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１ 保健福祉局の使命と目標 

  

保健福祉局の役割は、保健福祉行政を推進し、札幌市民の福祉の向上を図ることです。つま

り、保健福祉サービスを利用する市民の利益を保護するとともに、地域における保健福祉サー

ビスの向上を図り、地域社会を維持、発展させていくことです。 

 4 月の札幌市市民自治基本条例の施行を受け、これまで以上に市民と共に考え、共に行動す

ることを念頭に、「誰もが安心して快適に心ゆたかに暮らすことのできる街づくり」を進めるこ

とを使命と考え、次の目標を設定します。 

 

 

 

目標１  高齢者や障がいのある人が自立した生活ができるための支援を進めます 

市民、地域、事業者、そして行政がそれぞれの立場に応じた役割を担い、相互に支えあうこ

とにより、さまざまな支援やサービスが身近な地域で提供され、高齢者や障がいのある人が地

域で自立した生活を送ることができるよう支援します。また、街のバリアフリー化などを進め

るとともに、心のバリアフリーが広がるよう努め、地域社会への理解促進と多様な社会参加や

地域生活の支援の充実を図ります。 

バリアフリー：高齢者、障がいのある方等が社会生活に参加する上で、生活の支障となる物理的な障害や精

神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた状態をいう。  

 

目標２  生涯を通じた市民の健康づくりを支援します 

市民一人ひとりが生涯を通じた健康を実現することを目指し、市民の健康づ

くりに関する意識を高め、主体的な健康づくりを支援していく

とともに、地域、職場、関係機関等と連携しながら、健康づく

りを支える環境整備を進めます。 

 

～ 『誰もが安心して快適に心ゆたかに 

暮らすことのできる街づくり』をめざして ～ 
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目標３ 次世代を担う子どもが健やかに育つ環境づくりを進めます 

母子の健康の保持・増進を図り、児童虐待の発生予防・早期発見・再発防止への対応を強化

するため、妊産婦や乳幼児等に関する保健・医療について様々な施策を展

開するとともに、関係機関との連携を推進します。 

また、次代を担う若い世代が、命の大切さや子育ての意義に関する理解

を深め、健康や性に関して学び、乳幼児とのふれあいを体験できる機会の

充実を図ります。 

 

目標４ 救急医療体制の確保と災害時医療体制の整備に努めます 

休日・夜間の突発的な発病等に対応するため、医師会等関係団体と連携

を図りながら、夜間急病センターを中核とする初期救急医療体制及び第二

次救急医療体制を確保します。 

また、大規模災害が発生した場合に、限られた医療資源を有効に活用し、

傷病者に対し適切かつ効率的な医療を実施するため、医師会等関係団体と連携を図りながら、

災害時における医療体制を整備します。 

 

目標５ 健康危機管理体制の充実に努めます 

医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる市民の生

命、健康の安全を脅かす事態に対して、その健康被害の発生予防、拡大防止、

治療等を実施できる環境を整備し、市民が安心して暮らすことのできる健康危

機管理体制の充実を図ります。 

 

目標６ 社会福祉施設や医療施設、食品・生活衛生施設等の監視・指導を徹底します 

保健福祉サービスの質を確保するため、社会福祉法人や医療法人等が運営する各種保健福祉

施設や医療施設、食品・生活衛生関係施設等が提供するサービス等に対する調査・検査や適切

な監視・指導を行います。 

 

 

 保健福祉局の組織紹介  監査指導室 （本庁4階南） 

 監査指導室は社会福祉法人や社会福祉施設等に対し、原則、年1回の監査を

実施することにより、その適正な運営を推進しております。 

 大規模施設については1日単位で、また、保育所等の小規模施設については

半日単位で原則実地で行います。職員は室長以下8名であり、少ない人員で効

率的な監査を行うため、各施設を日頃から指導する部署や保健所の管理栄養士

も同行してもらい、総合的な監査を実施しています。 

また、平成18年度から監査体制を強化するため、「社会福祉法人・施設監査調査員」を採用し、経理

の指導監査を重点的に実施するとともに、「社会福祉法人監事監査の手引き」・「社会福祉法人の設立等及

び運営の手引き」を編集し、各社会福祉法人に既に配布しました。 
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２ 保健福祉局の運営方針 

 

保健福祉局の使命・目標を達成するために、次の５点を局の基本的な運営方針とします。 

 

基本方針① 平成 18年度は介護保険制度の見直しが行われ、障害者自立支援法の施行がされ

ました。また平成 20年度は医療制度改革が予定されるなど、保健福祉局に関わる制度は大き

く変わりつつあります。こうした状況に迅速に対応するため、国などの動きを的確に把握しな

がら、関連する札幌市の制度や体制についても必要な見直しや整備を進めるとともに、市民の

みなさんに必要な情報をわかりやすく提供していきます。 

 

基本方針② 今後の保健福祉サービスの提供においては、行政と地域とがそれぞれの役割を認

識し、互いに連携をしながら、支えあっていくことが求められています。したがって、施策・

事業の展開に当たっては、特に地域住民の皆さんによる主体的なまちづくり活動と十分連携し

ていくこととし、その窓口である区役所とも更に連携を深めていきます。 

 

基本方針③ 局内の事業を計画的に進めていくため、職員の情報共有を図りながら、各部間で

さらに緊密に連携していきます。また、関係する他の部局に対しても、適宜適切に必要な情報

を提供し、円滑な事業執行に努めます。 

 

