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第２期基本計画施策体系（健康福祉都市）

計画事業・主要事業

子ども・子育て会議運営事業

子ども・子育て支援事業計画策定事業

②こども・子育て家庭への支援 子育て支援センター事業

地域子育て支援センター事業【再掲】

子育てパートナー事業

③妊娠期・出産期の支援 妊婦健康診査費用助成事業

周産期救急医療運営事業

こんにちは赤ちゃん事業

④子育てと仕事の両立支援 就学前施設整備・運営方針策定事業

こども園（仮称）整備事業

猫実保育園大規模改修事業

浦安小学校地区児童育成クラブ再整備事業

舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業

⑤多様なニーズに応じた子育て支援 子育て・家族支援者養成事業【再掲】

預かり保育の実施

保育ママ事業

ファミリー・サポート・センター事業

①子育てにやさしいまちづくりの推進 子ども・子育て会議運営事業【再掲】

子ども・子育て支援事業計画策定事業【再掲】

子育て・家族支援者養成事業

地域子育て応援団事業

子育て支援パスポート事業

あかちゃんほっとすてーしょん推進事業

子育てパートナー事業【再掲】

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

地域子育て支援センター事業

子育てすこやか広場事業

①健康づくりの推進 健康うらやす２１計画策定事業

体力向上推進事業【再掲】

子ども医療費助成事業

特別支援学級整備事業【再掲】

まなびサポート推進事業【再掲】

特別支援学校通学支援事業

日中一時支援事業

こども発達センター活動事業

③こどもの安全を守る環境の整備 児童虐待防止対策推進事業

学校等防犯対策事業【再掲】

①心を育む遊び環境の整備 子ども・子育て会議運営事業【再掲】

子ども・子育て支援事業計画策定事業【再掲】

放課後異年齢児交流促進事業の充実

②幼児期の学び環境の整備 就学前施設整備・運営方針策定事業【再掲】

幼保小連携教育推進事業【再掲】

こども園（仮称）整備事業【再掲】

就学前保育・教育指針推進事業

預かり保育の実施【再掲】

③自分を大切にする気持ちを育てる 生徒指導推進事業【再掲】

スクールライフカウンセラー配置事業【再掲】

思春期講座の実施

④青少年の健全育成 青少年リーダー養成事業

青少年補導員による街頭補導活動等の実施【再掲】

２．こどもが元気に成長
できる環境を整える

２）豊かな心を育む

第２次実施計画

１．浦安で産み育てたい
環境を整える

②障がいのある子どもの地域生活
や自立の支援

１）こどもの健やかな成長
を支える

基本事業

１）安心して産み育てられ
る環境をつくる

基本計画

２）地域ぐるみで子育てを
支援する

事業具体的施策

①総合的な子ども・子育て支援の推
進
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第２期基本計画施策体系（健康福祉都市）

計画事業・主要事業

第２次実施計画

基本事業

基本計画

事業具体的施策

①健康づくり・介護予防の推進 健康うらやす２１計画策定事業【再掲】

介護予防推進協働事業

東小学校屋内運動場建替事業【再掲】

パークゴルフ場拡充事業【再掲】

体育施設利用時間の拡大【再掲】

舞浜地区海岸整備事業【再掲】

任意予防接種事業（高齢者用肺炎球菌）【再掲】

特定健診・保健指導の実施

地域介護予防活動支援事業

転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業

②こころのケアの充実 いのちとこころの支援事業

①活躍の場・機会の充実 老人クラブ会館整備事業

福祉タクシー乗車券交付事業

自動車燃料費助成事業

コミュニケーション支援事業

地域包括支援センター増設事業

②日常生活を支えるサービスの充実 買い物支援サービス事業

通院ヘルプサービス事業

老人医療費助成事業

③介護・福祉・医療体制の充実 夜間安心訪問ヘルプサービス事業

福祉・介護人材の確保対策

④住まいの充実 特別養護老人ホーム整備事業（広域型）

障がい者グループホーム等整備事業

⑤感染症等公衆衛生対策 任意予防接種事業（高齢者用肺炎球菌）

新型インフルエンザ等対策事業

福祉避難所支援物資整備事業【再掲】

災害時要援護者支援事業【再掲】

災害ボランティア事業【再掲】

②就労支援 障がい者就労支援センター運営事業

障がい者職場実習奨励金の支給【再掲】

雇用促進奨励金の支給【再掲】

③こころのバリアフリーの推進 こころのバリアフリー支援事業

１）安心して暮らせる体制
をつくる

２）ともに生きるまちをつく
る

２）地域で活躍できる環境
をつくる

３．大人が生き生きと活
躍できる環境を整える

①身近な地域で支えあえる体制づく
りの推進

①相談機能・コンサルティング機能
の充実

１）心と身体の健康を維
持・増進する

４．住み慣れた地域で暮
らし続けられる環境を整
える
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第２期基本計画施策体系（市民文化都市）

計画事業・主要事業

①平和事業の推進 平和学習青少年派遣事業

小・中学校被爆体験講話事業

原爆展及び被爆体験講話事業

人権・公民ノートの作成

人権啓発推進事業

②人権にかかわる権利救済の推進 ＤＶ対策推進事業

女性のための相談事業

①男女共同参画施策の総合的な推進 男女共同参画社会づくり事業

男女共同参画推進事業

基本計画 第２次実施計画

具体的施策 基本事業 事業

１．平和を希求し人権を
尊重するまちづくりを目
指す

１）恒久平和に取り組む

２）人権尊重のまちづくり
に取り組む

①人権意識の醸成と包括的な取り
組みの推進

３）男女共同参画社会の
実現に取り組む
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第２期基本計画施策体系（市民文化都市）

計画事業・主要事業

基本計画 第２次実施計画

具体的施策 基本事業 事業

教育ビジョン推進事業

①地域ぐるみの学校支援 地域とともに歩む学校づくり推進事業

青少年補導員による街頭補導活動等の実施【再掲】

②地域に貢献する学校づくり 災害時の避難所運営推進事業 【再掲】

東小学校屋内運動場建替事業【再掲】

ボランティア活動推進事業

学校体育施設開放事業【再掲】

③安全・安心な学校づくり 学校等防犯対策事業

交通事故防止対策の充実

青少年補導員による街頭補導活動等の実施

少人数教育推進事業

きめ細かな指導推進事業

授業モデル「うらやす」作成事業

小学校高学年における一部教科担任制の導入

「こども教育未来センター（仮称）」整備事業

体力向上推進事業【再掲】

理科支援ティーチャー配置事業

研究指定校・研究奨励校の指定事業

キャリア教育の推進

③豊かな心と健やかな体の育成 体力向上推進事業

道徳教育・人権教育の推進

読書活動推進事業

保健教育の充実

食育の推進

部活動推進事業【再掲】

ふるさとうらやす立志塾の開催

三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】

ふるさと浦安の歴史・地域学習の充実

三番瀬を活用した環境学習の推進

「浦安市民の森」の活用

特別支援学級整備事業

学校教育用コンピュータ整備事業

生徒指導推進事業

まなびサポート推進事業

スクールライフカウンセラー配置事業

入船・美浜地区学校統合推進事業【再掲】

幼保小連携教育推進事業

小中連携・一貫教育推進事業

①特色ある学校づくりの推進 ふるさとふれあい教育活動推進事業

校内研究の奨励・支援

こどもの成長の記録提供システムの活用の推進

少人数教育推進事業【再掲】

②学校の信頼性の向上 学校評価推進事業

学校評議員制度事業

教育情報誌発行事業

③学校教職員の資の向上 教職員の質・指導力の向上

授業モデル「うらやす」作成事業【再掲】

きめ細かな指導推進授業【再掲】

①学校施設の適正な配置 入船・美浜地区学校統合推進事業

②学校教育施設の整備充実 仮称第９中学校建設事業

東小学校屋内運動場建替事業

特別支援学級整備事業【再掲】

小中学校・幼稚園耐震対策事業

校舎トイレ改修事業

２．魅力ある学校をつくる

１)次代を担い豊かに生き
るこどもを育む学校をつく
る

①教育ビジョンに基づく学校教育の
推進

２）地域とともにこどもを育
てる学校をつくる

３）一人ひとりの個性が輝
く学校をつくる

①学ぶ意欲の育成と確かな学力の
定着

②今日的な課題に対応する教育の
推進

④豊かなかかわりと郷土愛を育む教
育の推進

⑤多様な教育的ニーズに応じた支
援の充実

４）信頼される学校をつく
る

５）教育環境が整った学校
をつくる

⑥学びの連続性を重視した教育の
推進
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第２期基本計画施策体系（市民文化都市）

計画事業・主要事業

基本計画 第２次実施計画

具体的施策 基本事業 事業

①充実した学習情報・機会の提供 図書館サービス拡充事業

電子資料提供サービス事業

まちづくり出前講座事業

生涯学習情報提供システムの運用

公民館活動推進事業

うらやす市民大学運営事業【再掲】

②生涯学習施設の整備充実 堀江公民館大規模改修事業

富岡公民館大規模改修事業

中央公民館大規模改修事業

中央図書館大規模改修事業

図書館サービス拡充事業【再掲】

①スポーツ機会・情報の提供 東小学校屋内運動場建替事業【再掲】

体育施設等予約システムの更改事業

スポーツ・レクリエーション事業

学校体育施設開放事業

②スポーツ推進体制の整備 総合型地域スポーツクラブ支援事業

市民スポーツ団体、スポーツ振興補助金交付事業

③スポーツ施設環境の整備 運動公園スポーツ施設整備事業

体育施設利用時間の拡大

東小学校屋内運動場建替事業【再掲】

パークゴルフ場拡充事業

屋内水泳プール改修工事

総合体育館改修工事

①市民の芸術文化活動の活性化 文化会館設備改修事業

市民プラザ設備改修事業

堀江公民館大規模改修事業【再掲】

富岡公民館大規模改修事業【再掲】

中央公民館大規模改修事業【再掲】

美術展覧会の開催

②芸術文化を体験する機会の充実 現代文化振興事業

③郷土の歴史・文化の理解を深める 郷土博物館活動の推進

１）いつでも学習できる機
会の充実を図る

２）日頃からスポーツを楽
しめる環境を整える

３．楽しみ生きがいを感じ
る生涯学習の充実を図る

３）浦安の芸術・文化を育
てる
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第２期基本計画施策体系（市民文化都市）

