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平成３０年度                     健康福祉局 運営方針 

 
■ キャッチフレーズ 

共にささえあい 誰もが いきいきと暮らす 地域共生社会の実現をめざします 

 
■ 局・区の運営の責任者 

"健康福祉局長 熊坂 誠 

福祉部長 小林 和明   保険高齢部長 河崎 利之   保健所長 鈴木 仁一" 

 
■ 局・区の役割・目標 

１．「我が事・丸ごと」の地域の福祉コミュニティづくりに取り組みます。 

 市民が、「他人事」ではなく「我が事」として地域づくりに取り組むことを支援するとともに、対象者ごとに整備された「縦割り」の福祉施策から、地域

づくりの取組と福祉サービスへのつなぎを含めた「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を進めます。 

2．障害者が安全で安心して暮らせる「共にささえあい生きる社会」の実現を目指します。 

障害の有無にかかわらず、誰もが安全で安心して暮らせる共生社会を実現するため、障害及び障害のある人への理解促進を図るとともに、障害のある人

一人ひとりの能力や適性等に応じた日常生活が営まれるよう、生活支援や相談支援等の体制の充実に取り組みます。 

3．いきいきと充実した生活をおくることができる高齢社会の形成を目指します。 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、人生を尊厳をもって自分らしく、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て、地域包括ケアシス

テムの構築や認知症施策の推進、介護サービス基盤の充実、高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進などに取り組みます。 

４．自ら行いみんなで支えあう、生涯にわたるこころと体の健康づくりと安全安心の保健衛生対策を推進します。 

 市民一人ひとりが健康でいきいきと暮らすことができるよう、健康づくりへの意識の醸成や健康づくり活動の習慣化を図るとともに、個人の健康づくり

を支えるネットワークづくりの推進、食品衛生や環境衛生などの衛生管理の推進、身近な地域における保健医療体制の充実に取り組みます。 

 
■ 局・区経営の視点・方針 

１．『常に社会情勢や市民ニーズの動向を注視し、将来にわたり持続可能な市民サービスの提供と質の向上に努めます。』  

２．『様々な悩みや不安を抱える市民の気持ちに寄り添った、包括的な支援に努めます。』 

３．「市民や関係団体と手を携え、自助・互助・共助・公助で支え合う地域づくりに努めます。」 

４．『社会情勢が大きく変動し、ますます複雑になる課題に的確に対応するため、職員の専門的な知識や技能の向上に努めます。』 

 
■ 現状と課題 

No. 現    状 課    題 

1 共生社会の実現に向けた取組の充実が求められている 

・障害の有無にかかわらず、誰もが安全で安心して暮らせる共生社会の実

現に向け、障害に対する理解を深め、偏見や差別をなくす取組が重要で

ある。 

・共生社会の実現のためには、子ども、若者、高齢者、障害者を含め、地

域社会を構成する全ての市民が、お互いを理解し、思いやりのある行動

を促進する必要がある。 

・重度の障害のある人への地域生活の支援や福祉人材の確保とサービスの

質の向上など、「共にささえあい生きる社会 さがみはら障害者プラン」

を着実に推進する必要がある。 

2 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おいて、地

域支援等に取り組むコミュニティソーシャルワーカー（CSW）との連携

を図るなど、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や

地域活動の活性化を図るとともに、「支え手」と「受け手」という関係

を超えて、地域住民等が地域づくりに参画する必要がある。 

・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。 

3 こころと体の健康づくりが注目されている 

・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。 

・ストレスへの対処や精神疾患への正しい知識を普及し、こころの健康の

向上を図る必要がある。 

  



2 

No. 現    状 課    題 

4 高齢化が急速に進行している 

・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更なる構築

が必要である。 

・認知症の人やその家族の視点に立ち、地域全体として認知症への理解を

深めるとともに、認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護を提供

できる体制の構築が必要である。 

・平成37年に向け全国で約38万人の介護人材が不足すると見込まれてお

り、本市においても介護人材の確保・定着・育成が急務となっている。 

・介護サービス事業者やボランティア団体等の様々な主体が市独自の基準

により多様なサービスを提供する総合事業の一層の促進が必要である。 

・高齢者がいきいきと自立した日常生活を送ることができるよう、自立支

援、介護予防・重度化防止に向けて取り組む必要がある。 

・高齢者が長年培ってきた知識、経験を活かすことができるよう、高齢者

の社会参加や就業を支援する必要がある。 

5 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 

・感染症による市民の健康危機に適切に対応するため、感染症に関する知

識の普及啓発や感染症の発生・拡大に備えた対応を推進する取組が必要

である。 
・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、HACCPによる衛生管理の制度化に向けた対応な

ど、食品の安全性を確保する取組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

に努めるとともに、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。 

6 
災害時要援護者の避難支援をはじめ、災害時の地域における体制の構築

が求められている 

・「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、障害者などの災害

時要援護者に対し、関係機関と連携した地域における避難支援体制の構

築や福祉避難所開設に向けた体制づくりなど、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。 

・県は平成 30年度から、熊本地震の反省を踏まえ、大規模災害時の保健

医療活動に係る体制の整備を進め、「保健医療調整本部」を設置したこ

とから、本市においても、県と円滑な連携ができる体制を検討する必要

がある。 

・効率的な被災者支援や他都市からの応援職員の受入体制を整理する必要

がある。 

7 
国において福祉・医療等に関する制度改正が進められ、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 

・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、取組を推進する必要がある。 

・平成 30年度からの国民健康保険制度改革に的確に対応するとともに、

国民健康保険事業特別会計の財政の健全化を図る必要がある。 

・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、対応するとともに、権限移譲により整備した条例の

在り方を見直す必要がある。 

・国の「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライ

ン」に基づき、引き続き措置入院者への支援の充実等を図る必要がある。 
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■ 前年度重点目標の評価 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

１．ともに支えあう地域社会の実現を目指します。 

1 

地域福祉活動推進事業 

第3期地域福祉計画の重点的な取組の一つ

である、コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）の活動を支援し、地域のネットワー

クづくりを進める。 

実 

績 

平成29年度から、市社会福祉協議会と協力して、

市内22地区にCSWを配置した。 

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 

市内 22地区に CSWを配置したことにより、制度

の狭間で悩む方や複合的な悩みを抱える世帯への

支援、地域の困りごとを地域で解決する仕組みを構

築することができた。 

2 

民生委員・児童委員活動推進事業 
・民生委員制度創設100周年の機会を捉え、

民生委員・児童委員の活動の理解促進を図

る。 

・民生委員協力員制度の活用促進など、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。 

実 

績 

民生委員制度100周年に合わせ、広報での特集や

パネル展示等、民生委員・児童委員活動の PRを行

ったほか、民生委員協力員制度について新任委員の

研修時に周知し、活用促進を図った。 

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

員協力員制度の活用の促進等により、民生委

員・児童委員の負担軽減を図ります。 
評 

価 

民生委員・児童委員のなり手が不足している中

で、平成28年12月の一斉改選時より25名増えた。 

3 

災害時要援護者避難支援事業 

・災害時要援護者避難支援の取組の手引き・

事例集等を活用し、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。 

・アンケート調査を実施し、現在の取組状況

を把握する。 

・関係機関と連携し、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。 

実 

績 

「災害時要援護者避難支援ガイドライン」の周知

を図り、市からの「同意者名簿」を提供するための

協定を締結した自治会数は 34となった。また、全

自治会を対象に、アンケート調査を実施し、取組状

況の把握を行い、各地区の取組について、広報さが

みはらに掲載することで、周知啓発を図った。 

 関係機関と連携し、福祉避難所開設・運営マニュ

アルの作成を支援するとともに、障害福祉施設にお

いて福祉避難所開設訓練を実施した。 

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

れるよう支援します。 

評 

価 

自治会長会議など様々な場面を通じ、周知を行っ

てきたことにより、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おり、

徐々にではあるが、避難支援体制づくりに取り組む

自治会が増えてきている。 

4 

生活困窮者の自立支援事業 

・生活困窮者自立支援法に基づく各事業等の

充実 

・支援の充実に向けた、関係機関等との連携

体制の構築 

・巡回相談の定期的な実施 

・ホームレス総合健診の実施 

・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 

自立支援相談窓口による相談業務を核として、相

談者の生活課題等の把握・整理を行い、個々の状況

に即した支援を実施した。 

関係機関等の会議に出席しての制度説明、相談窓

口を有する各課に対する市民周知依頼、認定訓練事

業所の認定等により、連携体制の構築を図った。 

巡回相談の実施によりホームレス等の状況を的

確に把握、総合健診の実施等、適切な支援につなげ

た。 

民間支援団体との協定事業や委託事業の実施に

より、生活・健康面の援助や、安定した居宅生活の

確保に向けた支援等を行った。 

生活保護に至る前の段階の生活困窮者の

自立を促進するため、各区に設置した自立支

援相談窓口における相談実施のほか、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、ホームレスの巡回相談など