基本方針④ 札幌市の厳しい財政状況を踏まえ、局の使命・目標が最小の経費で達成できるよ

う、計画や事務事業の見直しを継続するとともに、札幌市市民自治基本条例の施行を受けて、

これまで以上に計画や施策の立案などにおいては、様々な手法により市民意見を適切に反映し

ていきます。 

 

基本方針⑤ 省資源、省エネルギーなど環境負荷を軽減するという観点から、環境マネジメン

トシステムを活用した事務事業の見直しを継続していきます。 

 

 

札幌市の気になるデータ 

高 齢 化 （約 20 年前と比較をしてみると・・） 

 昭和 60年 平成 19年 

札幌市の人口 154万人 188万人 

 年少人口（0歳～14歳） 21.3％ 12.4％ 

 生産年齢人口（15歳～64歳） 71.2％ 69.8％ 

 老年人口（65歳以上） 7.5％ 17.8％ 

65 歳以上の老年人口の割合を高齢化率といい、この割合が14％を超えると『高齢社会』、21％を

超えると『超高齢社会』といいます。 

札幌市の老年人口は、昭和

60年からの約20年間で、

割合で 2.4 倍、人数で約 3

倍に増加しました。 

平成 20 年には、35 万人

（18.7％）、平成 26年に

は 45万人（23.4％）と予

想されています。 
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３ 施策の体系 

 

保健福祉局の使命である「誰もが安心して快適に心ゆたかに暮らすことのできる街づくり」

は、先に策定した「札幌市障害者保健福祉計画」「札幌市高齢者保健福祉計画」「札幌市介護保

険事業計画」「健康さっぽろ 21－札幌市健康づくり基本計画」「札幌市地域福祉社会計画」の

5つの計画を着実に推進することによりその実現を目指します。 

 

  保健福祉局が策定した基本計画のご紹介 

 

『札幌市障害者保健福祉計画』 （平成 15年 3月策定） 

 障がいのある方が地域で自立した生活を送ることができるよう基本的な方向を

示すとともに、障がいのある方自身はもとより、市民や事業者などが障がいの有

無を越え、相互に人権を尊重しながら、共に生きる「共生社会の実現」のための

諸施策を内容としている。計画期間は平成15年度から24年度までの10年間。 

 

『第 4期札幌市高齢者保健福祉計画・第 3期札幌市介護保険事業計画』 

（平成 18年 3月策定） 

高齢者保健福祉計画は、主な保健福祉サービスの見込量を明らかにし、高齢者

保健福祉事業全般にわたり、供給体制の確保に関して必要な事項を定めたもの。

介護保険事業計画は、介護保険給付等の対象サービスや地域支援事業の見込量を

定めるなど、介護保険事業の円滑な運営に際して必要な事項を定めたもの。本市

では、従前からこれら 2 つの計画を一体化して策定してきた。計画期間は平成

18年度から 20年度までの 3年間。 

 

『健康さっぽろ 21－札幌市健康づくり基本計画』 （平成 14年 12月策定） 

 国が策定した「健康日本 21」の札幌市版。21世紀の札幌市民の生涯を通じた

健康の実現に向けて、健康づくりに対する目標を設定し、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目指すための指針である。計画期間は平成 15

年度から 24年度までの 10年間。 

 

『札幌市地域福祉社会計画』 （平成 15年 3月策定） 

 地域福祉活動への幅広い市民の参加と市民、事業者、行政の協働のもとで、安

心して暮らせるぬくもりのある地域福祉社会を実現することを目的としている。

地区福祉のまち推進センター（通称「福まち」）を中心とした地域における支え合

い活動の活性化、福祉に関するボランティア・ＮＰＯ活動の促進、福祉サービス

の利用を支援する仕組みの整備などを内容としている。計画期間は平成 15年度

から 24年度までの 10年間。 
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札幌市の気になるデータ 

保 健 福 祉 局 予 算 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健福祉局の平成 19 年度予算は、一般会計と所管する 3 つの特別会計（国民健康保険・老

人医療・介護保険）をあわせると6,292 億円（18年度6,096 億円に対し+3.2%）。これは公

債会計、企業会計を除く札幌市の全体予算の約50％を占めています。これを対象別に分類した

ものが下の円グラフです。 

 特徴として、老人医療をはじめ、医療費の占める割合が非常に高いことがわかります。医療費

の増加傾向に歯止めをかけるため、健康づくり・介護予防がますます重要になってきます。 

高齢者 2,742 億円（43％） 

[2,781 億円] 
 

【主な内訳】 

・老人医療会計   1,775 億円 

・介護保険会計    877 億円 

・敬老優待乗車証交付事業 

           41 億円 

・老人福祉施設運営費 17億円 

国保 2,058 億円（33％） 

[1,835 億円] 
【主な内訳】 

・国民健康保険会計 2,058 億円 
生活保護 918億円（15％） 

[940 億円] 
【主な内訳】 

・生活保護費    918 億円 

障がい者 324億円（5％） 

[301 億円] 
【主な内訳】 

・障害者自立支援費 265億円 

・障害者福祉費     59 億円 

保健衛生  236 億円（4％） 

       [225 億円] 

【主な内訳】 

・医療助成費    137 億円 

・感染症予防費    14 億円 

・母子保健対策費   11 億円 

その他 14億円 

[14 億円] 

【主な内訳】 

・社会福祉事業助成費 6億円 

      

  基本方針①のとおり、近年、保健福祉に関わる制度が大きな転換期を迎えていますが、 

平成20年 4月から実施される医療制度改革の概要をお伝えします。 

 