計画事業・主要事業

基本計画 第２次実施計画

具体的施策 基本事業 事業

自治会集会所整備事業

自治会集会所復旧事業

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

自主防災組織育成事業【再掲】

自主防犯・見守り隊活動支援事業【再掲】

浦安市自治会・自治会連合会補助金交付事業

市民参加型観光イベント等実施事業【再掲】

市民まつり実施事業

自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】

①市民主体の国際交流の推進 国際理解推進事業

国際センター管理運営事業

浦安市国際交流協会補助金交付事業

浦安在住外国人会補助金交付事業

オーランド市交流事業

市民活動促進事業

市民活動センター運営事業【再掲】

子育て・家族支援者養成事業【再掲】

介護予防推進協働事業【再掲】

自治会と市民活動団体の連携促進事業

地域子育て応援団事業【再掲】

市民活動センター運営事業

うらやす市民大学運営事業【再掲】

市民活動促進事業【再掲】

②市民活動支援制度の充実 市民参加・協働推進事業【再掲】

浦安市市民活動補助金交付事業

２）市民活動を促進する
①市民活動の人材育成と多様な場
の提供

４．多様な市民が交流で
きる地域コミュニティをつ
くる

1)自治会活動を活発にす
る

①自治会活動に対する支援と活動
拠点の整備

①地域間・世代間を越えた多様な市
民交流の促進

２)市民交流を促進し、地
域力の向上を図る 浦安市ふるさとづくり推進協議会運営費補助金交

付事業

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業
【再掲】

３)多文化共生のまちづく
りを推進する

５．地域の新たな公共の
担い手を支援する

１）市民活動への意識啓
発と機会を充実する

①市民活動へ参加するきっかけづく
りの提供
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第２期基本計画施策体系（快適環境都市）

計画事業・主要事業

①各主体の環境保全行動の推進 公共施設のエコ化推進事業【再掲】

環境保全行動推進事業

②計画的な環境施策の推進 第２期環境基本計画策定事業

①環境学習の場と機会の創出 三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】

浦安市民の森事業

環境学習推進事業

環境保全ＰＲ事業

①総合的な地球温暖化対策の推進 公共施設のエコ化推進事業

浦安エコホーム事業

電気自動車等充電設備設置事業

再生可能エネルギー等利用促進事業

街路灯ＥＳＣＯ事業

総合体育館ＥＳＣＯ事業

①ごみの減量・再資源化の推進 イベントごみ減量事業

ごみ減量推進啓発事業

エコショップ認定制度等実施事業

②廃棄物の適正な収集・処理 廃棄物処理施設長期包括責任委託事業

有料事業系指定ごみ袋制度推進事業

①大気に対する環境負荷の軽減 電気自動車等充電設備設置事業【再掲】

港・鉄鋼通り接続道路整備事業【再掲】

大気汚染測定事業

環境保全ＰＲ事業【再掲】

①公共下水道整備の推進 公共下水道面整備事業

公共下水道災害復旧事業【再掲】

下水道普及啓発事業

②既設下水道の適正な管理 下水道長寿命化事業

高洲ポンプ場改修事業

汚水中継ポンプ場整備事業

下水道総合地震対策事業【再掲】

宅地内公共汚水桝の再整備事業

③河川の水質改善の充実 河川水質測定事業

①多様化する生活環境問題への対応 羽田空港航空機騒音問題対策事業

自動車騒音等測定事業

斎場送迎バス運行事業

②まちの美化・環境衛生対策の充実 ゴミゼロ運動推進事業

ポイ捨て防止対策事業

ペット適正飼育推進事業

動物愛護推進事業

②省エネルギー対策・再生可能エネ
ルギー等導入の推進

１）大気の環境改善に努
める

３）資源・エネルギーの有
効利用を進める

１） 協働による環境保全
行動を進める

４）ごみの減量と再資源
化に取り組む

２）環境を大切にする人
づくりを進める

１．持続可能な社会づくり
に取り組む

基本計画

事業基本事業

第２次実施計画

第３次公共施設における地球温暖化対策実行計
画推進事業【再掲】

第３次公共施設における地球温暖化対策実行計
画推進事業

２．安心して暮らせる生
活環境の保全に取り組む

具体的施策

２）下水道を整備し水質
改善に努める

３）静けさや心地良さが保
たれ、安心して暮らせる
生活環境を確保する
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第２期基本計画施策体系（快適環境都市）

計画事業・主要事業

基本計画

事業基本事業

第２次実施計画

具体的施策

①豊かな水辺空間の創出 浦安絆の森整備事業

境川水辺空間整備事業

舞浜地区海岸整備事業【再掲】

三番瀬環境学習施設整備事業

三番瀬の保全・活用推進事業

三番瀬保全活動支援事業

①公園・緑地の整備と緑化の推進 緑の基本計画改定事業

浦安公園整備事業

高洲海浜公園整備事業

墓地公園整備事業

浦安絆の森整備事業【再掲】

シンボルロード緑道部整備事業

②民有地の緑化推進 景観計画運営事業【再掲】

生垣設置奨励事業

①樹木や緑地の保全 公園施設長寿命化計画策定事業

保存樹木指定事業

①協働で進める緑のまちづくり 公園等里親制度支援事業

浦安植木まつり事業

みどりのネットワーク事業

景観計画運営事業

良好なまちづくり支援事業【再掲】

景観重点区域のまちづくり推進事業

庁舎等建設事業【再掲】

仮称第９中学校建設事業【再掲】

境川水辺空間整備事業【再掲】

舞浜地区海岸整備事業【再掲】

不法広告物処理事業

２）三番瀬の保全と活用
を進める

５．暮らしに息づくふるさ
とのまち・浦安の景観を
つくる

４．緑と暮らしが調和する
豊かな生活空間を整備
する

２）地域の魅力を高める
公共施設を整備する

１）協働で景観の維持・創
出に取り組む

①景観に配慮した公共施設等の整
備

①三番瀬を活用できる環境整備を進
める

①地域主体で景観まちづくりに取り
組む

３．身近で親しみやすい
豊かな水辺空間を創出
する

１）新しい浦安の緑をつく
る

３）次世代に向かって浦
安の緑を育てる

２）身近な浦安の緑をまも
る

１）海辺、河川を活かした
水と緑の環境を創造する

旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業
【高潮対策】）【再掲】
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第２期基本計画施策体系（安全都市）

計画事業・主要事業

都市計画誘導方針策定事業

ＪＲ京葉線複々線用地地区計画等策定事業

壁面後退用地整備に対する支援事業

景観計画運営事業【再掲】

開発指導事業

うらやす市民大学運営事業【再掲】

良好なまちづくり支援事業

まちづくり情報提供事業

新橋周辺地区公園等拠点整備事業

浦安駅周辺再整備事業【再掲】

境川水辺空間整備事業【再掲】

②居住環境の改善 猫実五丁目東地区密集住宅市街地整備促進事業

狭あい道路拡幅整備事業

堀江・猫実Ｂ地区土地区画整理事業

新中通り周辺市街地整備事業

良好なまちづくり支援事業【再掲】

分譲集合住宅支援事業【再掲】

既存建築物耐震改修促進事業【再掲】

既存建築物耐震改修啓発・傾斜復旧等相談事業【再掲】

①計画的なまちづくりの推進 良好なまちづくり支援事業【再掲】

景観重点区域のまちづくり推進事業【再掲】

②地域の魅力を高める 仮称日の出出張所整備事業【再掲】

三番瀬環境学習施設整備事業【再掲】

浦安絆の森整備事業【再掲】

①良好な住環境を守る 良好なまちづくり支援事業【再掲】

景観計画運営事業【再掲】

開発指導事業【再掲】

②多様な住宅ニーズへの対応 既存建築物耐震改修促進事業【再掲】

既存建築物耐震改修啓発・傾斜復旧等相談事業【再掲】

浦安エコホーム事業【再掲】

狭あい道路拡幅整備事業【再掲】

分譲集合住宅支援事業

マンションみらいネット更新費用助成事業

高齢者あんしんマンションライフ支援事業

既存建築物耐震改修啓発・傾斜復旧等相談事業【再掲】

千葉県液状化等被害住宅再建支援事業

浦安市液状化等被害住宅再建支援事業

被災者住宅等再建支援利子補給金交付事業

被災分譲集合住宅ライフライン補修補助金交付事業

分譲集合住宅共用部分復旧工事資金利子補給金交付事業

①多様な地域の力をまちづくりに活
かす

①地域のよさを守るための適正な土
地利用の推進１．地域の特色を活かし

たまちづくりに取り組む

①集合住宅の適正な維持管理に取
り組む

基本計画

事業

第２次実施計画

②まちづくりに関する情報を共有し、
ともに課題解決に取り組む

具体的施策 基本事業

２）地域主体のまちづくり
に取り組む

１）地域の特色を活かし
た市街地環境を育む

①住宅やライフラインの修復に取り
組む

①地区のよさや課題に対応した再整
備

③新中通り線と周辺市街地の整備

①良好な市街地環境の保全に地域
で取り組む

３）新町地域の市街地環
境を育む

１）住環境の整備に総合
的に取り組む

２）集合住宅の課題に取
り組む

２）中町地域の良好な市
街地環境を保全する

２．バランスのとれた地域
の発展に取り組む

３．安心して暮らせる住
生活を創造する

３）住生活の再建に取り
組む

１）元町らしさを活かした
再整備を推進する
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第２期基本計画施策体系（安全都市）

計画事業・主要事業

基本計画

事業

第２次実施計画

具体的施策 基本事業

①自動車交通ネットワークの整備 国道357号東京湾岸道路立体整備促進事業

港・鉄鋼通り接続道路整備事業

新中通り周辺市街地整備事業【再掲】

狭あい道路拡幅整備事業【再掲】

③道路環境の改善 道路等復旧事業【再掲】

道路等復旧関連事業【再掲】

幹線道路液状化対策事業【再掲】

道路冠水対策事業【再掲】

④道路施設の適正な維持管理 橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業【再掲】

街路灯ESCO事業【再掲】

①交通安全施設の充実 自転車通行空間整備事業【再掲】

交通安全施設整備事業

②交通安全意識の普及 自転車安全利用推進事業

交通安全運動実施事業

交通安全教育事業

コミュニティバス運行事業

自転車駐車場管理運営事業

放置自転車対策事業

②自転車利用環境の整備 自転車通行空間整備事業

浦安絆の森整備事業【再掲】

舞浜地区海岸整備事業【再掲】

①消防力の充実 仮称日の出出張所整備事業

小型動力ポンプ付水槽車購入事業

消防指令業務運用事業

消防資機材整備事業

消防団充実・強化事業

②救急救助体制の充実 救急救命士の養成

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及事業

①地域防犯活動の推進 自主防犯・見守り隊活動支援事業

移動防犯事業

市内巡回パトロール事業

浦安市防犯協会運営費補助金交付事業

防犯活動啓発事業

公共空間犯罪対策事業

学校等防犯対策事業【再掲】

５．地域を結ぶ都市の交
通環境を整える

２）自転車利用環境を整
える

①駅周辺での自転車問題に取り組
む

①バスや鉄道などの公共交通網の
充実

１）地域を結ぶ公共交通
網を充実させる

２）防犯活動を推進する

②犯罪が起こりにくい地域コミュニ
ティづくり

６．日常の安全・安心をよ
り確かにする

②まちづくりや地域の特性にあわせ
た道路整備の推進

１）安全・安心で快適な道
路網を整備する

２）交通安全対策を充実
する

１）地域の特性に対応し
た消防体制を充実する

４．地域をつなぐ道路網
の充実に取り組む
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第２期基本計画施策体系（安全都市）

