資料２

新体系図に付随する各課の事業調査
基本
目標

として、

施策

施策の
方向
①健康寿命を延ばす健康づくり・
介護予防の推進

のため、

②社会参加・生きがいづくりの推進

［重 点 施 策 ］
（１ ）健 康 づ く り ・ 生 き が い づ く り の 充 実

①地域における
医療体制の充実

のため、

②医療と介護の
連携の推進

（２ ）医 療 と 介 護 の 提 供 体 制 の 充 実

基本目標１
安心・安全に住み続けられる環境づくり

として、

のため、

を図る。 そこで

担当課

では、

健康課

では、 積極的に健康づくりに取り組むために

①防災・防犯対策を通じた
地域のつながりの強化

（３ ）防 災 ・ 防 犯 体 制 の 充 実

①ユニバーサルデザインによる
まちづくりの推進

（４ ）人 に や さ し い ま ち づ く り

のため、

関連する事業名

健康づくりに積極的に取り組む人を増やす。

これにより、 参加者を増やす。

▶

関連計画

・健康づくり事業
・口腔の健康づくり事業
・各種健（検）診事業
・健康教育
・健康相談
・地域イキイキ元気づくり事業
・健康づくり市民推進委員会
・めざせ健康あきる野２１推進会議

めざせ健康あきる野２１

・健康づくり市民推進委員会
・めざせ健康あきる野２１推進会議

めざせ健康あきる野２１

介護予防教室（はつらつ元気アップ教室）を開催
し、栄養、口腔ケア等をテーマにした講演等を行
う。

介護予防の考え方を理解し、取組を進める人を増
やす。

通所介護予防事業
介護予防普及啓発事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

高齢者支援課

健康寿命を延ばす介護予防を推進するために

公募型歯科介護予防講座を開催する。

口腔ケアに関する知識を深め、介護予防の取組を
推進する。

通所介護予防事業
介護予防普及啓発事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

スポーツ推進課

スポーツ活動の機会や場を充実させるために

スポーツ推進委員、体育協会及び総合型地域ス
ポーツクラブと連携を図り、スポーツ活動を支援す
る環境を整備する。

スポーツ活動を支える指導者を増やす。
スポーツ推進委員等と連携して、市民が気軽に参
加できる教室やイベントの回数を増やす。

スポーツ推進計画の推進
あきる野市総合スポーツ祭
体育の日スポーツフェスティバル
あきる野市民綱引き競技大会
ヘルシーウォーキング

スポーツ推進計画

障がい者支援課

障がい者一人一人の意思や状況に応じた社会参
加の充実を図るため、

障がい者就労・生活支援センターの運営を委託に
より実施する。

障がい者就労・相談支援センターがハローワーク
や学校・企業等と連携し、就労支援を行う。

障がい者就労・生活支援センター運営委
託

障がい者福祉計画

高齢者支援課

高齢者の社会参加、生きがいづくりを推進するた
めに

介護支援ポイント登録者のボランティア活動状況
に応じて交付金を交付する。

ボランティア活動を通じて地域貢献することを奨励
し、ボランティア自身の介護予防を推進する。

介護支援ポイント制度

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

高齢者の社会参加、生きがいづくりを推進するた
めに

高齢者クラブの活動に対し、事業費の一部を補助
する。

高齢者の生きがいづくりや健康づくりをしている人
を増やす。

高齢者クラブ活動支援事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

健康課

健康づくり活動への参加率が低い「若い世代、働き 誰もが参加しやすい各種健（検）診事業、健康づく
ざかり世代、男性」の参加者を増やすために
り活動の実施する。

健康づくり事業に対し、気軽に楽しく安心して参加
する人を増やす。

・健康づくり事業
・地域イキイキ元気づくり事業
・健康づくり市民推進委員活動
・健康のつどい事業

めざせ健康あきる野２１

生涯学習推進課

市民が習得した知識・技術を生かし社会参加をし、 市民解説員活動、ITボランティア活動の場の拡大
生きがいづくりを推進するために
と充実を図る。

地域貢献活動の素晴らしさ、大切さを理解し、活動
する人、場を増やす。

市民解説員事業
市民解説員養成事業
ITボランティア事業

あきる野学びプラン

阿伎留医療センター、地区医師会及び歯科医師会
の役員会・定例会等に積極的に参加し、連携を強
化する。

・健康づくり事業