目 的：国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため 

☆ 後期高齢者（75歳以上）を対象とした後期高齢者医療制度の創設 

☆ 70 歳～74歳の高齢者の患者負担の見直し（1割→2割） 

☆ 保険者に対する一定の予防健診等の義務付け 

☆ 乳幼児の患者負担軽減（2割）措置の拡大（3歳未満→義務教育就学前） 

くわしくは札幌市国民健康保険のホームページ 

http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/index.html をご覧ください。 

ちょっと豆知識 

注： [ ]は 18 年度当初予算額を表す。 

平成 19 年度保健福祉局予算総額 6,292 億円 

（一般会計、3 つの特別会計の合計） 
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4 平成 19年度における重点取組項目 

（1）まちづくりの施策  

 平成 19年度における重点取組項目を紹介します。なお、項目のうしろにその事業の分類を、

高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他で示しました。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 4 ページの『施策の体系』で紹介した札幌市健康づくり基本計画「健

康さっぽろ 21」（平成 15年度～24年度）の中間年にあたる 19年

度に中間評価を行い、推進状況を検証します。評価にあたっては、平

成 18年度に行いました市民意識調査の結果等をもとに、目標に対す

る進捗状況を検証し、計画期間の後半に重点的に取り組む課題を明ら

かにするとともに、必要に応じて目標の見直しなどを行います。 

健康さっぽろ21のホームページ http://www.kenko-sapporo21.jp もご覧ください。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

生涯にわたる健全な食生活を実現することにより、心身の健康増進と

豊かな人間形成を育むことを目的として、札幌市食育推進計画を策定し

ます。 

計画策定は、市民まちづくり局、子ども未来局、教育委員会等との連

携を図りながら、市民委員で構成する札幌市食育推進会議において審議

していきます。 

食育：生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、「食」の安全

等が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識

と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組みを指します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

札幌市では、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設置を進めてきました。 

平成19年度は、北12条駅、中の島駅、バスセンター前駅の３駅の工事に着手します。 

これにより、49駅全駅の設置に着手したことになります。 

 
○19年度に工事を行う５駅 
 【東西線】南郷７丁目駅   （工事期間18～19年度） 
【南北線】中の島駅・麻生方面（工事期間19年度） 
【東西線】バスセンター前駅 （工事期間19年度） 
【南北線】北１８条駅    （工事期間18～20年度） 
 【南北線】北１２条駅    （工事期間19～20年度） 

 

健康さっぽろ21推進事業 

食育推進計画 

地下鉄駅エレベーター等整備 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

高齢者が要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、地域

密着型の特別養護老人ホーム２か所の新築に対して補助を行います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

介護保険法改正で創設された地域密着型サービスのうち、夜間の

定期巡回と通報による随時訪問とを組み合わせた夜間対応型訪問介

護サービスを実施する事業者に対し、事業の立ち上げに係る経費を

対象とした補助を行います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づく

り・国保・その他） 

マンション等の集合住宅に住むひとり暮らし高齢者等の孤立死を防止す

るため、「さっぽろ孤立死ゼロ推進委員会」を発足させ、市民への普及啓発

を行いつつ、孤立死の防止に向けたモデル事業を実施します。 

 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

認知症になっても住みなれた地域での生活が継続できるよう、若年認知症の人とその家族を

支援する事業を実施します。平成 19年度は、若年認知症の人とその家族の方を対象とした交

流会や相談会、市民を対象とした若年認知症に対する理解普及のための講演会を行います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

高齢者の社会貢献活動に結びつけるきっかけづくりとなるよう

な、ＮＰＯや高齢者団体などの自主的な運営による、新しい時代

の高齢者生きがい活動に対しての支援として、先駆的な社会貢献

活動に対し経費の一部を補助する「シニアチャレンジ事業」や、

高齢期の方々に対する多様な活動の場づくりを進める「シニアサ

ロンモデル事業」などを実施します。 

 

   シニアチャレンジ事業：高齢者団体による社会貢献性のある先駆的取組に対し、30万円を上限に 

事業経費の一部を単年度補助します。 

 シニアサロンモデル事業：高齢者団体による高齢期の方々に対する多様な生きがい活動の「場づく

り」を進めるもので、サロン運営経費の一部を３年間補助します。 

 

 

 

 

はつらつシニアサポート事業 

特別養護老人ホーム新築費補助

夜間対応型訪問介護事業費補助

さっぽろ孤立死ゼロ安心ネットワークモデル事業 

若年性認知症支援事業 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 小規模作業所や授産施設等での製品販売や障がいのある方の活動発信場所として、またボラ

ンティアや市民との交流の場として、平成 18年 12月にオープンした「元気ショップ」を、

さらに充実するための支援を行います。事業内容は以下のとおりです。 

 

・市内の施設、小規模作業所等の製品販売 

・施設や作業所での軽作業、特注製品等の受注 

・隣接するふれあい広場でのボランティア情報の発信 

・元気ショップでも2名の障がいのある方を店員として雇用 

・平成19年度の売り上げ目標を6千万円に設定 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

障がいのある方に対し、作業や創作活動など社会参加の機会を提供する小規模作業所の運営

体制を強化するため、関係団体と協働して実態調査や運営指導などに取り組みます。 

 これまで行ってきた小規模作業所の法定事業への移行促進のための指導、助言に加え、本年

度は製品のレベルアップを図るため、専門家を作業所等に派遣します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

