
第３部 基本計画 基本施策２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

 72 

基本施策２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 
 

１．保健・医療 

１－１．自らの健康づくりの推進 

目的と方針 

すべての住民が健康で元気に暮らせるよう、正しい知識の普及を図り、「自

分の健康は自分で守る」という認識と自覚を高めることを基本とし、地域・行

政・医療機関等が連携した健康に関する教育・指導・相談等の体制を整え、住

民が主体となる健康づくりを推進します。 

 

現状と課題 

急速な高齢化とともに生活様式や食生活の変化により生活習慣病及びこれ

に起因する要介護者の増加が懸念されている中、本町ではこれまで、生活習慣

病の予防、早期発見・治療による寝たきり予防（介護予防）に向け、健康診査

をはじめ、がん検診と特定健診の同時実施や個別医療機関での実施等各種検診

の受診率の向上に向けた取り組みや生活習慣や食習慣についての学習機会等、

各種保健事業を展開してきました。保健センターでは、随時健康相談を実施し、

妊産婦・乳幼児から成人までを対象として健康についての正しい知識の普及や

不安の解消等の必要な指導・助言を行ってきました。 

「健康日本 21 すぎと計画」においては、平成 16 年度より、「栄養・食生

活」・「運動」・「歯の健康」・「タバコ」・「アルコール」の６つの分野において、

小学校における健康教育等の取り組みを推進しており、今後も継続していきま

す。 

また、食育に関する取り組みとしては、平成 17 年度より食育に関連のある

担当部署から構成される杉戸町食育担当者会議を発足し、これまでに一般住民

を対象とした講演会をはじめ、町内ボランティア団体や行政関係者を対象とし

た研修会を開催し、食育に関する知識の普及を行っています。 

今後は、保健センターでの特定健診やがん検診といった健康診査を中心とし

た住民の健康づくりを進めるため、なるべく多くの方が受診できる体制を整備

することが必要です。また、小・中学校や教育委員会、商工会等の各種団体等

の関係機関と連携し、食育や運動等ライフサイクルに応じた保健事業の充実に
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努めることが必要です。さらに、精神保健の分野においても、広域的な対策に

取り組む県と地域の実情に即した対策を行う市町村が相互に連携・協力した取

り組みが必要となっています。そして、母子保健の分野においては、相談しや

すい体制づくりや福祉・教育との連携により、途切れのない継続した親子への

支援を行っていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）健康づくり意識の高揚と主体的活動の促進 

広報・啓発活動の推進や教室・イベントの開催等を図り、住民の健康に対

する正しい知識の普及や健康づくり意識の高揚を図ります。 

また、健康づくりに関する自主組織の育成・支援に努め、住民の主体的な

健康づくりを促進します。 

 

（２）各種健診の充実 

関係機関等と連携し、生活習慣病予防に向けた特定健診の実施をはじめ、

がん検診等各種健診の充実を図ります。 

また、特定保健指導の実施や健康教育、健康相談等、健診後のフォロー体

制の充実を図ります。 

 

（３）母子保健の充実 

妊婦健康診査・乳幼児健康診査をはじめ、母子健康手帳の交付、健康教育、

相談・指導体制等、各事業の一層の充実に努めるとともに、関連部門が一体

となって、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに総合的に取り組み

ます。 

 

（４）精神保健対策の推進 

「こころの健康」の知識の普及に努め、早期に相談機関を利用し、適切な

サービスが受けられるよう支援します。 

また、関係機関との連携により、相談を受けやすい体制を整備し、適切な

相談対応に努めます。 

さらに、精神保健に関する正しい知識の普及や社会復帰のための支援に努

めます。 
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（５）感染症対策の推進 

関係機関との連携のもと、結核や肝炎、新型インフルエンザ等の感染症に

関する正しい知識の普及や感染拡大防止体制の充実に努めます。 

 

（６）食育の推進 

住民の食育に関し、総合的・計画的に推進するため、産業課・子育て支援

課・保健センター・学校教育課・教育総務課（給食センター）等の関連部門

間の連携を図りながら、食育に関する知識の普及を図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

各種がん検診受診率 ％ 7.7 
  

町の保健サービス（健康相

談、栄養相談等）について

満足している人の率 

％ 19 22 25 

日頃、健康増進のための取

り組み（運動や食生活の改

善等）をしている人の率 

％ 69.7 

  

