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保健福祉局では、急速に進展する少子高齢化をはじめとする社会構造

の変化をふまえ、誰もが安心して快適に心ゆたかに暮らすことのできる

まちづくりを進めることを目指し、各種事業を進めてまいりました。 

保健福祉局実施プランに掲げた各事業につきましても、策定時に予定

されていた目標や計画は概ね達成できたと考えております。各事業の取

組結果については、次のページ以降をご覧ください。 

平成 24年度につきましても、市民の皆様が安心して暮らしていただけ

るよう、引き続き、職員一人ひとりが自覚をもって、全力で取り組んで

まいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

平成 24年(2012 年)３月 31日 

保 健 福 祉 局 長  加 藤 敏 彦   

保健福祉局医務監  佐久間 伸 子   
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重点取組項目の取組状況 
                                              

 

＜＜ 期末報告の見方 ＞＞ ＜＜ 期末報告の見方 ＞＞ ＜＜ 期末報告の見方 ＞＞ ＜＜ 期末報告の見方 ＞＞ 

 

 

 

取組結果の概要 

23 年度末（24 年３月末）時点における取組状況を記載しております。    

24 年度に向けた取組 

24 年度に向けた取組等を記載しております。    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

取組結果の概要 

活動費や拠点確保について支援を行いました。また、 

活動を多くの市民の方に知ってもらうため、フォーラム 

やパネル展を開催しました。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、活動費や拠点確保の支援を行うとともに、見守り活動を全地区で実施でき

るよう必要な支援と活動者の意見を聞く機会を設けてまいります。    

Ⅰ 高齢者の地域生活支援の充実 Ⅰ 高齢者の地域生活支援の充実 Ⅰ 高齢者の地域生活支援の充実 Ⅰ 高齢者の地域生活支援の充実 

 区や地区福祉のまち推進センターによる地域の支え合い活動を推進するため、活動費

や拠点確保について支援します。 

福祉福祉福祉福祉のまちのまちのまちのまち推進推進推進推進センターセンターセンターセンター事業事業事業事業    

 

事業の内容を記載しております。 

事事事事        業業業業        名名名名    達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    

23 年度末（24 年３月末）時点の達成度を記号で表現しております。 

◎ …… 計画以上のもの 

○ …… 計画どおりのもの 

△ …… 計画に対して思わしくないもの 

まちづくりの施策 まちづくりの施策 まちづくりの施策 まちづくりの施策 １ １ １ １ 

達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

利用世帯  22 年度 4,157 世帯→23 年度 4,239 世帯 

地域協力員 22 年度 2,904 名 →23 年度 2,915 名    

24 年度に向けた取組 

引き続き、地域協力員の拡充に向け、大学等に通う若い 

世代や団塊の世代にも積極的に参加を促していきます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

シニアチャレンジ事業では、２団体の先駆的な取組 

 に対して支援し（累計 19 団体）、また、シニアサロン 

モデル事業では、サロンを２か所新設しました。 

（計 13 か所） 

24 年度に向けた取組 

継続的に広報活動を行うとともに、23 年８月から 

開始した申請時等の立ち上げ支援のためのサポート体制を効果的に運用することにより、

本制度の利用促進を図ります。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

地域の見守り・安否確認に協力いただける民間事業者の拡充を図りました。また、出

前講座等による普及啓発を行いました。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、協力事業者の拡充や普及活動を行っていくとともに、モデル事業の取りま

とめを行い、見守り・安否確認ネットワークの拡大に向けての検討を進めます。    

 地域住民や企業などの地域協力員が間口除雪などのサービスを行うとともに、声かけ

などの安否確認を行います。 

福祉除雪福祉除雪福祉除雪福祉除雪事業事業事業事業    

 高齢者の地域貢献活動に結びつけるきっかけづくりとなるような、高齢者団体の自主

的な運営による、新しい時代の高齢者の地域貢献活動などを支援します。 

はつらつシニアサポートはつらつシニアサポートはつらつシニアサポートはつらつシニアサポート事業事業事業事業（（（（高齢者地域貢献支援事業高齢者地域貢献支援事業高齢者地域貢献支援事業高齢者地域貢献支援事業））））    

 市民全体への普及啓発を行うとともに、各種民間事業者等との連携を行うことで、複

合的・重層的な見守り・安否確認ネットワークを構築します。 

札幌あい(愛)・あい(目)ネット事業札幌あい(愛)・あい(目)ネット事業札幌あい(愛)・あい(目)ネット事業札幌あい(愛)・あい(目)ネット事業（孤立死防止・地域連携ネットワークモデル事業）（孤立死防止・地域連携ネットワークモデル事業）（孤立死防止・地域連携ネットワークモデル事業）（孤立死防止・地域連携ネットワークモデル事業）    

