
第２次総合計画政策体系（原案） 健康・福祉分野 NO.1

赤字：２次総で変更した施策名

分野 左の政策体系に対応した事業の方向（例） 想定される具体的な事業のイメージ（例）

1 地域福祉推進組織の強化
・地区社協に対する理解と活動の充実
・進まない世代交代

・地区社協への支援

2 地域福祉の拠点整備
 ・地区社協の未設置地区の存在
・地区社協の設置に向けた働きかけ
・地域福祉交流プラザの機能強化

2 安心して生活できる福祉社会の確立
1 安心して生活するための取組の充実

・第三者評価実施率の低さ
・サービスの量から質へ
・生活保護世帯の増加
・格差社会への対応

・第三者評価の推進
・社会保障制度を補完する施策の展開

3
すべての人が快適に生活できる
環境づくり

1 生活や外出がしやすい環境の整備
・多様性のあるトイレの整備
・だれもが移動しやすい環境の整備

・オストメイト対応トイレの設置促進
・地域リハビリテーション推進センターの機能強化

1 福祉の心を育む取組の充実
・規範意識の低下
・心の荒廃

・福祉教育の充実

2 あらゆる世代が参加する地域社会の構築

・進まない世代交代
・特定な住民による地域福祉の推進

・地域福祉に対する意識啓発

3 地域福祉を担う人々の育成
・民生委員に対する理解とインセンティブ
・若者の地域活動への参加

・地域福祉人材養成研修の充実

4 多様な利用しやすい移動手段の確保 ・多様な移動手段の確保
・低床バスの導入促進
・福祉有償運送等の充実
・新交通システムの検討

5 災害弱者への防災・安全対策の推進
・個人情報の保護と公開
・日常的なコミニケーション

・コミュニティの活性化

1 虐待児童の早期発見と防止策の強化
 ・児童虐待の増加 ・相談支援体制の充実

2 障害のある子どもと家族のニーズにあった支援 ・障害のある子どもを産んだ妊婦への支援 ・児童相談所、一時保護所、障害者更生相談所の機能強化

3 ひとり親家庭への支援の充実 ・母子、父子家庭の多様化するニーズへの対応 ・母子、父子家庭のニーズにあった支援の充実

1 男性の子育ての推進
・母親に頼りがちな育児
・理想と現実の子どもの数の乖離

・男女協働意識の啓発

2 すべての子どもが健やかに成長するための取組の充実
 ・ゆとりある育児の必要性
・延長、休日保育の充実
・病中、病後児保育の充実
・緊急病児保育支援の充実

3 女性も男性も働きながら産み育てられる環境の整備

・職場の育児に対する理解不足
・理想と現実の子どもの数の乖離

・夫の育児参加支援策の充実
・母親の就労支援

4 安心していいお産を迎えるための支援 ・産科医、看護師の不足 ・処遇面の改善

1 積極的な世代間の交流促進 ・重層的な子育て支援策の構築
・児童館の整備
・放課後児童クラブの整備

2 様々な家族が安心して子育てできる地域づくり ・生き方の多様性を保障する社会づくり
・地域資源を活用した重層的な支援策の実施
・昼間里親制度の検討

3 教育と福祉の連携強化 ・不足している特別支援教育と福祉の連携
・教育機関と福祉施設の連携強化
・スクールカウンセリングの充実

政　　策


4

1

次代を担う子どもをみなで支え
る環境整備

健やかであたたかな心を育むた
めの家族支援

2

大　施　策

違いを認め合いともに生きる地域
社会を育むしくみづくり

1
地域福祉推進活動システムの整
備

3

健康・
福祉

健康・
福祉

Ⅰ－２
未来を築く元気な子どもの
育成支援

安心して子どもを生み、育てるた
めの支援

中　施　策

心がかよい笑顔あふれる
市民福祉の推進

Ⅰ－１



健康・福祉分野 NO.２

分野 左の政策体系に対応した事業の方向（例） 想定される具体的な事業のイメージ（例）

1 障害のある人の自立をつくる関係づくり
・障害に対する理解不足
・役割と責任の明確化

・障害者(児)に対する意識啓発

2 生活に必要な情報の受発信の強化
 ・災害発災時におけるコミュニケーション ・地域防災組織への理解と連携

3 相談支援体制の充実
 ・身近な相談できる場所がわからない ・児童相談所、一時保護所、障害者更生相談所の機能強化

4 障害のある人の地域における生活の場の整備 ・障害者(児)に対するサービスの不足
・生きがい施策の充実
・公営住宅などを活用した生活の場の整備

1 障害の特性に応じたサービスの充実 ・多様なニーズに対応した支援

・障害者(児)サービスの充実
・障害者(児)を支える人材の育成

2 障害を理解できる地域力の向上
・サービスの質の向上
・障害に対する理解不足

・障害者(児)に対する意識啓発
・障害者(児)を取り込んだ地域福祉の実践

3 医療との緊密な連携による安全・安心な地域生活の充実 ・医療と福祉の緊密な連携体制
・障害者歯科保健センターの機能強化
・寝たきり者訪問歯科診療の実施

4 介護者を支援するシステムの充実 ・障害のある子どもの親の不安の解消 ・障害のある子どもと親の包括的支援策の検討

1 障害のある人の雇用と就労の促進 ・低い障害者の雇用の実態 ・障害者雇用に対する企業への啓発

