
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 28 年 4 月 1 日 

福祉保健部長  港 道 則 男  

 

【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将来に希望を持ち安心して暮らせるように、諸施策を進めます。 

中核市移行に併せ、保健所開設に向けた準備に取り組みます。 

 

 

 

【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．市民の健康な生活を応援します 

Ⅲ．地域包括ケアを推進します 

Ⅶ．保健所整備を推進します 

＜福祉事務所担当＞ 

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．市民の健康な生活を応援します 

Ⅲ．地域包括ケアを推進します 

Ⅳ．生活困窮者の自立を支援します  

Ⅴ．障がいのある人が安心して暮らせる地域社会をつくります 

Ⅵ．お互いが支えあう地域社会をつくります 

 

 

 

 

 

 



【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 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。 

保健衛生推進員、保健師または助産師が、生後 4 カ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。 

 

○総E A57 乳幼児健康診査未受診者数 ： 14人（27年度）→ 13 人以下（28年度） 

乳児家庭訪問実施率(※)  : 98.5％（27年度）→  98.6％（28 年度） 

 

※ 乳児家庭訪問実施率 

（生後 4 カ月までの乳児訪問実人数／生後 4カ月までの乳児数） 

平成 27年度実績 2,249人／2,283人≒98.5％ 

平成 28年度目標 2,252人／2,283人≒98.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．市民の健康な生活を応援します 

 

２ ○新 健康づくりの推進と生活習慣病の発症予防 

第 2 次福井市健康増進計画「健康ふくふくプラン２１」(※1)に基づき、健康的な生活習慣の

啓発を図るため、「ずっと健康１０１（いちまるいち）宣言～プラス１０分の運動とプラス１皿

の野菜で健康寿命を伸ばそう～」をキャッチフレーズに健康づくりを推進します。 

運動するきっかけづくりとして「元気体操２１」(※2)を普及します。 

また、野菜の摂取量を増やすとともに、野菜から食べる習慣（ベジ・ファースト）(※3)を普

及し、生活習慣病の予防に取り組みます。 

若い世代から健康的な生活習慣を身に付けられるよう、働く世代のための出張健康講座を実施

します。 

地区の健康教室や保健センターなどでがん検診の重要性を周知し、がん検診の受診を促します。 

 

「元気体操２１」講習会の参加人数  ： 1,000人 

ベジ大使任命とトークショーの開催 ： 2月 

働く世代のための出張健康講座   ： 12回 

がん検診受診者総数        ： 55,510人（27 年度見込み）→ 56,000人（28 年度） 

  

  ※1 第 2次福井市健康増進計画「健康ふくふくプラン２１」 

     健康増進法第 8条第 2項の規定に基づき策定した、市民の健康増進に関する施策についての計画で、 

計画期間は、平成 28年度～33年度。 

※2 元気体操２１ 

     生活習慣病予防や健康づくりを目的に健康運動指導士とともに保健センターで作成した体操。 

  ※3 ベジ・ファースト 

     食事の最初に野菜を食べること。血糖の急激な上昇や食べ過ぎを防ぎ、糖尿病や肥満等の予防効果 

がある。 

 

  



３ 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・・・小児科・内科 

     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 

 

４ 福井市国民健康保険加入者の健康増進 

データヘルス計画(※1)に基づき、被保険者の健康づくりに取り組みます。 

特定健康診査(※2)の受診について、文書・電話による受診勧奨時期を早めるとともに、新たに

市体育館を健診会場とするなど、受診機会の拡大により受診率の向上に努めます。 

特定保健指導(※2)の実施について、未利用者に対する通知等による再勧奨や個別医療機関によ

る特定健康診査実施時の勧奨により、利用勧奨を強化し実施率の向上に努めます。 

ジェネリック医薬品(※3)の使用促進のため、ジェネリック医薬品希望シールを配布するととも

に、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          ： 29.5％（27 年度見込み）→ 31.0％（28年度） 

特定保健指導実施率（初回面接終了者） ： 23.4％（27 年度見込み）→ 26.0％（28年度） 

ジェネリック医薬品使用率（年度平均） ： 56.0％（27 年度見込み）→ 60.0％（28年度） 

 

※1 データヘルス計画 

   国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針において、保険者は、健康診査の結果や医療情

報を活用して、ＰＤＣＡ（計画、実施、評価、改善）サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実

施を図るため、その実施計画（データヘルス計画）を策定し、事業の実施及び評価を行うことと示されて

いる。本市は、平成 27年度に策定。計画期間は、平成 28 年度～29年度。 

※2 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。 

※3 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。 



Ⅲ．地域包括ケアを推進します 

 

