
５．生涯を通じたこころと体の健康づくりの推進のため、保健・医療の充実を図ります。

　■　局・区経営の視点・方針

　■　現状と課題

健康福祉局長　熊坂　誠
福祉部長　鈴木　英之　　　保険高齢部長　内田　雅美　　　こども育成部長　小林　和明　　　保健所長　鈴木　仁一

　誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らせるよう、人と人とのつながりを大切にし、互いに支えあう地域社会の実現に向け、地域主体の福祉コミュ
ニティづくりやさまざまな福祉活動の支援、援護を必要としている人への自立支援などに取り組みます。

　高齢者が安心していきいきと暮らせるよう、地域において高齢者を見守り、支える仕組みづくりや、貴重な経験や知識・技術を生かし、生きがいと自信を持っ
て地域社会の一員として活躍できる高齢社会の実現に向け、地域包括ケアシステムの構築や介護予防、認知症施策の推進などに取り組みます。

　次代を担う子どもたちが健やかに成長するよう、安心して子育てを行い、すべての子どもたちがのびのびと育つための環境づくりに向け、保育の充実や放課
後等の子どもたちの居場所の確保、ひとり親家庭や社会的養護を必要とする子どもたちへの支援の充実、青少年の交流・体験の機会や場の充実などに取り
組みます。

　誰もが健康に暮らせるよう、地域に根ざした健康づくりへの取り組みや医療サービスが提供される環境づくりに向け、疾病予防などのライフステージに応じ
た健康づくりや救急医療体制の充実に取り組むほか、食の安全性の確保など、暮らしに密着した生活衛生の向上などに取り組みます。

１．ともに支えあう地域社会の実現のため、福祉文化の創造に努めます。

２．いきいきとした生活をおくることができる高齢社会の実現のため、一層の社会参加の促進と福祉サービスの充実を図ります。

３．次代を担う子どもたちの健やかな育成のため、子育て・子育ち環境の充実を図ります。

　■　局・区の役割・目標

４．障害者の自立と社会参加の推進のため、支援体制の充実を図ります。

　障害者が、地域社会の一員として、住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう、地域で支えあい、能力や適性に応じて自立した日常生活を営むことができる
社会の実現に向け、生活支援、就労支援や相談支援の充実を図るとともに、障害児を支援する療育体制の充実に取り組みます。

７２万市民のふれあいと支えあいによる　健康福祉都市　さがみはらの　実現を目指します。

　■　キャッチフレーズ

　■　局・区の運営の責任者

平成 年度 健康福祉局　運営方針　28

１．『常に社会情勢や国の動向を注視するとともに、市民ニーズの把握に努め、的確な対応を図ります。』
２．『相談窓口の連携強化を図るとともに、相談者の立場に立って、思いやりを持ち、的確な対応に努めます。』
３．『相模原市職員として、一人ひとりが強い自覚と誇りを持ち、市民サービスの充実に努めます。』
４．『法令遵守など常に公務員としての自覚を持ち、公私を問わず責任のある対応に努めます。』
５．『職員が改革意識を持ち、十分に能力を発揮することができる職場環境の醸成と、職員の健康保持に努めます。』
６．『効率的で適正な事務処理体制の構築に努めます。』

Ｎｏ．

1
　国において福祉・医療等に関する制度改正が進められるとともに、地方分権
改革などにより基礎自治体の権限が拡大している

現　　　状 課　　　題

・地域の実情を踏まえた新たな福祉・医療に係る環境整備の基盤となるよう策
定した計画に基づき、取り組みを推進する必要がある。
・国民健康保険の財政運営責任等の都道府県への移行など、社会保障・税一
体改革に的確に対応する必要がある。
・地方分権改革に伴う権限移譲について、引き続き、国の動向や市民ニーズ
を的確に把握し、対応する必要がある。
・平成30年4月施行の障害者総合支援法改正に係る国からの情報を、引き続
き的確に把握し、障害者施策の充実を図る必要がある。
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Ｎｏ． 現　　　状 課　　　題

2

　保育士等の保育人材の確保を目的とする「保育士・保育所支援センター事業」を県と3指定都市、中核市（横須賀市）による共同運営事業として実施し、保育関
係業務に関する職業紹介、潜在保育士データベースの管理・運営、センター事業の広報・周知を広域的に展開するとともに、就職支援セミナー・就職相談会を各
市で開催している。平成28年度についても、引き続き、県内各市において出張相談を実施するなど、連携内容の強化を図る。
　平成28年度から子ども・子育て支援新制度において実施される保育や子育て支援の各事業等の人材の確保と資質の向上を目的とする「子育て支援員研修事
業」を県と3指定都市・中核市（横須賀市）による共同委託方式で実施する。

3

4

7

　■　広域連携を視野に入れた取組

　災害時要援護者の支援をはじめとした災害対応体制の強化が求められてい
る

　急速な高齢化をはじめとした社会構造の多様化・複雑化に伴う疾病構造の
変化などへの対応が求められている

　地域コミュニティが希薄化している

・市内全22地区で実施している福祉コミュニティ形成事業について、評価・検証
を行い、地域の相談支援機能の更なる充実を図る必要がある。
・自治会、地区社協、ボランティアなど既存の地域コミュニティの連携と地域活
動の活性化を図る必要がある。
・社会から孤立している人たちに対する支援・見守り体制を充実させる必要が
ある。

・保健、福祉、介護、医療の更なる一体性が求められていることを踏まえ、将
来にわたって市民が安心して医療を受けることが出来る体制の充実に向け
て、医療機関や関係団体との連携を深めるほか、部局の横断的な調整機能
の強化を図り、医療や介護に係る人材の確保などに取り組む必要がある。

・「災害時要援護者避難支援ガイドライン」などにより、地域における支援体制
づくりを促進しているが、引き続き、高齢者、障害者、子どもなどの災害時要援
護者に対し、的確な支援ができるよう支援体制の強化を図るとともに、職員の
災害対応能力の更なる向上に取り組む必要がある。

5 　健康に対する市民の関心が高まっている

・ライフステージに応じて各種健康づくり事業を展開し、特定健康診査やがん
検診、歯科健診などの受診率の向上を図る必要がある。
・生活習慣病の予防や健康寿命の延伸に向け、運動習慣や健全な食生活の
定着を促進する必要がある。

6 　感染症や食中毒など健康危機管理等の更なる強化が求められている

・市民の生命と健康を守るため、新型インフルエンザ対策や結核対策など、感
染症に起因する健康危機への対策を推進する必要がある。また、国内で新た
に流行する恐れのある感染症に対し、的確に対応する必要がある。
・食品による健康被害を受けないよう、食品等関係営業施設への監視指導や
検査を更に充実させ、食品表示法施行に伴い食品等事業者への指導や関係
部局との連携の強化が必要である。
・快適な生活環境の確保に向け、環境衛生営業施設等の監視指導の強化等
に努め、動物の愛護と適正な飼育による人と動物との共生社会の実現を図る
必要がある。
・食品の安全確保、感染症の予防、生活環境の確保及び環境の保全を進める
ため、検査機能の強化を図り、調査研究機能、公衆衛生情報提供機能等の充
実に取り組む必要がある。

　少子高齢化が進行している

【少子化】
・急速な少子化の進行や、情報化社会の進展、地域コミュニティの希薄化に対
応するための子どもの育ちを支える機能の充実と人材の確保が求められてい
る。
・保護者の育児に対する不安や負担感を軽減させるため、安心して子どもを生
み育てられる環境をつくる必要がある。
・保育所や児童クラブの待機児童を解消する必要がある。
・子育て世代の経済的負担を軽減させる必要がある。
・生きる権利、いじめや虐待などから守られる権利など、子どもの権利を尊重
し、子どもたちが健やかに成長できるような環境をつくる必要がある。

【高齢化】
・第6期高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者が自立した日常生活を続けら
れるよう医療・介護の連携を推進し、地域での見守りや支援の充実など地域
包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを着実に推進する必要がある。
・特別養護老人ホーム等の整備促進については、入所者や待機者の状況等
把握をし、実態に即した取り組みを推進する必要がある。
・認知症の発生を防ぐ「早期・事前的な対応」や認知症になっても住み慣れた
地域で出来る限り暮らし続けることができるよう更に支援を強化する必要があ
る。
・高齢者の身体機能の維持向上や高齢者の出番と居場所、通いの場づくりの
促進を図るため、身近な地域で高齢者自身が自主的かつ継続的に介護予防
に取り組めるよう支援し、団塊の世代を含む高齢者の知識等を地域で生かす
市民意識の醸成や仕組みづくりが必要である。
・介護人材の育成、確保が急務となっている。
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　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

　目標どおり実施し、モデル地区において、
制度の狭間にいる方への支援を行うととも
に、関係機関や地域団体のネットワーク化に
取り組むことができた。

―

　地域福祉を推進するため、地域での福
祉活動の支援や福祉思想の普及などを
行います。

評
価

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

１．ともに支えあう地域社会の実現のため、福祉文化の創造に努めます。

1 ◎

地域福祉活動推進事業

　地域の相談支援機能の充実を図るため
に、福祉コミュニティ形成事業の補助メ
ニューの見直しについて検討する。

実
績

　22の地区社会福祉協議会で構成される市
地区社会福祉協議会と市社協と検討を行
い、補助メニュー等の見直しに向けた準備と
して、事業の実施状況、効果等を検証するこ
とができる事業実績報告書を作成した。

　地域の相談支援機能
の充実を図るために、
福祉コミュニティ形成事
業の補助メニューの見
直しを行う。

　市地区社会福祉協議会、市社協と補助メ
ニューの見直しについて検討を行ったことに
より、見直しを行わなければならないとの共通
認識を持つことができた。更に、見直しを行う
ために、各地区の事業内容、効果を検証す
るための統一的な実績報告書を作成すること
ができた。

　見直しによって、地域
の相談支援体制の整備
促進を図ることにより、
住民が気軽に相談でき
る場や機能の充実につ
ながる。

　平成28年12月の民生
委員・児童委員の一斉
改選に向け、定数の見
直しや民生委員協力員
制度の利用促進など、
民生委員・児童委員の
活動しやすい環境づく
りを推進する。

　社会福祉の増進に努めるため、民生委
員・児童委員の活動を推進します。
　また、民生委員の負担軽減を図るため、
民生委員協力員制度を導入します。

評
価
　目標どおり制度を導入し、委嘱についても
随時行っている。

―

3 ◎

民生委員・児童委員活動推進事業

　民生委員協力員制度を導入するととも
に、民生委員協力員制度の活用を促進
する。

実
績

　民生委員協力員制度の手引きを作成し、
各地区民生委員児童委員協議会の定例会
において、制度内容の説明を行った。
　10月1日から順次委嘱を行い、19人の委嘱
を行った。

2 ◎

地域福祉支援体制推進事業

　第3期地域福祉計画に基づくコミュニ
ティソーシャルワーカー（CSW）の配置に
より、住民相談支援活動の促進を図る。

実
績
　城山地区、田名地区、相武台地区をモデ
ル地区に指定し、各地区にCSWを配置した。

　第3期地域福祉計画
に基づくCSWの配置に
より、住民相談支援活
動の促進を図るととも
に、モデル事業の効
果、検証を行いCSWの
22全地区配置への準
備を行う。

　第3期地域福祉計画に基づき、地域住
民相互の支え合いによる共助の取り組み
の活性化を図るとともに、地域全体で支え
る支援体制を構築します。

評
価

①巡回相談の定期的な
実施
②ホームレス総合健診
の実施
③-1及び③-2　民間の
支援団体等と連携した
ホームレス等への自立
支援の充実

　ホームレス等が地域社会で自立し、安
定した生活を営むことができるようにする
ため、各種相談事業や保健医療の確保
などを推進します。

評
価

①通報等による随時訪問を含め、目標どおり
実施し、生活相談や助言等を行うほか、生活
保護に繋がるケースもあった。
②目標どおり実施したが、受診者は少ないた
め、受診増加に向けて事業の周知に努める。
③-1及び③-2　目標どおり実施した。事業結
果を検証し、支援の充実を図る。

―

4 ◎

自立支援相談・援護事業（ホームレ
ス等自立支援事業）

①巡回相談の定期的な実施
②ホームレス総合健診の実施
③-1及び③-2　民間の支援団体等と連
携したホームレス等への自立支援の充実

実
績

①巡回相談は、通報等による随時訪問を含
め、毎月実施した。
②ホームレス総合健診を実施した。（8月19
日）
③-1 民間の支援団体と協働で、「路上生活
者等自立支援事業」を実施した。
③-2　市の委託事業として、「一時生活支援
事業」を実施した。
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　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

①進学や就職等に困
難を抱える中学生・高
校生・若者に対する支
援の充実
②稼働年齢にある者に
対する就労準備、中間
的就労を含めた就労支
援の充実
③相談・申請段階の者
等も含め、ハローワーク
と一体となった就労支
援の充実
④高齢者、障害者等の
日常生活の自立を中心
とした支援の充実

　生活保護受給者が抱える様々な課題を
解消し、自立を促進するため、自立支援
相談員や関係機関等との協働により、就
労支援のほか、就労準備支援、子どもや
ニート・ひきこもり等の若者の学習支援や
居場所の提供、高齢者・障害者等の日
常・社会生活支援などを行います。

評
価

①目標どおり実施した。様々な課題を抱える
生活保護世帯の子ども・若者への学習支援
や居場所づくりにより、高校進学率の向上、
社会性の育成、自立に向けた意欲喚起等が
図られた。
②目標どおり実施した。すぐに一般就労に結
びつかない受給者に対して、前段階での支
援の充実を図った結果、就職に結びつく
ケースが増加するなど、成果が得られた。
③目標どおり実施した。福祉事務所が設置さ
れている施設内にジョブスポットが併設され
専門職員を配置したことで、生活保護受給
者、生活困窮者、住宅支援給付受給者、児
童扶養手当受給者に対する就労支援が効率
的・効果的に行えるようになり、対象者の増加
とともに、大きな効果も得られた。
④目標どおり実施した。高齢者等への自立・
社会参加等への支援を実施することで、社会
的に孤立しがちな高齢者等への幅広い支援
が図られた。

