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平成31年4月25日

■部の構成

部　名 健康福祉部

地域コミュニティ

市民活動団体 市民主体による健康づくりの推進

【課題解決のための対応方針】

協働（市民・関係機関等との連携）

・障がい者の自立と社会参加を支援するとともに、障がい福祉サービス
の充実を図り、地域の中で生活しやすい社会環境を整備する。
・高齢者の介護･支援ニーズに応じたサービスを提供するとともに、予防
意識の向上や生きがいづくりを促進する。
・地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを作り上げ、各サービスを
有効活用することで、地域住民相互の支援体制を整備する。
・児童の健全育成のため、民間活力や地域との連携、場の確保などに
より、子育て支援を推進する。
・あらゆる世代が健康に暮らせるように、健康づくりの推進、保健サービ
スの充実を図る。
・国民健康保険事業の安定運営に努めるとともに、特定健診・保健指導
による重症化予防を図る。

水谷勝彦

【部のビジョン】 【部の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

健康福祉部　194人
部長１人
福祉課19人(うち育休代替臨時的任用職員１人、臨時的任用職員１人)、高齢介護課35人(うち育休代替臨時的任用職員１人、臨
時的任用職員９人)、子育て支援課85人(うち育休代替臨時的任用職員２人、再任用３人、嘱託２人、臨時的任用職員35人)、健康
推進課23人(うち育休代替臨時的任用職員４人、臨時的任用職員２人)、保険年金課28人(うち育休代替臨時的任用職員１人、再
任用３人、嘱託職員５人、臨時的任用職員1人)
健康福祉部付３人(社会福祉協議会(派遣１人、再任用1人)、シルバー人材センター(再任用1人))

地域包括ケアシステムや地域福祉の推進における地域コミュニティとの
連携。

健康日本21津島市計画の進捗管理や各種健康イベントへの参画、市
民活動の充実などにより、市民との協働による健康づくりを推進する。

部長名

地域資源の活用と意識の向上

・障がい者が地域社会の一員として、地域の中で自立した生活を送
り、誰もが地域で共に生き、共に支え、共に参画できる社会となってい
る。
・高齢者がさまざまな世代と交流し、生きがいやゆとりを持って暮らし
ている。
・保健・医療・福祉の連携により、市民が住み慣れた地域で安心して
生活を送ることができている。
・社会全体で子育てを支援し、すべての子どもが心身ともに健康で幸
せな生活を送り、健やかに育っている。
・すべての市民が健康維持を意識した生活を送り、健康で暮らしてい
る。
・安定した医療制度のもと、市民が安心して医療にかかることができ、
健康に暮らしている。

■課題の認識

【解決すべき課題】

公共施設等総合管理計画に基づく方向性を検討するとともに、
関係団体等と調整をしつつ、あり方・運営の見直しを図る。

国民健康保険財政の健全化

福祉施設のあり方・運営の見直し

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
険料の収納率向上

健康づくりの推進及び各種検診等受診率の向上

電話による催告、訪問による収納活動の強化、口座振替の推進。

健康日本21津島市計画に基づき、市民の主体的な健康づくりに繋がる
取り組みを促進するとともに、より受診しやすい体制の整備を図る。

国民健康保険の都道府県化に対し、段階的に保険税率改正することに
より、国民健康保険財政の健全化を図る。

地域福祉計画に基づき、地域ぐるみでの取り組みを進める体制を整備
する。また、社会福祉協議会への連携・支援方法等の明確化を図る。

必要に応じたサービスの提供体制を確保し、適切な利用を促進する。ま
た、生きがいづくりや介護予防につながる支援体制の整備を図る。

ビジョンに基づく取組みの進捗を図るとともに、他分野に拡大する方法
等を検討する。また、海部医療圏在宅医療・介護連携支援センターと連
携し、在宅医療・介護連携推進事業の推進を図る。
各種計画に基づき、子ども子育て施策を推進するとともに、子供が健や
かに育つ環境づくりを図る。また、妊娠期から出産、子育てまでのサ
ポート体制の充実を図る。
消費税増税にあわせて導入される幼保無償化に対し、情報収集等に努
め、円滑な対応ができるように取り組む。

地域福祉活動推進のための体制整備

高齢者への支援体制の確立

地域包括ケアシステムの推進

子育て支援体制の充実

幼保無償化に対する円滑な対応
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コード

241

231

211
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251

高齢者がさまざまな世代と交流し、生きがいを持っ
て楽しくいきいきと暮らしています。

#N/A

施策目的

保健・医療・福祉の連携により、高齢者が住みなれ
た地位で、健康で快適な生活を送っています。

安心して子供を産むことができ、社会全体で子育て
を支援し、子供が健やかに育っています。

すべての市民が、健康維持を意識した生活を送り、
健康に暮らしています。

市民は、身近な場所で安心して医療を受けていま
す。

#VALUE!

