参考資料２

各論４分野の骨子案（令和２年８月時点）について
健 康 ・ 医 療 分 野

地 域 分 野
基本目標

１ 地域福祉活動推進の
ための基盤づくり

施

策

施 策 の 概 要

基本目標

策

施 策 の 概 要

(1-1) 超高齢社会に対応する健康づくりの推進

・高齢者の健康づくり・介護予防，フレイル対策，高齢
者の保健事業と介護予防の一体的な実施，認知症予
防【関連施策】

(1-2) 生活習慣病対策の推進

・生活習慣の改善
（①栄養・食生活，②運動・身体活動，③休養，
④飲酒，⑤喫煙，⑥歯・口腔の健康）
・生活習慣病の早期発見と重症化予防
（①がん，②糖尿病などの生活習慣病対策）

(1-3) 女性の健康づくりの推進

・ライフステージに応じた女性の健康づくり

(1-4) 次世代の健康づくりの推進

・乳幼児期からの健康づくり

(1-5) こころの健康づくりの推進
（精神保健対策の推進）

・こころの健康づくり
（睡眠，ストレス，うつ病，依存症などの対策，メンタル
ヘルス，ひきこもり支援，自殺予防の取組みなど）

(1-6) 地域や職場などでの健康づくりの推進

・地域の健康づくり支援，民間企業や地域団体などと
の連携・支援

(1-7) 健康づくり支援の仕組みと環境づくり

・市民の健康づくり活動の推進に向けた健康支援の
仕組みづくり・環境整備

(2-1) 在宅医療・介護連携の推進

・在宅医療提供体制の構築，在宅医療・介護連携の
推進，医療・介護職研修や市民啓発（看取り等含む）

(2-2) 救急医療体制・災害時の保健医療体制の充実

・救急医療にかかる啓発，休日夜間等の急患診療
体制の確保，災害時医療体制の構築や健康危機管理

(2-3) 難病対策の推進

・指定難病患者，小児慢性特定疾病患者に対する医療
費の助成，相談支援に関する施策，指定難病患者のう
ち在宅人工呼吸器使用患者への支援，難病患者等
ホームヘルパーの養成等難病対策の推進

