
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、地域でともに支え合う「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：浦安の将来を担う子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子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

子どもと子育

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

・子どもの健やかな成長を支え、豊かな心を育む

・地域による子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方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

本市の合計特殊出生率は、全国的にみても依然として低い傾向にあり、今後の人口推計におい

ても就学前児童と小学生を中心に子どもの数が減少する見込みです。子どもの数の減少は地域活

力の低下、労働力の減少、社会保障における費用負担の増加など、社会的・経済的に大きな問題

となります。

国においても、平成 24年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、平成 27 年４月１日から施

行され、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支援の充実が

図られることとなります。本市においても、この法に基づいた支援体制の構築が求められていま

す。

浦安で子どもを産みたい、育てたいと思えるような環境を整えていくためには、出産や子育て

に関する不安感や負担感を軽減することが必要です。特に行政とのつながりが希薄になりやすい

時期における相談体制の充実や、子育て関連情報の内容充実・発信方法の改善、身近な地域での

交流機会の充実が求められています。

特に浦安では、子育て世帯の 95％が核家族という環境で、サポートしてくれる親などが身近に

いないことから、地域で支えあえる体制づくりが必要です。

また、晩婚・晩産化や育児体験の減少などから、妊娠・出産期の母体は身体的・精神的に不安

定になりがちです。そのため、産前産後のサポートを充実するとともに、母子の愛着形成や父親

への育児支援も視野にいれた支援が必要です。母子の健康保持・増進や育児支援を図っていくた

めには、健診や生活・食習慣に関する的確な情報提供などを行うことが必要です。

さらに、我が国では 10 組に１組の夫婦が不妊に悩んでいるといわれ、子どもを望みながらも

妊娠することができず、長期間に及ぶ高額な治療や周囲の理解不足などが身体的・精神的な負担

となっていることから、不妊症治療などに対する支援のあり方について検討し、その結果を踏ま

え支援を進める必要があります。

また、妊娠から出産、子育てにわたる支援に加えて、男女の出会いから結婚への支援も求めら

れており、これらの様々な支援策を切れ目なく実施することが重要です。

さらに、多様化する保育ニーズに対応するため、保護者の子育てに関する閉塞感を解消するレ

スパイト機能を含めた、様々な保育サービスの充実が求められています。

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

平成 26 年度に創設した少子化対策基金を有効に活用し、出会い、結婚、妊娠、出産から子育

てにわたる切れ目のない支援を行う「浦安版ネウボラ」に取り組みます。

また、ワーク・ライフ・バランスの観点から、仕事と子育てが両立できる環境づくりに取り組

みます。

さらに、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。

地域の子育て力を高めていくため、子育て支援の担い手となる人材育成を引き続き行い、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

（※○３級・●２級・★特別講座）

支援者への

バックアップ研修による

フォローアップ

○市託児保育者○保育園時間外サポ

ーター○児童育成クラブ指導員○フ

ァミリー・サポート・センターまかせ

て会員○ほのぼのタイム協力員など

●ファミリー・サポート・

センター事業の充実

病後児・宿泊・新生児預

かり対応

●ほのぼのタイム運営委員

★子育てケアマネジャー

★家庭的保育者

（保育ママ）

★産前・産後サポーター

地域の子育て力の向上

受講後の活動先（公）

●子育て支援団体の誕生

子育てサロン、ひろばの運

営など

●○既存子育て支援団体、社会福

祉協議会支部などでの活動

子育てサロン、ひろばなど

受講後の活動先（民）

※

３級：集団での一時預かりなどができる

方の養成（初級講座）

２級：病後児、宿泊預かりなどのリスク

が見込まれる支援活動ができる方

の養成（中級講座）

特別講座:子育てケアマネジャー家庭的

保育者（保育ママ）、産前産後サポ

ーターの養成（集中講座）
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・

・

・

・

・

・

・

①出会い・結婚・妊娠・出産
から子育てにわたる切れ目
ない支援体制の充実強化

保育園整備事業

浦安小学校地区児童育成クラブ再整備事業

浦安版ネウボラの取り組みを推進するために、出会い、結婚から妊娠、出産、子育ての各ステージに
おいて様々な事業を展開し、切れ目のない支援を行います。

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１）安心して産み育てられる環境をつくる

【事業体系】

事業

子育て支援ギフト事業

不育症治療費助成事業

②妊娠・出産の支援

保育料の減免制度の実施

妊婦健康診査費用助成事業

産後ケア事業

健康増進課

周産期救急医療運営事業

多様化する保育ニーズに対応するため、一時預かりや保育ママ事業などの保育サービスを実施しま
す。また、順天堂大学医学部附属浦安病院と連携し、病児保育の実施に向けて、協議・調整を行いま
す。

計画事業・主要事業名

特定不妊治療等助成事業

担当課

こども課子育てケアプラン作成等事業

うらやす婚活応援プロジェクト 商工観光課

こども課

１－１ 浦安で産み育てたい環境を整える

子育てポータルサイトの充実 こども課

特定不妊治療や男性を対象とした不妊治療のほか、不育症治療にかかる医療費の一部を助成し、夫婦
の経済的負担を軽減します。また、順天堂大学医学部附属浦安病院が行う不妊治療研究に対して補助
を行い、女性の妊娠と出産を支援します。
出産後の母子を対象として、産後の疲れた身体を癒すとともに、母子の愛着形成が促されるよう、専
門職によるきめ細やかなケアを行います。また、新たな拠点の拡充に向けて、協議・調整を進めま
す。さらに、家庭や地域での孤立感を解消し、安心して出産や子育てに取り組めるよう、産前・産後
サポーターが訪問して相談支援を実施します。

