
福祉保健部 マネジメント方針 
 

福祉保健部では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定めま

した。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 平成 26 年 4 月 1 日 

福祉保健部長  河 上 芳 夫  

 

【基本方針】 

 

少子化、高齢化が進展する中、すべての市民が生涯にわたり心身ともに健康で生きがいを持

ち、自立した生活を送りながら社会参画できることが大切です。 

すべての市民の参画のもとに、高齢者、障がい者、子育て世代を地域で支えあい、一人ひとり

が生涯を通じて安心して暮らせるように、諸施策を進めます。 

 

 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．安心して子どもを産み育てられる環境をつくります 

Ⅱ．生涯にわたって健康で生き生きと自立した生活ができるようにします 

Ⅲ．生活困窮者の自立を支援します 

Ⅳ．障がいのある人が安心して生活ができるようにします 

Ⅴ．充実した介護の体制づくりをすすめます 

Ⅵ．お互いが支えあう地域づくりをすすめます 

 

  



【行動目標】 

 

Ⅰ．安心して子どもを産み育てられる環境をつくります 

 

１ 子ども医療費の助成 

出生や転入により対象となった市民に対し、子ども医療費の助成制度の周知・啓発に努めるとともに、

申請者全員に受給者証を交付します。 

市有資産の有効活用の観点から、医療費の助成額を記載し、受給者に年 2 回発送している助成通知

書に、広告を掲載します。 

 

受給者証交付率 ： 100％ 

 

 

 

２ 子育て支援事業の充実 

「すみずみ子育てサポート事業」（※）及び「子育て支援拠点事業」（※）の市民への周知を図ることに

より、利用者を増やします。 

また、事業に従事する保育士等を対象とした研修会を開催し、職員の資質を向上します。 

 

すみずみ子育てサポート事業の延べ利用者数 ：  22,041 人（25 年度）→  22,500 人（26 年度） 

子育て支援拠点事業の延べ利用者数     ： 133,220 人（25 年度）→ 135,000 人（26 年度） 

 

※ すみずみ子育てサポート事業 

    一時的に児童（小学校 3 年生以下）を養育できない保護者を支援するため、一時預かりや家事代行

等を利用した際の利用料を補助している。 

 

※ 子育て支援拠点事業 

    子育て中の親子(概ね 3 歳未満の児童とその保護者)が気軽に集い、一緒に遊べる場所を提供すると

ともに、子育て相談や講演会などを開催している。 

 

 

 

 

 

 

  



３ 保育園の環境整備                                  

待機児童 0（ゼロ）を維持します。 

公立保育園については、耐震補強工事に合わせて低年齢児対応のための改修を行うとともに、私立

保育園については、耐震改修等に対して補助することにより、保育園の環境整備を進めます。 

 

待機児童 0（ゼロ）の維持  ： 0人 

公立保育園耐震補強工事  ： 1園 

公立保育園耐震化率    ： 89.3％（25年度）→ 92.9％（26年度） 

私立保育園改築等（補助）  ： 3園 

 

 

 

４ 「公私立保育園のあり方」の方針に基づく子育て環境の整備  

「公私立保育園のあり方」（※）の方針に基づき、統括園長（※）を中心に公私立保育園、幼稚園、認

定こども園、小学校等子育て関係機関相互の連携を強化するとともに、地域の子育て関連団体とのネッ

トワークづくりを進めます。 

平成 23 年に策定した「福井市の保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（※）につい

て、これまでの取組を検証するとともに、保育情勢の変化を踏まえて改訂します。 

改訂後は、公私立保育園、認定こども園等に周知し、アクションプログラムに基づいた保育を各園で

実践します。 

 

地域団体との協議      ： 192 回（48地区×4 回） 

アクションプログラムの改訂 ： 10月 

 

※ 「公私立保育園のあり方」 

    私立保育園等の整備や公立保育園の役割など、今後の施策の方向性を示すもので、平成 25年 3月に

策定した。 

 

 ※ 統括園長 

    本市では、市内を 5 つのブロックに分け、各ブロックに専任の統括園長を配置し、ブロック内の子

育て関係機関の連携を強化している。 

 

