
（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

子どもの居場所
（子ども食堂）を
運営する団体数

3件 5件 3件

悩みごと相談会
参加者が相談し
たことによる負
担の軽減率

85% 85% 67%

地域支え合い支
援体制構築数
（モデル地区含
む）

5地区 6地区 6地区

①

③ 自分にあった自分らしい健康づくりをさらに推進します！ 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

40%

60%

全13地区

・平成30年度は「燕市子どもの貧困対策検討
会議」や関係部署職員による「燕市子どもの貧
困対策プロジェクトチーム」を設置し、子どもの
貧困対策に必要な支援策について検討を行う
とともに、一部事業については取り組みを進め
てきました。しかし、子どもの貧困の実態は、
すぐに解決する問題ではないため、引き続き、
保護者から悩みごとや心配ごとなどの意見を
聞くとともに、子どもの貧困対策検討会議で検
討を行いながら、子どもたちやその世帯を支援
する事業に取り組む必要があります。

・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。

(1)【新】子どもの居場所づくり支援事業
・地域や支援者の力を活かし、放課後等の子
どもに学習、食事、団らん等の場を提供し、安
心して過ごすことができる子どもの居場所を提
供する団体等に運営費の一部を助成すること
により、安定した運営が継続できるよう支援し
ます。
・子ども食堂等の担い手育成、地域における理
解者や支援者を広げるための講演会等を開催
します。

（２）子ども家庭相談支援事業
・新潟県弁護士会と「燕市における子どもの貧
困対策についての連携協力に関する協定」を
締結するとともに、引き続き、保護者へのニー
ズ調査を行い、弁護士による相談会を開催す
るなど、相談体制の充実を図ります。

（3）支え合い活動推進会議（第2層協議体）の
活用
・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。
・まち協ｴﾘｱを基本に説明会を開催し、住民同
士の気運を高め、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。
・特に委員会未設置の吉田地区については、
設置に向け支援するとともに、設置後も吉田地
区まちづくり協議会が自主的に委員会を運営
できるよう社会福祉協議会と連携してサポート
していきます。

(1)  子どもの居場所づくり支援事業
・市内で子ども食堂などを運営している団体が、安定した運営が継続して
できるよう運営費の一部の助成を行いました。
・子どもの居場所づくりとして「子ども食堂」の普及と拡大を図り、子ども
食堂への関心と地域における支援者を広げるための講習会と模擬子ど
も食堂を3月28日に開催するため準備を進めていましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、事業を延期しました。
＜反省点・改善点＞
啓発イベントの「模擬こども食堂」の開催時期が遅くなり目標値の4団体
に届かなかったため、早めに事業実施や啓発を行い、運営団体の増加
につなげます。

(2)　子ども家庭相談支援事業
・県弁護士会から「燕市子どもの貧困対策検討会議」に委員として参加
いただくとともに、弁護士による子どもの貧困対策に関わる講演会を開
催しました。
・児童扶養手当受給者を対象にアンケート調査を実施し、参加希望者を
対象に弁護士による悩みごと相談会を開催しました。相談希望者７人中
3人が参加され、悩みごと相談会参加者が相談したことによる負担の軽
減率は67％となっています。
＜反省点・改善点＞
引き続き、参加者の負担軽減に繋がるよう新潟県弁護士会との連携協
力体制を充実していくとともに、アンケート調査や弁護士等への相談の
対象者に就学援助受給者を含め、支援対象者の拡大を図ります。

(3)　地域支え合い体制の推進
・平成31年4月「吉田地区支え合い委員会」の発足により、６地区で委員
会が活動しており、引き続き、燕市社協CSWを中心とした活動支援・助言
等のサポートを行いました。
・新たな立ち上げに向け燕東地区については、1月24日ワークショップを
開催し、住民に向け支え合い活動の必要性について啓発を行いました。
燕北地区については、自治会長を中心に体験講座や委員会設立検討委
員会を開催し、令和2年4月の委員会設立に向け準備を進めています。
＜反省点・改善点＞
社協CSWによる地域の働き掛けは行っていますが、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
要です。
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令和元年度　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
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①

子どもの貧困の連鎖を防ぐため、地域ぐるみで支援する事業に取り組むことを含め、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

35.2％
（H26年度）

38%

②
認知症などで介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、住
民協働による地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります！

