
（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

31年度予算案に
支援策を提案

－ 1件以上 4件

地域支え合い支
援体制構築数
（モデル地区含
む）

5地区 7地区 5地区

40%

平成30年度　健康福祉部　目標宣言
部長 佐藤　徳子

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

①
子どもを含め支援を必要とする誰もが地域で安心して暮らすことができるよう、地域の支え
合い・助け合いによる共助体制を推進します！

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%

4地区(H27
年度）

10地区 全13地区

③ 自分に合った自分らしい健康づくりを推進します！ 特定保健指導率
36.2％

（H26年度）
50%

№

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

60%

②
認知症や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地
域包括ケアシステムの深化・推進を図ります！

地域支えあい体制づくり実践地区数

 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

①

・少子高齢化の進展や家族を含めた地域社
会における人と人とのつながりの希薄化な
どにより、地域社会の助け合いの機能が弱
まっていることから、引き続き、地域の支え
合い・助け合いによる地域づくりの活発化が
求められています。
・現在、社会福祉協議会と連携して活動地
域の拡大に努めており、地域の実情に合わ
せた体制の構築を進めていますが、継続的
な取り組みが必要な状況です。
・新たに、昨年実施した調査結果を踏まえ、
子どもの貧困対策の推進に必要な施策等
の実施に向けた協議及び検討を進めていく
必要があります。

(1)　子どもの貧困対策の推進について
・今年度から子どもの貧困対策検討会議や
子どもの貧困対策プロジェクトチームを設置
し、施策の具体化に向けた検討に取り組み
ます。
・新たに相談体制の強化・充実、周知活動、
子どもの居場所づくり等の対策を講じます。

(2)　地域支え合い体制の推進
・支え合い活動推進会議（第2層協議体）を
活用した、支え合い活動推進委員会設立に
向けた検討について、まちづくり協議会等に
働きかけを行いますい。
・まち協ｴﾘｱを基本に説明会等を開催し、住
民同士の気運を高め、推進委員会設立を進
めます。
・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。
・設立準備会未設置の吉田南及び吉田地
区については、継続して話し合いを行いま
す。

<取組実績>
(1)　子どもの貧困対策の推進について
・上半期に引き続き「燕市子どもの貧困対策プロジェクトチーム及び「燕市子どもの
貧困対策検討会議」を開催し、貧困対策の協議・検討を行いました。
・「悩みごと・心配ごと相談シート」によりニーズの把握に努め、弁護士会による「悩
みごと相談会」を開催し、相談する機会の確保に努めました。
・子ども食堂を含めた子どもの居場所の安定した運営が継続できる環境整備の支
援に向けて取り組むとともに、11月に「子ども食堂に関するセミナー(参加者11月14
日24名、21日18名)」を開催し、人材の発掘に努めました。その後、1団体の立ち上
げがありました。
・新たな財政支援策として、「子どもの居場所づくり支援助成金制度」の開設とひと
り親への「燕市高等職業訓練促進給付金制度」による資格取得者を対象とする新
たな制度の創設に取り組みました。
・新たな子どもの居場所として、児童数の増加が見込まれる吉田南小学校区にお
いて、放課後児童クラブの機能を持った施設の建設に向けて取り組みました。
・医療費では、現行の医療費助成の対象者を中学校卒業から高校卒業までに拡
大し、実施します。

(2)　地域支え合い体制の推進
・平成30年4月「島上地区支え合い活動推進委員会」の発足により、委員会活動は
５地区となりました。運営に当たり、燕市社協CSWを中心とした支援・助言等のサ
ポートを継続的に実施しました。
・吉田地区については、燕市社協CSWと連携を取りながら、まちづくり協議会に働
きかけを行ったことにより、吉田地区では自治会長・民生委員・まち協役員をメン
バーとする準備会が設置されました。
・吉田南地区についても燕市社協と連携しながら、自治会長、民生委員、まちづく
り協議会に働きかけを行い、準備会設立に向け継続的に取り組みました。