 ※ 福井市の保育所における質の向上のためのアクションプログラム 

    平成 20年 2月に国において策定された「待機児童ゼロ作戦」において、都道府県・市町村が保育園

における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための保育園の取組を支援す

ることとされたことを受け、本市では、平成 23 年 10 月に平成 24 年度から 26 年度を実施期間とする

アクションプログラムを策定した。 

  



５ 子ども・子育て支援新制度施行の準備 

平成 27 年 4 月施行（予定）の子ども・子育て支援新制度（※）において、新たに導入される給付（※）

に係る支給認定基準や確認（※）に係る運営基準等を整備します。 

 

給付に係る支給認定基準の決定 ： 9 月 

確認に係る運用基準の決定   ： 9 月 

 

 ※ 子ども・子育て支援新制度 

    一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指し創設される制度で、「質の高

い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確保」「地域の子ども・子育て支援の

充実」を目的としている。 

 

 ※ 給付 

    保育園、幼稚園、認定こども園等の利用に関する保護者からの申請を受けた市町村が、客観的基準

に基づき、児童の「保育の必要性」を認定したうえで、教育・保育に要する費用を事業者に支給する

制度。 

 

※ 確認 

    給付の実施主体である市町村が、保育園、幼稚園、認定こども園等からの申請に対して、給付の対

象となることを確認する制度。 

 

 

 

６ 子ども・子育て支援事業計画の策定 

平成 25 年度に実施した「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果を基に、子ども・子育て支

援事業計画を策定します。 

 

子ども・子育て支援事業計画の策定 

 

 ※ 子ども・子育て支援事業計画 

    平成 24年 8月に制定された「子ども・子育て支援法」において、市町村に対して、保育園、幼稚園、

放課後児童クラブ、子育て支援拠点施設等の需要量の見込み、供給体制の内容や実施時期などを定め

た 5年間の計画を策定することが義務付けられた。 



７ 母子保健の充実 

乳幼児健康診査の重要性を周知・啓発するとともに、保健師の訪問、ハガキ及び電話による受診勧奨

を実施します。 

また、保健衛生推進員、保健師または助産師が、生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、

子育て支援サービスの情報提供や育児相談を実施します。 

 

乳幼児健康診査未受診者数 ： 19 人（25年度）→   19 人（26 年度） 

乳児家庭訪問実施率       : 97.8％（25年度）→ 98.0％（26年度） 

 

 

 

Ⅱ．生涯にわたって健康でいきいきと自立した生活ができるようします 

 

８ 生活習慣病の発症予防の推進 

がん検診の重要性を周知し、受診勧奨を行います。 

大腸がん検診の無料クーポン券の配付を継続するとともに、子宮がん検診については 20 歳の女性、

乳がん検診については 40 歳の女性及び、21 年度から 24 年度に配布した無料クーポン券を利用しなか

った女性に対して、無料クーポン券（※）を発行し、受診を促進します。 

保健センターや地区公民館などで健康教室や健康相談会を開催するとともに、特定健診の結果、高

血糖のため訪問指導対象者となった人に対し、個別で面接により保健指導を行います。 

 

がん検診受診者総数    ： 53,907人（25年度見込み）→ 54,000人（26 年度） 

高血糖者の訪問指導実施率 ：    50％（25年度見込み）→    52％（26年度） 

 

※ 無料クーポン券の発行対象年齢 

    大腸がん検診：40、45、50、55、60歳の男女 

    子宮がん検診（平成21～24年度の配付対象年齢）：20、25、30、35、40歳の女性 

    乳がん検診（平成21～24年度の配付対象年齢）  ：40、45、50、55、60歳の女性 

 

  



９ 福井市国保加入者の健康増進、医療費縮減の推進 

特定健康診査、特定保健指導（※）の受診者、利用者を増加させるため、わかりやすい受診券の作成、

食を通して健康に関心を持ってもらうイベントの開催、団体・企業等への広報依頼及び職員による電話

勧奨を行います。 

特定健康診査の結果、特定保健指導の対象となった者には、保健指導利用券を送付するとともに、

未利用者に対して利用勧奨を行います。 

ジェネリック医薬品（※）と先発薬との差額について年 6 回、通知します。 

 

