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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。す

なわち、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。 

  昨年 4月の札幌市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。 

 

目標２ 食の安全・安心の確保や感染症対策をはじめとする健康危機管理体制の

充実に努めます 

食品関係施設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。ま

た、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３ 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４ 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５ 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６ 社会福祉施設や医療施設等の監視・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、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。 

 

 

 

２ 保健福祉局の運営方針 

基本方針① 地域福祉力の向上 

保健福祉行政を進めていくためには、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必要であり、保健福祉局はこうし

た「地域福祉力の向上」に向けて、各種施策・事業を展開していきます。 

そのために、特に地域住民の皆さんによる主体的なまちづくり活動などと十分

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② 新たな行政上の動きへの的確な対応 

医療制度改革など国の動きに応じて、制度等の見直しを迅速・的確に進めると

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。 
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基本方針③ 情報の共有・部間の連携 

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

の連携をさらに密にしていきます。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するなど、円滑な事業執行に努めます。 

基本方針④ 計画・事務事業の見直し 

札幌市の中期財政見通し（20年1月公表）において22年度の財源不足が273

億円と見込まれるなど、引き続き厳しい札幌市の財政状況を踏まえ、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していきま

す。 

基本方針⑤ 市民自治の推進 

自治基本条例（19年 4月 1日施行）の「自分たちの地域のことは自分たちで

考え、決め、そして行動する」という市民自治の理念に基づき、情報提供はもと

より、計画・施策の立案、事業実施における市民参加や市民意見の適切な反映に

努めます。 

基本方針⑥ 環境負荷の低減 

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。また、ごみの減

量や分別など環境にやさしい取組みをより一層徹底することはもとより、事業の

実施に関わる団体や事業者にも環境配慮への理解や協力を求めていきます。 

基本方針⑦ 職場内のコミュニケーションの活性化 

市民の期待に応えられる福祉サービスを提供するとともに、業務の円滑な執行

を図るためには、職員間の強い信頼関係のもと、常に職員の意識向上や業務体制

の充実を図っていくことが重要であることから、職場内の情報共有やコミュニケ

ーションの活性化を一層図っていきます。 
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３ 施策の体系 

 地域福祉社会計画、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障がい福祉計画、健康さっ

ぽろ 21、食育推進計画の６つの計画を着実に推進することにより、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」を目指します。 

『札幌市地域福祉社会計画』（15年 3月策定）

 【計画の概要】 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

地域福祉社会の実現」を目的としています。福祉のまち推進事業をはじめと

する地域での支え合い活動への幅広い市民の参加の促進や、地域における福

祉サービスの適切な利用の推進等に関する事項を内容としています。 

【計 画 期 間】 15年度から24年度の10年間 

 

『第５期高齢者保健福祉計画と第４期介護保険事業計画』（20年度末策定予定） 

【計画の概要】 高齢者保健福祉計画は、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について定めるもので、介護保険事業計画は、介護保

険事業の円滑な運営に際して必要な事項について定めるもので、両計画は、

高齢者を取り巻く社会環境の変化と現計画の実績を踏まえ、それぞれが担う

役割を明らかにし、一体のものとして策定します。 

策定にあたっては、19年度に実施した高齢者社会に関する意識調査や介護

保険事業についての各種アンケート調査の結果を、両計画策定のための基礎

資料として活用します。また、市民や有識者などで構成する札幌市介護保険

事業計画推進委員会による審議を行うほか、広く市民の意見を反映させるた

め、20年度後期にはパブリックコメント等を実施する予定です。 

【計 画 期 間】 21年度から23年度の３年間 

『第２期障がい福祉計画』（20年度末策定予定） 

 【計画の概要】 障がいのある方が、それぞれの能力や適性に合わせて、自立した日常生活

や地域での社会生活を営むことができるよう、必要とされる障害福祉サービ

スや相談支援、地域生活支援事業を計画的かつ円滑に提供していくために、

各種サービスについて、３年ごとの必要な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す。 

障がいのある方や市民を対象として 19 年度に実施した障がい福祉に関

するアンケート調査の結果を計画策定の基礎資料として活用するほか、広く

市民意見を求めるため、障害者施策推進協議会の開催や20年度後期にはパ

ブリックコメントの実施を予定しています。 

【計 画 期 間】 21年度から23年度の３年間 
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『健康さっぽろ21－札幌市健康づくり基本計画』（14年 12月策定） 