計画事業・主要事業

基本計画

事業

第２次実施計画

具体的施策 基本事業

①総合的な震災対策の推進 地域防災計画改定事業

業務継続計画策定事業【再掲】

実践型訓練事業【再掲】

防災訓練等実施事業

②自助・共助体制の充実 災害時の避難所運営推進事業

自主防災組織育成事業

災害時要援護者支援事業

防災袋無償配付事業

③防災備蓄の充実 災害時トイレ整備事業

福祉避難所支援物資整備事業

防災備蓄用品整備事業

受水槽緊急遮断装置設置補助事業

④災害情報の共有化 災害時情報伝達・収集検討事業

防災無線等管理運営事業

⑤応急・復旧対策の充実 災害ボランティア事業

事業者・大学・自治体等との災害時の応援協定の締結

①雨水排水対策の充実 道路冠水対策事業

排水設備維持補修事業

雨水排水施設の液状化対策事業【再掲】

②治水能力の向上 吐口ゲート集中管理設備システム更新事業

舞浜地区海岸整備事業

旧江戸川下流部整備事業（低地対策河川事業【高潮対策】）

公共下水道災害復旧事業

下水道総合地震対策事業

汚水中継ポンプ場整備事業【再掲】

道路等復旧事業

道路等復旧関連事業

幹線道路液状化対策事業

橋りょう長寿命化・耐震化修繕推進事業

雨水排水施設の液状化対策事業

小・中学校校庭の液状化対策事業

小学校・幼稚園耐震対策事業【再掲】

③宅地の耐震・液状化対策の支援 道路等と宅地の一体的な液状化対策推進事業

既存建築物耐震改修促進事業

既存建築物耐震改修啓発・傾斜復旧等相談事業

まちづくり情報提供事業【再掲】

１）地域主体の震災対策
に取り組む７．災害に備える

②公共公益施設の耐震・液状化対
策の推進

①公共土木施設の耐震・液状化対
策の推進

２）治水・排水体制を充実
する

３）耐震・液状化対策に取
り組む
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第２期基本計画施策体系（産業都市）

計画事業・主要事業

①新たな内発型産業の振興 中小企業等経営支援事業

②商業振興の推進 買い物支援サービス事業【再掲】

子育て支援パスポート事業 【再掲】

③就労環境の向上 母子家庭等就労支援事業

就労支援事業

障がい者就労支援センター運営事業【再掲】

障がい者職場実習奨励金の支給

雇用促進奨励金の支給

消費生活相談事業

消費生活センター運営事業

消費生活啓発事業

①都市型観光の基盤づくり 市民参加型観光イベント等実施事業

観光人材育成支援事業

観光案内所運営事業

浦安観光コンベンション協会補助金交付事業

舞浜地区海岸整備事業【再掲】

コンベンション誘致事業

観光人材育成支援事業【再掲】

①浦安駅周辺地区の再整備 浦安駅周辺再整備事業

図書館サービス拡充事業【再掲】

②新浦安駅周辺地区の整備 幹線道路液状化対策事業【再掲】

シンボルロード緑道部整備事業【再掲】

市民プラザ設備改修事業【再掲】

③舞浜駅周辺地区の整備 幹線道路液状化対策事業【再掲】

①シビックセンター地区の整備 庁舎等建設事業

浦安公園整備事業【再掲】

文化会館設備改修事業【再掲】

中央図書館大規模改修事業【再掲】

②海辺の交歓エリアの形成 高洲海浜公園整備事業【再掲】

浦安絆の森整備事業【再掲】

具体的施策

基本計画

１．長期的な視点に立っ
て浦安の産業を育てる

１）長期的な視点に立っ
た地域産業を振興する

事業基本事業

第２次実施計画

２）消費生活を充実する
①安全で安心できる消費生活の実
現

２）魅力と活力にあふれ
た拠点づくりに取り組む

２．浦安の特性を活かし
た市民も楽しめる観光を
振興する

１）地域の資源を活かし
た都市観光を振興する

２）舞浜アーバンリゾート
を振興する

①舞浜アーバンリゾートゾーンと市
民の関係を深める

３．都市拠点の形成に取
り組む

１）駅周辺地区の整備に
取り組む
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都市像 １

健康福祉都市
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【生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市】

生涯を通じて、心身ともに健康で、明るく、豊かな生活を送れることは、すべての市民の共

通の願いです。

そのため、市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、ともに助け合い、支え合いながら、

健康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち～生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都

市～を目指します。
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市民誰もが「生涯を通じて、心身ともに健康で、明るく、豊かな生活を送れること」、それは、

市民一人ひとりが「住み慣れた地域で多くの人と交流しながら、健康で、自分らしく生きがいを

持ち、ともに助け合って、こころ豊かに安心して暮らし続けられること」だといえます。

こうした、市民の共通の願いの実現のためには、‘人＝生命（いのち）’そのものを大切にする

思いがあります。すなわち、生まれてくる生命、自らの生命、互いの生命・・・「生まれてから

亡くなるまでの連続する生命の時間、生命の輝きを大切にする」という考えが根底にあります。

そして、その考えを根底に据えつつ、「保健」・「医療」・「福祉」といった行政による取り組み

を念頭においた従来の分野別の施策展開ではなく、‘人’を中心として市民や地域、行政などが

目標を共有して取り組みを進めていける施策展開、すなわち、人が生まれ成長し活躍し亡くなる

「ライフステージ」を基調に施策を展開していく発想に転換する必要があります。

また、「市民はサービスの受け手、行政はサービスの供給主体」という従来の考え方を転換し、

市民自らが自立する「自助」という発想や、地域で共に支え合う「共助」の発想を取り込み、市

民と行政の協働、市民同士の協働により、「市民一人ひとりが互いの存在を理解し、尊重し、助

け合う」発想へと転換し、その仕組みを構築していく必要があります。

こうしたことから、第２期基本計画では、生き生きと暮らせる心のかよう『健康福祉都市』の

具現化を目指し、次のような視点を持って施策を展開していきます。

◆視点１：浦安の将来を担うこどもたちを育てていくために、家庭だけでなく地域や行

政などが一体となってこどもたちを大切に育てていく施策を展開する

◆視点２：心身ともに健康で生きがいを持ちながら、住み慣れた地域でともに助け合い、

こころ豊かに安心して暮らし続けることができる施策を展開する

こどもと子育

て家庭を大切

にするまち

・安心して産み育てられる環境の整備

・こどもの健やかな成長を支え、豊かな心を育む

・地域によるこどもと子育て家庭への支援

・子育てにやさしいまちづくり

住 み 慣れ た

地 域 での 暮

ら し の継 続

・心と身体の健康づくり、介護予防の推進

・活躍の場づくり、外出のきっかけづくり

・高齢者や障がいのある人が安心して暮らせる体制づくり

・地域で支え合えるまちづくり
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現状と課題

平成２年の「1.57 ショック」により少子化の認識が一般化しましたが、少子化の進展による影

響として、生産年齢人口の減少による労働力人口の減少やそれに伴う経済成長率の鈍化、高齢化

の進展と相まった現役世代の社会保障費の負担の増大など、様々なマイナス面の影響が懸念され

ます。

産まれてくる生命、産まれてきた生命を守り育てていくことは、親としての楽しみといえます

が、核家族化や近所づきあいの希薄化などにより、身近に不安や悩みを相談できる相手や頼るこ

とのできる相手が少なく、出産や子育てに関する親への負担が身体的にも精神的にも増えている

といえます。特に転入世帯については、人伝いの情報収集力が弱く、また、子育て中の仲間や相

談相手と巡り会う機会が少ないなど、子育て中の親が孤立しやすい状況にあるといえます。

また、女性の就労が一般化し、産まれてきた生命を大切に育みつつ、仕事を続けていきたいと

考える共働き家庭が増えていることにより、親がこどもにかかわることのできる時間が減ってき

ています。ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の観点から、育児休業制度の普及や

活用促進などにより全国的に‘働き方’の見直しが進められていますが、子育てに関する負担は

依然母親に偏る傾向があるといえ、父親が子育てに積極的に参加し、子育ての負担を家庭内で上

手に分担していくことが望まれます。他方、本市では、在宅で子育てをしている家庭が多く、ま

た、ひとり親家庭も増加傾向にあります。家庭の状況によって抱えている問題や求めている子育

て支援ニーズは多様であるといえ、様々な問題やニーズへの対応が必要です。

さらに、幼児期が生涯にわたる人格形成の基礎を担う重要な時期であるため、保育と質の高い

教育を総合的に提供する環境づくりが求められています。また、こどもを安心して産み育てられ

る環境を作っていくためには、親自身が出産や子育てを通じて学び育ち、親としての自覚を持ち、

家庭内で協力し合って家庭の子育て力を高めていくことも必要です。

こうしたなかで、平成 24 年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、こども・子育て支援の

総合的な推進を図るための仕組みが整いました。

本市でも国の動きに併せて、浦安でこどもを産みたい、浦安でこどもを育てていきたいと思え

るような環境を整えていくために、地域ぐるみで子育てを支援できる体制を作っていくことが必

要です。

１ 浦安で産み育てたい環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）安心して産み育てられる環境をつくる

安心して出産を迎え、出産後も安心して子育てができるよう、様々な情報の提供や学習機会の

充実、母子の健康管理に関する支援や気軽に相談できる体制の整備など、精神面と身体面の両面

から支援するとともに、医師会や歯科医師会、薬剤師会などと連携した地域の医療体制を確立し

ます。また、出産にあたって危険性が高い妊婦や新生児の救急医療に対応するため、引き続き周

産期医療の充実に医療機関と連携しながら取り組みます。

子ども・子育て関連３法の成立を受け、こども・子育てにかかるニーズや地域の実情を踏まえ、

地域全体で支援するこども・子育て施策を、総合的かつ計画的に推進するとともに、就学前施設

の整備・運営や児童の放課後の居場所づくりに関する活用・方針を策定し、安心して浦安でこど

もを育てたいと思える、環境の整備に取り組みます。

また、在宅で子育てをしている家庭やひとり親家庭など、様々な家庭の状況やニーズに対応し

た多様な子育て支援を展開するとともに、地域で子育て支援に取り組む人材や団体を育成・支援

します。

２）地域ぐるみで子育てを支援する

育児不安や孤独感に陥ることなく、人の輪・情報の輪のなかで生き生きと自信を持って楽しく

子育てができるよう、子育ての悩みや喜びを共有できるネットワークづくりを促進します。

地域の子育て支援力を高めていくため、子育て支援の担い手を育成し、家庭的な環境のなかで

の保育体制づくりを推進するとともに、子育て家庭を地域全体で支えるやさしいまちづくりを進

めます。
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【子育て・家族支援者養成講座を核とした 子育て支援イメージ】

