

（単位：千円、％） 

民生費 内訳 当初予算 構成比 財源 

社会福祉費 

5,839,160 

（52.1） 

社会福祉総務費 210,932 3.6 

国庫支出金 

971,769(16.6) 

県支出金 

960,894(16.5) 

地方債 

0(0.0) 

その他の特定財源 

135,817(2.3) 

一般財源 

3,770,680(64.6) 

福祉医療費 283,499 4.9 

心身障害者福祉費 1,787,525 30.6 

心身障害者福祉セン

ター費 
12,480 0.2 

福祉手当費 136,966 2.3 

国民年金費 31,191 0.5 

国民健康保険特別会

計事業費 
880,073 15.1 

高齢者福祉費 219,114 3.8 

高齢者福祉施設費 233,614 4.0 

介護保険特別会計事

業費 
930,083 15.9 

後期高齢者医療費 982,525 16.8 

福祉センターあいく

る費 
29,994 0.5 

東部市民プラザ費 101,164 1.7 

児童福祉費 

4,878,960

（43.5） 

児童福祉総務費 386,550 7.9 
国庫支出金 

1,547,925(31.7) 

県支出金 

639,324(13.1) 

地方債 

8,800(0.2) 

その他の特定財源 

178,096(3.7) 

一般財源 

2,504,815(51.3) 

保育園運営費 1,856,589 38.1 

保育園費 674,645 13.8 

児童福祉医療費 423,390 8.7 

児童福祉手当費 1,537,786 31.5 
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生活保護費 

499,907 

(4.5) 

生活保護総務費 55,635 11.1 

国庫支出金 

339,710(68.0) 

県支出金 

7,723(1.5) 

地方債 

0(0.0) 

その他の特定財源 

3,131(0.6) 

一般財源 

149,343(29.9) 

扶助費 444,272 88.9 

民生費合計 11,218,027   

財源 

合計 

国庫支出金    2,859,404 (25.5) 県支出金   1,607,941 (14.3) 

その他特定財源    317,044 (2.8) 
一般財源   6,424,838 (57.3) 

地方債            8,800 (0.1) 

 



            ◎  組織及び事務分掌
１　組織 　　　令和４年４月１日現在

福 祉 事 務 所

福　祉　課 保  護  係 ６名

課長１名 社会福祉係 ７名

福祉こども部     ２０名（１４名） 発達支援係 ３名

   部長１名 心身障害者福祉センター

　 　１０２名

　　 （２５名） にじの学園 ３名
（兼）

（福祉事務所長） こども課 幼保係 ６名

課長１名 育成支援係 ４名

    ８２名（１１名） 保育園（５園） ７１名

家庭児童相談室

高齢介護課 高齢福祉係 ４名

健康推進部 課長１名 介護保険係 ７名

   部長１名 　　　２０名（５名） 地域支援係 ６名

　　 ５５名

   　（６名） 東部市民プラザ ２名

（兼）

（福祉事務所

副所長） 国保年金課 国  保  係 ７名

   課長１名 医　療　係  ５名

 　　１５名 年　金　係 ２名

健　康　課 庶  務  係 ４名

   課長１名 成人保健係 ８名

　　 １９名 母子保健係 ６名

　(1) 職員の数は、常勤職員です。（　）内は、福祉事務所兼務職員数です。

　(2) 健康課は、保健センター内にあります。

※  福祉こども部所管の外郭団体

    社会福祉法人碧南市社会福祉協議会  （事務所は、福祉センターあいくる内）      

※  健康推進部所管の外郭団体

　　公益社団法人碧南市シルバー人材センター （事務所は、ものづくりセンター内）   

福祉センターあいくる
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２ 事務分掌 

(1) 福祉課  
ア 保護係 （電話 ９５－９８８３） 

(ｱ) 生活保護に関すること 

(ｲ) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること 

(ｳ) 中国残留邦人等の支援給付に関すること 

(ｴ) 生活困窮者自立支援に関すること 

(ｵ) 社会福祉法人の審査会及び監査に関すること 

(ｶ) 民生委員に関すること 

(ｷ) 保護司会に関すること 

(ｸ) 更生保護女性会に関すること 

(ｹ) 埋葬若しくは火葬を行う者がいないとき、又は判明しないときの死亡者の取扱

いに関すること。 

＜民生委員・児童委員協議会＞ 

＜保護司会、更生保護女性会＞ 

イ 社会福祉係 （電話 ９５－９８８４） 

(ｱ) 障害児者福祉に関すること 

(ｲ) 障害者虐待防止に関すること 

(ｳ) 障害者差別解消法に関すること 

(ｴ) 社会福祉法人碧南市社会福祉協議会との連絡調整 

(ｵ) ふれあい作業所に関すること 

(ｶ) 福祉センターあいくるに関すること 

(ｷ) 心身障害者福祉センターに関すること 

(ｸ) 障害児者福祉手当に関すること 

(ｹ) 社会福祉法人の設立認可、定款変更等に関すること 

(ｺ) 災害弔慰金、災害援護資金及び災害見舞金に関すること 

(ｻ) 戦傷病者戦没者遺族等の援護に関すること 

□社会福祉協議会（電話 ４６－３７０２） 

□心身障害者福祉センター（電話 ４８－１７２０） 

□碧南ふれあい作業所（電話 ４６－２９４１） 
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ウ 発達支援係 （電話 ９５－９８８５） 