５ 介護保険に係る給付の適正化 

利用者に対し、効果的な介護サービスが適正に提供されるよう、ケアプラン(※1)の点検を実

施します。 

一層の給付の適正化を図るため、居宅サービス事業所(※2)の指導を行うとともに、より効果

の上がる方法で地域密着型サービス事業所(※3)を指導します。 

 

ケアプランの点検    居宅介護支援事業所(※4)  ： 17事業所(27 年度)→ 19事業所(28 年度) 

実地指導(※5)の実施  地域密着型サービス事業所 : 29 事業所(27年度)→ 32 事業所(28年度)  

居宅サービス事業所     :   5事業所(27 年度)→  6事業所(28 年度) 

集団指導(※6)の実施                             :  1 回 

 

※1 ケアプラン 

   介護保険制度で要支援・要介護の認定を受けた場合に、本人の心身の状態や生活環境などに配慮し、 

必要性に応じて利用する介護サービスの種類や回数を定める計画。 

※2 居宅サービス事業所 

介護や入浴介護、看護、リハビリなど自宅での介護サービスや、日帰りや短期宿泊など施設にお 

ける介護サービスを提供する事業所。 

※3 地域密着型サービス事業所 

認知症の人や高齢者が介護の必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で、安心 

して生活が継続できるよう介護サービスを提供する事業所。市が事業者の指定や監督を行う。 

※4 居宅介護支援事業所 

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアプランを作成し、介

護サービスを提供する事業者との連絡調整を行う事業所。 

※5 実地指導 

高齢者虐待防止や身体拘束廃止等に関する指導のほか、ケアマネジメントに関する指導、不適切 

な介護報酬請求防止に関する指導。 

※6 集団指導 

介護サービス事業者を集め、制度理解に関する指導のほか、実地指導で把握された注意喚起が必

要な事項や事例等の紹介等を講習方式で行う指導。 

  



Ⅶ．保健所整備を推進します 

 

６ ○新 中核市移行に伴う保健所整備の推進 

中核市移行で設置が義務付けられている保健所開設に向けた準備に取り組みます。庁内での

部局横断的な検討や県との協議・調整を行い、組織体制の構築を進めます。 

 

「（仮称）福井市保健所整備計画」の策定 ： 10月 

 

※ 中核市制度 

人口 20万人以上の規模の都市に都道府県の事務や権限の一部を移譲し、住民により身近な市が業務を

行うことにより、住民サービスの向上を図ることを目的とする大都市制度の１つ。 

  



福祉事務所長  齊 藤 朱 美 

 

Ⅰ．安心して子どもを産み育てられる環境をつくります 

 

７ 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、幼保連携型認定こども園移行のため必要な改修等を行います。 

私立保育園の老朽化施設の改築や私立幼稚園の認定こども園移行のための改築等に対して補

助します。 

 

待機児童 0（ゼロ）の維持     

公立認定こども園化のための改修等 ： 2園 

私立保育園・幼稚園改築等（補助） ： 3園 

 

 

８ 地域での子育て支援の充実 

地域の子育て関係機関及び子育て関連団体と情報交換会を開催するなど、地域の子育て支援ネ

ットワークづくりを進めます。 

祖父母の同居・近居率が高いという本市の特長を生かし、孫育て講座の開催や一時預かり施設

の利用券の交付などにより、祖父母による孫育てを促進します。 

はぐくむ.net(※1)のリニューアル（28 年 3 月）を機に、市民に広く周知し、閲覧数を増やす

ことで、「すみずみ子育てサポート事業」(※2)や「子育て支援拠点事業」(※3)など各種子育て

支援事業の認知度を高め、子育て家庭による利用を促進します。 

 

   情報交換会の実施    ：     5回（27年度）→    10回（28年度） 

○新E A はぐくむ.net の閲覧数 ： 17,187件（27 年度）→  20,000 件（28年度） 

すみずみ子育てサポート事業の延べ利用者数 

： 25,126人（27 年度）→  26,000 人（28年度） 

子育て支援拠点事業の延べ利用者数 

： 142,542人（27 年度）→ 143,000 人（28年度） 

 

