
健康福祉部の運営方針

部名 課名

健康づ
くり課

・各種検診等による病気予
防の推進
・市民の健康づくり事業の推
進

社会福
祉課

・児童福祉、障がい福祉の
推進
・生活保護、地域福祉の推
進

長寿福
祉課

・高齢者福祉の推進
・介護保険の事業運営

平成27年度　健康福祉部　目標宣言

部長 小林　恵美子

健康・医療・介護・福祉の各分野が連携して、健康寿命の延伸を目指すとともに、住み
慣れた地域で誰もが「自分らしく健康で安心して暮らせるまちづくり」を進めます。

◆生涯を通じた健康づくりにより、誰もが健康でいきいきと暮らせるまちづくりを進めま
す。
◆介護予防を推進するとともに、介護が必要になっても自宅や住み慣れた地域で安心
して暮らせる環境づくりに努めます。
◆総合相談窓口を充実し、妊婦から乳幼児、高齢者、障がいのある方々が安心して暮
らせるまちづくりを進めます。
◆地域における人と人とのつながりをより一層強めるため、地域の支え合い・助け合い
活動の活発化に取り組みます。

主な業務内容

健康福
祉部

保険年
金課

・国民健康保険の事業運営
・後期高齢者医療事務
・国民年金、医療費助成事
務
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指標名 現状値 目標値

ジェネリッ
ク医薬品
普及率と
年間調剤
費の削減

額

①（普及
率-数量）

58.5％
②削減効

果額
55,564千

円

①（普及
率-数量）

61％
②削減効

果額
66,000千

円

①（普及
率-数量）

68％
②削減効

果額
68,000千

円
(H27年度)

見込み

特定健診
受診率

51.6％ 52％
52.3％

(Ｈ27年度)
見込み

達成状況 評価

1

国民健康保険
の医療費適正
化事業を推進
します！

(1)ジェネリック医薬品の普及促進に取り組
みます。
　ジェネリック医薬品差額通知書の発送
　（毎月発送・年１２回）

(2)特定健診の受診率向上に取り組みます。
（魅力ある健診項目の追加）
　①胃がんリスク検診（任意）を70歳まで
     拡大
　②簡易スパイロメータを用いたCOPD(慢
     性閉塞性肺疾患）検診の実施
（健診機会の拡大）
　③都合により集団検診を受診できなか
     った人に追加検診を実施
（集団健診の周知）
　④①は年齢該当、②は喫煙・喫煙歴のあ
る方、③は集団健診未受診者のうち受診率
が低い若年者等を対象として個別の勧奨案
内を送付
（健診後のフォロー）
　⑤胃がんリスク検診、
　⑥COPD（慢性閉塞性肺疾患）検診により、
要精検（要医療機関受診）となった方に対し
て、受診勧奨或いは病気の認知度向上を目
的としたパンフレットの送付など、きめ細や
かなフォローを実施します。
（健診後の保健事業）
　⑦ (1)(2)により得られた、レセプト・特定検
診データを基に、糖尿病起因の慢性腎臓病
（CKD)、⑧糖尿病性腎症患者を特定し、人
工透析治療への移行を遅延或いは阻止す
ることを目的とした的確な保健指導を実施し
ます。

