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組織の基本方針又は
使命

今年度取り組
む事項

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

重点目標項目を実現
するため行う活動や手
段

目標の達成状況や成果の評価（できるだ
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※目標の達成度
の区分（「B重点
目標項目」単位

での評価）

目標が未達成であれば、
今後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

1．各種計画の進
捗管理

・各課で策定している計
画について、着実に推
進・実施が出来るよう、
進捗確認を行う。
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・第３期地域福祉計画の進捗管理につい
て、関連事業の取り組み状況と今後の実施
方針を取りまとめた。
　評価及び講評の準備を進めている。 C

・関連事業の取り組み状況と
今後の実施方針について、
評価及び講評を行う。

・１０月に障害福祉推進会議、障害者基本計
画等策定委員会にて、第５期障害福祉計画
(第１期障害児福祉計画）策定報告及び平
成２９年度の基本計画・障害福祉計画の実
績報告を実施。

A
・高齢者保健福祉計画委員会の開催（2回）

A

・地域福祉計画
・障害者基本計画及び障
害福祉計画、障害児福祉
計画
・子ども・子育て支援事業
計画
・高齢者保健福祉計画
・健康増進計画、食育推
進計画
各々の推進会議等で進
捗確認を行う。

今年度の目標設定 今年度の目標の達成度と今後の取り組み

㉚
施
政
方
針

平成３０年度

組織目標達成度測定シート

※【目標の達成度の区分：A達成できた、B目標達成に向け事務を進めている、C下半期に実施、D達成困難】
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・健康増進計画、食育推進計画に基づき実
施する事業について、毎月、進捗内容を確
認し、計画どおり進めることができた。

・水辺の散策路を活用した「健幸ウオーク」
（4月・3月　各１５０人・３００人参加）開催や
「健幸スポット」（体組成計等設置・年間約２５
００人利用）の運用、市施設（中央図書館・
北部住民センター）に歩数表示シートの設
置、保健センター内階段に「健幸標語」シー
トの貼付を行い、生活習慣病予防解消に向
けた取り組みを進めた。

・市内スーパー等（合計１３箇所）に「健幸食
改いきいきレシピ」の設置を通して、地場産
食材の活用促進や朝食が重要である等を
啓発した。また小学生親子食育教室「京た
なべcookingいただきます！」（８月・７組１９
名参加）や若者世代食育教室「生活習慣病
予防減塩推進スキルアップ事業」（１２月・大
学生等２０名参加）の実施により、若い世代
への食育の啓発に努めた。

・「世界禁煙デー」や『禁煙週間』（５月３１日
～６月６日）に併せて庁舎内に禁煙した場合
の経済効果や新型タバコの情報等を新たに
展示した。また、健康増進法一部改正に伴う
受動喫煙防止施策に係る情報提供をチラシ
やポスターにより医師会等へ周知した。

・自殺予防週間に併せて庁舎内に「睡眠」を
テーマとした情報を展示した。自殺予防月
間に合わせて新田辺駅前での街頭啓発（障
害福祉課との連携　9月・３月）に実施した。

A

※【目標の達成度の区分：A達成できた、B目標達成に向け事務を進めている、C下半期に実施、D達成困難】
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2．子育て世代包
括支援センターの
開設

・妊産婦及び乳幼児の
保護者に対して、伴走
型の予防的支援ができ
る環境を整え、切れ目
のないワンストップ型の
支援の強化を図る。

・ケアプラン票の作成等
事務の整理
・専任の相談員等人員体
制の強化及び現行職員
の対応力の向上
・産婦健康診査事業の新
設
・既存事業の精度向上
・市民目線でわかりやす
い母子保健事業全体の
整理

・支援プラン、リスクアセスメントシート、支援
台帳等の整備を行った。
・子育て世代包括支援センターの開設に向
け、関係職員による他市視察、勉強会等を
実施し、職員間の事業理解等の向上を図っ
た。
・平成３１年４月より産婦健康診査が実施で
きる準備を整え、対象者に周知した。
・乳児健康診査の制度管理については、保
健所、臨床心理士に意見をもらいながら、改
善点の明確化に努めた。
・市民が本市の母子保健事業を理解できる
ように新たに媒体を作成した。平成３１年４月
より支援プラン作成時等効果的に使用す
る。

B

・平成31年4月から子育て世
代包括支援センターを開設
し、より細やかに寄り添い型の
支援が実践できるよう、子育
て支援のシステム化を図る。
・乳児健康診査の制度管理
については、引き続き国や府
の動向を見ながら進める。