※1 はぐくむ.net 

   福井市が運営する結婚・子育て情報のポータルサイト 

※2 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。 

※3 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。 



９ 子ども医療費の助成 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、出生や転入により対象となった市民に対し、中学卒

業までの子どもにかかる医療費助成制度について、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回発送する助成通知

書に、広告を掲載します。 

 

受給者証交付率 ： 100％ 

 

 

 

Ⅱ．市民の健康な生活を応援します 

 

１０ 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） ： 20,983人（27年度）→ 21,630人（28年度） 

 

※ 救急医療情報キット（オアシスキット） 

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ことで、万が一の緊急事態に備え、救急隊が迅速に適切な救命 

措置ができるというもの。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。 

 

 

 

Ⅲ．地域包括ケアを推進します 

 

１１ 地域包括ケアの推進 

地域包括ケアシステム(※)の構築に向け、地域包括ケア推進協議会において、本市の地域包括

ケアの将来像や具体的な施策の提案などを行います。 

 

 

 ※ 地域包括ケアシステム 

   要介護状態になっても、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。 

A○新E A 福井市地域包括ケアビジョンの策定 ： 12月 



１２ 高齢者の社会参加活動の推進 

地区敬老事業の主催者が集まり情報共有を目的とした意見交換会を開催することで、各地区敬

老事業の魅力を高め、参加者の増加を図ります。 

より多くの高齢者が介護サポーター活動(※)に参加できるよう、活動場所や機会の拡大を図る

とともに、地域で活動する意義やサポーター自身の介護予防に対する認識を深めてもらうための

研修を充実します。 

 

地区敬老事業参加者実人数 ： 29,911人（27年度）→ 30,300人（28年度） 

活動する介護サポーター数 ：    280人（27年度）→      310 人（28年度） 

 

※ 介護サポーター活動 

65 歳以上の高齢者が介護サポーターとなり、介護保険施設等でのボランティア活動を通してポイントを 

ためると、年 5,000ポイントを上限に交付金の支給を受けたり、施設利用券として交換できる。 

 

 

 

１３ 市民と連携した見守り体制の拡充 

高齢者と子どもの見守り活動をさらに充実するため、あんしん見守りネットワーク協力事業者

を増やすとともに、協力事業者間で情報交換する場を設けて、ネットワーク機能の拡充を図りま

す。 

 

見守りネットワーク協力事業者 ： 50団体（27年度）→  55 団体（28 年度） 

 

 

 

１４ 地域包括支援センターの円滑な運営 

地域包括支援センターを 13 カ所に増設したことから、担当地区の変更内容の周知徹底を図り

ます。また、地域包括ケアを推進するためには、市民の理解と協力が必要であるため、センター

の活動内容を市民に広く周知します。 

新しい体制の業務が円滑に運営できるよう、職員による担当制など市が基幹的機能を担う体制

を継続するとともに、センター職員の知識や技術力を向上するための専門的な研修等を継続して

開催します。 

 

総合相談件数（実人数） ： 6,978人（27年度）→ 7,290人（28 年度） 

 
 

 



１５ 介護予防の推進 

高齢者ができるだけ長く健康で自立した生活が送れるよう、自治会型デイホームのメニューを

充実し、男性や前期高齢者などの幅広い参加を促すとともに、介護予防教室への参加を勧奨しま

す。 

県庁所在地の中で「介護を必要としない前期高齢者の割合 1 位」を維持するため、平成 29 年

度からの新しい介護予防・生活支援総合事業の実施に向けて、いきいき長寿よろず茶屋に見守り

と生活支援メニュー等を加えた多機能よろず茶屋をモデル事業として実施するなど必要な準備

を進めます。 

 

自治会型デイホーム利用者（実人数） ： 9,735人（27年度）→ 9,750 人（28 年度） 

介護予防教室参加者数         ：   838人（27年度）→  850 人（28 年度） 

 

 

 

１６ 在宅医療・介護連携の推進 

在宅での医療・介護専門職の連携を強化し、より多職種による適切な在宅支援を実現するため、

日常生活圏域ごとの多職種連携会議を継続して開催します。 

在宅ケアの具体的なイメージができるよう、在宅医療・介護サービス等の普及啓発を目的とし

た地域住民への講習会を継続して開催します。 

 

日常生活圏域ごとの多職種連携会議 ： 27回 

在宅ケア普及啓発講習会の開催回数 ： 20回（27年度）→ 24回（28年度） 

 

  



