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第１章 みんなが元気に暮らせるまちづくり 
１．高齢者福祉の充実 

 

 現状と課題  

生きがいづくりと社会参加の促進 

◆高齢者が健康で生きがいを持った日常生活をおくることができるように、老人クラブの活動支

援、老人福祉センターの充実並びに地域循環バスの運行などを行っています。 
 

介護予防の推進 

◆市直営の地域包括支援センターを設置し、高齢者の多様な相談を受け止め、安心できる生活の

ために必要な支援を行っています。 

◆介護予防拠点施設として、市役所横体育館及び旧邑知第１保育所の 2 か所を整備し、老人福祉

センターや公民館等で高齢者の筋力トレーニング教室や、虚弱高齢者の各種介護予防教室を開

催しています。 

◆高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者を支える仕組みづくりや

相談体制の充実を図るとともに健康づくりの推進に努めています。 

 

介護保険サービスの充実 

◆寝たきりや認知症になっても、その人らしい生活が尊重されるよう、地域に根ざしたサービス

を受けられるための施設整備に取り組んでいます。 

◆要介護認定者の増加が予想されることから、住み慣れた地域で暮らすことを支援するために、

認知症高齢者グループホーム等の地域密着型サービス施設の充実に努めています。 

 

地域福祉活動の推進 

◆地域住民、町会、民生委員及び地域福祉推進チーム等の活動を相互に結びつけ、高齢者の閉じ

こもりや孤立の防止に努めています。 

◆災害時等において、自力での避難が難しい高齢者等が安全に避難できる支援体制の整備に努め

ています。 

 

介護予防教室 
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 施策の方針  

生きがいづくりと社会参加の促進に努めます 

高齢者がその能力や経験を活かしながら活躍できるよう、社会参加の促進や生きがいづくりを

支援します。 

施策の内容 主な取り組み 

社会参加の促進 

 

老人クラブの活動支援 

老人福祉センターの充実 

地域循環バスの運行 

介護予防を推進します 

高齢者が要介護状態にならないよう介護サービスの適切な提供体制の充実を図るとともに、健

康づくりを推進していきます。 

施策の内容 主な取り組み 

介護予防の推進 

 

一般高齢者への情報提供・虚弱高齢者への支援充実

要支援・要介護認定者への支援充実 

地域包括ケアの推進 各専門職種や機関との連携システムづくり 

介護保険サービスの充実に努めます 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介護保険サービスの充実に努め

ていきます。 

施策の内容 主な取り組み 

在宅福祉の充実 地域密着型サービス施設への支援 

在宅サービスの量の確保及び質の向上 

介護保険施設の整備 介護保険施設の整備推進 

地域福祉活動の推進に努めます 

独居・高齢者世帯への声かけや安否確認等を行い、地域見守りのネットワークの構築を推進し

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

地域見守りネットワークの構築 

 

地域福祉推進チームの活動支援 

社会福祉協議会の活動支援 

災害時要援護者支援体制の整備 要援護者リストの整備 

要援護者の防災訓練への参加推進       

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

介護保険施設床数 床 
343 

(H22.4.1) 
410 

（H27.4.1） 
460 

（H32.4.1） 
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２．障がいのある人への支援 
 

 現状と課題  

ともに生きる社会づくり 

◆障がいのある人の人権が尊重され、ともに生きる社会づくりが求められています。 

◆障がいのある人に対する正しい理解と認識を深めるとともに、個々に応じた社会経済活動への

参加を促すことが必要です。 

◆手話通訳など介護者の育成・確保に努め、点字広報などにより情報の提供に努めています。 

 

安心して暮らせるまちづくり 

◆日常生活での不便を解消するため、移動手段の確保や生活環境のバリアフリー化が求められて

います。 

◆障害者自立支援法に基づき、サービスの一元化を図るとともに、各種福祉サービスの適切な実

施に努めています。 

◆障がいのある人が安心して暮らせるよう、各種サービスや助成制度の充実が求められています。 

 