子育て・家族支援者養成講座

（２級・３級）

○子育て・家族支援者の養成

○支援者のバックアップ

○受講後の支援活動

保育園、児童育成クラブ、ファミ

リー・サポート・センターなど

●ファミリー・サポー

ト・センター事業の

充実

●病後児・宿泊対応

●子育てケアマネジャー

地域の子育て支援力の向上
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・

・

・

・

・

・

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－１ 浦安で産み育てたい環境を整える

１）安心して産み育てられる環境をつくる

すべてのこどもの良質な成育環境を保障し、こども・子育て家庭を地域で支えることを目的に、こど
も・子育て家庭の環境やニーズに応じて、幼児期の学校教育・保育の提供や、待機児童の解消などを
柱とする総合的・効率的な子育て施策の充実を図るため、子ども・子育て会議を設置、運営するとと
もに、子ども・子育て支援事業計画を策定します。

子育てをする保護者が持つ様々な不安を解消し、子育ての楽しさを共有・実感できるよう、子育て支
援センターを運営します。また、身近な地域での相談機能を充実させるため、子育て総合窓口や子育
て相談室で、子育てケアマネジャーによる総合相談を行います。
妊娠中の母体や胎児の健康を守り、こどもを安心して産み育てられるよう、引き続き妊婦健康診査の
費用の助成をします。また、出産にあたって危険性が高い妊婦や新生児の救急医療に対応するため、
周産期医療専門のベッドを市民のために確保し、周産期医療体制の充実を図ります。
就学前施設について現状分析や課題抽出を行い、今後の整備や活用に関する方針を策定します。ま
た、幼児教育と保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援機能を併せ持つ、こども園(仮
称)の整備に取り組みます。
園舎の老朽化への対応や保育環境の向上を図るため、保育園の大規模改修を行うとともに、児童の放
課後における安全で快適な生活の場を確保するため、児童育成クラブの整備を進めます。

多様化する保育ニーズに対応するため、市立幼稚園での預かり保育や、家庭的で温かい環境のもと、
きめ細かな保育を行う保育ママ事業を、引き続き実施します。さらに、相互援助活動により子育て家
庭の育児を応援するファミリー・サポート・センター事業を実施し、総合的な子育て支援の推進を図
ります。

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①総合的な子ども・子育て
支援の推進

子ども・子育て会議運営事業 こども家庭課

子ども・子育て支援事業計画策定事業 こども家庭課

②こども・子育て家庭への
支援

子育て支援センター事業 保育幼稚園課

地域子育て支援センター事業 【再掲】 保育幼稚園課

子育てパートナー事業 こども家庭課

③妊娠期・出産期の支援

妊婦健康診査費用助成事業 健康増進課

周産期救急医療運営事業 健康増進課

こんにちは赤ちゃん事業 健康増進課

④子育てと仕事の両立支
援

就学前施設整備・運営方針策定事業 保育幼稚園課

こども園（仮称）整備事業 保育幼稚園課

猫実保育園大規模改修事業 保育幼稚園課

浦安小学校地区児童育成クラブ再整備事業 青少年課

舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業 青少年課

⑤多様なニーズに応じた子
育て支援

子育て・家族支援者養成事業 【再掲】 こども家庭課

預かり保育の実施 保育幼稚園課

保育ママ事業 保育幼稚園課

ファミリー・サポート・センター事業 こども家庭課
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【計画事業】

①総合的な子ども・子育て支援の推進

事業番号
事業名 子ども・子育て会議運営事業 担当課 こども家庭課

11111

事業内容

子育て当事者のニーズや地域の実情を踏まえ、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の需要
予測や利用定員の設定、また、子ども・子育て支援事業計画の策定に関して意見を聴くとともに、施策
の総合的かつ計画的な推進に必要な事項や、実施状況を調査・審議するため、子ども・子育て会議を設
置、運営します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

開催 開催 開催

事業番号
事業名 子ども・子育て支援事業計画策定事業 担当課 こども家庭課

11112

事業内容
こども・子育てに係るニーズを把握し、幼児期の学校教育・保育及び地域こども・子育て支援事業にか
かる需要見込みや提供体制の確保などを盛り込んだ、子ども・子育て支援事業計画を策定します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

ニーズ調査
検討

策定

④子育てと仕事の両立支援

事業番号
事業名 就学前施設整備・運営方針策定事業 担当課 保育幼稚園課

11141

事業内容
就学前施設(幼稚園、保育園及びこども園)に関する、今後の整備・運営や活用に関する方針を策定しま
す。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討 策定

事業番号
事業名 こども園(仮称)整備事業 担当課 保育幼稚園課

11142

事業内容
多様化する保育のニーズに対応するため、幼児教育と保育を一体的に提供するとともに、地域の子育
て支援機能を併せ持つ、こども園(仮称)を明海地区に整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業者募集 整備 開園
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(千円)

事業番号
事業名 猫実保育園大規模改修事業 担当課 保育幼稚園課

11143

事業内容 猫実保育園園舎の老朽化対策や保育環境の向上を図るため、大規模改修工事を行います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計 改修 開園

事業番号
事業名

浦安小学校地区児童育成クラブ再整備
事業

担当課 青少年課
11144

事業内容
浦安小学校地区児童育成クラブの入会需要の増加に伴う、施設の狭あい化に対応するため、学区域内
に分室を整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計 整備

事業番号
事業名

舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備
事業

担当課 青少年課
11145

事業内容
舞浜小学校地区児童育成クラブの入会需要の増加に伴う、施設の狭あい化に対応するため、学区域内
に分室を整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計 整備

⑤多様なニーズに応じた子育て支援

事業番号
事業名 子育て・家族支援者養成事業 【再掲】 担当課 こども家庭課

11211

事業内容
子育て相談室などで、子育てに関する相談業務を担う子育てケアマネジャーを養成するとともに、地域
でグループ保育などの子育て活動を行う支援者や、子育て支援リーダーを養成します。また、講座修了
者の能力の維持・向上を図るため、バックアップ研修を実施します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

養成講座実施
バックアップ研修実施

養成講座実施
バックアップ研修実施

養成講座実施
バックアップ研修実施

○計画事業費

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

24,818 669,970 157,252 852,040
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【主要事業】

②こども・子育て家庭への支援

事業名 子育て支援センター事業 保育幼稚園課

事業内容
親子が交流できる「おひさま広場」や子育てに関する相談・情報の提供を行います。また、小児
科医による育児相談も行います。その他、様々な催しを定期的に開催しながら、仲間づくりを
推進し、子育てを応援します。

事業名 地域子育て支援センター事業【再掲】 保育幼稚園課

事業内容
親子が自由に遊び交流する場の提供や、育児に関するアドバイス、育児情報を提供すること
により、地域の子育て家庭を支援します。

事業名 子育てパートナー事業 こども家庭課

事業内容
子育て・家族支援者養成講座で養成した子育てケアマネジャーが、子育てに悩む保護者の相
談窓口となり、知識を活かした助言や育児制度、サービスなどの紹介をします。

③妊娠期・出産期の支援

事業名 妊婦健康診査費用助成事業 健康増進課

事業内容
妊娠期の母子の健康や安全の確保、経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に要する
費用を助成します。

事業名 周産期救急医療運営事業 健康増進課

事業内容
安心して出産に臨める救急医療体制の充実を図るため、千葉県の地域周産期母子医療セン
ターである順天堂大学医学部附属浦安病院の新生児集中治療管理室(ＮＩＣＵ)及び母体・胎児
集中治療管理室(ＭＦＩＣＵ)のベッドをそれぞれ２床ずつ市民のために確保します。

事業名 こんにちは赤ちゃん事業(新生児・妊産婦訪問指導及び母子保健推進員活動) 健康増進課

事業内容
生後４か月までの乳児を抱える全世帯を、助産師または保健師及び母子保健推進員が訪問
し、赤ちゃんの成長発達や産後の母親の健康状態などについて、相談やアドバイスを行いま
す。

⑤多様なニーズに応じた子育て支援

事業名 預かり保育の実施 保育幼稚園課

事業内容
保護者の就労や介護などの理由により、家庭での保育が困難となった園児を、幼稚園の教育
時間の前後に保育する預かり保育を実施します。

事業名 保育ママ事業 保育幼稚園課

事業内容
本市が主催する保育ママ養成研修会の修了生から保育ママを認定し、少人数の乳幼児を自
宅などの家庭的な環境のもと保育を行う、保育ママ事業を実施します。

事業名 ファミリー・サポート・センター事業 こども家庭課

事業内容
育児の手助けが必要な人(おねがい会員)、子育てのお手伝いをしたい人(まかせて会員)、両
方できる人(どっちも会員)の相互援助活動により、子育て家庭の育児を応援します。
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・

・

・

【再掲】 こども家庭課

こども家庭課

事業番号
事業名

こども家庭課子育て支援パスポート事業

地域のこどもや子育て家庭の実情を踏まえたこども・子育て支援施策が実施できるよう、子ども・子
育て会議を設置するとともに、幼児期の学校教育・保育及び地域こども・子育て支援事業の提供体制
の確保などを盛り込んだ、子ども・子育て支援事業計画の策定に取り組みます。

こども家庭課

【再掲】子ども・子育て会議運営事業

地域子育て応援団事業 こども家庭課

子育てすこやか広場事業

２）地域ぐるみで子育てを支援する

【計画事業】

①子育てにやさしいまちづくりの推進

【事業体系】

事業

①子育てにやさしいまちづ
くりの推進

計画事業・主要事業名

子育て家庭を社会全体で応援するため、地域事業者の協力を得ながら、乳幼児を連れて外出した際
に、気軽に授乳やおむつ替えができる休憩スペースを設置するとともに、地域の子育て支援の一つと
して、市内の協賛店で割引や付加サービスなどの特典を受けることのできる子育て支援パスポートを
配付します。

担当課

こども家庭課

あかちゃんほっとすてーしょん推進事業 こども家庭課

保育幼稚園課

【再掲】
協働推進課
地域ネットワーク課

こども家庭課

地域子育て支援センター事業

子ども・子育て会議運営事業 【再掲】 担当課

子ども・子育て支援事業計画策定事業 【再掲】

子育て・家族支援者養成事業

子育てパートナー事業

こども家庭課

自治会と市民活動団体の連携促進事業

11111

事業内容

子育て当事者のニーズや地域の実情を踏まえ、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の需要
予測や利用定員の設定、また、子ども・子育て支援事業計画の策定に関して意見を聴くとともに、施策
の総合的かつ計画的な推進に必要な事項や、実施状況を調査・審議するため、子ども・子育て会議を設
置、運営します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

開催 開催 開催

保育幼稚園課

乳幼児の親子が集い交流するとともに、子育て家庭への情報をきめ細かく分かりやすく提供し、身近
な地域での相談機能を充実させるため、地域子育て支援センターを運営します。また、子育てケアマ
ネジャーや子育て支援リーダーなど、地域で子育て活動を行う支援者を養成・活用することで、地域
の子育て支援力の向上を図ります。
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(千円)

子育て家庭を社会全体で応援するため、市内の協賛店で割引や付加サービスなどの特典を
受けることのできるパスポートを、18歳までのこどもがいる家庭及び妊娠中の方がいる家庭に
配付します。