安心できる地域医療の充実

障がい者の生活支援 福祉課

高齢者の生きがいづくり 高齢介護課

6

7

5

障がい者が自由に移動して積極的に社会参加し、
地域で自立した生活を送っています。

市民や市民活動団体などさまざまな主体による地
域福祉活動が活発に行われ、誰もが、地域で暮ら
しています。

障がい者が必要な支援を受けながら、地域の中で
自立し、安心して生活しています。

健康推進課

障がい者の自立と社会参加の
支援

福祉課

2

1 高齢者の生活支援 高齢介護課

保険年金課

元気に暮らせる健康づくり 健康推進課

安定した社会保障の提供

安心して子育てできる環境づく
り

子育て支援課

4

3

242

各種の社会保障制度が適切に運営され、誰もが安
心して生活しています。

222

■方向性の設定

【重点方針】

・地域福祉を推進するため、社会福祉協議会との役割分担や支援方法等を明確にし、互いに連携しながら事業を推進する。
・障がい者の自立と社会参加を支援し、障がい者のニーズにあったサービスを効果的、効率的に提供する。また、生活困窮者に
対する支援の充実を図る。
・津島市第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう各サービスの提
供、介護予防・日常生活支援総合事業の促進、地域での支えあい体制の構築などを図る。
・住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域包括ケアビジョンの取組みを推進するとともに、他分野（障がい者、子育て世代等）
への拡大を図る。また、海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター等と連携し、在宅医療・介護連携推進事業の推進を図る。
・子ども・子育て支援事業計画、子ども条例推進計画等に基づき、すべての子どもが健康で幸せな生活を送れるよう子育て環境
の充実を図るとともに、子どもに関する施策を総合的かつ計画的に実施する。また、消費税増税に伴い導入される幼保育無償化
について、円滑に対応し、事業の安定化を図る。
・健康日本２１津島市計画を推進し、市民が主体となった健康づくりを促進するとともに、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支
援を拡充する。また、津島市医師会をはじめ関係機関と連携しながら各種事業の充実を図る。
・国民健康保険制度改革に対し、段階的に保険税率等の見直しを行うことにより、事業の安定化を図る。また、収納率向上、口座
振替の促進を図るとともに、医療費抑制のため、ジェネリック医薬品の利用促進、特定健診・保健指導事業を進める。

【施策一覧】

課名施策名
優先
順位

地域福祉体制の充実 福祉課

10

8

9
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平成27年から開催している地区懇談会を通じて密接に連携
を図りながら、地区社会福祉協議会の設立・活動支援や、
次期地域福祉計画の策定作業を協働で進める。

地区懇談会を通じて、地域自身が福祉の担い手であること
への理解を深め、住民自身の自主的な活動につなげること
ができるよう連携を強化する。

津島市社会
福祉協議会

地域が主体となって取り組む地域福祉活
動の活性化

コミュニティ
推進協議会

地域が主体となって取り組む地域福祉活
動の活性化

■課の構成

総職員数19人（正職員17人）
　・課長1人
　・福祉グループ10人（うち産休代替臨時的任用職員1人）
　・保護グループ8人（うち臨時的任用職員1人）

課　名 福祉課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和元年5月1日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・障がい者が地域社会の一員として、地域の中で自立し
た生活を送り、誰もが地域で共に生き、共に支え、共に
参画できる共生社会となっている。
・生活保護受給者・生活困窮者が相談に困らず、必要な
支援を受けられ、自立が実現される社会となっている。

・障がい者に対する理解を深め、地域の中で生活しやすい
社会環境を整備し、障がい者の自立と社会参加を支援する
とともに、障がい者の福祉サービスの充実を図る。
・生活保護受給者・生活困窮者の生活実態の把握、相談、
援助、指導等の体制の充実により自立更生を図る。

■課題の認識

安藤公一

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

地域福祉を推進するにあたっての重要なパートナーである
津島市社会福祉協議会との適切な連携方法・支援方法等を
明確にし、必要な対応を進める。

障がい者が住み慣れた地域で、その人らしく生活できるよ
う、必要なサービスの提供や啓発活動を推進する。

生活保護受給者に対し、個々の支援方針に基づき、計画的
な訪問や積極的な就労支援等を行う。また、関係機関と連
携し、生活困窮者に対する相談業務等の支援体制を充実す
る。

現行の地域福祉計画に基づき、地域における市民の自主
的な活動を促し、地域ぐるみでの対応を推進するため各種
の取組みを進め、必要な体制整備を図るとともに、次期地
域福祉計画の策定作業を進める。

津島市社会福祉協議会との適切な連携・支援の推
進

障がい者が住み慣れた地域で暮らし続けるための
環境整備

生活保護受給者や生活困窮者への支援策等の適
切な実施

地域における福祉活動への市民参加の促進を図る
ための体制整備
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施策コード

