
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑顔あふ参傘安心裁崎暮らせ傘保健福祉都市を薩菜裁崎 

θ保健福祉分野χ 

 

第ǖ節 高齢者歳安心裁崎生活埼済傘福祉の充実 

第ǘ節 障歳い者歳一般社会埼安心裁崎生活埼済傘福祉の充実 

第ǚ節 市民歳生涯を通載崎健康埼安心裁崎暮らせ傘 

保健・医療の充実 

第ǜ節 子鷺雑を安心裁崎産み育崎ら参傘環境の整備 

第Ą節 総合的作地域福祉の推進 
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膅％䐢 人口推計癉瞟矞高齢化率癮推移膅各烝臤𦣝鏤臤日現在䐢

第第第第ǖǖǖǖ節節節節    高齢者歳晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実高齢者歳晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実高齢者歳晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実高齢者歳晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実 

 

 

ǖ 総人口削占薩傘ĽĄ歳以琢昨割合朔腰烋成ǘĽ烝ǚ鏤ǖ日昨時点埼ǘĽ.ǘ％碕作榊崎い

擦際甑ǖǹ烝前碕比冊崎Ş．ǜ治使ン詞増加裁崎採三腰超後雑更削加）際傘こ碕歳予想細

参崎い擦際甑 

ǘ 後期高齢者昨健康診断溜診率朔腰烋成ǘǜ烝度朔ǜǜ．Ľ％碕作榊崎採三腰烋成ǘǹ烝

度碕比冊崎Ľ．ǘ治使ン詞増加裁崎い擦際甑超高齢社会[膘ゲ]削採い崎腰高齢者歳健康埼自

立裁た生活燦送傘た薩削朔腰生活習慣病予防や疾病昨早期発見質早期治療歳必要埼際甑 

ǚ 烋成ǘĽ烝ǘ鏤鑽時点昨要支援質要跳護認定者朔ǘ,ĽŤĽ人碕作三腰前烝同時期碕比

冊崎約Ş．ǖ％増加裁崎い擦際甑健康梹命[膘コ]燦延柵際流組燦推進際傘碕碕雑削腰高齢者

歳撤札慣参た地域埼生活埼済傘皿う保健腰医療腰福祉昨様々作支援歳勉参目作采提供細参

傘地域包括ケ仔体制昨構築歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǜ 一人暮晒裁や認知症昨高齢者昨増加作鷺腰高齢者燦流三巻采状況雑大済采変化裁崎採三腰地

域埼昨見晤三や支え合い腰閉載こ雑三防溺昨た薩削外出機会昨確保作鷺歳求薩晒参崎い擦際甑 

 

 

市民歳烝齢削関わ三作采輝済続砕晒参傘社会昨実現削向砕腰跳護予防碕健康咲采三燦推進

際傘碕碕雑削腰誰雑歳生済歳い燦持ち充実裁た生活燦送参傘皿う腰多様作社会参加燦支援裁腰

高齢者燦地域全体埼支え合うた薩昨仕組札咲采三作鷺削皿三腰晧心裁崎撤札続砕晒参傘福祉

昨充実燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 跳護予防碕健康咲采三 

会 高齢者保健福祉計き昨推進 

高齢者保健福祉計き削基咲済腰高齢者歳自便晒裁采腰生済歳い燦雑榊崎腰地域昨一員

碕裁崎豊栽作知識や経験燦発揮裁作歳晒暮晒際祭碕昨埼済傘地域社会昨構築燦薩菜裁腰

各種支実ビ旨質施策燦総合的削推進裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1 超高齢社会 

ĽĄ歳以上昨老年人口歳増大裁た社会甑高齢化率θĽĄ歳以上昨人口歳総人口削占薩傘割合χ削皿榊崎腰高齢化社会θ高齢

化率Ś％～ǖǜ％χ腰高齢社会θ同ǖǜ％～ǘǖ％χ腰超高齢社会θǘǖ％以上χ削便類細参傘甑 

℧「 健康梹命 

健康上昨問題埼日常生活歳制限細参傘祭碕作采生活埼済傘期間甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    

膅資料：企画譏策課䐢 
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膅％䐢 後期高齢者医療健康診査受診率

地域癮会館𤹪行瘥瘳い矞地域磹キ磹キ元気瘼く瞤事業 

解 跳護予防質健康咲采三宙業昨推進懇裴点施策昏 

健康梹命燦延柵際流組碕裁崎腰坤介護予

防教室墾坤地域使キ使キ元気咲采三宙業墾

坤桜傘細碕農援隊宙業墾作鷺昨宙業燦推進

際傘碕碕雑削腰坤介護支援治使ン詞制度墾

削皿三腰高齢者自晒昨健康保持燦目的碕裁

た滋鹿ン至伺仔活動燦支援裁擦際甑 

 

 

 

回 健康診査昨推進 

糖椰病等昨生活習慣病燦早期削発見

裁腰治療削肴作砦傘た薩腰特定健康診査

θŚǜ歳擦埼χや癆期高齢者医療健康診

査θŚĄ歳以上χ燦推進裁擦際甑 

 

 

 

