
平成２９年度　保健福祉部の運営方針と目標 保健福祉部長　國嶋　隆雄

1．保健福祉部の方針
①

②

③

④

２．保健福祉部の体制・予算概要（平成２９年４月１日現在）

①職員数

正職員
嘱託職員
臨時職員

②予算規模

千円

３．保健福祉部の平成２９年度の目標

①

②

③

④

市民の介護予防意識を高め、高齢になっても住み慣れた地域で、自立した日常生活を営み、安心して
住み続けられるまちづくりを目指します。

全ての市民が生涯を通じて健やかに心豊かな生活を送るため、市民一人ひとりの健康意識を高め、
主体的に健康づくりに取り組める環境づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指します。

48人

「滝川市障がい福祉計画」（Ｈ27～29年度）及び「滝川市障がい者計画」（Ｈ25～29年度）に基づき、障がいがあっても必要
な支援・配慮を受けて社会参加し、安定、充実した地域生活が過ごせるよう支援します。
また、今年度は第５期（Ｈ30～32年度）障がい福祉計画及び障がい者計画（Ｈ30～34年度）の策定を行います。

77人保健福祉部職員数　　183人

部　長

写　真

生活保護法及び障害者総合支援法等に基づき、要支援者や関係各団体等に対する適切な支援を実
施し、安心安全な地域生活を支えます。

「こども未来づくり条例」に基づき、地域で支える子育て・子育ち環境づくりの輪をひろげ、まちの未来
を担うこども達の健やかな成長と安心して子育てができるまちづくりをすすめます。

58人

「滝川市こども・子育て支援事業計画」に基づき、安心して子育てができるように、適正に保育所等を運営するとともに、子
育て支援・子育て環境の向上に取り組みます。

市民一人ひとりの健康意識を高め、社会全体で健康づくりを推進するため策定した「第2次健康たきかわ前期アクションプラ
ン」の評価、分析をもとに、後期アクションプランの策定に取り組みます。また、少子化対策の一環として、不妊治療支援事
業・妊婦健康診査支援事業による助成を継続し、安心・安全な出産をサポートするほか、「第3次滝川市食育推進行動計
画」に基づき、幅広い世代を対象に「食」を通じた健康な体と心を育む取組みを推進します。

第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画最終年として、地域支援事業での介護支援ボランティアポイント制度と生
活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）に着手し、第７期計画を前提とした体制整備の進捗を図ります。
また、第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定課題を把握するため、アンケート調査を行い、高齢者の住み
慣れた地域での自立した日常生活を支えるために策定作業を進めます。

平成２９年度保健福祉部予算総額 8,309,003



４．保健福祉部の重点事業（各課別重点課題順）

・市民、議会、介護事業者等からの意見聴取及び計画案の説明

・滝川市保健医療福祉推進市民会議を通じた計画案の検討、作成

・アンケート調査の実施による課題等の把握

・滝川市保健医療福祉推進市民会議を通じた計画案の検討、作成
・当事者、議会、事業者等からの意見聴取及び計画案の説明

・滝川市保健医療福祉推進市民会議を通じた計画案の検討、作成
・当事者、議会、事業者等からの意見聴取及び計画案の説明

・2月～3月：補助申請準備

・6月～1月：設置事業者選定、整備内容の調整

・7月下旬：整備計画策定

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容 平成30年度から平成32年度までの3か年を計画期間とする次期計画を策定します。

目標
・成果

⑦ 事業名
第7期滝川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画の策定

介護福祉課 担当
土橋・相澤・木村・橋本・西

尾・庄野・加地

・介護支援ボランティアポイント制度の実施
・生活支援体制整備事業の推進

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容 今期計画に基づき、介護保険事業の安定した運営、推進を図ります。

目標
・成果

⑥ 事業名
第6期滝川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画の推進

介護福祉課 担当
土橋・相澤・木村・橋本・西

尾・庄野・加地

消費税率引上げによる影響緩和のため、低所得の方に給付金を支給する。

市政執行方
針掲載の有
無

－

内容 国の制度に基づいた臨時福祉給付金を支給します。

目標
・成果

③ 事業名 臨時福祉給付金（経済対策分） 福祉課 担当 薦田・吉田

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容
施設が老朽化し耐震補強が困難な二の坂保育所について、平成30年度からの建替事業の実施に向けて整備計画の策定等準備
を進めます。

目標
・成果

④ 事業名 二の坂保育所の建替えの推進 子育て応援課 担当 柳・内田・細矢・小山・安楽

・国のガイドラインを踏まえた子育て支援サービスと母子保健サービスとの連携方法・体制、設置場所等の検討
・子育て支援拠点との連携を検討

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容
妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援と、要支援児童に関する情報共有と対応体制の充実を目指し、平成30年度から
の設置に向け検討します。

目標
・成果

⑤ 事業名 子育て世代包括支援センターの設置準備 子育て応援課 担当 米澤・柳・内田・竹内・健康づくり課

目標
・成果

事業名 第5期「滝川市障がい福祉計画」の策定 福祉課 山本・浅山・堀
市政執行方
針掲載の有
無

○

目標
・成果

② 担当

内容
障害者総合支援法第88条第1項に規定する障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に対する
計画（市町村障害福祉計画）として策定し、滝川市障がい者計画における生活支援サービス、3年間の実施計画です。