を行います。 

評 

価 

自立相談支援窓口における相談者の個々の状況

に応じた支援を実施することにより、従前は制度の

狭間で支援を行えなかった者の自立が促進されて

いる。 

随時、連携のあり方について関係機関等と連絡調

整を行っていることから、連携体制の構築が進ん

だ。 

計画に沿った相談援助や各種事業の実施により、

ホームレス等に対する必要な支援を実施すること

ができた。 



4 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

5 

生活保護受給者の自立支援事業 

・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 

・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 

・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 

・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 

実 

績 

中学生を対象とした学習支援を 3区 5会場で実

施。また、3区4箇所の居場所の設置により、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。 

稼働年齢層にあたる受給者の就労支援の充実を

図るため、地域の諸団体等と連携しながら、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。 

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、ハローワークによって設置された常設

窓口において、専門性を生かした迅速な対応が図ら

れた。 

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、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。 

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、地域で活動するNPO 法人等との

協働による就労支援や就労準備支援のほか、

子どもや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 

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、高校への進学

支援、社会性の育成、自立に向けた意欲喚起等が図

られた。 

就労準備支援メニューの充実を図ったことによ

り、支援活用者の増加等の成果が得られた。 

ハローワーク常設窓口と役割を分担することで、

効率的・効果的な就労支援が行えている。 

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、高齢者等の社会的な孤立の防止が図られ

た。 

6 

臨時福祉給付金等給付事業 

（国事業） 

国の制度に基づき給付金の対象者の方へ

適正に給付する。 

実 

績 

臨時福祉給付金（経済対策分） 

支給人数 93,859人 

支給金額 1,407,885,000円 
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（経済対策分）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。 

２．障害者が安全で安心して暮らせる共生社会の実現を目指します。 

1 

障害者理解促進事業 

①広く市民を対象とした周知啓発活動の実

施 

②施設職員向け研修等の実施 

③ヘルプマークの作成・配布 

実 

績 

キャッチフレーズ「共にささえあい生きる社会」

を定め、イメージデザインを活用したラッピングバ

スの運行や啓発グッズの作成など周知啓発活動を

実施するとともに、施設従事者向けに「アンガーマ

ネジメント研修」を開催した。また、ヘルプマーク

を市内 8カ所の窓口にて、合計 72個の配布をおこ

なった。 

障害の有無にかかわらず、あらゆる人の尊

厳が守られ、安全で安心して暮らせる共生社

会の実現に向け、障害及び障害者に対する理

解を促進するための啓発活動等を行います。 

評 

価 

イメージデザインを効果的に活用することによ

り、広く市民に対して周知を図った。 

2 

障害者計画等策定事業 

①第2期障害者福祉計画の改定 

②第5期障害福祉計画の策定 

実 

績 

第3期障害者福祉計画、第5期障害福祉計画及び

第1期障害児福祉計画を一体的に策定した。 障害者施策における制度改正への対応や

共生社会の実現に向けた取組を強化するた

め第2期障害者福祉計画を見直すとともに、

国の基本方針に基づき第5期障害福祉計画を

策定します。 

評 

価 

障害福祉施策の動向に的確に対応しつつ、共生社

会の実現に向けて、更なる取組を推進するための計

画を策定した。 

3 

視覚障害者情報センターの運営 

情報提供を通じ、視覚障害者等の自立と社

会参加を促進する。 

実 

績 

蔵書数が5,000冊を超え、また、録音図書等の利

用希望に対して即時に対応が可能となった。 点字刊行物や視覚障害者用録音物、情報機

器の貸出及び点訳者等の養成など、主に視覚

障害のある人への情報提供を行う「視覚障害

者情報センター」を運営します。 

評 

価 

視覚障害のある人へ提供する情報の充実を図る

とともに、利便性が向上した。 



5 

No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

4 

障害者差別解消推進事業 

障害者差別解消支援地域協議会の運営を

行う。 

実 

績 

各種イベントや会議において、周知啓発を行うと

ともに、障害者差別解消支援地域協議会を開催し、

合理的配慮に関する事例検討を行った。 

障害者差別解消法に基づく障害者差別解

消支援地域協議会の開催や啓発活動を行う

ことにより、障害を理由とする差別の解消を

推進します。 
評 

価 

啓発活動の継続的な実施により、合理的配慮の提

供に関する普及を図った。 

5 

障害者相談支援事業 

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 25回 

②研修延べ参加者 340人 

③事例検討会 48回 

実 

績 

①研修開催 25回 

②研修延べ参加者 350人 

③事例検討会 47回 
身近な地域においてきめ細かな相談に対

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。 

評 

価 

研修の開催など、相談支援従事者の資質向上を図

った。 

また、基幹相談支援センターや障害者相談キース

テーションで事例検討会を定期開催するなど、相談

支援の技術の向上に努めた。 

6 

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サービス利用

に係る介護給付費等を支給する。 

実 

績 

訪問系サービス   延 513,337時間 

短期入所事業    延  23,645日 

日中活動系サービス 延 666,025日 

施設支援サービス  延 137,870日 

居住系サービス   延 221,782日 

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 

サービス利用に係る給付を適切に実施すること

により、障害児者の地域生活を支援した。 

7 

障害者福祉施設等支援事業 

①施設整備に係る借入償還金に対する助成

を行う。 

②地域生活支援拠点等の整備に向けた検討

を進めていく。 

実 

績 

①施設整備に係る借入償還金に対する支援を行っ

た。 

②面的整備型の地域生活支援拠点等の構築に向け

て、施設整備に対する支援を行った。 

障害者の地域生活を支援する機能を集約

した拠点等の整備や障害者支援施設等既存

施設の運営を支援するとともに、福祉人材の

養成・確保に向けた取組を推進します。 
評 

価 

複数の施設を対象に支援を行い、障害のある人の

状態変化等に応じた緊急時の受入体制等の整備を

図った。 

8 

障害児福祉施設整備促進事業 

①施設整備に係る借入償還金に対する助成

を行う。 

②緑区福祉型児童発達支援センターの整備

に向けた支援を行う。 

実 

績 

①施設整備に係る借入償還金に対する支援を行っ

た。 

②平成29年10月に緑区に福祉型児童発達支援セン

ターを整備した。 

民設民営による福祉型児童発達支援セン

ターの運営を支援することにより、身近な地

域において、通所利用の障害児やその家族に

対する支援を行うほか、地域の障害児やその

家族への相談、障害児を預かる施設への援

助・助言を行うなど、療育体制の充実を図り

ます。 

評 

価 

既存施設の運営支援を行うとともに、緑区の福祉

型児童発達支援センターの整備により、各区に１か

所ずつのセンターが設置され療育体制の充実が図

られた。 

9 

障害児への通所・入所給付 

障害児の療育等の機会を確保するため、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219,453日 

障害児入所支援 延 3,175日 

障害児入所措置 延  516人 
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。 

評 

価 

サービス利用に係る給付等を適切に実施するこ

とにより、障害児の療育等の機会を確保した。 

10 

要医療ケア障害児在宅支援事業 

メディカルショートステイ機能への支援

を行う。 

実 

績 

北里大学東病院の小児在宅支援センターの運営

を支援し、延べ2,299日の支援が行われた。 常時医療的ケアを必要とする重症心身障

害児等が円滑に在宅療養に移行し、安心して

在宅生活を継続できるよう、小児在宅支援セ

ンターを支援します。 

評 

価 

重症心身障害児の安定した在宅生活に資するこ

とができた。 

3．いきいきと充実した生活をおくることができる高齢社会の形成を目指します。 

1 

第７期高齢者保健福祉計画（介護保険

事業計画）の策定 国から提示されるワークシートを基に、 

①計画期間中(平成 30年度～平成 32年度）

の介護保険サービス（介護給付サービス・

介護予防給付サービス・地域支援事業）の

提供量の見込みを掲載。 

②①と同様、平成32年度及び平成37年度ま

での推計を掲載。 

実 

績 

計画期間及び平成 37年度までの介護保険サービ

スの提供量の見込みや推計を掲載した第７期高齢

者保健福祉計画の策定。 
高齢化が急速に進行する中で様々な課題

に対応するため、介護保険制度改正など、国

の動向を踏まえ、平成30年度から平成32年

度及び平成 37年度を見据えた計画の策定に

取り組みます。 

評 

価 

実務者等の意見を踏まえ、地域包括ケアシステム

の深化・推進や自立支援、介護予防・重度化防止等

を施策の中心に据えた取組とともに、必要となる介

護保険サービスの提供見込量を示すことができた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

2 

介護人材確保・定着・育成事業 

①介護人材確保・定着・育成事業の推進 

・就職相談会及び勤続表彰の実施 

・他の事業所の職員との交流機会の提供及

び中高生に向けた介護啓発事業 

②キャリアアップ支援や階層別研修など各

種研修の実施 

実 

績 

 