   (ｱ) こどもの発達支援に関すること 

   (ｲ) にじの学園に関すること 

□にじの学園（電話 ４２－６４４４） 

(2) こども課  

ア 育成支援係 （電話 ９５－９８８６） 

(ｱ) 児童福祉に関すること 

(ｲ) 児童遊園及びちびっ子広場に関すること 

(ｳ) 児童クラブ及び児童センターに関すること 

(ｴ) こどもプラザに関すること 

(ｵ) 子ども・子育て支援事業の推進に関すること 

(ｶ) 児童相談に関すること 

(ｷ) 児童虐待防止に関すること 

(ｸ) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること 

(ｹ) 家庭児童相談室に関すること 

(ｺ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関すること 

(ｻ) 児童関係福祉手当に関すること 

(ｼ) いじめの防止等のための再調査に関すること 

＜母子寡婦福祉会＞ 

イ 幼保係 （電話 ９５－９８８７） 

(ｱ) 保育所に関すること 

(ｲ) 幼稚園に関すること 

(ｳ) 認定こども園に関すること 

(ｴ) 社会福祉法人の設立認可、定款変更等に関すること 

＜保育所父母の会＞ 

□保育所 

□児童遊園・ちびっこ広場 

□家庭児童相談室（電話 ４１－８８１０） 

□児童クラブ 

□児童センター 
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□こどもプラザららくるにしばた（電話 ４３－３４３４） 

□こどもプラザここるっくしんかわ（電話 ４２－５５６９） 

□ファミリーサポートセンター（電話 ４１－２５５５） 

(3) 高齢介護課 
ア 高齢福祉係 （電話 ９５－９８８８） 

(ｱ) 老人福祉に関すること 

(ｲ) 介護保険地域支援事業のうち、任意事業に関すること 

(ｳ) 東部市民プラザ・高齢者元気ッス館との連絡調整に関すること 

(ｴ) 公益社団法人碧南市シルバー人材センターに関すること 

(ｵ) まちかどサロンに関すること 

(ｶ) 社会福祉法人の設立認可、定款変更等に関すること 

(ｷ) 高齢者タクシー料金助成に関すること 

イ 介護保険係 （電話 ９５－９８８９） 

(ｱ) 介護保険被保険者の資格に関すること 

(ｲ) 介護保険料の賦課徴収に関すること 

(ｳ) 介護保険の認定及び支援に関すること 

(ｴ) 介護保険給付に関すること 

(ｵ) 介護サービス事業者及び施設に関すること 

(ｶ) 介護保険に伴う関連調整に関すること 

  ウ 地域支援係  （電話 ９５－９８９０） 

   (ｱ) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること 

   (ｲ) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること 

   (ｳ) 在宅医療・介護連携の推進に関すること 

   (ｴ) 認知症施策の推進に関すること 

   (ｵ) 高齢者虐待に関すること 

  オ 東部市民プラザ （電話 ４６－１１８８） 

(ｱ) 東部市民プラザの管理に関すること 

(ｲ) 高齢者元気ッス館の管理に関すること 

(4) 国保年金課 

ア 国保係 （電話 ９５－９８９１） 
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(ｱ) 国民健康保険被保険者の資格に関すること 

(ｲ) 国民健康保険の給付に関すること 

(ｳ) 国民健康保険税の賦課及び減免に関すること 

(ｴ) 国民健康保険事業の運営及び調査に関すること 

イ 医療係 （電話 ９５－９８９２） 

(ｱ) 老人保健に関すること 

(ｲ) 後期高齢者医療に関すること 

(ｳ) 後期高齢者福祉医療費給付に関すること 

(ｴ) 元気っ子医療費助成に関すること 

(ｵ) 母子家庭等医療費助成に関すること 

(ｶ) 障害者医療費助成に関する事 

(ｷ) 精神障害者医療費助成に関すること 

(ｸ) 未熟児養育医療給付に関すること 

ウ 年金係 （電話 ９５－９８９３） 

(ｱ) 国民年金に関すること 

(ｲ) 福祉年金の裁定請求に関すること 

(5) 健康課 
ア 庶務係 （電話 ４８－３７５１） 

(ｱ) 健康を守る会に関すること 

(ｲ) 各種健診の受付に関すること 

(ｳ) 保健衛生団体との連絡調整に関すること 

(ｴ) 感染症予防に関すること 

(ｵ) 市民の健康づくり推進に関すること 

(ｶ) 健康施策の企画及び調整に関すること 

(ｷ) 保健センターに関すること 

(ｸ) 休日診療所、休日歯科診療所及び障害者歯科診療所に関すること 

(ｹ) 骨髄提供者等助成に関すること 

(ｺ) 課内の他の係に属しないこと 

イ 成人保健係 （電話 ４８－３７５１） 

(ｱ) 成人の予防接種に関すること 
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(ｲ) 成人の保健指導に関すること 

(ｳ) 成人の健康診査に関すること 

(ｴ) 成人の健康相談及び健康教育に関すること 

(ｵ) 介護予防に関すること 

(ｶ) 応急救護に関すること 

ウ 母子保健係 （電話 ４８－３７５１) 

(ｱ) 乳幼児等の予防接種に関すること 

(ｲ) 母子の保健指導に関すること 

(ｳ) 母子の健康診査に関すること 

(ｴ) 母子の健康相談及び健康教育に関すること 

(ｵ) 妊娠届及び母子健康手帳に関すること 

(ｶ) 低体重児の届出及び未熟児の訪問指導に関すること 

(ｷ) 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等に関すること 

(ｸ) 子育て世代包括支援センターに関すること 

(ｹ) 学童期生活習慣病若年化対策事業に関すること 
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