　きめ細かい支援策を
充実することで、経済的
自立のみならず、日常
生活自立、社会生活自
立など、それぞれの状
況に応じた自立の助長
が図られる。

5 ◎

生活保護受給者の自立支援事業

①進学や就職等に困難を抱える中学生・
高校生・若者に対する支援の充実
②稼働年齢にある者に対する就労準備、
中間的就労を含めた就労支援の充実
③相談・申請段階の者等も含め、ハロー
ワークと一体となった就労支援の充実
④高齢者、障害者等の日常生活の自立
を中心とした支援の充実（南区→3区）

実
績

①中学生を対象とした学習支援は、3区5会
場で実施した。また、商店街の空店舗等を活
用した居場所の提供により、高校生や引きこ
もり・高校中退などの課題を抱えた若者の社
会的な自立を支援した。
②稼働年齢にある受給者の就労支援の充実
を図るため、地域の諸団体等と協働しなが
ら、規則正しい生活や、社会との関わりを取り
戻すためのボランティア、就労体験等の場を
提供するなど、就労意欲の喚起から就労支
援までの、個々の受給者の状況に合った支
援を実施した。
③福祉事務所とハローワークとの連携による
就労支援を推進するとともに、南区、中央区
では、ハローワークによる職業相談・職業紹
介を行う「ジョブスポット」において、就労支援
に当たって専門性を生かした迅速な対応が
図られるようになった。
④各区において、高齢者世帯等の見守りや
生活課題の解決を図りながら安心して居宅
生活が継続できるよう支援するとともに、支援
の拠点として居場所を開設し、社会的な孤立
を防止するための社会参加機会創出等の支
援を行った。

①各事業の充実を図
る。
・自立相談支援事業
・就労支援、就労準備
支援
・その他個別支援
②支援の充実に向け、
関係機関等との連携体
制の構築を進めていく。

　生活保護に至る前の段階の生活困窮
者の自立支援を推進するため、相談窓口
の開設のほか、就労支援、就労準備支
援、子ども・若者の学習支援や居場所の
提供などを行います。

評
価

　目標どおり実施した。生活保護に至る前の
段階での支援の実施により、これまで制度の
狭間で支援できなかった方に対して、就労支
援や就労準備支援など個々に必要な対応が
可能となり、利用者の自立に向けた支援の推
進が図られるようになった。

―

6 ◎

生活困窮者の自立支援事業

　生活困窮者自立支援法の本施行によ
り、各事業の充実を図る。
・自立相談支援事業
・就労支援、就労準備支援
・その他個別支援

実
績

　法の本施行に伴い策定した「生活困窮者の
自立支援に関する取組方針」に基づき、自立
支援相談窓口による相談業務を核として、生
活課題等の把握・課題の整理を行いながら、
個別の支援を実施した。

　災害時要援護者避難
支援の取り組みの手引
き・事例集及び啓発ポ
スター等を活用し、各地
域において、避難支援
体制づくりが促進される
よう取り組む。
また、必要に応じて関
係機関と協力し、各福
祉施設独自のマニュア
ル作成が促進されるよう
取り組む。

　災害時要援護者避難支援ガイドライン
の普及啓発などにより、地域において災
害時要援護者の避難支援体制の構築が
早期に図られるよう支援するとともに、避
難所等で生活する災害時要援護者が必
要とする物資の備蓄を進めます。

評
価

①自治会長会議など様々な場面を通じ、周
知を行ったことにより、次第に、地域での災害
時要援護者避難支援体制づくりの意識が浸
透してきている。
②福祉避難所運営に関するガイドライン（民
間施設用）の説明を民間施設の会議等で行
い、相模原中央支援学校で独自のマニュア
ルが作成されるなど、促進が図られた。
　また、防災資機材の備蓄も予定どおりに進
んでいる。

―

7 ◎

災害時要援護者避難支援事業

①災害時要援護者避難支援の取り組み
の手引き・事例集及び啓発ポスター等を
利用し、全市的な普及に取り組む。
②福祉避難所指定施設等へガイドライン
の説明を行い、各施設独自のマニュアル
作成の促進を図る。

実
績

①「災害時要援護者避難支援ガイドライン」
に基づき、各地区自治会長会議等での説明
や広報等によって制度周知を図ったことによ
り、市から「同意者名簿」を提供するための協
定を新たに締結した8支援組織も含め、避難
支援体制づくりに取り組んでいる自治会数は
303となった。
②高齢者福祉施設協議会及び障害福祉事
業所協会の役員会や理事会、施設長会議等
において福祉避難所運営に関するガイドライ
ン（民間福祉施設用）の説明を行い、開設・
運営マニュアルの作成を促した。
また、防災資機材の計画的な配備を行った。

4
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Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
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連携の
有効性事務事業の概要
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　国の制度に基づい
て、年度の前半と後半
に、適切に給付措置を
行う。

　所得の低い方々に対し、消費税率引上
げによる影響緩和や消費の下支えを図る
ため、臨時福祉給付金等を給付します。 評

価
　対象となる方へ給付金を適切に給付するこ
とができた。

―

8 ◎

臨時福祉給付金等給付事業
（国事業）

　国の制度に基づき、適切に給付措置を
行う。

実
績

支給人数　88,606人
支給金額　531,636,000円
（1人あたり6,000円を支給）

　高齢者がボランティア活動を通じて地域
貢献することを奨励し、高齢者自身の社
会参加を通じた介護予防及び生きがいづ
くりを促進します。高齢者が一定のボラン
ティア活動を行った場合に、活動実績を
ポイントとして蓄積し、ポイントに応じ、交
付金として還元します。

評
価

　市社会福祉協議会にボランティアのコー
ディネイト、研修会等を委託し、ボランティア
の利便性の向上を図るとともに、ボランティア
セミナーにおける説明会の実施や、市内公
共施設やバス車内への事業ポスターの掲出
やチラシの配布など積極的に周知活動に努
めたものの、ボランティア登録者数は目標を
下回ってしまった。
　今後、あらゆる機会を捉え、多くの高齢者に
対して、より一層、効果的な普及・啓発活動
を行っていく。

―

　平成27年度からの制度改正に的確な対
応をするとともに、市民や事業所等にわ
かりやすい周知・広報に努めます。

評
価

２．いきいきとした生活をおくることができる高齢社会の実現のため、一層の社会参加の促進と福祉サービスの充実を図ります。

1 ◎

介護保険制度改正への的確な対応

　平成27年度からの制度改正（第6期）の
着実な推進
①保険料・負担割合など、改正内容等の
市民・事業所等への周知・広報等の実施
②新しい地域支援事業の見直しに向けた
より具体的な検討

実
績

①介護保険制度改正の周知等について、改
正内容を一覧出来るパンフレットを全被保険
者へ個別送付するとともに、新たに「介護保
険制度改正専用コールセンター」を平成27
年5月7日～同年7月31日まで開設し、既存
周知方法（市HP・広報紙）に加えたきめ細か
な周知を実施した。
②平成28年4月からの「介護予防・日常生活
支援総合事業」実施に向け、保険高齢部内
での連携を図りながら具体的な検討を行い、
介護保険課としての必要な財政措置や管理
システム等の改修等を実施した。

　介護保険制度全般の
着実な推進
①きめ細かな制度周知
の継続、消費税再増税
における更なる保険料
軽減強化への対応。
②介護給付適正化事
業の更なる事業展開
（ケアプラン点検事務
等）。

　地域包括ケアシステムの中核的機関と
しての役割を担う高齢者支援センター（地
域包括支援センター）の充実を図るため、
介護予防マネジメントの推進や職員体制
を強化するとともに、総合相談体制の充
実を図ります。

評
価

　目標どおり職員の増員とセンターの増設を
行い、高齢者の総合相談・支援等の体制の
強化及び利便性の向上等を図った。

―

3 ◎

地域包括支援センター運営事業
（愛称：高齢者支援センター）

①職員体制168人
②センターの3か所増設

実
績
①職員体制168人
②センターの3か所増設

4 ◎

高齢者大学運営事業

①修了率：98%
②満足度：86%

実
績

①修了率：96.9%
②満足度：87.3%
※入学者は1,152名、修了者は1,117名で
あった。

①制度周知と合わせ、例年入電ピークとなる
介護保険料当初納入通知書発送時期の6月
で比較すると、前年比入電数約6.5%軽減（約
730件）が同時に図られた。
②総合事業開始における所管での変更部分
は概ね予定どおり準備出来た。

―

　職員体制169人

2 ◎

介護支援ボランティア事業～さがみ
はら・ふれあいハートポイント事業～

　登録者数1,000人

実
績
　登録者数　958人（124人増） 　登録者数1,170人

①通年講座修了者の
　修了率98%
　満足度87%
②高齢者の社会参加を
促進するため、短期講
座を新設。（10講座）

　高齢者が心身ともに健康で生きがいと
喜びに満ちた生活を送るため、多様な学
習ニーズにあった講座を開催します。

評
価

①修了率は目標を下回ったが、引き続き講
座内容の充実に努めるなど修了率の向上に
取り組んでいく。
②満足度は、目標を達成した。

―

5
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5 ◎

シルバー人材センター支援事業

①会員数：3,900人
②受託件数：27,000件
③就業率：87%
④就業延べ人員：313,000人

実
績

①会員数　　　3,529人
②受託件数　 26,071件
（ともに平成28年3月末日現在）
③就業率　　　86．3%
④就業延べ人員　303,430人

①会員数3,700人
②受託件数27,000件
③就業率87%
④就業延べ人員
315,000人

　高齢者の能力を生かした活力ある地域
社会づくりを進めるため、シルバー人材セ
ンターの運営を支援します。

6 ◎

高齢者の地域活動支援事業

①地域活動実践講座のアンケートによる
今後の社会貢献活動参加への意欲度：
80%以上
②地域貢献講座の受講者数110人

実
績

①社会貢献活動参加への意欲度
　第1回　実践講座　意欲度85．7%
　第2回　実践講座　意欲度100.0%

②地域貢献講座の受講者数100人

①地域活動実践講座
のアンケートによる今後
の社会貢献活動参加
への意欲度：85%以上
②地域貢献講座の受
講者数120人

高齢者の長年培ってきた知識や経験を
社会貢献活動に生かせる仕組みを構築
するため、ボランティア活動や地域活動
に関する情報の一元化等を図るとともに、
地域で活動するための講座を開催しま
す。

評
価

社会貢献活動参加への意欲度は、第1回、
第2回ともに目標を上回ったが、受講者数は
目標を下回った。今後は、市民ニーズをより
的確にとらえ、講座内容や実施方法の改善
を図るとともに効果的な周知に取り組んでい
く。

―

　介護保険制度の改正に的確に対応し、
身近な地域において、高齢者の心身の
状態や生活環境に応じた介護予防事業
を実施します。 評

価

①②目標どおり実施した。今後、総合事業へ
の移行に伴い、住民が主体的に継続して介
護予防活動に取り組めよう一般介護予防事
業として実施していく

―

評
価

　平成27年度目標値を下回る結果となった。
①会員数の減少は民間企業の60歳以降の
雇用延長など社会情勢の変化によるものと考
えられる。
②受託件数、③就業率、④就業延べ人員に
ついては、自転車駐車場管理業務等、大口
の業務が民間事業者へ移行したことにより一
時的に減少した。
　しかしながら、日々の新規事業所開拓に努
めたことにより、民間企業やスーパーなどから
の受託件数が堅調に伸びているとともに、平
成26年度より開始した相模シルバーそよ風
サービス（ワンコインサービス）の受託件数も
増加傾向にあるなど、急激な落ち込みは回
避されている。
　引き続き就業機会の開拓や提供に努めるこ
とにより、会員数・受託件数・就業率等が増加
するよう支援する。

―

7 ○

介護予防事業

①生活リハビリ相談の延べ利用者数：実
績313人を上回る利用者数の拡大を図
る。
②地域介護予防事業の延べ参加者数：
実績の13,367人を上回る参加者数の拡
大を図る。

実
績

①生活リハビリ相談 利用者数385件
②地域介護予防事業の実施・拡大を図っ
た。［延べ参加者数：16,250人（実施回数：
825回）］

―

8 新

一般介護予防事業

―

実
績

―

①いきいき百歳体操の
普及　実施団体数：22
団体
②地域介護予防事業
の実施、及び自主グ
ループ化の支援。
③住民が身近な地域で
主体的に介護予防活
動を支援するための生
き活きシニアのための
活動補助金事業の実
施：45団体

　全ての高齢者を対象に、身近な地域で
住民が主体となって介護予防活動に取り
組むことができるよう一般介護予防事業を
実施します。

評
価

― ―

6
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9 ◎

―

認知症対策事業

①認知症の医療と介護の連携強化のた
め、認知症地域連携パス（支え手帳）の
普及、周知を図り、関係者への認知度を
高める。
認知症地域連携パス（支え手帳）発行数：
25件
②認知症になってもできる限り住み慣れ
た地域のよい環境で暮し続けるために、
認知症の人やその家族に関わる「認知症
初期集中支援チーム」を設置し、モデル
的に支援を行い、平成28年度の本格実
施に向けて検証を行う。
③認知症サポーターを2,400人養成す
る。

実
績

①認知症地域連携パス（支え手帳）発行数：
8件
②10月より認知症初期集中支援チームの活
動を試行的に開始した。受理件数22件
③認知症サポーター養成数 5,708人

①認知症の医療と介護
の連携強化のため、認
知症地域連携パス（支
え手帳）を全市で広く活
用、普及、周知を図り、
関係者への認知度を高
める。
認知症地域連携パス
（支え手帳）発行数：25
件
②認知症になってもで
きる限り住み慣れた地
域のよい環境で暮し続
けるために、認知症の
人やその家族に関わる
「認知症初期集中支援
チーム」の活動を広く関
係者に周知し実施して
いく。
③認知症サポーターを
養成する。：目標2,400
人

