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「延岡市健康長寿推進市民会議」設置要綱

（設置）

第 1条 市民の健康長寿を推進するため、生活習慣病等の予防に向けた日常

生活の中での適度な運動、適切な食生活、健診の受診を柱とする「健康長

寿推進市民運動」（以下「市民運動」という。）を展開するため「延岡市健

康長寿推進市民会議」（以下「市民会議」という。）を設置する。

（役割）

第 2条 市民会議の役割は、次のとおりとする。

( 1 ）健康長寿推進に関する調査及び研究。

( 2 ）健康長寿推進を実践する関係機関、団体等の連絡調整。

( 3 ）健康長寿推進の実践活動。

( 4 ）その他、市民会議の目的に必要と認められること。

（構成）

第 3条 市民会議は、別表の機関、団体等の代表等をもって構成する。

（役員）

第 4条 市民会議には以下の役員を置くものとする。

( 1 ）会長 1名

( 2 ）副会長若干名

( 3 ）監事 2名

2 会長及び監事は、市民会議の構成員のなかから互選で選出する。

3 副会長は、会長が指名する。

（職務）

第 5条 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、

副会長がその職務を代行する。

3 監事は、会計を監査する。

（専門部会）

第 6条 市民会議の会長及び副会長を除く構成員は、市民運動の柱である

「運動」「食事」「健診」それぞれの専門部会（以下「部会」という。）を

構成する。

2 部会には、各部会構成員の互選により部会長及び若干名の副部会長を置く。

3 部会は、必要に応じてそれぞれの取り組み内容の評価・検証を行う。



（代表者会）

第 7条 市民会議の円滑な運営に資するため、市民会議に会長、副会長及び各

部会の部会長及び副部会長で構成する代表者会を置く。

2 代表者会は、会長が招集する。

3 代表者会は、市民会議及び推進委員会の総合調整、及びその他必要な事項

を行う。

（推進委員会）

第 8条 市民会議の補助機関として推進委員会を置く。

2 推進委員会は、市民会議が推薦する機関、団体等から市民会議推進委員を

選任し構成する。

3 推進委員会は、行動計画を実践するために、関係する機関、団体等への情

報伝達、及び推進状況の確認、その他必要な事項を行う。また、次期計画の

見直し作業を行う。

（会議）

第 9条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の構成員の出席により成立する。

3 会議は、出席者の過半数をもって議決できる。

4 会議に出席できない構成員は、書面をもって他の構成員に表決を委任する

ことができる。この場合、当該構成員は出席したものとみなす。

（事務局）

第 10条 市民会議及び推進委員会の事務局を、延岡市健康福祉部健康長寿推

進室に置く。なお事務局は、会計処理を行うものとする。

2 事務局長は、健康長寿推進室長をもって充てる。

（経費）

第 11条 市民会議の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。

（委任）

第 12条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項

は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 22年 4月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成 23年 7月 14日から施行する。



別表（第 3条関係構成）

延岡市健康長寿推進市民会議構成機関、団体

専門
組織・団体名

部会

延岡市高齢者クラブ連合会 延岡市公民館連絡協議会

延岡市社会福祉協議会 宮崎県立学校長協会

運
動

九州保健福祉大学 延岡市体育協会
部
え:z:;』~ 

延岡市文化連盟 延岡市障がい者自立支援協議会

旭化成株式会社 延岡支社 延岡市教育委員会

私立幼稚園協会 宮崎県保育連盟連合会延岡市保育会

延岡市小中学校校長会 延岡市 PT A連絡協議会

食

事
延岡漁業協同組合 J A延岡部

企Zミ』

のべおか男女共同参画会議 21 のべおか市民力市場

延岡保健所

延岡市区長連絡協議会 延岡市地区社会福祉協議会連絡協議会

延岡市民生委員・児童委員協議会 延岡商工会議所

健
ラロ五タF’ 

延岡市医師会 延岡市歯科医師会
部
企A』

延岡市西臼杵郡薬剤師会 宮崎県北の地域医療を守る会

デイリー健康福祉事業団 延岡市

( 2 9団体）



延岡市健康長寿のまちづくり支援団体運営補助金交付要綱

（目的）

第l条 この要綱は、延岡市の地域医療を守る条例（平成21年条例第29号）の理念を具現化

するための健康長寿のまちづくり市民運動（以下「市民運動Jという。）を浸透させ継続さ

せるために、延岡市健康長寿のまちづくり支援団体運営補助金（以下「補助金Jという。）

を交付することについて、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年規則第2号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象団体）