・休日診療・休日準夜診療
・休日歯科診療

めざせ健康あきる野２１

・健康教育及び健康相談事業
・各種健（検）診事業
・口腔の健康づくり事業
・予防接種事業

めざせ健康あきる野２１

在宅医療・介護連携事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

認知症初期集中支援チーム運営事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

では、
高齢者支援課

健康課
を図る。そこで、

高齢者支援課

高齢者支援課

では、

地域防災課

地域防災課

生活福祉課

建設課
を図る。そこで、

市民が安心して医療機関に相談できるために

健康教育の場などで、かかりつけ医、かかりつけ
歯科医を持つことの重要性を伝えていく。

かかりつけ医、かかりつけ歯科医を持つ人の割合
を増やす。

医療と介護の連携を推進するために

医療・介護地域連携支援センターの活動を支援す
る。

在宅医療・介護の連携体制を強化する。

認知症高齢者が安心して在宅生活を送るための
医療と介護の連携を推進するために

地域包括支援センターに設置の認知症初期集中
認知症の早期発見、医療・介護などの適切な支援
支援チームが、チーム医を含めた認知症初期集中 これにより、
へつなげる体制を構築する。
支援チーム員会議を毎月実施する。

障害のある人の地域生活への移行を進めるため
の医療と介護の連携を推進するために

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築のための協議の場を設置する。

保健・医療・福祉関係者と精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムに関する協議を行う。

地域自立支援協議会運営委託

障がい者福祉計画

消防団、防災・安心地域委員会及び町内会・自治
防災対策を通じた地域のつながりを強化するため
会の自主防災組織が実施する防災活動を支援す
に
る。

消防団、防災・安心地域委員会及び町内会・自治
会の自主防災組織と共に、地域防災力を高め、災
害に強いまちづくりを推進する。

消防団活動支援事業
防災・安心地域委員会支援事業
地域防災リーダー育成事業

地域防災計画

これにより、

教育総務課
（教育施設係）

これにより、 犯罪のない、安全で安心して暮らせるまちにする。

▶

▶

▶

防犯対策事業
安全・安心まちづくり条例
防犯協会活動
自動通話録音機貸与事業

あきる野市子どもの危機管理会議等において、子
子どもたちが安心・安全に暮らせるよう防犯対策を
どもの危機に係る情報の共有・連携を図るととも
通じた地域のつながりを強化するために
に、その対策について協議する。

地域において、子どもたちを見守る体制を強化す
る。

子どもの危機管理対策推進事業

子ども・子育て支援事業計画

すべての人々が外出しやすいまちにするため、

継続して福祉のまちづくりに関する条例委任事務
を行う。

ユニバーサルデザインの道路・建物等を増やす。

福祉のまちづくり条例委任事務

地域保健福祉計画

すべての人が安全で自由に移動できる歩行者空
間としての道路機能を整備推進するため、

現在の構造令に合わない、もしくは老朽化した施
設の補修、整備を進める。

ユニバーサルデザインの道路・建物等を増やす。

すべての人々が外出しやすいまちにするため、

都市計画マスタープランにおける、福祉のまちづく
り方針に基づき計画を遂行する。

では、
都市計画課

▶

地区医師会及び歯科医師会と連携し、休日診療や
夜間診療などの情報提供を行う。

警察署や防犯協会、町内会・自治会等各種団体と
連携し、地域の防犯向上を図る。また、防災行政
防犯対策を通じた地域のつながりを強化するため
では、
無線やあきる野市メール配信サービス等様々な手
に
段により、特殊詐欺等の犯罪に巻き込まれないよ
う、情報提供する。

子ども政策課

これにより、

市民が安心できる医療体制の充実を図るために
では、

健康課

を図る。そこで、

健康づくり事業や各種健（検）診を周知し、積極的
に取り組むよう普及啓発を行う。

目 標
（～を増やす。減らす。構築する。など）

健康寿命を延ばす介護予防を推進するために

障がい者支援課

のため、

これにより、

高齢者支援課

を図る。そこで、

を図る。そこで、

手 段
（～を実施する。）

さまざまな健康づくり事業（各種健（検）診、健康教
誰もが健康を実感しながら暮らすことができるため
育、健康相談、地域イキイキ元気づくり活動、ふれ
に
あいウォーク、食育）を実施する。