乳幼児健診受診率 ％ 96.85 
  

予防接種法に基づく１種疾

病定期予防接種の平均接種

率（時限的なものは除く） 

％ 69.16 85 100 

特定健康診査の受診率 ％ 19.0 
  

特定保健指導の実施率 ％ 2.0 
  

 



第３部 基本計画 基本施策２ みんなに優しく、思いやりのあるまち 

 75 

協働の指針 
 

住 民 

・自らの健康管理を行います。 

・定期健診を受診します。 

・体を動かすなどの健康づくりに努めます。 

・健全な食生活を心がけます。 

・健康づくり講演会・教室へ積極的に参加します。 

・健康管理意識を高め、自主的な健康づくりを行います。 

地域・団体・事業者 

・地域活動の充実に努めます。 

・地域における健康づくりを行います。 

・事業所での健康診査、労働環境の向上に努めます。 

 

 

 

 
 健康診査（保健センター） 
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１－２．地域医療体制の充実 

目的と方針 

医療ニーズの多様化・高度化に対応し、地域で安心な医療が受けられるよう、

医療機関と連携した広域での医療体制の充実を図ります。 

 

現状と課題 

本町ではこれまで、関係医療機関との広域における連携のもと、多様化・高

度化する住民の医療ニーズに対応してきました。 

また、円滑な救急医療体制の充実を図るため、県内の関係機関で組織された

「埼玉県メディカルコントロール協議会」や「埼玉県東部地域メディカルコン

トロール協議会」のほか、茨城県西南地域を拠点とした「BANDO メディカ

ルコントロール協議会」との連携に努めてきました。 

そして、休日夜間の診療体制（平成 21 年度の支援実績）については、東部

北地区病院群輪番制病院運営事業として 7 病院（実施率 100％）、小児救急

医療支援事業として2病院（実施率68.4％）の協力を得て実施してきており、

冬季限定の小児休日診療については、杉戸町幸手市両医師会協力のもと、８箇

所の医療機関で実施してきました。 

また、救急搬送に当たっては、地域メディカルコントロール協議会を通じて、

救急隊員の資質の向上と救急医療機関と連携した高度な救急医療体制を構築

し、救急医療体制の充実に貢献してきました。 

今後は、高齢化の進行とともに医療ニーズはますます増大・高度化していく

ことが予想されます。また、定住促進のためにも医療機関の充実が重要になっ

てきます。 

このため、住民の医療サービスに対するニーズの多様化・高度化や救急医療

ニーズの増大に応えられるよう、地域医療体制の充実に努めるとともに、安定

した医療サービスを提供するため、広域的に関係機関と連携・協力して救急医

療体制の充実を図ることが必要です。また、国では、地域医療再生基金を各都

道府県に設置し、｢地域医療再生計画｣に基づく医療体制の整備が進められてい

ます。今後、埼玉県においても２医療圏で計画が進められており、その一つが

本町を含む利根医療圏となっています。 
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主要施策 

（１）地域医療体制の充実 

町内医療機関や近隣市町との機能分担のもと、医療体制の整備・充実を進

めます。 

 

（２）救急医療の充実 

地域メディカルコントロール協議会を拠点として、関係機関と連携し、高

度な救急医療体制の確保と地域救急医療体制の充実を図ります。 

また、関係機関と連携・協力して、休日・夜間の救急医療体制の充実（東

部北地区病院群輪番制、小児救急医療体制支援、冬季限定小児休日診療）を

図ります。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

町の医療体制について満足

している人の率 
％ 21.9 

  

かかりつけ医を持っている

住民割合 
％ － － － 

小児救急に対応できる医療

施設の稼動割合 
％ 68.4 

  

※ 「かかりつけ医を持っている住民割合」：計画期間内において具体的数値を

把握。 

 