2212

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・津島市社会福祉協議会との、より適切な連携方法・支援方法を明確にし、社会福祉協議会が進める経営
改善の取組みを支援する。
・障がい福祉サービスの充実を図り、障がい者個々人を最適なサービスに効果的、効率的につなげていく
とともに、障がい者の自立と社会参加を支援する方策を検討する。特に、継続して、基幹相談支援センター
の設置に向けた取組みを進める。
・生活保護の決定・実施にあたり、正確に世帯状況等を把握するとともに、生活保護受給者の自立を積極
的に促進する。同時に、返還金等の回収を強化する取組みを進める。
・生活保護に至る前の生活困窮者を支援する方策の充実を図る。
・現行の地域福祉計画に基づき、世代や分野をこえて幅広い地域住民が、多様な地域課題の解決に向け
て取り組むための仕組みとして、津島市社会福祉協議会と連携し、地区社会福祉協議会の設立・活動支
援を進める。また、地域福祉計画の改定にあたり、現行計画同様、社会福祉協議会の地域福祉活動計画
との一体策定を進める。

【事務事業一覧】

事業概要

2211

2521

1
津島市社会福祉協議会との連携・支
援推進事業

2 津島市地域福祉計画策定事業

3
障害福祉サービス事業・地域生活支
援事業

津島市の地域福祉向上のための、福祉分野での最上
位計画となる地域福祉計画の改定にあたり、現行計画
同様、津島市社会福祉協議会の地域福祉活動計画と
の一体策定を進める。

障がい者のニーズにあった、必要なサービスを受けるこ
とができるよう相談・支援の充実を図り、必要な情報提
供を行い、適切な福祉サービスにつなげていく。特に、
継続して基幹相談支援センターの設置に向けた取組み
を進める。

津島市社会福祉協議会が進める経営改善の取組みを
支援するための体制を確立し、その中で、補助金・委託
金の再整理等を含めた必要な対応を行う。

2224

2224

地区社会福祉協議会設立推進事業

7

22126

4 生活保護事業

5 生活困窮者支援事業

就労支援員の活用やハローワークとの連携により、就
労を促し生活の自立を目指す。医療扶助費を抑えるた
め、ジェネリック医薬品の使用率を向上させる等、より適
切な支援の実施と、保護費全体の抑制を図る。返還金
等の回収を強化する。

関係機関と連携し、生活困窮者に対する相談業務等の
PRや実際の相談に対する対応力を強化する。

津島市社会福祉協議会と連携し、各コミュニティ推進協
議会と地区懇談会を継続し、市内全小学校区への地区
社会福祉協議会の設立を図るとともに、設立済みの地
区社会福祉協議会への活動支援を行う。

10

9

8
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【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

平成31年4月26日

高齢者の生きがいづくりの推進と社会参加の促進を
図り、見守り、支え合い制度の運営促進を図る

課長名

・高齢者数・要介護等認定者数の増加に対して、介護
サービス等への需要のさらなる増大に対応できている。
・高齢者が生活支援サービスの担い手となり、役割を持
ち、地域で力を発揮していくことで、高齢者自身の生きが
いの向上、健康増進につながっている。
・適正な要介護認定、介護保険料徴収賦課業務、介護給
付業務等により公正な介護保険制度の運用がされてい
る。
《地域包括ケア》
・市民が医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、地
域の特性に合った仕組みを提供される社会となってい
る。

・高齢者福祉施設の今後の在り方を決める。
・介護予防事業、介護予防・日常生活支援総合事業の充実
を図る。
・高齢者の生きがいづくりの充実と社会参加を促進する。
・要介護認定、介護保険料賦課・徴収業務、介護給付業務
等を適正に実施し、公正な介護保険制度の運用を推進す
る。
《地域包括ケア》
地域包括ケアシステムを地域の主体性、特性に応じて作り
上げ、各関係機関の既存サービス等を有効活用すること
で、在宅医療、介護などを受けながら、地域の住民がお互
いに支えあう体制を整備する。

■課題の認識

足立賢一
城　雄二

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

■課の構成

高齢介護課　35人
課長１人
介護保険グループ 16人（うち育休代替臨時的任用職員１人、臨時的任用職員７人含む）
長寿福祉グループ 12人（うち臨時的任用職員２人含む）
担当課長１人
地域包括ケアグループ３人
海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター職員２人

課　名 高齢介護課

・老人クラブが行う健康増進活動、生きがい活動を支援す
る。
・高齢者の見守り活動やネットワークづくり等の安心安全の
充実や高齢者虐待の防止を図る。

高齢者が安心して地域で生活するため、介護保険
事業や高齢者福祉事業を実施する

高齢者福祉施設のあり方や運営について検討する

効果的な介護予防事業を充実させ、適切なサービス
利用の促進を図る

介護サービスの適切な利用の促進を図る

包括的支援事業の促進を図る

「地域包括ケアシステム」を促進し、第７期高齢者福祉計画・
介護保険事業計画に基づいた事業展開を進めるとともに、
第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定を始め
る。