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、延岡市健康長寿推進市民会議（以下「市民会議J

という。）が中心となって行う市民運動の側面的な支援活動を行うために組織された「のべ

おか健寿ささえ愛隊」とする。

（補助対象経費）

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市民運動の側面的な支援活動の円滑化を図るた

めに必要な経費であって、次に掲げる経費とする。ただし、専ら構成員が飲食等を行うた

めに要する経費を除く。

(1) 健康長寿のまちづくりに関するイベントや講座などの事業の運営に要する経費

(2) 市及び市民会議が実施する健康長寿のまちづくりに関する事業の支援に要する経費

（補助金の額）

第4条補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。

（補助金の交付申請）

第5条 規則第3条に規定する補助金の交付申請は、当該年度の 5月末までに行わなければ

ならない。

（補助金の交付）

第6条 この補助金は、規則第12条に規定する概算払により交付する。

（補則）

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。



延岡市健康長寿ポイント特典制度補助金交付要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、健康長寿のまちづくり市民運動の一環として行われる健康長寿ポイント特

典制度（以下「ポイント制」という。）を実施するために、延岡市健康長寿ポイン卜特典制度補

助金（以下「補助金Jという。）を交付することについて、延岡市補助金等の交付に関する規則

（昭和 50年規則第2号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。

（補助事業者）

第2条 補助金は、実施主体である延岡市健康長寿推進市民会議（以下「市民会議Jという。）に

交付するものとする。

（補助対象事業）

第3条 補助金の対象となる事業は、ポイント制を実施に関する全ての事業とする。

（補助対象経費）

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に直接要する経質とする。

（補助金の額）

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。

（補助金の交付申請）

第6条 市民会議は、規則第3条に規定する補助金の交付申請を当該年度の事業計画及び予算の

確定後速やかに行わなければならない。

（補助金の交付）

第7条 この補助金は、規則第 12条に規定する概算払により交付する。

（補助金の返還）

第8条 市民会議は、確定した事業費の額が交付した額に満たないときは、その差額を市長に返

還するものとする。

（補則）

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年 12月 16日から施行する。



延岡市医師会病院医師確保対策補助金交付要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市医師会病院医師確保対策補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し、予算及び延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和 50年規則第2

号。以下「規則Jという。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（補助金の目的）

第2条 この補助金は、一般社団法人延岡市医師会（以下「医師会」という。）の設

へ 置及び運営に係る延岡市医師会病院（以下「医師会病院」という。）が医師を確保

I-

するために要する費用の一部を補助することにより、地域医療を守り、もって市民

福祉の向上に資することを目的とする。

（補助対象経費）

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 医師会が医師会病院に勤務する常勤の医師（以下「常勤医師」という。）を確

保するために医師会が医師の仲介を依頼したコンサルタントに支払う成功報酬

その他これに類する経費のうち市長が適当と認めるもの

(2) 医師会が常勤医師となろうとする医師に対して実施する医師会病院の見学に

要する経費

(3) 医師会が常勤医師を確保した場合における当該常勤医師（その扶養家族を含

む。）の赴任に要する経費

(4) 消化管出血又は脳梗塞に関する臨床研究等を大学に委託した場合における当

該委託に要する経費

（補助限度額）

第4条 補助金の限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第 1号に規定する経費 常勤医師 l人につき、医師会が当該常勤医師に

支払う 1年間の給与の総額の予定額に 100分の 20を乗じて得た額（当該額が 400

万円を超えるときは、 400万円とする。）

(2) 前条第2号に規定する経費 医師会病院を見学しようとする医師の居住地又

は勤務地から延岡市までの移動に要する旅費、宿泊費その他見学に必要な経費の

全部又は一部

(3) 前条第3号に規定する経費 延岡市に赴任するために要する家財等の運送費、

居住地から延岡市までの移動に要する旅費、宿泊費その他赴任に必要な経費の全

部又は一部

(4) 前条第4号に規定する経費 臨床研究等の委託に要する経費の全部又は一部
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（補助金の交付の相手方）