健康課

を図る。そこで、

目 的
（～するために）

▶

これにより、

学校を訪れるすべての人々が利用しやすい施設と 「都立建築物のユニバーサルデザイン導入ガイドラ
するため、
イン」に基づく工事計画策定に務める。
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ユニバーサルデザインのまちづくりを進める。

ユニバーサルデザインのまちづくりを進める。

都市計画マスタープラン

小学校整備事業/中学校整備事業

教育基本計画

として、

施策

のため、

施策の
方向
①地域が主体の活動の推進

基本
目標

を図る。 そこで

担当課

では、

②支え合う地域づくりの推進

［重 点 施 策 ］
（１ ）地 域 力 の 強 化

①見守りネットワークの充実

基本目標２
お互いに支え合い、助け合う地域づくり

として、

住民が主体となる地域福祉活動を進めるために

生活支援コーディネーター及びあきる野市地域ぐ
るみの支え合い推進協議体により、地域での自主
グループの創出を支援する。

住民主体の介護予防と生活支援のサービス、助け
合いの仕組みを構築する。

生活支援体制整備事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

地域防災課

地域住民が主体的に防災活動に参加する意識を
向上させるために

防災・安心地域委員会や町内会・自治会等の自主
防災組織の活動を支援する。

地域住民の防災に対する関心を高める。

防災・安心地域委員会、自主防災組織支
援事業

地域防災計画

障がい者が地域社会の一員として参加できる地域
障がい者団体へ活動費の一部を補助します。
づくりを推進するために

当事者及び家族又は支援者が情報交換や仲間づ
くり等、様々な活動を行う団体を増やす。

障がい者団体連絡協議会助成金

生活支援コーディネーター及びあきる野市地域ぐ
住民同士の支え合いの地域づくりを推進するため るみの支え合い推進協議体の支援により創出され
に
た自主グループに対し、補助金交付等の支援を行
う。

生活支援コーディネーター及びあきる野市地域ぐ
るみの支え合い推進協議体の支援により活動する
自主グループ活動が増える。

生活支援体制整備事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

社会福祉協議会助成

地域福祉活動計画

生活福祉課

では、 社会福祉協議会が地域福祉活動の中心的な役割 社会福祉協議会に対する補助を行う。
を担い、支え合う地域づくりを推進するために
社会福祉協議会の活動について情報提供する。
地域づくりを実践している町内会・自治会等が、円
町内会・自治会等の運営等への補助等を行う。
滑かつ自立した活動を行うために

防災・安心地域委員会や町内会・自治会等の自主
防災組織が主体的に活動できるよう支援をする。

関連計画

高齢者支援課

では、

地域防災課

これにより、 住民同士の助け合いの地域作りを推進する。

これにより、 社会福祉協議会の活動を継続して支援し連携体
制を維持する。

防災・安心地域委員会、自主防災組織支
援事業

▶

▶

地域防災計画

コミュニティ活動の支援事業

町内会・自治会等の活動を推進する。

町内会・自治会活動の支援事業

生涯学習推進課

地域で青少年の健全育成を進めるために

青少年委員と青少年健全育成地区委員会と協働
で事業を実施する。

青少年委員等と共働で実施する青少年の健全育
成のための事業が増える。

あいさつ標語カルタ大会
中学生の主張大会

あきる野学びプラン

子ども家庭支援
センター

地域で子育ての支援を必要としている方にやさし
い地域づくりを推進するために

ファミリー・サポート・センターの会員登録説明会を
開催する。また、提供会員養成講習会を実施す
る。

依頼会員の人数を増やす。
提供会員の人員確保と資質の向上を図る。

ファミリー・サポート・センター事業

子ども・子育て支援事業計画

地域防災課

災害時や平常時における要配慮者の見守り体制
を確立するために

避難行動要支援者名簿を作成し、関係団体と連携
して災害時の避難行動支援に取り組む。

地域防災力を高め、災害に強いまちづくりを推進
する。

防災・安心地域委員会、自主防災組織支
援事業

地域防災計画

防災安心地域委員会、新聞配達、郵便配達、ゴミ
高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して生
収集及び乳酸菌飲料配達の事業者による高齢者
活ができる見守りネットワークを充実させるために
の安否確認を含めた見守りを実施する。