自立のための支援体制の充実 

◆障がいのある人の保護から自立に向けた支援体制の充実に努めています。 

◆障がいのある人が自立するために気軽に相談できる体制の整備が必要となっています。 

◆個々の特性に応じた就労の場の確保と、職業能力の向上を図るため、関係機関と連携し、職業

リハビリテーションなどを行う体制づくりに努めています。 

◆障がいのある人の自立支援に向けて、ボランティアの育成が求められています。 
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1,412 1,431 1,419 1,425
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 施策の方針  

ともに生きる社会をつくります 

障がいのある人もない人も等しく社会生活ができるノーマライゼーションの理念の実現に向け

て、ともに生きる社会づくりを推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

障がいのある人への理解促進 社会参加、交流の拡大 

情報提供の充実 手話通訳者等介護者の育成 

点字広報の作成 

安心して暮らせるまちづくりを推進します 

生活環境を整備し各種福祉サービスを充実させることにより、障がいのある人が安心して暮ら

せるまちづくりを推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

生活環境の整備 バリアフリー化、ユニバーサルデザインの推進 

移動手段の確保 

各種福祉サービスの充実 自立支援サービスの充実 

地域生活支援サービスの充実 

各種助成制度の推進 医療費助成制度等の充実 

自立のための支援体制を充実させます 

関係機関と連携し職業訓練や就労相談の体制を整え、障がいのある人が自立するための支援体

制を充実させます。 

施策の内容 主な取り組み 

相談体制の充実 定期的な相談窓口の開設 

相談員の資質の向上 

自立への支援 就労支援体制の充実 

ボランティアの育成 

 

 

 

 
           

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・ｹｱﾎｰﾑの利用

者数（1日あたり） 
人 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 11 
ｹｱﾎｰﾑ   7 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 16 
ｹｱﾎｰﾑ    12 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 20 
ｹｱﾎｰﾑ    15 
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３．次世代に向けた子育て支援の充実 
 