①介護人材確保・定着・育成事業の推進 

・就職相談会を開催 

10月1日（日）24法人参加、43人来場 

1月27日（土）34法人参加、61人来場 

・勤続表彰を実施  被表彰者数102人 

・新任介護職員等応援交流会を開催 

 7月3日（月）参加者47人 

・介護のしごとPR冊子・動画を作成 

冊子:A4、中綴じ、8ページ、16,000部 

動画:1分（2種類）、30秒（3種類） 

 

 

②キャリアアップに向けた支援や、認知症介護指導

者等研修事業による階層別研修をはじめ、介護職

員の育成に資する各種研修事業を実施した。 

 

 

介護人材の確保・定着・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実施するとともに、介護

のイメージアップを図る事業や就職相談会、

若手職員に着目した勤続表彰を実施するほ

か、本年度、新たに、他の事業所の職員との

交流機会の提供や中高生に向けた介護啓発

事業等を実施します。 

評 

価 

 

 

就職相談会を通じて採用に繋がったほか、新任介

護職員等応援交流会や勤続表彰の実施による職場

への定着促進、介護のしごと PR冊子・動画の制作

や介護の日大会により、介護の魅力発信やイメージ

アップを図ることができた。 

また、キャリアアップ支援や階層別研修など各種

研修の実施により、介護職員の育成を図ることがで

きた。 

 

 

3 

在宅医療・介護連携推進事業 

①在宅医療・介護連携推進会議を開催し、医

療・介護従事者の顔の見える関係づくりの

促進や研修等の情報の共有化を図る。 

②介護支援専門員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。 

④本人や家族、医療と介護従事者間で情報を

共有する仕組みづくり。 

実 

績 

 

①在宅医療・介護連携推進会議を4回、下部組織で

ある部会を2回開催した。 

 

 

②介護支援専門員研修を14回、多職種研修を 

3回（各区１回ずつ）開催した。 

 

 

③市民講演会に242名が参加した。 

 

 

④在宅療養連携のための手帳の作成やあんしんリ

ンクの活用の充実など、情報共有の仕組みづくり

の準備を進めた。 

 

 

高齢者ができる限り自宅等の住み慣れた

地域で自分らしい生活を続けられるよう、在

宅医療・介護を一体的に提供することができ

る連携体制の構築を推進します。 

評 

価 

 

 

医療と介護従事者（本人や家族を含む）の顔が見

える関係や情報共有等の仕組みを構築し、在宅医

療・介護の連携を推進することにより、医療と介護

の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを最後まで続けることでき

る体制の整備を推進した。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

4 

介護予防・生活支援サービス事業 

①基準緩和サービス事業の介護サービス事

業者の参入促進 

 

②住民主体サービスの担い手の確保に向け

た団体への立ち上げ支援（29団体） 

 

③短期集中予防サービス 

（訪問型） 

実績を上回る参加者の拡大を図る。 

目標 

・運動機能向上  

実人数8人、延べ24人 

・生活行為向上プログラム  

実人数5人・延べ20人 

 ・歯科・栄養・閉じこもり等の訪問型の 

周知をはかり、利用者拡大を目指す。 

（通所型） 

コース数の変更、コースから随時参加に変

更をしているため、事業周知を行い参加者

の増大を図る。 

・高齢者筋力向上トレーニング 

1コース減の7コース実施予定。 

実人数45人 

・地域版筋力向上トレーニング 

随時参加に変更。実人数40人 

・口腔機能向上事業 

各区 4コース、計 12コースを開催し、

平成 28年度実績を上回る参加数を目指

す。 

実 

績 

①基準緩和サービス事業者は微増 

 

②住民主体サービス活動団体28団体 

（訪問型：3団体、通所型25団体） 

 

③短期集中予防サービス 

（訪問型） 

・運動機能向上  実人数8人、延人数23人 

・生活行為向上プログラム 実績なし 

・栄養改善0件、口腔機能向上3件、閉じこもり、

認知、うつ予防1件 

（通所型） 

・高齢者筋力向上トレーニング  

実人数38人、延人数835人 

・地域版高齢者筋力向上トレーニング  

実人数7人、延人数102人 

（通所86人、訪問16人） 

・口腔機能向上[歯っぴー健口セミナー] 

各区4コース、計12コース、 

参加者実29名、延136名 

介護サービス事業者やボランティア団体

等の様々な主体が市独自の基準により多様

なサービスを提供する総合事業を推進し、高

齢者の介護予防と日常生活の自立を支援し

ます。 

評 

価 

 

①基準緩和サービス 

・訪問介護事業所及び通所介護事業所に対して、参

入を呼びかけたが、事業所数は微増に留まったた

め、参入促進に向けての課題を整理する必要があ

る。 

 

②住民主体サービス 

・目標にわずかに届かなかった。引き続き、住民主

体サービスの担い手確保に向け、地域団体向けの

説明会・スタッフ研修を実施することにより、団

体の立ち上げ及び団体運営の支援を行っていく。 

 

③短期集中予防サービス 

（訪問型） 

・運動機能向上は目標をわずかに届かなかった。引

き続き高齢者支援センターに対する事業の周知

を行い、事業に参加が必要な高齢者への支援を行

う。 

・生活行為向上プログラムは実績が無いため、高齢

者支援センターに対する事業の周知と対象者把

握に向けた連携を図る。 

・訪問型の件数が少なく、利用者拡大について検討

が必要である。 

（通所型） 

・高齢者筋力向上トレーニングは目標を下回った。

引き続き広報さがみはらでの募集にて事業を周

知し、参加者の増加を図る。 

・地域版高齢者筋力向上トレーニングは平成 29年

に随時参加に変更したこともあり、目標を大幅に

下回った。今年度も高齢者支援センターに対して

事業周知を行い、事業に参加が必要な高齢者への

支援を行う。 

・歯っぴー健口セミナーは、参加者がなく、未開催

のコースがあった。事業開催方法や参加者拡大に

ついては検討が必要である。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

5 

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）について関

係者に周知し、支え手帳活用につながる支

援をする。 認知症地域連携パス（支え手

帳）発行数：25件 

②早期・事前的な支援のために、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」について地域の関係者に周知し、

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 

実 

績 

①支え手帳の活用について、ポスター・チラシでの

周知、関係機関への周知と発行機関を増やした。

発行数：23件 

②各地区民生委員児童委員協議会にて早期対応の

大切さについて説明し、チームの存在と相談先を

周知した。支援依頼回数：27件 

③認知症サポーター養成数：225回 7,720人 

認知症に対する総合的な取組を進めるた

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・介護の連携をさらに強化す

るとともに、早期発見・早期対応につながる

支援を提供します。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。 

さらに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、認知症サポーターを

養成するほか、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目標どおり実施できたが、発行数は、目標を下回