地域住民や地域資源、関係機関と連携し、見守り
体制を強化する。

高齢者見守り事業
地域包括支援センター事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

高齢者支援課

身体上、慢性疾患があるなど常時注意が必要な高 無線発報器等を活用し、家庭内で緊急事態に陥っ
齢者が安心して日常生活を送るために
た高齢者の救援等を行う。

常時注意が必要な高齢者に対し、緊急通報システ
ムの利用者を増やす。

高齢者緊急通報システム事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

民生委員・児童委員活動
民生委員協力員活動
社会福祉協議会活動
保護司会活動

地域福祉活動計画

関係機関との連携体制を強化する。

こんにちは赤ちゃん訪問
すくすくのびのび学習会

めざせ健康あきる野２１
子ども・子育て支援事業計画

地域において、子どもたちを見守る地域子ども育
成リーダーを増やす。

あきる野市地域子ども育成リーダー事業

子ども・子育て支援事業計画

児童虐待の未然防止と早期発見に努め、関係機
関との連携を強化する。
要保護児童対策地域協議会の機能を強化する。

要保護児童対策地域協議会

子ども・子育て支援事業計画

成年後見制度及び障害者虐待防止法の周知・啓
発を行う。
虐待通報及び相談を受ける窓口として、障がい者
虐待防止センターの運営を委託により実施する。

関係機関との連携を強化し、障がい者の虐待に対
し適切な支援ができる体制を強化する。

成年後見制度の周知・啓発
障害者虐待防止法の周知・啓発
障がい者虐待防止センター運営委託

障がい者福祉計画
地域福祉活動計画

高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者を保護す 高齢者虐待防止ネットワーク会議において、虐待
るために、
事例の対応方法等について検討する。

関係機関との連携を強化し、高齢者の虐待に対し
適切な支援ができる体制をつくる。

高齢者虐待防止ネットワーク会議

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

成年後見制度推進事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

児童虐待の未然防止と早期発見に努める。

利用者支援事業母子保健型（妊婦面接、
妊婦訪問）
母子保健事業（新生児訪問、乳幼児健康
診査、各種相談）
乳児家庭全戸訪問事業

めざせ健康あきる野２１
子ども・子育て支援事業計画

関係機関との連携を強化し、児童虐待の未然防止
と早期発見に努める体制を強化する。

利用者支援事業母子保健型（妊婦面接、
妊婦訪問）
母子保健事業（新生児訪問、乳幼児健康
診査、各種相談）
乳児家庭全戸訪問事業

めざせ健康あきる野２１
子ども・子育て支援事業計画

では、
生活福祉課

子ども政策課
②虐待防止、早期発見のための見守り活動と連携の強化

（２ ）見 守 り 体 制 の 充 実

高齢者支援課

を図る。そこで、

地域で支援を必要としている人を見逃さないため
に

民生委員・児童委員と民生委員協力員、ふれあい これにより、
福祉委員が心配な人を発見したときに連携して対
地域で活動する委員が情報を伝達し共有し連携で
応できる体制をつくる。
きる体制を強化する。
保護司やその他の地域の方が、心配な人を発見し
たときに連携して対応できる連携体制を構築する。

保育園、幼稚園、民生委員・児童委員など子どもに
地域で安心して子育てができる見守りネットワーク
かかわる機関と情報交換や学習会などを通じて連
を充実させるために
携体制を構築する。
子どもたちを見守り、成長を支えるネットワークを
充実させるために