3．自殺対策計画
の策定

・「誰も自殺に追い込ま
れることのない社会」の
実現を図るため、自殺
対策基本法第１３条で
定められた市町村自殺
対策計画を、自殺総合
対策大綱及び自殺対策
計画策定ガイドラインを
活用し策定する。

以下の手続きを行い、計
画を策定する。
・住民アンケート及びパブ
リックコメントの実施
・障害者基本計画等策定
委員会及び庁内推進会
議、経営会議での審議
・議会協議会での報告

７月２０日から８月６日に住民アンケート調査
を実施した。
１０月３日に障害福祉推進会議、１０月１５日
に経営会議、１０月２２日に障害者基本計画
等策定委員会にて、アンケート結果の報告・
策定の方向性の報告を行った。
１１月２６日から１２月３日まで素案について
各課へ照会を行った。
１２月１８日の経営会議にて素案について協
議を行った。
１月１８日の経営会議及び１月３１日の市議
会文教福祉常任委員協議会にて、素案作
成及びパブリックコメントを実施する報告を
行った。
２月６日から３月５日にパブリックコメントを実
施した。
３月１４日の経営会議でパブリックコメントの
結果を報告し、策定を行った。

A

※【目標の達成度の区分：A達成できた、B目標達成に向け事務を進めている、C下半期に実施、D達成困難】
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4．地域包括ケア
システムの充実に
向けた地域連携
事業の充実

･高齢者が可能な限り住
み慣れた地域で暮らし
てもらえるよう「地域包括
ケアシステム」の充実に
向けた取り組みを行う

・協議体の設置
・生活支援コーディネー
ターの充実
・綴喜在宅医療推進会議
を中心とした多職種連携
の協議
・医師会との検討会の開
催

・協議体の設置（第１層）
・生活支援コーディネーターの充実（4名→6
名）
・綴喜在宅医療推進会議出席（2回）
・在宅療養コーディネーター会議出席（1回）
・医師会主催の勉強会への支援（1回）

A

5　債権管理・滞
納整理方法の確
立

・生活保護費返還金
・生活困窮者貸付金
・保育料
・介護保険料
不納欠損処分の実施と
処分に向けた手続きの
推進。
債権管理の効率化に向
けて、システム導入や改
修を実施（返還金、貸付
金）

・返還金、貸付金
　4月～9月資料収集、シ
ステム整備の予算措置
　10月～3月システム導入
～本稼働
・滞納、不納欠損手続
　4月～3月督促、所在不
明債務者の戸籍調査等
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・システム導入は今後の課題となるものの、
既存のソフトウェア等のツールを活用し、法
令に基づいた債権管理を進めた。
保育料については、債権管理マニュアルを
作成した。

B

6．重症化予防対
策の構築

特定保健指導等の重症
化予防への取組体制の
構築及び実施

･糖尿病性腎症における
重症化予防の取り組み体
制の構築
･特定保健指導の実施
･がん検診における精密
検査の未受診勧奨の実
施

・糖尿病性腎症重症化予防について、医師
会・山城北保健所と協議を重ねH３１年度か
ら実施する未受診者対策の取り組み体制の
構築を行った。
・特定保健指導対象者３６３人中４８人に実
施した。（指導率：１３．２％）（H２９：１１．
２％）
・各種がん検診統計作成と併せて未受診者
へ、電話等により勧奨した。

B

引き続き、精密検査の受診勧
奨を行う。

※【目標の達成度の区分：A達成できた、B目標達成に向け事務を進めている、C下半期に実施、D達成困難】
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７．災害時の要配
慮者に対する安
全確保対策事業
の推進

・災害時要配慮者避難
支援対策事業実施地域
の拡大
・災害時要配慮者施設
避難確保計画の策定推
進
・福祉避難所の拡大

・要配慮者避難支援名簿
作成システムの導入
・名簿作成取り組みにつ
いて新たな地域への働き
かけ
・避難確保計画策定が必
要な施設への説明訪問
・市管理施設の計画策定
・災害時のヘルパー派
遣、ストマ装具提供の事
前協定の締結

・導入候補システムのベンダーにより入札を
実施しシステムを導入した。
・河原区で名簿作成に向け対象者の訪問を
された。１名未作成。山手南自治会は３１年
度取り組むとの回答を得た。
・避難確保計画の策定が必要な施設を訪問
した。市の施設から計画の提出があった。
・ストマ装具提供の協定案を作成した。

B

・名簿作成取り組みについて
新たな地域への働きかけをさ
らに進める。
・避難確保計画の策定を誘
導する。
・ヘルパー派遣の協定締結を
進める。

※【目標の達成度の区分：A達成できた、B目標達成に向け事務を進めている、C下半期に実施、D達成困難】