第5条 補助金の交付の相手方は、医師会とする。

（補助金等交付申請書の添付書類）

第6条 規則第3条第2項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲

げるものとする。

(1) 第3条第 1号に規定する場合

ア 医師会と新たに常勤医師となった者との聞に雇用契約が成立したことを証

する書面の写し

イ 医師会が新たに常勤医師となった者に支払うこととなる 1年間の給与の総

額が明らかとなる書面（前号に定める書面により給与の総額が明らかとなる場

合は、添付は要しない。）の写し

ウ 医師会と医師の仲介を依頼したコンサルタントとの聞の医師の仲介に関す

る契約書の写し

エ 医師会がコンサルタントに成功報酬を支払ったことを証する書面の写しそ

の他医師の確保に要した経費の額が明らかとなる書面の写し

(2) 第3条第2号に規定する場合旅費の内容を表す計算書

(3) 第3条第3号に規定する場合 家財等の運送費及び旅費の内容を表す計算書

(4) 第3条第4号に規定する場合 臨床研究等の委託契約が成立したことを証す

る書面の写し

（補助金交付の時期）

第7条 補助金は、次に掲げる場合に交付する。

(1) 第3条第 1号に規定する場合 医師会と新たに常勤医師となった者との聞に

雇用契約が締結され、医師会病院に勤務したとき。

(2) 第3条第2号に規定する場合 医師会病院の見学を実施するとき。

(3) 第3条第3号に規定する場合 延岡市に赴任したとき。

(4) 第3条第4号に規定する場合 臨床研究等の委託に関する契約を締結したと

き。

（補助金の返還）

第8条 第3条第 1号に規定する場合においてミ常勤医師が医師会病院を退職した場

合等に医師会と医師の仲介を依頼したコンサルタントとの間の医師の仲介に関す

る契約に基づき、当該コンサルタントに支払うべき成功報酬その他これに類する経

費が減額されたときは、医師会は、当該減額された額を市に返還するものとする。

（補則）

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。



附則

この要綱は、平成 21年5月 25日から施行する。

附則

この要綱は、平成 24年3月 15日から施行する。
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延岡市医療機関新規開業促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市医療機関新規開業促進事業（以下「本事業」とい

う。）の実施について、予算及び延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50

年規則第 2号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。

（本事業の目的）

第2条 本事業は、延岡市（以下「市」という。）への新規の医療機関（医科に

限る。）の開業を促進することにより、市の地域医療体制を強化し、もって市

民福祉の向上に資することを目的とする。

（補助金交付の相手方）

第3条 本事業に基づく補助金は、市内に医療法（昭和23年法律第205号）第 1

条の 5第2項に規定する診療所を新規に開業する医師（医療法人を含む。）に

交付する。

（補助金の種類）

第4条 本事業に基づく補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規開業奨励金

(2) 一般診療時間帯調整奨励金

(3) 雇用促進奨励金

(4) 夜間急病センター深夜帯診療奨励金

（補助の要件）

第5条 前条に規定する補助金は、市外の医療機関に勤務していた医師、研究

機関等の業務に従事していた医師、市外に医療機関を開設していた医師又は

市内の公立の医療機関以外の医療機関に勤務していた医師（市長が特に必要

があると認める場合に限る。）であって、一般社団法人延岡市医師会に加入し、

積極的に地域医療に貢献しようとするものに対して、次に掲げる場合に交付

する。

(1) 新規開業奨励金 市内において新規に医療機関を開業する場合（市内の

既存の医療機関が新たな診療科を開設するために医療施設を新築し、又は

既存の医療施設を増築若しくは改築する場合を除く。）

(2) 一般診療時間帯調整奨励金 市内において新規に医療機関を開業するこ

とに伴い、一般診療時間帯を午後7時までとする場合

(3) 雇用促進奨励金 市内において新規に医療機関を開業することに伴い、

新たに当該医療機関が看護師、医療技術者、事務員等の職員（本市の住民
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基本台帳に登録されている者に限る。以下「看護師等」という。）を 5人以

上雇用する場合であって、そのうち 4人以上を常時雇用する場合

(4) 夜間急病センター深夜帯診療奨励金 市内において新規に医療機関を開

業する医師が市夜間急病センターにおいて、深夜帯（午後11時から翌日の

午前7時までの時間帯をいう。以下同じ。）の診療に 2週間に l回以上従事

する場合

2 前条に規定する補助金の交付を受けた者は、市夜間急病センターにおける

診療、休日当番医、市立学校の学校医、市が実施する健康診査等について、

延岡市から協力を求められたときは、これに協力するものとする。

（補助金の額）

第6条 第4条に規定する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規開業奨励金 500万円（小児科を標傍し、乳児を含む小児の患者の診