2 多様な障害のある人が社会とつながりをもち交流できる環境づくり
・学校卒業後の居場所が尐ない
・障害を越えた交流の場が尐ない

・発達障害者支援センターの機能強化
・障害のある人の居場所づくり
・全国障害者スポーツ大会への派遣

1 健康寿命を延ばす取組の強化 ・乖離する寿命と健康寿命 ・健康寿命に関する各種講座の開催

2 介護予防の推進 ・増加し続ける要支援者及び要介護者 ・介護予防事業の充実

1 健康・長寿を楽しめる環境の整備 ・生きがい対策の充実


・生涯学習の充実
・高齢者学級の活性化
・老人クラブの活性化
・いきいき百歳体操の実施

2 生きがいをもって社会参加できる環境の整備 ・地域の高齢者の活用 ・高齢者が活躍できる場所の提供

3 高齢者の就労支援
 ・年金制度への不安 ・シルバー人材センターの活用

1 安心とやすらぎのある住環境づくり
 ・住環境のミスマッチ
・高齢者等住宅改造相談の充実
・高齢者向け優良賃貸住宅供給促進補助
・民間特別養護老人ホーム等の整備

2 介護を担うマンパワーの確保と質の向上 ・介護職員等の人手不足
・研修体制の充実
・介護職員等の処遇改善

3 保健・福祉サービスの充実と質の向上
・要援護高齢者の増加
・要援護高齢者のニーズの高度化・多様化

・評価制度の実施拡大
・介護者への支援策の検討

1 高齢者の権利擁護体制の充実 ・高齢者虐待の増加

・高齢者虐待防止ネットワークの充実
・高齢者一時保護施設確保事業の推進

2 認知症高齢者支援の推進
・認知症に対する理解不足
・医療と福祉の連携

・徘徊認知症高齢者見守りネットワークの推進
・認知症サポーター養成講座の充実

健康・福祉分野 NO.３

高齢期を健康で暮らすための環
境整備

障害のある人の自立を支
えるシステムの構築

3

政　　策


1

4

3
安心できる長寿生活を送るた
めの基盤整備

高齢者が尊厳を持って豊かに
暮らすための体制整備

中　施　策

積極的な社会参加を支援する
環境整備

健康・
福祉

Ⅰ－4
人間関係豊かな長寿のま
ちの確立

健康・
福祉

Ⅰ－3

2
障害のある人が地域で生活でき
る環境づくり

1

大　施　策

2

充実した高齢期を送るための支
援

自立した生活を支援する環境整
備



分野 左の政策体系に対応した事業の方向（例） 想定される具体的な事業のイメージ（例）

1 健康に対する意識の醸成
・増加する医療費
・進まない特定健診

・健康寿命に対する意識啓発

2 健康を維持する環境の整備 ・健康寿命に対する意識の醸成 ・いきいき百歳体操の普及

3 生活習慣病の改善と予防
・変わらない主要死因
・増加する医療費

・特定健診の受診推進
・生活習慣病の予防啓発
・生活習慣病予防事業の推進

4 食育の推進
・食を取り巻く環境の変化
・食に対する価値観の多様化

・ライフステージに応じた取組の推進

1 こころの健康を保つための取組の推進 ・精神疾患者の増加
・こころの健康センターの再整備
・メンタルサポーター育成講座

2 こころに問題を抱える人を支援する体制の整備
・精神障害者への理解不足
・精神障害者のサービス不足

・こころの健康センターの再整備

3 こころに問題を抱える人を取り巻く人々を支援する体制の整備
・精神疾患者の増加
・精神障害者への理解不足

・メンタルサポーター育成講座
・市民講演会

1 どこでも受けられる医療体制の充実
・中山間地における受診等に対する不安
・清水区における産科の減尐

・中山間地における移動手段の確保
・医療提供体制の充実強化(要望等)

2 医療・保健・福祉の包括的なサービス体制の確立


・療養病床の再編成
・総合病院と主治医との役割分化
・認知症高齢者の増加
・市立病院の小児医療のさらなる質の向上
・市民の立場に立った施策の連携・強化

・認知症早期受診のための地域医療支援事業の推進
・在宅医療と保健・福祉施策の連携強化
・遊びをツールに病児を支援するコ・メディカルの導入

3 難病支援と緩和ケアの充実 ・多様なニーズに対応した医療の充実
・難病患者地域支援対策の推進
・プライマリーケアの推進

4 初期救急医療体制の充実
 ・初期救急医療体制の統一 ・急病センターの再整備

5 機能回復事業の充実 ・重度化しないための取組強化 ・回復期リハビリ機能の充実

1 日常生活における衛生管理の充実 ・衛生管理の充実 ・動物指導センターの機能強化

2 感染症への正しい理解と危機管理体制の構築 ・感染症に対するリスクマネジメント
・定期結核健康診断の実施
・新型インフルエンザ対策

3 健康の安全・安心に関する事業の推進 ・健康の安全・安心に関する正しい理解と啓発
・食品衛生に関する市民講座の開催
・アスベスト対策

中　施　策政　　策
 大　施　策

健康・
福祉

Ⅰ－5
いきいきと暮らせる健康づ
くりの推進

3
安心して受けられる医療の充
実

1

4 健康に関する危機管理の推進

一次予防を重視した健康づくりの
推進

2
こころの健康づくりのための環境
整備