達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

認知症サポーター養成数は 9,027 名と、目標の 5,000 名を上回ったほか、認知症サ

ポート医･かかりつけ医フォローアップ研修、若年性認知症研修会等の実施及び認知症コ

ールセンターの運営を行いました。    

24 年度に向けた取組 

認知症に関する理解の促進と、相談・支援体制の強化を図るために、講演会、研修会

を開催するとともに、地域における関係職員のネットワークの構築に努めます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

23 年度末までに市内 237 の事業所中 230 事業所（23 年度の補助対象 57 事業所・

自費整備 15 事業所）において整備されました。    

24 年度に向けた取組 

設置義務がある 199 事業所のすべてについて整備されましたので、23 年度で事業を

終了いたします。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

23 年度事業（当初予算分）の４施設については、24 年 

４月に開設予定であり、補正予算分の１施設についても予定 

の工事進捗率 20％は達成する見込みです。    

24 年度に向けた取組 

23 年度からの継続事業（補正予算分）の１施設（広域型）の整備を進めるとともに、

24 年度事業の３施設（広域型）についても工事着工に向け準備を進めます。 

    

 認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らせる地域づくりのために、市民理解

の普及、相談・支援体制の強化及び関係職員の資質向上を図ります。 

認知症支援事業認知症支援事業認知症支援事業認知症支援事業    達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    

 認知症高齢者グループホームの防火安全対策等の強化のため、21 年度から 23 年度

の３か年でスプリンクラーの整備を進めます。 

認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者グループホームスプリンクラーグループホームスプリンクラーグループホームスプリンクラーグループホームスプリンクラー整備費補助整備費補助整備費補助整備費補助    達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 介護が必要な高齢者が安心して生活ができる特別養護老人ホームの整備が円滑に進

むよう、建設費の一部を補助します。 

特別養護老人ホーム新築費補助（広域型・地域密着型）特別養護老人ホーム新築費補助（広域型・地域密着型）特別養護老人ホーム新築費補助（広域型・地域密着型）特別養護老人ホーム新築費補助（広域型・地域密着型） 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

地域リハビリテーション従事者の資質向上のため、介護現場で実 

践できる摂食や嚥下等をテーマとした研修を行いました（全３回）。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、地域リハビリテーション従事者の資質向上のための研 

修会等を実施します（３回を予定）。    

    

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

10 月に障がい者相談支援事業所を１か所西区に開設しました。また、白石区の姉妹

孤立死事案を踏まえて、３か月以上未把握の相談利用登録者の把握を行っています。 

24 年度に向けた取組 

基幹相談支援センターの設置の検討や障がい者相談支援事業所の増設を進めます。ま

た、相談支援事業所と区保健福祉部との情報共有のあり方等を検討します。 

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

利用者のニーズに応じた介助者と長時間介護の確保が可能とな 

りました。また、各区役所に手続きの窓口を一本化したことで、 

利用者の利便性が向上しました。    

24 年度に向けた取組 

制度の利便性を益々向上させるための取組と、制度利用の積極 

 的な働きかけを通して、利用者の増加と地域住民の介助参加を図 

ります。 

Ⅱ 障がい者の自立支援の促進 Ⅱ 障がい者の自立支援の促進 Ⅱ 障がい者の自立支援の促進 Ⅱ 障がい者の自立支援の促進 

 高齢者や障がいのある方が、住み慣れた地域で生き生きと自立した生活を送れるよう

に地域リハビリテーションを進めます。 

札幌市地域リハビリテーション推進協議会札幌市地域リハビリテーション推進協議会札幌市地域リハビリテーション推進協議会札幌市地域リハビリテーション推進協議会 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 障がいのある方とその家族の地域生活を支えるため、各種情報提供や福祉サービスの

利用援助などを実施します。また、相談支援事業所を１か所増設します。 

障がい者相談支援事業障がい者相談支援事業障がい者相談支援事業障がい者相談支援事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 有償ボランティア等の地域の福祉力を活用して、重度身体障がい者の介助時間を延伸

することができる札幌市独自の介助制度です。 

パーソナルアシスタンス事業等パーソナルアシスタンス事業等パーソナルアシスタンス事業等パーソナルアシスタンス事業等 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