事業内容
地域とのつながりが希薄化するなか、孤立しやすい状況にある子育て世帯に対して、自主的
に子育て支援活動を行う市民団体を支援します。

【主要事業】

①子育てにやさしいまちづくりの推進

事業名 こども家庭課

事業名 子育て支援パスポート事業 こども家庭課

○計画事業費

平成25年度

事業番号
事業名 子ども・子育て支援事業計画策定事業 【再掲】 担当課 こども家庭課

11112

事業内容
こども・子育てに係るニーズを把握し、幼児期の学校教育・保育及び地域こども・子育て支援事業にか
かる需要見込みや提供体制の確保などを盛り込んだ、子ども・子育て支援事業計画を策定します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

ニーズ調査
検討

策定

事業番号
事業名 子育て・家族支援者養成事業 担当課 こども家庭課

11211

事業内容
子育て相談室などで、子育てに関する相談業務を担う子育てケアマネジャーを養成するとともに、地域
でグループ保育などの子育て活動を行う支援者や、子育て支援リーダーを養成します。また、講座修了
者の能力の維持・向上を図るため、バックアップ研修を実施します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

養成講座実施
バックアップ研修実施

養成講座実施
バックアップ研修実施

養成講座実施
バックアップ研修実施

3か年の合計

8,514 10,075 10,637 29,226

こども家庭課

平成26年度

地域子育て応援団事業

平成27年度

事業内容

こども家庭課

事業名 自治会と市民活動団体の連携促進事業【再掲】
協働推進課／地域ネッ
トワーク課／こども家庭
課

事業内容
子育て・家族支援者養成講座で養成した子育てケアマネジャーが、子育てに悩む保護者の相
談窓口となり、知識を活かした助言や育児制度、サービスなどの紹介をします。

事業名 あかちゃんほっとすてーしょん推進事業

事業内容
あかちゃんを連れて外出した際に、気軽に授乳やおむつ替えができる休憩スペースを、公共
公益施設や市内事業所などの協力を得ながら設置するとともに、その情報を提供します。

事業名 子育てパートナー事業【再掲】

事業内容
８区自治会で実施している、自治会と子育て支援団体との連携モデル事業などの、自治会と
市民活動団体の連携を促進し、自治会及び市民活動団体の活性化を図ります。

70



親子が自由に遊び交流する場の提供や、育児に関するアドバイス、育児情報を提供すること
により、地域の子育て家庭を支援します。

事業内容

保育幼稚園課

事業名 子育てすこやか広場事業 保育幼稚園課

事業内容
幼稚園を開放し、地域の未就園児の親子・こども同士の遊びやふれあい、子育て相談を受け
る場の提供をします。

事業名 地域子育て支援センター事業
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￥

現状と課題

「こどもが何かおかしい。」こう言われるようになって久しくなりました。

基本的な生活習慣の欠如、コミュニケーション能力の不足、集団生活への不適応、自制心や規

範意識の不足に加え、自尊感情を抱けないこどもや心の病を抱えるこどもの増加など、こどもの

育ちが大きく変化してきています。また、身体的な面においても、運動能力の低下や栄養の偏り

などの食の問題、性行動の低年齢化による性感染症の増加などが指摘されており、生涯にわたる

健康への影響が懸念されます。

この背景には、社会構造の変化をはじめ様々な要因が影響していると考えられます。少子化や

核家族化による世帯規模の縮小や共働き家庭の増加、それに伴う親や兄弟姉妹、祖父母などとの

かかわりの減少、また、地域における人間関係の希薄化やこどもに対する大人の無関心、こども

が犯罪の被害者として巻き込まれる事件の増加や安心して遊ぶことのできる場や機会の減少、そ

れに伴う年齢や世代を超えたかかわりの減少、さらに、社会問題となっている児童虐待など、様々

な要因が複合的に影響し、様々な形でこどもの育ちの変化となって現れてきていると考えられま

す。

本市においても、全国的な問題認識と同様の傾向にあると考えられることから、基礎体力・運

動能力の向上や生活習慣の確立、思春期における健康教育やこころの問題など、様々な問題に対

応していくことが必要です。

乳幼児期から少年期は、生活習慣を身に付け確立していく重要な時期であり、青年期は、ライ

フスタイルの変化のなかで生活習慣に配慮が必要な時期です。この時期の日々の生活は、その後

の健康観や行動に大きく影響を与えていきます。また、乳幼児期から少年期、青年期にかけ、人

格や生涯にわたっての生きる力の基礎が培われる時期でもあり、多くの人とかかわりながら大切

にされ育っていくことで、人への愛情や信頼、豊かな感性が育まれます。

こどもの育ちは、親など身近な周りの人からの影響が大きいことから、身近な大人が、自覚を

持ち、健全な生活習慣の形成へと導く必要があるとともに、人とのかかわり方や社会のルールな

ど生きていくうえで必要な教育を行う必要があります。同時に、成長の段階に応じて、自分のこ

ころや身体について学習する機会や様々な人とかかわりあう機会を得て、元気な身体や豊かなこ

ころ、自主性や自立心を育てていくことができる体制づくりが必要です。

また、障がいのある子どもや心身の発達遅滞により療育を必要とするこども、幼稚園や保育園、

小学校などの集団の場にうまく適応できないこどものライフステージに応じて高度化・多様化し

ていくニーズに対応していく必要があります。地域のなかでいきいきと成長していける体制づく

りが必要であるとともに、自立へ向けた一貫した支援が必要です。

未来を担うこどもたちのために、家庭や地域、教育機関、行政などが相互に連携・補完し合い

ながら、安心してのびのびと健やかに成長できる環境を整えていく必要があります。

2 こどもが元気に成長できる環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）こどもの健やかな成長を支える

成長の各過程において健康診査を実施し、きめ細かなフォローアップを行っていくとともに、

基礎体力・運動能力の向上や健全な生活習慣の確立のため、家庭や地域、教育機関や行政などが

一体となり、成長過程にあわせた健康づくりを推進します。また、こどもたちに対する健康教育

や保護者に対する相談体制、健康知識の普及などを充実します。また、こどもの健康を守るとと

もに子育て家庭の経済的負担の軽減に取り組みます。

障がいのある子どもや療育を必要とするこどもなどが、地域のなかでいきいきと生活できるよ

う、障がいの種類や程度などに応じた様々な支援を充実していくとともに、地域と連携した支援

体制づくりを行います。また、個々の能力を最大限に発揮し、将来、自立を期していけるよう、

一貫した支援体制を構築します。

こどもたちを犯罪から守り、地域のなかでのびのびと成長していけるよう、関係機関や市民、

地域と協力して、見守り体制を構築します。また、児童虐待に関する防止対策や相談体制を充実

させ、関係機関との連携のもと、発生予防から早期発見、早期対応、保護、支援まで切れ目なく

総合的に対応します。

２）豊かな心を育む

こどもたちが安心してのびのびと遊ぶことができる場や過ごせる場などを確保します。また、

世代を超えた交流や様々な人とのかかわりを通じて人とかかわる力や豊かな心・感性を育んでい

ける環境づくりを地域と連携しながら進めます。

また、乳幼児期における質の高い保育・教育が受けられるよう、就学前の保育・教育の充実を

図るとともに、小学校への円滑な「学び」の接続が図れるよう、幼保小の連携教育を推進します。

こどもたちの成長に応じて生じる様々な問題に対応するため、家庭や地域、教育機関や行政が、

それぞれの立場からこどもたちとしっかりと向き合い、相互に連携・補完し合いながら、こども

たちの育ちを支えます。
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家 庭

地 域

教育機関
(幼稚園・保育園等)

(学校)

幼児の健全な育ち

〇愛情やしつけ

〇規則正しい生活習慣

〇様々な人との交流 ○自然との触れ合い

○市民団体の支え

〇他のこどもとの集団生活

〇家庭では体験できない社会･文

化との接触、豊かさとの出会い

〇教員・保育士の専門的な支え

こどもの育ちを支える三者の連携

～家庭・地域・教育施設～

支援

行

政

青少年の健全育成
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・

・

・

・

こども発達センター活動事業

【計画事業】

①健康づくりの推進

こども発達センター

学校等防犯対策事業 【再掲】

計画事業・主要事業名 担当課

健康増進課

教育研究センター

こども家庭課

保健体育安全課体力向上推進事業

特別支援学級整備事業 【再掲】

子ども医療費助成事業

１－２ こどもが元気に成長できる環境を整える

こどもたちの基礎体力や運動能力の向上を図るとともに、こどもたちの健康を守り、子育て家庭の経
済的負担を軽減するため、中学３年生までのこどもに対する医療費を助成します。

障がいのある児童・生徒が、地域のこどもたちと一緒に教育が受けられるよう、特別支援学級の整備
や、放課後に安心して過ごせる場の充実を図るとともに、千葉県立市川特別支援学校高等部への通学
支援として、引き続きスクールバスを運行します。また、特別な教育的支援を必要とするこどもたち
一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、適切な支援をしていくことで、こどもたちの健やかな成
長・発達を支援する取り組みを推進します。また、関係機関との連携を強化し、乳幼児期から就学期
までの一貫した支援に取り組みます。

子育て家庭への相談機能を充実するとともに、関係機関との連携を強化し、虐待を受けているこども
の早期発見や保護に努めるなど、虐待防止対策を積極的に推進します。また、小・中学校や保育園・
幼稚園では、教職員の危機管理意識の向上や防犯教育の充実を図るとともに、学校と地域が連携した
こどもたちの見守り活動を推進します。

１）こどもの健やかな成長を支える

健康うらやす２１計画策定事業

【事業体系】

事業

①健康づくりの推進 【再掲】

②障がいのある子どもの地
域生活や自立の支援

防犯課
保育幼稚園課
青少年課
保健体育安全課

③こどもの安全を守る環境
の整備

児童虐待防止対策推進事業 こども家庭支援センター

まなびサポート推進事業 【再掲】 教育研究センター

特別支援学校通学支援事業 障がい事業課

日中一時支援事業 障がい福祉課

事業番号
事業名 健康うらやす２１計画策定事業 担当課 健康増進課

12111

事業内容
「こどもからお年寄りまで、すべての市民が健やかでこころ豊かに暮らせるまち」の実現などを目的に、
本市の健康増進計画「第２次健康うらやす２１」の策定に取り組みます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

基礎調査
委員会の開催
策定

「こどもからお年寄りまで、すべての市民が健やかでこころ豊かに暮らせるまち」の実現を目指し、
市民の健康づくりを総合的に推進するため、本市独自の健康計画の策定に取り組みます。
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(千円)

【主要事業】

こども家庭課

○計画事業費

②障がいのある子どもの地域生活や自立の支援

事業名 教育研究センター

事業内容
中学校３年生までのこどもが、病院などで保険診療を受けた際に、保護者が自己負担した医
療費を助成します。

①健康づくりの推進

まなびサポート推進事業【再掲】

事業名 子ども医療費助成事業

特別な教育的支援が必要な幼児、児童及び生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導や
支援が行われるよう、医師を含むまなびサポートチームの職員による訪問活動や就学相談を
含めた相談活動を実施します。また、各学校が作成する個別の指導計画や教育支援計画の
効果的な活用について支援します。