 現状と課題  

仕事と子育ての両立支援 

◆保育サービスは、子育てと仕事を両立させるために最も重要な支援であることから、保育所を

計画的に統合整備するとともに、指定管理者制度を導入し、延長保育や病後児一時保育などの

特別保育の充実に努めてきました。 

◆平成 16年度には保育所の統合及び民営化にあわせて、保育料の引き下げを行っており、今後も

適切な利用者負担に努めていきます。 

◆近年、核家族化の進展及び女性の社会進出に伴い小学校の放課後や夏休みなどの保育の必要性

が高まってきていることから、地域のニーズを的確に把握し、学童保育クラブを拡充すること

が求められています。 

◆ひとり親家庭に対して、学童保育クラブの利用支援及び医療費助成などを行っています。 

◆すべての子育て家庭に対して、ニーズにあったきめ細やかな支援を行うことが必要です。 

地域で育む子育ての推進 

◆社会環境が大きく変化し、子育ての孤立が懸念される中、現在の社会にあった形で地域に住む

さまざまな人たちが連携し、子どもを育むためのしくみを作っていくことが求められています。 

◆保育所未入所親子に保育所を開放し、気軽に集い交流する場所の提供と専門家による相談を行

っています。 

◆少子化及び核家族化が進行する中で、子育てについて地域に相談できる人が少なくなってきて

いることから、育児に対するストレスが増大しています。 

◆増加傾向にある児童虐待問題に対して、関係機関と連携し虐待予防としての見守りや虐待など

に対する適切な対応が求められます。 

次世代育成支援対策の充実 

◆減少傾向にある出生数の増加につながる支援が必要です。 

◆近年の晩婚化対策として、独身男女が出会うきっかけづくりが求められています。 

◆不妊治療には高額な費用がかかることから、助成額の見直しなど次世代に向けた子育て支援対

策の拡充が必要となっています。 

◆産後間もない親の育児不安の解消及び育児相談の

ために、母子保健推進員や保健師等が訪問活動を行

っています。 

◆乳幼児などの子どもたちを対象にした医療費助成

制度の拡充が求められています。 

父と子のふれあいクッキング
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 施策の方針  

仕事と子育ての両立を支援します 

子育て支援施設を整備し、多様化するニーズに対応した各種サービスを提供します。 

施策の内容 主な取り組み 

児童福祉施設の整備 保育所の統廃合整備 

施設・設備の改修 

保育サービスの充実 各種特別保育事業の充実 

ひとり親家庭への支援 学童保育クラブ利用料の助成 

医療費の助成 

仕事と子育ての両立支援 ファミリー・サポート・センターの充実 

学童保育クラブの拡充 

地域で育む子育てを推進します 

気軽に集い交流する場を提供するなど、子育て相談ができる環境を整え、地域で育む子育てを

応援していきます。 

施策の内容 主な取り組み 

子育て支援サービスの充実とネットワークづくり

 

地域子育て支援拠点の充実（保育所開放） 

はくい子育てサロンの充実 

子どもの居場所づくり 千里浜児童センター事業の充実 

児童虐待防止対策 関係機関との連携による防止対策の推進 

次世代育成支援対策を充実させます 

独身男女の出会いの場づくりや産前産後の育児不安の解消など次世代に向けた子育て支援対策

を拡充します。 

施策の内容 主な取り組み 

縁結び事業の推進 独身男女の出会いの場創出事業を支援 

不妊対策の推進 不妊治療費助成制度の拡充 

産前産後の育児相談 各種教室の開催 

母子保健推進員や保健師等による訪問の充実 

乳幼児・小学生などへの医療費助成 助成内容の充実、対象年齢の拡大 
       

 

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

学童保育クラブ数 箇所
３ 

（Ｈ22.4.1） 

４ 
（Ｈ27.4.1） 

５ 
（Ｈ32.4.1） 

学童保育クラブの 

利用者数（1 日あたり）
人 98 110 125 
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４．社会保障の充実 
 

 現状と課題  

生活困窮者への支援 

◆民生委員等関係機関との連携を図り、生活困窮者の相談に応じています。 

◆生活困窮者の最低限の生活を保障するとともに、自立への意欲と努力の助長に努めています。 

 

国民年金事務の充実 

◆国民年金保険料の納付や加入など、制度の趣旨普及推進に努めています。 

◆保険料を納めることが経済的に困難な市民の相談業務の充実が求められています。 

 

国民健康保険事業の適切な運営 

◆健康づくり事業などの各種保健事業を推進し、健康の保持・増進や疾病予防に努めています。 

◆ジェネリック医薬品の推進やレセプト点検の強化など、医療費の適正化の推進が必要です。 

◆給付・納付相談を通して収納率向上に努めています。 

 

高齢者の医療制度の整備 

◆現在の高齢者の医療保険は、75 歳以上の方と 65 歳～74 歳で障がいのある人を対象とした後期

高齢者医療制度で運営されていますが、新たな医療制度に移行されることになっています。 

◆これにより新たな医療制度は、年齢を区切らない方式を取り入れて施行することとされ、運営

方式・電算システムなどの準備が進められています。 
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 施策の方針  

生活困窮者を支援します 

生活困窮者の生活実態を的確に把握し、自立に向けた就労指導等を行うなど適正な支援に努め

ます。 

施策の内容 主な取り組み 

相談体制の充実 民生委員等関係機関との連携 
相談員の資質の向上 

自立支援の推進 ハローワーク、シルバー人材センターとの連携 
自立に向けた生活指導の強化 

国民年金事務の充実に努めます 

一生涯の保障である国民年金の事務の充実に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

国民年金事務の充実 適正な申請事務の推進 
納付相談の充実 

国民健康保険事業を適切に運営します 

健康づくり事業を推進して疾病予防に努めるとともに、国民健康保険事業を適切に運営します。 

施策の内容 主な取り組み 

医療費の適正化 

 