１７ 総合的な認知症対策の推進 

認知症に関わる介護職の知識・技術を高めるため、地域包括支援センターに配置した認知症地

域支援推進員が中心となって、介護者支援や若年性認知症をテーマにした研修会を企画、実施し

ます。 

認知症の疑いのある方の早期診断・早期対応のため、県内トップクラスの認知症二次検診（※

1）の受診率をより高めるとともに、全国でも先駆的な取組みである認知症の専門職で構成する

認知症初期集中支援チーム(※2)の派遣を推進します。 

若年層や働く世代に対し認知症サポーター(※3)養成講座の受講を働きかけるとともに、認知

症徘徊模擬訓練を新たに 2地区で実施することにより、市民の認知症への理解を促します。 

 

認知症検診二次検診受診率      ：  33.8％（27年度）→   34.0％（28年度） 

認知症初期集中支援チームの訪問件数 ：   232件（27年度）→   250件（28年度）                     

認知症サポーター数（累計）     ： 19,983人（27年度）→ 24,000人（28年度）                     

認知症徘徊模擬訓練実施地区（累計）  ：   3 地区（27年度）→    5地区（28年度） 

  

※1 認知症二次検診 

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断された人が、医療機 

関で受ける認知機能検査。 

※2 認知症初期集中支援チーム 

    医師、看護婦、精神保健福祉士等で構成するチームが認知症の人やその家族を訪問し、認知症の早期 

   診断・早期対応を支援する。 

※3 認知症サポーター 

    「認知症サポーター養成講座」を受講した者のことで、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を 

温かく見守る応援者。 

 

 

１８ ○新 サービス付き高齢者向け住宅の整備 

まちなか地区(※)において、高齢者の安定した住まいを確保するため、サービス付き高齢者向

け住宅を計画的に整備します。 

また、サービス付き高齢者向け住宅に対して、地域交流スペースの設置や地域交流事業の開催

を勧奨し、地域に開かれた施設となるよう取り組みます。 

 

サービス付き高齢者向け住宅新規整備数のうちまちなか地区での整備割合 

（総合戦略期間中） ：  30％ 

地域交流スペースを有するサービス付き高齢者向け住宅の整備着工数 ： 2カ所 

  

※ まちなか地区 

都市計画マスタープランに位置づけされた中心市街地を含む 625.2ha のエリア。 



Ⅳ．生活困窮者の自立を支援します 

 

１９ 社会的・経済的自立の支援 

生活困窮者に対して、早期に支援策を講じるとともに、必要に応じて適正な保護を行うこと

で、社会的・経済的自立を支援し、貧困の連鎖を解消するため、県内でも先駆的に取り組んで

いる学習支援事業を拡充します。 

   生活保護者の不正受給に関する未然防止や早期発見、及び返還金の納付促進を行います。 

 

自立支援プラン作成数      ：  19件（27年度）→   20 件（28年度） 

学習教室の開催         ：  200回（27年度）→  250 回（28年度） 

被保護者新規就労者数      ：  98人（27年度）→   100 人（28年度） 

生活保護世帯の新規経済的自立数 ： 58 世帯（27年度）→  60世帯（28年度） 

 

 

  



Ⅴ．障がいのある人が安心して暮らせる地域社会をつくります 

 

２０ 相談支援の充実 

地域に根ざした相談支援体制を充実させるため、基幹相談支援センター(※1)と委託相談事業

所(※2)の相談支援業務の機能を再編し、虐待や地域移行等の困難事例に対する支援体制の充実

を図ります。 

委託相談支援事業所と特定相談支援事業所(※3)のチームごとの事例検討会等を開催し、相談

支援専門員(※4)の資質向上と事業所間の連携を強化します。 

 

○新E A 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所の委託先の選定 ： 基幹相談支援センター 1カ所 

                               委託相談支援事業所  5カ所 

A○新E A 委託相談事業所ごとの事例検討会等の開催 ： 14回（27年度）→ 20回（28 年度） 

 

※1 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 障がい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、地域の相談支援体制の強化、地域移行・地域 

定着の促進、権利擁護・虐待の防止、自立支援協議会の運営庶務等の機能をもつ。 

※2 委託相談支援事業所 

障がい児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 

や障がい福祉サービス事業者等との連絡調整等を行う事業所（5カ所）。 

※3 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（30 カ所）。 

※4 相談支援専門員 

障がい児者が自立した生活を営むことができるよう、障がい福祉サービスなどの利用計画作成をはじ 

め、地域社会への移行に向けた支援など、障がい児者の全般的な相談支援を行う者。 

 