事業内容

事業番号
事業名 体力向上推進事業 【再掲】 担当課 保健体育安全課

22331

事業内容
市立小・中学校の体育指導の充実と児童・生徒の体力の向上を図る取り組みを推進するため、研究推
進校を指定します。また、各市立小・中学校で策定する体力向上年間計画に基づき保健体育科をはじ
め、学校行事や部活動などを通じて、児童・生徒の運動に対する理解や体力の向上を図ります。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

実態把握
取り組み改善

実態把握
取り組み改善

実態把握
取り組み改善

事業番号
事業名 特別支援学級整備事業 【再掲】 担当課 教育研究センター

22351

5,267

事業内容
特別支援学校に通う児童・生徒が地域の学校で教育を受けられるよう、小・中学校での特別支援学級
の開設を計画的に進めます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備(小学校１校) 整備（小学校１校、中学校１校） 整備（小学校１校、中学校１校）

②障がいのある子どもの地域生活や自立の支援

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

5,267 0 0

事業名 特別支援学校通学支援事業 障がい事業課

事業内容
千葉県立市川特別支援学校高等部への自力通学が困難な高等部生徒の通学を支援するた
め、下校時にスクールバスを運行します。
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事業名 学校等防犯対策事業【再掲】

事業名 こども発達センター活動事業 こども発達センター

③こどもの安全を守る環境の整備

事業内容
発達に心配のあるこどもとその保護者を支援するため、個別の支援計画の立案や発達段階に
応じたグループまたは個別での専門的な相談・療育を実施します。

事業名 児童虐待防止対策推進事業 こども家庭支援センター

事業内容
要保護児童対策地域協議会を中心に、児童相談所などの関係機関と連携を強化し、虐待を受
けているこどもの早期発見や保護に努めます。

事業内容
障がいのある人やこどもの日中における活動の場を確保することにより、家族の就労支援や
介護者の負担軽減を図ります。

日中一時支援事業 障がい福祉課

防犯課／保育幼稚園課
／青少年課／保健体育
安全課

事業内容

小・中学校や保育園・幼稚園などで、警察と連携した防犯訓練や防犯教室を実施し、教職員の
危機管理意識の向上やこどもたちの防犯教育の充実を図るとともに、小学校への警備員配置
や防犯カメラ設置などによる防犯体制の強化を行います。また、小学校新入生に防犯ブザー
を無償配付し、児童の防犯ブザー携行による通学を推進します。さらに、PTAや地域ボランティ
アとの協力・連携による通学路の見守り活動や、冬期間の「こどもの帰宅を促す放送」の実施
により、地域全体でのこどもたちの見守りを推進します。

事業名
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・

・

・

・
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②幼児期の学び環境の整
備

保育幼稚園課
指導課

【再掲】

保育園と幼稚園、それぞれのメリットを活かした質の高い保育・教育が受けられるよう、就学前保
育・教育指針を推進するとともに、小学校への円滑な接続が図れるよう、学びを大切にした幼保小の
連携教育を推進します。

青少年の非行防止や健全育成を目的に、地域と連携して街頭補導活動等に取り組みます。また、地域
における青少年の活動を充実させるため、主に中学生を対象とする研修会を行い、青少年ボランティ
アの育成を図ります。

担当課

こども家庭課【再掲】子ども・子育て会議運営事業

人に言いづらい悩みや不安を多く抱える思春期の児童・生徒が相談しやすい体制を確立するととも
に、スクールライフカウンセラーやいじめ110番などでの相談により、いじめ問題の早期発見、早期対
応に取り組みます。

２）豊かな心を育む

【計画事業】

①心を育む遊び環境の整備

【事業体系】

事業

①心を育む遊び環境の整
備

計画事業・主要事業名

放課後異年齢児交流促進事業の充実

子ども・子育て支援事業計画策定事業

児童の創造性や自主性、社会性を養い、児童の健全育成を図るため、通い慣れた学校などで遊びを通
じた異年齢間の交流を促進します。

こども家庭課【再掲】

④青少年の健全育成

預かり保育の実施

青少年センター青少年補導員による街頭補導活動等の実施

健康増進課

就学前保育・教育指針推進事業

【再掲】

【再掲】

指導課

思春期講座の実施

生徒指導推進事業

こども家庭課
11111

事業内容

子育て当事者のニーズや地域の実情を踏まえ、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の需要
予測や利用定員の設定、また、子ども・子育て支援事業計画の策定に関して意見を聴くとともに、施策
の総合的かつ計画的な推進に必要な事項や、実施状況を調査・審議するため、子ども・子育て会議を設
置、運営します。

年次計画

平成25年度

保育幼稚園課

こども園（仮称）整備事業 【再掲】

青少年リーダー養成事業 青少年課

就学前施設整備・運営方針策定事業

保育幼稚園課

【再掲】

幼保小連携教育推進事業

青少年課

保育幼稚園課

【再掲】

保育幼稚園課

事業番号
事業名 子ども・子育て会議運営事業 【再掲】 担当課

平成26年度 平成27年度

開催 開催 開催

スクールライフカウンセラー配置事業 【再掲】 指導課
③自分を大切にする気持ち
を育てる

多様化する市民ニーズや行政課題を的確に捉え、こども・子育て施策を総合的に推進するため、子ど
も・子育て支援事業計画を策定します。
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②幼児期の学び環境の整備

事業番号

事業番号
事業名 子ども・子育て支援事業計画策定事業 【再掲】 担当課 こども家庭課

11112

事業内容
こども・子育てに係るニーズを把握し、幼児期の学校教育・保育及び地域こども・子育て支援事業にか
かる需要見込みや提供体制の確保などを盛り込んだ、子ども・子育て支援事業計画を策定します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

ニーズ調査
検討

策定

事業名 就学前施設整備・運営方針策定事業 【再掲】 担当課 保育幼稚園課
11141

事業内容
就学前施設(幼稚園、保育園及びこども園)に関する、今後の整備・運営や活用に関する方針を策定しま
す。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

検討 策定

実施

事業番号
事業名 幼保小連携教育推進事業 【再掲】 担当課 保育幼稚園課／指導課

22361

保育幼稚園課
11142

事業内容
幼稚園・保育園と小学校の連携により、保育者・教職員間の相互理解に努めるとともに、こどもの発達
や学びの連続性を大切にしたカリキュラムを作成し、幼稚園・保育園から小学校への円滑な接続を図り
ます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

研究指定校・園の研究報告集発
行

実践
検証

平成26年度 平成27年度

事業者募集 整備 開園

事業番号
事業名 こども園（仮称）整備事業 【再掲】 担当課

事業内容
多様化する保育のニーズに対応するため、幼児教育と保育を一体的に提供するとともに、地域の子育
て支援機能を併せ持つ、こども園(仮称)を明海地区に整備します。

年次計画

平成25年度
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事業内容
青少年の非行防止や健全育成を目的として、市内小・中・高校の教員・ＰＴＡ会員などで構成さ
れる青少年補導員による街頭補導活動を行うなど、地域ぐるみでこどもたちを見守る活動を推
進します。

事業名 生徒指導推進事業【再掲】 指導課

④青少年の健全育成

事業名

事業名 スクールライフカウンセラー配置事業【再掲】 指導課

事業内容

②幼児期の学び環境の整備

事業名 就学前保育・教育指針推進事業

青少年補導員による街頭補導活動等の実施【再掲】 青少年センター

事業内容
主に中学生を対象とした講習会を開催し、様々な体験を通して青少年ボランティアの育成を図
ります。

事業名

事業内容

青少年リーダー養成事業 青少年課

事業内容

自宅や病院で療養中の児童・生徒が円滑に学校生活に復帰できるよう病児指導を行うととも
に、諸外国から編入してきた児童・生徒が適切な学校教育の機会を確保できるよう、基本的な
日本語指導を必要とする児童・生徒への訪問指導を行います。また、いじめ防止のための資
料等の作成や情報提供とともに、いじめ110番などによる相談を実施し、いじめ問題の早期発
見・早期対応を図ります。

事業名

思春期のこどもたちの心とからだの変化や、家庭でのこどもたちとのかかわり方に関するセミ
ナーを開催します。

事業内容
保育園や幼稚園のそれぞれのメリットを活かした質の高い保育・教育が受けられるよう、就学
前「保育・教育」指針の現場への浸透、周知を図ります。

【主要事業】

健康増進課

保護者の就労や介護などの理由により、家庭での保育が困難となった園児を、幼稚園の教育
時間の前後に保育する預かり保育を実施します。

事業名 預かり保育の実施【再掲】 保育幼稚園課

思春期講座の実施

③自分を大切にする気持ちを育てる

①心を育む遊び環境の整備

事業名 放課後異年齢児交流促進事業の充実

事業内容

青少年課

事業内容
学校施設などを利用し、児童の放課後の遊びの場を確保するとともに、こどもたちの社会性を
育む場として、異年齢児間の交流を促進します。

保育幼稚園課

スクールライフカウンセラーにより、学校生活や教育全般に渡る悩みの発見や相談、予防など
の対応を図ります。また、必要に応じて、保護者や教職員に対する助言や援助を行います。
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現状と課題

生涯を通じて、自分らしく、いきいきとした暮らしを維持していくためには、心身ともに健康

で、生きがいを持って生活していくことが重要です。

できる限り健康でいることは、時代を超えて変わらぬ望みです。しかし、糖尿病や高血圧性疾

患など生活習慣病の増加が全国的な問題となっており、生活習慣病は、今や、国民の全死亡原因

の約３分の２近く、国民医療費の約３分の１を占め、多くの疾病発生や障がいの発生要因になっ

ています。本市においても例外ではなく、生活習慣病の件数と医療費は右肩上がりに上昇してい

ます。介護保険制度においても、要介護認定者数や介護給付費が年々増加の一途を辿っており、

今後も増加し続けると予想されます。医療費や介護給付費の増加は、保険料の形で現在及び将来

の経済的負担として返ってくることになります。

また、ストレス社会といわれる現代では、職場や地域の人間関係、家庭内の問題など様々な場

面でストレスを受け、こころの問題で悩み、心身のバランスを崩して健康を損なう人が増えてい

ます。ストレス社会のなかでこころの健康を維持していくためには、市民一人ひとりが上手にス

トレスとつきあっていくことが必要です。

健康づくりの基本は、「自分の健康を自らつくり・守る」ことにあります。市民一人ひとりが

健康を意識して生活すること、つまり自分の健康状態を把握し、自分にあった健康づくり・介護

予防の方策やストレスの解消方法などを見つけ出し、実践していくことが必要です。

さらに、いきいきとした暮らしには、心身の健康に加え、生きがいが必要です。特に高齢期に

なると、新しい取り組みを始めることや外出することが億劫になり、家に閉じこもる傾向がみら

れます。また、障がいのある人が、気軽に外出できる移動空間や交通手段の整備なども課題です。

高齢者や障がいのある人が、身近な地域で活動や活躍ができる場が広がるとともに、家から外へ

踏み出すきっかけづくりや活躍しやすい環境づくりが必要です。

3 大人がいきいきと活躍できる環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）心と身体の健康を維持・増進する