　認知症に対する総合的な取り組みを進
めるため、拠点となる認知症疾患医療セ
ンターを中心として、医療・介護の連携を
更に強化するとともに、早期発見と適切な
介護サービス等を提供します。また、情報
の共有を図るため、認知症地域連携パス
の普及に努めます。市民の認知症に対す
る知識の普及や理解を促進するため、認
知症サポーターの養成や認知症講演会
を実施するほか、認知症の人やその家族
を支援するため、徘徊検索サービス等を
提供します。

評
価

①発行数は目標に届かなかったが、今後、
認知症地域連携パス（支え手帳）がより一層
活用されるよう、平成28年度から全市で発行
することについて、関係者によりワーキングを
開催し、実施に向け調整を行った。
また、平成27年度に試行的に初期集中支援
のケースに対し発行を行った。
②目標どおり実施した。今後は、支援を必要
とする人が認知症初期集中支援チームの支
援につながるよう、認知症初期集中支援事業
の周知・啓発に努めていく。
③認知症サポーターの講師役となるキャラバ
ン・メイトの連絡会を設立し、キャラバン・メイト
の活動を支援するとともに、学校や職域に働
きかけを行ったことなどにより目標を大きく上
回った。今後も関係機関に働きかけを行い、
認知症サポーターの養成に努めていく。

　ひとり暮らし高齢者等の支援を強化する
ため、行政情報を活用し、民生委員と高
齢者支援センター（地域包括支援セン
ター）の連携による戸別訪問を実施しま
す。また、民間事業者等とも協力し、地域
におけるネットワークの構築を図ります。

評
価

①目標どおり実施し、対象者の内支援が必
要であると判断した高齢者80人について、高
齢者支援センター（地域包括支援センター）
が必要なサービス等につなげた。
②目標どおり実施した。今後も更なる連携に
努める。
③第1層コーディネーターを配置し、地域資
源の把握や第2層コーディネーターの配置準
備を進めた。

―

11 ◎

市民後見人養成事業

　市民後見人養成研修を実施する。
研修参加者15名

実
績
　市民後見人養成研修を実施した。
実践研修修了者：18名

①実践研修修了者を対
象に、現場研修を実施
する。
対象者：18名程度
②市民後見人養成研
修2期生の募集及び研
修を実施する。
対象者：15名程度

　認知症高齢者等を身近な地域で支える
仕組み作りを推進するため、相模原市に
おいて市民後見人を養成するとともに、
後見活動を行うための支援体制を構築し
ます。

評
価
　目標どおり実施し、市民後見人の養成を進
めることができた。

―

10 ◎

地域ケア体制推進事業（地域包括ケ
アシステムの構築）

①ひとり暮らし高齢者等戸別訪問事業を
通じ必要な支援につなげる。
②地域ケアサポート医との連携につい
て、周知を図っていく。
③市区に生活支援コーディネーターを5
名配置する。

実
績

①民生委員等により市内全地区で約10,000
人のひとり暮らし高齢者等への訪問を実施し
た。
②研修等で連携について周知を行った。
相談件数123件、地域ケア会議出席2回
③市及び区に第1層生活支援コーディネー
ターを5名配置した。

①ひとり暮らし高齢者等
戸別訪問事業を通じ必
要な支援につなげる。
②地域ケアサポート医
との連携について、周
知を図っていく。
③日常生活圏域ごとに
第2層生活支援コー
ディネーターを29名配
置する。

12 ◎

介護人材の確保・育成事業

介護職員等就労意識調査の実施

介護人材の確保・育成を図るため、採用
後のキャリアアップ支援や職員を対象とし
た階層別研修を開催するとともに、介護
職のイメージアップや介護分野における
医療的ケアの促進を図ります。

実
績

介護職場で実際に勤務されている介護職員
の方々に就労状況を把握するため、個別調
査を実施した。
・調査期間：
平成27年10月30日（金）～11月20日（金）
・発送件数：3,009件
・有効回答数：1,282件
・有効回答率：42.6%

・介護人材確保推進事
業（就職相談会等の開
催）の推進及び各種研
修の実施
・介護人材確保方策の
検討

評
価

介護人材の確保は喫緊の課題であることか
ら、今後の人材の確保・育成に取り組むため
の基礎資料とすることができた。

―

7



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

評
価

　重度要介護者の待機者解消等に向け、特
別養護老人ホーム等の整備を進めている。ま
た、グループホームについては予定どおり3
施設54床の整備が完了することができた。

―

13 ◎

特別養護老人ホーム等の整備促進

①特別養護老人ホーム　140床（（仮称）
マナーハウス麻溝台140床）
②グループホーム　54床（3施設）

　緊急性が高い要介護4及び5の重度待
機者などの解消に向け、特別養護老人
ホーム等の建設に対し助成し、整備促進
を図ります。

実
績

①特別養護老人ホーム　140床（（仮称）マ
ナーハウス麻溝台140床、H27着工）
②グループホーム　54床（3施設、H27整備完
了）

①特別養護老人ホーム
140床（（仮称）マナーハ
ウス麻溝台140床、H28
整備完了）
②グループホーム　63
床（3施設、H28整備完
了）

介護予防・生活支援サービス事業

―

　平成27年度の介護保険制度の改正に
より、全国一律の基準により介護予防給
付として実施していた訪問や通所介護な
どの介護保険サービスを市の基準による
総合事業に移行することにより、高齢者の
介護予防と日常生活の自立の支援を図り
ます。 ―

15 新

在宅医療・介護連携事業

―

14 新

実
績

―

①4月から現行相当
サービス及び短期集中
予防サービスを実施す
る。
②基準緩和サービスの
事業者の参入促進。
③住民主体サービスの
担い手の発掘。

　在宅医療・介護の連携推進について
は、平成27年4月の介護保険法の改正に
より、同法の地域支援事業における包括
的支援事業の一つとして位置づけられ
た。
　地域包括ケアシステムの構築に向け
て、更に具体的な取り組みを進めていく
必要があることから、地域における医療・
介護の関係機関が連携して、包括的かつ
継続的な在宅医療・介護を提供する体制
を整備します。 ―

評
価

―

実
績

―

①在宅医療・介護連携
推進会議を開催する。
②介護支援専門研修
及び多職種研修を実施
し、知識、能力及び
サービスの質の向上を
図る。
③市民講演会の実施に
より、在宅医療・介護に
ついての理解を深め
る。

評
価

―

　11月の児童虐待防止
推進月間において集中
的な広報・啓発活動等
を行う。

　要保護児童の早期発見、早期対応を図
るため「相模原市要保護児童対策地域協
議会」を運営するとともに児童虐待の未然
防止のための諸事業を実施します。 評

価

　目標どおり実施した。産・学・官の連携によ
り、ウェルネスさがみはらのライトアップ、児童
虐待防止のシンボルマークであるオレンジリ
ボンとメッセージカードの配布、映画「うまれ
る」の上映会実施、さがみはらフェスタへの出
展による啓発活動、パネル展示及び懸垂幕・
のぼり旗の掲示の実施などにより、児童虐待
の未然防止等について意識啓発を図った。

―

3 ◎

児童虐待防止事業

11月の児童虐待防止推進月間において
集中的な広報・啓発活動等を行う。

実
績
　11月の児童虐待防止推進月間に各種広報
啓発活動を行った。

―

①児童精神科医による
医学的助言指導
実施回数　42回
②外部有識者による
スーパーバイズの実施
6回（予定）

　複雑かつ困難な児童に関するさまざま
な問題に適切に対応するため、医師等の
専門的な見地による助言の活用や相談
受付体制の充実を図り、児童や保護者に
対する支援体制を強化します。 評

価
　目標を下回ったが、医師からの適切な助言
指導を受け、より効果的な支援を実施した。

―

2 ◎

児童相談所機能強化事業

　児童精神科医による医学的助言指導
実施回数　42回

実
績
　児童精神科医による医学的助言指導
実施回数　40回

３．次代を担う子どもたちの健やかな育成のため、子育て・子育ち環境の充実を図ります。

1 ◎

子ども・子育て支援新制度への的確
な対応

　子ども・子育て支援新制度の円滑な施
行に向け、
①広報さがみはら等を活用した積極的な
市民周知
②施設入所に当たっての市民向け説明
会の開催
③制度に対応した電子システムの改修

実
績

①広報さがみはら6月15日号（地域型保育事
業）、10月1日号（市民向け説明会の案内、幼
稚園新入園児募集案内）、10月15日号（保育
所、認定こども園等利用申込み案内）に記事
を掲載した。
②平成28年度施設入所に当たっての市民向
け説明会を各区で開催した。（10月17、18
日）
③新規施設等の登録、入所受付及び支給認
定事務、給付事務、利用者負担額徴収事務
に対応するための電子システムの構築及び
改修を行った。

　子ども・子育て支援新
制度の円滑な施行に向
け、
①広報さがみはら、市
ホームページ等を活用
した積極的な市民周知
を行う。
②新年度の施設入所に
当たっての市民向け説
明会を、10月頃に各区
で開催する。
③多子軽減制度等、制
度改正に対応した電子
システムの改修を行う。

　子ども・子育て支援新制度への的確な
対応をするとともに、市民や事業所等に
わかりやすい周知・広報に努めます。

評
価

　広報活動、市民向け説明会の開催、電子
システム構築及び改修等、予定どおり実施し
た。

8



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

①ふれあい親子サロン
事業の実施
27会場・年間297回
②子育て広場事業の実
施
実施施設を2か所、実
施日を114日増やし、充
実を図る。
③地域子育て支援拠点
事業の実施
市内4か所において実
施

　保護者の育児不安を解消するため、保
健師・保育士のほか、民生委員・児童委
員、子育てサポーターなど地域のスタッフ
が育児や遊びのヒントを提供するほか、身
体測定を行うとともに、地域子育て支援拠
点事業を実施することにより、乳幼児とそ
の保護者の居場所づくりなど、子育て環
境の充実を図ります。

評
価

　目標どおり実施した。乳幼児と保護者が集
える場を提供し、保護者の育児不安の軽減
を図った。②については、目標どおり実施し、
年間41,622名の参加があった。

―

9 ◎

ふれあい親子サロン事業等の推進

①ふれあい親子サロン事業の実施
27会場・年間297回
②子育て広場事業の実施
実施日を85日増やし、充実を図る。
③地域子育て支援拠点事業の実施
市内4か所において実施

実
績

①ふれあい親子サロンの開催
（27会場、年間297回）
②子育て広場事業の実施
こどもセンター14館
年間1,299日（107日増）
③地域子育て支援拠点事業
（市内4か所で実施）

　引き続き新規開設に
向けた検討を進めるとと
もに、より一層の事業周
知を図ることで各施設
の利用率向上を図る。

　保護者の子育てと就労の両立を支援す
るため、保育所に在園する児童が病気回
復期に至らない場合や病気回復期のた
め通常の集団保育が困難な場合に、独
立した専用の施設で一時的に保育を実
施します。

評
価

　病児保育という特殊性から、通常の保育に
加え医療・看護体制の確立が求められること
から、事業者を確保するための方策を検討す
る必要がある。

―

8 ◎

病児・病後児保育事業

　各区における施設の利用状況等を踏ま
えつつ、新規開設に向けた検討を進め
る。

実
績

　施設の新規開設には至らなかったが、今後
の事業運営に資するため、医師会等の協力
を得て利用者等に対するアンケート調査を
行った。

　「相模原市公立特定
教育・保育施設あり方
懇話会」を設置し、同懇
話会の意見を聴取しな
がら、基本指針の案の
策定に向け検討を進め
る。

　津久井地域の個々の保育の状況を考
慮し、健全な保育環境の確保と保育サー
ビスの充実をめざすため、市立保育所の
適正な配置などを行います。また、市立
幼稚園のあり方と整合を図りながら、幼稚
園、保育所の一体的な保育と施設の整備
を進めます。

評
価
　検討体制が固まったことから、懇話会から
意見を聴取しながら、更なる検討を進める。

―

7 ◎

保育所待機児童対策推進事業
（津久井地域の幼保一体的な保育・
施設整備の推進）

　津久井地域の幼保一体的な保育・施設
整備の推進に向けた検討と公立保育所
の民営化に向けた検討を併せて進める。

実
績

　津久井地域の幼保一体的な保育・施設整
備の推進の検討を公立保育所等のあり方の
検討と併せて進めるため、検討体制について
庁議を行い、多様な意見の聴取の場として
「相模原市公立特定教育・保育施設あり方懇
話会」を設置することとした。

　保育所待機児童の解
消に向け、子ども・子育
て支援事業計画に基づ
き、保育所や地域型保
育事業等の施設整備に
より680人の定員拡大を
図る。

　待機児童の解消を図るため、民間保育
所の整備や認定保育室の運営に対する
支援、家庭的保育者が自宅等で児童を
預かる保育サービスの実施などにより、受
入枠の拡大を進めていきます。

評
価

平成27年4月1日時点の保育所待機児童ゼロ
を達成したが、引き続き高まる保育需要を踏
まえ、当初予定を超える民間保育所の施設
整備等を実施した。また、認定保育室の認可
保育所や小規模保育事業への移行促進に
取り組んだことにより受皿の拡充を図った。

―

5 ◎

保育所待機児童対策推進事業

　保育所待機児童の解消に向け、子ど
も・子育て支援事業計画に基づき、保育
所や地域型保育事業等の施設整備によ
り889人の定員拡大を図る。

実
績

・民間保育所、小規模保育事業等の整備、
認定保育室の認可化等により1,060人の認可
保育所等の定員増を図った。
・各区に配置している保育専門相談員を増
員するなど相談体制の強化、認定保育室の
利用促進を図った。

①子どもの権利侵害に
関する相談窓口の周知
に努めるとともに、相談
に対しては相談室の特
長を生かし適切に対応
する。
②子ども権利条例の周
知のため積極的な周
知・啓発活動を行う。

　子どもを一人の人間として尊重し、未来
を担う子ども一人ひとりが安心して生き生
きと暮らすことができる地域社会の確立を
めざし、子どもの権利の保障を図る取り組
みを進めていきます。

評
価

①子どもの権利条例に定めた、子どもの権利
侵害に関する相談窓口の開設及び子どもの
権利救済委員の配置を実現することができ
た。今後は、権利侵害に悩む子どもが相談に
つながるよう、相談窓口の更なる周知に努め
る。
②条例の制定を知らない市民も多いため、更
なる周知・啓発に努める。