・老人福祉センター、神島田祖父母の家、わざ・語り・伝承の
館については、津島市公共施設等総合管理計画推進会議
集約化・譲渡検討部会にて検討し、個別施設計画を策定す
る。

・介護予防・生活支援サービス事業において、訪問型サービ
スや通所型サービス等の適正な実施を図る。
・一般介護予防事業において、介護予防の意識向上やきっ
かけづくりの教室や高齢者が集える場の充実を図る。

・介護サービスの適正化事業の充実を図る。
・要介護者の身体の状態に応じて必要なサービスが適切に
利用できるよう、事業所等に対し理解及び意識付けを推進
する。

・高齢者自身が社会参加し、役割を持つことでの生きがいや
介護予防につながるような支援体制の充実強化を図り、地
域全体での多様な主体によるサービス提供を推進する。
・認知症への気付きや知識を高め、地域全体で支える環境
づくりを進めたり、初期集中支援チームによる認知症の早期
診断や進行防止ができるよう取り組む。
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7

8

9

「ふれあいサロン」や「集いの場」への運営支援
「オレンジサポーター」や「認知症介護家族会」、「つしま家事
サポーター」への活動支援

各種協議会での課題協議及び地域への周知

市民活動団
体

地域資源の活用と意識向上

自治会等、
コミュニティ

地域資源の活用と意識向上

臨宅収納活動の班体制を強化し、介護保険制度の理解及
び納付意識の高揚を図る。

介護保険料の収納率を向上させる

高齢者を対象として策定した地域包括ケアビジョン
の施策や取組の進捗管理及び他分野への拡大の
方向性を図る

■課題の認識

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

津島市地域
包括ケアシス
テム推進協議

会

地域包括ケアシステムの深化 津島市地域包括ケアシステム推進協議会で、関係機関の
取組について協議し、地域包括ケアシステムの深化に向け
て、関係機関と連携

取組内容及び進捗状況を把握し、地域包括ケアシステム推
進協議会において助言を得、各関係部署と情報共有する。

医療、介護関係者などで構成するＩＣＴワーキングで、課題な
どについて検討を行い、利用促進を図る。

電子＠連絡帳システムの利用促進を図る

協働（市民・関係機関等との連携）

地域包括支援センターを中心として、医療・介護等の連携
ネットワークの整備

海部医療圏在宅医療・介護連携支援センターと海部地域7
市町村との協働での取組体制の推進

医・歯・薬・
介（あんしん
ネットつし

ま）

連携推進協議会への支援

海部医療圏
在宅医療・
介護連携支
援センター

海部医療圏在宅医療・介護連携支援セン
ター及び海部地域7市町村の連携
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第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、
各事業を進めるとともに、第８期策定として介護予防・日
常生活圏域ニーズ調査等を進める。

2411

2414
2422

■方向性の設定

【重点方針】

・津島市第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら
せるよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいの各サービスが切れ目なく連携して一体的に提供するため、
４つの基本方針に基づき進めるとともに、第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和
５年度）策定として、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査を行い、津島市としての高齢
者福祉、介護保険事業の課題の分析を行う。
・既存の高齢者福祉施設のうち、わざ・語り・伝承の館、老人福祉センター、神島田祖父母の家について
は、公共施設等総合管理計画に基づいて、集約化・譲渡検討部会で、個別施設のあり方を検討する。
《地域包括ケア》
・地域包括ケアビジョンの進捗管理（評価・分析・課題抽出）を行い、課題について関係部署と情報共有を
図りながら、他分野（障がい者、子育て世代）への拡大の方向性について考える。
・電子＠連絡帳システムを普及促進するにあたり、課題を抽出し利用促進を図る。
・在宅医療・介護連携推進事業の取組については、海部医療圏在宅医療・介護連携支援センターと連携を
図る。

【事務事業一覧】

事業概要 施策コード

2411

事務事業名
優先
順位

2414

2413

1
高齢者福祉計画・介護保険事業計画
策定事業

高齢者福祉施設は、施設の老朽化により社会的効用が
十分ではなくなってきている。公共施設等総合管理計画
に基づき、個別施設計画を策定する。
指定管理者に対するモニタリングを実施し、適正な運営
を図る。

津島市の「介護予防」「自立支援」の考え方を介護事業
所と協働し、推進していく。
住民主体の担い手の育成や通いの場を促進し、介護予
防・日常生活支援を進めていく。

2 高齢者福祉施設運営事業

4
地域支援事業
介護予防・日常生活支援総合事業

5 介護給付事業

6

地域支援事業
包括的支援事業（地域包括支援セン
ターの運営、生活支援体制整備事
業、認知症施策推進事業等）

訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション等の居宅
サービスや介護保険施設サービス等を円滑に利用でき
るよう提供体制の確保に努める。