子育てケアマネジャーの養成

認定こども園整備事業

健康増進課

健康増進課

舞浜小学校地区児童育成クラブ再整備事業

③子育てと仕事の両立支
援 青少年課

保育幼稚園課

認可化移行総合支援事業 保育幼稚園課

こども課

健康増進課

産前産後サポート事業 健康増進課

不妊治療研究支援事業

健康増進課

健康増進課

青少年課

保育幼稚園課

保育幼稚園課

健康増進課こんにちは赤ちゃん事業

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、分室の整備や運営のあり方の検討な
ど、児童育成クラブの充実に向けて取り組みます。

子育て世帯の悩みや子育てに関する不安感、孤独感を軽減するため、特に行政とのつながりが希薄に
なりやすい時期に、子育てケアマネジャーや保健師が子育てケアプランを作成するとともに、出産前
後と子どもが１歳の誕生日を迎える時期に、子育て支援ギフトを贈呈します。

質の高い幼児期の教育・保育を提供するとともに、待機児童の解消を図るため、認定こども園や保育
園などの整備を進めます。また、多子世帯の子育てにかかる経済的負担を軽減するため、保育料の減
免制度を拡充します。
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11111

事業内容 婚活事業者、市内の観光・産業団体などとともに、男女の出会いの場の提供などを行います。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施

事業番号
事業名 うらやす婚活応援プロジェクト 担当課 商工観光課

平成29年度

事業番号
事業名 子育て支援ギフト事業 担当課

11113

実施 実施
年次計画

事業内容

【計画事業】

①出会い・結婚・妊娠・出産から子育てにわたる切れ目ない支援体制の充実強化

事業内容
市が独自に養成した子育てケアマネジャーが、子育てについての相談に面接・電話で応じるとともに、
産前・産後の保護者に対し、子どもの成長に応じた「子育てケアプラン」を保健師と一緒に作成します。

事業番号
事業名

11112
担当課

実施 実施

実施

平成27年度 平成28年度

こども課

病児保育の実施

保育幼稚園課

保育幼稚園課

理由を問わない短時間の一時預かり事業 保育幼稚園課

④多様なニーズに応じた子
育て支援 保育ママ事業

子育てケアマネジャーの養成 担当課

年次計画

平成29年度

実施

一時預かり事業 保育幼稚園課

子育てケアプラン作成等事業

平成27年度

こども課

出産前後と子どもが１歳の誕生日を迎える時期に子育てケアプランを作成した子育て世帯を対象に、育
児パッケージ「こんにちはあかちゃんギフト」や子育て支援サービスなどに利用できるバウチャー券
「ファーストアニバーサリーチケット」などを贈呈します。

こども課
11114

平成28年度

実施 実施

事業名
事業番号

事業内容
子育てに関する全般的な相談や子育てケアプランの作成などを行う「子育てケアマネジャー」の養成に
取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施 養成講座実施 養成講座実施
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事業番号
事業名 不妊治療研究支援事業 担当課 健康増進課

11121

安心して妊娠・出産できる社会が構築できるよう、順天堂大学医学部附属浦安病院が行う、精子・卵子
の凍結・保存など、将来の出産のための予防的な不妊治療の研究を支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

②妊娠・出産の支援

事業内容
不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険の適用がない不育症治療を受けた場合
において、その治療費の一部を助成します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討
実施

実施

事業内容

事業番号
事業名 不育症治療費助成事業 担当課

実施

健康増進課
11123

事業内容

医療保険の適用がない高度な不妊治療を選択せざるを得ない夫婦の経済的負担を軽減するため、千
葉県特定不妊治療費助成事業に準じて、治療に要する費用の一部助成を行います。また、夫婦そろっ
て不妊治療に向き合えるよう、男性不妊検査や医療保険の適用がない男性不妊治療を受けた場合に、
その治療費の一部を助成します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討(男性不妊治療)
実施

実施 実施

事業番号
事業名 特定不妊治療等助成事業 担当課 健康増進課

11122

事業番号
事業名 産前産後サポート事業 担当課 健康増進課

11124

事業内容
家庭や地域での孤立感の解消を図るため、妊娠期から生後約６か月までの子どもを持つ家庭を対象
に、産前・産後サポーターが訪問し、円滑に育児がスタートできるよう支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施

事業番号
事業名 産後ケア事業 担当課 健康増進課

11125

事業内容

支援者が身近になく、育児不安の強い産婦を対象に、出産医療機関を退院後、心身ともに不安定にな
りやすい時期に、助産師などの専門職が、母体や乳児のケア、育児サポートなどのきめ細かい支援を
行います。産後の疲れた身体を癒す支援を受けることで、母児の愛着形成の促進やゆっくり体調を整え
ながら育児ができる環境を整えます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施 実施 実施
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事業番号
事業名 保育園整備事業 担当課 保育幼稚園課

11131

事業内容
待機児童の解消や多様な保育ニーズへの対応を図るため、認可保育園や小規模保育園の整備を進め
ます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

保育園の整備(３園)
保育園開園（３園）
保育園整備(２園)

保育園開園（２園）
保育園整備(1園)
小規模保育園整備(1園)

事業番号
事業名 認定こども園整備事業 担当課 保育幼稚園課

11132

事業内容
質の高い幼児期の教育・保育を提供するとともに、待機児童の解消を図るため、認定こども園の整備に
取り組みます。また、公立幼稚園を認定こども園に移行します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開園（新規１園、幼稚園からの移
行８園）

事業番号
事業名 保育料の減免制度の実施 担当課 保育幼稚園課

11133

担当課 青少年課

事業内容
多子世帯の子育てにかかる費用を軽減するため、保育園や幼稚園、認定こども園の保育料や授業料
の減免制度を見直し、第２子を半額に、第３子以降を無料とする要件を緩和します。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

拡充
実施

実施 実施

平成27年度 平成28年度 平成29年度

③子育てと仕事の両立支援

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

年次計画

担当課 青少年課

平成28年度 平成29年度

11135

11134

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

設計 整備
年次計画

平成27年度

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。

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
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(千円)