協働の指針 
 

住 民 

・多受診をしないようにします。 

・症状に応じて医療機関を利用します（かかりつけの医者

を持ちます）。 

地域・団体・事業者 
・安全で質の高い医療を提供します。 

・医療機関相互の連携による効率的な医療を提供します。 
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２．地域・高齢者・障がい者福祉 

２－１．地域福祉の推進 

目的と方針 

すべての住民が住み慣れた地域の中で安心して暮らせる環境づくりに向け

て、社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員、ボランティア団体等の各

種団体との連携を強化するとともに、地域も交えた地域福祉の向上とユニバー

サルデザインのまちづくりに努めます。 

 

現状と課題 

地域社会における支え合いの機能の希薄化や家庭内での介護能力、扶養能力

の低下等が指摘される中で、国では、措置する福祉から自立する福祉への方向

転換を進めてきました。このため、ますます複雑・多様化する福祉ニーズに対

応し、誰もが安心して暮らせる地域社会をつくっていくためには、住民一人ひ

とりが福祉活動の担い手として、各種の活動に自主的に参画する地域福祉の推

進が不可欠です。 

本町ではこれまで、社会福祉協議会が地域の高齢者や障がい者等に対する幅

広いサービスや事業を行い、地域福祉活動の中核的な役割を担ってきました。 

また、社会福祉協議会と民生委員・児童委員、ボランティア団体等とが連携

し、地域に密着した様々な住民参画型の活動を展開してきました。 

しかし、今後、少子高齢化はさらに急速に進行し、援助を必要とする高齢者

や障がい者等が増加し、地域における福祉ニーズはますます増大・多様化する

ことが見込まれるため、より多くの人々の福祉活動への参画を促進し、住民総

参画の地域福祉体制をつくりあげていくことが必要です。 

 

主要施策 

（１）福祉意識の高揚 

広報・啓発活動や福祉教育の推進、福祉イベントの開催、地域住民との交

流事業や世代間交流の実施等、住民の福祉意識の高揚に努めます。 

 

（２）社会福祉協議会、関係団体等の活動支援 

社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委員の活動充実、各種関係団体

の活動支援に努め、地域に密着した各種福祉活動の活発化を促進します。 
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（３）人にやさしい環境整備の推進 

高齢者や障がい者等が利用しやすい施設整備や道路整備を進めるため、バ

リアフリー化、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。 

また、民間事業者との連携を図り、住民が利用する施設のバリアフリー化

を呼びかけ、活動範囲の拡大に努めます。 

 

（４）地域福祉計画の策定 

地域福祉計画を策定し、住民の地域福祉に対する理解を深めるとともに、

支え合いの精神に基づく地域づくりを促進します。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

福祉ボランティア登録者数 人 723 
  

町のバリアフリー化への取

り組み（公共施設等の段差

解消、障がい者にも使いや

すい施設の整備等）につい

て満足している率 

％ 16.8 

  

社会福祉協議会会員世帯数

（法人会員含む） 
世帯 9,819 
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協働の指針 
 

住 民 

・地域コミュニティ（町内会活動）に積極的に参加します。 

・地域における福祉活動を理解します。 

・地域における身近な福祉活動やボランティア活動に参加

します。 

・一人ひとりがバリアフリーに対する考え方を正しく理解

して、自らも高齢者や障がい者等社会的弱者に配慮した

行動を実践します。 

・社会福祉協議会に加入します。 

地域・団体・事業者 

・地域コミュニティとして、まとまって、民生委員やボラ

ンティアと適切な役割分担の上、地域の高齢者・障がい

者・子ども・生活困窮者に対する支援活動を主体的に行

います。 

・社会福祉協議会の活動支援を行います。 

・地域で活動するボランティアの育成・支援を行います。 

・高齢者や障がい者等が利用しやすいような地域の施設や

環境整備を行います。 

・高齢者や障がい者等が参加できる地域活動の機会をつく

ります。 

・高齢者や障がい者等利用者の立場に立って、安全で使い

やすい施設建設や改善を行います。 

・ユニバーサルデザインの観点に立った製品を開発します。 

・社会福祉協議会に加入します。 
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２－２．高齢者福祉の推進 