＜反省点・改善点＞
　社協CSWによる地域の働き掛けは行っているが、全市的な拡充には理解のため
の時間と根気が必要なことであることを認識し、活動が見える周知方法を検討する
など、全市的な意識醸成につなげていくことが必要と考えます。
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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

初期集中支援
チームの介入
ケース

― 8人 5人

おかえりサポー
ター登録数（個
人）

122人 400人 212人

認知症サポー
ター講座年間受
講者数

506人
（H29年

度）
520人 547人

成年後見人市長
申し立て件数

5件
（H29年

度）
7件 2件

介護職員表彰者
の数

122人 400人 111人

研修受講及び登
録者数

63件
(H29年

度）
70件 63件

住民主体による
地域の集いなど
の立ち上げ
（サービスＢ等）

3カ所 6カ所 4カ所

60%

№
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 自分に合った自分らしい健康づくりを推進します！ 特定保健指導率
36.2％

（H26年度）
50%

 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

②
認知症や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地
域包括ケアシステムの深化・推進を図ります！

地域支えあ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
子どもを含め支援を必要とする誰もが地域で安心して暮らすことができるよう、地域の支え
合い・助け合いによる共助体制を推進します！

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%

②

・第７期介護保険事業計画を策定しました。
（2018年度～2020年度）
・この計画により2025年までの各計画期間
を通じて地域包括ケアシステムの構築を目
指す必要があります。
・認知症を含め介護や支援が必要となって
も、住み慣れた場所で暮らし続けることがで
きる地域づくりが必要です。
・人材育成事業として実施している認知症サ
ポーター養成講座には、これまでの10年間
で5,834人が受講しています（H20年度～H29
年度）。
・元気な高齢者ができる限り健康を保持し、
社会とかかわりを持ち続けることが重要で
す。
・必要なサービスが提供できるよう、環境整
備と、人材の育成及び確保が重要です。

（１）認知症高齢者等見守り事業
・今年度から認知症初期集中支援チームを
設置し、認知症の初期対応の強化に取り組
みます。
・おかえりつばめ～ルの登録者や認知症サ
ポーターを増やす等、認知症の理解促進を
図ります。
・高齢者虐待の早期対応のため、権利擁護
事業に基づく、成年後見人市長申し立て等
の利用促進を図ります。

（２）介護人材の確保育成事業
・市内事業所で介護業務に精励する若手職
員の表彰制度を新設し、介護業務の魅力、
やりがいの高揚と人材定着促進を図りま
す。
・介護事業所が負担する研修受講費用等の
一部助成について、対象とする研修を追加
して実施します。

（３）介護予防生活支援体制の整備
・地域ケア推進会議、地域ケア会議、地域
支え合い推進会議（協議体）や研修会を生
活圏域や全市で継続的に開催することによ
り、地域で暮らし続けることのできるサービ
ス提供体制の構築を目指します。