年次計画

平成27年度

平成27年度 平成29年度 ３か年の合計

【主要事業】

事業内容

事業名

健康増進課

事業内容

子育て中の保護者が、子育てに対する閉塞感を和らげ、新たな気持ちで子育てに取り組めるよう、理由
を問わずに利用できる一時預かり事業を実施します。

事業番号
事業名

理由を問わない短時間の一時預かり事
業

整備（1園）

平成29年度

実施(新規1園)
検討

平成28年度

設計（1園）

担当課 保育幼稚園課
11141

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

事業内容

事業名

○計画事業費

444,536 445,902 636,167

健康増進課

事業内容
周産期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

1,526,605

①出会い・結婚・妊娠・出産から子育てにわたる切れ目ない支援体制の充実強化

妊娠中や子育て中の保護者が、子育て支援に関する情報を、官民問わず、幅広く、簡単に入
手できるよう、子育てポータルサイトの内容や機能の充実に取り組みます。

こども課子育てポータルサイトの充実

生後４か月までの乳児のいる全世帯を対象に、助産師や保健師、母子保健推進員などが訪
問し、子どもの成長・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。

事業番号
事業名 病児保育の実施 担当課

②妊娠・出産の支援

妊婦健康診査費用助成事業

平成28年度

健康増進課

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

関係機関調整

④多様なニーズに応じた子育て支援

事業内容

関係機関調整 実施

保育幼稚園課
11142

事業内容
やむを得ない事情で病気の子どもを家庭で看護ができない保護者を支援するため、順天堂大学医学部
附属浦安病院と連携を図り、病児保育の実施に取り組みます。
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事業名 一時預かり事業

保育ママ事業 保育幼稚園課

市が家庭的保育者（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で
保育する家庭的保育事業を実施します。

事業内容
待機児童の解消や保育環境の充実を図るため、運営や改修に要する費用の一部を補助し、
認可外保育施設の認可保育園への移行を支援します。

保育幼稚園課認可化移行総合支援事業

③子育てと仕事の両立支援

保育幼稚園課

事業内容
保護者の就労や病気などで家庭での保育が困難になった園児などを幼稚園、幼稚園型認定
こども園や保育園で一時的に預かります。

事業名

事業内容

事業名

④多様なニーズに応じた子育て支援
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・

・

(千円)

こども課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

①子育てにやさしいまちづ
くりの推進

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／こども課

あかちゃんほっとすてーしょん推進事業

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

２）地域ぐるみで子育てを支援する

子育て支援パスポート事業の充実 こども課

子育てしやすい環境づくりと地域の子育て力の向上を図るため、地域で子育て活動を行う支援者を養
成するとともに、地域の子育て応援事業者との連携体制の充実などに取り組みます。

地域での子育て支援の実情にあわせた、子育てへのきめ細かくわかりやすい情報を提供するため、子
育てケアマネジャーなどの支援者を養成、活用していくため、引き続き、子育て・家族支援者養成講
座を実施し、子育てしやすい環境づくりと地域の子育て力の向上を図ります。

子育て・家族支援者養成事業

こども課

【計画事業】

①子育てにやさしいまちづくりの推進

事業番号
事業名 子育て・家族支援者養成事業 担当課 こども課

11211

事業内容
２０歳以上の市内在住、在勤の方を対象に、市内で活動する子育て・家族支援者として十分な知識と技
術を習得するための講座を実施します。また、講座修了後は活躍の場の紹介やバックアップ研修を行
い、講座で学んだ知識を地域で実践できるよう支援します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

養成講座実施(2級、3級)
バックアップ研修実施

実施
表彰

実施
表彰

事業番号
事業名 子育て支援パスポート事業の充実 担当課 こども課

11212

10,416 10,416 31,248

事業内容
市内協賛店舗で割引や付加サービスなどの特典を受けることができる子育て支援パスポート事業を引
き続き実施するとともに、協賛店舗の募集を図り、利用範囲の拡大をしていきます。また、５年間継続し
て協賛していただいた店舗を「子育て応援事業所」として表彰します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施
表彰

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

10,416
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事業内容
自治会や市民活動団体の活性化を図るため、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活動を促進します。

【主要事業】

①子育てにやさしいまちづくりの推進

事業名 あかちゃんほっとすてーしょん推進事業 こども課

事業内容
子どもを連れて外出した際に、授乳とおむつ替えができる休憩スペース「あかちゃんほっとす
てーしょん」を、公共施設や事業所などの協力を得て市内店舗などに設置します。

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／こども課
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￥

現状と課題

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子どもや心の病を抱える子どもの増加など、子どもの

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子どもに対する大人の無関心、子ども

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、多

くの要因が複合的に影響し、様々な形で子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。

子どもの育ちは、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子ども、保育園、幼稚園、

認定こども園や小学校などの集団の場にうまく適応できない子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。地域のなかで生き生きと成長し

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。

未来を担う子どもたちのために、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 子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）子どもの健やかな成長を支える

基礎体力・運動能力の向上や子どもの健康維持に、家庭や地域、教育機関、行政などが一体と

なって取り組みます。

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

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。

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するとともに、子どもを犯罪から守り、

地域のなかで安全にのびのびと生活できるよう、子どもたちの安全対策を強化します。

２）豊かな心を育む

子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、保育園、幼稚園や認定こども園から小学校を経て中学校に至るまでの「学び」の

連続性を確保します。

子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子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、子ども

たちの育ちを支えます。
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家 庭

地 域

保育・教育施設
(保育園・幼稚園・認定

こども園など)