(2-4) がん対策の推進

・がん検診（施策１－２再掲），がん患者，その家族や
がん患者会への支援，がんの教育

(2-5) 市立病院等の充実

・市立病院及び市立島しょ診療所における医療の充実，
地域の医療機関との連携

(4-2) ＩＣＴ（情報通信技術）の先進技術の利活用 ・ＩＣＴ（情報通信技術）等の利活用

(2-6) 医療安全等対策の推進

・医療に関する患者・家族等からの相談への対応，
医療施設・薬事施設に対する研修会・監視・指導の
実施，地域に密着した薬局機能強化やジェネリック
医薬品の啓発

(5-1) 地域との連携による課題把握の
仕組みづくり

・地域見守りをはじめとする多様な支援ネットワー
クと課題把握の仕組み

(2-7) 外国人にもやさしい保健医療環境の推進

・医療通訳と情報提供等

(3-1) 感染症対策の推進

・感染症対策（一般防疫，予防接種，結核対策等），
感染症危機管理体制

(5-2) 権利擁護の体制充実とサービスの
利用支援

・権利擁護の体制充実や，成年後見制度の利用
促進

(3-2) 薬物乱用及び薬物依存症の対策の推進

・薬物乱用防止のための啓発，薬物等の依存症に
関する相談事業等（施策１－５再掲）

(5-3) 生活困窮者への相談支援体制の充実

・生活困窮者自立支援制度の相談支援体制の
充実

(3-3) 食品衛生の推進

・食の安全の確保，リスクコミュニケーション

(3-4) 環境衛生の推進

・環境衛生関係施設等の監視指導，飲用水の衛生
対策

(3-5) 動物の愛護・適正飼育の推進

・犬猫殺処分頭数ゼロに向けた，動物の愛護・適正
飼育の普及啓発

(1-1) 地域福祉活動を推進する団体への
支援と連携

・社会福祉協議会，民生委員など地域福祉活動を
推進する団体への支援と連携

(1-2) 共生の意識の醸成

・市区等における福祉大会，講座等による
地域共生社会の実現に向けた意識の啓発

(1-3) ユニバーサルデザインの理念による
地域づくり

・福祉のまちづくり条例，バリアフリーのまちづくり
１ 健康づくりの
推進

２ 身近な地域における
絆づくり・支え合い
活動の推進

施

(2-1) 絆づくりの推進

・地域福祉の基盤となる絆づくりの推進
（コミュニティ支援）

(2-2) 校区・地区における主体的な
福祉のまちづくりへの支援

・校区など身近な圏域で地域福祉の意識共有を
図る取組み

(2-3) 見守りと支え合い活動の推進

・ふれあいネットワーク等の地域見守りや
支え合い活動

(2-4) 見守りと災害時の助け合いの連携

・平常時と災害時の見守りの連携

(2-5) 地域と連携した様々な分野の課題解決の
取組み

・高齢者，障がい者，子どものほか，様々な分野
の課題について地域と連携して解決を図る取組み

(3-1) 地域で活躍できる人づくり・福祉教育

・ボランティアの育成や身近な圏域における地域
ぐるみの福祉教育

(3-2) 地域活動の促進に向けた環境整備

・公民館，老人福祉センター等の施設のほか，
空家や公園の活用など，様々な拠点づくり

(4-1) 社会福祉法人・ＮＰＯ・企業等への
支援と連携

・社会福祉法人，ＮＰＯ，企業等の多様な主体との
連携

３ 人づくりと拠点づくり
２ 医療環境の
整備

４ 多様な主体との連携・
共働による地域づくり

５ 包括的な相談支援
ネットワークの充実

(5-4) 複合的な課題解決に向けた連携強化

・複合化した地域生活課題の解決に向けた，
様々な相談機関や支援ネットワークの連携強化

３ 健康で安全な
暮らしの確保

高 齢 者 分 野
基本目標

１ 地域包括ケアの推進

２ 安心して暮らせる
基盤づくり

施

策

(1-1) 地域包括支援センターと各種相談機能の
充実

・地域包括支援センターや介護実習普及センター
などの各種総合相談機能の充実・強化

(1-2) 地域ケア会議の推進

・高齢者が地域で生活しやすい環境整備に向け
た地域ケア会議の継続と，自立支援型地域ケア
会議の推進

(1-3) ＩＣＴ（情報通信技術）やロボット等の
利活用

・様々な高齢者分野の課題解決に向けた行政等
の持つビッグデータの集約・一元管理によるその
活用や，ＡＩやロボットなどの最新技術の活用

(2-1) 住まいの確保と住環境の整備

・高齢者の心身の状況やニーズ等に応じた多様
な住まいの確保やその入居支援等の取組み

５ 認知症フレンドリーな
まちづくりの推進

基本目標

施

策

施 策 の 概 要

(1-1) 住み慣れた地域で生活を続けられる
体制づくり

・障がい者の相談支援体制の強化
・障がい者の地域生活の支援
(地域生活支援拠点等の整備（機能の充実）,
精神障がい者の地域生活支援)

(1-2) 良質な福祉サービスの推進と福祉を
支える人づくり

・事業所指導・監査などを通じた障がい福祉
サービスの適正化
・事業所の人材確保・定着の支援の実施

(1-3) 日常生活の支援による自立促進

・住宅支援,日常生活用具の給付など
・年金，手当，医療，リハビリテーション など

(1-4) 重度障がい・発達障がい・難病等に
関する施策の推進

・重度障がい者等への地域生活支援の取り組み

１ 安心して地域で
暮らせる基盤づくり

(2-2) 買い物支援等の生活支援

・買い物などが困難な高齢者に対する支援への
取組み

(2-3) 支え合う環境づくりと福祉・介護人材の
確保

・地域住民に限らず，民間企業，社会福祉法人，
ＮＰＯ等の多様な主体による支え合う環境づくり
・福祉・介護サービスを安心して受けることができ
るための人材確保の取組み
・災害時に支援を要する高齢者の安否確認や避
難及び避難所での支援体制づくり