特定健診の実施 
生活習慣病予防教室の開催 
ジェネリック医薬品の推進 

国民健康保険事業の運営安定化 収支のバランスを図るための適正な税率の設定 
国民健康保険税の収納率向上 

高齢者の医療制度の整備に努めます 

石川県後期高齢者医療広域連合と連携し、保険料の収納率向上を図り運営の健全化に努めると

ともに、新たな医療制度の広報活動と業務連携に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

石川県後期高齢者医療広域連合との安定的な連携 資格・所得・収納などの情報共有化の推進 
保険料収納率の向上による運営の安定化 

新たな医療制度への対応 新たな医療制度の広報活動 

市の業務との連携促進 
 
           

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

保険別一人あたり 
医療費の額 

千円 

国保一般 357 
国保退職 312 
後期高齢 863 

国保一般 353 
国保退職 308 
後期高齢 854 

国保一般 350 
国保退職 305 
後期高齢 845 
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５．健康づくりへの支援 
 

 現状と課題  

市民と一体となった健康づくり 

◆平成 13 年に健康都市宣言を行い、すべての市民が健康で心豊かな人生を送るために、「自分の

健康は自分で守り、つくる」ことを基本に健康づくりに努めています。 

◆本市における死亡原因の６割は「生活習慣病」に基づくものであり、市民一人ひとりの健康づ

くりや生活習慣病予防に対する意識の向上が求められています。 

◆健康づくり推進員、母子保健推進員及び食生活改善推進員等の地区組織の育成を行い、市民と

一体となった健康づくりを推進していくことが必要です。 

 

各種検診事業、感染症予防対策事業の拡充 

◆特定健診や各種がん検診、結核予防等の検診事業の拡充と各種検診の受診率向上に向けて、検

診前後の魅力ある行事の実施に努めています。 

◆妊娠、出産に起因する疾病の予防・早期発見を行うために、妊産婦、乳幼児の健診の充実に努

めています。 

◆予防接種の接種率向上に向けて、予防接種の推奨と自己負担額の軽減が求められています。 

◆各種検診、健康教育等の総合的な保健福祉サービスを提供できる施設の整備が求められていま

す。 

 

各種相談、保健指導、健康教育事業の充実 

◆市民一人ひとりが、自らの健康観に基づいて自主的に健康づくりに取り組めるよう、ライフス

タイルに応じた教室や相談を行い、事業の拡充に努めています。 

◆乳児の発達段階に応じた保健指導、相談に努めるとともに、母親同士の仲間づくりや情報交換

の機会をつくり、母子保健推進員や保健師の訪問により、育児不安の軽減や虐待予防対策に努

めています。 

◆自殺予防対策として、こころの相談支援体制の充実が求められています。 

 
 
 
 
 

233 239 237

【死亡原因（平成20年）】

悪性新生物
28.2%

心疾患
13.6%脳血管疾患

14.0%

肺炎
12.0%

不慮の事故
6.0%

老衰
4.0%

自殺
1.7%

糖尿病
1.0%

腎不全
0.7%

その他
18.9%



基本目標１ みんなが元気に暮らせるまちづくり 
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 施策の方針  

市民と一体となって健康づくりを推進します 

市民とともに健康増進への意識を高め、健康づくり活動を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

健康に対する意識の向上 

 

健康や生活習慣病等に関する知識の普及啓発 

関係機関との連携強化 

健康づくりの機会や場の確保 

市民と一体となった健康づくりの推進 健康づくり推進員、母子保健推進員、食生活改善

推進員等の育成と活動の支援 

各種検診事業、感染症予防対策事業を拡充します 

各種検診事業及び予防接種事業を充実させ、疾病の早期発見、早期治療を推進します。 

施策の内容 主な取り組み 

健診受診率の向上 特定健診・各種がん検診の受診勧奨 

受診しやすい体制整備 

予防接種率の向上 定期予防接種の積極的勧奨 

任意予防接種の助成の拡充 

保健事業実施拠点施設の整備 保健福祉センターの整備 

各種相談、保健指導、健康教育事業を充実させます 

生活習慣病の予防を中心とした健康教育事業の実施と各種相談のための環境と体制づくりに努

めます。 

施策の内容 主な取り組み 

生活習慣病予防 生活習慣病予防教室の充実 

ハイリスク者に対する個別保健指導の充実 

育児相談の充実と虐待防止 育児の仲間づくり及び情報交換の機会の充実 

母子保健推進員、保健師等の訪問活動の充実 

こころの健康づくり 普及啓発活動の充実 

相談支援体制の充実 

健康教室の開催 

 
       