地域子ども育成リーダーの新規認定研修を広く市
民に周知し、参加者を増やす。
新規認定研修会を実施し、地域子ども育成リー
ダーを養成する。

子ども家庭支援
センター

子ども達の安全と安心した生活を確保する活動を
関係機関と定期的な情報共有を実施する。
強化するため

障がい者支援課

障害や障がい者に対する理解の促進と権利擁護
の推進を図るために、

高齢者支援課
を図る。そこで、

関連する事業名

町内会・自治会が実施する、地域の課題を解決し
住みよいまちづくりを進める事業への補助等を行
う。

健康課

のため、

目 標
（～を増やす。減らす。構築する。など）

コミュニティの中心的な役割を果たしている町内
会・自治会が実施する活動を推進するために

地域防災課

高齢者支援課

を図る。そこで、

これにより、

防災・安心地域委員会や町内会・自治会等の自主
防災組織の活動を支援する。

障がい者支援課
のため、

手 段
（～を実施する。）

地域住民が主体的に防災活動に参加する意識を
向上させるために

地域防災課

を図る。そこで、

目 的
（～するために）

高齢者支援課

では、 成年後見制度利用を促進し虐待防止の取組を推
進するために

業務委託をしている社会福祉協議会と連携し、成
年後見制度の周知・啓発を行い、相談体制を整備
する。
乳幼児健康診査などで虐待の疑いのある子どもを
発見するため注意深く観察する。
訪問時に虐待の疑いのある子どもの発見に努め
る。

健康課

虐待を早期発見するために

健康課

保育園、幼稚園、民生委員・児童委員など子どもに
かかわる機関と情報交換や学習会などを通じて連
地域で安心して子育てができるよう見守り活動と連 携体制を構築する。
携の強化を図るために
また、市の関連部署（健康課、子ども家庭支援セン
ター、障がい者支援課）が連携して一丸となって対
応する。

- 2/4 -

これにより、 成年後見制度利用促進計画の策定及び中核機関
の設置について検討を進める。

▶

▶

基本
目標

として、

施策

のため、

施策の
方向

を図る。 そこで

①複合的な課題に対応できる
相談支援体制の確立

を図る。そこで、

担当課

では、

目 標

関連する事業名

（～を増やす。減らす。構築する。など）

関連計画

早期に仕組みを構築し実施する。

自立相談支援事業

地域保健福祉計画

障がい者支援課

障害の状態に合わせた意思決定の支援に配慮し
「身体・知的」、「精神」に分けることなく全障害に対
つつ、障がい者自身が自らの選択・決定に基づき、
し、障がい者相談支援センターで支援する。
相談支援等を受ける体制を確立するために

障がい者相談支援センターで全障害の状態に合
わせた適切な支援を受けることができる体制を整
備する。

障がい者相談支援センター運営委託

障がい者福祉計画

利用者支援事業母子保健型
ここるの連絡会

めざせ健康あきる野２１

健康課

では、 妊娠・出産・育児を切れ目なく支援するために

健康課

妊娠期から子育て期に渡るまで、スムーズに引き
妊娠期から子育て期に渡るまで、スムーズに引き
継ぎがされ、切れ目のない相談支援体制を構築す これにより、 継ぎがされる、切れ目のない相談支援ができる体
る。
制を強化する。