加入者間の負担の公平・公正の観点から、口座振替の促進など滞納の未然防止対策を推進し、

収納率を向上させ、国保会計の健全化を図ります。 

・予算収納率（一般現年度分 85％）の達成を目標に、各年度 1ポイントの向上を目指します。 

（平成 17年度一般現年度分 80.6％）  

・平成 19年度は口座振替加入率 55％を目指します。（平成 17年度 49.29％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保料の区分は一般分と退職分に分かれます。退職分とは退職者医療制度に該当している方々から徴収する保

険料で、それ以外の方々の保険料を一般分と言います。（退職者医療制度とは、厚生年金、共済年金に一定期

間以上加入されていた方々が該当します。該当する方々の国保における医療費は、退職分保険料と、厚生年金

や共済年金からの拠出金で賄われます。ただし老人保健法に該当する方を除きます。） 

障がい者『元気ショップ』運営事業 

小規模作業所強化推進事業 

国民健康保険料収納率の向上 

収納率の推移（一般現年度分） 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 

収納率（％） 
口座振替加入率の推移 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 

加入率(％) 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 5 ページのコラムで紹介した平成 20

年 4月の医療制度改革に伴う各種制度改正に、迅速かつ円滑に対応する

ための準備体制を整えるとともに、市民サービスの維持・向上を図るた

め、国保オンラインシステムの大規模な改修を行います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

里塚斎場は昭和59年に開場して22年が経過し、施設及び設備の老朽化が著しいことから、

平成 19、20年度に全面休場して、建物・設備・火葬炉の大規模改修工事を行います。 

（写真は改修前の里塚斎場です） 

 

より使いやすくなります 

・新たにエレベーターを設置 

・会葬者控室を、いす・テーブルを備えた和洋折衷型に改修 

・人工肛門の方（オストメイト）も利用できる多目的トイレに改修 

 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 札幌市では全国

に先駆けて、平成

17 年度から新生

児代謝異常症検査

にタンデム質量分

析計という最先端の検査機を試験的に導入

しており、現在、全国で最多の疾患につい

て検査を行っています。これまでおよそ 3

万人の新生児を検査し、2人の患児を発見

しており、今年度も引き続き検査に取り組

みます。検査に関するパンフレットは各区

の保健センターや産科医療機関で配布して

います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 地域のなかでの健康づくりを拡充するため、地域で健康づくりを実践している自主活動グル

ープや、健康づくり活動を支援する団体等のネットワーク形成を促進するとともに、シンポジ

ウムや研修会の開催等により、さらなる活動の支援を行っていきます。 

里塚斎場大規模改修 

新しい新生児代謝異常症検査 

極長鎖アシルCoA脱水素酵

カルニチントランスポータ異常症 

フェニルケトン尿

ガラクトース血症 

先天性副腎過形

クレチン症 

ホモシスチン尿症 

メープルシロップ尿症 

中鎖アシル CoA 脱水素酵

メチルマロン酸血

プロピオン酸

イソ吉草酸血

アルギニン血

シトルリン血

グルタール酸尿症Ⅰ型 

グルタール酸尿症Ⅱ型 

マルチプルカルボキシラーゼ欠損

カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ欠損

アルギニノコハク酸尿症 etc 

全国的な検査対象疾患～6疾患 

札幌市の検査対象疾患～20疾患以上 

医療制度改革への対応 

健康づくりネットワーク促進事業 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 市民の健康づくり活動をサポートするために手軽に取り組めるウォーキングなどの普及を図

るとともに、地域で自主的、継続的にウォーキングに取り組むボランティアの育成研修を行い、

さらなる普及を目指します。また冬期間の運動不足解消のため 1年間通して運動を継続できる

環境を整備していきます。  

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 感染症対策として、①結核患者に対する服薬支援（ＤＯＴＳ）事業、②新型インフルエンザ

対策行動マニュアルの作成及び体制整備、③エイズ予防の正しい知識の普及啓発事業、の 3点

を重点的に推進します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 安全な出産と健康な子どもの出生のため、異常を早期に発見し適切な指導

を行う目的で実施している妊婦一般健康診査費用の助成回数を、現行の１回

から５回に拡大します。 

○ 対象となる方 平成 20年１月１日以降に出産予定の方 

○ 利用開始時期 平成 19年 10月１日 

○ 受診票の配付 平成 19年 9月３日から各区の保健センターでお渡し 

 します。（母子健康手帳を持参してください） 

○ 医療機関   市内の産科・婦人科委託医療機関（受診票を持参してください）  

 

 

 

  保健福祉局の組織紹介  札幌市保健所 （中央区大通西19丁目） 

保健所は、公衆衛生行政の専門的、技術的拠点としての役割を果たしています。 

結核やエイズなど感染症対策の中核を担っているほか、医務･薬事及び

食品関連施設に関する許認可や監視指導、また、食中毒など食品が原因と

なる健康被害の予防、さらに、旅館、公衆浴場、理･美容所等の環境衛生施

設の許認可、立入検査など、市民が安心して生活できるようチェックして

います。また、各区保健センターや関係機関等と緊密に連携をとって疾病

予防や健康づくりの支援も行っています。 

 札幌市保健所のホームページ http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/ もご覧ください。 

 

 

 

 

感染症対策事業 

妊婦健診費用の助成回数拡大 

市民健康づくりサポート事業 
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 平成 19年度は、これまで紹介した重点取組項目のほか、次の事業も実施します。さらに、