担当 山本・浅山・井口
市政執行方
針掲載の有
無

○

内容 障害者基本法第11条第３項に規定する市町村障害者計画として、障がい者施策の基本的な方針及び目標を定めます。

① 事業名 「滝川市障がい者計画」の策定 福祉課



支援を必要とする方への事業周知

・一般不妊治療費、不育治療費助成申請予定者数　　20人

※平成28年度実績　21組　26人（うち妊娠又は出産に至った方4人：19.0％）

・妊婦健康診査受診予定者数　　270人

少子化対策の一環として不妊症や不育症に悩む夫婦の経済的負担軽減を図ることで、治療のスタートを切りやすい環境をつくる
ため、一人につき10万円を上限（2年まで）に一般不妊治療費・不育治療費の助成を行います。また、安心安全な出産のため、妊
婦健康診査に係る費用の助成と保健師・栄養士による2回の保健指導を行う妊婦健康診査支援事業を実施します。

内容

・前期アクションプランの評価、分析

・後期アクションプランの策定

・食の循環や環境を意識した食育の推進

・食文化の継承に向けた食育の推進

・食を通じた健康づくりの取組みの推進

「滝川市中央老人福祉センターのあり方を検討する市民会議」最終報告書の内容を踏まえ、老人クラブ連合会との協議のもと、活
動内容や活動拠点等の今後を見据えた方針を立てる。

市政執行方
針掲載の有
無

○

内容
平成28年度に策定した計画（計画期間Ｈ29～Ｈ33）に基づき、幅広い世代を対象として「しっかり噛んでおいしく食べる」をテーマ
に、市民一人ひとりが「食」に関心を持ち、「食」を通じて健康な体と心を育むための取組みを推進します。

目標
・成果

・食を通じた豊かな心の醸成

⑪ 事業名 第3次滝川市食育推進行動計画の推進 健康づくり課 担当 白石・澤田

⑧ 事業名 中央老人福祉センターのあり方検討 介護福祉課 担当 土橋・庄野
市政執行方
針掲載の有
無

－

内容 老朽化の著しい中央老人福祉センターのあり方について、老人クラブ活動等のあり方を含め検討し、方針を立てます。

目標
・成果

市政執行方
針掲載の有
無

○⑨ 事業名 不妊治療支援事業・妊婦健康診査支援事業 健康づくり課 担当 運上

目標
・成果

⑩ 事業名 第2次健康たきかわ21後期アクションプランの策定 健康づくり課 担当 白石・運上・村井
市政執行方
針掲載の有
無

○

内容
一人ひとりみんなが元気でいられるまちの実現を目指し策定した前期アクションプランが、平成29年度で終期を迎えることから、さ
らに市民の健康意識を高め、健康寿命の延伸をめざし、後期アクションプランの策定に取り組みます。

目標
・成果



５．年間業務スケジュール

△申請受付開始、以後随時支給

▽整備計画の作成
▽設置事業者の選定・整備内容の調整

▽補助申請準備

▽子育て世代包括支援センターの設置の検討
▽先進地視察

▽職員・施設等対応準備

▽社協（委託事業者）との内容検討等

△市広報・公式ホームページ等による周知
△活動参加登録開始

▽ボランティア活動等開始
▽ポイント交換

▽委託事業の実施状況管理・調整等

▽協議体のあり方検討

▽生活支援コーディネーター等による関係団体との調整・地域資源研究等

▽制度研究・検討

▽アンケート調査の内容検討・調査実施

▽アンケート結果の分析等

▽第６期計画の分析・評価等

▽保健医療福祉推進市民会議・計画策定専門部会での検討

▽市民説明・意見聴取等

▽計画決定・周知等

▽市老連等関係団体等との検討・調整
△方針決定

▽不妊治療費・不育治療費の助成周知(広報・ラジオ等)

▽妊婦健康診査の受付開始、随時助成

▽前期アクションプランの評価
▽後期アクションプランの策定

△食を通じた健康づくり等の取組み

不妊治療支援事業・妊婦
健康診査支援事業

第2次健康たきかわ21前
期アクションプランの評
価・後期アクションプラン
の策定

△保健医療福祉推進市民会議（以後、随時）

△自立支援ネットワーク会議の開催（以後、随時）

（介護支援ボランティアポイ
ント制度の実施）

第７期滝川市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業
計画の策定

第６期滝川市高齢者保健
福祉計画・介護保険事業
計画の推進

（生活支援体制整備事業の
推進）

臨時福祉給付金（経済
対策分）給付事業

滝川市障がい者計画
の策定・滝川市障がい
福祉計画の策定

二の坂保育所の建替え
の推進

子育て世代包括支援セン
ターの設置準備

中央老人福祉センターの
あり方検討

12事業・業務名 4 5 3 備　　考6 11 17 8 9 10 2

第3次滝川市食育推進行
動計画の推進