ǘ 多様作社会参加昨促進 

会 就業昨促進 

あ済傘褫市斯識飼実人闍止ンタ実燦支援際傘祭碕削皿三腰高齢者昨経験や能力燦活栽

際祭碕歳埼済傘就業昨機会燦提供際傘作鷺腰高齢者昨就業燦透進裁擦際甑 

解 社会参加昨促進 

高齢者歳地域社会埼積極的作役割燦果た在傘皿う腰滋鹿ン至伺仔活動や高齢者屍鹿字

作鷺昨団体活動燦支援裁腰高齢者昨社会参加燦透進裁擦際甑 

ǚ 高齢者昨地域生活匙昨支援 

会 跳護支実ビ旨昨適塡作提供 

介護保険宙業計き削基咲済腰居宅支実ビ旨や施設支実ビ旨腰地域密着型支実ビ旨作鷺

昨必要作支実ビ旨昨供給褻燦確保裁腰介護支実ビ旨燦適塡削提供裁擦際甑 

解 ケ仔爾資施磁ン詞昨充実 

師仔爾ネ施ャ実昨能力向上燦支援θ相談質研修質援妹χ裁腰居宅介護支援宙業所昨師

仔爾ネ施磁ン詞昨充実燦図三擦際甑 

回 跳護支実ビ旨宙業者削檮際傘指導等昨推進 

介護保険制度昨信頼燦高薩傘た薩腰東京都碕連携燦図三腰介護保険支実ビ旨宙業者削

檮際傘指棡等燦推進裁擦際甑 

 

膅資料：事務報告書䐢 
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塊 在宅支援昨充実 

高齢者昨一人暮晒裁世澳や高齢者世澳削檮際傘配食支実ビ旨宙業等昨妹耨作鷺腰在宅

支援昨充実燦図三擦際甑 

壊 跳護者匙昨支援 

高齢者昨採殺肴等給付宙業碕碕雑削腰介護や病気昨知識燦学鮭た薩昨家族介護者教室

燦実施際傘作鷺腰介護者昨ヅ担軽減昨た薩昨支援燦裁擦際甑 

ǜ 連携碕支え合い昨仕組札咲采三 

会 総合的作相談質支援体制昨充実 

地域包括支援止ンタ実[膘ゴ]燦中心削腰関逃機関碕昨連携燦密削裁腰高齢者やそ昨家族

削檮際傘済薩細栽作支援燦行うた薩腰総合的作相談質支援体制燦充実裁擦際甑 

解 高齢者燦支え合う地域咲采三昨推進懇裴点施策昏 

高齢者歳撤札慣参た地域埼晧心裁崎生活埼済傘皿う腰多様作見晤三活動削流三組殺作

鷺腰高齢者燦支え合う地域咲采三燦推進裁擦際甑 

回 高齢者虐待昨早期発見碕迅）質的確作檮応 

地域削採砕傘関逃機関相互昨情報交換や連携腰高齢者虐待防溺昨普及質啓発作鷺燦実

施際傘た薩削設置裁た坤高齢者虐待防溺ネ紫詞ワ実屍会議墾燦活用裁腰高齢者虐待昨早

期発見碕迅）栽肴的確作檮応燦図三擦際甑 

塊 認知症檮策昨推進 

認知症削檮際傘塡裁い理解や接裁方作鷺昨研修会昨開催碕認知症支治実タ実昨養耨

削流三組殺碕碕雑削腰認知症予防昨た薩昨情報提供燦実施際傘作鷺腰認知症檮策燦推進

裁擦際甑 

Ą 晧心裁崎撤札続砕晒参傘生活環境昨整備 

会 付滑作移動質活動匙昨支援 

障害燦感載傘祭碕作采腰付滑削移動や活動歳埼済傘皿う支援裁擦際甑 

解 撤宅質施設匙昨入居支援 

市不削撤札62砕たい高齢者削檮裁腰撤宅や施設へ昨入居燦支援裁擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧」 地域包括支援止ンタ実 

介護保険法削基咲済設置際傘地域撤民昨保健質福祉質医療昨向上や虐待防溺腰介護予防爾ネ施磁ン詞作鷺燦総合的削行う機関甑 

要跳護質要支援認定者昨推移θ各烝ǚ鏤ǚǖ日現在χ                 θ単哲Ź人χ 

烝度 要支援 ゲ 要支援 コ 

経過的 

要跳護 

要跳護 1 要跳護 「 要跳護 」 要跳護 4 要跳護 5 合 計 

烋成 コケ 烝燵 ココケ コスケ ケ コシゲ ゴシス ゴズザ ゴゲコ ゴゴシ コ,ゲジコ 

烋成 コゲ 烝燵 コゲジ コシス ケ ゴゲザ ゴジケ ゴザゲ ゴケジ ゴコシ コ,ゲザサ 

烋成 ココ 烝燵 コゲス コゴコ ケ ゴスシ ゴジジ ゴコジ ゴコズ ゴコス コ,ゲズジ 

烋成 コゴ 烝燵 コゲス コササ ケ サココ サコサ ゴサシ ゴコザ ゴゴス コ,ゴゲジ 

烋成 コサ 烝燵 コココ コジス ケ サズゲ サシコ ゴズジ ゴザケ ゴゲザ コ,ザゲザ 

 

膅資料：事務報告書䐢 
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膅人䐢 障疰い者数癮推移

精神障疰い者

知的障疰い者

身体障疰い者

第第第第ǘǘǘǘ節節節節    障歳い者歳一般社会埼晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実障歳い者歳一般社会埼晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実障歳い者歳一般社会埼晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実障歳い者歳一般社会埼晧心裁崎生活埼済傘福祉昨充実 

 

 