 

 

２１ 的確な障がい福祉サービスの提供 

障がい児者の生活を支援するため、必要な介護や訓練等の障がい福祉サービスを提供します。 

地域活動支援センターを運営し、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。 

 

障がい福祉サービス利用延べ人数  ： 36,660 人(27 年度見込み)→ 41,000人(28 年度） 

地域活動支援センター利用延べ人数 ：  18,408 人(27 年度)   → 18,700人(28 年度) 

 

 

  



２２ 障がい者の就労支援 

障がい者の就労機会や工賃アップにつなげるため、障がい者就労施設等への発注に努めます。 

障がい者就労施設で生産された商品を販売するセルプフェアを市民ホール等で開催します。 

障がい者の自立を支援するため、一般企業への就労を希望する障がい者に対し、企業とのマッ

チングや就職支援、就職後の定着支援などを行います。 

 

障がい者優先調達額(※1)  ：13,194千円（27年度）→ 15,000 千円（28年度） 

A○新E A 福井しあわせ元気国体・大会調達額(※2) 

： 1,029 千円（27 年度）→   1,300 千円（28年度） 

セルプフェア等の売上額    ： 3,104 千円（27 年度）→  3,300千円（28年度） 

一般企業への就労移行者     ：   53人（27 年度）→     55 人（28年度） 

 

※1  障がい者優先調達額 

本市が障がい者就労施設等から調達する物品購入額及び役務契約額。 

障害者優先調達推進法に基づき、国や地方公共団体（実行委員会等は含まない）は、優先的に障がい

者就労施設等から物品等を調達する努力義務があり、毎年度、調達方針及び実績を公表する。 

※2  福井しあわせ元気国体・大会調達額 

「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会福井市実行委員会が障がい者就労施設等から調達す

る物品購入額及び役務契約額。 

 

 

 

  



２３ 発達障がい児者支援の充実 

幼児期から成人期までの一貫した発達障がい支援を充実するため、就労等の大人の発達障がい

相談にも対応できる「発達障がい者相談支援拠点」(※1)を整備します。 

就学前の気になる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(※2)を訪問し、専門的な助言、指導を行い

ます。 

 

A○新E A 「発達障がい者相談支援拠点」の相談件数 ： 908 件（27 年度）→ 1,200件（28年度） 

   幼児相談会の開催             ：  11 回 

A○新E A  保育カウンセラー訪問回数              ： 227 回（27年度）→  250回（28年度） 

 

※1 「発達障がい者相談支援拠点」 

幼児期から成人期までの支援の継続と充実を図ることを目的に、平成 28年 4 月より発達障がいに特

化した委託相談支援事業所「はるもにあ」の相談員を 1 名増員し、「発達障がい者相談支援拠点」とし

て整備。これまでの幼児期に加え、成人期以降の発達障がい者及び発達障がいに起因するひきこもり

の状態にある者等を対象者とし、相談支援の充実を図る。また、発達障がい児者に適切なサービス提

供ができる人材の育成も行う。 

※2 子育てに関する施設 

保育園（公立 24園、私立 23 園）、幼稚園（私立 14園）、認定こども園（公立 2園、私立 34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（18カ所） 

 

 

  



Ⅵ．お互いが支え合う地域社会をつくります 

 

２４ ○新 地域福祉推進の基盤整備 

地域福祉の推進役である民生委員児童委員の活動内容を市政広報やホームページ等で紹介し、

認知度の向上に努めます。 

また、専門的知識を習得するための研修会を開催しスキルアップを図るとともに、福祉委員と

の連携を進めます。 

地域福祉を推進するため、第 3次となる福井市地域福祉計画を策定します。 

 

民生委員児童委員の訪問回数    ： 69,000 回（27 年度）→ 70,000回（28 年度) 

民生委員児童委員の活動内容の紹介 ：    1 回（27 年度）→    3回（28 年度） 

民生委員児童委員の研修会開催数  ：    4 回 

第 3次福井市地域福祉計画の策定 

 

 

 

２５ 社会福祉法人指導監査の実施 

法人監事との連携強化を図り、効果的な指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉

事業の経営の確保に努めます。 

 

指導監査実施数        ： 25法人 

○新E A 監事監査の手引書の作成    ：   6月 

A○新E A 法人監事に対する研修会の開催 ：   1回 

 