▶

基本目標３
地域の暮らしを支える体制づくり

②個別の課題に対応できる相談機能の強化

［重 点 施 策 ］
（１ ）包 括 的 な 相 談 支 援 体 制 の 充 実

悩みを抱えている人に対し、その悩みを適切に把
握し、関係部署と連携して対応することで、自殺に
いたらぬよう支援する。

自殺に追い込まれないよう関係部署との連携体制
を強化する。

自殺対策推進事業

（仮称）自殺対策推進計画

相談員にひきこもり相談に関する研修を受講させ
ひきこもりに関する相談に対応できる体制をつくる
る。
ために
ひきこもり相談窓口のPRを行う。

相談員の資質を向上させる。
関係機関に対し、相談窓口のPRを行う機会を増や
す。

自立相談支援事業

地域保健福祉計画

地域保健福祉計画

自殺に追い込まれる人がいなくなるために

生活福祉課

生活困窮者を早期に自立させることができる相談
業務を行うために

就労準備支援事業を早期に実施する。

就労準備支援事業を実施する体制をつくる。

自立相談支援事業
家計改善支援事業
生活保護受給者等就労自立促進事業
住居確保給付金の支給
子どもの学習・生活支援事業
就労準備支援事業
一時生活支援事業

生活福祉課

犯罪をした者等が、地域社会の一員として円滑に
社会復帰することを支援する相談業務を行うため
に

再犯防止推進計画の策定に取り組む。

東京都再犯防止推進計画に基づき、必要な取組を
推進する。

再犯防止推進計画策定・推進事業（仮）
保護司会活動

（再犯防止推進計画）

地域包括支援センターの相談対応体制を強化す
る。

地域包括支援センター事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

自殺対策推進事業

（仮称）自殺対策推進計画

地域包括支援センターにおいて、介護保険や福祉
サービス、虐待等、高齢者に関する相談について
高齢化が進む中、多種多様化する相談に対応する
総合的に対応するため、相談員に研修を受講させ
ため
る。
総合的な相談窓口としてＰＲを行う。

高齢者支援課

健康課
を図る。そこで、

自殺に追い込まれる人がいなくなるために
では、

悩みを抱えている人を早期に発見できる仕組みを
つくる。

これにより、

相談員の資質を向上させる。
相談窓口の周知を図る。

▶

健康課

健康に対する悩みを抱える人に対応するため

個別健康相談、集団健康相談及び健康教育を実
施する。

専門職の資質を向上させる。
相談窓口の周知を強化する。

健康相談及び健康教育事業

めざせ健康あきる野２１

健康課

安心して妊娠・出産・育児ができるために

保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士等の専
門性を活かした支援を実施する。

専門職から的確なアドバイスを受ける人を増やす。

個別相談
育児相談

めざせ健康あきる野２１
子ども・子育て支援事業計画

子ども家庭支援
センター

ひとり親家庭の生活の安定等を図るために

就職に有利な資格の取得や能力開発の取組を支
援するための給付金事業及び継続的に自立及び
就労支援をするための自立支援プログラム策定事
業を促進する。

自立を目指すひとり親家庭の母又は父に対し、自
立支援給付金等事業及び自立支援プログラム策
定事業を広く周知し、相談につなげる。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等
事業
母子家庭等自立支援教育訓練給付金事
業
母子・父子自立支援プログラム策定事業

子ども・子育て支援事業計画
あきる野男女共同参画プラン

子ども家庭支援
センター

利用者支援事業（母子保健型、基本型）と子ども家
切れ目のない子育て支援サービスを提供するため
庭支援センター、保育所等や小中学校、医療機関
に
など関係機関との連携を強化する。

子育てに関する様々な相談等に対応するための情
報収集やワンストップ機能を充実させ、支援体制を
強化する。

利用者支援事業
子ども家庭支援センター事業

子ども・子育て支援事業計画

社会福祉法人と各種サービスの指導検査を実施
する体制を構築する。
担当職員の質を高める。

社会福祉法人指導検査等事業

地域保健福祉計画

訪問入浴サービスや緊急通報システム事業につい
障がい者及び難病患者が地域で安心して生活して
てＰＲを行う。
いくために、
手話奉仕員・手話通訳者養成講座を開催する。

訪問入浴サービスや緊急通報システム事業、手話
奉仕員等の利用者を増やす。

訪問入浴サービス事業
緊急通報システム事業

障がい者福祉計画

高齢者が必要な介護サービスや高齢者福祉サー
ビスを受けられるために

高齢者が必要な介護サービスや高齢者福祉サー
ビスの情報を得られる人を増やす。

生活福祉課

障がい者支援課

高齢者支援課
①保健福祉サービスの提供体制の強化

（２ ）適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 で き る 体 制 づ く り

を図る。そこで、

これにより、

定期的・臨時的に担当課・関係機関を招集し,支援
関連する担当課・関係機関が連携して相談者を支
方針を検討する機会・会議体を設置する。(支援会
援する体制を確立するために
議・地域ケア会議等と兼ねる）