地域包括ケアシステムの要のひとつである地域包括支
援センターと連携し、介護全般の相談や高齢者虐待の
防止を始めとした権利擁護に取り組む。
平成30年度から全市町村で実施することなった生活支
援体制整備事業、認知症施策推進事業を進める。
介護ボランティア制度や配食サービスを通して、高齢者
の社会参加へのきっかけを作る。
海部医療圏７市町村が共同で設置した海部医療圏在宅
医療・介護連携支援センターと連携し、在宅医療・介護
連携推進事業に取り組む。

3 地域包括ケアシステム推進事業

市民が、医療や介護などが必要な状態になっても、自分
らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう
に、医療、介護、予防、住まい、生活支援などが一体的
に提供されるように、多職種の連携による取組などを進
める。

2212
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【事務事業一覧】

優先
順位 事務事業名 事業概要 施策コード

7 介護保険料賦課徴収事業 2411
口座振替を励行するとともに、臨宅による収納活動の班
体制などを強化し、介護保険制度の周知、納付意識の
高揚を図る。

10 地域支え合い及び入所措置事業

9

指定・指導監査事業
（居宅介護支援事業所・地域密着型
事業所・総合事業第１号指定事業
所）

24118
地域支援事業
任意事業（介護給付適正化事業）

2412

2411

適正な介護給付のために、事業者を対象としたケアプラ
ンチェック、認定調査のチェック等の指導を行う。

ひとり暮らしや高齢者のみ世帯に緊急通報システム事
業などの各種生活支援事業や養護老人ホームの入所
措置を行い、高齢者が日常生活を安心して送れるように
支援する。

居宅介護支援事業所、地域密着型事業所、総合事業に
おける通所型サービスＡ及び訪問型サービスＡ事業所
の適正な指定・指導監査を行う。
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

地域住民からの要保護児童に関する情報提供などに対し、
連絡を密にし、情報の共有を図る。

家庭児童相
談室

要保護児童に対する関係機関との連携を
強化する。

■課の構成

子育て支援課　85人　（うち再任用3人、嘱託職員2人、育休代替任期付職員2人、育休代替臨時的任用職員2人、
　　　　　　　　　　　　　　　臨時的任用職員35人）
　 課長　1人、子育て支援グループ　6人　（うち嘱託職員1人、育休代替臨時的任用職員1人）
　 児童保育グループ  9人（うち再任用1人）、保育所　49人　（うち再任用1人、育休代替任期付職員2人、
　 育休代替臨時的任用職員1人、臨時的任用職員25人）、子育て支援センター　16人　（うち臨時的任用職員
   10人）、家庭児童相談室　4人　（うち再任用1人、嘱託職員1人）

課　名 子育て支援課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

平成31年4月26日

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・すべての子どもが、心身ともに健康で幸せな生活を送
り、健やかに育っている。
・子育てと仕事が両立できる環境が充実している。
・子育て家庭と地域住民が支えあい、協力しながら子育
てができる。

・多様化する保育ニーズに対応するため、民間の力を活用
し、保育サービスの質を向上させ、保育内容の充実を図る。
・各児童福祉施設や公共施設の活用による児童の健全育
成の場を確保する。
・子育て中の家庭同士や地域住民が気軽に交流したり、協
力できる場の充実を図る。
・子育て家庭が抱える育児への不安や悩み、児童虐待など
に対応するため、関係機関と連携して訪問、相談等の支援
体制の充実を図る。
・子育て世帯への支援の充実を図る。

■課題の認識

辻村　彰規

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

保育料等未収金の原因分析及び改善を行う。

養育支援訪問や虐待防止のための支援体制の充実

保育料等未収金の収納率向上

各種手当の適切な処理

核家族化や夫婦共働きなど、就労状況の変化に応
じた保育の場の確保

児童手当、児童扶養手当、遺児手当、特別児童扶養手当の
適切な処理を行う。

幼保無償化に伴い新たに発生する業務について、適切な処
理を行う。

幼保無償化関連業務への適切な対応

新開保育園の認定こども園化を進め、市立幼稚園は、同保
育園へ時期を検討の上、統合を進める。

かるがも園について、指定管理者と民間移譲等について協
議を行い、方向性を決定する。

運営形態を検討し、今後の方向性を決定する。

中央児童館と西・東・蛭間・高台寺小の理解のもと、運営に
必要な人材の確保に努め事業を実施する。

子ども・子育て会議に諮りながら新たな計画を策定する。

様々な保育サービス（延長保育、休日保育、一時預かり及
び病後児保育等）を提供する。

子育て支援センター、家庭児童相談室での子育ての悩みに
対する支援を強化する。

公立保育園の認定こども園化、市立幼稚園の統合

心身障害児母子通園施設（かるがも園）のあり方の
検討

子育て支援センター、放課後児童クラブの業務体系
の検討

長期休暇における子どもの居場所づくりの確保

子ども・子育て支援事業計画及び子ども条例推進計
画の策定
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施策コード