ǖ 市不昨障歳い者数朔腰烋成ǘĽ烝ǘ鏤鑽現在ǚ,ǚǖŚ人θ身体障歳い者ǘ,ǘĽǚ人腰

知的障歳い者Ľǖǜ人腰精神障歳い者ǜǜǹ人χ碕作榊崎採三腰障害福祉支実ビ旨昨利用

者朔腰増加傾向削あ三擦際甑 

ǘ 精神障害者地域活動支援止ンタ実腰障歳い者就労質生活支援止ンタ実及索障害者通所支

援施設埼朔腰障歳い者昨社会復澣腰社会参加腰自立更生及索生活跳護削関際傘宙業燦行榊

崎い擦際甑 

ǚ 障歳い者やそ昨家族等歳腰い肴埼雑晧心裁崎気軽削相談埼済腰必要作情報歳得晒参傘皿

う腰情報提供や相談支援体制昨充実歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǜ 市民一人一人歳腰障害昨あ傘作裁削関わ晒剤腰採互い昨人権燦尊裴裁腰わ砕隔崎作采接

際傘こ碕歳埼済傘腰差別昨作い社会昨実現歳求薩晒参崎い擦際甑 

 

 

賜実爾鹿使死実斯辞ン[膘サ]昨理念や心昨バ式仔児式実燦浸透細在傘流組燦推進際傘碕碕雑

削腰暮晒裁や際い生活昨場昨確保や権利擁護腰社会参加作鷺昨支援削皿三腰障歳い者歳晧心

裁崎生活埼済傘福祉昨充実燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 障歳い者福祉昨推進 

会 障害福祉計き昨推進 

障害福祉計き削基咲済腰障害福祉支実ビ旨や相談支援腰地域生活支援宙業作鷺昨各種

宙業燦付滑削提供裁腰障害昨あ傘作裁削関わ晒剤腰誰雑歳地域埼生済生済碕暮晒在傘擦

ち咲采三燦進薩擦際甑 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧4 賜実爾鹿使死実斯辞ン 

高齢者や障歳い者作鷺燦施設削隔頹在剤腰健常者碕一緒削妹砕合い作歳晒暮晒裁崎い采昨歳塡常作社会昨あ三方碕際傘考え方甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    

膅資料：事務報告書䐢 
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解 理解質啓発活動昨推進 

障歳い者団体等碕協力裁作歳晒腰障歳い者福祉削関際傘広報活動や交流昨場咲采三燦

進薩傘作鷺腰障害や障歳い者削檮際傘理解質啓発活動燦推進裁擦際甑 

回 障歳い者匙昨虐待防溺 

障害者虐待防溺止ンタ実や東京都腰警察署作鷺碕昨連携削皿三腰養護者や障害者福祉

施設癩宙者作鷺削皿傘障歳い者虐待昨防溺削昧薩擦際甑 

ǘ 自立生活昨支援 

会 地域削採砕傘自立生活匙昨支援 

地域自立支援協議会燦中核碕裁崎腰専門的作相談支援体制昨充実燦図傘碕碕雑削腰就

労や生活削関際傘総合的作支援燦行う作鷺腰地域削採砕傘障歳い者昨自立生活燦支援裁

擦際甑 

解 情報提供昨充実 

障歳い者削関わ傘各種制度や支実ビ旨作鷺燦総合的削擦碕薩た手引燦発行際傘碕碕

雑削腰市広報紙や次実痔時実施作鷺燦通載崎情報提供昨充実燦図三擦際甑 

回 在宅支援支実ビ旨昨充実 

在宅埼介護支実ビ旨燦溜砕作歳晒生活燦6162裁崎い砕傘皿う腰訪問系支実ビ旨昨質昨向上削

流三組殺祭碕作鷺削皿三腰在宅支援支実ビ旨昨充実燦図三擦際甑 

塊 支援機関碕昨連携 

障歳い者歳撤札慣参た家庭や地域埼生活埼済傘皿う腰相談支援機関や保健所腰医療機

関腰障害福祉支実ビ旨提供宙業所作鷺昨支援機関碕昨連携燦図三擦際甑 

壊 コ璽自ニケ実斯辞ン支援昨充実 

意思疎通燦図傘祭碕削支障昨あ傘障歳い者削腰手話通訳者等燦派遣際傘作鷺腰コ璽自

ニ師実斯辞ン支援燦充実裁擦際甑 

廻 地域生活匙昨移行促進 

障歳い者歳地域埼生活燦送傘祭碕歳埼済傘皿う腰地域移行支援質地域定着支援作鷺削

皿三腰入院質入所施設栽晒地域生活へ昨移行燦透進裁擦際甑 

ǚ 生活行動昨支援 

会 特別支援教育昨推進 

障歳い昨あ傘幼児や児童質生癨歳腰そ昨持崎傘力燦高薩腰生活や学習上昨困飫燦改善質

克服際傘た薩腰特別支援教育燦推進裁擦際甑 

解 日中活動昨場昨確保 

生活介護や機能訓練質生活訓練腰就労支援宙業作鷺燦行う施設燦支援裁腰日中活動昨

場昨確保燦図三擦際甑 

回 移動質コ璽自ニケ実斯辞ン支援支実ビ旨昨推進 

屋外埼昨移動歳困飫作障歳い者歳外出埼済傘皿う腰障害削応載た移動質コ璽自ニ師実

斯辞ン支援支実ビ旨燦推進裁擦際甑 
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膅件䐢膅千付䐢 障害者自立支援法癉基瘼く障害福祉秇籞ビス費癮推移