この局実施プランで紹介した事業のほかにも、保健福祉局ではさまざまな保健・福祉・医療に

関する事業を行っております。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

区や地区の福祉のまち推進センターによる地域住民の日常的な福祉の支えあい活動を推進す

るため、活動費や拠点施設の確保について支援します。また、平成 19年度は実際に活動して

いる方や NPO、ボランティア団体の方等をメンバーとする検討会を開催し、新たな福祉ニー

ズや団塊世代の退職者等の状況の変化に対応した福祉のまちづくり活動の環境整備の方策等を

検討します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 自力で除雪が困難な高齢の方、障がいのある方が、冬期間も安心して暮

らせるよう、地域の支えあいとして、地域住民や企業などから募った協力

員が間口除雪などのサービスを行います。 

 

 

 

 

 貸してください！あなたのちから ～ 地域福祉ボランティア ～ 

近年、地域では、隣近所のお付き合いが少なくなり、「子育てや介護などの、ちょっとした相

談やお手伝いをお願いできる人がいない」「急病や災害などいざというときが不安」といった困

りごとが増えています。 

 お互いに見守り、助け合い、誰もが笑顔で暮らせる地域づくりのために、趣味や子育て、仕

事などで培われた力を、ぜひ、地域福祉のボランティア活動にお貸しください。 

◆例えば、こんな活動があります 

  高齢者の見守り・話し相手、ごみ出しや買い物のお手伝い、子育てサロンのお手伝い、高

齢者宅などの間口除雪、団体運営のための事務のお手伝いなど。 

◆ボランティアに関するご相談は･･ 

  「何から始めたらよいかわからない」「どんな活動団体があるのか知りたい」

など、福祉に関するボランティアのご相談は、 

  ボランティアセンター（中央区北１西９ リンケージプラザ２Ｆ）へ。 

  電話：011-219-1737 ＦＡＸ：011-261-8881 

 

 

 

 

福祉のまち推進センター補助 

福祉除雪事業 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

判断能力の低下した認知症高齢者や障がいのある方の権利を守り、地域で安心して生活が送

れるように、日常生活の相談、金銭管理、福祉サービスの利用援助等を行う支援窓口を充実し

ます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

リストラ等による失業等を理由とした生活保護受給者が増えてき

たことから、生活保護を受けている方の自立を促進するために、平

成 14年度から就労支援相談員を配置しました。平成 19年度から

２名増員して全 10区へ配置をすることとなり、面接の受け方や履

歴書の書き方などの助言、職業相談、公共職業安定所への同行とい

った、生活保護を受けている方への就労支援を行っていきます。 

 また、長期間稼働から遠ざかっている方などに対して、就労意欲の向上へ向けた、専門の職

員によるカウンセリングを、平成 19年度から新たに実施することとなりました。道内の雇用

環境は若干の改善傾向がみられますが、その絶対水準はなお低いこともあり、生活保護を受け

ている方の就労実現へ向けて、より一層積極的に就労支援に取り組んでいきます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

 「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は、

６０歳以上の高齢者を中心とするゲートボールや卓球、テニスなどの各

種スポーツ競技をはじめ、美術展、音楽文化祭などの文化イベント、健

康福祉機器展、さらにはシンポジウムなど、あらゆる世代の人たちが楽

しめる全国規模の総合的な祭典です。 

昭和６３年（１９８８年）の第１回大会以来、毎年各都道府県（政令指定都市）の持ち回り

で開催しておりますが、『ねんりんに 夢を大志を 青春を』をテーマに「第２２回全国健康福

祉祭北海道・札幌大会（ねんりんピック北海道・札幌２００９）」を、平成２１年（２００９年）

９月 5日（土）から８日（火）までの 4日間にわたり開催します。 

本年度は、共同主催者である北海道とともに開催要綱の策定などに取り組みます。このほか、

本市で開催する交流大会（剣道、グラウンド・ゴルフ、サッカー、水泳の４種目）の開催準備

にも取り組みます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

平成 17年度策定の第４期高齢者保健福祉計画は、平成 20年度中に見直しを行うこととな

っており、現計画の実施状況を検証するとともに、社会情勢の変化などに伴う高齢者の意識や

生活を把握し、次期計画策定のための基礎資料とするため、高齢者等を対象とした実態調査を

行います。 

高齢者保健福祉計画策定調査 

生活保護受給者に対する就労支援 

地域福祉権利擁護事業 

ねんりんピック開催準備事業 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

厚生労働省の研究機関が示した「2015年の高齢者介護」の方向性を踏まえ、高齢者の権利

擁護を推進するため、認知症や高齢者虐待防止への理解を広めるとともに、援護を要する高齢

者やその家族への支援体制を強化します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

高齢者等が在宅で快適に暮らせるよう、適切な福祉用具の利用、住宅環境の改善、日常生活

での動作方法などについての情報提供や相談支援体制を充実します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している在宅の障がいのある方が、自宅から施

設まで通園し、理学療法、作業療法、言語療法等により機能訓練、日常生活における機能維持

訓練・動作訓練等を行います。また、家庭における療育や保護者の悩み等についての相談に応

じ、必要な助言を行います。 

 現在、札幌市には、１日定員 15名のＡ型１か所（白石区）、１日定員５名のＢ型５か所（中

央区、東区、厚別区、清田区、西区）の施設で事業を行っております。また、今年度は南区に

Ｂ型施設を１か所整備する予定です。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・

国保・その他） 

知的障がいのある方や精神障がいのある方が、食事の提供や生活指導など一

定の援助を受けながら共同生活を送る場となるグループホーム・ケアホームを

増やし、地域生活への移行を進めます。 

本年度は 26か所の増設を目標としています。 

 