地域支え合い支援体制実践地区数
4地区

（H27年度）
6地区



（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

４包括全体(4か
所）の総合相談
の年間延件数

延11,000件 延14,000件
延20,024件

（R2.2月
末）

認知症サポー
ター新規養成者

6,472人
(H31.3末）

500人増 6,961人

初期集中支援
チームの介入

ケース数
5人 8人 10人

住民主体の集い
の会場数(通所
型サービスB）

4カ所 7カ所 5カ所

住民主体の集い
登録者数(レイン

ボー体操等）
545人 600人 600人

②

（１）地域包括支援センターによる相談支援の強化
・より早期からの相談が重要と考え、積極的に相談受付を行っています。
相談の受付数が増え、時に高齢者以外の相談を受けることも増えていま
す。

（２）地域ケア会議の開催、（３）生活支援コーディネーター活動の実施
・地域ケア会議の開催や生活支援コーディネーターの活動により、地域
の困りごとを地域で解決しようとする動きが始まってきてます。
・地域の介護予防や支え合いの拠点として、総合事業の通所サービスＢ
の団体が分水地区でＲ2年2月に活動を開始しました（5か所目）。吉田地
区でも新たにＲ2年4月に活動開始予定の団体があります。

（４）認知症の啓発
・認知症セミナーや認知症サポーター養成講座、オレンジリングカフェの
開催し、認知症の理解促進を図っています。
・新規認知症サポーターは3月開催予定の講座が中止となり、毎年500人
増やすという目標にわずかに達しませんでした。

（５）認知症初期集中支援チーム
・活動が2年目となり、支援に要する時間が短縮化やチームとしての成功
体験を次のケースに生かすなど、効果的な支援につながっています。
　
〈反省点・改善点〉
地域における新たな仕組みづくりのために、認知症支援や支え合い意識
の醸成及びリーダーの育成に引き続き力を入れていきます。
認知症初期集中支援チームに関する専門職・地域住民への広報を強化
します。

3

・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（地域包括ケアシステム構築）が必要
です。そのため、地域包括支援センター(包括）
が地域ケアシステムの中心的役割を担ってい
ますが、生活圏域に合わせた課題の把握と解
決方法の検討をこれからも進めていく必要が
あります。
　
・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、地域づくりの担い手
となっていくための人材育成及び確保が重要
となっています。
　
・生活支援コディネーター（地域支え合い推進
員）を中心に地域の方々と、地域の社会資源
を知り、地域ニーズに即したサービスの提供
体制など、住民で支え合う地域づくりを進める
ことが必要とされています。

（１）地域包括支援センターによる相談支援の
強化
・多様化・複雑化する高齢者からの相談をチー
ムアプローチにより適切な支援につなぎます。

（2）地域ケア会議(年2回）・地域ケア個別会議
の実施
・地域の課題と解決策を多職種で検討し、必要
な支援策につなげます。

（3）【拡】生活支援コーディネーター（地域支え
合い推進員）活動の実施
・各圏域の支え合い活動推進会議の多様な参
加者が両輪となり、相談もできる集いの場を整
備します。

（4）認知症の啓発
・特に認知症の理解者を増やし、認知症の理
解促進を図ります。

（5）【拡】認知症初期集中チーム
・サポート医と連携し認知症の介護に悩む家
族への支援強化に努めます。
　

 
　

令和元年度　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
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

①

子どもの貧困の連鎖を防ぐため、地域ぐるみで支援する事業に取り組むことを含め、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

35.2％
（H26年度）

38% 40%

全13地区

③ 自分にあった自分らしい健康づくりをさらに推進します！ 特定保健指導率
36.2％

（H26年度）
50% 60%

②
認知症などで介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、住
民協働による地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります！