障害福祉秇籞ビス費

給付件数

障害福祉癮相談籗支援等癮機能を鐚す矞瓖秋川健康会館瓘 

ǜ 社会参加昨支援 

会 就労昨支援 

就労全般昨相談質支援燦行う碕碕雑削腰就労昨機会昨荐大や職場定着支援作鷺腰障歳

い者昨就労燦支援裁擦際甑 

解 社会復澣昨促進 

障害福祉支実ビ旨や地域生活支援宙業昨利用透進腰就労支援燦図傘祭碕作鷺削皿三腰

社会復澣燦透進裁擦際甑 

回 障歳い者雇用昨促進 

障歳い者歳そ昨能力碕適塡削応載た邊用昨場削就済腰地域埼自立裁た生活燦送傘祭碕

歳埼済傘皿う腰市不昨宙業所へ昨障歳い者邊用燦透進裁擦際甑 

塊 旨治実肢質文化活動昨充実碕参加昨支援 

障歳い者歳参加際傘旨治実肢や文化活動燦充実細在傘碕碕雑削腰移動支援等昨宙業燦

通載参加燦支援裁擦際甑 

壊 障歳い者団体昨運営支援 

あ済傘褫市障害者団体連絡協議会碕連携燦図三腰障歳い者団体昨運営燦支援裁擦際甑 

廻 障害福祉昨拠点施設昨提供 

障歳い者就労質生活支援止ンタ実腰地

域活動支援止ンタ実腰虐待防溺止ンタ実燦

秋川健康会館不削設置裁腰障歳い者昨生活

全般燦支治実詞際傘施設碕裁崎提供裁擦

際甑 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

膅資料：事務報告書䐢 ※ 障害者自立支援法皕𤩍烋成𦣪臿烝臽鏤臤日㽷瞢障害者総合支援法㿉し瘳い矞璒 
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市不癮景観地𤺋癁をコ籞ス癉した瓖𥁊矟あいウ礛籞ク瓘 

第第第第ǚǚǚǚ節節節節    市民歳生涯燦通載崎健康埼晧心裁崎暮晒在傘保健質医療昨充実市民歳生涯燦通載崎健康埼晧心裁崎暮晒在傘保健質医療昨充実市民歳生涯燦通載崎健康埼晧心裁崎暮晒在傘保健質医療昨充実市民歳生涯燦通載崎健康埼晧心裁崎暮晒在傘保健質医療昨充実 

 

 

ǖ 生活習慣病予防昨た薩削実施裁崎い傘特定健康診査昨烋成ǘǜ烝度昨溜診率朔腰

ǜĽ．Ľ％碕作榊崎採三腰烋成ǘǹ烝度碕比冊崎ǚ．Ą治使ン詞増加裁崎い擦際甑一方埼腰

診査結果栽晒生活習慣病昨発症式旨ク歳高采腰生活習慣燦見直際必要歳あ傘方削行う特定

保健指導昨参加率朔ǘǚ．ǖ％碕作榊崎採三腰烋成ǘǹ烝度碕比冊崎Ť．ǜ治使ン詞減少

裁崎い擦際甑生活習慣昨変化や高齢化昨進展作鷺燦踏擦え腰総合的作生活習慣病檮策昨必

要歳あ三擦際甑 

ǘ 裴症化歳懸念細参傘高齢者昨感韆症檮策碕裁崎腰使ン児識エン孜予防接種昨促進碕普

及質啓発削流三組札腰烋成ǘǜ烝度昨接種率朔ǜǹ．Ş％碕作榊崎採三腰ǖǹ烝前碕比冊崎

Ş．ǜ治使ン詞増加裁崎い擦際甑 

ǚ 身近作地域埼必要作碕済削腰晧心裁崎適勉作医療歳溜砕晒参傘皿う腰地域医療体制昨充

実歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǜ 感韆症昨発生予防や蔓延防溺昨た薩昨予防接種昨充実腰坤心昨病墾燦裴症化細在作いた薩

昨心昨健康咲采三昨充実作鷺歳求薩晒参崎い擦際甑 

 

 

市民一人一人歳健康削関心燦持ち腰坤自便昨健康朔自便埼晤傘墾碕いう意識昨高揚燦図三腰

各種健康診査質検診昨溜診率燦高薩傘碕碕雑削腰地域埼昨健康咲采三活動昨支援や予防接種

昨促進作鷺削皿三腰生涯燦通載崎健康埼晧心裁崎暮晒在傘保健質医療昨充実燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 健康咲采三昨充実 

会 薩菜在健康あ済傘褫ǘǖθ健康増進計きχ昨推進 

薩菜在健康あ済傘褫ǘǖθ健康増進計きχ削

基咲済腰坤子育崎世代墾坤働済盛三世代墾坤高齢

者世代墾昨健康咲采三施策燦展開裁腰生涯燦通

載た市民一人一人昨健康咲采三燦進薩擦際甑 

解 健康教育昨推進 

生活習慣病昨予防や健康削関際傘塡裁い

知識燦普及際傘た薩腰学校や地域作鷺身近作

場所削採い崎腰適勉作指棡や支援削皿傘健康

教育燦推進裁擦際甑 

回 各種健康診査質検診昨充実 

生活習慣病昨予防や歳珊昨早期発見腰母碕子昨健康昨維持質増進作鷺燦図傘た薩腰特

定健康診査や生活習慣病予防健康診査[膘ザ]作鷺昨各種健康診査質検診昨充実燦図三擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧5 生活習慣病予防健康診査 

職場等埼健康診査や人間詩紫屍作鷺燦溜砕傘機会昨作いǚĄ歳栽晒ǚ９歳擦埼昨人燦檮象削腰生活習慣昨改善歳必要作人燦

早期削発見裁腰生活習慣病削作晒作い皿う削予防際傘た薩削実施際傘健康診査甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    
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膅％䐢 特定健康診査受診率㿉特定保健指導参加率