―

4 ◎

子どもの権利推進事業

①条例に基づく、子どもの権利侵害に関
する相談・救済の窓口を開設する。
②子ども権利条例の周知のため積極的
に広報・啓発活動を行う。

実
績

①平成27年3月に制定した「子どもの権利条
例」に基づく、子どもの権利侵害に関する相
談・救済の窓口を開設した。
②子どもの権利と条例に対する理解と関心を
深めるため、パンフレットの配布やいじめ
フォーラム内で子どもの権利講演会を実施し
た。

6 ◎

公立保育所のあり方の検討

　公立保育所の民営化に向けた検討を津
久井地域の幼保一体的な保育・施設整
備の推進の検討と併せ進める。

実
績

　公立保育所等のあり方の検討を津久井地
域の幼保一体的な保育・施設整備の推進の
検討と併せて進めるため、検討体制について
庁議を行い、多様な意見の聴取の場として
「相模原市公立特定教育・保育施設あり方懇
話会」を設置することとした。

　「相模原市公立特定
教育・保育施設あり方
懇話会」を設置し、同懇
話会の意見を聴取しな
がら、基本指針の案の
策定に向け検討を進め
る。

　限られた財源や人材を有効活用し、待
機児童の解消や多様化する保育ニーズ
へ対応するため、公立保育所の民営化に
向け具体的内容を検討します。

評
価
　検討体制が固まったことから、懇話会から
意見を聴取しながら、更なる検討を進める。

―

9



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

―

　神奈川県県北地域児童相談所の土地・
建物を譲り受け、市児童相談所として整
備を進め、専門的な支援の充実を図りま
す。

評
価

　目標どおり実施した。新たに施設を設置し
たことにより、児童に対する専門的な支援の
さらなる充実に向けて取り組みを進めることが
可能となった。

―

17 ○

児童相談所整備事業

　児童相談所の敷地内に新たな施設を
リース方式により設置し、児童の特性に応
じた個別対応等を実施する。

実
績
　敷地内に新たな施設をリース方式により設
置した。

　平成28年度中の改定
に向け、児童クラブの対
象年齢の拡大方針や、
民間児童クラブとのさら
なる連携方策、総合的
な放課後対策等につい
て、検討を行う。

　市立児童クラブの対象年齢や育成料の
適正化、更なる民間活力の活用方法な
ど、総合的な放課後対策を検討し、「さが
みはら児童厚生施設計画」に反映しま
す。 評

価
　目標どおり実施した。平成28年度中の改定
に向け、引き続き検討作業を継続する。

―

16 ◎

「さがみはら児童厚生施設計画」の
見直し

　平成28年度中の改定に向け、児童クラ
ブの対象年齢の拡大方針や、民間児童
クラブとの役割分担、総合的な放課後対
策等について、検討を行う。

実
績

　外部関係者で構成される協議会及び庁内
検討会議を設置し、総合的な放課後対策等
について、計画の見直しに向けた意見聴取
を行った。

―

　老朽化が進み、補強等の対応が必要な
児童館について建替を行います。 評

価

　目標どおり実施した。今後も安全・安心な子
どもの遊び場、居場所づくりに取り組んでい
く。

―

15 ○

老朽化した児童館の建替

　老朽化した児童館2館の建替
・しんふち児童館
・南新町児童館

実
績
　しんふち児童館・南新町児童館の2館につ
いて建替を実施した。

外壁改修：1館（並木）
空調機更新：1館（上溝
南）

　児童に健全な遊びを与え、その健康を
増進するとともに情操を豊かにし、もって
青少年の健全育成を図るため、こどもセ
ンターの計画的な改修を行い、児童の安
全・安心な居場所づくりの推進及び施設
の延命化を推進します。

評
価

　目標どおり実施した。今後も安全・安心な子
どもの遊び場、居場所づくりに取り組んでい
く。

―

14 ◎

こどもセンター改修事業

外壁改修：2館（二本松、相模台）
空調機更新：1館（清新）

実
績

　二本松こどもセンター、相模台こどもセン
ターの2館について外壁改修を実施した。ま
た、清新こどもセンターについて空調機更新
を実施した。

①平成28年度7箇所拡
大実施
②平成29年度7箇所拡
大実施に向けた運営体
制の確立

　放課後における子どもたちの安全で健
やかな居場所づくりを推進するため、小
学校の余裕教室や児童館、こどもセン
ターを活用し、全学年の児童を対象に、
地域の人たち等との遊びなどを通して
様々な体験の場を提供します。 評

価
　目標どおり実施した。今後も放課後子ども
教室事業の拡大実施に取り組んでいく。

―

13 ◎

放課後子どもプラン推進事業
（放課後子ども教室事業の実施）

①平成27年度7箇所拡大実施
②平成28年度7箇所拡大実施に向けた
運営体制の確立

実
績

①こどもセンター4館（大島、星が丘、並木、
相模台）、児童館3館（作の口、弥栄、大野台
第1）の7箇所において放課後子ども教室事
業を新たに実施した。
②平成28年度の実施に向けて、こどもセン
ター4館（向陽、清新、鹿島台、麻溝）、児童
館3館（四ツ谷、南新町、しんふち）の7箇所
について運営体制を確立させた。

　民間児童クラブにつ
いて安定的な運営が行
われるよう支援策の充
実を図り、施設数及び
受入れ児童数の拡大を
図る。

　地域における放課後児童健全育成事
業と待機児童解消を図るため、民間の放
課後児童クラブを運営している事業者等
に対し、経費の一部を補助します。 評

価

　目標どおり実施した。今後も民間児童クラ
ブを運営している事業者に対し、継続的な支
援を行い、待機児童解消を図っていく。

―

12 ◎

放課後子どもプラン推進事業
（放課後児童クラブ運営費等補助）

　民間児童クラブについて安定的な運営
が行われるよう支援策の充実を図り、施設
数及び受入れ児童数の拡大を図る。

実
績

　事業者に対し継続的な支援を行うことで、
民間児童クラブの受入れ児童数が増加した
（51人増）。

　児童館機能のある児
童厚生施設の整備：1
施設　子どもたちが自由に過ごすことができる

居場所をつくるために、「さがみはら児童
厚生施設計画」に基づき、こどもセンター
や児童館のない小学校区において、地
域の実情や地理的状況等を踏まえ、学校
周辺等の公共施設や市有地を活用した
児童館機能のある施設を整備します。

評
価
　開設準備中の2施設については、平成28年
夏頃の運営開始に向けて準備を進めていく。

―

11 ◎

放課後子どもプラン推進事業
（児童厚生施設整備）

　児童館機能のある児童厚生施設の整
備：3施設

実
績

　3施設のうち2施設について、運営開始に向
けた準備を進めた。
（開設準備：2施設、次年度送り：1施設）

　児童クラブ待機児童
の解消に向け、施設整
備、改修等により150人
以上の定員拡大を図
る。
①施設整備による定員
拡大
②余裕教室改修による
定員拡大
③こどもセンター諸室
放課後活用による定員
拡大

　保護者が就労等により昼間家庭にいな
い小学校児童の健全な育成を図るため、
待機児童数の多い児童クラブの受入人
数の拡大に向け、施設の整備や改修を
行います。

評
価

　当初、整備を予定していた児童クラブ以外
にも緊急的に施設整備等を行い、当初の予
定を上回る定員拡大を実現した。

―

10 ◎

放課後子どもプラン推進事業
（児童クラブの再整備・改修）

　児童クラブ待機児童の解消に向け、施
設整備、改修等により150人以上の定員
拡大を図る。
①施設整備による定員拡大
②余裕教室改修による定員拡大
③こどもセンター諸室放課後活用による
定員拡大

実
績

　施設整備、改修等により344人の定員拡大
を行った。
①施設整備による定員拡大（40人増）
谷口台（40人）
②余裕教室改修による定員拡大（95人増）
清新（30人）、相武台（15人）、桜台（20人）、
若草（30人）
③こどもセンター諸室放課後活用による定員
拡大（109人増）
上鶴間（20人）、橋本（26人）、向陽（25人）、
鹿島台（20人）、田名（18人）
④既存施設の定員の見直し（100人増）
12クラブ

10



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

―

　消費税率引き上げの影響等を踏まえ、
子育て世帯に対して、子育て世帯臨時特
例給付金の給付を引き続き行います。

評
価
　適切に給付措置を行うことができた。 ―

22 ○

子育て世帯臨時特例給付金支給事
業（国事業）

　国の制度に基づき、適切に給付措置を
行う。

実
績
支給数　約51,000件
児童数　約83,000人

　「子ども・若者支援協
議会」の運営を継続し、
関係機関からの情報の
収集及び共有、支援・
相談機関の窓口の更な
る市民周知、関係機関
との連携の強化等に取
り組み、支援の充実を
図る。
会議等開催予定
代表者会議：1回
実務者会議：2回
講演会　　　：1回

　社会生活を円滑に営む上で困難を有
する子ども・若者の問題に対応するため、
「子ども・若者支援協議会」を通じて、連
携の強化を図るとともに、シンポジウムの
開催等により、困難を有する子ども・若者
に対する市民の理解を深めます。

評
価

　関係機関の連携を深めるため、代表者会
議及び実務者会議を開催し相談窓口の連携
を図ることができた。今後もさらに支援の窓口
の充実に努めていく。また、市民向けのシン
ポジウムの開催やリーフレットの配布により、
広く周知を行うことができた。

―

21 ◎

子ども・若者育成支援推進事業

　「子ども・若者支援協議会」の運営を継
続し、関係機関からの情報の収集及び共
有、支援・相談機関の窓口の更なる市民
周知、関係機関との連携の強化等に取り
組み、支援の充実を図る。
会議等開催予定
代表者会議：1回
実務者会議：2回
講演会　　　：1回

実
績

　「子ども・若者支援協議会」を通じて、各関
係機関との支援における連携や情報交換に
努めた。また、シンポジウム「子どもの遊び
場・居場所づくりについて学ぶ・つながる」の
開催（参加人数30人）、相談・支援機関リーフ
レットを配布した。
会議等の開催
代表者会議：1回
実務者会議：2回
講演会　　　：1回

　「家庭の日」及び「青
少年健全育成啓発」の
作品を募集する。
写真・標語
絵画・メッセージ
延べ応募件数750点　地域社会における青少年を取り巻く健

全な社会環境づくりをめざすため、社会
環境健全化活動や啓発・情報提供活動
を行うとともに、青少年健全育成組織等の
活動を支援します。 評

価

　広報誌や各小・中学校へチラシを配布する
など広く周知を行ったが、目標を下回った。
入選作品については巡回展示、ポスターの
作成・配布等により広く普及啓発を行った。
今後も地域社会における青少年を取り巻く健
全な社会環境づくりのため、各種事業に取り
組み、啓発・支援に努める。

　啓発活動等を通して、
青少年の健全育成に対
する意識の醸成が図ら
れる。

20 ◎

青少年健全育成環境づくり事業

　「家庭の日」及び「青少年健全育成啓
発」の作品を募集する。
写真・標語
絵画・メッセージ
延べ応募件数750点

実
績

　「家庭の日」写真・家族へのメッセージ募
集、「健全育成啓発作品」絵画・標語募集、
延べ応募件数546点
（絵画67、標語78、写真401）

　委託事業内容等の充
実により、青少年の参
加の促進を図る。
委託事業等参加者：
47,000人　青少年の自主性及び社会性を育てるた

め、青少年学習センターでの主催事業を
通し、青少年へ体験、活動の機会の充実
と参加の促進を図るとともに、青少年指導
者の養成や青少年育成団体を支援しま
す。

評
価

　関係団体等との連携や事業周知に努めた
が、親子ふれあいの広場が雨天のため中止
になったことから、目標を下回った。今後も引
き続き青少年の健全育成や青少年指導者の
養成・育成、青少年団体の支援に取り組む。

―

19 ◎

青少年活動支援事業

　委託事業内容等の充実により、青少年
の参加の促進を図る。
委託事業等参加者：47,000人

実
績

　青少年関係団体への各種委託事業を実施
し、青少年へ体験、活動の機会を提供した。
また、青少年指導者の養成・育成及び関係
団体の育成・支援を行った。
委託事業参加者数：6,920人

　本事業の着実な推進
を図るとともに、安定的
かつ継続的な制度のあ
り方について、後期実
施計画への位置づけに
向けた検討を行う。　小児の健康の保持・増進とともに、子育

てに伴う経済的負担の軽減を図るため、
医療費の助成を行います。

評
価

　制度の拡充を行い、小児の健康の保持・増
進とともに子育てにともなう経済的負担の軽
減を図った。

―

18 ◎

小児医療費助成事業

　本事業の着実な推進を図るとともに、安
定的かつ継続的な制度のあり方につい
て、後期実施計画への位置づけに向けた
検討を行う。

実
績
　平成27年4月から、小学校6年生までの通
院対象年齢の拡大を実施した。

　障害児者が社会参加し、自立した生活
を送ることができるよう、支給決定を受け
た障害児者が障害福祉サービスを利用し
た際に介護給付費等を支給します。

評
価

４．障害者の自立と社会参加の推進のため、支援体制の整備を図ります。

1 ◎

障害児者への介護給付

　障害児者の地域生活を支援するため、
障害者総合支援法の規定に基づき介護
給付費等を支給する。

実
績

訪問系サービス　　　　延453,198時間
短期入所事業　　　　　延 23,116日
日中活動系サービス　延570,754日
施設支援サービス　 　延145,982日
居住系サービス　　　　延6,882人

　障害児者の地域生活
を支援するため、障害
者総合支援法の規定に
基づき介護給付費等を
支給する。

　制度に基づき適正に実施した。 ―

11



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

　障害児の地域生活を
支援するため、児童福
祉法の規定に基づき障
害児通所・入所給付費
等を支給する。

　障害児の能力や可能性を伸ばし、将来
自立した生活を送ることができるよう、支
給決定を受けた障害児が通所及び入所
支援等を利用した際に給付費等を支給し
ます。（継続） 評