目的と方針 

高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるよう、社会参加や在宅生活へ

の支援を充実するとともに、介護保険事業の充実に努め、ともに支え合う地域

づくりの推進に努めます。 

 

現状と課題 

わが国では、団塊の世代がすべて高齢期に入る平成 27 年頃には、高齢者人

口が急激に増加し、これまでの状況をはるかに超えた高齢社会を迎えることが

予想されています。 

本町においては、徐々に高齢化が進行しており、これに伴う寝たきりや認知

症等により、介護・支援を必要とする高齢者の増加、介護の程度の重度化・長

期化、ひとり暮らしや高齢者世帯の高齢者の増加、家族形態の変化による介護

力の低下等が進んでおり、介護を要する高齢者とその家族等の保健・医療・福

祉サービスに対する需要は一層高まるものと考えられ、高齢者施策の充実は引

き続き町全体の大きな課題となっています。 

本町ではこれまで、高齢者が地域で安定した生活を送るために地域包括支援

センターを２箇所設置し、総合的な相談や支援を行ってきました。 

また、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯の方が安心して暮らせるよう、見

守りネットワークの構築や緊急通報システムの利用拡大に努めてきました。 

高齢者の多くは、住み慣れた地域で安心して生活し続けられることを望んで

いることから、今後、在宅サービスの充実はもとより、要介護等の状態となら

ないための介護予防対策の推進が重要となっています。 

このため、高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護予防を重視し

た施策を展開しているとともに、高齢者の生きがいづくりと社会参加の促進、

健康づくりの推進等に取り組んでいます。 

 

主要施策 

（１）高齢者支援体制の充実 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で

自分らしく生き生きと生活するための支援事業や介護保険事業の充実をは

じめ、サービスの質的向上等、総合的な体制の充実を図ります。 
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（２）地域支援事業の推進 

一般高齢者及び特定高齢者（要支援・要介護になるおそれのある高齢者）

に対する介護予防策として、地域支援事業（介護予防事業、包括的支援事業、

任意事業）を実施し、総合的な介護予防システムの定着を図ります。 

また、地域包括支援センターを核に、介護予防ケアマネジメントや総合的

な相談、権利擁護等を行う包括的支援事業を効果的に推進します。 

 

（３）介護保険事業の充実 

介護が必要なときに必要なサービスが利用できるよう居宅（予防）サービ

スの充実や施設サービスの環境整備に努めるとともに、住み慣れた地域で安

心して生活できるよう、地域密着型サービスの確保に努めます。 

また、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、

介護給付費の適正化を図ります。 

 

（４）保健福祉サービスの推進 

高齢者の介護予防・健康づくりに向け、関連部局の連携強化のもと、健診・

指導や健康教育・相談をはじめ、各種保健サービスの充実を図ります。 

 

（５）生きがいづくりと社会参加の促進 

高齢者が生きがいを持って豊かな生活を送れるよう、老人クラブ活動の支

援や高齢者の学習・健康づくり・交流の場の提供に努めます。 

また、高齢者の経験・知識・技能が発揮できるよう、就業や社会参加を促

進します。 

 

（６）高齢者が住みよいまちづくりの推進 

関係部門、関係機関・団体が一体となって、住宅環境の整備、防災・防犯・

交通安全対策の充実を図るほか、緊急通報システムや地域での見守り活動等、

住み慣れた地域での生活を支援し、高齢者が住みよいまちづくりを総合的に

推進します。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

シルバー人材センター会員

数 
人 453 

  

老人クラブ会員数 人 1,305 
 

 

町の高齢者施策についての

満足度 
％ 15.6  

 

介護保険サービスに満足し

ている受給者の割合 
％ 

在宅 66.9 

施設 82.5 

 
 

 

協働の指針 
 

住 民 

・自分の健康は自分で守るという健康管理意識を高め、自

主的な健康づくりに取り組みます。 

・地域の行事や活動に積極的に参加し、生きがいづくりに

取り組みます。 

・いつまでも元気で生き生きと生活するために、日頃から

介護予防に取り組みます。 

地域・団体・事業者 

・高齢者の社会参加（地域活動）を支援します。 

・公民館等、活動の場を提供します。 

・地域の福祉の担い手として活躍します。 

・ひとり暮らしや高齢者世帯の高齢者について、見守り団

体（社会福祉協議会・シルバー人材センター・ＮＰＯ法

人等）・地域との連携、行政との協働で、支援していきま

す。 

・身近な生活のサポートや相談活動を通して支援します。 

 