特定健康診査受診率

特定保健指導参加率

瓖健康癮瘨癁い瓘𤹪スタッ竴㿉し瘳活動す矞笯箐ンテ磦磕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塊 歯科保健昨充実 

乳幼児昨虫歯や歯周疾患作鷺昨予防措置昨荐大燦図傘た薩腰定期的作歯科健診や栽栽

三肴砕歯科医昨推進作鷺削皿三腰歯科保健昨充実燦図三擦際甑 

壊 地域削採砕傘健康咲采三昨推進 

健康咲采三推進協議会削皿傘地域昨実

情削応載た健康咲采三檮策燦透進際傘碕

碕雑削腰健康咲采三市民推進委員歳行う健

康咲采三活動燦支援裁腰地域削採砕傘健康

咲采三燦推進裁擦際甑 

廻 滋鹿ン至伺仔昨育成 

保健宙業削必要作滋鹿ン至伺仔燦確保

裁腰講習会等昨開催削皿三知識等昨一層昨

向上燦図傘作鷺腰滋鹿ン至伺仔昨育耨燦図

三擦際甑 

快 食育昨推進 

健全作食習慣燦身削付砕晧心埼豊栽作食生活燦送参傘皿う腰保育所腰幼稚園腰学校碕

連携裁作歳晒食育[膘シ]燦推進裁擦際甑 

怪 心昨健康咲采三昨充実 

精神的作旨詞鴫旨燦蓄積裁や際采作榊崎い傘環境昨中腰育児や人間関逃作鷺昨心昨悩

札削応え傘た薩腰関逃機関碕昨情報交換燦図三作歳晒相談体制燦整備際傘作鷺腰心昨健

康咲采三燦充実裁擦際甑 

ǘ 予防体制昨充実 

会 予防接種昨充実 

感染症昨発生予防腰発病予防及索蔓延燦防犀た薩腰乳幼児腰児童質生癨削檮裁予防接

種燦実施際傘碕碕雑削腰接種率向上昨た薩昨勧奨通知燦積極的削行う作鷺腰予防接種昨

充実燦図三擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧【 食育 

様々作経験燦通載崎坤食墾削関際傘知識碕坤食墾燦選択際傘力燦習得際傘た薩昨学習等昨流組甑生済傘上埼昨基本埼あ三腰

知育質徳育質体育昨基礎碕作傘雑昨埼腰健全作食生活燦実践際傘祭碕歳埼済傘人間燦育崎傘祭碕埼あ傘甑 

膅資料：事務報告書䐢 
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膅％䐢 高齢者癮磹ン竴䈎礐ン秌予防接種率

解 高齢者昨予防接種昨促進碕普及質啓発 

裴症化歳懸念細参傘高齢者削檮裁腰医師会や近隣市か闌碕協力裁腰使ン児識エン孜予

防接種昨透進碕普及質啓発燦推進裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 感韆症檮策昨充実 

感染症発生昨予防碕そ昨蔓延燦防犀た薩腰結核検診や教育活動腰広報活動作鷺削皿三腰

塡裁い知識や情報燦提供際傘碕碕雑削腰感染症削関際傘危機管理体制燦充実裁擦際甑 

塊 薬物乱用防溺檮策昨推進 

関逃機関碕協議裁作歳晒啓発活動等燦実施際傘作鷺腰薬物乱用防溺檮策燦推進裁擦際甑 

ǚ 保健質医療提供体制昨充実 

会 保健質医療碕福祉昨連携強化 

市民昨総合的作健康保持燦図傘た薩腰保健質医療腰福祉昨連携燦強化裁擦際甑 

解 次実痔詩クタ実昨必要性昨啓発 

市民一人一人歳腰栽栽三肴砕医腰栽栽三肴

砕歯科医腰栽栽三肴砕薬楡燦雑肴次実痔詩屍

タ実[膘ジ]昨必要性昨啓発燦図三擦際甑 

回 連携強化削皿傘医療体制昨充実 

医療機関腰医師会腰歯科医師会腰薬剤師会

碕昨連携強化削皿三腰医療体制昨充実燦図三

擦際甑擦た腰日昨出か腰檜原闌碕連携質協議

裁腰公立阿伎留医療止ンタ実昨医療支実ビ旨

昨充実削肴い崎腰働済栽砕擦際甑 

塊 救急医療体制昨整備 

市民歳晧心裁崎暮晒在傘地域燦肴采傘た薩腰休日診療腰準夜診療削加え腰関逃機関碕

協議質連携裁腰忠次救急医療体制[膘ス]燦充実際傘作鷺腰救急医療体制昨整備燦図三擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧】 次実痔詩クタ実 

病気削作榊た碕済や怪耿燦裁た碕済腰最初削相談際傘栽栽三肴砕医甑家族昨体質や持病腰健康状態燦把握裁崎い傘た薩腰特削

幼児や高齢者歳い傘家庭埼朔腰突発的作異変歳あ榊た場合削）や栽作檮応歳埼済傘碕いわ参傘甑 

℧8 忠次救急医療体制 

入院治療燦必要碕際傘裴症患者削檮応際傘機関甑都道府県歳定薩た医療圏域θ忠次医療圏χ斎碕削整備細参傘甑 

膅資料：事務報告書䐢 
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膅％䐢 人口推計癉瞟矞烝少人口割合癮推移膅各烝臤𦣝鏤臤日現在䐢

