
（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

日常生活圏域ごと
の協議体の設置
数

－ 4か所 4か所

住民主体による地
域の集いの場の
立ち上げ

－
1か所
以上

3か所

登録者数
・認知症高齢者等

・おかえりサポーター

－

20人

400人

12人

個人121人
事業所450

人

認知症初期集中
支援チームの設
置準備

－
H30年3月
までに設置

H30年3月
までに設置

①

・介護や支援が必要になった時、必要なサービ
スが受けられるような体制、認知症でも自宅で
暮らし続けることがきる地域づくりが必要です。

・高齢者の中でも多数を占める元気な高齢者が
できる限り健康を保持し、社会と関わりを持ち続
けることが重要です。

(1) 日常生活圏域ごとにに第2層の生活支援コーディ
ネーターを配置し、住民主体のサービスBを提供でき
る団体の発掘・育成を進めるとともに、地域ケア推進
研修を継続発展させて、3月までに協議体の設置を目
指します。

(2) 認知症高齢者など行方不明になる可能性のある
人及び認知症の人を支える「おかえりサポーター」の
登録を行って、行方不明者の早期発見につなげるとと
もに、3月までに認知症初期集中支援チームの設置を
進めます。

＜取組実績＞
(1) 9月の協議体の研修会では、必要なサービスや活動を
作り出す場（協議体）について、地域の関係者から質問が
多く出る状況だったため、11月に再度、協議体の研修会を
実施しました。また、1月から2月に4つの日常生活圏域で
圏域支え合い活動推進会議（2層協議体）を開催し、2月に
は「地域の居場所のつくり方講座」で、昨年度の講座受講
生のフォローと関心のある一般市民への普及啓発を目的
に、実際に活動しているメンバーの活動報告を行いまし
た。

（2）「おかえりサポーター」の登録拡大のため、広報や医
師会の市民講座開催時、各圏域の「認知症声かけ訓練」
時にPRをし、登録拡大に努めました。また、認知症初期集
中支援チームの設置に向け、チーム員伝達第一部研修を
12月と1月に開催し、第二部研修を2月（2回）に開催しまし
た。

＜反省点・改善点＞
4包括の地域ケア会議と圏域支え合い活動推進会議（2層
協議体）の連携や各会議内容の向上のため、平成30年度
から地域包括支援センターと2層生活支援コーディネー
ターの打合せ会を定期的に持つことが必要であると考え
ます。
「おかえりサポーター」については、認知症高齢者の登録
が目標値を下回っていることから、制度の周知を図って登
録拡大に努めます。
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№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

 評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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
健康寿命の延伸を目指し、一人一人に合った健康づくりを展開するとともに、検診体制の拡充を図りま
す！

胃がん男性死亡者数(直近5か年
の対10万人当たり平均)

80.6人
(H21～H25の

平均)
74.2人 69.3人

② 地域支え合いの体制づくりを進め、地域での困りごとの相談や生活支援の充実を図ります！
地域支え合い体制づくり実践地
区数

4地区
(H27年度)

10地区 全13地区

①
介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、高齢者が住み慣れた地域や自宅で自分らしく暮らせ
るように、さらに支援体制の充実を図ります！

高齢者の生きがいづくりや介護制
度の充実に対して満足と答えた人
の割合（市民意識調査）

35.2％
（H26年度）

38% 40%

平成29年度　健康福祉部　目標宣言

部長 小林　恵美子

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）
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（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

地域支え合い支
援体制構築数
（モデル地区含
む）

4地区
(H28年度末)

7地区 4地区

30年度予算案に
支援策を提案

－ 1つ以上

当面の取
組費用を
当初予算
に計上

②

・かつての地域社会では当たり前に共有してい
た助け合いの相互扶助機能が弱まり、地域の
住民同士が見守り・支え合う地域づくりがますま
す重要になっています。

・子どもの6人に1人が貧困状態にあるとの国の
報告があり、子どもの貧困の実態把握を行い、
必要な対応策の実施に向けた検討が求められ
ます。

(1) まちづくり協議会で説明会を開催し、準備委員会
の設置を促し、活動の中心となる推進委員会の設置
及び相談所の開設により、困りごとの解決に取り組む
活動を進めます。

(2) 児童扶養手当受給者に対して、児童扶養手当現
況届の際に実態調査を行うとともに、就学援助認定者
に対しても調査対象を拡大して、今後の支援に向けた
施策を検討します。

＜取組実績＞
(1) 地域支え合い体制の推進について、島上地区では「設
立準備会」から「推進委員会」への移行が協議され、平成
30年4月に「島上地区支え合い活動推進委員会」が設置さ
れる予定です。平成30年度から、相談所を開設し、支え合
い活動の実践を進めます。
・吉田地区及び吉田南地区でも、社協と連携して設立を目
指しましたが、設立には至りませんでした。今後も協議を
重ね、両地区の取組を進めます。