(1)ジェネリック医薬品の普及促進・医療費抑制
　普及率・削減効果額ともに目標値を上回る(見込み）成果がありました。
(2)特定健診の受診率向上
　平成20年度の52.6％から年々低下し平成24年度は50％を切りました
が、追加健診の実施（受診勧奨）や特定健診に魅力ある検診項目（胃が
んリスク検診）を加え、今年度から実施した効果的な勧奨案内等の取組
が功を奏し、平成25年度50.9％、平成26年度51.6％、平成27年度52.3％
(見込み)と受診率が向上しました。
◆以下の事業は、特定健診の受診率を向上させる目的の他、
　（1）により作成するデータ或いは、（2）の特定健診結果を用いた「重症
化予防事業①②⑤⑥⑦⑧」も下記のとおり実施しており、今年度末まで
に事業実施に伴う効果分析も作成しました。
①胃がんリスク検診の受診者
　　　　　H26年度468名（がん4名）発見率0.85%
　　 　⇒H27年度561名（がん6名）発見率1.07％
　 　（うち特定健診新規受診者　H26年度137名⇒H27年度148名)
②COPD健診受診者　　　H27年度406名
　　　⇒要精検者60名（14.8％）  ⇒精検受診者34名
                                     　　　  （うちCOPD28名、肺がん1名）
③追加健診受診者　H25（118人）、H26（141名）⇒H27（151名）
④集団健診受診勧奨案内
　　　　1.胃がんリスク検診対象者　1,972通
　　　　2.COPD健診対象者　　　　　　739通
　　　　3.特定健診未受診者　　　　　2,744通（若年層を優先し発送）
⑤胃がんリスク検診（要精検）未受診者あて精検の勧奨案内
　　　・H28.1.13　未受診者　85名に受診勧奨を発送
⑥COPD検診（要精検）未受診者あて精検の勧奨案内
　　　・H28.3.10　未受診者　35名に受診勧奨を発送
⑦慢性腎臓病（CKD）　・・保健指導人数
　　　・H25年度　36名、H26年度　18名⇒H27年度　34名
⑧糖尿病性腎症重症化予防事業　・・参加者人数
　　　・H26年度⇒甲田内科医院患者（10名）　※脱落者0名
　　　　　　　　※H27年度にフォローアップ指導として個別訪問
                    或いは電話による保健指導を実施。（9名）
　　　・H27年度⇒県立吉田病院患者（11名）　※現在脱落者1名
　　　　　●参加者の透析治療移行は現在「0名」
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平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 2



平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

42

特定保健指導
率を上げ、メタ
ボ予備軍の生
活改善を応援
します！

特定保健指導率アップを目指し、健康づく
りマイストーリーを中心とした各種事業や
個別指導を実施し、健康行動の定着化を
図ります。

（1）健康づくりマイストーリー運動への登
録
（2）各種教室・講座との連携強化

特定保健
指導率

25.9％
(H25年度
最終法定
報告値)

県平均を
上回る

燕市36.2%
県 33.4％
(H26年度)

【特定保健指導率について】
●平成26年度法定報告値では、前年度より10.3％上昇し、県平均実
施率を上回りました。

●平成27年度の特定保健指導実施状況
　初回面接修了者　38.3％
　5～6月実施の集団による特定健診と10～11月の追加健診及び、3
月までの人間ドッグ受診者のうち、特定保健指導対象者は合計980
人であり、375人に初回面接を終了しています。

（1）保健指導を行った375人に「つばめ元気かがやきポイント事業」を
紹介し、登録を勧めた結果、203人が登録につながりました。運動や
食事等の自己管理ツールとして活用されています。

（2）糖尿病関係や生活習慣病改善指導事業等、11種類の各種教
室・講座を案内し、連携しながら継続支援に取組みました。各種教室
や講座に参加できなかった人には、他の機会に個別での保健指導
を行いました。

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 3



平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

ポイント事
業参加者
数

3,109人 6,000人 6,349人

生活習慣
病改善指
導事業参
加者数

75人 100人 104人

3

健康づくりマイ
ストーリー運
動の仕組みを
拡充し、より多
くの市民の元
気づくりを応援
します！

より多くの市民の参加、特に働き盛りの年
代の参加者を増やすために、次のように
事業を拡充します。

（1）つばめ元気かがやきポイント事業
①仕組みやツールの再構築ツールにウェ
ブや１か月間手帳を追加し、自分に合っ
たツールの選択ができます。

②企業や庁内関係課との連携強化、企
業への出前ＰＲ、協賛企業（取り組みの登
録、景品の提供）の募集を地域振興課と
の協働で取り組みます。

③参加し易く魅力的な講座の開催
著名な外部講師による「健康づくりマイス
トーリー講座」を 9月と11月の休日に2回
実施します。(目標参加者数：9月500人、
11月200人)