第第第第ǜǜǜǜ節節節節    子鷺雑燦晧心裁崎産札育崎晒参傘環境昨整備子鷺雑燦晧心裁崎産札育崎晒参傘環境昨整備子鷺雑燦晧心裁崎産札育崎晒参傘環境昨整備子鷺雑燦晧心裁崎産札育崎晒参傘環境昨整備    

 

 

ǖ 総人口削占薩傘ǖǜ歳以託昨割合朔腰烋成ǘĽ烝ǚ鏤ǖ日昨時点ǖǚ.Ś％碕作榊崎い擦

際甑ǖǹ烝前碕比冊崎ǹ．Ť治使ン詞減少裁崎採三腰超後雑減少裁崎い采碕予想細参崎い

擦際甑 

ǘ 少子化歳進殺一方腰女性昨就労作鷺削皿三腰保育所匙昨入所希望朔増加傾向削あ三擦際甑

定員増加昨流組燦進薩崎い擦際歳腰待機児童昨解消削朔至榊崎い擦在珊甑 

ǚ 国朔腰少子化檮策作鷺昨一環碕裁崎腰子育崎支援策燦総合的削推進裁崎い采た薩腰坤子鷺

雑質子育崎関連ǚ法墾燦制定裁崎腰烋成ǘŚ烝度栽晒子鷺雑質子育崎支援新制度歳開始細

参擦際甑 

ǜ 子鷺雑燦流三巻采環境や社会経済情勢朔腰目擦犀傘裁采変化裁崎採三腰地域質家庭削採

砕傘子育崎昨相談や支援腰保育ニ実枝昨多様化作鷺昨課題削迅）栽肴韈軟削檮応裁崎い采

こ碕歳求薩晒参崎い擦際甑 

Ą 児童館朔腰中質高校生昨利用歳少作い状況歳続い崎い傘一方埼腰学童ク鹿字昨需要朔大

済采増加裁崎採三腰育成時間昨延長や入会定員昨増加腰特別作支援燦必要碕際傘児童昨溜

入参作鷺腰そ昨充実歳求薩晒参崎い擦際甑 

 

 

子鷺雑質子育崎支援新制度燦着実削構築裁腰子育崎支援策碕裁崎腰質昨高い幼児期昨教育質

保育昨総合的作提供や地域昨子育崎支援昨充実作鷺削流三組殺碕碕雑削腰学童ク鹿字腰児童

館腰放課後子鷺雑教室昨あ三方燦総合的削検討際傘作鷺腰子鷺雑質子育崎燦支え傘地域咲采

三燦推進裁擦際甑 

 

 

ǖ 保育支実ビ旨昨充実腰地域質家庭削採砕傘子育崎昨支援 

会 子鷺雑質子育崎支援宙業計き昨推進 

子鷺雑質子育崎支援新制度燦推進際傘た薩昨子鷺雑質子育崎支援宙業計き燦策定際傘

碕碕雑削腰祭昨計き削基咲済腰子鷺雑質子育崎支援給付や保育昨待機児童解消削向砕た

褻的荐大腰質昨高い幼児期昨教育質保育昨総合的作提供腰地域昨子育崎支援昨充実作鷺

削流三組札腰地域昨子鷺雑質子育崎支援昨充実燦図三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    

膅資料：企画譏策課䐢 
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烋成ゲジ
ゲス ゲズ コケ コゲ ココ コゴ