対象者の件数が増加してきたこともあり、支援体制や支援手法等について、より具体

的な検討と実践ができました。また、ピアサポーターの運用や育成等についても整備が

行われ、活用の幅も広がっています。    

24 年度に向けた取組 

対象者の直接支援に係る部分については、障害者自立支援法の個別給付となるため、

地域体制整備コーディネーターについて、制度の変更を踏まえ、より的確な運用を行え

るよう検討・実践を行います。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

昨年度と比較して売場面積が２倍となったこと等により、売上 

額が 6,859 万円となり、目標の売上実績である 4,200 万円を上 

回っています。 

24 年度に向けた取組 

障がい者の理解促進と工賃向上のため、商品開発や経営の効率化等の施策を充実させ

ていく予定です。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

成約額は、24 年２月末現在約 2,650 万円で、目標値である 1,200 万円を上回って

います。    

24 年度に向けた取組 

活動拠点である市民活動プラザ星園の共同作業スペースの有効活用、障がい者協働事

業者との連携による営業力強化で、さらなる発注機会の拡大を図っていきます。    

 精神科病院の社会的入院患者に対し、個別支援等を行う体制を整備し、円滑な地域移

行の促進を行います。 

精神障精神障精神障精神障がいがいがいがい者地域生活移行支援事業者地域生活移行支援事業者地域生活移行支援事業者地域生活移行支援事業    達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 元気ショップにおける売上向上を図るとともに、市民の障がいに対する理解促進を図

ります。 

障障障障がいがいがいがい者者者者「「「「元気元気元気元気ショップショップショップショップ」」」」運営事業運営事業運営事業運営事業    達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    

 役務サービス等の発注機会の確保と拡大に向け、元気ジョブアウトソーシングセンタ

ーを核とした民間企業への営業を進めます。 

障がい者施設等に対する発注機会の拡大障がい者施設等に対する発注機会の拡大障がい者施設等に対する発注機会の拡大障がい者施設等に対する発注機会の拡大 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

12 月に就業・生活相談支援事業所を１か所開設しました。    

24 年度に向けた取組 

就業・生活相談支援事業所を１か所増設し、市独自のジョブコーチ（ジョブサポータ

ー）については、既配置の効果を検証して配置することとしています。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

２月から実施する２事業者を選定し、１ 

か所については、市民活動プラザ星園に開 

設し、元気ジョブアウトソーシングセンター 

と連携して事業を行うこととしています。 

24 年度に向けた取組 

３か所開設することとして準備を進める 

 予定であり、より一層障がい者雇用の促進を 

図ります。 

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

設置箇所数は、目標を超える 333 か所となりました。新設された 48 か所のうち、

申請のあった 18 か所に対し予算の範囲内で補助金を交付しました。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、グループホーム・ケアホームの拡充に向け、「ケアホーム等新築費・備品購

入費等補助金事業」による補助を実施します。    

    

 就労者支援型の地域活動支援センターへの補助を実施し、就労している障がいのある

方の日常生活・就労面双方の相談等に応じます。 

地域活動支援センター（就労者支援型）運営費補助事業地域活動支援センター（就労者支援型）運営費補助事業地域活動支援センター（就労者支援型）運営費補助事業地域活動支援センター（就労者支援型）運営費補助事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 障がいのある方が他の従業員からサポートを受けながら共に働く協働事業所を拡充

し、障がい者雇用に関する理解促進を図ります。 

障がい者協働事業障がい者協働事業障がい者協働事業障がい者協働事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 障がいのある方が一定の援助を受けながら、安心して地域での自立生活を営むことが

できるよう、暮らしの場となるグループホームやケアホームを拡充します。 

障がい者グループホーム・ケアホームの拡充障がい者グループホーム・ケアホームの拡充障がい者グループホーム・ケアホームの拡充障がい者グループホーム・ケアホームの拡充 達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    
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取組結果の概要 

申請のあった６施設のスプリンクラー整備に対し、補助金を交付しました。 

（23 年度目標：１０施設の整備）    

24 年度に向けた取組 

法令によりスプリンクラーの設置が義務付けられる、延べ面積 275 ㎡以上の障がい

福祉施設については、全ての施設がスプリンクラーを設置したことから、整備補助を終

了します。今後は「障がい福祉施設災害対策等整備補助事業」により、老朽化が進む施

設の改築・耐震化整備を進めていきます。 

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

優しさと思いやりのバリアフリーに関し、バリアフリーチェックと危険施設等通報シ

ステムの運用を行いました。    

24 年度に向けた取組 

バリアフリーチェックと危険施設等通報システムの運用を引き続き行います。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

南北線中の島駅（真駒内方面）、東西線東札幌駅（新さっ 

ぽろ方面）のエレベーターが完了し供用を開始しました。 

24 年度に向けた取組 

地下鉄全駅、全方面のエレベーター整備が完了したこと 

から、23 年度で事業を終了いたします。 

    