価
　制度に基づき適正に実施した。 ―

7 ◎

障害児への通所・入所給付

　障害児の地域生活を支援するため、児
童福祉法の規定に基づき障害児通所・入
所給付費等を支給する。

実
績

障害児通所支援　　　 延　147,289日
障害児入所支援　　　 延　　 6,654日
障害児入所措置　　　 延　　　  444人

①開設施設に対する運
営支援
②中央区福祉型児童
発達支援センターの整
備支援
③緑区福祉型児童発
達支援センターの整備
に向けた取り組みを促
進する。

　身近な地域において、通所利用の障害
児やその家族に対しての支援を行うほ
か、施設が有する専門機能を生かし、地
域の障害児やその家族への相談、障害
児を預かる地域の施設への技術援助・助
言を合わせて行うなど、地域の中核的な
療育支援施設として、緑区、中央区へ福
祉型児童発達支援センターの整備を促
進します。

評
価

①施設整備に係る借入償還金に対する支援
は、目標どおり進めることができた。
②福祉型児童発達支援センターの整備促進
については、国や関係機関等との調整に時
間を要したため、2カ年事業となったが、平成
28年7月の開所を目指している。
③緑区における児童発達支援センターにつ
いては、平成29年4月の開所に向けて、法人
等の選定など目標どおり取り組むことができ
た。

―

6 ◎

障害児福祉施設整備促進事業

①開設施設に対する運営支援
②中央区福祉型児童発達支援センター
の整備支援
③緑区福祉型児童発達支援センターの
整備に向けた取り組みを促進する。

実
績

①施設整備に係る借入償還金に対する助成
を行った。
②施設整備に対する支援を行った。
③緑区における施設整備に向けて、運営法
人を選考した。

①身近な地域での療育
支援を実施する。
②重度化する通園児へ
の支援及びその児童を
支える家族への支援を
実施する。
③療育センター再整備
方針に基づき、再整備
基本計画を策定する。

　障害の軽減や生活能力の向上、早期発
見・早期療育の推進及び社会的自立を
めざすとともに、保護者への療育に必要
な指導・助言をするため、第一・第二陽光
園及び療育相談室の運営を行うほか、多
様化する療育ニーズに対応するため、療
育センター再整備方針に基づき陽光園
再整備基本計画の策定を進めます。 評

価

・療育支援については、目標どおり実施し
た。
・療育センター再整備方針に基づき、順次、
取り組みを進めるとともに、庁内検討組織及
び療育センター再整備基本計画検討委員会
において、療育センター再整備基本計画の
策定に向けた検討を進めた。

―

5 ◎

障害児の療育・支援施設運営事業

①多様化・増加する療育ニーズに対応す
るため、3区での身近な地域での療育支
援を実施する。
②多様化・重度化する通園児への支援
及びその児童を支える家族への支援を実
施する。
③療育センター再整備方針に基づき、再
整備に向けた取り組みを進める。

実
績

・療育相談件数（初回面接及び地域生活支
援相談件数）　1,529件
・児童発達支援延べ利用件数　2,795件
・リハビリテーション実施回数　3,792件
・児童発達支援センターの延べ通園人数：第
一陽光園　725人、第二陽光園　334人
・療育センター再整備検討会議
　検討会議：1回開催　ワーキング：5回開催
・療育センター再整備検討委員会：2回開催

評
価

①開設施設に対する運
営支援
②障害者支援施設の
建替支援及び地域生
活支援拠点等の整備に
係る方針の策定

　定員拡大などサービス水準の向上を図
るため、第三陽光園の民営化を促進する
とともに、施設の安全・安心に向け、老朽
化した施設の建替など障害者福祉施設
の整備を促進します。 評

価

①施設整備に係る借入償還金に対する支援
は、目標どおり進めることができた。
②目標である建替支援に係る方針の調整の
一環として他市等の状況把握を行うことがで
きた。

―

4 ◎

障害者福祉施設整備促進事業

①開設施設に対する運営支援
②障害者支援施設の建替支援に係る方
針の調整

実
績

①施設整備に係る借入償還金に対する助成
を行った。
②国や他市の支援状況を確認した。

　相談支援や就労支援
などの実施によって、発
達障害者等を支援する
とともに、発達障害の理
解を促進するため、市
民等に対する普及啓発
の充実を図る。

　発達障害のある方が住み慣れた地域で
安心して暮らすことができるよう、乳幼児
期から成人期まで対応する支援体制の充
実を図ります。

評
価

　目標どおり実施した。発達障害に関する専
門機関として、発達障害児者とその家族等へ
の支援や、支援者の育成等に取り組んだ。
　事業については、制度に基づき適正に実
施した。

―

3 ◎

発達障害者支援事業

　相談支援や就労支援などの実施によっ
て、発達障害者等を支援するとともに、発
達障害の理解を促進するため、市民等に
対する普及啓発の充実を図る。

実
績

　発達障害者支援法第14条に規定する事業
を実施した。
相談支援1,123件、発達支援890件、就労支
援2,256件、普及啓発・研修43件、関係機関
等との連携284回

　障害福祉相談員及び相談支援専門員を対
象とした研修は目標どおり進めることができ
た。また、基幹相談支援センターが中心とな
り、各区において毎月1回事例検討会を開催
するなど、相談支援専門員の資質、相談技
術の向上、関係機関のネットワークづくり等に
努めた。

―

2 ◎

障害福祉相談事業

　障害福祉相談員及び相談支援専門員
を対象に研修を実施し、資質向上を図
る。
①研修開催　20回
②研修延べ参加者　300人
③事例検討会　24回

実
績

①研修開催　21回
②研修延べ参加者　297人
③事例検討会　36回

　障害福祉相談員及び
相談支援専門員を対象
に研修を実施し、資質
向上を図る。
①研修開催　24回
②研修延べ参加者
320人
③事例検討会　36回　身近な地域においてきめ細やかな相談

に対応するため、障害福祉相談員を設置
するとともに、基幹相談支援センターの運
営など相談支援体制の充実を図ります。
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　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

　障害者差別解消支援
地域協議会の設置・運
営　平成28年4月の障害者差別解消法の施

行に伴い、法に規定されている相談及び
紛争の防止等のための体制整備や職員
対応要領など市の責務等に関して検討を
進め、必要な措置等について定めること
により、障害を理由とする差別の解消を推
進します。

評
価
　目標どおり進めることができた。 ―

9 ◎

障害者差別解消推進事業

　合理的配慮に関する環境整備、本市職
員対応要領及び相談及び紛争の防止等
のための体制整備等の検討

実
績
　相模原市職員対応要領の制定、相談及び
紛争の防止等のための体制を整えた。

　メディカルショートステ
イ機能への支援

　重症心身障害児在宅医療システムの構
築に向け、医療的ケアが必要な児童に対
する支援機能を備えた複合型（医療と福
祉）施設の整備を促進します。

評
価
　目標どおり進めることができた。 ―

8 ◎

要医療ケア障害児在宅支援事業

①在宅移行支援機能に対する支援
②メディカルショートステイ機能への支援

実
績

①重症心身障害児の支援関係者と連携を図
り、在宅移行を支援した。
②市民専用ベッド確保のため、平成27年5月
より、北里大学東病院小児在宅支援センター
の運営を支援した。

①参加者の運動の継続
率：70%以上
②参加者の1日あたりの
平均歩数の増加状況：
2,000歩以上増加

　健康づくりに取り組む市民の拡大を図る
ため、ウォーキングなど日々の健康行動
に応じてインセンティブを付与する「健康
ポイントモデル事業」を実施します。 評

価
― ―

4 新

健康づくり施策推進事業

―

実
績

―

評
価

①生活習慣病予防運
動教室参加者の終了
時の運動習慣定着率：
58.9%
②生活習慣病予防運
動教室の参加者のう
ち、生活習慣病ハイリス
ク者（特定保健指導対
象者等）の割合：30.0%

　健康増進及び生活習慣病予防を図るた
め、運動習慣のない市民を対象に運動習
慣の定着に向けた事業を実施します。

評
価

①平成27年7月から、運動定着に重点を置い
た新規事業を実施。運動習慣定着率は目標
を上回る結果となり、目的にあったプログラム
の教室であると評価できる。
②教室参加者のうち生活習慣病ハイリスク者
の割合は目標値に届かなかった。庁内関係
部署や関係機関との連携強化を図り、より多
くのハイリスク者に支援が提供できるよう努め
る。

―

3 ◎

健康増進事業

①生活習慣病予防運動教室参加者の終
了時の運動習慣定着率：48.4%
②生活習慣病予防運動教室の参加者の
うち、生活習慣病ハイリスク者（特定保健
指導対象者等）の割合：30.0%

実
績

①生活習慣病予防運動教室参加者の終了
時の運動習慣定着率：58.1%
②生活習慣病予防運動教室の参加者のうち
生活習慣病ハイリスク者（特定保健指導対象
者等）割合：16.4%

　目標を下回ったが、会えなかった家庭等
は、その後の4か月児健診や夜間訪問等によ
り、すべての乳児の状況を把握した。
　なお、訪問を希望しない家庭についても、
電話連絡や4か月児健診時等で状況把握す
ることができた。

―

　妊婦と胎児の健康管理の充実を図るた
め、妊婦健康診査の受診を促進するとと
もに、経済的負担の軽減を図るため、妊
婦健康診査に係る経費の一部助成を行
います。 評

価

５．生涯を通じたこころと体の健康づくりの推進のため、保健・医療の充実を図ります。

1 ◎

妊婦健康診査事業

①妊婦健康診査助成の拡充検討
②母子健康手帳及び妊婦健康診査補助
券の妊娠初期（3か月以内）の交付率：
94%

実
績

①平成28年1月1日受診分より助成限度額を
64,000円から90,000円に、助成限度回数を
14回から16回に拡充。②母子健康手帳及び
妊婦健康診査補助券の妊娠初期（3か月以
内）の交付率：94.0%

　母子健康手帳及び妊
婦健康診査補助券の
妊娠初期（3か月以内）
の交付率：94%

①妊娠初期からの定期的な受診を促し、妊
婦の経済的負担を軽減することができた。
②目標を達成した。妊娠届出書の医療機関
等への常置等の取り組みにより、交付率は昨
年度を上回っており、妊娠初期（3か月以内）
からの定期的な受診により、妊婦と胎児の健
康管理の充実が図られた。

―

2 ◎

こんにちは赤ちゃん事業

訪問率：100%

実
績
訪問率：95.2% 訪問率：100%

　親と子が心身ともに健康に過ごすことが
できるよう、生後4 か月までの乳児がいる
全家庭を訪問し、育児等に関する相談や
支援を行います。
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　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

―

7 ◎

地域医療事業（脳神経系地域医療
協力事業）

　脳卒中患者に対応する救急医療協力
医療機関への支援（継続）

実
績
　t-PA治療を必要とする脳卒中患者の医療
体制をカレンダー方式により実施した。

8 ◎

地域医療事業（総合診療医の育成に
よる地域医療体制の基盤づくり事
業）

①地域医療医師修学資金貸付事業の実
施
②寄附講座事業の実施（「地域総合医療
学」）

実
績

①北里大学医学部の学生11名に対し貸付を
行った。
②北里大学において総合診療医の育成に関
する教育プログラムの開発研究などを行っ
た。

評
価

6 ◎

精神保健相談事業

①精神科医師による精神保健相談の実
施
②各区関係機関とのネットワークを活用し
た業務連絡会の開催や複雑困難事例へ
の対応
③積極的な普及啓発の実施
④自殺総合対策の推進のための行動計
画の評価指標の策定

実
績

①精神科医師による精
神保健相談の実施
②各区関係機関との
ネットワークを活用した
業務連絡会の開催や
専門的な相談による複
雑困難事例への対応
③積極的な普及啓発の
実施
④自殺総合対策の推
進のための行動計画の
評価指標の策定地域
自殺対策推進センター
設置の検討

　精神障害者や家族に対する社会復帰
援助や生活支援のため、保健、医療、福
祉の広範にわたる相談指導を行うととも
に、心の健康づくりに関する知識の普及
啓発及び自殺対策の強化を図ります。

評
価

　目標どおり実施した。自殺総合対策の推進
のための行動計画に基づき、自殺対策の強
化を図った。

―

①地域医療医師修学
資金貸付事業の実施
②寄附講座事業の実
施（「地域総合医療
学」）　「超高齢社会に向けた対応」、「津久井

地域における地域特性」等の課題解決の
ため、医師育成機関等との協力・連携及
び本市に存する貴重な医療分野資源を
活用することにより、総合的な診療能力を
有する医師の育成を図り、市民が安心し
て市民生活を送ることができる地域医療
体制の基盤づくりを進めます。

評
価

①目標どおり実施した。
新たに3年生3名、1年生2名に貸付を行っ
た。
②目標どおり実施した。

―

・各区の障害福祉相談課及び津久井保健福
祉課において、精神科医による精神保健相
談を実施した。
・各区障害福祉相談課等による関係機関との
連絡会の開催や専門的相談による複雑困難
事例への対応を行った。
・各区の障害福祉相談課により精神保健普
及講演会等を開催した。
・自殺対策街頭キャンペーン等の普及啓発
活動や、若者向けメンタルヘルス対策事業を
実施した。
・市自殺対策協議会の意見を基に、自殺総
合対策の推進のための行動計画の評価指標
の策定を行った。

　脳卒中患者に対応す
る救急医療協力医療機
関への支援（継続）

　疾病の状況に応じて適切な医療を受け
ることができるよう、医療機関相互の連携
を促進し、市民が安心して医療を受ける
ことのできる体制をつくります。

評
価
　適切な医療及び搬送業務の円滑化により、
市民が安心できる医療体制が確保された。

がん検診受診率：19.7%

実
績
　がん検診受診率：20.7%（178,228人）見込み

　がん検診受診率：
21.0%

5 ◎

①成人歯科健康診査受診者数：4,800人（見
込）
②口腔がん検診受診者数　年3回 177人

①成人歯科健康診査
受診者数：5,030人
②口腔がん検診受診者
数：180人

評
価

　目標を下回ったが、成人歯科健康診査は
例年5,000名前後が受診しており、がん検診
等の受診券との一体化や関係機関等との連
携等により受診者数増加に努める。
　口腔がん検診については、市歯科医師会と
の連携により、予定どおり年3回実施し、受診
者数についてもほぼ目標値であった。