コサ烝燵

膅人䐢 竴碻ミ箛籞籗秇䇦籞ト籗センタ籞事業登録会員数

両方会員

援助を受け矞者膅依頼会員䐢

援助を行う者膅提供会員䐢

子癁も家庭支援センタ籞疰開催す矞子育瘳講燼 

解 教育質保育昨総合的作提供 

子鷺雑質子育崎支援宙業計き削基咲済腰子鷺雑昨た薩昨教育質保育昨総合的作提供燦

図傘た薩腰施設型給付[膘ズ]碕地域型保育給付[膘ゲケ]燦適塡削推進裁擦際甑 

回 保育昨待機児童昨解消懇裴点施策昏 

保育昨待機児童解消削向砕崎腰子鷺雑質子育崎支援宙業計き削哲置咲砕晒参た保育所

や地域型保育宙業作鷺昨保育施設昨確保不容削基咲済腰計き的作保育所昨増改築削合わ

在腰徹年齢定員昨荐大や定員昨弾力的運用燦図傘碕碕雑削腰認証保育所[膘ゲゲ]へ昨支援や

家庭福祉員宙業作鷺燦推進裁腰待機児童昨解消燦図三擦際甑 

塊 保育所削採砕傘延長保育腰徹烝齢児保育腰子育崎相談等昨充実 

子育崎碕仕宙昨両立燦支援際傘た薩腰保育所昨延長保育や徹年齢児保育腰子育崎相談

作鷺昨保育不容昨充実燦図三擦際甑 

壊 子育崎支援昨推進 

妊婦や乳児昨健康燦保持際傘た薩腰妊婦健康

診査や乳児家庭全戸訪問腰育児相談作鷺燦推進

際傘碕碕雑削腰子育崎策山柵宙業や子鷺雑家庭

支援止ンタ実削採砕傘子育崎相談腰子育崎市識

実寺へ昨支援腰児仕璽式実質支治実詞質止ンタ

実宙業作鷺削皿三腰子育崎支援燦推進裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧重 施設型給付 

子鷺雑質子育崎支援給付昨うち腰満ǚ歳以上児削檮際傘標準的作教育時間及索保護者昨就労時間等削応載た保育削檮応際傘

給付碕満ǚ歳未満児昨保護者昨就労時間等削応載た保育削檮応際傘給付燦基本碕裁た腰認定祭鷺雑園腰幼稚園腰保育所燦通載

崎保護者削檮裁崎給付際傘共通昨個人給付甑 

℧10 地域型保育給付 

教育質保育施設燦檮象碕際傘施設型給付削加え腰認可宙業碕裁た椌規模保育腰家庭的保育腰居宅訪問型保育腰宙業所不保

育燦檮象碕裁た給付甑保育昨必要性昨認定や給付昨支払方法作鷺朔腰施設型給付碕同様碕裁腰多様作施設や宙業昨中栽晒利

用者歳選択埼済傘仕組札碕裁た甑 

℧11 認定保育所 

東京都独自昨基準削皿三設置細参た保育所甑認可保育所皿三雑開所時間歳長采腰全施設埼ǹ歳児保育燦行う作鷺腰共働済

世澳作鷺昨都市型保育ニ実枝削檮応甑 

膅資料：事務報告書䐢 
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膅人䐢 児童館籗学童ク箐𥫤癮臤日烋均利用者数

児童館

学童ク箐𥫤

譌課後癉児童館𤹪遊盉子癁もたち 

廻 児童昨一時預栽三宙業等昨推進 

児童昨一時預栽三支実ビ旨昨需要へ昨檮応や子育崎碕就労昨両立燦支援際傘た薩腰乳

幼児一時預栽三宙業や乳幼児斯辞実詞旨至使宙業腰病癆児保育宙業腰詞ワ使鹿使詞θ夜

間一時預栽三χ宙業燦推進裁擦際甑 

快 市立保育所昨民営化 

多様化際傘保育支実ビ旨へ昨檮応や待機児童昨解消作鷺燦図傘た薩腰各園昨課題解決

削流三組札腰市立保育所昨民営化燦推進裁擦際甑 

怪 放課後児童健全育成宙業θ学童ク鹿字χ昨充実懇裴点施策昏 

待機児童解消削向砕崎腰子鷺雑質子育崎支援宙業計き昨確保不容削基咲済腰既存施設

昨弾力的運用や公共施設昨有効活用燦図三擦際甑擦た腰特別作支援燦必要碕際傘児童昨

溜入参や入会者昨増加作鷺削昧薩傘碕碕雑削腰育耨時間昨延長等腰学童屍鹿字昨充実燦

図三擦際甑 

悔 児童館施設昨鐚効活用 

子鷺雑質子育崎支援新制度削採砕傘地

域子育崎政策燦推進際傘削当た三腰児童

館昨設置目的や利用実態作鷺燦踏擦え崎

あ三方燦検討際傘碕碕雑削腰児童館施設

昨有効活用燦図三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǘ 要保護児童等匙昨檮応昨充実 

会 児童虐待防溺等支援機関碕昨連携強化 

児童虐待昨早期発見碕迅）栽肴的確作檮応燦行うた薩腰地域削採砕傘児童虐待防溺等

支援機関碕昨連携燦強化裁擦際甑 
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解 策碕三親家庭匙昨支援 

生活環境歳激変裁たた薩日常生活へ昨支援歳必要作場合や疾病作鷺削皿三一時的削

生活援妹歳必要作場合作鷺削腰次実痔慈識歯実燦一定期間派遣裁腰日常生活削支障歳あ

傘策碕三親家庭燦支援裁擦際甑 

回 障害昨早期発見質適勉作療育昨推進 

妊産婦や乳幼児削檮際傘母子健康診査碕母子保健指棡燦充実裁腰障害昨早期発見碕適

勉作療育燦推進裁擦際甑 

塊 障歳い児保育昨充実 

邊団埼昨保育歳可能作障害昨程度埼腰保育燦必要碕際傘児童燦檮象碕裁た障歳い児保

育昨充実燦図三擦際甑 

ǚ 子育崎燦支援際傘生活環境昨整備 

会 防犯活動昨推進 

保育所や幼稚園腰学校作鷺昨晧全檮策燦進薩傘碕碕雑削腰地域埼昨流組体制燦強化裁腰

施設周辺や通園質通学路削採砕傘防犯活動燦推進裁擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ各論Ⅱ各論Ⅱ各論Ⅱ各論    第ǜ章第ǜ章第ǜ章第ǜ章    笑帮あふ参傘晧心裁崎暮晒在傘保健福祉都市燦薩菜裁崎笑帮あふ参傘晧心裁崎暮晒在傘保健福祉都市燦薩菜裁崎笑帮あふ参傘晧心裁崎暮晒在傘保健福祉都市燦薩菜裁崎笑帮あふ参傘晧心裁崎暮晒在傘保健福祉都市燦薩菜裁崎                                                                        

保健福祉便褫保健福祉便褫保健福祉便褫保健福祉便褫 

- 】】 - 

 

コスゴ

ゴコザ

ゴシザ ゴシコ ゴザズ ゴザズ
ゴジゲ

サケゴ

サスジ

ザザケ

シケケ シゲズ

コケケ

ゴケケ

サケケ

ザケケ

シケケ

ジケケ

烋成ゲゴ
ゲサ ゲザ ゲシ ゲジ ゲス ゲズ コケ コゲ ココ コゴ

コサ烝燵

膅世帯䐢 生活保護世帯数膅現癉保護を受けたも癮䐢

第第第第ĄĄĄĄ節節節節    総合的作地域福祉昨推進総合的作地域福祉昨推進総合的作地域福祉昨推進総合的作地域福祉昨推進 

 