 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

障がいのある方の社会参加を支援するため、NPO法人等民間団体と連携して、高等養護学

校卒業生などを対象に、ホームヘルパー3級養成講座を実施します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・そ

の他） 

障がいのある方が他の従業者からサポートを受けながら共に働く、協働

事業所を拡充していきます。現在、札幌市では 3 か所あり、さらに 10

月に 3か所増やす予定です。 

｢2015年の高齢者介護」推進事業 

高齢者等の快適生活支援事業 

重症心身障害児（者）通園事業 

障がい者グループホーム・ケアホームの拡充 

知的障がい者等を対象としたホームヘルパー養成モデル事業(手稲区) 

障がい者協働事業 

協働事業で実施しているカフェ 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

平成２０年度末までに障害者自立支援法に基づく新体系事業を開始する既存の障がい者施

設・小規模作業所等に対し、事業の実施にあたって必要となる設備整備に伴う経費に補助を実

施することで、円滑な新体系移行を促進します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

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

利用援助などの相談ができる場等を拡充していきます。 

○ 障がい者相談支援事業  

各種制度の情報提供など地域生活における総合的な相談を3障がいに対応する体制で実

施しています。現在 10か所で実施しており、さらに 10月から 2か所増やす予定です。 

○ 障がい児等療育支援事業 

 身近な地域で療育指導等を実施しています。現在 5か所で実施しており、さらに 10月

から 1か所増やす予定です。 

○ 地域活動支援センター(相談支援併設) 

 相談とともに、交流の場を提供しています。現在 4か所で実施しており、さらに 10月

から 1か所増やす予定です。 

○ 住宅入居等支援事業 

一般住宅への入居が困難な障がいのある方に、入居に必要なサポート等を行います。 

10月から 4か所で実施予定です。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

昭和５６年度に建設された第１種自閉症児施設「札幌市の

ぞみ学園」は施設の老朽化・狭隘化が進んでおり、利用者に

適切な療育環境を提供するため改修整備が必要な状況にあり

ます。このことから、専門業者を交え、整備の方法・コスト

についての調査研究を実施します。 

 

 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

地域に根ざした情報などを盛り込んだ、字幕や手話入りのビデオカセ

ットを自主制作し、聴覚障がいのある方への貸し出しや、ＣＳ障害者放

送での発信を行います。 

ビデオは、年間 27本を作成する予定です。 

 

障がい者相談支援事業等 

聴覚障がい者用字幕（手話）入りビデオカセット自主制作・貸出事業 

障害者就労訓練設備等整備事業 

のぞみ学園改修調査 



 
 - 15 - 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その

他） 

視覚障がい者および聴覚障がい者の方の行政情報、災害時の緊急情報などの入手を容易にす

るとともに、申請手続きなどの円滑化を図るため、札幌市視聴覚障がい者情報センターの情報

支援機器をさらに充実させます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

精神障がいのある方やその家族からの医療相談に 24時間対応するため、平日夜間及び休日

において、医療機関への連絡調整など適切な対応を行う「精神科救急情報センター」を運営し

ます。 

 

 

 

札幌市障がい福祉計画 （平成 18 年度～20 年度） のご紹介 

「札幌市障がい福祉計画」は、障害者自立支援法第 88 条に基づき、各種の福祉

サービスについて、3 年ごとの必要見込量の数値目標や見込量確保のための方策を

定めるもので、平成19年 3月に策定いたしました。 

札幌市では、障害者基本法第 9 条に基づいて、平成 15 年度から 24 年度までの

10 年間を計画期間として定めた「札幌市障害者保健福祉計画」（4 ページで紹介し

ました）の実施計画として位置付けております。 

 

 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・

その他） 

児童虐待等に結びつく可能性が高い要因を有する妊婦、親子を早期に把握

し、医療機関と保健センター等が連携して育児支援を行います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

医療保険が適用されず高額の医療費がかかる特定不妊治療への助成について、上限 10万円

の助成を年間 2回に増やすとともに、所得制限を緩和し、対象者を拡大します。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

健康づくりを行うグループに対する助成やグループのネットワークづくりを行い、市民参加

による地域の健康づくり活動を支援します。 

児童虐待発生予防・育児支援強化事業 

不妊治療支援事業 

精神科救急医療システム運営事業 

視覚障害者等情報支援体制整備事業 

ヘルシーコミュニティ促進事業 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

たばこの害から市民の健康を守るためにイベントを実施するなど広く啓発活動を行います。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

市民健康・栄養調査結果を踏まえ、「にこにこ推進事業」を実施し、若い

年代への食育を進めるほか、介護予防の視点を取り入れた「高齢者食生活

指針」を作成します。また、生活習慣病の予防のため市民の方々が自主的に食に関する健康管

理を行えるように、外食料理栄養成分表示を行う飲食店を増やしていきます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・

健康づくり・国保・その他） 

「食の安全」市民フォーラムなどを開催して、市民や事業者の皆さんと、食の安全・安心に

関する情報や意見の交換（リスクコミュニケーション）を行っていきます。 

リスクコミュニケーション：社会を取り巻くリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市民など

の間で共有し、相互に意思疎通を図ること。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・

国保・その他） 

 

食中毒予防の観点から、的確な衛生管理を実施している食品取扱

施設を認定する「札幌市食品衛生管理認定制度」の普及・啓発に向

け、市内食品取扱施設及び市民の皆さんに対して、制度の啓発・Ｐ

Ｒを行っていきます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・

国保・その他） 

飲食店などに設置を義務付けている食品衛生責任者に対して、食品衛生に関する最新の情報

を提供するため、新たに実務講習会を実施し、自主的な衛生管理の推進を図っていきます。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・