(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

〇他の子どもとの集団生活

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

子どもの育ちを支える三者の連携

～家庭・地域・保育・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 こども発達センター

児童育成クラブ安心・安全メール事業 青少年課

青少年サポート事業 障がい事業課

特別支援学校通学支援事業 障がい事業課

【計画事業】

②障がいのある子どもの地域生活や自立の支援

事業番号
事業名 特別支援学級等整備事業

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－２ 子どもが元気に成長できる環境を整える

１）子どもの健やかな成長を支える

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

子どもの健康を守るため、各種予防接種の実施や中学３年生までの子どもの医療費を助成します。ま
た、子どもの運動に対する理解や体力の向上を図ります。

特別な支援を必要とする子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを的確に把握し、関係機関との連携を
強化しながら、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。また、放課後に安心して過
ごせる場の居場所づくりを推進します。

①健康づくりの推進

子ども医療費助成事業 こども課

体力向上推進事業 【再掲】 保健体育安全課

各種予防接種事業の実施 健康増進課

②障がいのある子どもの地
域生活や自立の支援

特別支援学級等整備事業 【再掲】
教育施設課／
教育研究セン
ター

日中一時支援事業 障がい事業課

まなびサポート事業の推進 【再掲】
学務課／教育
研究センター

③子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

学校等防犯対策事業 【再掲】

防犯課／保育
幼稚園課／青
少年課／指導
課／保健体育
安全課

【再掲】 担当課 教育施設課／教育研究センター
22512

事業内容
一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、小・中学校に特別支援学級や
通級指導教室を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開設（入船小）
整備（南小、明海南小、富岡中）

開設（富岡中）

子育て家庭への相談や支援を充実するとともに、関係機関との連携を強化し、虐待を受けている子ど
もの早期発見や早期対応に努めるなど、虐待防止対策を推進します。また、子どもを犯罪から守り、
地域の中で安全に生活できるよう、小・中学校や保育園・幼稚園において、教職員の危機管理意識の
向上や児童生徒への防犯教育の充実を図ります。さらに、児童育成クラブでは、子どもたちの来所及
び退所などの状況を保護者にメールで配信するシステムを導入します。
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事業内容
児童育成クラブに入会している児童の安心・安全を確保するため、来所及び退所などの状況
を保護者にメールで配信するシステムを導入します。

事業名 児童育成クラブ安心・安全メール事業 青少年課

【主要事業】

①健康づくりの推進

事業名 体力向上推進事業【再掲】 保健体育安全課

事業内容

体力向上推進校を指定し、各学校の特色ある実践の交流を行い、小・中学校全体の体育指導
の充実と児童生徒の体力の向上を図ります。また、全ての小・中学校において体力向上年間
計画を策定し、保健体育科・学校行事･特別活動など学校の教育活動全体を通して、運動に
親しむ態度の育成と体力の向上を図ります。

事業名 子ども医療費助成事業 こども課

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

②障がいのある子どもの地域生活や自立の支援

事業名 まなびサポート事業の推進【再掲】 学務課／教育研究センター

事業内容
発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、発達段階に応じてグループや個別で
の専門的な相談・療育を行うとともに、児童発達支援センターとして保育所等訪問支援など地
域に対する支援事業を行います。

事業名 青少年サポート事業

日中一時支援事業 障がい事業課

事業内容
障がいのある人や子どもの日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や介護者の負
担軽減を図ります。

事業名 こども発達センター活動事業

各種予防接種事業の実施 健康増進課

事業内容
乳幼児･児童･生徒を対象に、予防接種法で定められた予防接種を実施するとともに、子育て
家庭に対して周知と相談支援を行います。

③子どもの安全を守る環境の整備

こども発達センター

市川特別支援学校高等部に通う自力通学が困難な生徒に対して、送迎バスを運行し下校の
支援を行います。

事業内容

子どもたち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、相談活動の充実
を図るとともに、個別の指導計画や教育支援計画の作成や活用を推進します。また、子どもた
ちの実態や各学校の状況に応じ、特別支援学級と通常の学級の交流及び共同学習を計画的
に行い、ともに学ぶ機会が得られる教育の促進を図ります。

事業名

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
児童虐待防止に係る啓発・研修会の実施などを通じて、関係機関の虐待に対する共通理解と
連携を図り、児童虐待の防止や早期発見に努めます。

障がい事業課

事業内容
発達障がいやその疑いがある学齢期以降の子どもへの支援を充実するため、専門性の高い
相談や療育支援を行います。

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

事業名
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事業名 学校等防犯対策事業【再掲】
防犯課／保育幼稚園課
／青少年課／指導課／
保健体育安全課

事業内容

警察と連携した実践的・効果的な防犯訓練、防犯教室の実施により教職員の危機管理意識の
向上と児童生徒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の設
置などによる防犯体制の強化を行います。また、通学時の安全対策として、小学校新入生へ
の防犯ブザーの無償配布やＰＴＡや地域ボランティアなどとの連携・協力による通学路の見守
り活動を推進します。
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④青少年の健全育成
ジュニアリーダー・青少年リーダー育成の推進 青少年課

【再掲】青少年健全育成推進事業との連携
指導課／青少
年センター

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－２ 子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

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

児童の創造性や自主性などを育むため、こどもの広場を高洲地区に整備します。また、児童の健全育
成を図るため、遊びを通じた異年齢間の交流を推進するとともに、学校開放も視野に入れ、放課後の
児童の居場所づくりに取り組みます。

思春期の児童・生徒が相談しやすい体制を確保するとともに、いじめ問題の早期発見、早期対応に取
り組みます。

幼児期の教育環境の充実を図るため、保育園や幼稚園、認定こども園のそれぞれの特性を活かして、
質の高い保育と教育を提供します。また、幼稚園や保育園から小中学生までの教育の連続性を確保し
ます。