 

ǖ 秋川ふ参あい止ンタ実燦滋鹿ン至伺仔活動昨拠点碕裁腰そ昨活動燦支援裁崎い擦際甑烋成

ǘǜ烝度削滋鹿ン至伺仔活動削参加裁たこ碕昨あ傘市民朔ǖ,ŤĽǖ人碕作榊崎採三腰増加

傾向削あ三擦際甑 

ǘ 生活削困窮裁崎い傘市民削檮際傘生活保護昨状況朔腰烋成ǘĽ烝ǘ鏤鑽削朔ĽĄŞ世澳

θŤĽǜ人χ碕作榊崎採三腰烋成ǖǜ烝度碕比冊崎約ǘ倍昨世澳数碕作榊崎い擦際甑超後

雑相談腰支援等昨充実歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǚ 高齢者や子育崎家庭作鷺昨孤立化腰孤独化等昨問題歳幘在裁腰地域福祉匙昨ニ実枝歳多

様化裁崎採三腰民生委員質児童委員燦始薩腰地域福祉昨担い手埼あ傘地域撤民昨資紫詞ワ

実ク削皿傘支え合う擦ち咲采三歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǜ 高齢者や障歳い者腰児童作鷺昨福祉碕保健質医療昨充実燦図傘碕碕雑削腰市民碕協働昨託腰

福祉や保健質医療燦総合的削結索付砕腰支援際傘仕組札咲采三燦進薩傘必要歳あ三擦際甑 

 

 

秋川ふ参あい止ンタ実燦滋鹿ン至伺仔活動昨推進拠点碕裁腰滋鹿ン至伺仔昨発掘腰養成腰

活動等燦支援際傘碕碕雑削腰民生委員質児童委員やふ参あい福祉委員作鷺昨地域福祉昨担い

手碕連携燦強化裁腰総合的作地域福祉燦推進裁擦際甑 

 

 

ǖ 総合的作地域福祉昨推進 

会 地域保健福祉計き昨推進 

地域保健福祉計き削基咲済腰市民腰宙業者腰行政歳協働裁崎腰市民一人一人昨状況削

応載た保健福祉支実ビ旨燦総合的削展開際傘祭碕削皿三腰全崎昨市民歳晧心裁崎暮晒際

祭碕歳埼済傘生活環境咲采三燦進薩擦際甑 

解 保健福祉相談不容昨総合的作解決体制昨推進 

高齢腰障害腰子育崎等昨便褫別相談不容昨充実碕合わ在腰各担当課や関逃機関碕昨連

携削皿三腰相談不容削肴い崎総合的削解決燦図傘仕組札咲采三燦進薩擦際甑 

回 生活困窮者削檮際傘相談質支援等昨充実 

生活削困窮裁崎い傘世澳削檮裁崎腰相談質支援等昨充実燦図三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    
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ゲ,サズシ 

ゲ,スシズ 

ゲ,ズシゲ 

ゲ,ケケケ

ゲ,ザケケ

コ,ケケケ

コ,ザケケ

烋成ココ
コゴ

コサ烝燵

膅人䐢 笯箐ンテ磦磕従事数

塊 か不会質自治会腰民生委員質児童委員 腰ふ参あい福祉委員等昨活動支援 

幅広い福祉活動歳埼済傘皿う腰か不会質自治会や民生委員質児童委員腰桜参あい福祉

委員作鷺碕昨連携昨強化燦図傘碕碕雑削腰地域埼昨活動燦支援裁擦際甑 

壊 成烝後見制度昨利用昨支援 

テ産管理や契約作鷺昨法癈行琦歳困飫作高齢者や親族昨い作い知的障歳い者質精神障

歳い者削檮裁腰必要削応載崎耨年癆見制度昨利用燦支援裁擦際甑 

廻 滋鹿ン至伺仔活動昨支援 

秋川桜参あい止ンタ実燦滋鹿ン至伺仔活動昨

茹珵碕裁腰社会福祉協議会昨進薩傘滋鹿ン至伺仔

昨擦ち咲采三推進宙業等燦支援裁擦際甑 

 

 

 

 

 

快 蒔ニバ実支識視孜使ン昨推進 

全崎昨人歳利用可能作皿う削環境燦視孜使ン裁崎い采蒔ニ飼実支識視孜使ン[膘ゲコ]燦

基本碕裁た擦ち咲采三燦推進裁擦際甑 

怪 心昨バ式仔児式実昨醸成 

様々作施設や団体埼昨滋鹿ン至伺仔活動燦通裁崎腰子鷺雑たち歳地域社会昨一員碕裁

崎昨自覚燦持ち腰社会削デ献裁皿う碕際傘心燦育殺作鷺腰心昨飼式仔児式実昨醸耨燦図

三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1「 蒔ニバ実支識視孜使ン 

年齢や性別𤩍身体的状況𤩍国籍𤩍言語𤩍知識𤩍経験𤺋癁の違い癉関係𤺋く𤩍全瘳の人疰使いこ𤺋瘃こ㿉の𤹪疷矞製品や環境𤺋癁の

デザインを目指瘃概念璒高齢者や障疰い者𤺋癁の特定の人癉対し瘳障害膅バリア䐢を取瞤除く㿉いうこ㿉癉限瞢瘘𤩍可能𤺋限瞤全瘳の人

癉対し瘳使いや瘃く瘃矞考え方璒 

膅資料：生活福祉課䐢 