 火災・地震時に自力で避難することが困難な方々が多い社会福祉施設（入所施設）の

安全・安心を確保するため、建物の耐震化整備及びスプリンクラー整備を行います。 

障がい福祉施設耐震化等整備費補助障がい福祉施設耐震化等整備費補助障がい福祉施設耐震化等整備費補助障がい福祉施設耐震化等整備費補助 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 数値化されたバリアフリー基準のみに頼るのではなく、障がいのある方や高齢者の力

を借りて、人の目や感覚で確認していくことにより、さらなるバリアフリーの推進を目

指します。 

優しさと思いやりのバリアフリー優しさと思いやりのバリアフリー優しさと思いやりのバリアフリー優しさと思いやりのバリアフリー 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 高齢者や障がいのある方などの社会参加を促進し、誰もが安心して快適に暮らせるま

ちづくりを目指して、地下鉄駅のエレベーターを設置しています。 

地下鉄エレベーター等の整備地下鉄エレベーター等の整備地下鉄エレベーター等の整備地下鉄エレベーター等の整備 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

当初、成人病棟のみ改修を行うこととしていまし 

たが、より安全で使いやすい施設とするため、新増 

築等も併せて行う計画に変更し、１月に設計業務に 

着手しました。 

24 年度に向けた取組 

10 月に設計業務が完了し、11 月には体育館の解 

 体に着手します。本体工事の着手は、25 年３月となる予定で、供用開始は、２６年度

当初となる見込です。 

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

発達障がい者支援関係連絡会議及び 

５つの部会を開催し、支援体制整備に 

ついて検討を行ったほか、当事者作品 

展を開催するなど普及・啓発活動に取 

り組みました。 

24 年度に向けた取組 

引き続き、連絡会議の開催や普及・ 

啓発活動を実施します。また、支援手 

法の開発や親支援のあり方について検 

討を進めていきます。 

    

    

    

    

    

    

    

 市立札幌病院静療院成人部門跡施設の大規模改修等を行い、障がい児医療の中核を担

う施設を設置し、障がい児・者への支援体制の向上を目指します。 

静療院成人部門跡施設改修等事業静療院成人部門跡施設改修等事業静療院成人部門跡施設改修等事業静療院成人部門跡施設改修等事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 発達障がいある方々の各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備につい

て検討を進めます。 

発達障害者支援体制整備事業発達障害者支援体制整備事業発達障害者支援体制整備事業発達障害者支援体制整備事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

札幌市保健所運営協議会から札幌市に対してさっぽろ医療計画案の答申があり、パブ

リックコメント手続等を経た上で、計画を策定しました。    

24 年度に向けた取組 

さっぽろ医療計画に基づき、地域医療連携モデル事業等を実施し、市民が生涯を通し

て健康で安心して暮らせる社会の実現に向けた医療システムの確立を目指します。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

子宮頸がん予防ワクチンは、個別通知を実施し、約 75％の方が１回目を接種してい

ます。ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンは、予定どおりの接種者数で推移しています。    

24 年度に向けた取組 

国の子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業が継続されることから、札幌市でも、引

き続き接種費用の助成事業を実施します。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

国における新型インフルエンザ対策行動計画の改定を受け、 

札幌市の行動計画を改定するとともに、業務継続計画及び対 

応マニュアルを策定しました。 

24 年度に向けた取組 

国において新型インフルエンザ対策の法制化が進められていることから、その内容を

踏まえ、札幌市における新型インフルエンザ対策体制の整備を進めます。 

Ⅲ 医療体制の確保 Ⅲ 医療体制の確保 Ⅲ 医療体制の確保 Ⅲ 医療体制の確保 

 市民が安心できる医療提供体制を構築することをめざし、札幌市における医療計画を

策定します。 

札幌市地域医療体制の整備計画策定札幌市地域医療体制の整備計画策定札幌市地域医療体制の整備計画策定札幌市地域医療体制の整備計画策定 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 平成 23 年１月から、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワ

クチンの接種費用の全額助成事業を開始しています。 

子宮頸がん予防ワクチン等接種事業子宮頸がん予防ワクチン等接種事業子宮頸がん予防ワクチン等接種事業子宮頸がん予防ワクチン等接種事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 21 年度発生した新型インフルエンザ対策について検証し、感染拡大を可能な限り抑

制し、健康被害を最小限にとどめるための体制の整備を進めます。 

新型インフルエンザ対策の推進新型インフルエンザ対策の推進新型インフルエンザ対策の推進新型インフルエンザ対策の推進 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    



-10- 

    

    

    

    

取組結果の概要 

1,723 件の産婦人科疾患に関する救急電話相談に対応し、また、147 件の患者搬送

手配を行いました。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、救急電話相談に適切に対応するとともに、関係医療機関との連携をさらに