 【計画の概要】 本計画は、国が策定した「健康日本 21」の札幌市版であり、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として策定し、

中間にあたる19年度には、計画の中間評価を行いました。 

評価は、健康づくりの現状を把握するために18年度に実施した健康さっ

ぽろ21の推進に関する市民意識調査や札幌市健康・栄養調査結果などを踏

まえた内容となっており、20年度からの計画期間後半は、「母子保健の推進」、

「生活習慣の改善」、「健康づくりを支える環境づくり」の３つを重要方針に

掲げ、健康づくりをさらに推進します。 

【計 画 期 間】 15年度から24年度の10年間 

『札幌市食育推進計画』（20年度前半策定予定） 

【計画の概要】 17年7月に「食育基本法」が施行され、国においては18年3月に国民運動

として食育に取り組むことを目的として「食育推進基本計画」が策定されま

した。 

札幌市は、同法の目的・基本理念を踏まえ、札幌市の特性を活かした食育

を、総合的かつ計画的に推進するための計画を策定します。 

【計 画 期 間】 20年度から24年度の5年間 
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   20年度の福祉イベントカレンダー 

時期 事柄[場所] 内容 

5月 18日 

～  

6 月 15日 

第８回札幌市障がい者スポーツ大会 

[円山競技場ほか7会場]

身体及び知的障がい者の体力の維持向上及
び社会参加の促進を図るためのスポーツ大
会 

6月24日 

第 31回札幌市社会福祉大会 

［北海道厚生年金会館］

社会福祉功労者等の表彰、記念講演など 

6月27日 

～  

6 月 29日 

第7回全国シニア(50歳以上)サッカー大会

［厚別公園競技場ほか 1会場］

8月17日 

第 50回「赤道」・少年剣道練成大会 

 

［真駒内セキスイハイムアイスアリーナ］ 

9月 6日 

平成 20 年度北海道グラウンド・ゴルフ協

会会長杯秋季交歓大会 

［コミュニティードーム「つどーむ」］

11月9日 

第 15回北海道スプリント水泳競技会   

［平岸プール］

2009 年 9 月に開催される「ねんりんピッ

ク北海道･札幌2009」を円滑に行うため、

各競技団体が開催している大会を「リハーサ

ル大会」として、大会前年度に行う競技大会

8月7日 

第 61回札幌市民生委員・児童委員大会 

 

［札幌コンベンションセンター］

民生委員児童委員永年勤続者の表彰、記念講

演など 

9月5日 

第 36回札幌市高齢者スポーツ大会 

 

［コミュニティードーム「つどーむ」］

高齢者の健康保持増進と生きがいを高め、高

齢者等相互の親睦を図るためのスポーツ大

会 

9月11日 

第 6回シニア提言の集い 

 

［札幌市社会福祉総合センター］

豊かな高齢社会を過ごすことを目的として、

高齢者による提言や意見交換を行う 

9月18日 

福まち発！地域福祉市民活動フォーラム 

 

［社会福祉総合センター]

地域福祉活動の成果と方策を広く市民等に

発信する 

9月23日 

2008はまなす全国車いすマラソン大会 

 

［札幌市内（スタート及びゴールは南区真駒内

セキスイハイムスタジアム）］ 

今年で 19 年目を迎える全国有数の車いす

によるマラソン大会 

9月30日 

第25回1,000人ダンススポーツフェステ

ィバル 

［北海道立総合体育センター「きたえ－る」］

ダンスを通じて高齢者の健康づくりと世代

間の交流を図る 

10月17日 

～  

10 月 19日 

いきいき福祉2008 

 