療を行う場合は、 1.000万円）

(2) 一般診療時間帯調整奨励金 100万円

(3) 雇用促進奨励金 常時雇用する者 1人につき年額20万円

(4) 夜間急病センター深夜帯診療奨励金 2週間に l回の診療につき200万

円

（補助金の交付）

第 7条 第4条に規定する補助金は、次に定めるところにより交付する。

(1) 新規開業奨励金 1回に限り新規開業時に交付する。

(2) 一般診療時間帯調整奨励金 1回に限り新規開業時に交付する。

(3) 雇用促進奨励金 2年に限り、 1回目は新規開業時に交付し、 2回目は

新規開業 2年目に交付する。

性） 夜間急病センター深夜帯診療奨励金 1回に限り新規開業時に交付する。

（補助金の返還）

第 8条 市は、前条の規定に基づく補助金の交付を受けた医療機関が、新規開

業後 3年以内に、当該医療機関における診療を取りやめたとき、一般診療時

間帯を午後 7時までとすることを取りやめたとき、常時雇用する看護師等の

数が減少したとき又は延岡市夜間急病センターにおける深夜帯の診療を取り

やめたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることがで

きるものとする。この場合において、返還を求める額は、月割りによって計

算するものとする。

（補助金等交付申請書の添付書類）

第 9条 規則第 3条第 2項の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類

は、次のとおりとする。



(1) 住民票（法人にあっては、定款又は規約及び登記事項証明書）

(2) 医療法第 8条に規定する知事への届出書の写し

(3) 新たに常時雇用される職員の雇用保険被保険者証の写し

（補則）

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成21年 5月25日から施行する。

（この要綱の失効）

2 この要綱は、平成27年 3月31日をもって失効する。

（失効に係る経過措置）

3 平成24年 3月31日以前に第 4条に規定する補助金について、規則第4条の

規定により補助金の交付の決定を受けた者については、この要綱は、同日後

においても、なおその効力を有するものとする。

附則（平成22年 3月16日一部改正）

（施行期日）

1 この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 5条第 1項第 3号及び第 6条第 3号の規定は、平成22年 4月 1

日以後に新規開業した医療機関について適用する。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成24年 4月1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 6条第 l号の規定は、平成24年 4月 1日以後に新規開業した医

療機関について適用する。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成24年 6月 1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 5条第 1項の規定は、平成24年 6月 1日以後に新規開業した医

療機関について適用する。
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延岡市医師会救急医療体制整備補助金交付要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、延岡市医師会救急医療体制整備補助金（以下「補助金Jという。）の交

付に関し、予算及び延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和 50年規則第2号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

（補助金の目的）

第2条 この補助金は、宮崎県立延岡病院における一部診療科の診療休止に伴い、当該診療

休止に係る診療科について、市内の医療機関（公立病院を除く。）が輪番で診療を行うため

に要する費用の一部を補助することにより、地域医療を守り、もって市民福祉の向上に資

することを目的とする。

（補助対象経費）

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する診療を行うために要する人件費

相当分及び事務費相当分とする。

（補助金の額）

第4条 補助金の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 消化管出血患者受入輪番 l回につき 35,480円（消化管出血患者受入輪番を担当する