2311

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・新開保育園の認定こども園化、市立幼稚園の統合
・心身障害児母子通園施設（かるがも園）のあり方、方向性の検討
・子育て支援センター、放課後児童クラブの運営形態の検討
・長期休暇における子どもの居場所づくり事業の拡充実施
・子ども・子育て支援事業計画及び子ども条例推進計画の策定
・様々な保育サービス（延長保育、休日保育、一時預かり及び病後児保育）の提供
・家庭訪問の実施による子育てに関する不安や悩みの解消施策
・要保護児童に対し、関係機関と情報連携を密にすることで未然防止、早期発見
・幼保無償化に伴い発生する業務についての適切な処理
・各種手当の適切な処理
・保育料未収金の徴収強化、削減

【事務事業一覧】

事業概要

2312

2312

1 施設適正配置業務

2 心身障害児母子通園事業

3 地域子育て支援事業

民間施設もある中、かるがも園のあり方について指定管
理者と協議し、方向性を決定する。

子育て支援センター、放課後児童クラブの運営形態を
検討し、今後の方向性を決定する。

新開保育園の認定こども園化を進め、市立幼稚園は、
同保育園へ時期を検討の上、統合を進める。

2313

2313

各種保育サービス提供事業

7 要保護児童等支援対策事業

2311

2312

6

4 子どもの居場所づくり事業

5 各種計画策定業務

運営に必要な場所と人材を確実に確保し、可能な限り
利用希望者を受け入れする。

子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業
計画及び子ども条例推進計画を策定する。

ニーズに応じた様々な保育サービス（延長保育、休日保
育、一時預かり及び病後児保育）を提供する。

子育て家庭を訪問し、子育てに対する相談を通じて、不
安や悩みを解消する。要保護児童に対し、関係機関と
情報連携を密にし、未然防止、早期発見に努める。

10 未収金収納率向上事務

9 各種手当支給事務

23138 幼保無償化関連業務

2313

2311

消費税増税に合わせて導入される幼保無償化に伴い発
生する業務について適切な処理を行う。

保育所保護者負担金未収金の徴収を強化し、滞納額の
削減を図る。

児童手当、児童扶養手当、遺児手当、特別児童扶養手
当の適切な処理を行う。
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■課の構成

健康推進課23人
課長１人
成人保健グループ10人（うち育休代替臨時的任用職員１人、臨時的任用職員１人）
母子保健グループ12人（うち育休代替臨時的任用職員３人、臨時的任用職員１人）

課　名 健康推進課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和元年5月14日課長名

・すべての市民が、自己肯定感を持ち、健康維持を意識
した生活を送り、健康で暮らしている。
　市民が主体的に健康づくりに取り組める仕組みが整っている。
　 健やかに安心して妊娠･出産･育児ができる環境が整っている。
　 市民の健康を中心に、医療・介護・福祉が連携している。
   各種検診・健康診査､感染防止体制が整っている。

 

・市民は、身近な場所で安心して医療を受けている。

・健康づくりの支援
・妊娠期から子育て期までの母子保健の充実
・感染症対策の推進
・保健・医療・福祉の連携
・地域医療体制の充実

■課題の認識

鈴木克己

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

地域の医療体制の維持・確保

・「世代をこえて　笑顔で　健幸　つながる　つしま」を目指す
ため､平成28年度から10年間を期間とする計画を推進する
ためのワーキングで、具体的な施策を展開する。

妊娠期からの切れ目のない、母子保健事業の充実を図る。
・産後ケア事業等、出産直後の産婦へのサービス事業の充
実を図る。

・健康マイレージ事業によって、市民の主体的な健康づくり
に繋がる取組を促進する。
・老若男女が「健康づくり」に取り組む仕組みを構築する。
・地域コミュニティ等のイベントにおける健康ボランティア活
動への支援

・がん検診（個別検診）広域実施内容の調整を行い､より受
診しやすい検診体制の整備をする。
・がん検診の啓発･勧奨方法の充実を図る。

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指す
ため、令和元年度から５年間を期間とする計画を推進する
ためのワーキングで、具体的な施策を展開する。

・市民の生命と健康を守るため、市民に必要な医療を提供
できるよう、地域医療体制の充実を図る。
・医療救護所を設営するための仕組みづくりを構築する。

「健康日本２１津島市計画」の推進

子育て世代包括支援センター事業の推進

地域での健康づくりの推進

がん検診の充実

「津島市自殺対策計画」の推進
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庁内各課の職員（ワーキンググループの構成員）が知恵を
出し合い､「津島市自殺対策計画」・「健康日本２１津島市計
画」の推進をする。