特定健康診査受診率           ： 27.7％（25年度見込み）→ 30.0％（26年度） 

特定保健指導実施率（初回面接終了者） ： 28.0％（25年度見込み）→ 29.0％（26年度） 

 

※ 特定健康診査・特定保健指導 

    糖尿病等の生活習慣病の予防のため、国民健康保険加入者を対象に行う、メタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査・保健指導のこと。 

 

※ ジェネリック医薬品 

    特許が切れた医薬品と同等の成分をもつ後発医薬品。先発薬に対して研究開発費がかからないため

安価になる。 

 

 

 

１０ 高齢者の生きがいづくり 

高齢者が生きがいを持って暮らせるように、敬老会等が充実するよう支援するとともに、広報活動を強

化し参加を促進します。 

 

地区敬老事業の参加者数 ： 28,572人（25 年度）→  29,000 人（26年度） 

 

 

 

１１ 自治会型デイホームの充実 

前期高齢者の参加を促すようなメニューを充実するとともに事業を周知し、幅広い年齢層からの参加

を促進します。 

 

利用者実人数 ： 9,688人（25年度）→ 9,700人（26年度）  

 

  



１２ 介護予防の推進 

要介護状態になるおそれの高い高齢者を対象に、生活機能の低下を防止するために開催する介護

予防教室を周知し、参加者を増やします。 

 

介護予防教室参加者数 ： 801 人（25年度）→  820 人（26年度） 

 

 

 

１３ 介護サポーター活動の充実                      

新たに活動できる場所を増やすとともに、活動する介護サポーターを増やします。 

   また、要支援者の日常生活を援助する担い手の育成について検討します。 

 

活動する介護サポーター数 ： 200人（25年度）→ 210 人（26年度） 

 

 

 

１４ 救急医療情報キット（オアシスキット）の配付                    

   ひとり暮らしや健康上の不安がある高齢者等が、急病や事故等の際に迅速かつ適切に救急医療を

受けられるよう、救急医療情報キット（オアシスキット）（※）を周知し、配付します。 

 

オアシスキット配付数（累計） ： 19,223人（25年度）→ 20,000人(26年度) 

 

※ 救急医療情報キット（オアシスキット） 

    万が一の緊急事態に救急隊が迅速に適切な救命措置ができるよう、かかりつけ医や使用している薬

の情報などの医療情報や緊急連絡先、保険証の写しなどの情報を筒状の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に

保管しておくもの。福井市老人保健福祉計画・福井市介護保険事業計画（オアシスプラン）の名称を

取り入れ、オアシスキットと命名。 

 

  



１５ 救急医療の提供 

夜間や休日の急な発病等に対応するため、１年 365 日、休日急患センター及びこども急患センター

（※）を開設します。 

 

救急医療の提供日数 ： 365 日 

 

 ※ 休日急患センター及びこども急患センター  

    所在地 ・・・福井市保健センター東隣 

    診療科目・・・内科・小児科 

    診療日、診療時間 

     小児科  月曜日～土曜日・・・午後7時～午後11時 

          日曜日、祝日、12月30日～1月3日・・・午前9時～午後11時 

     内 科  土曜日・・・午後7時～午後11時 

          日曜日、祝日、12月30日～1月3日・・・午前9時～午後11時 

 

 

 

Ⅲ．生活困窮者の自立を支援します 

 

１６ 経済的自立への支援 

早期就労支援の徹底や求職活動情報の共有化など、ハローワークと連携した取組を進めるとと

もに、ケースワーカーや就労支援員による継続的な就労指導を実践することにより、生活保護者

の経済的自立を支援します。 

平成 27 年 4 月の生活困窮者自立支援法の施行に向け、県が実施している生活困窮者自立支援

モデル事業の課題検証や、先進事例の研究を基に、本市に適した運営方法や実施内容を検討し、

準備を進めます。 

不正受給の未然防止や早期発見、及び返還金の納付促進を行います。 

 

被保護者新規就労者数              ：  94人（25年度）→  95人（26年度） 

生活保護世帯の経済的自立数           ： 55 世帯（25 年度）→ 55世帯（26 年度） 

生活困窮者自立支援法施行に向けた実施方針の決定 ： 12月 

 

 

 

 

  



Ⅳ．障がいのある人が安心して生活ができるようにします 

 