④強化月間をH26年度同様に年２回設
け、集中的に事業の周知に取り組みま
す。(強化月間：4月～6月、9月～10月)

（2）生活習慣病改善指導事業
特定健診や人間ドック受診者のうち、特
定保健指導対象者や重症化予防対象者
を重点対象者とし、個別周知を実施しま
す。

(1)つばめ元気かがやきポイント事業
①仕組みやツールの再構築
登録者数は6,349人で前年度の2倍となり、目標値を達成しました。こ
のうちウェブ登録者数は310人で、20～59歳の働き盛り世代が290人
(93.5％)を占めています。また、1か月手帳の取組者も1,319人含まれ
ており、自分に合ったツールや期間を選択できています。

②協賛企業・団体の募集と連携強化
事業参加や周知に協力する「健康づくりスタート企業・団体」と、抽選
会景品等提供に協力する「健康づくりサポート企業・団体」を募集し、
11団体・16企業の協賛を得ました。協賛企業・団体の抽選会会場で
のブース設置を促し、6企業・4団体の参加があり、賑わいのある抽
選会となりました。

③参加し易く魅力的な講座の開催
「健康づくりマイストーリー講座」を休日に2回開催し、9月は簡単ダイ
エットをテーマに約600人が参加し、大変好評でした。11月は運動を
テーマに「健康フォーラムin県央」や抽選会と同日開催、250人の参
加があり、健康行動継続への意欲向上につながりました。

④強化月間での事業周知
4月～6月には各種検診やまちづくり協議会等関係団体の総会や協
賛企業・団体に対し事業周知をしました。9月～11月は親子が集まる
歯っぴーフェア他、他課・関係機関イベントや各種健康づくり事業に
て事業周知するなど、年間150回以上取り組みました。

(2)生活習慣病改善指導事業
年間22回実施し、参加者は104人となりました。
参加者全員が「つばめ元気かがやきポイント事業」に登録し、健康行
動の継続につながっています。参加者のうち特定保健指導該当者
は約3割で、生活改善や重症化予防にも役立っています。
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No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 4



平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

H28年3月
燕市歯科
保健計画
策定

①市民の意識調査として、特定健診等受診者へアンケート調査と関
係部署等フォーカスインタビューを5～6月に実施し、現状の把握や
分析に取り組みました。

②関連課の実務担当者会議を4月と7月及び10月に開催し、現状分
析かから具体的取り組みまで、計画全体の素案と中間案について
検討し、作成しました。

③第1回健康づくり推進委員会を7月に開催し、素案の検討をしまし
た。10月にはペーパー会議にて意見集約を行い、中間案を作成しま
した。2月に第2回健康づくり推進委員会を開催し、最終案を策定しま
した。

④歯科医師会と連携して、随時、相談や協議を継続して実施しまし
た。

⑤パブリックコメントを12月から1月にかけて実施し、広く市民の意見
集約を行いました。

⑥9月と12月議員協議会にて中間案を、3月に最終案の報告を行
い、計画策定を完了しました。

 

44

乳幼児から高
齢者まで、生
涯を通じた歯
や口の健康づ
くりに取組み、
市民の心身の
健康の向上を
めざします！

燕市歯科保健計画を策定します。
燕歯科医師会、庁内関連課と連携を取り
ながら策定を進めます。

①市民の意識調査については、特定健診
等受診者へアンケート調査とフォーカスイ
ンタビューを実施します。
②関連課の実務担当者会議を開催して、
計画の素案・中間案・最終案を検討・作成
します。
③健康づくり推進委員会を策定委員会と
して開催します。
④歯科医師会と連携して、随時の相談や
協議を行います。
⑤パブリックコメントを1月頃に実施しま
す。
⑥議会に対して、9月、12月、3月に案を報
告します。