［アクセスサッポロ］

充実した福祉機器の展示、福祉全般に関する

総合的な情報提供を行う 

10月19日 

第 41回盲人文化祭 

［札幌市視聴覚障がい者情報センター］

視覚障がい者の文化活動の発表、レクリェー

ション、盲導犬や補装具などに関する相談な

ど 

12 月中、約

1ヵ月程度 

平成 20 年度札幌市「障がい者週間」記念

事業 

［身体障害者福祉センターほか］

障がい者週間を記念し、各種の催しを開催

（障害者クリスマスの集いなど） 
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4 平成20年度における重点取組項目等 

昨年12月に策定した第2次札幌新まちづくり計画において、保健福祉局として最も重き

を置いていることは、「地域福祉力の向上」です。 

市民が主体となる NPO やボランティア、福祉事業者、そして関係団体等が緊密に連携を

とり、さらには行政が支援を行うことによって、高齢者・障がい者の安心・安全な生活、地

域の健康づくりなど、地域全体で支えていく力、「地域福祉力」を向上させることが重要で

す。そうしたことを念頭に20年度の各種施策を積極的に進めていきます。 

 

（1）まちづくりの施策  

まちづくりの施策は、下図のとおり「高齢者の地域生活支援の充実」など6つの柱のも

とに取組項目を掲げております。 

 

[6 つの柱]                [市民自治の取組] 

 

 

取組項目のうち、自治基本条例（19年 4月施行）に基づき、まちづくりに必要な情報

をよりわかりやすく積極的に提供するなどの取組みを行う事業については、 情報共有 や 

市民参加 項目名の後ろに表記しており、それぞれの内容は以下のとおりです。 

情報共有：わかりやすい情報提供の推進（条例第5条②、第25条～27条ほか） 

市民とともに考え、悩み、共に行動するという視点のもと、わかりやすく積極的な

情報提供を推進する取組みです。 

市民参加：市政への市民参加の促進（条例第5条①、第 21条、第24条ほか） 

「市民が主役のまちづくり」を一層推進するため、市政への市民参加を進める取組

みです。 

ⅰ 高齢者の地域生活支援の充実 

ⅲ 食の安全・安心の確保や感染症対策の充実 

ⅱ 障がい者の自立支援の促進 

ⅳ 子どもを生み育てやすい環境づくり 

ⅴ 地域でのスポーツと健康づくりの推進 

 

 

情報共有 

市民参加 
＋ 

ⅵ 重点取組項目以外の主な施策 
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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。 

■地域密着型特別養護老人ホームの入所者定員数■ 

 18年度実績：51人 ⇒⇒⇒ 22年度目標：283人 

 

 

 

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、市民への普及啓発を図る出前講座やシンポジウム等を実施し

ます。また、中央区と豊平区で一部のマンションを指定し実施するモデ

ル事業においては、マンション内の人間関係づくりを中心に日常的な見

守り活動などを実施し、全市へ普及するための基盤づくりを行います。 

■市民啓発に出向いた回数（参加人数）■ 

 19年度実績：12回(360人) ⇒⇒⇒ 22年度目標：84回(2,520人) 

 

 

 

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。20 年度は、医療や介護などさまざまな職種による相談会を

開催するとともに、週1回の電話相談の充実を図ります。さらに地域での交流会や市民を対

象とした講演会を開催するなど、若年認知症の理解普及を進めます。 

■交流会などへの当事者の参加者数■ 

 18年度実績：32人 ⇒⇒⇒ 22年度目標：60人 

 

 

 

 認知症の理解を広め、認知症になっても安心・安全に暮らせるように支援体制を強化しま

す。また、認知症の方の権利擁護や徘徊する認知症の高齢者を早期に発見・保護するＳＯＳ

ネットワーク事業を北海道警察など関係機関と連携・協力のもとで実施します。 

20 年度は、認知症の理解者「認知症サポーター」の養成講座などを開催し、サポーター

やキャラバンメイトの人数を増やします。 

・市内の認知症サポーター数： 4,000名 ⇒ 6,000名（+2,000名） 

   ・講師となるキャラバンメイト：300名 ⇒ 400名（+100名） 

   

 

 