強化し、的確な救急搬送を継続します。    

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

救急医療の当番体制を維持するとともに、夜間急病センターを安定的に運営するなど、

市民に安心いただける救急医療体制を確保することができました。    

24 年度に向けた取組 

関係機関と連携し、引き続き、安全・安心な救急医療体制を提供していきます。    

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

札幌市医師会等の関係団体が一堂に会して、東日本大 

震災に関する各団体の活動報告や意見交換を実施しまし 

た。また、札幌市総合防災訓練に参加しました。 

24 年度に向けた取組 

引き続き訓練等を実施し、災害時医療体制のさらなる 

充実をめざします。 

    

 医療機関の受入れ可否情報の集約、患者搬送の手配、夜間における産婦人科に関する

救急電話相談を行います。 

産婦人科救急医療体制の充実産婦人科救急医療体制の充実産婦人科救急医療体制の充実産婦人科救急医療体制の充実 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 札幌市における救急医療体制をより円滑に推進するため、救急医療体制整備支援事業

を進めます。 

救急医療体制の確保救急医療体制の確保救急医療体制の確保救急医療体制の確保 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 大地震等の災害時に、適正な医療を迅速に市民に提供できるように、札幌市医師会等

の関係団体や医療機関が一堂に会した訓練等を実施します。 

災害時医療体制の整備事業の推進災害時医療体制の整備事業の推進災害時医療体制の整備事業の推進災害時医療体制の整備事業の推進 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

東京都や大阪市などの先行事例を元に、札幌市におけるセンターの要件を整理し、関

係団体との協議の場である連絡調整会議準備会に提示しました。    

24 年度に向けた取組 

業務システムを開発するとともに、センターの 25 年度中の開設に向けて、引き続き

連絡調整会議等において運営体制などの検討を行います。    

    

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

計画に基づく監視指導、抜き取り検査（輸入食肉等の動物用医薬品検査 379 項目を

含む）及びリスクコミュニケーションの他、放射性物質検査を実施しました。    

24 年度に向けた取組 

「平成 24 年度食品衛生監視指導計画」に基づき生食用食肉取扱施設等に対する監視

指導及び放射性物質モニタリング検査等、食品の抜き取り検査を実施します。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

外部委員会において条例の制定に向けた議論を更に深める 

 とともに、新たに大規模食中毒等を想定した訓練等を実施し 

たほか、既存事業についても進めました。 

24 年度に向けた取組 

より多くの市民の意見を聞きながら、条例の制定に向けて準備をするとともに、「さっ

ぽろ食の安全・安心推進ビジョン」に基づく積極的な事業展開を行います。    

Ⅳ 食の安全・安心の確保 Ⅳ 食の安全・安心の確保 Ⅳ 食の安全・安心の確保 Ⅳ 食の安全・安心の確保 

 看護師などの専門職相談員が電話での相談に応じ、対応方法や受診先などについて助

言を行う救急医療の電話相談窓口を開設します。 

仮称）救急コールセンター調査研究事業仮称）救急コールセンター調査研究事業仮称）救急コールセンター調査研究事業仮称）救急コールセンター調査研究事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 「平成 23 年度札幌市食品衛生監視指導計画」を策定し、計画に基づいて監視指導、

食品の抜き取り検査、食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションを行います。 

札幌市食品衛生監視指導計画の策定・実施札幌市食品衛生監視指導計画の策定・実施札幌市食品衛生監視指導計画の策定・実施札幌市食品衛生監視指導計画の策定・実施 達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    

 市民の健康や食に関する経済・観光の基盤となる食の安全と信頼の確保を図るため、

市民・事業者と協働・連携して、各種施策を進めます。 

安全・安心な食のまち・さっぽろ推進事業安全・安心な食のまち・さっぽろ推進事業安全・安心な食のまち・さっぽろ推進事業安全・安心な食のまち・さっぽろ推進事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

11 月から、妊婦のクラミジア感染による流産や早産、新生児への感染を予防するた

め、公費負担で実施する検査項目にクラミジア検査を追加しました。    

24 年度に向けた取組 

定期的な妊婦健診の必要性について、保健所ホームページ、母子健康手帳の交付時な

ど、あらゆる機会をとらえて周知を図ります。 

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

大通公園及び駅前通地下歩行空間において、大学生の協力を 

 得て、妊娠・出産に関する普及啓発イベントを実施しました。 

また、公共施設等にポスターを掲示しました。 

24 年度に向けた取組 

事業は 23 年度をもって終了しますが、引き続き、さまざまな 

機会を捉え、未受診妊婦防止・解消に向け取り組みます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

助成制度を改正し、広報さっぽろやホームページ等により周知を行いました。助成件

数は、22 年度は 1,112 件でしたが、23 年度は 1,200 件程度になる見込みです。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、治療費の一部助成を行います。また、不妊に悩む市民を対象とした医師等