国保・その他） 

増加傾向にあるノロウイルスの食中毒予防を推進するため、広域食品監視センターの食品の

検査体制を整備するとともに、19 年度からノロウイルスの検査を実施し、食品流通の安全確

保に努めます。また、ノロウイルスの予防に関する市民向けのパンフレットを作成・配布し、

手指の洗浄の徹底や吐物の適切な処理方法などの普及・啓発に努めます。 

 

 

 

食育推進事業 

食品衛生責任者に対する実務講習会の実施 

食の安全・安心に関する情報提供・意見交換の実施 

札幌市食品衛生管理認定制度の普及・啓発 

制度のロゴマーク。 

愛称は『しょくまる』です。 

たばこ対策事業 

ノロウイルスによる食中毒予防対策事業の推進 
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（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

山口斎場は、本市第１号のＰＦＩ事業として平成 18年 4

月 1日に供用を開始しました。最新の火葬炉設備を備え、自

然エネルギーの有効利用やユニバーサルデザインを取り入れ

た人と環境に配慮した施設であり、平成 19、20年度の２年

間は里塚斎場の休場に伴い、山口斎場において全市の火葬に

対応します。この間、混雑が予想される 12月から３月まで

の冬期間のみ、休業日を設けず毎日開場します。（元日は休業） 

ＰＦＩ ： ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾌｧｲﾅﾝｽ・ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ（private finance initiative）の略。これまでの公的部門による社

会資本の整備・運営に民間資本や経営ノウハウを導入し、民間主体で効率化を図ろうとする政策手法。 

 

（高齢者・障がい者・少子化対策・健康づくり・国保・その他） 

 

札幌市における医療安全の推進を目的として、「医療安全支援センタ

ー」の機能の一つである「医療安全相談窓口」を保健所に設置し、市民

の医療に関する相談に対応しています。平成１８年度には、もう一つの

機能として、本市の医療安全施策等に対して必要な評価・助言等を行う

「医療安全推進協議会」を設置しました。今後は、この二つの機能を活

用した効果的な施策を実施していきます。 

 

 

保健福祉局の組織紹介 札幌市衛生研究所 （白石区菊水9条1丁目） 

衛生研究所は、市民の健康保持と環境保全のための試験検査、調査研究、公衆衛生情報の収集、解析、

提供を行っています。 

母子保健対策の一環として、妊婦、新生児、乳幼児を対象とした各種のマススクリーニング(集団検査)

を行っています。また、感染症の病原菌検査を始め、インフルエンザウイルス、ノロウイルス及びＨＩ

Ｖ抗体等のウイルス検査、食品添加物や残留農薬等の検査、さらには、

有害大気汚染物質や酸性雨、工場・鉱山などの排水や河川水などの生

活環境保全に係る項目など、幅広く検査・調査研究を行っています。 

 衛生研究所のホームページ 

 http://www.city.sapporo.jp/eiken/ もご覧ください。 

 

 

 

山口斎場サービス購入 

医療安全支援センターの運営 
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（２）行財政改革  

 少子高齢化が急速に進展し、保健福祉サービスの需要増、多様化が進んで

います。厳しい財政状況の中、必要とするサービスの提供を持続していくた

めには、常に業務の見直しを行っていかなければなりません。 

保健福祉局では、市民の皆さまのご理解をいただきながら、これまでも敬

老優待乗車証の見直し、ＰＦＩ手法の採用、指定管理者制度の導入などを行

ってきましたが、平成 18年度についても、札幌市独自の生活保護世帯に対する援護事業であ

る法外援護事業や、68・69歳の年齢層を対象とした札幌市老人医療費助成制度（市老）の廃

止を行いました。 

また、平成 17年度から 21年度の 5年間にわたる『札幌市出資団体改革プラン』に取り組

んでいるところです。 

 

■ 保健福祉局が所管する 3 つの出資団体の具体的な行動計画（アクションプラン） 

 

 

 当協会には、訪問介護の処遇困難者受け入れなどセーフティネットとして公益的な役割を果

たしつつ、民間事業者との適切な競争関係を形成することが求められています。 

このため、介護保険制度の改正による大幅な減収等の影響を見極め、より安定した団体運営

に改善を図るとともに、自立を一層促進していきます。 

● 19年度の主な取組目標・取組内容 

・ 常勤役員への職員派遣を廃止するほか、事務局への職員派遣を 1人削減します。 

・ 協力員派遣事業の補助金を縮減します。（効果額 5,000 千円） 

・ 新たに策定する中期経営計画に基づき事業収支の均衡を図り、市

からの貸付金を削減します。（効果額 50,000 千円） 

 

 

 

団体改革のためのプランとして自ら策定し、平成 18年度から取り組んでいる「中期総合事

業計画」を着実に実施し、経営基盤の安定的な確立と福祉サービスの質の向上に積極的に取り

組んでいきます。 

● 19 年度の主な取組目標・取組内容 

目標数値 ・ 老人福祉センター（８か所）： ４４３,０００人 

・ デイサービス（６か所）： １７．9人／日 

・ 保養センター駒岡：１１７,０００人 

  取組内容 ・ 平成 20年度に予定している外部監査導入に向け予備監査を実施します。 

・ 人件費の圧縮を図るため給与制度見直しの検討を行います。 

・ ホームページアクセス数の１５％増を目指します。 

・ 保養センター駒岡の空室状況、予約受付をホームページで行えるようにし

ます。 

・ 実習生を積極的に受入れます。 

（財）札幌市在宅福祉サービス協会 

（社福）札幌市福祉事業団 
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（財）札幌市健康づくり事業団と（財）札幌市スポーツ振興事業団を統合しました。 