った。発行手順の簡素化等の改善を図るととも

に、引き続き手帳の活用について周知を実施す

る。 

②民生委員等からの意見を受け、地域の実情の把握

や周知媒体の工夫、新たな周知機会の確保に繋が

った。一方、早期対応に向けた職員の質の向上を

図る必要がある。 

③目標を上回る認知症サポーターを養成すること

できた。 

6 

一般介護予防事業 

①地域介護予防事業の実施、及び自主グルー

プ化の支援 

②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 

③いきいき百歳体操の実施団体の充実を継

続して取り組む。 

実 

績 

①地域介護予防事業：710回、実人数7,955人、 

延べ人数10,253人（平成29年度末） 

②生き活きシニアのための活動補助団体：45団体 

③いきいき百歳体操の実施団体 

（平成29年度末）：158団体 
地域におけるすべての高齢者を対象に、地

域の中の介護予防に関わる人材の発掘と育

成、地域活動団体の育成支援を行い、住民の

主体的な通いの場の充実を図ります。 

また、人と人とのつながりを通じて、高齢

者が生きがいや役割をもって生活できる地

域づくりを進めます。 

評 

価 

①地域介護予防事業を実施することで、介護予防に

資する普及啓発と自主グループ化の支援を行う

ことができた。 

②介護予防に資する住民主体の通いの場が充実し

た。 

③概ね目標どおり増加した。引き続き実施団体の充

実と取組の継続に向けた既存団体への支援を行

う。 

7 

地域包括支援センター運営事業 

初回相談件数 11,400件 

実 

績 
初回相談件数13,010件 

地域包括ケアシステムの中核的機関とし

ての役割を担う地域包括支援センターの充

実を図るため、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 

目標を達成することができた。引き続き、センタ

ー職員定数の増員を行い、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ていく。 

8 

特別養護老人ホーム等の整備促進 

①地域密着型特別養護老人ホームの整備に

向けた公募の実施 

②グループホーム 72床 

実 

績 

地域密着型特別養護老人ホーム及びグループホ

ームの公募を実施した。 

①公募により整備する施設を選考した。 

②72床を整備した。 
在宅での生活が困難な中重度の高齢者に

対応するため、特別養護老人ホームの整備を

促進します。 評 

価 

在宅での生活が困難な中重度の高齢者に対応す

るための特別養護老人ホームなど、計画的な整備促

進を図った。 

9 

高齢者大学運営事業 

通年講座修了者の 

 修了率95% 

 満足度88% 

実 

績 

通年講座 

修了率：91.5％ 

満足度：91.0％ 

※入学者：1,003人、修了者：918人 

高齢者の生きがいづくりと仲間づくりを

促進するため、多様な学習ニーズにあった講

座を開催します。 評 

価 

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。 

10 

市民後見人養成・支援事業 
・市民後見人養成研修2期生への現場研修の

実施、3期生の募集及び研修の実施 

（対象者：2期生12名程度、 

3期生15名程度） 

・家庭裁判所から成年後見人等として選任さ

れた市民後見人の活動支援 

実 

績 

2期生 12名の研修が修了し、後見人候補者が 28

名。 

5名の市民後見人が活動中。 

認知症などにより成年後見制度の利用が

必要となる高齢者の増加に対応するため、地

域で高齢者を支える地域包括ケアシステム

の一環として、同じ市民としての目線や立場

で活動ができる市民後見人を養成し、その活

動を支援します。 

評 

価 

平成29年度から第1期生の受任が始まり、1年間

で5名の市民後見人が受任することができた。引き

続き研修を実施し候補者を増やすとともに、市民後

見人等の活動を支援していく。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

４．生涯を通じたこころと体の健康づくり、安全安心の保健衛生対策を推進します。 

1 

小児医療費助成事業 

①助成事業の実施 

②対象年齢拡大及び助成範囲の検討 

実 

績 

通院に係る助成対象年齢の拡大と保険診療に係

る自己負担額の助成範囲について検討し、平成 30

年 10月から対象年齢を中学校 3年生まで拡大する

ことなどを決定した。 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、小児医

療費助成の対象年齢の拡大など、制度の拡充

を図ります。 評 

価 

目標どおり実施し、小児の健康の保持・増進を図

るとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減による

子育て支援の更なる充実を図った。 

2 

急病診療事業 

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 

実 

績 

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。  

夜間及び休日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 

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

を確保した。 

3 

精神保健相談等事業 

・メンタルヘルス市民講座の実施 

・ゲートキーパー研修の実施 

平成 28年度実施事業のアンケート結果の

市民満足度 

メンタルヘルス市民講座 94％、 

ゲートキーパー研修 88％ 

実 

績 

平成 29年度実施事業のアンケート結果の市民満足

度 

メンタルヘルス市民講座 94％ 

ゲートキーパー研修 98％ 

・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、精神保健福祉センターに

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を実

施した。 

・こころの健康に関するアンケート調査を実施する

とともに第2次自殺総合対策の推進のための行動

計画を策定した。 

・精神保健福祉センターにおいて特定相談や、ひき

こもり家族およびアルコール等依存症の家族教

室等を行った。 

精神障害者や社会的ひきこもり者とその

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。自殺対策の強化を図るほ

か、第2次自殺総合対策の推進のための行動計画を

策定した。 

4 

難病対策事業 

①難病患者地域支援ネットワーク会議：2回 

②難病講演会・医療相談会の実施：5回 

③訪問相談事業：300人 

実 

績 

①ネットワーク会議を2月に開催し、療養支援につ

いて難病関係分野からの意見を聴取した。 

②専門医による講演会・医療相談会 

実施回数：5回、参加延人数：297人 

③訪問相談事業 延人数：460人 
平成 30年 4月から難病法における大都市

特例の施行により、指定都市に新たに難病法

全般に係る事業の権限が移譲されることか

ら、難病法に基づく特定医療費の支給に関す

る事務などの体制を整備するとともに、難病

患者の療養上の支援のための事業を実施し

ます。 

評 

価 

 

①会議開催は１回となったが、平成 30年度にネッ

トワーク会議を改組し設置する難病対策地域協

議会について、委員の選出方法等十分に調整を行

うことができた。 

②目標どおり実施した。引き続き実施し、療養支援

に努める。 

③目標どおり実施した。保健師による訪問相談事業

の実施により在宅療養支援を行うことができた。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

5 

成人健康診査事業 

①がん検診受診率：21.0％ 

 肝炎ウイルス検診者数：7,500人 

生活保護受給者等健康診査受診率：7.0％ 

 

②成人歯科健康診査 

受診後、定期的に歯科医療機関を受診す

るようになった人の割合（母数：事業の受

診者のうち、定期的に歯科医療機関を受診

していなかった人数）：60.0％ 

 

③口腔がん検診 受診者数：180人 

実 

績 

 

①がん検診では、個別通知による受診勧奨や受診再

勧奨等のほか、新たにウェルネスさがみはらのピ

ンクライトアップや乳がんセルフチェックシャ

ワーカードの配布による普及啓発を実施した。 

・がん検診受診率：20.8％(受診者数178,718人) 

・肝炎ウイルス検診受診者数：6,324人 

 生活保護受給者等健康診査事業では、新たにケ

ースワーカーを対象とする説明会を開催し、周

知協力を依頼した。 

・生活保護受給者等健康診査受診率：6.5％ 

 

②成人歯科健康診査受診後、定期的に歯科医療機関

を受診するようになった人の割合：63.6％ 

 

③口腔がん検診受診者数：158人 

 

 

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。 

評 

価 

 

①がん検診の受診率は目標をわずかに下回ったが、

受診者数は前年度を上回った。引き続き創意工夫

を凝らし、普及啓発に取り組む。   

肝炎ウイルス検診の受診者数は目標を下回った。

過去に受診歴のある方は受診できないため、大幅

な増加は期待できないが、今後も周知啓発に努め

る。 

生活保護受給者等健康診査の受診率は目標を下

回った。引き続きケースワーカーとの連携を図り

受診率の向上に努める。 

 

 

②成人歯科健康診査事業では、目標を上回り6割以

上の方が行動変容している。より高い成果が得ら

れるよう、市歯科医師会と協力をしながら、周知

に努めていく。 

 

 

③口腔がん検診の受診者数は目標を下回った。今後

は、チラシによる周知を図り、申込期間を増やす

など、受診希望者が増加するよう努める。 

 

 

6 

健康づくり施策推進事業 

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 

実 

績 

 

①運動の継続率：82.3％（事業開始から 12か月経

過後） 

 

 

②平均歩数の増加状況：約2,800歩増加を維持して

いる（12か月後） 

 

 

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 

 

予定どおり、参加者の運動の継続や平均歩数の増

加を達成することができた。引き続き、運用面の課

題を整理していく。12か月経過時の参加者アンケー

トでは多くの好評意見があった。 
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No. 
事務事業名 

指標・目標 実績・評価等 
事務事業の概要 

7 

予防接種事業 

①定期予防接種の円滑な実施 

麻しん風しん第1期定期予防接種の接種率 

96.2％ 

 

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して個別通知

による接種勧奨及び市民への広報紙やホームペ

ージ等により最新情報を提供した。 

麻しん風しん第１期接種率：93.9％ 

②感染症予防に係る普及・啓発、きずなメールや医

療機関向け研修会等での啓発活動を実施した。 

③風しん抗体検査 受検者数：310人 

 風しん予防接種助成 接種者数：125人 
感染症の予防と発症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対象者への個別通知や医療機関向けの研修会な

ど機会を捉え情報提供に努めたが、目標は下回っ

た。より一層の接種環境の向上のため、町田市や

相模原市医師会、庁内の調整を行い、平成30年4

月から、町田市と乳幼児定期予防接種の相互乗り

入れを開始することとした。 

②目標どおり実施した。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

識の普及啓発が図られた。 

③目標どおり実施した。平成 29年度は先天性風し

ん症候群の発生は見られなかった。 

8 

（仮称）動物愛護センターの整備検討 

(仮称)動物愛護センターの整備検討 

実 

績 

（仮称）動物愛護センター整備検討会議におい

て、候補地の検討を進めた。 

平成 30年度中に再編整備される川崎市の施設を

視察し、設置経緯等について調査を実施した。 
人と動物の共生社会の実現をめざし、狂犬

病予防及び動物愛護管理事業の拠点となる

（仮称）動物愛護センターの整備に向けた検

討を進めます。 
評 

価 

 基本構想策定に向けた課題として、候補地により

施設規模及び総事業費の概算検討し、また、施設視

察により整備に必要な情報収集を行い、更なる検討

が可能となった。 

9 

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購入計画に基づき、防護服やサージカルマスクな

どの資機材を購入した。 

②開催数：6回、延べ参加者数：281人 

③性感染症検査人数 491人 

④青少年感染症予防講演会：28回 

⑤訓練を1回実施、参加人数：57人 

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目標どおり資機材購入と備蓄を進めた。 

②目標を下回った。現在、主催講座の他にも介護サ

ービス事業者集団指導講習会等に出向いて普及

啓発を行っているが、新たな機会の確保など、講

座開催のあり方を検討する。 

③目標を下回った。今後は、検査項目及び検査人数

の拡大、即日検査の実施等、受検者に利便性の高

い検査実施体制の整備を図っていく。 

④目標を下回った。今後は、外部講師（市助産師会）

による実施回数の増加を検討する。 

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・接触者外来における診療

対応シミュレーションや防護具の着脱訓練を通

じて、発生時対応を共有できた。 

10 

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 90.4％（立入検査数 7,957件) 