燕市歯科
保健計画
策定

－
今年度中
に策定

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 5



平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

新規介護
認定者数
の伸び率

H26/H25
伸び率
91％

H27/H26
伸び率
100％未

満

100.5%

認知症サ
ポータ延
べ人数

3,782人
(H26年度)

4,400人 4,788人

関係する
会議の開
催回数

－ 26回以上 28回

実績値 達成状況 評価

5

介護予防を推
進するととも
に、介護が必
要となっても
地域で安心し
て介護を受け
ることのできる
環境づくりに
努めます！

（1）新規に介護認定を受ける人が増加しない
ように取組みます。（社会福祉協議会に事業委
託）
　①介護予防の知識普及に努め、体操講演会
や介護予防の指導者などを養成する研修会を
開催します。（参加者目標400人）
　②新たな介護予防に取り組み、これまで参加
の少なかった男性高齢者の介護予防参加を促
します。（参加者目標150人）

（2）認知症の人やその家族をサポートする取
組みを進めます。
　①認知症ケアパスの作成→今年度末までに
作成完了
　②認知症サポータ養成講座の開催→700人
以上のサポーター養成
　③認知症相談窓口の整備→定期的な相談
会や巡回相談の実施
　④徘徊への対応の強化→今年度、SOSネッ
トワークの活用・捜査体制の整備、事前登録制
度の検討
　⑤徘徊模擬訓練の実施→今年度、各生活圏
域で１回以上開催

（3）平成37年度までに地域包括ケアシステム
を構築するため、燕市全体の検討の場として
医療、介護、地域の関係者など多職種から参
加してもらい燕市地域ケア推進会議を立ち上
げる。
　①全体会を2回以上開催
　②在宅医療・介護連携、認知症、新しい総合
事業の各部会を12回以上開催
　③各地域包括が開催する地域ケア会議を合
計12回以上開催
　④10月頃までに、平成29年4月から取り組む
新しい総合事業の道筋をつけます。

（1）新規に介護認定を受ける人が増加しないよう取り組みました。
　①介護予防のための講演会や研修会の開催状況及び参加者数
　　　・講演会、体験会等15回、延べ参加者数508人
　②スクエアーステップの開催状況及び参加者数
　　　・講演会、体験会など4回、延べ参加者数167人

（2）認知症の人やその家族をサポートする取組を進めました。
　①認知症ケアパスの作成→3月15日全戸配布
　②認知症サポータ養成講座は23回開催し、982人養成。
　　　　　延べ人数4,788人
　③認知症相談窓口の整備→継続検討中
　④徘徊への対応の強化→継続検討中
　⑤徘徊模擬訓練の実施→各地区で全3回実施、燕地区9月
　　　(2包括合同)、吉田地区11月、分水地区11月実施

（3）平成37年度までに地域包括ケアシステムを構築するため、
　　燕市全体の検討の場として医療、介護、地域の関係者など
　　多職種から参加してもらい燕市地域ケア推進会議を立ち
　　上げました。
　①地域ケア推進会議　2回
　②部会の開催　⇒3部会の合計9回
　　ア在宅医療・介護連携推進部会　4回
　　　　・医療・介護連携の課題の確認、今後の進め方の協議、
　　　　　市民へ在宅医療等を周知するパンフレット作成を検討。
　　イ認知症対策部会　3回
　　　　・ケアパス作成の内容検討、高齢者の行方不明時の捜索
　　　　　体制の整備、認知症の方の避難行動要支援者名簿へ
　　　　　の情報登載や成年後見制度を受けるまでの資金援助の
　　　　　在り方等を検討。
　　ウ新しい総合事業部会　2回
　　　　・緩和された基準による介護支援事業を進めるための
　　　　　サービス単価などを検討。
　③地域ケア会議の開催5回、個別事例検討の地域ケア会議
　　　12回　合計17回　　　⇒合計開催回数28回
　④新しい総合事業に取り組むため、部会でサービス
　　単価の検討を行うなど、順次、準備を進めました。

