
 

  
 

 
 
 

今年度の目標設定 今年度の目標の達成度と今後の方向性 

Ａ 組織の方針(使命) 

組織の基本方針又は 

使命 

Ｂ 重点目標項目 
今年度取り組む事項 

C 設定理由・考え方 
どのようなニーズに基

づくのか 
どのような成果を目指

すのか 

D 活動（手段） 

重点目標項目を実現するた

め行う活動や手段 

Ｅ 目標の達成評価 

 目標の達成状況や成果の評価 
 （できるだけ定量的に記入） 

Ｆ 目標の達成度 
※目標の達成度の区

分 
（「B 重点目標項目」単位

での評価） 

G 今後の方向性 
 目標が未達成であれば、達成できなか

った原因と今後の改善策 
 次年度への具体的な取り組み 

 

子供から高齢者ま

で、誰もが生涯にわた

って健康で安心して暮

らせる地域社会を目指

し、健康福祉部各課が

課題としている事業や

実施計画で計上されて

いる事業等を確実に推

進すること。 

1. 保育所・保育園の整

備 

・三山木保育所（公立）

を移転新築し、平成

27年 4月開所を目指

す。 

・みみづく保育園（法

人）の移転新築を支

援する。（平成 26 年

4 月の開所） 

・建設部等と連携して工程

に遅れが生じないよう管

理に努める。 

・建設に向け法人に対して

必要な指導、助言を行う。 

・ 三山木保育所は、当初の予定ど

おりの工程で進めることができ

た。 

12 月 28 日 契約締結 

１月 30 日 安全祈願祭・着工 

・ みみづく保育園は、年度内中の

園舎工事が終了し、3 月 16 日に

竣工式、17 日から新園舎で保育

を始めた。 

Ａ 
 

2. 子ども・子育て支援

事業計画の策定へ

の取組（25～26 年

度策定） 

・子ども・子育て支援

法に基づき、条例の

制定や事業計画策定

に向け取組を進め

る。 

・子ども子育て会議を平成

25 年夏に設置する。 

・ニーズ調査を平成 25 年

度に実施。子ども子育て

支援事業計画は平成 26 

年度中に作成する。 

・ 第１回子ども・子育て会議を 12

月 25 日に開催した。その後、2

回会議を開催した。 

・ 市民 3,000 人を対象にニーズ調

査を 2月初～中旬に実施した。 

・ 計画策定に係るニーズ調査の分

析や資料作成などを行った。 

Ａ 
 

3. 災害時要配慮者避

難支援計画の進捗 

・災害時要配慮者支援

計画の具体化を図っ

ていく。 

・福祉避難所設置協定の締

結を図ると共に、安心ま

ちづくり室と連携し、モ

デル地区を選定し、個別

計画等を進める。 

・ 4 月 30 日に３社会福祉法人と福

祉避難所設置協定を締結した。

また、安心まちづくり室と連携

し、個別計画等策定に向けたモ

デル候補地区を選定し、2月下旬

に該当地区の自主防災組織関係

者等への説明を行った。 

Ｂ 
・ モデル地区において、災害時要配

慮者名簿の登録や個別計画等の策

定を進めていく。 

平成２５年度 健康福祉部 
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4. 民生委員一斉改選

の実施 

・民生委員・児童委員

の全国一斉改選が行

われるにあたり、本

市各地区担当民生委

員等定数 138 名の全

ての選任を目指す。 

・民生委員推薦会の全体会

を 2 回以上、各地区（5

地区）ごとの推薦会を 3

回以上開催し、地域の実

情にあった人選を進めて

いく。 

・ 民生委員推薦会の全体会を６月

と８月とで 2 回開催。地区ごと

の地区別推薦会（５地区）は１

７回開催した。定数１３８名中

１名の欠員が出たものの、全地

区で地域の実情に精通した方を

人選できた。 

Ｂ 
・ 欠員の１名と定年年齢（７５歳）

到達による任期途中での退任の意

向が出されている委員等の後任の

人選。現在、区・自治会からの推

薦を基本にしているが、人選を幅

広く進めるための推薦のあり方の

見直しの検討も必要。 

5. 障がい者虐待防止

体制の整備 

・虐待発生時の職員や

関係者における対応

のマニュアル化を図

る。 

・虐待防止対応マニュアル

を作成する。 

・虐待防止に向けた市民へ

の啓発を行う。 

・ 作成に向け検討を行うも、素案

作成に至らず 
Ｃ 

・ 平成 26 年度中の作成に向け引き

続き作業を進める。 

6. 高齢者保健福祉計

画（第 5期介護保険

事業計画）の推進 

・介護老人福祉施設（特

養）の整備を進める。 

・介護支援ボランティ

アポイント制度を導

入する。 

・包括支援センターの

機能の充実を図る。 

・特別養護老人ホーム（1

か所）の開設に向けた事

業者の決定、開設支援等

の事務を進める。 

・介護支援ボランティアポ

イント制度導入に向けて

調整する。 

・平成 26 年度からの北部地

域包括支援センター設置

に取り組む。 

・ 特別養護老人ホームの事業者を

決定し、社会福祉法人認可や補

助金申請の支援を行い、平成２

６年３月着工となった。 

・ ボランティア・受入れ事業所の

登録を行った。 

・ 北部地域に３か所目の地域包括

支援センターを平成２６年４月

開設した。 

Ｂ 
・ 特別養護老人ホームの平成２７年

３月開所に向けた進捗状況確認、

入所者募集等への支援を行う。 

・ ボランティアと事業所のマッチン

グをし、活動を開始する。 

 

7. 健康増進計画・食育

推進計画の推進 

・重点プロジェクト別

に行動計画を検討す

る。 

・健康づくり推進協議

会で、検討を行い、

計画・実施を図る。 

・楽歩塾の実施 

・健幸パスポート事業の実

施 

・地域（小学校等）での食

育教室の実施 

・ ５～９月に４回実施。参加者の

べ１４７名。一休さんウォーク

にも参加。 

・ 応募総数６１名。参加事業は健

診関係のべ６１名。健康づくり

事業のべ１２２名。 

・ 松井ヶ丘小１１８名、薪小９２

名、田辺東小１０５名、三山木

小１３８名、普賢寺小１７名。

５校１６クラス４７０名が参

加。 

Ａ 
・ ウォーキングと講義のバランス

を検討する。ウォーキングマップ

の作成にメンバーにも参加して

もらう。 

・ 案内を各戸配布する、各事業との

連携を図る等により参加者を増

やす。 

・ 小学校への食育教室のアンケー

トを行い、計画的に事業を実施す

る。 

                                                ※【目標の達成度の区分：A 達成できた、B 概ね達成できた、C 達成できなかった】 
 