①心を育む遊び環境の整
備

こどもの広場の整備 青少年課

放課後異年齢児交流促進事業の充実 青少年課

②幼児期の学び環境の整
備

認定こども園整備事業 【再掲】 保育幼稚園課

幼・保・小・中連携教育の推進 【再掲】
保育幼稚園課
／指導課

一時預かり事業 【再掲】 保育幼稚園課

③自分を大切にする気持ち
を育てる

思春期講座の実施 健康増進課

教育相談推進事業 【再掲】 指導課

生徒指導推進事業 【再掲】 指導課

【計画事業】

①心を育む遊び環境の整備

事業番号
事業名 こどもの広場の整備 担当課 青少年課

12211

事業内容
子どもたちが伸び伸びと自由に遊び、様々な体験や交流を通じて創造性や自主性などを育むことができ
るよう、株式会社オリエンタルランドからの寄付を活用し、高洲地区に「こどもの広場」を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

整備
開設

地域における青少年の活動を充実させるため、小学校４年生から６年生、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。また、青少年の非行防止や健全育成を目的に、地域
と連携してパトロールに取り組みます。

79



(千円)

事業内容
質の高い幼児期の教育・保育を提供するとともに、待機児童の解消を図るため、認定こども園の整備に
取り組みます。また、公立幼稚園を認定こども園に移行します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

開園（新規１園、幼稚園からの移
行８園）

②幼児期の学び環境の整備

事業番号
事業名 認定こども園整備事業 【再掲】 担当課 保育幼稚園課

11132

事業内容
市内４小学校区において、引き続き学校施設などを利用して、児童の放課後の安全・安心な居場所を確
保し、学習や様々な体験・交流活動を通じて、児童の健全な育成を図ります。また、未実施の小学校区
においても通年または夏季休業期間中の実施を推進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

通年実施７校（３校拡充：富岡小・
北部小・入船小）
夏季休業期間のみ実施（10校）

通年実施９校（２校拡充：明海南
小、美浜南小）
夏季休業期間のみ実施（８校）

通年実施12校（３校拡充：美浜北
小、見明川小、日の出南小）
夏季休業期間のみ実施（５校）

事業番号
事業名 放課後異年齢児交流促進事業の充実 担当課 青少年課

12212

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

143,749 170,922 199,733 514,404

【主要事業】

②幼児期の学び環境の整備

事業名 幼・保・小・中連携教育の推進【再掲】 保育幼稚園課／指導課

事業内容
中学校区ごとの特色を活かした保育園・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校の連携教育を
推進し、保育者と教職員が相互理解のもと、接続期におけるカリキュラムを活用しながら、なめ
らかな接続を図ります。

事業名 一時預かり事業【再掲】 保育幼稚園課

事業内容
保護者の就労や病気などで家庭での保育が困難になった園児などを幼稚園、幼稚園型認定
こども園や保育園で一時的に預かります。

③自分を大切にする気持ちを育てる

事業名

事業名 生徒指導推進事業【再掲】 指導課

思春期講座の実施 健康増進課

事業内容

事業内容
生徒指導に係る各種研修会の充実を図り、校内における生徒指導体制の強化及び警察・行
政などの関係機関との連携・協働を推進します。また、いじめ１１０番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。

思春期の子どもたちの心とからだの変化や、家庭での子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。
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事業内容
浦安市青少年補導員連絡協議会などの青少年健全育成団体と連携し、地域ぐるみで子ども
たちを支える活動を支援します。

事業名 ジュニアリーダー・青少年リーダー育成の推進 青少年課

事業名 教育相談推進事業【再掲】 指導課

事業名 青少年健全育成推進事業との連携【再掲】 指導課／青少年センター

事業内容

児童生徒が明るく生き生きと学校生活を送れるよう、スクールライフカウンセラーを各小・中学
校に配置し、学校生活や教育全般にわたる諸問題や悩みに対する相談活動を充実させます。
また、適応指導教室での電話や来所による相談、訪問相談など一人ひとりのニーズに応じた
きめ細やかな教育相談の充実を図ります。さらに、スクールライフカウンセラーなどの連絡会
や研修会を開催し、カウンセラーとしての資質・専門性の向上を図ります。

④青少年の健全育成

事業内容
小学校４年生から６年生を対象に、リーダーとして必要な行動力・受容力・表現力を身につけ
ていくことを目的とした研修を行います。また、主に中学生を対象に、青少年健全育成活動に
おけるリーダーの育成を行います。
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現状と課題

生涯を通じて、自分らしく、生き生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。

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。

一方で、医療費や介護給付費の増加を抑制するためには、健康リスクが高い方々への対症療法

だけでなく、そこで暮らすだけで自然と健康になれてしまうまちづくりを進めていくことが必要

です。

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。

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

市民が高齢になっても健康で幸せに暮らせるよう、持続可能な先進予防型社会のモデルである

「スマート・ウエルネス・シティ」の実現を目指し、健康づくり無関心層に対する健康づくりへ

の働きかけや本市の健康施策について評価分析を行う仕組みづくりなどを進めます。

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方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方が地域社会で活躍できるよう、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ます。
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地域介護予防活動支援事業
猫実地域包括
支援センター

【計画事業】

①健康づくり・介護予防の推進

事業番号
事業名 健幸ポイント実証事業

企画政策課／健康増進
課／市民スポーツ課13111

特定健診・保健指導の実施 健康増進課

介護予防推進協働事業

みどり公園課／
道路整備課

舞浜地区海岸整備事業 【再掲】
みどり公園課／
道路整備課

健幸クラウドの導入 健康増進課

健康遊具等設置促進事業

担当課

事業内容
歩くことを基本とする市民一人ひとりの健康づくりを支援するため、日々の歩行や運動に対してインセン
ティブを付与する「健幸ポイント」の実証実験を産学公民の連携により実施します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実証
実証
評価

猫実地域包括
支援センター

体育施設利用時間の拡大 【再掲】 市民スポーツ課

②こころのケアの充実 いのちとこころの支援事業 健康増進課

猫実地域包括
支援センター

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－３ 大人が生き生きと活躍できる環境を整える

１）心と身体の健康を維持・増進する

①健康づくり・介護予防の
推進

健幸ポイント実証事業
企画政策課／
健康増進課／
市民スポーツ課

転倒骨折予防・筋力アップ等通所型事業

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、健康寿
命の延伸のために、関係機関との連携を強化し、健診科目の充実を図るとともに、特に女性に対して
は、ライフステージにあわせた健康維持を支援します。