 

 
シルバー人材センター活動 
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２－３．障がい者福祉の推進 

目的と方針 

障がい者が地域社会の一員として自立した生活ができるよう、自立支援サー

ビスの定着や充実を図るとともに、地域で関わり合える社会環境づくりを推進

します。 

 

現状と課題 

障がい者を取り巻く環境は、高齢化の急速な進行、障がいの重度化・重複化、

家族形態の変化等に伴い大きく変化してきています。平成 17 年に障がい者の

地域生活と就労を進め、自立を支援するための法律として障害者自立支援法が

成立し、これまでの措置による障がい者福祉から自立を支援する障がい者福祉

へ転換しています。 

また、国では、政権交代により、今後、障害者自立支援法を廃止し、新たに

総合的な福祉制度を構築するための検討がなされていることから、その動向が

注視されます。 

本町ではこれまで、関係機関と連携しながら、手帳の交付や各種の相談、経

済的支援をはじめ、障害者自立支援法等による福祉サービス、さらには、障が

い者の社会参加や就労の促進に向けた施策等、地域社会の中で障がい者が自立

して暮らせるまちづくりを目指して、多様な施策を推進してきました。 

しかし、障がい者数は高齢化の進行とともに増加傾向にあり、障がいの重度

化・重複化や介護者の高齢化も進み、障がい者支援全般の一層の充実が求めら

れています。 

このため、障害者自立支援法の動向とそれに伴う各種制度の改正を踏まえて、

障がい者福祉計画及び障がい福祉計画に基づき、ノーマライゼーションの理念

の一層の浸透をはじめ、相談・情報提供体制の充実や各種サービスの充実、就

労機会の拡大や社会参加の促進、バリアフリーのまちづくり等、障がい者施策

の総合的推進に努める必要があります。 

 

主要施策 

（１）障がい者支援の総合的推進 

障がい者福祉計画及び障がい福祉計画に基づき、居宅介護（ホームヘルプ）

や重度訪問介護をはじめとする各種サービスに対する介護給付の実施、自立

のための訓練や就労の支援のための事業等に対する訓練等給付の実施、相談
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の支援や日常生活用具の給付・貸与、移動の支援をはじめとする地域生活支

援事業の推進等、新たな事業体系に基づく障がい福祉サービスの提供を図り

ます。 

 

（２）広報・啓発活動等の推進 

ノーマライゼーションの理念に基づいたまちづくりを進めるため、広報・

啓発活動や福祉教育、交流事業の推進に努めるとともに、障がい者が住み慣

れた地域で生活が送れるよう、住まい・働く場・活動の場への支援に努めま

す。 

 

（３）保育・教育の充実 

障がい児保育や特別支援教育の充実に努め、適切な就学・就労相談及び指

導に努めます。 

 

（４）就労機会や居住の場の拡大と社会参加の促進 

関係機関との連携のもと、相談の充実や事業所への障がい者の雇用を支援

する各種制度の周知・啓発、福祉的就労機会の充実に努めるとともに、居住

の場の拡大を図り、障がい者の社会参加を促進します。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

障がい者就労支援センター

から就職した人数 
人 22 

  

ホームヘルプサービスを受

けている障がい者の数 
人 27 

  

障がい者通所施設利用者数 人 47 
  

町の障がい者施策について

の満足度 
％ 6.2   
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協働の指針 
 

住 民 

・障がい者及びその世帯（自助）では、可能な限り、積極

的に社会参加を行います。 

・障がい者を理解・尊重して社会参加に関しての手助け、

支援を行います。 

地域・団体・事業者 

・障がい者が参加できる地域活動の機会をつくります。 

・障がい者が安心して生活できる環境をつくります。 

・障がい者の雇用拡大と施設等のバリアフリー化を図りま

す。 
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２－４．社会保障の充実 

目的と方針 

すべての住民が健康で安心して生活を送ることができるよう、社会保障制度

の周知と適正な運用に努めます。 

 