―

　がん等の疾病の予防・早期発見・早期
治療により、がん等による死亡者の減少
を図るためのがん検診や歯科健診等を実
施します。

　肝炎ウイルス検診については目標を下回っ
た。過去に受診暦のある方は、受診ができな
いことから、大きな受診率の伸びは期待でき
ないが、今後もがん検診の個別勧奨通知に
案内チラシを同封するなど周知に努めていき
たい。
　生活保護受給者等健診については、受診
者数は目標を下回ったが、受診者数は約40
人増加している。今後は、チラシを作成し、
ケースワーカーから受診勧奨する等して更な
る事業周知を図り受診率の向上に努める。

―

①成人歯科健康診査受診者数：5,029人
②口腔がん検診受診者数：180人

実
績

評
価

　目標を上回った。
　21歳の子宮頸がん検診無料クーポン券送
付の際に、大学生と連携して作成した啓発チ
ラシを同封したり、広報紙や健診ガイドに、
「がん検診受診促進パートナー」であるノジマ
ステラ神奈川相模原の選手の写真を掲載す
るなど、きめ細かな事業周知に努めた。
　受診率の低い若い世代の関心をより得るた
め、今後の受診の習慣づけができるよう創意
工夫を凝らし、啓発に努める。

―

①肝炎ウイルス：8,250人
②生活保護受診率：7.0%

実
績

①肝炎ウイルス検診受診者数：7,730人（見込
み）
②生活保護受給者等健康診査受診率　6.7%

①肝炎ウイルス検診受
診者数：7,900人
②生活保護等健康診
査受診率：7.0%

成人健康診査事業

14



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

①外科系救急医療体
制の実施
②産婦人科急病診療
事業の実施
③メディカルセンター急
病診療事業の実施

　休日及び夜間における救急患者が適
切な医療を受けるため、初期救急及び二
次救急医療体制の充実を図ることにより、
円滑かつ効率的な急病診療体制を確保
します。 評

価

　概ね目標どおり事業を実施し、休日・夜間
における初期から三次までの急病診療体制
の着実な実施・運営により、市民の安全・安
心の確保が図られた。

―

10 ◎

急病診療事業

①外科系救急医療体制の充実
②産婦人科急病診療事業の実施
③メディカルセンター急病診療事業の実
施

実
績
①②③医師会、病院協会等との連携により、
休日及び夜間の救急医療体制を確保した。

①看護師等修学資金
の貸付事業の実施
②相模原看護専門学
校運営の支援
③潜在看護師確保事
業の支援
④院内保育施設運営
の支援

　地域医療の充実や今後の超高齢社会
への的確な対応を図るには、看護師確保
が重要、不可欠であることから、看護師の
育成支援等を実施します。

評
価

①修学資金の貸付を行い、看護師の育成支
援を実施することができた。
②平成28年度からの定員拡大（40人→80人）
のための施設改修が完了し、受入れ準備が
整った。
③潜在看護師の復職を支援することにより、
看護師の確保を図ることができた。
④14医療機関に対し補助を実施し、医師、看
護師等の定着・確保を図ることができた。

―

9 ◎

地域医療事業（看護師確保対策事
業）

①看護師等修学資金の貸付事業の実施
②相模原看護専門学校運営費の補助の
実施及び定員拡大の促進
③潜在看護師確保事業への補助の実施
④院内保育施設運営費の補助の実施

実
績

①看護師等を目指す修学生に対し修学資金
の貸付を実施した。
②相模原看護専門学校の運営及び定員拡
大のための施設改修への支援等を行った。
③潜在看護師の復職相談会や技術研修会
の運営を支援した。
④市内の保育施設を有する医療機関に対
し、保育施設の運営を支援した。

11 新

薬物乱用防止対策事業

―

実
績

―

①定期予防接種の円
滑な実施
②感染症を防ぐため、
予防接種の必要性や
有効性に関する正しい
知識の普及・啓発活動
の実施
③風しん予防接種促進
事業（無料の抗体検査
及び接種費用の一部
助成等）の実施

　感染症の予防と発生した場合の重症化
を防止するため、予防接種法に基づく定
期予防接種を実施するとともに、市民要
望が高く、接種による患者数及び死亡者
数の減少等につながる任意予防接種に
ついて、接種費用の一部助成を行いま
す。

評
価

①目標どおり実施することができた。
特に高齢者インフルエンザ予防接種では、イ
ンフルエンザワクチンの変更により、ワクチン
価格が大幅に値上げされたことに伴い、自己
負担額の見直しを行ったが、市医師会との調
整や市民周知などにより、接種控えも無く円
滑に実施することができた。
　高齢者インフルエンザ接種者数
　　　　　　　　　　　　　　　　69,438人
②目標どおり実施した。まちかど講座やきず
なメール等において、保護者等に対し予防
接種制度についての説明を行うなど、機会を
捉えて啓発活動を行い、感染症を防ぐため
に必要な予防接種に関する正しい知識の普
及啓発を図った。
③目標どおり実施した。

―

12 ◎

予防接種事業

①定期予防接種の円滑な実施
②感染症を防ぐため、予防接種の必要性
や有効性に関する正しい知識の普及・啓
発活動の実施
③風しん予防接種促進事業（無料の抗体
検査及び接種費用の一部助成等）の実
施

実
績

①定期予防接種の対象となる方に対する個
別通知及び、市民に向けては広報紙やホー
ムページ等による最新情報を提供した。
②感染症予防に係る普及・啓発
　まちかど講座や市民向け研修会等での啓
発を行った。
③風しん抗体検査　受検者数　341人
　風しん予防接種助成　接種者数　144人

　市薬剤師会と協定を
締結し、薬物乱用防止
啓発イベント１回の実施

　市薬剤師会との連携強化により、青少
年に対する薬物乱用防止啓発イベントを
実施します。 評

価
― ―

15



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

①購入計画に基づく資
機材の備蓄
②感染症予防講座の
開催：年間10回　延べ
参加者数　500人
③性感染症検査人数：
500人
④青少年性感染症予
防講演会：30回
⑤新型インフルエンザ
発生対応訓練の実施

　新型インフルエンザなど感染症の発生
予防及びまん延防止を図るため、必要と
なる資機材等の備蓄を進めるとともに、感
染症に関する知識の普及啓発やHIV、性
感染症の無料匿名による抗体検査、感染
症患者及び家族に対する保健指導等を
行います。

評
価

①目標どおり備蓄を進めた。引き続き、計画
に基づく目標数に達するよう備蓄を進めてい
く。
②講座の開催回数は目標を達成したが、参
加者数については目標は下回った。
参加者以外を含めた普及啓発のため、教育
資材として、職員による感染症予防に関する
実演動画を製作し、ホームページによる動画
配信や伝達講習への活用に役立てた。ま
た、相模原市介護サービス事業者集団指導
講習会の一環として、市内の全介護事業所
に対して「感染症対策のポイント」を説明（全
12回、957事業所、延べ1,239人参加）した。
③目標の受検者数を下回った。個別施策層
対策として、ハイリスク層を対象とした検査に
おいて、検査項目及び検査人数の拡大を
図ったが、目標には届かなかった。今後、夜
間検査回数の増加や即日検査の継続など受
検者に利便性の高い検査実施体制の整備を
図る。
④目標を上回った。性感染症の正しい知識と
講演内容の充実を図るため、市内全中学校
及び高校を対象とした性感染症に関するア
ンケートを実施した。
⑤目標どおり訓練を実施した。協力医療機
関と合同訓練を実施し、帰国者・接触者外来
設置を想定した感染症対応陰圧テントの設
営等の一連の流れを確認することができた。

　相模原市食品衛生監
視指導計画の目標値
①監視率：100%（目標
に対して、実際に立入
検査を行った割合）
②食品検査実施率：
100%（目標に対して、実
際に食品検査を行った
割合）　食品による健康被害を受けずに過ごす

ため、食品等営業施設への監視指導（立
入検査）や収去検査（抜き取り検査）を実
施するとともに、食品に関する衛生知識
の普及啓発を図ります。

評
価

①監視率（立入検査数）については、食中毒
や有症苦情の緊急対応等の影響で目標値を
やや下回ったが、大規模製造施設について
は、重点的に監視指導を実施し、広域流通
食品の安全性確保を図ることができた。
②食品検査実施率については、目標値を上
回った。
今後も、食品等事業者への立入検査内容の
充実や有症苦情対応の迅速化を図り、市民
の食の安全・安心の更なる向上に取り組む。

―

15 ◎

食の安全･安心確保対策事業

　相模原市食品衛生監視指導計画の目
標値
①監視率：100%（目標に対して、実際に
立入検査を行った割合）
②食品検査実施率：100%（目標に対し
て、実際に食品検査を行った割合）

実
績

①監視率　97.7%（立入検査数　8,596件）
②食品検査実施率　101.3%　（検査検体数
831件）

―

14 ◎

感染症対策事業

①購入計画に基づく資機材の備蓄
②感染症予防講座の開催：年間10回　延
べ参加者数　500人
③性感染症検査人数：500人
④青少年性感染症予防講演会：30回
⑤新型インフルエンザ発生対応訓練の実
施

実
績

①患者移送用陰圧装置購入（2式）
②10回実施、385人参加
③性感染症検査人数475人
④青少年性感染症予防講演会32回実施
⑤新型インフルエンザ発生対応訓練（陰圧テ
ント設営訓練）1回実施、34人参加

①健診受診率：85.0%
②研修受講者数
　高齢者施設向け：120
人
　医療機関向け：110人
③結核患者服薬確認
率：100%

　結核のまん延防止を図るため、知識の
普及啓発及び健康診断を実施することに
より、患者の早期発見・発症予防に努める
とともに、発見された患者に医療を提供
し、早期治癒に向けた療養上の支援や抗
結核薬の服薬支援を行います。 評

価

①目標を下回った。健診対象者に対し積極
的に再勧告を含めた受診勧奨を行ったが目
標には届かなかった。今後も引き続き健診対
象者への受診勧奨の徹底を図り、目標達成
を目指していきたい。
②目標を僅かながら下回ったが、他の感染
症と併せた内容での研修実施、薬剤師会を
通じた周知等により前年度の参加者数から
大幅に増加した。
（高齢者施設向け　86人⇒110人　医療機関
向け　80人⇒104人）
　今後も多くの方に参加してもらえる研修会
への環境づくりのため、病院長及び施設長
等への開催案内等の早期通知の徹底や、研
修会場・日時等について検討を行い目標達
成に努めていきたい。
③目標を達成した。結核患者の服薬につい
て、地域の支援員や薬局と連携するなど服
薬支援の充実に努めたことで確認率100%を
達成した。

―

13 ◎

結核対策事業

①健診受診率：85.0%
②研修受講者数
　高齢者施設向け：120人
　医療機関向け：110人
③結核患者服薬確認率：100%

実
績

①健診受診率：82.9%
②研修受講者数
　高齢者施設向け：110人
　医療機関向け　 ：104人
③結核患者服薬確認率　100%

16



　■　重点目標（H27評価とH28目標）           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　          【○：H27単年度目標、◎：H27・28継続目標、新：H28新規目標】

Ｎｏ．

事務事業名
平成27年度

平成28年度
指標・目標 広域

連携の
有効性事務事業の概要

指標・目標 実績・評価等
目標達成により
得られる成果

　保険税収納率の現年
課税分89.50%を達成さ
せる。また、収入未済額
86億4,200万円を達成さ
せる。

　国民健康保険課に特別滞納整理班を
設置し、滞納処分の強化を図ります。
　また、納税相談の方法の見直しにより、
分納額の適正化を行い、収納額・収納率
の向上を図ります。

評
価

　分納額の適正化及び財産調査を軸とした
滞納処分を強化したことで、昨年度より現年
課税分収納率を0.65ポイント向上させること
ができたが、前年比プラス0.8ポイントの目標
を達成するまでは至らなかった。
　今後、引き続き滞納処分・執行停止を推進
するとともに、あらたな手法を検討しつつ、目
標の達成に努めたい。

―

19 ◎

国民健康保険税収納率向上特別対
策事業

　保険税収納率を現年課税分、滞納繰越
分それぞれ0.8ポイント向上させる。

実
績

【見込値】
○収納率見込
　現年課税分　88.15%（+0.65）
　滞納繰越分　14.13%（-0.37）

実
績

【見込値】
・特定健康診査
　実施率（受診者数）：25.8%（36,540人）

・特定保健指導
　実施率（受診者数）：26.5%（1,095人）

　相模原市国民健康保
険特定健康診査等実
施計画（第二期）に基
づく目標
①特定健康診査実施
率  32%
②特定保健指導実施
率  50%

　40歳以上の国民健康保険加入者を対
象として、生活習慣病の予防のため、メタ
ボリックシンドロームに着目した検査項目
による特定健康診査を実施します。
　特定健康診査の結果、生活習慣の改善
が必要な方々に特定保健指導を行いま
す。

評
価

・特定健康診査については、電話による受診
勧奨の実施者数を増やし、休日会場健診の
実施回数を12回に拡充するなど、受診機会
の確保及び受診勧奨に取り組み、平成26年
度の受診率24.5%から改善する見込みだが、
目標を下回る結果となった。
今後も、受診機会の確保及び受診勧奨に取
り組み、受診率の向上に努めたい。
・特定保健指導については、日曜教室の対
象年齢を拡大し、再度対象者の教室内容を
コース選択制に一新することなどに取り組
み、平成26年度の実施率23.9%から改善する
見込みだが、目標を下回る結果となった。
今後も、対象者の行動変容と生活習慣の改
善を図るため、引き続き利用率の向上に努め
たい。