子育て支援課の利用者支援事業(基本型）と健康推進課の
利用者支援事業（母子保健型）の連携強化を図り、妊娠期
からの母子保健事業の充実を図る。

国民健康保険データベースシステム等によるデータの共有､
活用を図る。

保育所･幼稚園･小学校・中学校において､健康づくりに関す
る教室､授業を実施し､健康への関心を高める取り組みを進
める。

市民活動団
体、庁内各
課

「津島市自殺対策計画」・「健康日本２１津
島市計画」の推進

子育て支援
課

子育て世代包括支援センター事業の推進

保険年金課 国民健康保険（保険者）が行うデータヘル
ス計画への協力（保健事業）

子育て支援
課、学校教
育課

子どもに対する生活習慣病やがん等の意
識啓発

市民活動団
体

健康マイレージの推進 地域のイベントで、健康マイレージ事業をPRし、「健康づく
り」を奨励する。
事業所などで、組織的に「健康づくり」に取り組む団体を奨
励する。

協働（市民・関係機関等との連携）
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施策コード

2111

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・「世代をこえて　笑顔で　健幸　つながる　つしま」を目指すため、平成28年度から10年間を期間とする「健
康日本21津島市計画」を推進するためのワーキングで、具体的な施策を展開する。
・妊娠期からの切れ目のない、母子保健事業の充実をはかり、子育て支援課との連携を強化し、子育て世
代包括支援センター事業を推進する。
・健康マイレージ事業を通じて、市民が､健康診断の受診や健康講座の受講等に参加するなど､主体的に
健康づくりに取り組んでいただけるよう､協会けんぽ等と協力し周知を図り、参加者の増大に努める。
・「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すため、令和元年度から５年間を計画とする「津
島市自殺対策計画」を推進するためのワーキングで、具体的な施策を展開する。
・市民が必要な救急医療を受けられる医療体制を確保するため､地域の病院や診療所との連携を図り､医
療体制の維持･確保に努める。

【事務事業一覧】

事業概要

2112

2111

1
健康づくり推進事業
(健康日本21津島市計画)

2 母子保健事業

3
健康づくり推進事業
(健康マイレージ事業)

妊娠期からの切れ目のない、母子保健事業の充実を図
る。疾病や問題を早期に発見し、子どもが心身ともに健
やかに育つことを支援するため、産後ケア事業等の事
業の充実を図る。

健康マイレージ事業によって、市民の主体的な健康づく
りを促進する。

「世代をこえて　笑顔で　健幸　つながる　つしま」を目指
すため、平成28年度から10年間を期間とする「健康日本
21津島市計画」を推進するためのワーキングで、具体的
な施策を展開する。

2111

2113

健康づくり推進事業
(津島市自殺対策計画)

7 地域の医療体制の維持・確保

2111

2121

6

4 がん検診事業

5 予防接種・感染症予防事業

各種がん検診を実施し、がんの早期発見・早期治療を
推進する。

感染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防するた
め、予防接種法に基づく各種予防接種を実施する。

「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目
指すため、令和元年度から５年間を期間とする「津島市
自殺対策計画」を推進するためのワーキングで、具体的
な施策を展開する。

市民の生命と健康を守るため、市民に必要な医療を提
供できるよう、地域医療体制の充実を図る。

10

9

21118 食育推進事業
教室や研修、相談を通じて、規則正しい食習慣の重要
性等、食に関する正しい情報を提供する。
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1

2

3

4

5

6

7

8

平成30（2018）年度からの国保制度改革に伴い、保険税率
等の改正による国保財政の健全化を図るとともに、制度の
周知徹底を図る。

収納課と連携を図るとともに、ＭＰＮ（マルチペイメントネット
ワーク）活用等による口座振替の利用促進及び初期未納者
に対して電話催告を行う。

ＭＰＮ（マルチペイメントネットワーク）活用による口座振替の
利用促進や初期未納者への電話督促等滞納者との折衝機
会を増やす。

関係機関等と連携し、受診等しやすい環境を整え、受診率
及び保健指導による終了率の向上を図る。また、第２期
データヘルス計画・第３期特定健康診査等実施計画に基づ
いた健康課題に取り組むとともに、毎年のＰＤＣＡサイクルに
沿った効果的かつ効率的な保健事業を行う。

ジェネリック医薬品を促進するための差額通知書の送付（年
２回）、健康・医療費への関心を高め、医療機関からの医療
費請求の適正化のため医療費通知書（年６回）を送付し、医
療費の抑制に繋げる。

子育てにかかる経済的負担を図るために拡充した子ども医
療費支給制度を遂行する。

市民へ助成制度内容の周知徹底を図るとともに、津島保健
所とも連携を密にし、円滑な小児慢性特定疾病医療費支給
制度を遂行する。

国保財政の健全化

国民健康保険税の収納率向上

後期高齢者医療保険料の収納率向上

特定健診、保健指導の受診率等の向上及び効果的
かつ効率的な保健事業の実施

国民健康保険の医療費の適正化

課長名

安定した医療制度のもと、市民が安心して医療にかかる
ことができ、健康に暮らしている。

・国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営
・特定健診、保健指導による生活習慣病の重症化予防
・後期高齢者医療制度、年金制度への市民の理解促進
・福祉の向上のための福祉医療制度の実施