による専門相談やホームページ等により、適切な情報提供に努めます。    

Ⅴ 子どもを生み育てやすい環境づくり Ⅴ 子どもを生み育てやすい環境づくり Ⅴ 子どもを生み育てやすい環境づくり Ⅴ 子どもを生み育てやすい環境づくり 

 妊婦が経済的な心配をすることなく、安全で安心な出産と健康な子どもの出生を迎え

られるよう、14 回の健診を公費負担で実施します。 

妊婦健康診査の公費負担拡充妊婦健康診査の公費負担拡充妊婦健康診査の公費負担拡充妊婦健康診査の公費負担拡充 達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    

 未受診のまま出産を迎えることの危険性を広く市民に訴えるとともに、誰もが安心し

て妊娠・出産できる社会づくりを呼びかけます。 

未受診妊婦防止・解消啓発事業未受診妊婦防止・解消啓発事業未受診妊婦防止・解消啓発事業未受診妊婦防止・解消啓発事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 医療保険が適用されず高額な費用となる特定不妊治療費の一部助成について、年度内

２回までのところを、１年度目を３回まで（通算 10 回を超えない）に拡大します。 

不妊治療支援事業不妊治療支援事業不妊治療支援事業不妊治療支援事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

各家庭から提出される出産連絡票等をもとに対象者の把握に努め、対象家庭への訪問

を実施しました。23 年度の訪問実施率は 94％程度になる見込みです。    

24 年度に向けた取組 

母子健康手帳交付時などに事業周知を行い、できるだけ多くのご家庭への訪問実施に

努めます。    

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

26 疾患の検査を実施し、母子手帳配布時のリーフレットやホームページなどで事業

のＰＲを行った結果、23 年度の検査希望率は 98.6％程度になる見込みです。    

24 年度に向けた取組 

新生児マス・スクリーニングへの理解を深めてもらえるよう、より一層のＰＲに努め

ます。また、マス・スクリーニング検査事業の拡大に取り組みます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

「北海道型食生活」の啓発を調理師会、ボランティア団体、 

小学校校長会等と進めました。23 年度目標啓発数 20,000 件 

に対し、30,759 件となっております。 

24 年度に向けた取組 

「北海道型食生活」を根幹に据え、調理に係る熱源の使用を少なくするなど、環境に

も配慮した食生活を進めるために「さっぽろ食スタイル」に取り組みます。    

    

 生後４か月までの乳児がいるすべての家庭に訪問し、妊娠・出産・育児に関する正し

い知識の普及と疾病・異常の早期発見、育児不安の軽減を図ります。 

生後４か月までの全戸訪問（母子保健訪問指導事業）生後４か月までの全戸訪問（母子保健訪問指導事業）生後４か月までの全戸訪問（母子保健訪問指導事業）生後４か月までの全戸訪問（母子保健訪問指導事業） 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 赤ちゃんを対象にした先天性の病気を検査する新生児マス・スクリーニングについ

て、新しい分析器のタンデムマスを用いた 26 疾患の検査を継続して実施し、あわせて

事業のＰＲを積極的に行います。 

タンデムマスによる新生児スクリーニング検査タンデムマスによる新生児スクリーニング検査タンデムマスによる新生児スクリーニング検査タンデムマスによる新生児スクリーニング検査 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 食育推進計画の推進の柱としている「北海道型食生活」を関係機関とともに進めます。 

食育推進事業食育推進事業食育推進事業食育推進事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    
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取組結果の概要 

地域・職域連携推進連絡会において、「札幌圏域健康づくりセミナー」を開催しました。

また、来年度の最終評価に向けた市民意識調査を行っています。    

24 年度に向けた取組 

計画の最終年度となるため、最終評価のための検討を行います。    

    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

企画運営を市民が中心となって行うウォーキング大会を実施し 271 名が参加すると

ともに、指導ボランティア研修を開催し 41 名が受講しました。    

24 年度に向けた取組 

健康づくりに取り組む市民のネットワーク強化などを通じ、市民の自主的な健康づく

りを支援します。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

特定健診・特定保健指導の実施率向上のため、電話勧奨を行

い、希望者に心電図などを実施する付加健診を開始しました。

また、特定保健指導の委託を拡大しました。    

24 年度に向けた取組 

市民から公募した特定健診の愛称「とくとく健診」と付加健

診をＰＲするとともに、特定保健指導の委託を拡大し、実施率の向上を図ります。    

Ⅵ 地域でのスポーツと健康づくりの推進 Ⅵ 地域でのスポーツと健康づくりの推進 Ⅵ 地域でのスポーツと健康づくりの推進 Ⅵ 地域でのスポーツと健康づくりの推進 

 市民一人ひとりが主体的に健康増進を図っていくことを応援するための健康づくり

基本計画であり、健康づくりのための情報提供や職域保健との連携を進めます。 

健康さっぽろ 21 推進事業健康さっぽろ 21 推進事業健康さっぽろ 21 推進事業健康さっぽろ 21 推進事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 市民の自主的・継続的な健康づくりをサポートするためのウォーキングの普及ととも