(2) 子どもの貧困対策については、「ひとり親家庭等の生
活実態に関するアンケート調査」の結果がまとまり、課題
を整理しました。平成30年度は、当面の対策として、子ど
もの居場所づくり支援活動を行う団体等の育成に向けて
取り組むとともに、「(仮)子どもの貧困対策検討会議」を設
置し、基礎自治体として実施すべきさらなる施策を検討し
ていきます。
・子どもの健全育成には地域全体での支援が必要である
ことを理解していただくため、3月に講演会を開催しまし
た。

＜反省点・改善点＞
社協CSWによる地域の働きかけを継続していますが、全
市的に拡充するには理解を得るための時間と根気が必要
です。各地区の委員、相談員間での交流会などを開催し
て横の連携を推進したり、広報紙等にその様子を掲載し
たりして、全市的な意識醸成につなげていくように努めま
す。
子どもの貧困対策検討会議や庁内推進会議の設置など、
推進体制の整備に向けて取り組みます。
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№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

 評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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
健康寿命の延伸を目指し、一人一人に合った健康づくりを展開するとともに、検診体制の拡充を図りま
す！

胃がん男性死亡者数(直近5か年
の対10万人当たり平均)

80.6人
(H21～H25の

平均)
74.2人 69.3人

② 地域支え合いの体制づくりを進め、地域での困りごとの相談や生活支援の充実を図ります！
地域支え合い体制づくり実践地
区数

4地区
(H27年度)

10地区 全13地区

①
介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、高齢者が住み慣れた地域や自宅で自分らしく暮らせ
るように、さらに支援体制の充実を図ります！

高齢者の生きがいづくりや介護制
度の充実に対して満足と答えた人
の割合（市民意識調査）

35.2％
（H26年度）

38% 40%

部長 小林　恵美子

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

平成29年度　健康福祉部　目標宣言
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（第2次燕市総合計画等における達成目標）

１．目標宣言

２．今年度の取り組み

指標名 現状値 目標値 実績値

つばめ元気かが
やきポイント事業
参加者数

8,898人
（H28年度）

10,000人 11,678人

胃がんリスク検
診の対象者に占
める受診割合

－ 20.0% 17.1%

 評価基準：「5」＝全ての取組を実施し想定以上の効果が得られた、「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

・自分に合った健康づくりに取り組むことを目指
し、「健康づくりマイストーリー運動」を展開して4
年目を迎え、健康行動の更なる定着のために、
一層の市民参加促進が必要です。

・市の胃がん死亡率は県平均よりも高く、特に
男性では高い状態が続いており、働き盛り世代
の胃がんリスクを減少させ、胃がん発症を予防
する必要があります。

(1) 「つばめ元気かがやきポイント事業」の目標参加者
数を1万人として活動を展開するとともに、子ども手帳
の対象学年を拡大して、親子の取組や親世代へも広
がるように周知に努めます。

(2) 40～60歳の国保加入者以外の節目対象者に 胃
がんリスク検診を11月に実施します。検診対象者への
個人通知のほか、各種検診会場での掲示や広報誌掲
載などで周知を図ります。

＜取組実績＞
(1) 「つばめ元気かがやきポイント事業」報告者を対象に、
第1回抽選会を「こども手帳」表彰式及びつばめ歯っぴー
フェアと同時開催しました。「こども手帳」表彰式では、最
上位ポイント獲得者を表彰、提出者全員に参加賞配布、
高ポイント獲得者を表彰しました。

(2) 胃がんリスク検診を11月に5日間（休日1日含む）実施
し、受診率は17.1％でした。（対象者4,410人、受診者756
人）
精密検査対象者は、203人で、受診者の26.9％となり、そ
のうち105人（受診率51.7％）が医療機関を受診した結果、
胃がんが2人発見されました。3月中には、精密検査未受
診者への再勧奨を実施します。

＜反省点・改善点＞
「つばめ元気かがやきポイント事業」の推進に向け、関係
機関・団体との連携を強化していきます。

3

№

今年度の目標設定 取組結果

現状と課題 具体的な取組内容
目標指標

達成状況 評価

③
健康寿命の延伸を目指し、一人一人に合った健康づくりを展開するとともに、検診体制の拡充を図りま
す！

胃がん男性死亡者数(直近5か年
の対10万人当たり平均)

80.6人
(H21～H25の

平均)
74.2人 69.3人

② 地域支え合いの体制づくりを進め、地域での困りごとの相談や生活支援の充実を図ります！
地域支え合い体制づくり実践地
区数

4地区
(H27年度)

10地区 全13地区

①
介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、高齢者が住み慣れた地域や自宅で自分らしく暮らせ
るように、さらに支援体制の充実を図ります！

高齢者の生きがいづくりや介護制
度の充実に対して満足と答えた人
の割合（市民意識調査）

35.2％
（H26年度）

38% 40%

部長 小林　恵美子
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（年度）
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（H31年度）

目 標 値
（H34年度）
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