１７ 基幹相談支援センターを中心とした相談支援の充実 

障がい児者の相談支援体制の充実を図るため、基幹相談支援センター（※）を中核として、委託相談

支援事業所（※）、特定相談支援事業所（※）の連携を強化します。 

また、相談支援専門員が円滑にサービス等利用計画（※）の作成を進められるよう、相談支援事業者

連絡会および研修会を開催します。 

 

基幹相談支援センターの設置    ： 4月 

相談支援専門員対象の研修会の開催 ： 4回 

サービス等利用計画・障害児支援利用計画（※）の作成率  

                 ：   37.3％（25 年度） →    70.0％（26年度） 

障害福祉サービス利用延べ人数   ： 32,020 人（25 年度見込み）→ 32,600 人（26 年度） 

 

 ※ 基幹相談支援センター 

    地域における相談支援の中核的な役割を担い、身体・知的・精神の 3 障害や支援困難なケースの対

応など、総合的・専門的な相談支援を行う機関。併せて相談支援体制の強化のため、相談支援専門員

の研修および自立支援協議会の運営等も行う。 

 

※ 委託相談支援事業所 

    障がい者や家族からの福祉に関する様々な相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うほか、市

や障害福祉サービス事業者等との連絡調整等を行う事業所（5か所） 

 

※ 特定相談支援事業所 

    障がい児者に適切な福祉サービスを提供するため、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成す

るとともに、継続してサービス等の利用状況の検証と計画の見直しを行う事業所（22か所） 

 

※ サービス等利用計画 

    サービス等利用計画は、特定相談支援事業所の相談支援専門員が、障がい児者からの依頼を受け、

生活状況やニーズに合わせ、必要な障害福祉サービスを組み合わせて作成する計画 

 

 ※ 障害児支援利用計画 

障害児支援利用計画は、障害児通所支援を利用する児童を対象とした計画 

 

 

 

  



１８ 障がい者の就労促進 

障がい者就労支援施設で手作りした商品を販売するセルプフェアを市民ホールで開催します。 

   また、福井市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を定め、提供可能な物品や役務につい

ての情報を全庁で共有し、可能な限り、障がい者就労支援施設等への発注に努め、障がい者の就労機

会や工賃アップにつながる支援を行います。 

 

セルプフェアの開催及び売上額 ： 8回・1,884 千円（25年度）→ 8回・2,000 千円（26年度） 

物品購入額及び役務契約額   ：     8,144千円（25 年度） → 12,000 千円（26年度） 

 

 

 

１９ 発達障がい児者支援の充実 

発達障がい児者が、安心して地域で自立した生活が送れるよう、専門支援者検討会を開催し、幼児

期から成人期までの一貫した支援体制のあり方を協議します。 

就学前の気がかりな子を早期に発見し適切な療育や支援につなげるため、幼児相談会を開催すると

ともに、保育カウンセラーが子育てに関する施設（※）を訪問し、専門的な助言、指導を行います。 

 

幼児相談会の開催      ： 11回（25 年度）→ 11回（26年度） 

保育カウンセラー訪問施設数 ： 全施設（110施設） 

 

※ 子育てに関する施設 

    保育園（公立 28園、私立 47 園）、幼稚園（私立 15園）、認定こども園（私立 5 園）、 

    子育て支援拠点施設及びすみずみ子育てサポート事業実施施設等（15か所） 

 

 

 

２０ 地域活動支援センターの利用推進 

障がい児者が地域で自立した生活を送れるよう、地域活動支援センターを開設し、創作的活動や生

産活動などの日中活動の機会を提供します。 

 

地域活動支援センター延べ利用人数 ： 16,144 人（25 年度）→ 17,000人（26 年度） 

 

 

  



２１ 第 3 次福井市障害者福祉基本計画の策定 

障がい児者の多様化するニーズや状況に対応して施策を推進するため、障がい児者の生活の実情

把握や既存の取組の課題を検討し、「第 3 次福井市障害者福祉基本計画」（※）及び「第 4 期福井市障

害福祉計画」（※）を策定します。 

 

第 3次福井市障害者福祉基本計画策定 

第 4期福井市障害福祉計画策定 

 