に、指導ボランティアの育成を行い、地域で健康づくりを推進するための環境整備を行

います。 

市民健康づくりサポート事業市民健康づくりサポート事業市民健康づくりサポート事業市民健康づくりサポート事業 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 生活習慣病を予防し、加入者の健康状態の維持・向上を図るため、「特定健診」と受

診結果に基づき実施する「特定保健指導」を積極的に進めます。 

特定健康診査・特定保健指導の推進特定健康診査・特定保健指導の推進特定健康診査・特定保健指導の推進特定健康診査・特定保健指導の推進 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

相談会や研修会等の開催、電話相談の時間延長、「わたしは、 

ほっとけない。」キャンペーン等の各種普及啓発事業を実施した 

ほか、他部局による事業も実施しました。    

24 年度に向けた取組 

次期「札幌市自殺総合対策行動計画」の策定に向け、自殺の 

実態分析を行うほか、人材養成や相談支援に重点を置いて事業 

を実施します。また、普及啓発や他部局との連携も継続します。 

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

ガスクロマトグラフ・質量分析装置、キャニスタークリーナー等周辺機器、試料採取

用ポンプ及び各種検体を保存する冷蔵庫を購入しました。    

24 年度に向けた取組 

化学物質を測定する機器のレベルアップが図られたことから、大気中及び室内空気中

の化学物質について、多様化するニーズに応えることが可能となります。    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

災害時要援護者避難支援の 22 年度モデル事業 

報告書を作成し、全連合町内会及び単位町内会に 

配布し、普及啓発を行いました。    

24 年度に向けた取組 

さらなる取組の拡大を図るため、区役所と連携し、モデル事業で得た取組のノウハウ

や課題等を積極的に情報提供するなど、地域が行う取組を支援します。    

Ⅶ その他の重点取組項目 Ⅶ その他の重点取組項目 Ⅶ その他の重点取組項目 Ⅶ その他の重点取組項目 

 自殺対策が総合的に推進されるよう、各部局、各区においても既存の事業等に自殺予

防の視点を取り入れて展開します。 

自殺総合対策の推進自殺総合対策の推進自殺総合対策の推進自殺総合対策の推進 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 シックハウス相談などの室内空気環境対策等の充実を図るため、老朽化した分析機器

の更新と新規導入を実施します。 

環境分析機器整備環境分析機器整備環境分析機器整備環境分析機器整備 達成度 達成度 達成度 達成度 ◎◎◎◎    

 「札幌市災害時要援護者避難支援ガイドライン」等に基づき、災害時に自力では避難

できない要援護者の避難支援にかかる地域の自主的な取組を促進します。 

災害時要援護者避難支援対策災害時要援護者避難支援対策災害時要援護者避難支援対策災害時要援護者避難支援対策 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

厳しい雇用情勢が続いているなか、約 1,500 人の生活保護受給者を支援し、その４

割ほどが就労に至りました。    

24 年度に向けた取組 

ハローワークとの連携をより一層強化し、支援者数の増加に努めます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

本手当の受給者のうち、約 260 人が就職を達成しました。    

24 年度に向けた取組 

当事業は 25 年３月で申請受付を終了し、25 年 12 月が最終給付となる予定のため、

それまでの間、社会福祉協議会等の関係機関と連携し実施していきます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

収納対策を進めた結果、現年度一般分保険料の収納率 

は、22 年度決算の 87.74％を上回ることがほぼ確実で 

あり、23 年度の予算収納率である 88.00％を達成する 

見込みです。 

24 年度に向けた取組 

24 年度についても「収納対策基本方針」を策定し、引き続き保険料の収納対策を推

進することで予算収納率の確保を目指し、国保制度の健全な運営に努めます。    

 生活保護受給者の自立に向けて、就労支援相談員の増員、カウンセリング等就労支援

委託事業の本格実施により多様な就労支援を行います。 

生活保護受給者に対する就労支援生活保護受給者に対する就労支援生活保護受給者に対する就労支援生活保護受給者に対する就労支援 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪

失するおそれのある方に対して、住宅手当を支給します。 

住宅手当緊急特別措置事業費住宅手当緊急特別措置事業費住宅手当緊急特別措置事業費住宅手当緊急特別措置事業費 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 滞納保険料の未然防止対策を始めとした収納対策を推進し、収入の確保と収納率の向