高齢になっても健康で元気に幸せに暮らせるよう、健幸ポイントの実証を引き続き実施するととも
に、魅力ある歩行空間や健康遊具の設置などの整備を通じて、市民が気軽に健康づくりに取り組める
環境を整えます。

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団体を支援し、健康づくりや介護
予防を展開する体制づくりを推進します。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。
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。

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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事業内容
高潮対策として実施している護岸改修事業に併せて、散策やジョギングなどが楽しめる緑道として整備
を促進します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

海岸整備（ブロック２） 海岸整備（ブロック２）
海岸整備（ブロック1）
基本協定締結

事業番号
事業名 舞浜地区海岸整備事業 【再掲】 担当課 みどり公園課／道路整備課

47221

事業番号
事業名 健康遊具等設置促進事業

事業内容
要介護状態の予防を目的として、個人の状態に応じて、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 特定健診・保健指導の実施

事業内容
地域で介護予防に関する自発的な活動が広く実施されるよう、介護予防リーダーなどの育成・
支援に取り組みます。

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

猫実地域包括支援センター

【主要事業】

①健康づくり・介護予防の推進

健康増進課

事業内容
40歳から74歳までの市民を対象に、内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査・特定保健指
導を実施します。

事業名 地域介護予防活動支援事業

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

36,550 27,498 10,000 74,048

事業内容
身近な場所で気軽に健康づくりに取り組めるよう、公園や緑道の整備・改修に合わせ、健康遊具を設置
します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

設置（高洲海浜公園） 設置 設置

担当課 みどり公園課／道路整備課
13113

事業内容
より効果的な健康づくりを推進するため、レセプトや健診データなどの科学的データを活用して、健康施
策の分析・評価を行う仕組みを導入します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

施行
運用
評価

事業番号
事業名 健幸クラウドの導入 担当課 健康増進課

13112
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②こころのケアの充実

事業内容 関係機関と連携し、予防に重点を置いた自殺・うつ病対策などについて取り組みます。

事業名 介護予防推進協働事業 猫実地域包括支援センター

事業名 いのちとこころの支援事業 健康増進課

事業内容
介護予防リーダー養成講座修了者が中心となり立ち上げた市民団体「浦安介護予防アカデミ
ア」との協働事業として、栄養改善・口腔ケア・運動機能向上などの介護予防に関する実践普
及活動を行います。

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利用時間の拡
大を図ります。

事業名 体育施設利用時間の拡大【再掲】 市民スポーツ課
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・

・

(千円)

事業名 福祉タクシー乗車券交付事業【再掲】 障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
障がいのある方や高齢者の外出支援や社会参加を推進するため、タクシー利用料金の一部
を助成します。

【主要事業】

①活躍の場・機会の充実

事業名 老人福祉センターの運営 高齢者支援課

事業内容
地域の学校や福祉施設・自治会などの関係機関との連携を図りながら、施設機能を活かした
運営を行います。

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

37,258 0 0 37,258

事業内容 高齢者の地域活動を支援するため、老人クラブ会館を整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

整備(シーガーデン・日の出クラブ
会館)

【計画事業】

①活躍の場・機会の充実

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

高齢者支援課

福祉タクシー乗車券交付事業 【再掲】
障がい福祉課／
高齢者支援課

意思疎通支援事業 【再掲】 障がい福祉課

自動車燃料費助成事業 【再掲】 障がい福祉課

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－３ 大人が生き生きと活躍できる環境を整える

２）地域で活躍できる環境をつくる

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。また、地域の関係機関と連
携を図りながら、高齢者の生きがいづくりの場を提供します。

①活躍の場・機会の充実

老人クラブ会館整備事業 高齢者支援課

老人福祉センターの運営

高齢者や障がいのある方が、地域への社会参加や安心して日常生活をおくれるよう、外出支援やコ
ミュニケーション支援を行い、活躍するための環境づくりに取り組みます。

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課
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事業内容
重度の障がいがある方の外出支援や社会参加を推進するため、自動車燃料費の一部を助成
します。

事業名 意思疎通支援事業【再掲】 障がい福祉課

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方の社会参加や日常生活を支援するた
め、意思疎通支援者を派遣します。

事業名 自動車燃料費助成事業【再掲】 障がい福祉課
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現状と課題

全国的に年々深刻さを増している高齢化問題に関しては、若いまちといわれる本市も例外では

なく、今後は老齢人口が急激に増加することが見込まれています。

また、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は年々増加しており、地域によっては子ども

に呼び寄せられ、ふるさとから都会に移り住む高齢者が増えている地域もあります。

さらに市民ニーズは多様化し、地域が抱える課題も多岐にわたり、行政のみの力でそれらすべ

てに対応し解決することが困難な状況になりつつあります。

こうした状況にあって、本市では「健康づくり・介護予防と社会参加の推進」「生活支援サー

ビスの充実」「医療と介護の連携強化」「認知症施策の充実」「高齢者の住まいの確保」「地域包括

支援センターの機能強化」という、重点的に推進すべき６つの項目を定め、医療・介護・介護予

防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。

今後も、保健・医療・福祉の各分野の緊密な連携のもとに、行政と市民、事業者が協力し、安

全で安心して生活できる地域づくりを推進する必要があります。

また、今後、75 歳以上の後期高齢者が増加するとともに、介護度の重度化や認知症高齢者など

の増加が見込まれます。さらに、高齢者等実態調査においても市民の認知症に関する関心が高い

ことから、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮

らし続けることができる社会の実現に取り組むことが必要です。

障がいに関しては、就労の場の確保をはじめとする社会参加の推進や差別の解消などの課題の

解決を図ることが求められています。

こうした状況を受け、国においても「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障

害者差別解消法）が成立し、平成 28 年 4月に施行される予定となっています。

この障害者差別解消法の目標である「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向けて、本市としてもすべ