※ 障害者福祉基本計画 

    障害者基本法に基づき、市町村は、国の障害者計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

当該市町村における障がい者の状況等を踏まえ、障がい者のための基本的な計画を策定することとさ

れている。 

    

※ 障害福祉計画 

    障害者総合支援法に基づき、市町村は、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供

体制の確保に関する計画を定めるものとされている。 

 

 

 

Ⅴ．充実した介護の体制づくりをすすめます 

 

２２ 第七次福井市老人保健福祉計画・第 6 期介護保険事業計画（オアシスプラン）の策定 

地域包括ケアシステム（※）の構築に向け、平成 27 年度から平成 29 年度までの介護サービスの必要

量等を見込んで、第七次福井市老人保健福祉計画・第６期介護保険事業計画を策定します。 

中長期的視点に立ち、平成 37 年度までのサービスの必要量等も併せて推計します。 

  

第七次福井市老人保健福祉計画・第 6期介護保険事業計画策定 

 

 ※ 地域包括ケアシステム 

    全ての高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるよう、

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく一体的に提供する仕組み。 

 

 

  



２３ 在宅医療・介護連携の推進 

要介護状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう医療・介護を一体的に提供す

るため、「福井市在宅医療・介護連携検討協議会」を設置し、在宅における医療・介護の連携を強化しま

す。 

在宅の医療・介護に関わる多職種が相互に関係づくりを進めるための会議や介護支援専門員等が在

宅医療の知識を習得するための研修会、地域住民に在宅ケアを普及啓発するための講習会を開催しま

す。 

 

在宅医療・介護連携検討協議会の開催回数 ： 4回 

顔の見える多職種連携会議の参加者数    ： 110人 

在宅医療サポート研修会の開催回数      ： 3回 

在宅ケア普及啓発講習会の開催回数      ： 10回 

 

 

 

２４ 総合的な認知症対策の推進 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援体制を構築するため、「認知症

施策検討委員会」を設置し、認知症対策を総合的に推進します。 

認知症の早期発見のため「認知症検診」を市内全域で実施します。 

認知症の専門職が自宅を訪問する「認知症初期集中支援チーム」を新たに設置し、早期診断・早期

対応を行います。 

小中学生等若年層を重点に「認知症サポーター」（※）を養成するとともに、認知症サポーター等がグ

ループを組織して行う活動を支援します。 

 

認知症検診二次検診（※）受診率   ：  19.0％ 

認知症初期集中支援チームの訪問件数 ：   50件 

認知症サポーター数（累計）     ： 9,685人（25年度）→ 11,000人（26年度） 

 

※ 認知症サポーター 

    厚生労働省が平成 17 年度に「認知症を知り地域を作る 10 か年キャンペーン」の一環として開始し

た制度で、認知症に対する正しい知識、認知症の方への接し方などの講座を受講すると認知症サポーター

となる。 

 

※ 認知症検診二次検診 

    調査票を郵送・回収して行う一次検診の結果、認知機能低下の疑いがあると判定された人が、医療

機関で受ける認知機能検査のこと。 

 

  



２５ 地域包括支援センターの相談窓口の充実 

新たに、各自治会長へ周知するなどにより地域包括支援センターの認知度を高めるとともに、総合相

談窓口としての機能を充実します。 

 

総合相談件数（実人数） ： 6,553人（25年度）→ 6,700人（26 年度） 

 

 

 

Ⅵ．お互いが支えあう地域づくりをすすめます 

 

２６ 民生委員児童委員が活動しやすい環境づくり 

民生委員児童委員に福祉に関する情報を提供し、地域の身近な相談相手として活動しやすい環境を

整え、地域の中で支え合う体制づくりを進めます。 

各種制度など専門的知識を習得するために研修会を開催し、民生委員児童委員の資質の向上を図

ります。 

 

民生委員児童委員の相談支援件数 ： 14,400 件（25年度）→ 14,600件（26年度） 

 

 

 

２７ 社会福祉法人指導監査の実施 

社会福祉法人の運営及び会計に関する状況の把握に努めるとともに、専門的な知識の習得によ

る資質の向上を図り、適正な法人運営がされるよう効果的な指導監査を実施します。 

 

指導監査実施法人数 ： 26 法人 

 