3

No

今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 6



平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

生活困窮
者からの
相談件数

60件 78件 60件

児童虐待
通告(新

規）に対し
て個別

ケース検
討会議を
開催して
対応する

割合

－ 100% 58.1%

6

各種相談をﾜﾝ
ｽﾄｯﾌで対応す
る総合相談窓
口の充実を図
ります！

福祉相談支援チームの充実を図ります。
　分野を越えて組織した「福祉相談支援
チーム」を中心に、相互理解と情報共有
の強化を図り、専門部署・機関へ適切に
引き継ぐ初期相談力の向上（＝つなぐ）に
重点を置くとともに、専門分野に捉われ
ず、福祉全体を見ることのできる目を養
い、「連携強化」による問題解決の体制づ
くりを進めます。

【分野別取組】
　①障がい者基幹相談センターを機軸と
して、市内相談事業所と連携し、障がい
分野の相談力向上を目指します。
　②「高齢者虐待」等の相談に対しては、
専門相談員の配置により、迅速・的確な
対応に努めます。
　③「生活困窮」の相談について、生活困
窮者自立支援事業による自立促進とハ
ローワークと連携し、就労支援に努めま
す。
　④「児童虐待」の相談に対しては、「家
庭児童相談チーム」を組織し、児童虐待
通告に対して迅速かつ臨機に対応する体
制を整備します。

○自立相談支援事業
　・相談件数　　　　　60件
　（うち、プラン作成件数　19件
　　　　　就労支援件数　　19件）
○住居確保給付金の支給
　（うち、相談件数　　　　　 3件
　　　　　支給件数　　　　　 2件
　　　　　就労決定　　　　　 2件）
○就労準備支援事業
　・事業利用者　　　　　　　0件
　　　（対象を被保護世帯へ拡大し、利用者を選定中）

3

家庭児童相談チーム体制により、通告全件に対して受理会議を開
催しました。
○児童虐待通告
　　47件・39ｹｰｽのうち
　・新規虐待通告　　　　　 37件
　　うち、新規ｹｰｽ件数　　31件

○個別ケース検討会議
　　60件・26ｹｰｽのうち
　・個別ケース検討会議開催
　　のうち新規ケース件数  18件

※ 新規通告ｹｰｽ数31件に対して、個別ｹｰｽ会議（新規）18件を
　　開催して対応しました。
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今年度の目標設定 取組実績

重点目標 具体的な取組内容
（いつまでに、何を、どのようにして）

目標指標
実績値 達成状況 評価

〈評価区分〉
　５：全ての取組を実施し想定以上の成果が得られた　　４：全ての取組を実施し見込み通りの成果をあげた
　３：取組の全てを実施した　　２：取組の一部を実施した　　１：協議・検討中であり取組を実施していない 7



平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

100%
（171/171件
必要な案件
に全て対

応）

①母子健康手帳交付時等における総合的な相談対応
　　【面接相談】　185件(出生・転入時含む）
　　【電話相談】　　78件
　　【主な相談内容】　妊娠中の過ごし方　保育園に関することなど

・ワンストップ総合相談窓口を開設したことより、相談件数は平成26
年度8.2%(583人中48人）から平成27年度 22.0％（619人中136人）に
増加しました。

・庁舎内に相談窓口を設置し関係課と連携することで、保育園・医療
費・福祉サービスなど保健指導以外の相談にも早期対応を図ってい
ます。

・妊娠中からの支援や医療機関等との連携の結果、出産後の2か月
児育児相談会への参加を勧める機会も増え、参加率も上昇していま
す。

②要支援者の支援プラン作成
　　【支援プラン作成数】　28件　(終了者除く）
　　【主な理由】　ハイリスク妊婦　産後の育児不安　虐待・DV疑い

・作成した支援プランをもとに、情報を共有しながら、関係部署と連
携し対応しています。
　実績としては、健康づくり課の地区担当保健師へ35件、子育て支
援課へ62件、社会福祉課へ36件、保険年金課へ24件、市民課へ8
件、学校教育課へ2件、ファミリーサポートセンターへ4件、合計171
件をつなぎました。