平成 19年度以降は、健康づくりセンターや体育施設等を活用し、より地域に密着した市民

への健康づくりとスポーツの振興を応援します。 

 

（3）市民との信頼関係の構築  

 地域における保健福祉の充実を図るためには、市民、地域の各種団体やボランティア、事業

者、そして行政がそれぞれの立場に応じた役割を担い、相互に支えあうことが必要です。19

年 4月に施行された『札幌市自治基本条例』を踏まえ、保健福祉局ではこれまで以上に市民へ

の徹底した情報提供に努めるとともに、市民意見を十分反映できるシステムづくりを進めてい

きます。 

また保健福祉サービスをより効果的に市民に提供するためには、市民と市役所の距離感を縮

め、市民との信頼関係を高めることが極めて重要であることから、区役所との連携を強化し、

更なる市民サービスアップを図ります。 

 

 

 

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。 

＜19年度の活動予定＞ 

 今後の活動方法についてどのような形が望ましいのか検討する予定です。（例）地域での

懇談会開催、テーマ別の意見聴取など、 

① 懇談会（大会場、自由参加。各回サポーター全員参加）：２回程度 

② 意見聴取（小会場、面談方式。各回サポーター３～４名参加）：３～４回程度 

③ 提言書の提出：時期未定 

④ 提言書に対する取り組み状況の公表：年度末 

⑤ その他 

・講師派遣＝要請に応じて、サポーターを庁内職員研修の講師として派遣する。 

・新委員委嘱＝平成 19年 12月 19日（任期２年） 

 

   

 昨年度の保健福祉局実施プランで、局の若手職員を

中心に検討委員会を立ち上げ、市民サービスアップ行

動計画を推進することとし、『保健福祉局サービスアッ

プ実践プロジェクト』を立ち上げました。このプロジ

ェクトでは、市民の視点に立ったわかりやすい情報提

供という観点から、保健福祉局がある市役所本庁舎

（財）札幌市健康づくり事業団 

障がい者による政策提言サポーター制度運営事業 

市民への「わかりやすい情報提供」の徹底 
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3・4 階の案内表示の設置、局ホームページのトップページの全面改修に

取り組みました。 

 このような案内表示の設置は、市役所本庁舎初めての試みであり、市民

の皆さまから好評を得ているほか、案内表示の設置により職員も来庁者の

案内が容易になり、積極的に声かけをするようになるなど相乗効果も出て

おります。 

 

■ 今年度についても、昨年度と同様に局を横断するプロジェクトを設置し、部間の連携強

化と情報共有を図り、市民へのサービスアップや、市民へのわかりやすい情報提供に努め

ていきます。昨年の案内表示等のハード面での整備に加え、今年度は、ソフト面での充実

を意識し、市民からの電話や来訪への対応として、局内のどこが所管しているのか等を職

員が確実に案内できるための方策をプロジェクトで検討します。 

 

 

保健福祉局の組織紹介  高等看護学院 （中央区北11条西13丁目） 

 

昭和 40年に開校した札幌市立高等看護学院は、40年余にわたり実践的な看護師の養成に努め、「技

術の市看」として市民の健康支援に寄与してきました。これまでに輩出した看護職は1,476 人(平成 19

年３月現在)におよび、医療機関はもとより福祉や介護など幅広い分野で活躍しています。 

平成 18 年 4 月には、看護学部を有する「札幌市立大学」が開学したことを受けて、その使命を大学

へと引き継ぎ、平成20年３月で閉校する予定です。  

（注）公立大学法人札幌市立大学の看護学部（桑園キャンパス：中央区北11西 13） 
  ・入学定員80人 3 年次編入学定員10人（収容定員340人） 
   ・卒業と同時に保健師国家試験受験資格及び看護師国家試験受験資格が取得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他, 14人 , 1%

進学者, 185人 , 13%

市外就職者, 104人 , 7%

市内就職者, 1,173人,
79%

市内就職者

市外就職者

進学者

その他

卒業生
S43～H19
　1,476人
（H19年３月現

卒業生の進路 

うち、市立病院

就職者672人 
※卒業生の進路は、卒業

時における進路です。 
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5 実施プランの推進体制と進行管理方法 

 

 

 局実施プランを推進していくた

めに、定期的に開催されている局

内部長会議を局マネジメント会議

と位置付け、局実施プランの進行

管理を行うとともに、各部の重要

課題や重点施策の実施状況などの

情報提供を積極的に行い、共通認

識の形成に努めます。 

 

さらに、局長職と総務部長で構

成する局トップマネジメント会議

を設置し、局長職からのトップダ

ウンを容易にし、局長職のリーダ

ーシップを強化します。 

  

また、局実施プランを推進して

いくためには、区との情報共有、

連携強化が不可欠であることから、

定期的に開催される区長会議をは

じめ各種会議を積極的に活用し、

区への情報提供、区からの情報収

集を的確に行います。 

 

 

 

 

保健福祉局実施プラン推進体制 

局実務者会議 

構成員：部庶務担当課長 

局マネジメント会議 

構成員：局長、医務監、各部長 

局トップマネジメント会議 

構成員：局長、医務監、総務部長 

指示及び調整 
進捗状況を報告 

各職場・職員 

局長、医務監が指示 
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報告 
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