＜取組実績＞
（１）認知症高齢者等見守り事業
・認知症初期集中支援ﾁｰﾑの集中介入により、対象者の状況は改善に至っています。
・各ｲﾍﾞﾝﾄや講座で、おかえりつばめ～ルの周知に力を入れ、登録方法もＱＲｺｰﾄﾞを使用
するなど簡潔化を図りましたが、登録者数は90人程度の増にとどまりました。なお、情報
登録者は増加しているものの、その中から行方不明になった事例はありませんでした。
・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成数は目標を達成しました。
・判断能力が低下し、成年後見制度の申立者がいない場合は虐待にかかわらず、市長
申し立てを行っています。
（２）介護人材の確保育成事業
・「燕市次世代を担うｷｬﾘｱ店介護職員等表彰式」を11月12日につばめﾎｰﾙで開催し、
111名（13団体）に表彰を行いました。
・11月11日～16日の期間、「介護・福祉学びの収穫祭」と題し、介護施設ＰＲﾎﾟｽﾀｰや介
護職員等への感謝ﾒｯｾｰｼﾞの展示及び各種相談受付を行いました。また、認知症ｻﾎﾟｰ
ﾀｰ養成講座や在宅医療の出前講座、ｵﾚﾝｼﾞﾘﾝｸﾞｶﾌｪを日替わりで開催し、約200人の来
場がありました。このｲﾍﾞﾝﾄを通し、介護の魅力を発信でき、介護職員のやりがいを感じ
てもらえることができたと考えます。
・介護予防生活支援体制の整備・介護事業所が負担する研修受講費用等の一部助成に
ついて、助成ﾒﾆｭｰを追加し実施したことで昨年度の助成件数を上回るとともに、目標値
を達成できる見込みです。
（３）介護予防生活支援体制の整備
・地域ｹｱ推進研修、各圏域の地域ｹｱ会議、各圏域地域支え合い推進会議（2層協議体）
により地域における支え合いの必要性について、意識の醸成を図りました。住民主体に
よる地域の集いの場の新設は1カ所のみで、島上地区ではまちづくり協議会として支え
合いの委員会が立ち上がりました。更に31年度は2カ所で支え合いの委員会が立ち上が
る予定となっており、継続的に話し合いがもたれています。また、自治会でｻﾛﾝを新たに
立ちあげるところもあります。
・市への提言課題の中から「移送」の問題に取り組み、ﾜｰｷﾝｸﾞには研修参加者から希望
者がﾒﾝﾊﾞｰとなり、ｻｰﾋﾞｽの創出を目指してｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸを行っています。地域ｹｱ推進研修
や担い手研修受講生の一部も地域での活動に参加しており、徐々に支え合いの機運が
広がっています。

＜反省・改善点＞
・認知症の見守り体制を更に広めていくため、個人参加者の増加を目指すことに加え、
見守り協定企業との連携強化を図ります。
・認知症初期集中支援ﾁｰﾑのｻﾎﾟｰﾄ医が1名であることなどから、更にﾀｲﾑﾘｰな介入のた
めにｻﾎﾟｰﾄ医を1名増やし、医師による家庭訪問を実施するなど、初期から関われるよう
体制の強化を図ります。
・地域支え合いは支える側と支えられる側の信頼関係が重要であり、様々なｻｰﾋﾞｽの創
設は難しいものの、気運の醸成は進んでいます。生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの機能を強化し、
具体的なｻｰﾋﾞｽの創出に結びつくよう取り組みます。
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平成30年度　健康福祉部　目標宣言
部長 佐藤　徳子

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）



（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

12,000
人以上

12,560
人

子ども手帳参加
率

80%(H29
年度）

80％以
上

97%

健康づくりマイス
トーリー講座参
加者数

420人
(H29年

度）
450人 530人

特定保健指導率
45.1%

(H28年
度）

47.0%

47%
(H29年
度確定
値46.6%)
※H30
年度の
実施率
は2019
年12月
頃確定

60%

№

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 自分に合った自分らしい健康づくりを推進します！ 特定保健指導率
36.2％

（H26年度）
50%

①
子どもを含め支援を必要とする誰もが地域で安心して暮らすことができるよう、地域の支え
合い・助け合いによる共助体制を推進します！

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%

②
認知症や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地
域包括ケアシステムの深化・推進を図ります！

地域支えあい体制づくり実践地区数
4地区(H27

年度）
10地区 全13地区

平成30年度　健康福祉部　目標宣言
部長 佐藤　徳子

指　標　項　目
基 準 値
（年度）

中間目標値
（H31年度）

目 標 値
（H34年度）

 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

・特定保健指導率は、年々上昇（H28年度
45.1％）し、指導修了者の約15％は、翌年の
健診でメタボ改善と個々には効果が出てい
るが、特定健診受診者に占めるメタボ該当
者及び予備群の割合は、県平均より高い状
態（H28年度　市：30.4％、県：26.6％）が続い
ており、保健指導の強化と市民と協働したメ
タボ対策の強化が必要です。
・自分にあった健康づくりに取り組むことを
目指し、展開してきた「健康づくりマイストー
リー運動」も5年目を迎え、健康行動のさらな
る定着のために、一層の市民参加促進が必
要です。