47

切れ目のない
妊娠・出産相
談支援の体制
づくりを進めま
す！

妊娠から子育てまでの「育み（はぐくみ）
相談コーナー」を開設します。

①専任保健師が母子健康手帳交付時に
総合的な相談対応を行い、早期に関連部
署と支援体制を整えます。

②妊産婦及び子育て親子、その他要支
援者の支援プランを関連部署で作成し、
共有を図りながら、随時検討会を開催す
る等、関連部署と連携し、一体となった支
援を実施します。

要支援者
を関連部
署につな
いだ割合

－ 100%
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今年度の目標設定 取組実績
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平成27年度　健康福祉部　目標宣言　取組実績

部長 小林　恵美子

指標名 現状値 目標値

①モデル地区の取組
【燕第一地区・燕西地区】
　両地区とも相談所の開設や活動内容を周知するためのチラシを配
布したり、地域住民の相談に対応しているほか、相談員のスキル
アップを目的とした勉強会を開催し、活動内容の充実に向けた取り
組みを展開しています。
【粟生津地区・分水地区】
　粟生津地区ではまちづくり協議会の役員が中心となり相談に対応
していますが、ニーズの掘り起こしと活性化に向けたアンケートを実
施し、活動範囲の拡大を図っているほか、分水地区でもチラシを作
成し相談所の周知と利用の呼びかけを行い、運営活動の確立を目
指した取り組みを展開しています。

②モデル事業地区の拡大
　新規モデル地区として選定した地区には、社協だけでなく市も参加
してまち協の役員をはじめ民生委員や自治会に対して懇談会を開
催してきました。説明を重ねてきたことで徐々に理解が深まってきて
いる状況ですが、実践に至るまではもう少し時間を要する状況で
す。

③相談員の情報共有
　9月に実践地区の相談員を対象とした研修会を開催し、各地区の
活動状況や事例検討などを行い情報の共有化が図れたほか、11月
には富山県で開催された「全国校区・小地域活動サミット」に各地区
から2名ずつが参加したことで、他市の状況について共通認識が図
れました。

④モデル地区以外への普及の取り組み
　①②以外の地区に対しては市と社協が連携し、まち協役員や自治
会・民生委員との懇談会を継続的に開催してきました。その結果、活
動に対する理解の拡大が図られ、各地区で個別検討が行われてい
る状況です。

2

実績値 達成状況 評価

8

地域ぐるみで
の「支え合い
活動」を推進
するため、モ
デル地区を広
げ「仕組み」と
「体制」の整備
を図ります！

　地域支え合い体制づくりモデル事業（4
地区）を継続実施するとともに事業地区
の拡大を図ります。（社会福祉協議会に
①②を事業委託）

　①モデル地区の取組
　【燕第一地区・燕西地区】の２地区につ
いては、おたすけ相談所を起点とした支
え合い活動を実践しており、取り組みの
充実を図り、先進地区となるよう推進しま
す。
　【粟生津地区・分水小学校区】の２地区
については、地区推進委員会の機能化及
び地域への周知を図り、組織の安定化を
推進します。

　②モデル事業地区の拡大
　【吉田地区　1箇所・分水地区1箇所】を
新規実践地区として選定し、準備会の設
置、委員会の設置、相談員の設置、活動
実践を段階的に進めます。

　③モデル地区支え合い活動相談員連絡
会を開催し、活動内容や課題等の情報共
有を図ります。

　④モデル地区以外では、福祉懇談会を
継続開催し、市内先進事例の紹介を通じ
て「地域支え合い活動」の取り組み普及を
図ります。

支援体制
構築地区
数（モデ

ル事業含
む）

4地区 6地区 4地区
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重点目標 具体的な取組内容
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