②食品検査実施率 110%（検査検体数718件） 

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、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収去検査数については、目標値を上回った。 

今後も、食品等事業者への立入調査内容の充実や

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。 
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■ 本年度重点目標                                                  【新：本年度新規目標】 

No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

１．「我が事・丸ごと」の地域の福祉コミュニティづくりに取り組みます。 

1 新 

地域福祉計画策定に向けた調査の実施 ①市民アンケート、地域福祉関連団体へのアンケート調査の実施 

②再犯防止、成年後見制度等、横断的に計画への位置づけを検討 
次期地域福祉計画の策定に向けて、地域生活課題等を把握するため、

市民アンケート調査等を実施します。 
各アンケートの実施により、地域生活課題の把握を行うとともに、

次期地域福祉計画に盛り込む施策の検討を進める。 

2  

地域福祉活動推進事業 CSWや地域福祉活動に取り組む団体等を支援するため、地域福祉ネッ

トワーク会議を開催し、包括的な相談支援体制を整備する。 

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。 

 会議の積み重ねにより、分野横断的な関係を構築し、地域だけでは

解決できない複合化・複雑化した課題支援に向けた調整が円滑になる。 

また、支援方策が蓄積・共有されることにより、類似の課題につい

て、支援の方向性、方策を迅速に定めることが可能になる。 

3 新 

さがみはら成年後見・あんしんセンターの運営支援 
①成年後見制度に関する専門的な相談を受ける体制を整備する。 

②市と市社会福祉協議会との連携により成年後見制度の周知を図る。 
高齢化の進行に伴う認知症高齢者の増加や親亡き後の障害者の地域

生活支援など、ニーズの増加を踏まえ、関係機関との連携のもと、「さ

がみはら成年後見・あんしんセンター」を設置し、成年後見制度等の

利用促進を図ります。 成年後見制度について、利用促進を図ることができる。 

4 

 市民後見人養成・支援事業 
①家庭裁判所から選任された市民後見人の活動支援 

②市民後見人養成研修3期生への現場研修の実施、4期生の募集 

及び研修の実施（対象者：3期生8名,4期生15名程度） 

認知症などにより成年後見制度の利用が必要となる高齢者の増加に

対応するため、地域で高齢者を支える地域包括ケアシステムの一環と

して、同じ市民としての目線や立場で活動ができる市民後見人を養成

し、その活動を支援します。 
地域住民同士での支え合いの仕組みを構築し、高齢者等の権利擁護

の充実が図られる。 

5  

民生委員・児童委員活動推進事業 
 民生委員児童委員協議会と協議し、民生委員・児童委員の活動しや

すい環境整備を進める。 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、民生委員協力員制度の活用の促進等により、民生委員・

児童委員の負担軽減を図ります。 
民生委員・児童委員の負担軽減が図られ、継続したなり手の確保に

つながる。 

6  

災害時要援護者避難支援事業 ①各区役所まちづくりセンターと連携し、地域の実情にあった取組が

促進されるよう避難支援体制の構築を支援する。 

②関係機関と連携し、各福祉施設における福祉避難所運営マニュアル

の作成及び福祉避難所開設運営訓練実施を支援する。 

災害時要援護者避難支援ガイドラインの普及啓発を図るため、各区

役所等と連携し、地域における災害時要援護者の避難支援体制が早期

に構築できるよう支援します。 

地域連携による要援護者の避難支援が推進される。 

7  

生活困窮者の自立支援事業 
①生活困窮者自立支援法に基づく各事業等の充実 

②支援の充実に向けた関係機関等との連携を推進 

③ホームレス巡回相談、総合健診の実施 

④民間支援団体との連携等によるホームレス等への自立支援の充実 生活保護に至る前の段階の生活困窮者の自立を促進するため、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、ホームレスの巡回相談などを行います。  自立支援相談窓口での相談を通じた支援プランの提供により、課題

の解決や生活の質の向上が図られる。また、ホームレス等支援策の実

施により、ホームレス状態にある者の生活の安定と自立が促進される。 

8  

生活保護受給者の自立支援事業 ①就労支援の充実、就労支援事業への参加率向上 

②ハローワークと一体になった就労支援の実施による早期自立の促     

 進 

③生活習慣病の重症化予防の基礎となる健診事業受診率向上に向けた

啓発等の実施 

④中学生・高校生・若者に対する学習支援、生活支援の充実（高校進

学支援とともに中退防止の取組を推進） 

⑤高齢者・障害者等の日常生活の自立を促進 

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、地域で活動する NPO法人等との協働によ

る就労支援や就労準備支援、健康管理支援のほか、子どもや若者の学

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。 
 各種支援策の実施により、支援を必要とする市民の個々の状況に応

じた社会生活や日常生活の向上が図られるとともに、将来的な社会保

障費の抑制に寄与する効果も見込まれる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

２．障害者が安全で安心して暮らせる「共にささえあい生きる社会」の実現を目指します。 

1  

障害者理解促進事業 ①共生社会実現パラスポーツ・障害者スポーツ普及啓発イベント開催 

②広く市民を対象とした周知啓発活動の実施 

③施設職員向け研修等の実施 

④ヘルプマークの作成・配布 

⑤市民や事業所に対する差別解消に係る普及啓発活動の実施及び 

障害者差別解消支援協議会の開催 

障害の有無にかかわらず、あらゆる人の尊厳が守られ、安全で安心

して暮らせる共生社会の実現に向け、障害及び障害者に対する理解を

促進するための啓発活動等を行います。 

また、障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会の

開催や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。 
障害及び障害のある人への理解がより一層深まり、障害のある人の

社会参加の促進が図られる。 

2 新 

福祉人材の確保・定着・育成 ①福祉と介護の仕事に関する就職相談会の開催 

②障害福祉サービス事業等の従事者向けに、専門性のある研修の開催 障害のある人の生活を支える福祉サービス等従事者の確保のための

啓発活動を行うとともに、人材の定着・育成を目的とした研修等を開

催します。 

多様な人材の確保や福祉サービスの質の向上が図られ、安定したサ

ービスが提供される。 

3 新 

就労の機会の充実 障害者就労援助事業を実施するとともに、就労継続支援事業所の工

賃向上に向けた運営支援や、優先調達推進会議を開催する。 障害のある人のニーズ等に応じ、就労の場を選択することができる

よう、障害福祉サービス事業者などの福祉的就労の場の充実を図ると

ともに、就労継続支援事業所の工賃向上に向けた支援を行います。 

就労を支援する事業所等の体制が整備されるとともに、作業等の受

注拡大によって、就労支援事業所の工賃向上が図られる。 

4  

障害者福祉施設等支援事業 面的整備型の地域生活支援拠点などとして、短期入所事業所の整備

を支援するとともに、既存施設の運営を支援する。 
障害者の地域生活を支援する面的整備型の地域生活支援拠点等の整

備や障害者支援施設等既存施設の運営を支援します。 
緊急時の受け入れや対応など、居住支援のための機能の充実が図ら

れる。 

5  

障害児支援の提供体制の整備等 ①児童発達支援センターへの運営支援 

②重症心身障害など重度の障害児を受け入れる事業所への運営支援  障害のある児童の地域支援体制の充実を図るため、児童発達支援セ

ンターや重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所等へ

の運営支援を行います。 

重度の障害児が地域において、適切な療育を受けられる体制の充実

が図られる。 

6 
 

 

要医療ケア障害児在宅支援事業 
メディカルショートステイ機能への支援を行う。 

常時医療的ケアを必要とする重症心身障害児等が円滑に在宅療養に

移行し、安心して在宅生活を継続できるよう、小児在宅支援センター

を支援します。 
重症心身障害児の安定した在宅生活に資することができる。 

7  

障害者相談支援事業 障害福祉相談員及び相談支援専門員を対象に研修や事例検討会を開

催し、相談員等の資質向上を図る。 身近な地域においてきめ細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。 