ての市民が障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享受する、かけがえのない個人とし

て尊重され、自立と社会参加が促進されるような環境づくりに取り組む必要があります。

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の中核を担う地域包括支援センタ

ーを充実します。

また、様々な支援やサービスの充実を通じて、高齢者や障がいのある方の社会生活・日常生活

を支援します。

さらに、医療や介護の需要が増加することが予測されるなか、高齢者や障がいのある方が自宅

などの住み慣れた生活の場で、自分らしい生活を続けていけるよう、地域における医療・介護の

関係機関が連携して包括的・継続的に在宅医療・介護の提供を行う仕組みづくりに取り組みます。

また、認知症の人に対して介護サービス利用契約などの支援を行う市民後見人の育成や認知症

カフェの開催などを通じて、認知症の人とその家族を支える支援体制の充実や認知症に対する理

解の促進を図ります。

さらに、障がいのある方の相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体

制づくりの機能を持った地域生活支援拠点の整備を推進するとともに、民間の事業者に対する支

援を行い、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図ります。

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。

２）ともに生きるまちをつくる

認知症高齢者に対して、介護サービス利用契約などの支援を行う、成年後見制度の推進を図り

ます。

また、障がいのある方の日中活動の場の充実を図るとともに、地域生活を総合的に支援します。

さらに、障がいのある方が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立で

きるよう、働く環境の整備や支援体制の充実を推進します。

また、障がいや障がいのある方に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合

う共生社会の構築に取り組みます。
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・

・

・

・

・

福祉・介護人材の確保対策 介護保険課

社会福祉課

認知症ケアパスの作成・普及

認知症カフェの整備支援

高齢者支援課
／介護保険課
／猫実地域包
括支援センター

買い物サポート事業
高齢者支援課
／猫実地域包
括支援センター

新型インフルエンザ等対策事業

④認知症対策の充実

市民後見人の養成 【再掲】

高齢者支援課
／介護保険課
／猫実地域包
括支援センター

健康増進課

⑤住まいの充実
地域生活支援拠点整備事業 障がい事業課

障がい者グループホーム整備事業 障がい事業課

通院ヘルプサービス事業 介護保険課

⑥感染症等公衆衛生対策

社会福祉課

地域包括支援センター増設事業
猫実地域包括
支援センター

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－４ 住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整える

１）安心して暮らせる体制をつくる

事業 計画事業・主要事業名 担当課

市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、医療・介護の関係機関が連携して、包括的・継続的
に在宅医療・介護の提供を行います。さらに、外出支援をはじめとした日常生活を支えるきめ細やか
なサービスの実施に加えて、地域包括支援センターの増設などにより、地域包括ケアシステムの構築
に取り組みます。

認知症の予防や治療に効果があり、さらには障がいのある方の精神面の安定にも効果のあるホースセ
ラピーを実施できるよう、乗馬クラブの誘致に取り組みます。

障がいのある方の住まいの場であるグループホームを整備するため、民間事業者が市内において参入
しやすい環境づくりに取り組むとともに、地域で安心して暮らせる生活支援の拠点の整備を進めま
す。

②日常生活を支えるサービ
スの充実 福祉タクシー乗車券交付事業

障がい福祉課／
高齢者支援課

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。また、新型イン
フルエンザなどの対策が的確かつ迅速に実施するため、関係機関との連携の強化を図ります。

地域において見守りや支えあいの出来る体制づくりを促進するため、認知症ケアパスによる連携の強
化を図っていくとともに、認知症の方とその家族の居場所となる認知症カフェの整備を支援します。

【事業体系】

①相談機能・コンサルティ
ング機能の充実

市民後見人の養成 【再掲】

自動車燃料費助成事業 障がい福祉課

意思疎通支援事業 障がい福祉課

地域包括ケア評価会議の開催
猫実地域包括
支援センター

③介護・福祉・医療体制の
充実
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(千円)

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

0 70,000 70,000 140,000

事業番号
事業名 地域包括支援センター増設事業 担当課 猫実地域包括支援センター

14111

事業内容
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、必要な介護サービスや日常生活支援などの総合的
な相談を行う地域包括支援センターの増設に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業者募集
（中町南地区、新町地区）

運用
（中町南地区、新町地区）

運用
（中町南地区、新町地区）

公募実施
養成講座実施

④認知症対策の充実

事業番号
事業名 市民後見人の養成 【再掲】 担当課 社会福祉課

14211

養成講座実施
公募実施
養成講座実施

事業内容
認知症を患う高齢者の増加などに伴う成年後見制度へのニーズの高まりに対し、地域での支援体制の
充実を図るため、市民後見人の養成に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施 養成講座実施

担当課 社会福祉課
14211

事業内容
認知症を患う高齢者の増加などに伴う成年後見制度へのニーズの高まりに対し、地域での支援体制の
充実を図るため、市民後見人の養成に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施

担当課 障がい事業課
14151

【計画事業】

①相談機能・コンサルティング機能の充実

事業番号
事業名 市民後見人の養成 【再掲】

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業化検討
設計
事業者募集

整備
整備補助

事業内容
障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、各種相談や一人暮らしの体
験の機会の提供、緊急時の受け入れなどの機能を持つ地域生活支援拠点の整備に取り組みます。

⑤住まいの充実

事業番号
事業名 地域生活支援拠点整備事業
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事業名 福祉・介護人材の確保対策 介護保険課

高齢者支援課／介護保
険課／猫実地域包括支
援センター

事業内容

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よう、質の高い福祉・介護人材
の確保に努めます。

事業名 通院ヘルプサービス事業 介護保険課

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。

事業内容

認知症の方の状態に応じて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいかを
示す「認知症ケアパス」の作成・普及に取り組み、認知症の方やその家族が住み慣れた地域
で安心して暮らせるよう支援します。