として、

のため、

手 段
（～を実施する。）

生活福祉課

生活福祉課

のため、

目 的
（～するために）

保健福祉サービスの質を確保するために

指導検査体制を構築する。
担当職員に研修を受講させる。

高齢者が必要な情報を得られるよう、介護サービ
ス等の情報発信を行う。

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

健康課

心身ともに健康な親子が育つために必要なサービ サービスを必要とする人に、サービスの情報を適
スを提供するために
切に提供する。

サービスを必要とする人が、サービスを利用できる
割合を増やす。

各乳幼児健診、育児相談、各教室
里帰り等妊婦健康診査受診費助成事業、
めざせ健康あきる野２１
新生児聴覚健康診査、新生児聴覚検査受
子ども・子育て支援事業計画
診費助成事業、特定不妊治療助成事業
産後ケア事業

保育課

保育サービスの質の確保並びに利用者支援の向 施設に対して、実施状況等を明らかにし、必要な助
上のために
言及び指導を行う。

保育サービスの指導検査を実施する体制を構築す
る。

指導検査
待機児童の解消

子ども政策課

子ども政策課

子ども政策課

子ども政策課

子ども家庭支援
センター
子ども家庭支援
センター

「あきる野市子どもの未来応援プロジェクトチーム
子どもへの学習支援や食事提供をはじめとした生
会議」において、子どもの総合的な支援策を検討
では、 活支援などを行うため、
する。
市広報やホームページ等により子育て支援ガイド
子育て家庭が適切なサービスが受けられるように
ブックや「子育て応援サイト るのキッズ」、「子育て
するため、
応援アプリ るのキッズ」などを周知する。
学童クラブ指導員等の質の向上を図るため、研修
を受講させる。
保護者が、労働等により昼間家庭にいない小学校
育成する場所の確保を図るため、既存施設の弾力
に就学している児童の健全な育成を図るために
的な運用、公共施設の等の有効活用等を検討す
る。
18歳未満の児童に対し、健全な遊びを与え、健康
な身体の育成と豊かな情操を養うとともに児童福 児童館に対するニーズを的確に捉える。
祉の向上を図るために
病児・病後児保育事業、乳幼児一時預かり事業、
乳幼児ショートステイ事業等を安心して利用しても 担当職員に研修を受講させる。
らうために
施設や事業の周知方法を検討し、周知を拡大す
誰もが気軽に施設を子育て広場を利用してもらう る。
ために
相談に関する情報収集を行い、関係機関との連携
体制を構築する。
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これにより、 子どもたちに必要なサービスを提供する。