障害のある人からの相談に対して、総合的かつ専門的な相談体制の

充実が図られる。 

8  

視覚障害者情報センター運営事業 ①視覚障害者情報センターの運営において、蔵書数の増加やセンター

の利用に係る利便性の向上を図る。 

②点訳等を行うボランティア等への研修を実施する。 
点字刊行物や視覚障害者用録音物、情報機器の貸出及び点訳者等の

養成など、主に視覚障害のある人への情報提供を行う「視覚障害者情

報センター」を運営します。 視覚障害のある人への情報提供サービスの充実が図られる。 

9  

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

づきサービス利用に係る介護給付費等を支給する。 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。 

適切に給付を行うことで、障害児者の様々なニーズに応じて、安定

的なサービス提供が行われる。 

10  

障害児への通所・入所給付 障害児の療育等の機会を確保するため、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。 

適切に給付を行うことで、障害児の障害特性に応じた専門的な療育

が提供される。 

３．いきいきと充実した生活をおくることができる高齢社会の形成を目指します。 

1 

 介護人材確保定着育成事業 
①就職相談会や新任介護職員等応援交流会、次代を担う介護職員等勤

続表彰の実施 

②キャリアアップ支援や階層別研修など各種研修の実施 

③介護のしごとPR冊子・動画の活用やイメージアップ事業の実施 

④（仮称）介護人材センターの設置の検討 

介護人材の確保・定着・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実施するとともに、介護のイメ

ージアップを図る事業や就職相談会、新任介護職員等応援交流会、若

手職員に着目した勤続表彰を実施します。 介護人材確保・定着・育成に向けた取組を推進することで、今後増

大する介護ニーズに的確に対応し、質の高いサービスの安定的な確保

が図られる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

2  

在宅医療・介護連携推進事業 
①医療機関と介護支援専門員相互の連絡情報を集約したあんしんリン

クのデータベース化による連携の推進 

あんしんリンクの新規登録機関・事業所数35か所 

（第7期高齢者保健福祉計画目標：平成32年度500か所） 

②（仮称）在宅医療・介護連携支援センターの設置の検討 

③本人や家族、医療と介護従事者間で情報を共有する仕組みづくり 

④高齢者福祉施設等における「救急連絡シート」の活用の促進 

高齢者等ができる限り自宅等の住み慣れた地域で自分らしい生活を

続けられるよう、在宅医療・介護を一体的に提供することができる連

携体制の構築を推進します。 

在宅医療・介護の連携を推進することにより、医療と介護の両方を

必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最

後まで続けることができる体制の整備が図られる。 

高齢者等における救急搬送の円滑化が期待できる。 

3 

 介護予防・生活支援サービス事業 ①基準緩和サービス事業の介護サービス事業者の参入促進 

②住民主体サービス団体の立ち上げ支援（38団体） 

③短期集中予防サービス事業：通所型・訪問型ともに周知を図り、参

加者の拡大を図る。 

介護サービス事業者やボランティア団体等の様々な主体が市独自の

基準により多様なサービスを提供する総合事業を推進し、高齢者の介

護予防と日常生活の自立を支援します。 

①介護サービスの選択肢が増えることで、利用者により適したサービ

スを提供できる。 

②高齢者の身近な地域で実施する住民主体サービス実施団体の立ち上

げ支援を行うことにより、高齢者の介護予防と日常生活の自立を図

ることができる。 

③短期集中予防サービス事業の利用により、運動、生活機能等の維持

向上が図られる。 

4 

 特別養護老人ホームの整備促進 
特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）の計画的な整備を図る。 

平成30年度 29床 
在宅での生活が困難な中重度の高齢者の増加に対応するため、特別

養護老人ホームの整備を促進します。 入所待機者の解消を促進し、在宅での生活が困難な中重度者に対し、

必要なサービスを提供することができる。 

5 

 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、支え手帳について関係者に

周知し、支え手帳活用につながる支援をする。 

支え手帳発行数：35件 

②認知症疾患医療センター等と連携した専門職の認知症対応力向上研

修や多職種協働研修への参加者の増加等による連携の推進 

③「認知症初期集中支援チーム」の実施件数の増加による効果的な支

援の実施。他職種連携の仕組みがある。 

④認知症サポーターの養成 5,000人（第 7期高齢者保健福祉計画目標

より） 

認知症に対する総合的な取組を進めるため、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（支え手帳）の普及に努めます。 

さらに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

知症サポーターを養成するほか、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、交流の機会等を提供します。 

認知症の人と家族が住み慣れた自宅や施設において、近隣住民や関

係機関に見守られながら、安心して生活することができる。 

6 

 一般介護予防事業 ①地域介護予防事業の実施及び自主グループ化の支援 

②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：60団体 

③いきいき百歳体操の実施団体の充実を継続して取り組む。 

 40団体の開設 

地域におけるすべての高齢者を対象に、地域の中の介護予防に関わ

る人材の発掘と育成、地域活動団体の育成支援を行い、住民の主体的

な通いの場の充実を図ります。 

また、人と人とのつながりを通じて、高齢者が生きがいや役割をも

って生活できる地域づくりを進めます。 

高齢者の容易に通える範囲に住民主体の通いの場が充実することに

より、高齢者が人と人とのつながりを通じて、生きがいや役割をもっ

て生活できる地域づくりが推進される。 

7 

 地域包括支援センター運営事業 
①職員体制（定数）の拡充 187人 

②地域ケア会議（個別事例部会・地域づくり部会）の開催 

（個別事例部会：87回・地域づくり部会：96回） 
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地域包括支

援センターの充実を図るため、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。 

また、自立支援、介護予防・重度化防止に向け、医療・介護等の専

門職や地域の様々な関係者による地域ケア会議（個別事例部会及び地

域づくり部会）を開催します。 

①センター職員の増員により、高齢者の総合相談体制の充実強化が図

られる。 

②個別事例部会、地域づくり部会の開催により、地域課題を抽出し、

地域に必要な支援体制を検討することで地域資源の開発に繋げるこ

とできる。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

8 

一

部

新 

介護給付適正化事業 ①要介護認定の適正化 ・調査票の点検：全件実施 

②ケアプラン点検 ・実施率：5％（対居宅介護支援事業所） 

          ・点検をきっかけに気づき・見直しにつながっ

た事業所の割合：70％ 

③縦覧点検・医療情報との突合 ・実施回数：月1回 

④介護給付費通知 ・実施回数：年2回 

自立支援や重度化防止に資するよう、要介護認定の一層の適正化を

図るとともに、ケアプラン点検を実施するなど、介護給付適正化事業

を更に推進します。 

介護給付の適正化により、介護保険制度への信頼を高め、持続可能

な介護保険制度の構築が図られる。 

9 

 高齢者大学運営事業 ①通年講座修了者の 

   修了率：92% 

   満足度：89% 

②類似事業との整理に向けた庁内調整の実施 

高齢者の生きがいづくりと仲間づくりを促進するため、多様な学習

ニーズにあった講座を開催します。 

①高齢者大学の目的である「高齢者の方々が、心身共に健康で生きが

いと喜びに満ちた生活を送るため、学習活動を通じて仲間づくりと

智識・技術の習得」を図ることができる。 

②類似事業との整理について検討を行うことにより、より効率的な施

策実施につなげることができる。 

10 

 高齢者の地域活動支援事業 
高齢者と地域活動団体とのマッチング事業の実施 

高齢者が長年培ってきた知識や経験を社会貢献活動に生かすため、

必要な知識や技能の習得に向けた養成・育成講座を開催するほか、地

域活動への橋渡しとして地域活動団体とのマッチング事業を実施しま

す。 

高齢者と地域活動団体のマッチングにより、高齢者が蓄積してきた知

識や経験をボランティア活動や地域活動などの社会貢献活動に活かすこ

とができ、高齢者が地域で充実した生活を送ることができる。 

４．自ら行いみんなで支えあう、生涯にわたるこころと体の健康づくりと安全安心の保健衛生対策を推進します。 

1 

一

部

新 

小児医療費助成事業 ①小児医療費助成事業の実施 

②通院にかかる助成対象年齢拡大等の実施 
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

による子育て支援の更なる充実を図るため、平成 30年 10月から小児

医療費助成の対象年齢の拡大など、制度の拡充を図ります。 

助成事業の実施により小児の健康の保持・増進とともに子育てに伴

う経済的負担の軽減が図られる。また、通院にかかる助成対象年齢拡

大等の制度の拡充により、子育て支援の更なる充実が図られる。 

2 

一

部

新 

精神保健相談等事業 
①ゲートキーパー養成研修修了者数  4,180人 

②精神医学基礎研修参加者の理解度  95％ 

③ひきこもり支援ステーションの設置による支援の実施 
精神障害者とその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第 2次自殺総合対策の推進のための

行動計画に基づく、自殺対策の強化を図ります。また、ひきこもり支

援ステーションを設置し、ひきこもりに関する相談支援の充実を図り

ます。 

自殺対策に資するゲートキーパー養成研修修了者の増加により自殺

対策の強化が図られるとともに、効果的な精神医学基礎研修を開催す

ることにより、精神障害に係る知識の普及につながる。また、ひきこ

もりの支援体制を整えることにより、当事者の社会参加や自殺予防を

図ることができる。 

3  

急病診療事業 
①休日の産婦人科救急医療体制の確保 

②休日・夜間の外科系救急医療体制の確保 

③津久井地域の急病診療体制の確保 夜間及び休日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。 休日・夜間における急病診療事業を実施することにより、初期から