現状と課題 

国民健康保険事業は、人々の医療の確保、健康の維持・増進に大きな役割を

果たしていますが、医療技術の高度化や高齢化の進行等により医療費は増大し

続け、その運営は極めて厳しい状況にあります。このような中、国の医療制度

改革が行われ、増大する医療費の抑制に向け、平成 20 年度、40 歳から 74

歳までの被保険者を対象とする特定健康診査・特定保健指導の実施が医療保険

者に義務づけられました。 

また、生活保護制度は、生活に困窮する人々に対して必要な保護を行い、最

低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援する制度です。 

国民健康保険事業は、発足して以来、加入者の疾病・負傷・出産・死亡に関

し、必要な給付を行うことにより、住民の医療と健康の確保に大きな役割を果

たしています。 

本町ではこれまで、国民年金については、制度に関する正しい知識の周知を

図ってきました。 

また、生活保護については、関係機関と連携し、生活に困窮する人々に対し

て必要な保護を行い、その自立を支援してきましたが、社会・経済情勢の急速

な変化に伴い、生活保護世帯は増加傾向にあります。 

今後は、こうした状況を踏まえ、医療費の適正化や収納率の向上等、事業の

健全運営に向けた取り組みを進めるほか、高齢者医療制度の見直しへの適切な

対応に努めることが必要です。 

一方、国民年金制度は、不安のない老後の生活を保障するものであり、人々

の生活に必要不可欠な制度ですが、近年、年金に関する様々な問題が発生し、

不信感が増大する傾向にあるため、制度に対する住民の理解をさらに深めてい

くことが必要です。 

また、生活保護については、今後も、低所得者の経済的自立と生活意欲の高

揚に向け、相談支援の充実や生活保護制度の適正運用に努めていくことが必要

です。 
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主要施策 

（１）国民健康保険事業の適正運営 

国民健康保険加入資格や退職被保険者資格の状況調査を行い、資格異動未

届者に対して個別指導等を行うなど、被保険者資格の適正化に努めます。 

また、広報・啓発活動や医療費通知等を通じ、国民健康保険制度に対する

理解や医療費に対する関心を高めるとともに、診療報酬明細書の点検調査の

充実や被保険者への指導等により適正受診を促進し、医療費の適正化に努め

ます。 

さらに、医療費に見合う国民健康保険税の適正な賦課総額の確保・徴収に

努めるとともに、納税意識の高揚や徴収体制の充実を図り、国民健康保険事

業の健全な運営に努めます。 

加えて、特定健康診査・特定保健指導の推進をはじめ、関連部門が一体と

なって生活習慣病対策の強化を図り、医療費の抑制に努めます。 

 

（２）国民年金制度の周知 

広報・啓発活動の推進等により国民年金制度の周知を図り、制度への住民

の理解と関心を高めていきます。 

 

（３）生活保護制度の適正運用 

低所得者の相談に適切に応じるとともに、関係機関と連携を図り、生活保

護制度の適正運用と生活保護世帯の自立更生を支援します。 

 

成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

国民健康保険税（現年度）

収納率 
％ 90.57 

  

国民健康保険税口座振替率 ％ 41.79 
 

 

国民年金の広報紙掲載月数 月 12 12 12 
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協働の指針 
 

住 民 

・勤労意欲を持ち、健康な心と体を維持し、生活します。 

・健康管理意識を高め、自主的な健康づくりを行います。 

・国民健康保険の加入者は、収入等に応じた保険税を支払

います。 

・国民年金に加入します。 

・早期に健康等阻害要因を回復し、就労して自立に努めま

す。 

地域・団体・事業者 

・社会福祉協議会では、生活困窮者に対し、一時的な小口

資金や生活福祉資金の活用を図ります。 

・民生委員は、地域の相談役として、住民からの生活相談

を受けて行政につなぎます。 
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３．子育て 

３－１．子育て支援の充実 

目的と方針 

これからの社会を担う子どもたちが健やかに育ち、安心して子どもを産み、

育てられる環境づくりに取り組むとともに、社会全体で子どもや子育て家庭を

支える子育て支援対策の充実に努めます。 

 