③介護・福祉・医療体制の充実

【主要事業】

②日常生活を支えるサービスの充実

事業名 買い物サポート事業 高齢者支援課／猫実地域包括支援センター

事業内容
日頃の買い物に不安や不便を感じている高齢者を支援するため、まちづくり活動団体との協
働により、買い物の代行と同行を行います。

事業名 福祉タクシー乗車券交付事業

認知症ケアパスの作成・普及

④認知症対策の充実

事業名 認知症カフェの整備支援
高齢者支援課／介護保
険課／猫実地域包括支
援センター

事業内容
認知症の方や介護者の支援、地域での認知症に対する理解を促進するため、民間事業者な
どとの協働により認知症カフェを開催します。

事業名

障がい福祉課／高齢者支援課

事業内容
障がいのある方や高齢者の外出支援や社会参加を推進するため、タクシー利用料金の一部
を助成します。

事業名 自動車燃料費助成事業 障がい福祉課

重度の障がいがある方の外出支援や社会参加を推進するため、自動車燃料費の一部を助成
します。

事業名 意思疎通支援事業 障がい福祉課

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方の社会参加や日常生活を支援するた
め、意思疎通支援者を派遣します。

事業内容
地域包括ケアシステムの実現に向け、保健・医療・福祉の関係者などによる会議を開催し、地
域課題の共有を図ります。

事業名 地域包括ケア評価会議の開催 猫実地域包括支援センター

事業内容
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事業名 新型インフルエンザ等対策事業 健康増進課

⑤住まいの充実

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。

⑥感染症等公衆衛生対策

障がい者グループホーム整備事業 障がい事業課事業名

事業内容
障がいのある人のグループホームの整備を促進するため、民間事業者が整備などに要する
費用の一部を補助します。
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・

・ 障がいのある方の就労の場や機会を確保するため、野菜工場を整備するとともに小型家電リサイクル
を実施します。また、障がい者就労支援センターを中心に、就労支援体制のさらなる充実を図りま
す。

１ 生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

１－４ 住み慣れた地域で暮らし続けられる環境を整える

２）ともに生きるまちをつくる

誰もが地域で安心して暮らすことが出来る地域を実現するため、市民後見人の養成を通じて成年後見
制度のさらなる利用促進に取り組みます。また、障がいがある方の通所施設や地域生活の拠点などの
整備により、社会資源の充実に取り組みます。さらに、市民一人ひとりが障がいや障がいのある方へ
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。

社会福祉課

地域生活支援拠点整備事業 【再掲】 障がい事業課

【事業体系】

事業 計画事業・主要事業名 担当課

生活介護事業所整備事業補助金

障がい事業課

小型家電リサイクル事業 【再掲】 ごみゼロ課

①身近な地域で支えあえる
体制づくりの推進

市民後見人の養成 社会福祉課

災害ボランティア事業 【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 障がい事業課

②就労支援

野菜工場整備事業
障がい事業課／
みどり公園課

障がい者就労支援センター運営事業

【計画事業】

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

事業名 地域生活支援拠点整備事業 【再掲】 担当課 障がい事業課
14151

事業番号

事業内容
障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、各種相談や一人暮らしの体
験の機会の提供、緊急時の受け入れなどの機能を持つ地域生活支援拠点の整備に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業化検討
設計
事業者募集

整備
整備補助

障がい事業課

事業番号
事業名 市民後見人の養成 担当課 社会福祉課

14211

事業内容
認知症を患う高齢者の増加などに伴う成年後見制度へのニーズの高まりに対し、地域での支援体制の
充実を図るため、市民後見人の養成に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

養成講座実施 養成講座実施
公募実施
養成講座実施

シビックセンター東野地区整備事業 【再掲】
企画政策課／
障がい事業課／
高齢者支援課
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(千円)

事業番号
事業名 シビックセンター東野地区整備事業 【再掲】 担当課

企画政策課／障がい事
業課／高齢者支援課53211

事業内容
児童福祉法や障害者総合支援法の改正など福祉施策を取り巻く社会情勢や市民ニーズなどを踏まえ、
総合福祉センターの建て替えも視野に入れた地区の再整備に取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

基本方針の決定 事業化検討 設計

②就労支援

事業番号
事業名 野菜工場整備事業 担当課 障がい事業課／みどり公園課

14221

事業内容
障がいのある方の雇用促進や社会的な自立を図るため、千鳥地区の臨海公園予定地に「野菜工場」を
整備します。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

検討 基本計画
設計
整備

○計画事業費

平成27年度 平成28年度 平成29年度 ３か年の合計

3,467 21,707 620,000 645,174

災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、災害ボランティアセンターの設置・運営訓練
を実施するとともに、災害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・啓発に取り組みます。

【主要事業】

①身近な地域で支えあえる体制づくりの推進

事業名 生活介護事業所整備事業補助金 障がい事業課

事業内容
市内の生活介護事業所の拡充を図るため、市が指定する事業者に対し、施設の整備などに
要する経費の一部について補助金を交付します。

事業名 災害ボランティア事業【再掲】 社会福祉課

事業内容

実施 実施

事業番号
事業名 小型家電リサイクル事業 【再掲】 担当課 ごみゼロ課

31411

事業内容
使用済小型家電に含まれる希少金属の再資源化の促進を図るとともに、障がいのある方の就労を支援
するため、小型家電のリサイクルに取り組みます。

年次計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度

実施
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②就労支援

事業内容
障がいのある方や障がいの特性などに対する理解を深めるため、関係機関、障がいのある
方、障がい者団体、支援団体などと協力しながら、「こころのバリアフリーハンドブック」の配布
や講演会やイベントなどによる啓発活動を行います。

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

事業内容
障がいのある方が、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。

③こころのバリアフリーの推進

事業名 こころのバリアフリー支援事業 障がい事業課
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