■課題の認識

髙橋武利

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入する70歳以
上の方の負担限度額が、平成30（2018）年度の８月診療分
から改正されたため、市民への制度内容の周知徹底を図
り、円滑に高額療養費制度を遂行する。

小児慢性特定疾病医療費助成に伴う適切な事業実
施

高額療養費制度の円滑な事業実施

子ども医療費の助成拡大に伴う円滑な事業実施

■課の構成

保険年金課　28人
　・課長　１人
　・国民健康保健Ｇ　18人（うち再任用２人、嘱託職員５人、臨時的任用職員１人）
　・医療・年金Ｇ　９人（うち育休代替臨時的任用職員１人、再任用１人）

課　名 保険年金課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

　令和元年5月7日
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9

10

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和元（2019）年度は軽減制度（被用者保険の被扶養者及
び低所得者）が本則どおりとなる。また、低所得者への軽減
制度のうち、９割軽減が８割軽減となることから、広域連合と
連携し、市民への周知徹底を図る。

令和元（2019）年10月から施行される「年金生活者支援給付
金の支給に関する法律」に伴い、低所得高齢者などへの給
付に対し、年金事務所との協力・連携を図り、資格確認等を
迅速かつ適正に行う。

窓口での年金相談の円滑な対応

■課題の認識

協働（市民・関係機関等との連携）

後期高齢者医療制度の円滑な事業実施

各関係部署及び各医療機関と連携を図り、市民に各種医療
費助成制度や特定健康診査・保健指導の実施等を的確に

情報提供する。

庁内関係部
署・医療機

関

各種医療費助成、補助制度等の的確な情
報提供。特定健康診査・保健指導の的確

な情報提供。
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10 国民年金事業

9 後期高齢者医療制度事業

2221
2222

8
高額療養費事業
（国民健康保険・後期高齢者医療保
険）

2222

2223

70歳以上の方の負担限度額が平成30（208）年度の８月
診療分から改正されたことから、市民へ制度内容の周
知徹底を図り、円滑に高額療養費制度を遂行する。

令和元（2019）年10月から施行される「年金生活者支援
給付金の支給も関する法律」に伴い、低所得高齢者な
どへの給付に対し、年金事務所との協力・連携を密にし
市民への周知を行うとともに、年金制度全般についても
同様に行う。

令和元（2019）年度は軽減制度（被用者保険の被扶養
者及び低所得者）が本則どおりとなることから、広域連
合と連携し、市民への周知徹底を図る。

2222

2221

福祉医療費助成事業
（子ども医療費支給事業）

7
福祉医療費助成事業
（小児慢性特定疾病医療費支給事
業）

2222

2222

6

4 後期高齢者医療保険料収納事業

5 国民健康保険の医療費適正化事業

保険料の納付相談、口座振替、広報等による啓発を行
い、収納率向上を図る。

ジェネリック医薬品の促進のための差額通知書（年２
回）、健康・医療費への関心を高め、医療機関からの医
療費請求の適正化のため医療費通知書（年６回）を送
付し、医療費の抑制に繋げる。

保護者の経済的負担の軽減及び児童等の福祉の増進
を図るため、所得要件を廃止した中学校３年生まで、及
び所得制限による中学校卒業から18歳までの医療費を
助成する。

保護者の経済的負担の軽減及び児童等の福祉の増進
を図るため、保険適用となる自己負担分を助成する。

2221

2111

1 国保財政の健全化

2 国民健康保険税収納事業

3 保健事業

保険税の納付相談、口座振替、広報等による啓発を行
い、収納率向上を図る。

40歳以上の方を対象に健康診査の受診等を勧奨し、生
活習慣病の早期予防を図る。

平成30（2018）年度からの国保制度改革に伴い、保険税
率等の改正による国保税制の健全化を図るとともに、制
度の周知徹底を図る。

施策コード

2221

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・平成30（2018）年度の国保制度改革に伴い、国民健康保険事業の安定化のため、国民健康保険税の適
性な賦課、収納率の向上、口座振替の促進に努めるとともに、医療費の抑制や健康増進を図るため、ジェ
ネリック医薬品の活用や特定健診・保健指導の事業を積極的に行う。
・年金制度については、令和元（2019）年10月から施行される「年金生活者支援給付金の支給に関する法
律」に伴い、低所得高齢者などへの給付も踏まえ、制度改正に対応すべく年金事務所と連携を図り、適切
な年金事務を行う。
・今後の社会保障制度の動向を注視しつつ、必要に応じて新制度への対応準備に努める。
・後期高齢者医療制度において、令和元（2019）年度においても軽減制度が本則どおりとなるため、周知徹
底を図る。
・70歳以上の高額療養費制度については、平成30（2018）年度の８月診療分から改正されたことから、周知
徹底を図る。

【事務事業一覧】

事業概要