(1-5) 家族支援に関する施策の推進

(2-4) 災害対策の推進

・短期入所やレスパイト，家族講座など障がい者
の家族に対する支援

(3-1) 社会参加の促進

・高齢者の積極的な社会参加活動の促進

(1-6) 災害対策の推進

・災害時の避難行動に支援が必要となる人や特
別な配慮が必要な人への支援体制の充実・強化

(3-2) 就業の支援

・働きたい高齢者の就業の支援
(2-1) 障がい理解・差別解消の推進

・障がいに関する理解や関心を持てるような環境
づくり
・差別解消条例に基づき，障がいを理由とする差
別に関する相談への対応や条例の広報・啓発

(2-2) 権利擁護・虐待防止の推進

・成年後見制度の利用促進及び障がい者の
虐待防止や早期発見に関する啓発活動

(2-3) ユニバーサルデザインに配慮した
まちづくり・情報提供の推進

・ハード・ソフト両面からのバリアフリーを推進し，
誰もが暮らしやすい環境の整備

(3-1) 就労支援

・障がい者の就労の支援
・障がい者就労支援センターの整備

(3-2) スポーツ・レクリエーション・文化芸術
活動の推進

・障がい者の健康増進や社会参加促進のため
の取組み

(3-3) 移動・外出支援

・障がい者の社会参加を推進するための移動・
外出の支援

(4-1) 早期発見・早期支援

・障がいの早期発見及び発達の気になる子ども
やその家族への相談支援の充実

(4-2) 療育・支援体制の充実強化

・障がい児の通園施設や放課後等デイサービス
などの療育体制や支援体制の強化

(4-3) 発達障がい児への支援

・幼児期から成人期までの一貫した支援体制の
構築
・発達障がい者支援センターの整備

(4-4) 特別支援教育の推進

・インクルーシブ教育の充実など障がいの有無
に関わらす互いに学び合う教育環境を実現する
ための特別支援教育の推進

3 いつまでもいきいきと
活躍できる環境づくり

４ 要支援・要介護
高齢者等への
支援体制の充実

障 が い 者 分 野
施 策 の 概 要

(3-3) 介護予防の推進

・高齢者の健康の保持増進のための健康づくり，
介護予防の推進

(3-4) 活動の場づくり

・高齢者が安心して様々な活動に取り組める場づ
くり

(4-1) 持続可能な介護保険制度の運営

・福岡市介護保険事業計画に基づく介護保険制
度の円滑な運営，制度の持続可能性を確保する
ための取組みの推進

(4-2) 介護サービス基盤の整備

・福岡市介護保険事業計画に基づく地域密着型
サービス等の必要な介護サービス基盤の整備

(4-3) 介護サービスの質の向上

・各種の研修等を通じた介護サービスの質や介
護従事者の資質の向上

(4-4) 生活支援サービスの提供

・介護保険サービスを補完する様々な在宅生活
支援サービスの提供

(5-1) 認知症に関する理解促進

・認知症について理解を深めるための普及・啓発
活動の推進

(5-2) 適切な医療・介護サービスの提供と
予防の推進

・適切な医療・介護サービスにつなげていく体制
づくりや認知症早期発見への取組み

(5-3) 認知症の人や家族への支援の充実

・認知症の人や家族の心身の負担軽減のための
取組み

(5-4) 認知症とともに生きる施策の推進

・企業等と連携した認知症の人の活躍の場の創
出など

２ 多様性を認め合い，
大切にし合う
まちづくり

３ 誰もがいきいきと
暮らせる環境づくり

４ 子どもの健やかな
成長

