
44 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

- 18.6% 15.2% - 19.0% 20.0%

　区民が自分の健康は自分で守るという意識をもって積極的に健康づくりに取り組む姿勢を育
て、「健康寿命」の延伸を図る。

　心の健康について区民が正しい知識をもつことで必要な時には相談や医療が早期に受けられ、
また精神障害者や難病患者等が地域で自立した生活をすることを目指す。

地域保健福祉
地域で支えあう保健・福祉・医療

分野目標

　高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、区が支援が必要な人の
実態を把握し、セーフティーネット機能を果たすとともに、住民や関係団体が相互に連携して地
域での支えあい活動へ参加することを促し、生活圏域内での住民同士による支えあいのネット
ワークの構築を推進する。

成果指標

　近所づきあいの中で、相談や助け合いな
ど親しい付き合いをしている人がいる割合
【保健福祉総合推進計画】
※平成17年度の調査対象は65歳以上のみ。平
成19年度以降は満20歳以上の区民に変更し
た。

男15.6年
女17.9年

男15.6年
女17.2年

男15.7年
女17.4年

-
男15.9年
女17.6年

男17.0年
女20.0年

54.4% 72.0% 69.2% - 74.0% 80.0%

現状と課題

　独り暮らしや認知症などにより地域で生活するために支援を必要とする高齢者が増加してお
り、孤独死や虐待を予防するためにも、住民や関係機関が連携して地域で支えあう仕組みづくり
が求められている。

　40歳から64歳の健診における有所見者率は増加の傾向にあり、特に高脂血症と糖尿病を指摘さ
れる区民が多くなっている。区民それぞれが生活習慣を見直し地域全体で健康づくりに取り組む
ための支援を充実することが必要である。

　高齢者が要介護状態にならず健康で生き生きした活動ができるよう、高齢者福祉センターや高
齢者会館が健康づくりや介護予防の拠点となることが求められている。

　うつ病などメンタルヘルスに問題をかかえる区民が増加し、こころの健康について正しい知識
や対応方法について普及啓発していくことが必要である。

　うつ病などの心の病を相談することに抵
抗を感じない人の割合

成果指標
と目標値

　65歳の健康寿命

連携の内容

　保健・福祉・子育て支援の地域における
総合的な拠点として相談支援、サービス提
供、ネットワーク構築推進等を通じて各成
果目標の達成を促進する。

　平成22年7月の中部圏域の（仮称）すこやか福祉
センター開設と開設後の事業の円滑な実施に取り組
むとともに、他の圏域での開設準備に取り組む。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

（仮称）すこやか福祉センターへの円滑な移行

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

地域支えあいネットワークの構築推進
　生活圏域ごとに地域特性を生かした支えあいネッ
トワークを構築する。

　関連分野と連携し、
地域で各種事業を実施
する。（子育て支援、
子ども健康、福祉推
進、健康推進、障害福
祉等）

　相談支援、ケース処遇、支えあい
ネットワーク等の連携により要援護
者への支援体制が充実するととも
に、区民に身近な窓口で保健、福
祉、子育て支援に係るサービスを提
供することができる。

連携による成果

健康づくりの支援 　区民が生活習慣を見直し、自分に適した
効果的な方法や手段を選択して積極的に健
康づくりに取り組むことにより、健康な状
態で生活できる期間「健康寿命」が延長で
きる。

　増加傾向にある糖尿病やがんの予防を中心に、健
康講座や地域の施設や団体、グループと協働した健
康活動支援など、普及啓発を積極的に推進する。

　地域支えあい活動の推進などにより、地
域住民の地域の課題に対する関心度を高
め、住民同士の日常的な交流や相互の助け
合いなどの活発化につなげていく。

18

878,895

2,847

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

区民一人あたりコスト(円) 2,793 2,680 -

865,332 835,816 -



様式３

支えあい推進 （２２年度）

4401

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- 18.6% 15.2% - 19.0%

- 18.9% 19.0% - 20.0%

- - 75.5% - 87.0%

成果指標
と目標値

成果指標

近所づきあいの中で、相談や助け合いなど親
しい付き合いをしている人がいる割合【保健
福祉総合推進計画】

保健福祉センターの相談窓口を身近に感じる
人の割合と地域包括支援センターの相談窓口
を身近に感じる人の割合の合算

高齢者会館を利用して満足と感じる人の割合
【高齢者会館利用者満足度度調査】

地域支えあい活動推進

施策目標

介護や手助け・支援が必要な高齢者等とその家族を見守り、支える地域の取り組みが 始まっ
ている。

高齢者会館は、高齢者の健康づくりや介護予防事業の拠点として広く利用されるとともに、
地域の保健福祉団体やＮＰＯなどにより、創意工夫を生かした運営がなされている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 － － 105 － 160

概要

事業２

実績 5,885 7,821 12,811 - 14,000

概要

地域の資源の把握や人材の発掘・支援、活動をしている人や団体との協力・連携の仕組みづ
くりなどに、取り組む必要がある。

高齢者会館などの利用者は毎年微増しているが、利用者が固定する傾向にあり新規の利用者
を開拓する必要がある。特に今後増えてくる団塊の世代の取り込みが重要な課題である。

高齢者が要介護状態にならず健康で生き生きとした活動ができるよう、高齢者福祉センター
や高齢者会館が健康づくりや介護予防の拠点となることが求められている。

ネットワークと連携している団体数（団体）

　区内を保健福祉センターを中心とした４生活圏域として捉え、圏域ごとに関係団体等から
の選出者を構成員とする地域懇談会を開催し、ネットワーク形成に向けた話合いをする。