―

（仮称）相模原市動物愛護センター
の整備検討

①庁内ワーキンググループ会議における
検討結果の取りまとめ
②（仮称）相模原市動物愛護センター基
本構想検討委員会の設置検討

実
績

①庁内ワーキンググループ会議において検
討を行い、結果を取りまとめた。
②（仮称）相模原市動物愛護センター基本構
想の検討体制について検討を行った。

①食品の残留農薬検
査における対象の拡大
（さといも、コーンの妥
当性評価試験実施）
②輸入食品検査の拡
充（抗菌剤：マラカイトグ
リーンの検査法検討）
③市内に生息する蚊の
感染症ウイルス保有状
況調査の拡充（ジカ熱
ウイルスの追加）
④感染症情報発信体
制の検討
⑤職員向け研修、研究
発表会等の充実

　食品の安全確保、感染症の予防、生活
環境の確保及び環境の保全を進めるた
め、衛生研究所の検査機能の強化及び
調査研究機能等の充実を図ります。

評
価

　衛生研究所の衛生検査、研究機能強化の
一環として、清涼飲料水や輸入加工品中の
農薬等新しい項目の検査法を確立した。ま
た、新たな調査研究業務として、市内の感染
症媒介蚊のウイルス保有状況調査を開始し
た。さらに職員の資質向上を図るため、所内
研修、研究発表会の充実を図った。
　今後さらに試験検査機能の強化及び調査
研究の充実を図り、市民生活の安全・安心の
確保に向けた取り組みを進めていく。

―

18 ◎

国民健康保険特定健康診査・特定
保健指導事業

　相模原市国民健康保険特定健康診査
等実施計画（第二期）に基づく目標
①特定健康診査実施率
  29%
②特定保健指導実施率
  45%

　（仮称）相模原市動物
愛護センター基本構想
の検討

　人と動物の共生の実現をめざし、動物
愛護啓発事業の拠点となる（仮称）相模
原市動物愛護センターの整備について
検討します。

評
価

　目標どおり実施した。本年度は、庁内ワー
キンググループ会議における検討結果を取り
まとめ、本市の動物愛護行政の拠点施設の
あり方を示す（仮称）相模原市動物愛護セン
ター基本構想の検討体制について検討を
行った。

―

17 ◎

16 ◎

衛生研究所における衛生検査、研究
体制の強化

①清涼飲料水規格基準の改正に伴う検
査法の確立
②市内に生息する蚊のデングウイルス保
有状況調査の実施
③浴場水検査の強化（120検体）
④その他感染症検査体制の拡充
⑤調査研究、公衆衛生情報発信体制の
確立
⑥所内研修、研究発表会等の充実

実
績

①清涼飲料水規格基準の改正に伴い、ミネ
ラルウォーター類（34項目）について妥当性
評価試験を実施し、検査法を確立した。
②市内3か所の公園を定点とし、そこに生息
する蚊のデング熱等ウイルス保有状況につ
いて調査を行った（月1回、6～10月）
③市内の浴場水について、再検査を含め合
計134検体の検査（レジオネラ属菌等）を実施
した。
④輸入加工食品の有機リン系農薬（54項目）
について妥当性評価試験を実施し、検査法
を確立した。
⑤感染症発生動向調査で検出されたノロウイ
ルスの遺伝子をより詳細に解析し、市民に情
報提供する体制を整備した。
⑥検査、調査業務に関する所内研修（3回）
を実施した。また、研究発表会（3月）を全庁
職員を聴取対象とし、実施した。

17



■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：H28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容 事業費（千円）
総合戦略
設定事業

広域連携の
有効性

１．ともに支えあう地域社会の実現のため、福祉文化の創造に努めます。

1 地域福祉活動推進事業 福祉部　地域福祉課

・社会福祉協議会への支援を行い、地域福祉活動を促
進します。
・福祉コミュニティの形成を支援するため、社会福祉基
金の充当等による助成を行います。（全22地区に助成
予定）
・福祉月間等の啓発活動や福祉のまちづくり推進事業
を通じて、支え合いの意識を醸成します。

487,973

3 民生委員・児童委員活動推進事業 福祉部　地域福祉課
民生委員の負担軽減を図るため、民生委員の活動しや
すい環境づくりを推進するとともに、民生委員協力員制
度の利用促進を図ります。

1,225

2 地域福祉支援体制推進事業 福祉部　地域福祉課
　第3期地域福祉計画に基づき、地域住民相互の支え
合いによる共助の取り組みの活性化を図るとともに、地
域全体で支える支援体制を構築します。

20,763

5 生活困窮者の自立支援事業 福祉部　地域福祉課

・自立相談支援事業（窓口）の実施
・住居確保給付金の支給
・就労準備支援事業の実施
・一時生活支援事業の実施
・家計相談支援事業の実施
・子どもの学習支援事業の実施　　等

66,561

4 生活保護受給者の自立支援事業 福祉部　地域福祉課

・進学や就職等に困難を抱える中学生・高校生・若者に
対する支援の充実を図ります。
・稼働年齢にある者に対する就労準備、中間的就労を
含めた就労支援の充実を図ります。
・相談・申請段階の者等も含め、ハローワークと一体と
なった就労支援の充実を図ります。
・高齢者、障害者等の日常生活の自立を中心とした支
援の充実を図ります。
・相談・申請段階の者等も含め、ハローワークと一体と
なった就労支援の充実を図ります。

329,434

8
臨時福祉給付金等給付事業（国事
業）

福祉部　地域福祉課
　所得の低い方々に対し、消費税率引上げによる影響
緩和や消費の下支えを図るため、臨時福祉給付金等を
給付します。

2,325,000

607

28,365

7 災害時要援護者避難支援事業 福祉部　地域福祉課
　災害時要援護者避難支援ガイドラインや取り組みの手
引き・事例集の活用、また広報等を通じ、地域内におけ
る支援体制づくりを促進します。

6
自立支援相談・援護事業（ホームレ
ス等自立支援事業）

福祉部　地域福祉課

・巡回相談の定期的な実施をします。
・ホームレス総合健診の実施をします。
・民間の支援団体等と連携したホームレス等への自立
支援の充実を図ります。

２．いきいきとした生活をおくることができる高齢社会の実現のため、一層の社会参加の促進と福祉サービスの充実を図ります。

1 介護保険制度改正の的確な対応

保険高齢部　介護保険課
　高齢政策課
　地域包括ケア推進課
　各区高齢者相談課

　当初納入通知書・負担割合証発送後の市民対応を見
据えた介護保険制度全般応対用専用コールセンター
の時限的な開設をします。

3
地域包括支援センター運営事業
（愛称：高齢者支援センター）

保険高齢部
　地域包括ケア推進課
　各区高齢者相談課

2
介護支援ボランティア事業
～さがみはら・ふれあいハートポイン
ト事業～

5,610

保険高齢部
　地域包括ケア推進課

　登録ボランティアの数をさらに増やし、高齢者自身の
社会参加を通じた介護予防及び生きがいづくりを促進
します。

8,139

　高齢者の保健・福祉・介護等に関する総合相談窓口
である高齢者支援センター（地域包括支援センター）29
箇所の運営を行います。

996,427

5 シルバー人材センター育成事業
保険高齢部
　地域包括ケア推進課

4 高齢者大学運営事業
保険高齢部
　地域包括ケア推進課

　高齢者の就業と仲間づくりの機会の提供を目的とする
公益社団法人相模原市シルバー人材センターの運営
に対し、助成を行います。

103,310

　学習と仲間づくりを通じて、高齢者が健康で生きがい
のある生活を築くことができるよう、あじさい大学を開校
します。

24,696

6 高齢者地域活動支援事業
保険高齢部
　地域包括ケア推進課

　団塊の世代も含めた高齢者が、充実した生活を送る
上で、蓄積してきた知識や経験をボランティア活動や地
域活動といった社会貢献活動に活かせる支援を促進し
ます。

764

　全ての高齢者を対象に、身近な地域で住民が主体と
なって介護予防活動に取り組むことができるよう一般介
護予防事業を実施します。

112,464

8 認知症施策推進事業
保険高齢部
　地域包括ケア推進課
　各区高齢者相談課

　認知症の早期発見・治療に向けた医療・介護の連携
体制の構築のため、認知症疾患医療センターの運営を
行うとともに、認知症の早期の支援として認知症初期集
中支援事業の実施、認知症の人やその家族を地域で
支えるため、認知症サポーター養成事業などを実施し
ます。

39,825

7 新 一般介護予防事業
保険高齢部
　地域包括ケア推進課
　各区高齢者相談課
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■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：H28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容 事業費（千円）
総合戦略
設定事業

広域連携の
有効性

3,5359 ひとり暮らし高齢者等戸別訪問事業
保険高齢部　各区高齢者相談
課

　民生委員と高齢者支援センター（地域包括支援セン
ター）の連携による、ひとり暮らし高齢者等への戸別訪
問事業を実施し、生活実態の把握と必要に応じて支援
につなげる取り組みを実施します。

13
特別養護老人ホーム等整備促進事
業

保険高齢部　高齢政策課

　平成27年度の介護保険制度の改正により、全国一律
の基準により介護予防給付として実施していた訪問や
通所介護等の介護保険サービスを市の基準による総合
事業に移行することにより、高齢者の介護予防と日常生
活の自立の支援を図ります。

846,486

　市内に設置される特別養護老人ホーム等の建設費の
一部に対して補助を行い、社会福祉法人等の負担を軽
減することにより、施設整備の促進と利用者負担の軽減
を図ります。

448,000

14 新 介護予防・生活支援サービス事業 保険高齢部　高齢政策課

　高齢者等の権利擁護の充実を図るため、市民後見人
の養成に向けた研修を実施します。

11 市民後見人養成事業
保険高齢部　中央高齢者相談
課

6,372

　介護人材の定着・確保を図るために、研修や介護のイ
メージアップ事業、介護職員のキャリアアップ支援、喀
痰吸引研修、就職相談会を行います。

12,370

在宅医療・介護連携事業 保険高齢部　高齢政策課

　低所得高齢者・障害者等の生活支援を図るため、福
祉的給付として平成29年4月に支給予定の給付金につ
いて、国の動向を踏まえ情報収集するとともに、市民に
わかりやすい広報・周知に努めます。

―

　地域包括ケアシステムを構築するため、地域における
医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的
な在宅医療・介護を提供する体制を整備します。

6,903

保険高齢部　国民年金課

12
介護人材定着確保対策事業
（介護職員キャリアアップ支援等）

保険高齢部　高齢政策課

17
年金機能強化法の施行に向けた的
確な対応

保険高齢部　国民年金課

　平成29年4月施行予定の無年金者の発生を抑制する
ための受給資格期間の短縮制度（25年→10年）につい
て、国の動向を踏まえ情報収集するとともに、円滑な移
行に向け市民にわかりやすい広報・周知に努めます。

―

10 生活支援体制整備事業
保険高齢部
　地域包括ケア推進課

　生活支援・介護予防サービスの提供を図るため、地域
資源や担い手の発掘、育成を行う生活支援コーディ
ネーターを日常生活圏域ごとに配置するなど、生活支
援体制の整備を推進します。

80,778

16
年金生活者支援給付金法の施行に
向けた的確な対応

15 新

少子化10
放課後子どもプラン推進事業
（児童クラブの整備・改修）

こども育成部　こども施設課

　保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の健
全な育成を図るため、待機児童数の多い児童クラブの
受入れ人数の拡大に向け、施設の整備や改修を行いま
す。

6,735

9 ふれあい親子サロン事業等の推進
こども育成部　こども青少年課
こども育成部　こども施設課

　保護者の育児不安を軽減するため、ふれあい親子サ
ロンを実施するほか、地域子育て支援拠点事業を実施
することにより、乳幼児とその保護者の居場所づくり等、
子育て環境の充実を図ります。

6,121 少子化

8 病児・病後児保育事業 こども育成部　保育課

　保護者の子育てと就労の両立を支援するため、保育
所に在園する児童が病気回復期に至らない場合や病
気回復期のため通常の集団保育が困難な場合に、独
立した専用の施設で一時的に保育を実施します。

45,883

少子化

7 津久井地域の幼保一体化の推進 こども育成部　保育課
　津久井地域の公立幼稚園・保育所等のあり方に係る
基本指針案策定に向け検討します。

―

6 保育所待機児童対策の推進 こども育成部　保育課

　子ども・子育て支援事業計画により、保育需要に応じ
た認可保育所地域型保育事業の整備や認定保育室に
対する運営助成、すくすく保育アテンダントによる保育
所利用相談等を実施します。

1,161,778

5 子どもの権利推進事業 こども育成部　こども青少年課
　子どもの権利侵害に関する相談・救済に応じるととも
に、子どもの権利及び条例の周知・啓発活動を行い、子
どもの権利保障に資する取り組みを進めます。

17,401

4 児童虐待防止事業 こども育成部　こども青少年課
　要保護児童の早期発見、早期対応を図るため「相模
原市要保護児童対策地域協議会」を運営するとともに
児童虐待の未然防止のための諸事業を実施します。

1,454

こども育成部　こども青少年課
こども育成部　こども施設課
こども育成部　保育課

　地域の子育て環境の状況や子育て支援のニーズに
合った取り組みを計画的に進めるために策定した子ど
も・子育て支援事業計画に基づく施策を推進し、計画の
進行管理を定期的に子ども・子育て会議に報告し、評
価を受けます。

1,585

2 公立保育所等のあり方の検討 こども育成部　保育課
　公立保育所等のあり方に係る基本指針案策定に向け
検討します。

―

3 児童相談所機能強化事業 こども育成部　児童相談所
　日常生活における行動や心理判定の結果、医学的な
診断や見地から助言・指導が必要な児童について、児
童精神科医等がカウンセリングを実施します。

３．次代を担う子どもたちの健やかな育成のため、子育て・子育ち環境の充実を図ります。

9411
子ども・子育て支援新制度への的確
な対応
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■　本年度の主な事業（取組）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【新：H28新規目標】

Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容 事業費（千円）
総合戦略
設定事業

広域連携の
有効性

少子化

19 子ども・若者育成支援推進事業 こども育成部　こども青少年課

　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若
者の問題に対応するため、「子ども・若者支援協議会」
を通じて、連携の強化を図るとともに、シンポジウムの開
催等により、困難を有する子ども・若者に対する市民の
理解を深めます。