三次救急までの一貫した救急医療体制が確保できる。 

4 新 

相模原口腔保健センター歯科診療事業 
要介護高齢者等に対する歯科診療体制の充実 

相模原口腔保健センターを活用して、相模原市歯科医師会が新たに

行う一般の歯科診療所や訪問歯科診療では治療困難な要介護高齢者等

に対応する歯科診療事業を支援します。 

要介護高齢者等に対する歯科診療体制が充実し、市民サービスの向

上が図られる 

5  

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「地域総合医療学」開設事業の実施 「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連携により、総合的な診療能力

を有する医師の育成を図り、市民が将来にわたって住み慣れた地域で

安心して生活を送ることができるよう、地域医療体制の基盤づくりを

進めます。 

総合的な診療能力を有する医師が育成・確保され、本市の地域医療

体制が充実する。 
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No.  
事務事業名 指標・目標 

事務事業の概要 目標達成により得られる成果 

6 

 市民健康づくり運動推進事業 
①日常生活で健康づくりに取り組んでいる市民の割合：84.2％ 

市民一人ひとりが健康でいきいきと暮らすことができる社会の実現

をめざし、健康づくり活動の普及啓発や教室を開催するなど、健康づ

くりへの意識の醸成や健康づくり活動の習慣化を図ります。 

市民の健康づくりへの意識の醸成や健康づくり活動の習慣化を図る

ことにより、生活習慣病の発症や重症化の予防、長期的には健康寿命

の延伸につなげることができる。 

7 

 難病対策事業 ①難病対策地域協議会：2回 

②難病講演会・医療相談会の実施：5回 

③訪問相談事業：300人 難病法に基づく特定医療費の支給による指定難病患者の経済的負担

の軽減、及び難病患者の療養上の支援のための事業を実施します。 指定難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び療養生活の

質の維持向上に一層の寄与ができる。 

8 

 成人健康診査事業 ①がん検診受診率：19.2％（受診者数179,346人） 

※受診率の目標が平成 29年度実績（20.8％）よりも低くなっているの

は、受診率の算出に用いる対象者数が 5年に 1度の変更に伴い約

73,000人増加したためである。なお、受診者数としては平成 29年度

実績より628人の増加を目標としているものである。 

②肝炎ウイルス検診受診者数：6,330人 

③生活保護受給者等健康診査受診率：6.6％ 

④成人歯科健康診査受診後、定期的に歯科医療機関を受診するように

なった人の割合（母数：事業の受診者のうち、定期的に歯科医療機

関を受診していなかった人数）：65.0％ 

⑤口腔がん検診：受診者数200人 

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。 

疾病の早期発見・早期治療や生活習慣病の予防つなげることができ

る。 

9 

 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） 

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。 
市民が食品による健康被害を受けずに過ごす。 

10 

 （仮称）動物愛護センターの整備検討 動物愛護センター整備検討会議において、整備手法等の検討を進め

るとともに、基本構想兼基本計画を策定するために、外部による附属

機関の設置準備を行う。 人と動物の共生社会の実現をめざし、狂犬病予防及び動物愛護管理

事業の拠点となる（仮称）動物愛護センターの整備に向けた検討を進

めます。 

外部による附属機関を設置することにより、専門的な意見等を反映

することができるため、効率かつ充実した機能を有するセンターの整

備につながる。 
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■ 本年度の実施事業 

（取組）                                             【新：本年度新規事業】 

No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

１．「我が事・丸ごと」の地域の福祉コミュニティづくりに取り組みます。 

1  地域福祉計画策定に向けた調査の実施 
福祉部 

地域福祉課 

・市民アンケート調査の実施 

・地域福祉関連団体へのアンケート調査の実施 
2,400  

2  地域福祉活動推進事業 
福祉部 

地域福祉課 

・市民アンケート調査の実施等、次期地域福祉計画の策

定に向けた取組の推進 

・地方再犯防止推進計画、市成年後見制度利用促進計画

の内容、位置付け等について検討 

・CSWや地域福祉活動に取り組む団体等を支援するため

の地域福祉ネットワーク会議の開催及び包括的な相談

支援体制の整備 

・福祉コミュニティの形成に向けた社会福祉基金の充当

等による助成 

・福祉月間等の啓発活動や福祉のまちづくり推進事業を

通じた、支え合いの意識の醸成 

・社会福祉協議会への支援による地域福祉活動を促進 

399,229  

3  地域福祉支援体制推進事業 
福祉部 

地域福祉課 

社会福祉協議会と連携して配置したコミュニティソー

シャルワーカーへの支援を実施するとともに、地域住民

相互の支え合いによる共助の取組の活性化を図り、地域

全体で支える支援体制を構築する。 

130,476  

4 新 
さがみはら成年後見・あんしんセンター

運営の支援 

福祉部 

 地域福祉課 

高齢化の進行に伴う認知症高齢者の増加や親亡き後の

障害者の地域生活支援など、ニーズの増加を踏まえ、関

係機関との連携のもと、「さがみはら成年後見・あんしん

センター」を設置し、成年後見制度に関する専門的な相談

の実施及び市民向け講座の開催などにより、成年後見制度

等の利用促進を図る。 

29,219  

5  市民後見人養成・支援事業 

保険高齢部 

 中央高齢者相

談課 

認知症などにより成年後見制度の利用が必要となる高

齢者の増加に対応するため、地域で高齢者を支える地域

包括ケアシステムの一環として、同じ市民としての目線

や立場で活動ができる市民後見人を養成し、その活動を

支援する。 

11,681  

6  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

用促進を図る。 

980  

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組の手引・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