地域保健福祉相談

自立支援医療（精神通院）申請（変更）等の処理件数

　身体障害者関係、精神障害者関係、難病患者関係及び大気汚染関係等の医療費助成申請受
付業務等を通じて、本人や家族の相談に対応するとともに、必要に応じて保健師等専門職や
障害担当ワーカー、地域包括支援ｾﾝﾀｰ等につなげるなどの支援を行う。（平成20年度から
身体障害者関係、精神障害者関係、大気汚染関係、畜犬登録関係の合計処理件数を記載）

＜主な取組み＞

地域支えあいネットワーク活動推進

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 238,626 336,218 325,908 327,000

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 1,823 1,592 1,734

562,853 493,216 540,803

高齢者会館・高齢者福祉センターの延べ利用者数

　高齢者会館や高齢者福祉センターについては、健康・生きがいづくりや介護予防の拠点と
して、地域団体・NPO・社会福祉法人等、民間の創意工夫を生かした運営を行う。高齢者会
館は平成２３年度までに全１５館の委託を進める。４保健福祉センターは平成２１年度から
指定管理者により運営している。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

高齢者施設運営

区の計画との関係

（１）10か年計画（第２次）
        領域Ⅲー3　安心した暮らしが保障されるまち
　　　　主な取り組み　➀保健福祉の地域での連携体制の確立
　　　領域Ⅲ－2　地域活動を中心に、ともに支えあうまち
　　　　主な取り組み　➀地域支えあいネットワークの推進ほか
　　　領域Ⅲ－1　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち
　　　　主な取り組み　➃高齢者福祉センター及び高齢者会館の機能充実
（２）保健福祉総合推進計画
      第１節　健康でいきいきとした生活の継続
　　　課題２　元気な高齢期の健康づくり
　　　　　＜施策１＞  健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　　　　＜施策２＞　生きがいづくりの支援
　   第２節  共に生きるまちづくり
　　　課題１　社会参加・社会貢献の機会拡充
　　　　　＜施策１＞　幅広い区民の社会参加促進
　　　課題２　包括的な地域ケアの構築
　　　　　＜施策１＞　保健福祉の地域での連携体制の確立
　　　　　＜施策２＞　地域における総合的な相談支援体制の充実



様式３

健康支援 （２２年度）

4402

18 19 20 21 22目標 （達成度）

男15.6年
女17.9年

男15.6年
女17.2年

男15.7年
女17.4年

-
男15.9年
女17.6年

24 人 27 人 34 人 - 25人

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 6,550 6,422 6,054 - 6,600

概要

事業２

実績 3,557 2,362 2,275 - 2,500

概要

40歳から64歳の健診における有所見者率は平成15年度31.2％から平成19年度34.4％と増え
ており、特に高脂血症と糖尿病を指摘される区民が多くなっている。区民それぞれが生活
習慣を見直し地域全体で健康づくりに取り組むための支援を充実する必要がある。

高齢者人口が増加し、高齢者の健康特性に配慮した健康づくりや介護予防の取り組みを支
援することが必要である。

うつ病などメンタルヘルスに問題を抱える区民が増加しているが、こころの健康について
の正しい知識が普及せず、専門家の相談につながりにくい状況がある。また、精神障害者
の地域生活を支える体制づくりが求められている。

健康講座・講習会等参加者数

　地域において生活習慣病予防や健康づくり､介護予防に関する健康講座等を実施し区民の
学習機会を提供している.また障害者施設、高齢者施設、地域センター等地域の施設や団体
と連携,協力して講習会を実施し、依頼に応じて自主グループ活動・交流への支援及び人材
育成等を行っている。

健康相談（保健､栄養､歯科）

健康に関する相談件数

　各種健診受診後の結果に関する相談･指導､疾病や治療に関する相談等に対し、保健師､栄
養士､歯科衛生士が電話、面接、訪問等により対応している。

＜主な取組み＞

地域健康学習支援・地域栄養活動支援・口腔健康学習支援

成果指標
と目標値

成果指標

65歳の健康寿命

保健福祉センターでの社会復帰訓練
からの自立者数

現状と
課題

地域で取り組む健康づくり

施策目標

健康診査の受診や健康講座等の事業に参加することを契機に、自ら生活習慣を見直し積極
的に健康づくりに取り組む区民が増加している。

精神障害者が適切な相談や支援を受け、地域で生活できる体制が構築されている。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 10,085 7,991 8,661 - 9,000

概要

事業４

実績 3,766 3,763 3,612 - 3,600

概要

区の計画との関係

（１）10か年計画（第２次）
　　  領域Ⅲ－１　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち
　　　　　　　　　　ア　健康な生活習慣づくりの支援
　　　　　　　　　　　　主な取り組み　③女性の健康づくり支援
　　　　　　　　　　イ　健康づくりを支える環境の整備
　　　　　　　　　　　 主な取り組み　③心の健康支援
（２）保健福祉総合推進計画
第１節　健康でいきいきとした生活の継続
　課題１　生活習慣病予防と健康増進
　　＜施策１＞　 健康な生活習慣・健康自己管理の推進
     ＜施策２＞　 健康を支える環境づくり
　課題２　元気な高齢期の健康づくり
　　＜施策１＞　健康寿命を延ばす介護予防の推進

区民一人あたりコスト（円） 1,024 1,014 774

316,042 314,063 241,447

精神保健相談件数（専門医､保健師）

一般精神、うつ、嗜癖、認知症等に関する専門医の相談を実施している。また、保健師が
電話、面接、訪問等により本人、家族、関係者の相談に応じている。

精神障害回復者社会生活適応訓練(精神デイケア）

精神デイケア利用者数(延）

　神障害者が地域で自立した生活を送ることを目的に、集団での活動を通じて社会生活の
訓練を行っている。平成19年度からより円滑な自立生活への移行のため複数のコースを設
置している。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

精神保健相談･支援
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