地域支え合い支援体制実践地区数
4地区

（H27年度）
6地区

№

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



（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

12,560人
(H30年度）

13,000人 13,095人

つばめ元気かが
やきポイント事業
報告率

11.1％
（H30年度）

12.0% 10.2%

1日30分以上週2
回の運動する人
の割合（特定健
診：集団健診）

31.5%
(H30年度）

32.0% 31.9%

就寝2時間以内
の夕食をとる人
の割合（特定健
診：集団健診）

13.4%（H30
年度）

12.5% 12.9%

特定保健指導初
回面接実施割合

（集団検診）
68.3％ 70％ 70.8％

③

(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」は、保健事業やイベント等で周知
を行い、登録者数は13,095人となり目標値を達成しました。
・11/17（日）に「歯っぴーフェア」と同時開催で第1回公開抽選を実施しま
した。第2回公開抽選は、3/14（土）に「表彰認定式」と「元気まつり2020」
と同時開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
とし、代替策として当選番号のホームページへの掲載、賞状の送付を行
いました。また、令和元年度に200ポイント以上報告した人は、936人
(10.2%)となっており、優待カードを3月中に配布しました。
・「こども手帳」による取組では、小学校・教育委員会と連携し、小学校1
～6年生全員（3,882人）と希望する園児（60人）の計3,942人に配付し、提
出者数は3,826人で回収率は97.1％（前年比同様）でした。提出した子ど
もたちには、「歯っぴーフェア」招待券を配付し、フッ化物歯面塗布や健康
づくり体験ブースに親子で参加してもらい、健康意識の向上を図りまし
た。(招待券を持参した来場者数160人）
・『つばめ健康３つのススメ』はリーフレットやトランプを活用し、地域活動
として健康づくりの推進に取り組んでいます。
・1日30分以上週2回の運動する人の割合はほぼ目標値を達成しました
が、就寝前2時間以内に夕食をとる人の割合とともに、ほぼ目標値を達
成しており、今後も普及啓発に努めていきます。
＜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、介護予防に関する内容や5
ポイントメニューを追加し、介護予防の視点を取り入れた手帳を推進しま
す。
・引き続き、関係団体や関係課と連携を図りながら健康づくりを推進して
いきます。

（2）ハイリスク者への個別支援の充実
・R2年3月末現在、452人（70.8％）に初回面接を実施し、3か月後評価に
向けて個別支援を継続しています。
・トリプルスリーに関しては、申込者9人に対して、一人ひとりにあった方
法でダイエットに取り組めるように支援を行い、評価終了7人中5人に体
重または腹囲の減少がみられました。
＜反省点・改善点＞
・今後も引き続き、3か月後評価として、生活改善に向けた個別指導を実
施していきます。
・トリプルスリーにおいても、取組者の目標達成に向けて、個別支援を継
続していきます。

3

・生活習慣病予防を含む、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運動」も、6年目となりまし
た。毎年、多くの市民が参加し取り組んでいま
すが、健康行動のさらなる定着のため、一層
の市民参加の促進が重要です。
・特定保健指導率は年々上昇（H29年度
46.6％）し、指導修了者の約14%は翌年の健診
でメタボ改善がみられるなど、効果が出ていま
す。メタボ該当者の減少率もH29年度19.1%と
H28年度より0.9%上昇したものの、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（H29年度　市：31.1％
県：27.3％）が続いており、引き続き保健指導と
市民協働のメタボ対策の強化が重要です。

(1)【拡】健康づくりマイストーリー運動の推進
・「始める、続ける」を意識し、燕市スポーツ協
会、燕西蒲勤労者福祉サービスセンター（タン
ポポ）と連携し、「つばめ元気かがやきポイント
事業」報告者に、新たなインセンティブを追加し
ます。
・抽選会を公開抽選とすることで、当日、会場
に来れない方でも参加できる仕組みとします。
・教育委員会、小学校との連携をさらに強化
し、「こども手帳」の小学校全学年への配布を
とおし、基本的な生活習慣の定着を促進しま
す。
・健康づくり3団体と協働し、昨年度から始めた
「つばめ健康3つのススメ」を活用した健康づく
りの啓発をさらに推進します。

(2)ハイリスク者への個別支援の充実
・特定健診会場での初回面接の実施をはじ
め、特定保健指導の充実に努めます。
・メタボ該当者等への「トリプルスリー」参加を
促進し、健康的なダイエット支援を図ります。

38%

令和元年度　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
（R1年度）

目 標 値
（R4年度）

③ 自分にあった自分らしい健康づくりをさらに推進します！ 特定保健指導率
36.2％

（H26年度）
50%

40%

②
認知症などで介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、住
民協働による地域包括ケアシステムの深化・推進を図ります！
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4地区

（H27年度）
6地区 全13地区
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子どもの貧困の連鎖を防ぐため、地域ぐるみで支援する事業に取り組むことを含め、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
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35.2％
（H26年度）
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60%