日の始期が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第 178号）

に規定する国民の休日若しくは 12月 29日から翌年 1月 3日までに該当する日である場

合にあっては 53,220円）

(2) 脳梗塞患者受入輪番 1回につき 35,480円

(3) 脳梗塞患者受入輪番に参加する医療機関であって、療養病床のみの医療機関が脳梗塞

患者を受け入れた場合の当該脳梗塞患者の治療に使用した薬剤代及び検査料 当該使用

薬剤の定価に使用数量を乗じて得た額及び当該検査に要した額

住） 消化管出血患者受入輪番又は脳梗塞患者受入輪番に参加する医療機関（以下「輪番医

療機関」という。）が受け入れた患者を延岡市外の医療機関に転院搬送した場合において、

当該転院搬送に付き添った医師その他の医療技術者が搬送先医療機関から輪番医療機関

に戻るために要した額（社会通念上合理的な経路及び方法によって搬送先医療機関から

輪番医療機関に戻るために要する交通費の実質額とし、 l回につき 28,000円を限度とす

る。）

(5) 脳梗塞患者受入輪番において、輪番医療機関の当番目に満床等の理由により患者の受

け入れができない場合に、当該輪番医療機関に代わって患者の受け入れを行うよう一般

社団法人延岡市医師会（以下「医師会」という。）が指定した医療機関については、 l回

につき 25,000円（当番目の当初から終了時点まで患者を受け入れる場合は、第 2号に定

める金額）
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（補助金の交付の相手方）

第5条補助金の交付の相手方は、医師会とする。

（補助金等交付申請書の添付書類）

第6条 規則第3条第2項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、第4条に定め

る診療科ごとの輪番の体制表（第4条第5号に規定する医師会が指定した医療機関がある

場合は、これを含む。）、患者受入実績表、薬剤の使用実績表及び搬送先医療機関から輪番

医療機関に戻るために要した費用の額を示す書類の写しとする。

（補助金交付の時期）

第7条 補助金は、四半期ごとに当該四半期の満了後に交付する。

（補則）

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附則

この要綱は、平成 21年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

附員IJ

この要綱は、平成 21年 11月30日から施行し、同年7月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成 23年4月1日から施行する。

附則

この要項は、平成 25年 4月 l日から施行する。



生

J同

・-
見

延岡市看護師等研修促進補助金交付要綱

（趣旨）

第1条 この要綱は、延岡市看護師等研修促進補助金（以下「補助金」という。）の交付に関

し、予算及び延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和 50年規則第2号）に定めるものの

ほか必要な事項を定めるものとする。

（補助金の目的）

第2条 この補助金は、一般社団法人延岡市医師会（以下「医師会」という。）又は消化管出

血患者受入輪番若しくは脳梗塞患者受入輪番を構成する医療機関（以下「輪番医療機関J

という。）が実施する看護師等医療技術者に対する研修（次条第 1項第 1号に定める研修で

あって、医師会又は輪番医療機関以外の者が実施する研修及び資格取得試験に派遣する場

合を合む。）に要する費用及び医師会が運営する延岡看護専門学校（以下「看護学校Jとい

う。）の看護教員を養成するための研修会への参加に要する費用を補助することにより、地

域医療を守り、市民福祉の向上に資することを目的とする。

（補助対象経質）

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる研修の実施又は研修への参加

に要する経費とする。

(1) 消化管出血患者受入輪番及び脳梗塞患者受入輪番を円滑に迎営するための看護師等医

療技術者の知識及び技術の習得に関する研修

(2) 一定期間業務に従事していない看護師等医療技術者の復職を支援するための知識及び

技術の習得に関する研修

(3) 看護学校において看護教育に携わる看護教員として必要な知識及び技術の習得に関す

る研修

但） 前3号に掲げるもののほか、地域医療体制の整備に資するための看護師等医療技術者

の知識及び技術の習得に関する研修であって市長が適当と認める研修

2 前項に規定する研修の実施に要する経費とは、概ね次の各号に掲げるものをいう。

(1) 研修講師の招勝に要する経費

(2) 研修会場の確保に要する経費

(3) 研修資材の調達に要する経費

(4) 研修資料の作成に要する経費

(5) 前項第 1号又は第3号に定める研修であって、医師会文は輪番医療機関以外の者が実

施する研修等への派遣に要する経費

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める経費
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（補助の割合）

第4条補助の割合は、次のとおりとする。

(1) 前条第 1項第 1号に定める研修 研修の実施に要する経費の10分の10以内（同号に定

める研修であって、医師会文は輪番医療機関以外の者が実施する研修等に派遣する場合

は、当該派遣に要する経費の 3分の 2以内（九州管内で実施される研修等に派遣する場

合は一人につき 3万円、九州以外で実施される研修等に派遣する場合は一人につき 5万

円を限度とする。）

(2) 前条第 1項第2号に定める研修 研修の実施に要する経費の10分の10以内

(3) 前条第 l項第3号に定める研修 研修への派遣及び、研修の受講に要する経費の10分の

5以内（九州管内で実施される研修に派遣する場合は一人につき80万円、九州以外で実

施される研修に派遣する場合は100万円を限度とする。）

(4) 前条第 1項第4号に定める研修 研修の実施に要する経費の10分の 5以内

（補助金の交付の相手方）

第5条 補助金の交付の相手方は、医師会文は輪番医療機関（第3条第 1項第2号に定める

研修にあっては、医師会）とする。

（補則）

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附則

（施行期日）

1 この要綱は、平成23年1月4日から施行する。

（この要綱の失効）

2 この要綱は、平成27年3月31日をもって失効する。

附則（平成 23年6月1日改正）

この要綱は、平成 23年6月1日から施行する。

附則（ 平 成 25年4月 1日改正）

この要綱は、平成 25年4月 1日から施行する。