(1)健康づくりマイストーリー運動の推進
・「つばめ元気かがやきポイント事業」の1ポ
イントメニューの追加や運動定着にむけた
ボーナスポイントの追加等、メタボ対策を拡
充します。
・「つばめ元気かがやきポイント事業」のこど
も手帳対象者を小学校の全学年に拡充し、
取組項目を精選すると共に、生活や学習面
の取組にも対応できるよう充実を図ります。
・子どもの継続意欲を高めるために表彰基
準を見直すなど、教育委員会、小学校と連
携を強化し、子ども世代の拡充を図ります。
・働きざかり世代の拡充に向け、健康づくり
スタート企業・団体等をとおしたPRや健康づ
くりマイストーリー講座の休日開催を継続し
ます。
・新たに保健推進委員、食生活改善推進委
員、元気磨きたいの3団体と昨年度協働作
成したツール「つばめ健康3つのススメ」を活
用し、健康づくりの啓発に市民協働で取り組
みます。
(2)特定保健指導の充実
・今年度から特定健診会場で初回面接を実
施し、よりタイムリーに保健指導を実施しま
す。
・生活習慣病改善指導事業の見直しを図
り、対象者にトリプルスリー(3か月で3ｋｇや
せて、または腹囲3ｃｍ減らし、3か月維持）
を勧め、健康的なダイエット支援に取り組み
ます。

<取組実績>
 (1)健康づくりマイストーリー運動の推進
・「つばめ元気かがやきポイント事業」を保健事業やイベント等で周知を行い、登録者数
は12,453人となり目標値を達成しました。
・「こども手帳」による取組を小学校・教育委員会と連携し、小学生1～6年生全員と希望
する園児3,943人に配布し、多くの子どもたちが取り組んだ結果、回収率は97.1％となりま
した。そのうちの満点獲得者等を表彰することにより、健康行動の習慣化を促しました。
・健康づくりマイストーリー講座を5周年記念講座として開催し、目標値を上回る530人が
参加がありました。健康行動継続へのモチベーションアップの機会となったと考えます。
・第1回抽選会を歯科医師会主催の「歯っぴーフェア」及びこども手帳表彰式と同時開催
し、第2回抽選会及び高ポイント獲得者等の表彰・認定式を「元気まつり」と同時に開催す
る予定です。
・「つばめ健康3つのススメ」の普及啓発媒体として、オリジナルのトランプや歌を市民協
働で作成し、地域活動においてPRに取り組んでいます。

(2)特定保健指導の充実
・特定保健指導対象者790人（内訳：集団健診受診者617人、追加健診41人、人間ドック
132人：1月末現在）のうち、初回面接を462人に実施(1月末現在）し、個別指導や生活習
慣病予防教室の参加を促し生活改善のための保健指導を行いました。今年度の特定保
健指導実施率は目標値達成の見込みです。
・トリプルスリーの取り組み者について、３ヶ月後の体重減少した人は　14人中７人と50%
に達しています。体重の変化には至らない人も、生活改善のきっかけとなっており意欲は
継続しています。６ヵ月後の維持期間に向けて継続支援を行っています。

〈反省点・改善点〉
・つばめ元気かがやきポイント事業について、健康づくりのきっかけと継続に向け、引き
続き関係機関との連携を強化しながら、取り組みを推進していきます。
・特定健診時に対象者すべてに面接し、初回面接人数が増加したことで実施率向上につ
ながったと考えられます。
・トリプルスリーの取り組みは初回に面接し、生活を振り返ることから具体的な行動目標
を設定することで、チャレンジする意欲を高めることにつながりました。体重減少など成果
につながった人、または目に見えた成果につながらなかった人の生活背景等を把握し、
次年度の改善率の向上につなげていきたいと思います。
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