づくりを促進する。 

300  

8  生活困窮者の自立支援事業 
福祉部 

 地域福祉課 

・自立相談支援事業の実施（自立支援相談窓口による相談） 

・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（生活保護受給世帯の自立  

支援事業と一体的に実施） 

・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 

の実施 

・ホームレス巡回相談、総合健診の実施 等 

92,727  

9  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

る学習支援、生活支援の実施 

・稼働能力を有する者に対する就労準備、中間的就労を含

めた就労支援の実施 

・ハローワークと連携した就労支援の実施 

・生活習慣病の重症化予防等の健康管理支援の実施 

・高齢者、障害者等の日常生活の自立を中心とした支援の 

実施 等 

306,308  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

２．障害者が安全で安心して暮らせる「共にささえあい生きる社会」の実現を目指します。 

1  
障害者理解促進事業・障害者差別解消

推進事業 

福祉部 

 障害政策課 

障害の有無にかかわらず、あらゆる人の尊厳が守られ、安

全で安心して暮らせる共生社会の実現に向け、障害及び障

害のある人に対する理解を促進するための啓発活動等を行

う。 

また、障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地

域協議会の開催や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する。 

12,644  

2  福祉人材の確保・定着・育成 
福祉部 

 障害政策課 

障害のある人の生活を支える福祉サービス等従事者の

確保のための啓発活動を行うとともに、人材の定着・育

成を目的とした研修等を開催する。 

238,372  

3  就労の機会の充実 
福祉部 

 障害政策課 

障害のある人のニーズ等に応じ、就労の場を選択する

ことができるよう、障害福祉サービス事業者などの福祉

的就労の場の充実を図るとともに、就労継続支援事業所

の工賃向上に向けた支援を行う。 

238,372  

4  障害者福祉施設等施設整備事業 
福祉部 

 障害政策課 

障害者の地域生活を支援する面的整備型の地域生活支

援拠点等や障害者支援施設等既存施設の運営を支援す

る。 

13,206  

5  障害児支援の提供体制の整備等 
福祉部 

 障害政策課 

障害のある児童の地域支援体制の充実を図るため、児

童発達支援センターや重症心身障害児を支援する放課後

等デイサービス事業所等への運営支援を行う。 

89,427  

6  要医療ケア障害児在宅支援事業 
福祉部 

 障害政策課 

常時医療的ケアを必要とする重症心身障害児等が円滑

に在宅療養に移行し、安心して在宅生活を継続できるよ

う、小児在宅支援センターを支援する。 

20,382  

7  障害者相談支援事業 
福祉部 

 障害政策課 

身近な地域においてきめ細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る。 

71,757  

8  視覚障害者情報センター運営事業 
福祉部 

 障害政策課 

点字刊行物や視覚障害者用録音物、情報機器の貸出及

び点訳者等の養成など、主に視覚障害のある人への情報

提供を行う「視覚障害者情報センター」を運営する。 

7,720  

9  障害児者への介護給付 
福祉部 

 障害政策課 

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する。 

13,890,311  

10  障害児への通所・入所給付 
福祉部 

 障害政策課 

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する。 

3,167,274  

３．いきいきと充実した生活をおくることができる高齢社会の形成を目指します。 

1  介護人材確保定着育成事業 
保険高齢部 

 高齢政策課 

介護人材の確保・定着・育成を図るため、就職相談会

や新任介護職員等応援交流会の開催、次代を担う介護職

員等勤続表彰を実施するとともに、キャリアアップ支援

や階層別研修を実施するほか、介護のしごとPR冊子・動

画の活用やイメージアップ事業により介護の魅力を発信

していく。 

17,685  

2  在宅医療・介護連携事業 

保険高齢部 

 地域包括ケア

推進課 

 （関係各課） 

福祉部 

 地域医療課 

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する。 

高齢者等における救急搬送の円滑化に向けて、「救急連

絡シート」の活用を促進する。 

18,371  

3  介護予防・生活支援サービス事業 

保険高齢部 

 高齢政策課 

 地域包括ケア

推進課 

 各区高齢者相

談課 

介護サービス事業者やボランティア団体等の様々な主体

が市独自の基準により多様なサービスを提供する総合事業

を推進し、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援す

る。 

1,417,595  
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

4  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、生活支

援コーディネーターを日常生活圏域ごとに配置し、地域資源

や担い手の発掘、育成を行うなど、高齢者支援センターと連

携して生活支援体制の整備を推進する。 

55,368  

5  

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～ 

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する。 
10,187  

6  特別養護老人ホームの整備促進 
保険高齢部 

 高齢政策課 

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る。 

130,007  

7  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する。 

38,132  

8  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 

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

業の更なる普及促進に努める。 

83,242  

9  
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 

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

営を行うとともに、職員の資質の向上や相談体制の充実に努

める。 

1,056,927  

10 

一

部

新 

介護給付適正化事業 
保険高齢部 

 介護保険課 

自立支援や重度化防止に資するよう、要介護認定の一層

の適正化を図るとともに、ケアプラン点検を実施するなど、介

護給付適正化事業を更に推進する。 

2,470  

11  介護保険制度改正の的確な対応 
保険高齢部 

 介護保険課 

制度改正に的確に対応し、介護保険制度全般の着実な

推進を図る。また、市民や事業所等にわかりやすい周知・広

報に努める。 

・平成30年8月からの利用者負担の3割負担導入に対応 

・要介護認定更新認定期間の上限36か月延長可能化に対

応 

・保険料額の改定に対応 

・市コールセンターを拡充し、保険料の改定等の問い合わせ

に対応 

7,466  

12  高齢者大学運営事業 

保険高齢部 

 地域包括ケア

推進課 

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する。 
25,929  

13  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する。 

1,035  

４．自ら行いみんなで支えあう、生涯にわたるこころと体の健康づくりと安全安心の保健衛生対策を推進します。 

1 

一

部

新 

小児医療費助成事業 
福祉部 

 地域医療課 

小児の健康の保持・増進とともに、子育てに伴う経済的負

担の軽減による子育て支援の更なる充実を図るため、平成

30年 10月から小児医療費助成の対象年齢の拡大など、制

度の拡充を図る。 

2,302,448 
少子

化 
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

2 

一

部

新 

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する。 

また、ひきこもり支援ステーションを設置するなど、

精神保健福祉センターにおいて専門的な立場から、相談

指導を行う。 

措置入院者の退院後の社会復帰の促進及びその自立と

社会経済活動への参加の促進のために必要な医療その他

の援助を適切かつ円滑に受けることができるよう、退院

後支援を実施するとともに必要な体制づくりを進める。 
第 2次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る。 

19,510  

3  急病診療事業 
福祉部 

 地域医療課 

夜間及び休日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する。 

1,596,862  

4 新 ＃7119事業の広域化に向けた検討 
福祉部 

 地域医療課 

持続可能な救急医療体制を確保するため、現在横浜市で

実施している救急安心センター事業（＃7119事業）の全県広

域化に向けた検討を行う。 

―  

5 新 相模原口腔保健センター歯科診療事業 
福祉部 

 地域医療課 

相模原口腔保健センターを活用して、相模原市歯科医師

会が新たに行う一般の歯科診療所や訪問歯科診療では治

療困難な要介護高齢者等に対応する歯科診療事業を支援

する。 

18,101  

6 

 

医事・薬事等指導事業 
保健所 

 地域保健課 

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

みや心配ごと等に関する相談を受け付ける医療安全相談窓

口の体制の充実を図ることにより、市民の医療や薬事に係る

安全・安心の確保を図る。 

5,433 

 

7  
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 

「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連携によ

り、総合的な診療能力を有する医師の育成を図り、市民が将

来にわたって住み慣れた地域で安心して生活を送ることがで

きるよう、地域医療体制の基盤づくりを進める。 

109,200  

8 

 

市民健康づくり運動推進事業 
保健所 

 健康増進課 

市民一人ひとりが健康でいきいきと暮らすことができる社会

を実現するため、健康づくり活動の普及啓発や教室の開催

を実施するなど、健康づくりへの意識の醸成や健康づくり活

動の習慣化を図る。 

・さがみはら市民健康づくり会議等と連携による健康づくり活

動の普及啓発キャンペーン、健康フェスタ等のイベントの

実施、ラジオ体操の普及啓発など 

・市健康づくり普及員連絡会による地区毎の健康づくり教室

など 

6,863 

 

9 
 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 

 健康増進課 

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」を実施する。 
18,532 

 

10 

 

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図るため、

運動習慣の定着に向けた事業を実施するとともに企業等

に出向き健康無関心層（壮年期）が自身の健康に関心を

持てるよう支援する。 

また、他事業との連携により、ハイリスク者への事業

参加を促す。 

5,631 

 

11 

 

難病対策事業 
保健所 

 疾病対策課 

難病法に基づく特定医療費（指定難病）の支給に要す

る事務や難病患者等の生活の質を向上するための事業を

実施する。 

・特定医療費（指定難病）の支給認定に関する事務、受

給者証の交付、医療費の支給等 

・指定難病審査会の設置 

・指定医及び指定医療機関の指定 

・講演会等の実施 

・ホームヘルパーの養成、難病患者一時入院事業、在宅

人工呼吸器使用患者支援事業 

753,930 
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No.  主な取組 部名／課名 内容 事業費（千円） 
総合戦略

設定事業 

12 

 

がん検診、肝炎ウイルス検診、生活保護

受給者等健康診査 

保健所 

 健康増進課 

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等を目的に、がん検診、肝炎

ウイルス検診、生活保護受給者等健康診査を実施する。 

 がん検診を推進する取組として、特定の対象者に対し、子

宮頸がん、乳がんに関するがん検診無料クーポン券等を送

付する等して受診を促進する。 

1,672,569 

 

13 

 

成人歯科健康診査事業 
保健所 

 健康増進課 

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する。ま

た、口腔がん予防について普及啓発するため、口腔がん検

診を実施する。 

31,698 

 

14 

 

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 

 健康増進課 

特定健康診査等実施計画（第 3期）に基づき特定健康診

査及び特定保健指導事業を実施する。 

 生活習慣病の予防のため実施する特定健康診査の受診

率の向上に努める。 

・受診率の低い世代などへの電話による個別勧奨を実施す

る。 

・がん集団検診と同一会場で、休日会場健診を実施する。 

・九都県市合同で作成したＰＲ動画を活用し周知する。 

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う。 

・保健指導再対象者の利用促進のため、コース選択制のプ 

ログラムを実施する。 

・質を向上させるため、検討会や研修を開催する。 

・40～50歳代の働き盛りの世代を中心とした、平日に特定保

健指導の実施が困難な被保険者に対して、日曜教室を実

施する。 

544,779 

 

15 

 

食の安全・安心確保対策事業 
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する。 

また、食中毒予防を図るため、食品衛生講習会、食中毒

予防キャンペーン、バス車内広告等を利用した啓発活動等

を行って、市民及び営業者に対して衛生知識の普及啓発活

動を実施する。 

3,025 

 

16 

 

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

等の充実を図る。 
75,712 

 

17 

 （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

う。 
― 

 

18 

 

国民健康保険事業特別会計の財政健全化 

保険高齢部 

 国民健康保険

課 

相模原市国民健康保険財政健全化方針に基づき、適正

な保険税率の設定や収納率の向上、医療費・保険給付の適

正化などにより、決算補填等を目的とした法定外繰入金を段

階的に削減する。 

  ― 

 

19 

 

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 

相模原市国民健康保険財政健全化方針に基づき、国民

健康保険税収納率の向上に努める。 

・ペイジー口座振替受付サービスの活用等により口座振替を

推進する。 

・コールセンター機能を拡充し、初期段階の未納者を対象と

したお知らせ業務や問い合わせ対応業務の実施等によ

り、納め忘れ等による未納の早期解消を図る。 

・徹底した財産調査により差押や執行停止等の滞納整理を

実施する。 

161,671 

 

 