 目標指標  

指 標 単位
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

特定健診受診率 ％ 33.9 45 65 
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６．地域医療体制の充実 
 

 現状と課題  

公立羽咋病院の設備等の充実 

◆平成 18 年度に全身用コンピュータ断層撮影装置(CT)の更新、平成 19 年度に血液浄化センター

（リハビリテ－ション・透析）棟の増築及び電子カルテ化、平成 21年度に超伝導磁気共鳴画像

診断装置(MRI)の更新を行いました。 

◆地域医療の拠点として医療機器の設備充実に努める必要があります。 

◆耐震診断に基づいて、管理棟を安全な施設に整備する必要があります。 

 

医師、看護師等の人材確保 

◆看護師を募集しても応募が募集定員より少ない状況が続いており、看護師不足が深刻な状況で

す。 
◆医師の確保に向けて石川県地域医療支援センターの活動に協賛し、随時募集を行うとともに、

看護大学等に説明とお願いを行っています。 
 

安心して医療を受けられる体制づくり 

◆本市には、公立羽咋病院をはじめ、診療所 24 か所、歯科医院 14 か所があります。病診連携と

して、公立羽咋病院に開業医に対するオープンベッドが 20床あり、病診連携の症例検討会等を

行っています。 

◆市内には小児科が 2 か所、産婦人科が 1か所あり、小児科及び産婦人科の 24時間体制の確立が

求められています。 

◆障がいのある人をはじめ要介護状態の方など、だれもが住み慣れた地域で、安心して生活がで

きるように訪問診療と訪問看護の各事業所が連携して、在宅医療の充実を図る必要があります。 

◆羽咋郡市医師会の協力のもと、休日在宅当番医制度が確立され、休日 2 か所の医療機関で安心

して医療が受けられる体制ができています。 

◆公立羽咋病院は災害時の拠点病院として、近隣の医療機関と連携して、災害時に必要な人材・

資材を確保するなどの役割を果たしていきます。 
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【医療職従事者数の推移】

医師 歯科医師 看護師 助産師

233 239 237 



基本目標１ みんなが元気に暮らせるまちづくり 
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 施策の方針  

公立羽咋病院の設備等の充実に努めます 

安全で良質な医療を提供するため、施設整備や高度医療機器等の充実に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

医療機器の充実 高度な手術機器や検査機器の導入 

施設の整備 耐震整備事業の実施 

医師、看護師等の人材確保に努めます 

看護師等修学資金制度や人材バンク等を活用して、医師・看護師等の確保に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

医師・看護師等の確保 

 

医師等の処遇改善 

看護師等修学資金制度の導入 

人材バンク等の活用 

安心して医療を受けられる体制づくりを目指します 

24 時間安心して医療を受けられるよう医療体制確保の推進に努めます。 

施策の内容 主な取り組み 

産科・小児科の医療体制確保 郡市医師会との協力体制確立 

地域在宅医療体制の充実 訪問診療及び訪問看護各事業所の連携強化 

医療・保健・福祉等関係機関の連携強化 

救急・災害時医療体制の整備 休日在宅当番医制度の充実 

災害時に対応できる拠点病院づくり 

災害時の要援護者リスト管理の推進 

 
 
 
 
 
               

 目標指標  

指 標 単位 
基準 

（平成 21 年度） 

中間目標 

（平成 26 年度） 

目標 

（平成 31 年度） 

公立羽咋病院の 
常勤医師数 人 

15 
（Ｈ22.4.1） 

17 
（Ｈ27.4.1） 

17 
（Ｈ32.4.1） 

公立羽咋病院の 
常勤看護師数 人 118 

（Ｈ22.4.1） 
122 

（Ｈ27.4.1） 
122 

（Ｈ32.4.1） 
 