上に努め、国保会計の健全化を図ります。 

国民健康保険料収納率の向上国民健康保険料収納率の向上国民健康保険料収納率の向上国民健康保険料収納率の向上 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

運営費等への補助金について、約 2,067 千円縮減しています。また、「さっぽろ市民

福祉活動計画」の見直しを行いました。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、「さっぽろ市民福祉活動計画」に基づき、複雑多様化する福祉ニーズに対応

していくとともに、組織体制等の見直しを図り、効率的な運営に努めます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

23 年度の取組である①派遣職員の１名削減、②市からの貸付金の削減（50,000 千

円）について目標を達成しました。    

24 年度に向けた取組 

引き続き、安定した経営や一層の自立を促すため、団体への派遣職員の引揚げや、市

の貸付金残高の解消を目指します。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

老人福祉センター開館時間繰上げや高齢者意識調査を実施し、利用者のニーズの把

握・検証を行うとともに、老人福祉センターのあり方の検討等を進めました。    

24 年度に向けた取組 

高齢者意識調査の最終年であり、その結果を踏まえて老人福祉センターのあり方を継

続して検討するとともに、引き続き活力ある生活支援の実現を図ります。 

出資団体等 出資団体等 出資団体等 出資団体等 ２ ２ ２ ２ 

 「さっぽろ市民福祉活動計画」に基づき、地域福祉を推進するための効率的な組織体

制の確立と、安定した団体運営実現のための財政基盤の充実強化に努めます。 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 団体への職員派遣を１人削減するとともに、事業収支の均衡を図り、市からの貸付金

を削減します。 

財団法人 札幌市在宅福祉サービス協会財団法人 札幌市在宅福祉サービス協会財団法人 札幌市在宅福祉サービス協会財団法人 札幌市在宅福祉サービス協会 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 老人福祉センター利用者の利便性向上のための開館時間繰り上げや、札幌市立大学と

の連携による高齢者意識調査を実施し、ニーズの把握・検証を行います。 

社会福祉法人 札幌市福祉事業団社会福祉法人 札幌市福祉事業団社会福祉法人 札幌市福祉事業団社会福祉法人 札幌市福祉事業団 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    
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取組結果の概要 

さっぽろ障がい者プランの策定に伴う意見交換会や出前講座に参加するなど、市民の

皆様から様々なご意見を伺いました。寄せられた意見を踏まえ、３月に政策提言書を取

りまとめ、市長に提出しました。    

24 年度に向けた取組 

第 5 期のサポーターにより活動を行います。これまで同様に、意見交換会等を通じて

広く市民のご意見を伺うほか、関係機関とも連携し、課題の共有・解決に向けて議論を

深め、市政に反映していきます。    

    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

22 年度に実施した指導監査の概要等と 123 の社会福祉法人と 354 の施設に対する

個々の定期指導監査結果について、ホームページにて公開いたしました。    

24 年度に向けた取組 

今後も、逐次情報更新を行うことにより、一層の情報提供の充実に努めます。    

    

    

    

    

    

取組結果の概要 

  倫理研修や内部監査の実施、日常からの所属長による注意喚起を通じて、服務規律の

確保に努めました。 

24 年度に向けた取組 

  23 年度に引き続き、倫理研修を実施するとともに、朝礼等を通じて注意喚起するな

ど、服務規律の確保に努めてまいります。 

市民との信頼関係の構築 市民との信頼関係の構築 市民との信頼関係の構築 市民との信頼関係の構築 ３３３３

 障がいのある方の意見を市政に反映するため、障がいのある方が自ら意見の聞き取り

役や取りまとめ役となって政策提言を行います。 

達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 社会福祉法人、施設に対する指導監査に関する情報をホームページにて公開し、施設

の利用者等がより充実した福祉サービスを選択し、利用できるよう情報共有を進めま

す。 

社会福祉法人・社会福祉施設に関する情報提供の充実社会福祉法人・社会福祉施設に関する情報提供の充実社会福祉法人・社会福祉施設に関する情報提供の充実社会福祉法人・社会福祉施設に関する情報提供の充実 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

 局職場研修で倫理研修を実施するなど、服務規律の確保に努め、また、内部監査を通

して業務執行体制のチェック機能を強化します。 

職員の不祥事防止に向けた取組職員の不祥事防止に向けた取組職員の不祥事防止に向けた取組職員の不祥事防止に向けた取組 達成度 達成度 達成度 達成度 ○○○○    

障がい者による政策提言サポーター制度運営事業障がい者による政策提言サポーター制度運営事業障がい者による政策提言サポーター制度運営事業障がい者による政策提言サポーター制度運営事業 