277

18 青少年健全育成環境づくり事業 こども育成部　こども青少年課

　地域社会における青少年を取り巻く健全な社会環境
づくりをめざすため、社会環境健全化活動や啓発・情報
提供活動を行うとともに、青少年健全育成組織等の活
動を支援します。

4,838

少子化

17 青少年活動支援事業 こども育成部　こども青少年課

　青少年の自主性及び社会性を育てるため、青少年学
習センターでの主催事業を通し、青少年へ体験、活動
の機会の充実と参加の促進を図るとともに、青少年指導
者の養成や青少年育成団体を支援します。

28,645 少子化

16 小児医療費助成事業 福祉部　地域医療課
　子育て環境のさらなる充実を図るため、小児の医療保
険各法による医療費自己負担分（入院時食事療養費等
の標準負担額を除く）を助成します。

2,254,870

14 こどもセンター改修事業 こども育成部　こども施設課

　児童に健全な遊びを与え、その健康を増進するととも
に情操を豊かにし、もって青少年の健全育成を図るた
め、こどもセンターの計画的な改修を行い、児童の安
全・安心な居場所作りの推進及び施設の延命化を推進
します。

52,870

15
「さがみはら児童厚生施設計画」の
見直し

こども育成部　こども施設課
　市立児童クラブの対象年齢や育成料の適正化、更な
る民間活力の活用方法など、総合的な放課後対策を検
討し、「さがみはら児童厚生施設計画」に反映します。

56

少子化

13
放課後子どもプラン推進事業
（放課後子ども教室事業の実施）

こども育成部　こども施設課

　放課後における子どもたちの安全で健やかな居場所
づくりを推進するため、小学校の余裕教室や児童館、こ
どもセンターを活用し、全学年の児童を対象に、地域の
人たち等との遊びなどを通して様々な体験の場を提供
します。

22,226 少子化

12
放課後子どもプラン推進事業
（放課後児童クラブ運営費等補助）

こども育成部　こども施設課
　地域における放課後児童健全育成と待機児童解消を
図るため、民間の放課後児童クラブを運営している事業
者等に対し、経費の一部を補助します。

163,617

11
放課後子どもプラン推進事業
（児童厚生施設整備）

こども育成部　こども施設課

　子どもたちが自由に過ごすことができる居場所をつく
るために、「さがみはら児童厚生施設計画」に基づき、こ
どもセンターや児童館のない小学校区において、地域
の実情や地理的状況等を踏まえ、学校周辺等の公共
施設や市有地を活用した児童館機能のある施設を整備
します。

1,746 少子化

9 障害者差別解消推進事業 福祉部　障害政策課
　障害者差別解消法の施行に伴う障害者差別解消支
援地域協議会を設置するとともに啓発活動を行うことに
より、障害を理由とする差別の解消を推進します。

1,705

8 要医療ケア障害児在宅支援事業 福祉部　障害政策課
　医療的ケアを必要とする児童が、円滑に在宅療養に
移行し、レスパイト等の支援を一体的に受けられるよう小
児在宅支援センターの運営を支援します。

20,382

7 障害児への通所・入所給付 福祉部　障害政策課
　障害児の地域生活を支援するため、児童福祉法の規
定に基づき障害児通所・入所給付費等を支給します。

2,417,852

6 障害児福祉施設整備促進事業 福祉部　障害政策課

　地域の中核的な療育支援施設として、通所利用の障
害児等に対する支援、障害児を預かる地域の施設への
技術援助等を行う福祉型児童発達支援センターの整備
を促進します。

108,530

5 障害児の療育支援の充実
福祉部　陽光園
こども育成部
　各区こども家庭相談課

　増加、多様化する療育ニーズに対応し、発達に心配
がある児童や障害児、またその家族などが身近な地域
で安心して暮らせるよう療育相談室（陽光園療育相談室
及び各区こども家庭相談課療育相談班）及び児童発達
支援センター（第一及び第二陽光園）の運営を行うほ
か、療育センター再整備方針に基づき再整備基本計画
を策定します。

136,596 少子化

4 障害者福祉施設整備促進事業 福祉部　障害政策課 　開設施設に対し運営支援を行います。 26,070

3 発達障害支援センター事業 福祉部　陽光園

　発達障害支援センターにおいて、発達障害者及びそ
の家族に対する相談支援、就労支援を行います。また、
関係機関に対する情報提供及び連絡調整等を行うとと
もに、市民に対する普及啓発を行います。

20,498 少子化

2 障害福祉相談事業 福祉部　障害政策課

　身近な地域で、よりきめ細やかな相談に対応するため
の障害福祉相談員の設置に加え、総合的かつ専門的
な相談への対応や人材育成、関係機関との連携支援な
どを行う障害者相談支援キーステーション事業を実施し
ます。

67,359

４．障害児者への支援体制の整備を図ります。

1 障害児者への介護給付 福祉部　障害政策課
　障害児者の地域生活を支援するため、障害者総合支
援法等の規定に基づき介護給付費等を支給します。

11,856,823

20
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Ｎｏ． 主な取組 部名／課名 内　容 事業費（千円）
総合戦略
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広域連携の
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14 急病診療事業 福祉部　地域医療課

　休日及び夜間における救急患者が適切な医療を受け
るため、初期救急及び二次救急医療体制の充実を図る
ことにより、円滑かつ効率的な急病診療体制を確保しま
す。

1,650,160

13
地域医療事業（看護師確保対策事
業）

福祉部　地域医療課
　地域医療の充実や今後の超高齢社会の進展から、看
護師確保が重要、不可欠であることから、看護師等修学
資金の貸付等、看護師の育成支援を実施します。

177,336

12
地域医療事業（総合診療医の育成に
よる地域医療体制の基盤づくり事
業）

福祉部　地域医療課

　市内の医師確保対策として、北里大学医学部の学生
に対し医師修学資金貸付事業を実施するとともに、将
来の総合診療医の育成及び地域特性に応じた在宅医
療の推進を図るため、寄附講座として「地域総合医療
学」を実施します。

112,300

11
地域医療事業（脳神経系地域医療
協力事業）

福祉部　地域医療課
　t-PA（脳血栓溶解治療法）を必要とする脳卒中患者の
医療体制をカレンダー方式により実施します。

60,663

地域児童精神科医療寄附講座開設
事業

福祉部　精神保健福祉課
　児童精神科医療の充実を目的として、将来の児童精
神科医師の確保、育成を図るため、寄附講座として「地
域児童精神科医療学」を実施します。

25,000

9 若者向けメンタルヘルス対策事業 福祉部　精神保健福祉課

　自殺対策の一環として、ストレスマネジメントやメンタル
ヘルスの基礎知識、コミュニケーション能力を習得する
ための講座及びロールプレイングによる講座を開催しま
す。

565

8 精神保健相談・訪問指導事業

福祉部
　　精神保健福祉課
　　精神保健福祉センター
　　各区障害福祉相談課

　地域住民の精神的健康の保持増進、精神障害の予
防等のために、各区の障害福祉相談課及び津久井保
健福祉課において精神保健相談・訪問指導事業及び
精神科医による精神保健相談を実施します。また、精神
保健福祉センターにおいて専門的な立場から相談指導
を行います。
　市自殺総合対策の推進のための行動計画に基づき、
自殺対策の強化を図ります。

20,200

15 新 薬物乱用防止対策事業 保健所　医事薬事課

　広域化・低年齢化傾向にある薬物乱用問題に対処す
るため、地域における薬物乱用防止体制の充実強化お
よび啓発活動の推進を図ります。
・市薬剤師会との連携強化による青少年に対する薬物
乱用防止啓発イベントの実施
・薬物乱用防止連絡会及び薬物乱用防止講演会の開
催
・薬物乱用防止啓発キャンペーン等の実施

10

16 新 医事・薬事等指導事業 保健所　医事薬事課

　病院、診療所、薬局、医薬品販売業等に係る許認可、
立入検査、指導等を実施するとともに、市民の医療に関
する悩みや心配ごと等の相談を受け付ける医療安全相
談窓口を設置することにより、市民の医療や薬事に係る
安全・安心の確保を図ります。

5,677

453

6 がん検診、肝炎ウィルス検診等 保健所　健康企画課

　がん等の疾病の予防・早期発見・早期治療により、が
ん等による死亡者の減少を図ることなどを目的に、がん
検診、肝炎ウイルス検診等を実施します。
　がん検診を推進する取り組みとして、特定の対象者に
対し、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関するがん
検診無料クーポン券等を送付し受診を促進します。

7 成人歯科健康診査事業 保健所　健康企画課

　むし歯や歯周病を予防することを目的に、かかりつけ
歯科医機能を定着させるため、成人歯科健康診査を実
施します。また、口腔がんの早期発見、早期治療を図る
ことを目的に、口腔がん予防について普及啓発するた
め、口腔がん検診を実施します。

32,634

1,455,320

5 新
健康づくり施策推進事業
（健康ポイントモデル事業）

保健所　地域保健課
　健康づくりに取り組む市民の拡大を図るため、ウォー
キングなど日々の健康行動に応じてインセンティブを付
与する「健康ポイントモデル事業」を実施します。

34,400

4 新
協働事業提案制度事業
（ポール健康促進ウォーキング事業）

保健所　地域保健課
　市民の健康の保持及び増進を図るため、ポールを利
用したウォーキングの講習会を開催するなど、運動習慣
の定着化を促進する取り組みを実施します。

2,710

9,162

2 こんにちは赤ちゃん事業

保健所
　　健康企画課
　　緑保健センター
　　中央保健センター
　　南保健センター

　生後4か月までの乳児のいる家庭に対し、心身の状
況・養育環境等の把握や助言及び情報提供を行い、さ
らに児童虐待の早期発見・対応及び予防に結びつける
ことを目的とし実施します。

21,683

3 健康増進事業

保健所
　　緑保健センター
　　中央保健センター
　　南保健センター

　生活習慣病予防及び身体活動の維持・増進を目的に
各種健康増進事業を実施します。

５．保健・医療の充実を図ります。

390,280 少子化

少子化

1 妊婦健康診査事業 保健所　健康企画課
　母子健康手帳とともに妊婦健康診査補助券を交付し、
妊娠初期からの定期的な受診により、妊婦と胎児の健
康管理を促します。

21
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1

26
国民健康保険税収納率向上特別対
策事業

保険高齢部　国民健康保険課

　収納率向上を図るため、財産調査を強化し、処分（差
押・執行停止）を軸とした折衝を実施し、未納解消に結
びつく納税相談を行うとともに、社会保険等へ加入して
いるにもかかわらず、脱退の手続きを行わない者の資格
適正化を進めます。

14,830

25
国民健康保険特定健康診査・特定
保健指導事業

保険高齢部　国民健康保険課
保健所　健康企画課

　生活習慣病の予防のため実施する特定健康診査の
受診率の向上に努めます。
・受診率の低い世代への個別勧奨を実施します。
・特に受診率の低い世代への電話による個別勧奨を実
施します。
・がん集団検診と同一会場にて、休日会場健診を実施
します。
・九都県市首脳会議における、特定健康診査受診率向
上検討会において、効果的な啓発方法や取り組み内容
について意見交換を行い、九都県市合同でのPR活動
の実施について検討を行います。
　特定健康診査受診者のうち、生活習慣の改善が必要
な方に特定保健指導を行います。
・未利用者の利便性を向上させるため、対象者の多い
地域で教室を開催します。
・2回目以降の保健指導対象者の利用促進のため、
コース選択制のプログラムを実施します。
・保健指導の質を向上させるため、検討会や研修を開
催します。
　保健事業に関する実施計画を策定し、効果的な事業
実施に努めます。
・保険事業の実施等に関する指針に基づく実施計画
（データヘルス計画）の策定に着手します。

699,446

24 新
国民健康保険制度改革に向けた的
確な対応

保険高齢部　国民健康保険課

　平成30年度から都道府県が国保財政運営の責任主
体となることにより、「国保事業費納付金」や「標準保険
料率」の算定・試算や事務処理の標準化問題などの課
題整理に向けた対応を遺漏なく行うよう着実に準備を進
めます。

―

23
（仮称）相模原市動物愛護センター
の整備検討

保健所　生活衛生課
　（仮称）相模原市動物愛護センター基本構想の検討を
行います。

―

22 衛生研究所検査体制の強化 保健所　衛生研究所

　健康危機管理に関連する衛生研究所の検査、研究機
能等の充実を図ります。
・食品の残留農薬検査における対象の拡大（さといも、
コーン）
・輸入食品検査の拡充（マラカイトグリーン）
・市内に生息する蚊の感染症ウイルス保有状況調査の
拡充（ジカ熱ウイルス）
・感染症情報発信体制の検討
・職員向け研修、研究発表会等の充実

77,587

21 食中毒予防啓発活動 保健所　生活衛生課

　食中毒予防を図るため、衛生知識の普及啓発活動を
実施します。
・食品衛生講習会、食中毒予防キャンペーン等で消費
者・事業者向け啓発リーフレットの配布
・バス車内広告等を利用した食中毒発生防止の啓発活
動の実施
・食肉の生食を防止するためのリーフレットや啓発品の
配布

1,251

17 個別予防接種の促進 保健所　疾病対策課

　予防接種法に定める定期予防接種を実施するととも
に、予防接種の必要性や有効性など正しい知識の普及
啓発を実施します。また、風しん予防接種促進事業によ
る風しん抗体検査及び予防接種費用の一部助成を継
続して実施します。

1,659,025 少子化

20
食品取扱施設に対する立入検査及
び食品検査の実施

保健所　生活衛生課

　市民の食の安全・安心を確保するため、大規模製造
施設等への立入検査を実施するとともに、食品工場、
スーパーマーケット等で製造、販売している食品の検査
を実施します。

1,500

19
感染症対策事業
（新型インフルエンザの発生等への
対応）

保健所　疾病対策課
　新型インフルエンザの発生時の対応として、備蓄計画
に基づき資機材を購入します。

3,200

18
結核対策事業
（定期外健康診断事業）

保健所　疾病対策課
　結核患者接触者に対しては健康診断を、結核登録者
に対しては精密検査を実施し、結核の予防に努めま
す。

3,642

22