市民一人ひとりが自らの健康に関心を持ち、健康づくりや介護予防を日常の生活のなかで継続

して行えるよう、地域と一体となった仕組みづくりや普及活動の推進により、健康の維持・増進

と、介護予防の充実を図ります。

疾病を早期に発見し早期治療へと結び付けていく二次予防を促進するとともに、一次予防を重

視し、生活習慣病有病者や予備軍に対して健全な生活習慣への改善支援を強化します。

こころの健康維持を支援していくため、様々な相談窓口を広く周知していくとともに、メンタ

ルヘルスケアを充実します。

２）地域で活躍できる環境をつくる
高齢者や障がいのある人が地域とふれあいながら、生きがいを持って暮らしていけるよう、地

域で活躍できる場や機会を広げていきます。

高齢者や障がいのある人が地域社会へ参画する基礎となる安全・安心・快適な移動空間を整備

していくため、公共交通機関や公共施設などのバリアフリー化を推進します。また、移動やコミ

ュニケーションを円滑に行うための支援を行い、高齢者や障がいのある人が活躍するための環境

づくりに取り組みます。
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・

・

・

パークゴルフ場拡充事業 【再掲】

体育施設利用時間の拡大 【再掲】

【計画事業】

１－３ 大人が生き生きと活躍できる環境を整える

生活習慣病の早期予防を推進するため、発症に大きくかかわるメタボリックシンドロームに着目した
特定健康診査と、その結果に基づく健康づくりを支援する特定保健指導を実施します。また、ジョギ
ング・サイクリングのできる緑地やパークゴルフ場の拡充、運動公園内各施設の利用時間拡大など、
多様化するライフスタイルやニーズに応え、健康づくりの場の充実を図ります。

介護予防リーダーを養成するとともに、地域で介護予防に取り組む組織や団体を支援します。また、
市民活動団体と協働して介護予防の普及活動を推進するなど、介護予防の充実を図ります。

①健康づくり・介護予防の
推進

地域介護予防活動支援事業
猫実地域包括
支援センター

転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業

１）心と身体の健康を維持・増進する

うつ病などに対するメンタルヘルス対策について、その悩みに応じた相談・支援が円滑に受けられる
よう、関係機関と連携して支援します。

健康増進課

市民スポーツ課

市民スポーツ課

猫実地域包括
支援センター

舞浜地区海岸整備事業

①健康づくり・介護予防の推進

【事業体系】

事業

②こころのケアの充実

計画事業・主要事業名

いのちとこころの支援事業

担当課

【再掲】 健康増進課健康うらやす２１計画策定事業

【再掲】 道路整備課

事業名 健康うらやす２１計画策定事業 【再掲】 担当課 健康増進課
12111

事業番号

事業内容
「こどもからお年寄りまで、すべての市民が健やかでこころ豊かに暮らせるまち」の実現などを目的に、
本市の健康増進計画「第２次健康うらやす２１」の策定に取り組みます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

基礎調査
委員会の開催
策定

東小学校屋内運動場建替事業 【再掲】 教育施設課

介護予防推進協働事業
猫実地域包括
支援センター

健康増進課

特定健診・保健指導の実施 健康増進課

任意予防接種事業（高齢者用肺炎球菌） 【再掲】
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(千円)

事業番号
事業名 介護予防推進協働事業 担当課 猫実地域包括支援センター

13111

事業内容
介護予防の普及活動の推進や、行政、市民及び地域が一体となった介護予防活動の展開を、市内活
動団体と協働で取り組みます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

実施 実施 実施

事業番号
事業名 東小学校屋内運動場建替事業 【再掲】 担当課 教育施設課

22522

事業内容
老朽化した施設の耐震化を図るとともに、児童育成クラブや地域が利用できる身近な運動施設となるよ
う、東小学校の屋内運動場を建て替えます。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

整備 整備 開設

事業番号
事業名 パークゴルフ場拡充事業 【再掲】 担当課 市民スポーツ課

23233

事業内容
現在９ホールを供用している高洲海浜公園のパークゴルフ場について、より多くの市民に利用してもらう
ため、新たに９ホールのコースを増設し、全18ホールとします。また、利用者の利便性を考慮し、更衣室
等を備えた管理棟を建設します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計
整備

事業番号
事業名 体育施設利用時間の拡大 【再掲】 担当課 市民スポーツ課

23232

事業内容
市民のスポーツに接する機会をより拡充するため、運動公園内の主な施設の早朝・夜間の利用時間を
拡大します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

拡大 拡大 拡大

○計画事業費

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

2,940 2,940 2,940 8,820
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高齢者の肺炎球菌による肺炎への罹患や重症化を予防するため、高齢者肺炎球菌ワクチン
の予防接種費用を助成します。

千葉県が高潮対策として行っている護岸改修に併せて、ジョギングやサイクリングも楽しめる
緑地の整備や修景整備を促進します。

健康増進課

事業内容

事業内容

事業名 特定健診・保健指導の実施 健康増進課

事業名

事業内容

事業名 任意予防接種事業（高齢者用肺炎球菌）【再掲】

いのちとこころの支援事業

②こころのケアの充実

事業名 健康増進課

うつ病やアルコール依存症、生きがいづくりなどのメンタルヘルス対策について、関係機関と
の連携により支援します。

事業内容
メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防・改善を図るため、国民健康保険加入
者など（40～74歳）を対象に保健指導を行います。

舞浜地区海岸整備事業【再掲】 道路整備課

①健康づくり・介護予防の推進

【主要事業】

猫実地域包括支援センター

事業内容
地域で介護予防を継続して行える環境づくりや介護予防の普及のため、介護予防リーダーを
養成するとともに、身近な地域で介護予防に取り組む組織や団体を育成・支援します。

事業名 転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業 猫実地域包括支援センター

事業内容
要介護状態の予防のため、２次予防事業対象者に対して、運動機能の向上や栄養改善、口
腔機能向上のための教室を開催します。

事業名 地域介護予防活動支援事業
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・

・

(千円)

事業内容
聴覚障がい、音声機能や言語機能に障がいのある人の社会参加や日常生活を支援するた
め、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。

障がいのある人や介護の必要な高齢者が、通院などでタクシーを利用する際の負担軽減を図
るため、福祉タクシー乗車券を交付し、料金の一部を助成します。

障がい福祉課

障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容

事業名 自動車燃料費助成事業

事業名 福祉タクシー乗車券交付事業

①活躍の場・機会の充実

事業名 コミュニケーション支援事業 障がい福祉課

障がい福祉課

障がい福祉課
高齢者支援課

○計画事業費

【主要事業】

事業内容
重度の障がいのある人を対象に、外出支援や社会参加の実現を推進するため、自動車の燃
料費を助成します。

コミュニケーション支援事業

２）地域で活躍できる環境をつくる

【計画事業】

①活躍の場・機会の充実

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

高齢者支援課

高齢者の社会参画や生きがいづくりの場である老人クラブの活動を支援するとともに、地域の高齢者
のコミュニティ活動の場である老人クラブ会館を、計画的に整備します。

高齢者や障がいのある人が、安心して地域で生活できるよう、移動支援やコミュニケーション支援を
行います。

老人クラブ会館整備事業

①活躍の場・機会の充実
福祉タクシー乗車券交付事業

自動車燃料費助成事業 障がい福祉課

事業番号
事業名 老人クラブ会館整備事業 担当課 高齢者支援課

13211

事業内容
老人クラブ会員の活動を支援するため、老朽化の著しい老人クラブ会館の建替え整備を、計画的に行
います。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

設計・整備(美浜東寿会館)

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

54,412 0 0 54,412
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現状と課題

住み慣れた地域で元気に多くの人々と交流し、最期まで誰の世話になることなく生涯をまっと

うすることを理想とする人は多いですが、誰もが理想通りに暮らしていけるとは限りません。介

護や医療などが必要になっても、障がいを持っても、住み慣れた地域で暮らしていけることが望

まれています。

しかし、核家族化や少子化の進展による世帯規模の縮小、高齢者夫婦のみの世帯や一人暮らし

の高齢者世帯の増加など、世帯状況の変化により家庭内の介護機能が著しく低下してきています。

また、近隣の人々や知人との交流が少ない社会的に孤立した状況にある一人暮らしの高齢者が孤

独死するケースが社会的に問題視されていますが、本市は都心部に近く、未だ住宅開発により転

入者が多い地域もあるため、「都会の砂漠化（地域内のコミュニケーション不足やネットワーク

力の低下）」や地域の見守り機能の低下が懸念されます。

一方、障がいのある人や認知症高齢者が様々な「壁」を感じることなく地域で暮らしていくた

めには、まず地域の人々が、障がいや認知症などを「知る」「知っている」ことが必要です。加

えて、障がいがあっても、できる限り身近な地域で仕事を持って活躍できることが望まれます。

住み慣れた地域での暮らしの基礎は、地域内の支え合いと理解にあります。市民同士が互いの

違いや特性を理解し、互いの存在を尊重し、思いやりを持ち、助け合い、心を寄せ合って暮らし

ていける地域をつくる必要があります。

地域内の支え合いに加えて、住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、高齢者や障がいの

ある人の生活を支える介護や福祉、医療などのサービスのさらなる充実も求められています。

介護保険法や障害者自立支援法により、民間事業者を中心に様々なサービス提供体制が整備さ

れてきていますが、介護保険制度においては、地域に密着したサービスが制度化された一方で、

介護療養型病床の再編成が進められており、施設整備だけではなく、住み慣れた自宅や地域で暮

らし続けられる体制づくりが、今後ますます必要になってきています。

また、地域の医療体制に対する市民の期待は大きく、医療ニーズが多様化・高度化しており、

在宅医療へのニーズも高まっています。現在は、全国に比べ非常に低い水準にある本市の高齢化

率も、今後確実に上昇するため、介護給付費や医療費は増加し続けると予想されます。また、比

較的軽症な患者の大病院への集中や救急搬送の利用の増加も問題視されており、これらの問題へ

の対応が必要です。

さらに、被（要）保護世帯数に関しても漸次増加傾向にあり、できる限り自らの能力を活かし、

社会的に自立し、自らの生活を自ら築いていくための支援が必要です。

地域内の支え合いとともに、介護や福祉、医療などのサービスを効率的に活用しながら、安心

して暮らしていける環境を整えていく必要があります。

4 住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整える具体的

施 策
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課題解決のための取り組みの方向

１）安心して暮らせる体制をつくる

高齢者や障がいのある人が介護や福祉など様々なサービスを適切に利用できるよう、専門的見

地から総合的にアドバイスやサポートをする相談機能やコンサルティング機能を充実します。

高齢化の進展に伴い、在宅療養に対するニーズの増加が予想されることから、介護や福祉、医

療に関する関係機関との連携を図り、在宅療養を推進します。

民間事業者や関係機関などと連携を深めながら、介護や福祉、医療体制を充実していくととも

に、介護保険制度などの財政運営の健全性を維持しながら様々な支援やサービスを充実させます。

また、生活の拠点となる「住まい」に関する様々な支援を行い、介護や医療などが必要になっ

ても、障がいをもっても、住み慣れた地域で安心して暮らしていける体制を築きます。

また、多様化かつ高度化する福祉・介護ニーズに的確に対応していくため、福祉・介護人材を

安定的に確保できるようその対策に取り組みます。

新型インフルエンザなどの発生に備え、予防対策と感染拡大防止対策を推進します。

２）ともに生きるまちをつくる

地域が抱える問題を地域のなかで解決していくという視点から、地域福祉の中核を担う支部社

会福祉協議会や自治会などによる福祉活動やボランティア活動を促進します。

また、被災時に要援護者の避難を速やかに行い、互いに助け合うことのできる体制を築きます。

高齢者や障がいのある人が、自らの意思や能力を活かした職に就くことができるよう、訓練機

能やコーディネート機能を強化していくとともに、就労の場を拡充します。

障がいや認知症などに関する知識や理解を広げ、障がいのある人や認知症高齢者の社会参加や

日常生活を支援します。

また、こどもの頃からの体験などを通じ、障がいのある人や認知症高齢者などが地域のなかで

まわりの人から距離を置かれることなく、暮らしていけるまちづくりを進めます。
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・