現状と課題 

わが国では、予想を上回る勢いで少子化が進んでおり、今後、少子化がさら

に加速することが懸念されています。 

本町においても、核家族化や共働き家庭の増加等、働き方や生活スタイルも

変化しており、子育て支援を必要とする家庭も増加傾向にあります。 

本町ではこれまで、保育サービスの充実を図るとともに、子育て支援センタ

ーを設置し、育児相談や情報提供に努めてきました。 

さらに、児童の放課後等の居場所づくりや過ごし方、母子保健事業の充実、

乳幼児・児童の医療費助成、保健・福祉・教育・医療の連携、ひとり親家庭へ

の支援等、各種の子育て支援施策を推進してきました。 

今後も、子育て支援を推進するため、こども医療費助成制度の拡大や放課後

児童クラブの受入拡大、保育園等の施設整備に努めていくことが必要です。 

さらに、保育園・幼稚園・学校の一層の連携強化をはじめ、児童福祉施設の

整備のほか、子育てに不安を抱える親の増加や相談内容の多様化等、従来の取

り組みに加え、さらなる少子化対策・子育て支援を進めることが必要です。 

このため、次世代育成支援行動計画に基づき、子育て家庭を町全体で支援し

ていくという視点に立ち、関係機関・関係団体が一体となって、家庭や地域の

保育機能を支えるための子育て支援施策を積極的に推進していくことが必要

です。 

 

主要施策 

（１）総合的な子育て支援の充実 

次世代育成支援行動計画に基づき、各種の施策を展開し、地域の実情や時

代に即応できる施策を推進します。 
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（２）保育サービスの充実 

特別保育等、多様化する保育ニーズに対応した保育の充実や施設等、保育

環境の改善に努めます。 

 

（３）子育て家庭への支援 

親が子育てを自立して行うことができるよう、子育て相談や子育て中の仲

間づくり等、子育て環境の整備に努めます。 

また、放課後児童クラブについて受け入れの拡大を図るなど、その充実に

努めます。 

 

（４）要保護児童等への対応の推進 

関係機関・団体との連携のもと、要保護児童を中心とした児童虐待への対

応、ひとり親家庭への支援の推進、障がい児施策の充実等、援助を必要とす

る子どもと家庭に対するきめ細かな取り組みを推進します。 

 

（５）相談・援助体制の充実 

子育て支援センターを拠点にして、育児不安や子育ての悩みを解消し、子

どもを安心して産み育てられるよう、子育て相談や交流、情報の提供等、援

助体制の充実を図ります。 

また、こども医療費助成について、対象年齢の拡大を図るなど、制度の充

実に努めます。 

さらに、保健センターでは、保健師が健康相談に応じるほか、乳幼児健全

発達支援相談指導事業を実施し、ことばや発達の遅れ、育児不安等の相談体

制の充実を図ります。 
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成果指標（ベンチマーク） 
 

指標 単位 
平成21年度 

（実績） 

平成27年度 

（目標） 

平成32年度 

（目標） 

保育園園舎改築事業 園 0 2 － 

子育て支援拠点施設整備事

業 
箇所 1 3 － 

一時保育実施保育園 箇所 3 6 － 

ファミリー・サポート・セ

ンター推進事業参加者数 
人 71 

  

乳幼児健全発達支援相談指

導事業相談参加者数 
人 513 530 550 

町の子育て環境についての

満足度 
％ 13.8 

  

 

協働の指針 
 

住 民 

・児童の健全育成のため、家庭の養育力の向上を図ります

（児童虐待の防止）。 

・保護者が愛情と責任を持って子育てを行います。 

地域・団体・事業者 

・児童の健全育成のため、地域における子どもの事故防止、

防犯等、子どもと子育てを地域社会全体で見守り、支援

します。 

・従業員が育児休業を取得しやすい環境をつくります。 

・出産や育児等で退職した女性が再就職しやすい環境をつ

くります。 

 

 
子育て支援センター「たんぽぽ」 