▶

子ども・子育て支援事業計画

子どもの総合的な支援事業

子育て家庭に必要な子育て支援情報を提供する。

子育て支援情報発信事業

子ども・子育て支援事業計画

学童クラブ指導員等の質を高める。
量の確保を図る。

学童クラブ事業（放課後児童健全育成事
業）

子ども・子育て支援事業計画

児童館の有効活用について検討する体制を構築
する。

児童館運営事業

子ども・子育て支援事業計画

担当職員の質を高める。

病児・病後児保育事業
乳幼児一時預かり事業
乳幼児ショートステイ事業

子ども・子育て支援事業計画

子育てひろばを気軽に利用する人を増やす。
子育ての相談・交流ができる場であることを知る人
を増やす。

子育てひろば事業

子ども・子育て支援事業計画

基本
目標

として、

施策

のため、

①福祉教育と情報発信の推進

（１ ）地 域 保 健 福 祉 の 意 識 向 上

のため、

施策の
方向

を図る。 そこで

担当課

では、

では、

目 標

関連する事業名

（～を増やす。減らす。構築する。など）

・いじめ防止対策の強化
・人権教育の推進および啓発
・道徳教育の推進
・キャリア教育の推進
・小・中学校の特別支援教育体制の充実

全校において、計画的・組織的に実施する。

関連計画

教育基本計画
特別支援教育推進計画

▶

これにより、

情報の収集方法、発信方法、連携体制を構築す
る。

情報をわかりやすく伝える。

保育士不足を解消するために

処遇改善や補助制度を利用し施策を展開する。

保育士の確保や定着をさせる仕組みを構築する。

担い手の育成

子ども・子育て支援事業計画

聴覚障害を持った人が手話奉仕員・手話通訳者を
手話奉仕員・手話通訳者養成講座を開催する。
利用しやすくするため、

手話奉仕員・手話通訳者の数を増やす。

手話奉仕員・手話通訳者養成講座

子ども・子育て支援事業計画

高齢者支援課

総合事業（訪問型サービスA)の実施に際し、従事
する介護職員を確保するため

介護人材（介護の担い手）を増やす。

訪問型サービスＡ従事者指定研修事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

高齢者支援課

認知症の人とその家族を支える理解のある支援者 認知症サポーター養成講座及び認知症サポーター
を育成するために
ステップアップ講座を開催する。

認知症に関する理解を深め支援する人を増やす。

認知症サポーター養成講座

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

生活支援体制整備事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

障がい者支援課

①担い手の育成と支援

［重 点 施 策 ］
（２ ）人 材 育 成 の 推 進

基本目標４
地域福祉を推進する人づくり

を図る。そこで、

これにより、

地域、保健、福祉に関する考え方や情報、活動な
どについて広く市民に理解を深めてもらうために

全課

保育課

として、

手 段
（～を実施する。）

児童・生徒に豊かな人間性を育てるとともに、自分 特別支援教育の推進や福祉問題の理解を図る学
の生き方を主体的に考える態度を育成するために 習を展開する。

指導室

を図る。そこで、

目 的
（～するために）

高齢者支援課

るのヘルパーの養成研修を実施する。

地域の資源開発やネットワーク構築の機能を担う
地域において,生活支援・介護予防サービスの提供 生活支援コーディネーターの活動について支援す
では、 体制を構築するために
る。

生活支援コーディネーターの配置を委託している
社会福祉協議会との連携体制及び支援体制を整
これにより、 える。

地域保健福祉計画
地域福祉活動計画

▶

地域の中で介護予防の普及啓発や生きがいづく
り、健康推進を図る活動をする人を育成するため
に

介護予防リーダー育成研修を実施する。

介護予防リーダーを増やす。

介護予防リーダー育成事業

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

健康課

健康づくり市民推進委員等の育成のために

研修会や講習会の回数を増やし、参加できる機会
を増やす。
研修会や講習会に参加することの重要性を伝え
る。

健康づくり市民推進委員の、研修会や講習会への
参加者を増やす。

市民健康づくり事業
めざせ健康あきる野２１推進事業

めざせ健康あきる野２１

健康課

支える人となる人材（ゲートキーパー）を育成する
ために

地域で活動する団体等に対し、ゲートキーパー研
修を開催する。

ゲートキーパーを増やす。

自殺対策推進事業

（仮称）自殺対策推進計画

子どもたちを見守り、成長を支えるために、

地域子ども育成リーダーの新規認定研修を広く市
民に周知し、参加者を増やす。
新規認定研修会を実施し、地域子ども育成リー
ダーを養成する。

地域において、子どもたちを見守る地域子ども育
成リーダーを増やす。

あきる野市地域子ども育成リーダー事業

子ども・子育て支援事業計画

社会福祉協議会に対する補助を行う。
社会福祉協議会がボランティア活動の中心的な役
社会福祉協議会の活動について情報共有し、情報
割を担うために
提供する。

社会福祉協議会の活動を支援し、連携体制を維持
する。

社会福祉協議会補助金

地域福祉活動計画

高齢者自身が介護予防を推進し、高齢者が地域で 介護支援ポイント制度のＰＲを行う。
元気に活躍するために
活動内容や活動場所について協議を行う。

介護支援ポイント制度の登録者（ボランティア）を増
やす。

介護支援ポイント制度

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
地域福祉活動計画

介護予防リーダー活動支援補助金

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

めざせ健康あきる野２１推進事業

めざせ健康あきる野２１

高齢者支援課
のため、

子ども政策課

②ボランティアの育成と支援

生活福祉課

高齢者支援課
を図る。そこで、

では、
高齢者支援課

健康課

介護予防リーダー及び認知症サポーターの活動を 介護予防リーダー及び認知症サポーターの活動に
推進するために
補助金を交付する。

めざせ健康あきる野２１推進会議ボランティアメン
バーの育成のため

めざせ健康あきる野２１推進会議ボランティアメン
バーとその活動についてPRを行う。
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これにより、 認知症カフェ等の既存のボランティア主体の活動
を拡充させる。
新たな活動の創出を図る。
めざせ健康あきる野２１推進会議ボランティアメン
バーを増やす。

▶