・

・

・

・

・

・

新型インフルエンザ等対策事業

介護保険課

障がい者グループホーム等整備事業

特別養護老人ホーム整備事業（広域型） 高齢者支援課

③介護・福祉・医療体制の
充実

夜間安心訪問ヘルプサービス事業

介護保険課

障がい事業課

健康増進課

１－４ 住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整える

いつまでも住み慣れた地域で安心して生活を続けられるような体制の強化を図るため、介護・福祉・
医療など様々な面から支援を行う地域包括支援センターを増設します。

障がい者福祉計画、高齢者保健福祉計画及び第５期介護保険事業計画に基づき、地域性に対応した
様々なサービスを展開・充実し、高齢者や障がいのある人などの生活を支援します。また、高齢者医
療制度の動向を踏まえながら、高齢者に対する経済的支援に取り組みます。
介護を必要とする人が、いつでも安心して自宅で暮らせるよう、24時間対応型の訪問看護と訪問介護
の一体的なサービスについて検討を進めます。また、通常の介護サービスに加えて様々な日常生活へ
の支援が必要であることから、各種在宅福祉サービスの充実を図ります。

１）安心して暮らせる体制をつくる

商工観光課
高齢者支援課

①相談機能・コンサルティ
ング機能の充実

②日常生活を支えるサービ
スの充実

猫実地域包括
支援センター

買い物支援サービス事業

高齢者支援課

通院ヘルプサービス事業

④住まいの充実

⑤感染症等公衆衛生対策
任意予防接種事業（高齢者用肺炎球菌）

老人医療費助成事業

担当課

健康増進課

介護保険課

福祉・介護人材の確保対策

【事業体系】

計画事業・主要事業名

高齢者の肺炎球菌による肺炎への罹患や重症化を予防するため、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種
費用の助成を行います。また、新型インフルエンザなどの発生に備え、予防対策と感染拡大防止対策
を推進します。

地域包括支援センター増設事業

高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域の中で安全に、安心して生活していくことができる
よう、特別養護老人ホームの整備を促進するとともに、サービス付き高齢者住宅棟や老人保健施設の
整備を検討します。
障がいのある人の住まいの場であるグループホーム・ケアホームを整備するため、民間事業者が市内
において運営しやすい環境を充実するとともに、居宅介護や医療的ケアを含めた生活支援の拠点の整
備について検討します。

事業

多様化かつ高度化する福祉・介護ニーズに的確に対応できるだけの量と、質の高い福祉・介護人材を
安定的に確保できるよう、その対策に取り組みます。
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(千円)

○計画事業費

【主要事業】

高齢者などの日常における買い物支援について引き続き検討を進めるとともに、利用が促進
されるよう市内商業者と連携を図り、宅配サービス事業者リストを作成し、65歳以上の方がい
る世帯に配付します。

①相談機能・コンサルティング機能の充実

【計画事業】

買い物支援サービス事業 商工観光課／高齢者支援課

担当課 猫実地域包括支援センター
14111

事業内容

事業内容
総合的な相談に対し、相談者の状況に応じたきめ細かな支援や対応ができるよう、地域包括支援セン
ターを増設し、体制の強化を図ります。

年次計画

事業名

平成25年度

地域包括支援センター増設事業

②日常生活を支えるサービスの充実

事業番号
事業名

平成26年度 平成27年度

事業者募集

事業番号
事業名

特別養護老人ホーム整備事業（広域
型）

担当課 高齢者支援課
14141

事業内容
介護施設入所のニーズに対応するため、在宅での介護を受けることが困難な方に対し、入浴・食事など
の生活全般の介護、機能訓練、健康管理などを行う特別養護老人ホームを当代島地区に整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

用地取得
整備

整備 開設

事業番号
事業名 障がい者グループホーム等整備事業 担当課 障がい事業課

14142

事業内容
障がいのある人の住まいの場となる、グループホームやケアホームの拡充に向け、施設整備等に要す
る費用の一部を補助することで、民間事業者が運営しやすい環境を整備します。

年次計画

平成25年度 平成26年度 平成27年度

実施 実施 実施

平成25年度 平成26年度 平成27年度 3か年の合計

494,746 274,630 6,630 776,006

④住まいの充実
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③介護・福祉・医療体制の充実

老人医療費助成事業

事業内容

高齢者支援課

68歳以上75歳未満の高齢者が保険診療を受けた際に支払う医療費(自己負担分)について、
75歳以上の高齢者と同じ負担になるよう、医療費の一部を助成します。

事業名

事業内容

事業名

健康増進課

事業内容
高齢者の肺炎球菌による肺炎への罹患や重症化を予防するため、高齢者肺炎球菌ワクチン
の予防接種費用を助成します。

夜間安心訪問ヘルプサービス事業 介護保険課事業名

事業名 任意予防接種事業(高齢者用肺炎球菌)

⑤感染症等公衆衛生対策

事業内容

要介護者を対象に、通院時にヘルパーを派遣し、病院や診療所内での移動や医療機関から
他の医療機関への移動を支援します。

事業名 通院ヘルプサービス事業 介護保険課

多様化かつ高度化する福祉・介護ニーズに的確に対応できる質の高い福祉・介護人材を安定
的に確保できるよう、その対策に取り組みます。

高齢者や障がいのある人を対象とした夜間・早朝の時間帯に対応する訪問介護サービスとし
て、緊急通報システムを活用した定期訪問介護サービスや、随時訪問介護サービスを実施し
ます。

新型インフルエンザ等対策事業 健康増進課

事業内容 新型インフルエンザなどの発生に備え、予防対策と感染拡大防止対策を推進します。

事業名 福祉・介護人材の確保対策 介護保険課

事業内容
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・

・

・

・

障がいのある人や心身に衰えのある高齢者など、避難生活に特に配慮が必要な方々が安全に避難生
活が送れるよう、必要物資を購入し備蓄します。また、福祉避難所の役割を補完する効果的な支援体制
を検討します。

年次計画

平成25年度

災害が発生した際に、災害時要援護者に対し、安否確認や避難支援などが迅速に行えるよ
う、災害時要援護者を事前に把握するとともに、地域における支援体制づくりを促進します。

【再掲】災害時要援護者支援事業

こころのバリアフリー支援事業

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

③こころのバリアフリーの
推進

担当課

担当課 障がい事業課

平成26年度 平成27年度

事業番号

事業内容

②就労支援

事業名

【再掲】

社会福祉課

障がい事業課障がい者就労支援センター運営事業

商工観光課

障がい事業課

障がい事業課福祉避難所支援物資整備事業 【再掲】

災害ボランティア事業

障がい者職場実習奨励金の支給 【再掲】 商工観光課

雇用促進奨励金の支給

担当課

①身近な地域で支えあえる
体制づくりの推進

【再掲】

社会福祉課
障がい事業課
高齢者支援課
介護保険課

【再掲】

災害時要援護者の避難支援に関する事項を具体化した「浦安市災害時要援護者避難支援プラン」に基
づき、プランの普及・定着を図るとともに、災害時や緊急時の対応のための体制づくりを推進しま
す。また、災害時の円滑な対応を図るため、災害ボランティアセンターの運営やボランティアコー
ディネーターを養成します。

誰もが暮らしやすいまちにしていくため、市民一人ひとりが障がいや障がいのある人への理解と関心
を深め、互いに支えあえる環境づくりを進めます。

誰もが安心して生活を送れるセーフティネットを強化するため、地域福祉を推進する中心的な組織で
ある社会福祉協議会の活動を支援するとともに、体制の充実を図ります。

障がい者就労支援センターを中心に、障がいのある人が就労の場や機会を得られるよう支援します。
また、働く意欲のある高齢者や障がいのある人の雇用促進に取り組みます。

災害時要援護者支援事業

47132

物資購入

事業名 福祉避難所支援物資整備事業 【再掲】

２）ともに生きるまちをつくる

【計画事業】

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

物資購入
震災時の検証
支援体制の検討

物資購入

社会福祉課／障がい事
業課／高齢者支援課／
介護保険課

【主要事業】

事業内容

92



障がい者職場実習奨励金の支給【再掲】

事業内容
障がいのある人が、就労の場や機会を得られるよう、また就労の定着が図られるよう、障がい
者就労支援センターを運営します。

社会福祉課

雇用促進奨励金の支給【再掲】 商工観光課

事業内容

事業名

事業内容

商工観光課

②就労支援

事業名

障がい者就労支援センター運営事業 障がい事業課

災害時に円滑な対応を図るため、災害ボランティアセンターの運営やボランティアコーディネー
ターの養成を図ります。また、災害に取り組む個人や団体のネットワークづくりを通し、ボラン
ティア活動の普及・啓発を行うとともに災害復旧に必要な備品などを整備します。

高齢者や障がいのある人を雇用する事業主に対して、雇用促進奨励金を支給することによ
り、雇用機会の拡大を図ります。

障がい事業課

事業内容

市内に居住する障がいのある人を職場実習に受け入れた事業主に対し、職場実習奨励金を
支給することにより、障がいのある人の雇用機会の拡大を図ります。

こころのバリアフリー支援事業

災害ボランティア事業【再掲】

事業名

事業内容
市民一人ひとりが障がいや障がいのある人への理解と関心を深めるため、小学生以上の方を
対象に「こころのバリアフリーハンドブック」を活用した福祉教育を行います。

事業名

③こころのバリアフリーの推進

事業名
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