さっぽろ孤立死ゼロ安心ネットワークモデル事業 情報共有

ⅰ 高齢者の地域生活支援の充実 

特別養護老人ホーム新築費補助

若年性認知症支援事業 

認知症の理解普及 

情報共有 市民参加

情報共有 市民参加
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高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、介護予防支援の拠点となる17か

所の地域包括支援センターの体制強化を図るとともに、22 年度からの増設について検討し

ていきます。 

■センター設置数■ 

 18年度実績：17か所 ⇒⇒⇒ 22年度目標：21か所 

 

 

障がい者や高齢者が、住み慣れた地域で生き生きと自立した生活をお

くれるように地域リハビリテーションを推進します。そのために関係者

が連携してネットワークを構築して情報を共有し発信するとともに、従

事者の資質及び技術の向上を図ります。 

 

 

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、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の生きがい活動の支援として、以下の事業等

を実施します。 

・シニアチャレンジ事業：高齢者団体による先駆的な地域貢献活動に対し、30万円を上限

に事業経費の一部を補助します。 

■事業実施団体数（累計）■ 

 18年度実績：8団体 ⇒⇒⇒ 22年度目標：50団体 

・シニアサロンモデル事業：高齢者団体による高齢者のための生きがい活動、情報交換、地

域貢献活動などを進めるため、高齢者の居場所づくりとして運

営するシニアサロンの経費の一部を補助します。 

■設置数（累計）■ 

 18年度実績：6か所 ⇒⇒⇒ 22年度目標：20か所 

 

 

  

  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の活動を推

進するため、活動費や拠点確保について支援します。 

  また、20 年度は、地域のまちづくりに知識や経験を有する方を「福まち助っ人」として

地域に派遣し、ワークショップを開催（３地区）するとともに、福祉に関心がある方や将来

の中心的な活動者を対象とした研修を行うほか、福まちフォーラムやパネル展等を開催し、

担い手の拡大や一層の情報提供を行います。 

■地区福祉のまち推進センター拠点設置数■ 

 18年度実績：58地区 ⇒⇒⇒ 22年度目標：74地区 

■福祉推進員数■ 

 18年度実績：6,170人 ⇒⇒⇒ 22年度目標：6,600人 

はつらつシニアサポート事業 

福祉のまち推進センター補助 

福祉のまち推進センターステップアップ事業

地域包括支援センター（介護・健康何でも相談センター）運営事業 

（仮称）札幌市地域リハビリテーション推進協議会 情報共有

情報共有 市民参加



 
- 10 - 

 

 

  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

ビスを行うとともに声かけなどの安否確認を行います。 

■利用世帯の満足度■ 

 18年度実績：90.2% ⇒⇒⇒ 22年度目標：90%以上 

■地域協力員の満足度■ 

 18年度実績：90.8% ⇒⇒⇒ 22年度目標：90%以上 

 

 

 

  高齢の方や障がいのある方が金銭管理などの日常生活に支障や不安を感じた際に安心して

相談ができるよう「（仮称）日常生活あんしんサポートセンター」を開設し、総合的な相談を

行います。 

また、判断力が低下し親族もいない方に代わって、市長が後見等の申立を行なう場合に、

成年後見人等の円滑かつ安定的な確保を図るための法人後見事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

福祉除雪事業 

（仮称）日常生活あんしんサポートセンター運営事業 

 

 

 

 

成年後見制度とは、認知症や知的・精神障がいなどによって判断能力が低下した方を対

象に、援助者に代理権を与えることなどにより、法律的に支援する制度です。 

 本人や配偶者、四親等内の親族からの申立てにより、家庭裁判所が後見等の開始を決定

し、援助者を選任します。 

 成年後見制度には、下表のようなタイプがあります。 

 

 

区分 本人の判断能力 援助者 

後見 欠けている 成年後見人 

保佐 著しく不十分 保佐人 
法定 

後見 

補助 不十分 補助人 

任意 

後見 

本人の判断能力が不十分になった時に、本人があらかじめ結

んでおいた任意後見契約に従って任意後見人が本人を援助す

る制度 

 

成年後見制度とは 

情報共有 市民参加
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 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身近な相談やお手

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、誰もが安心して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、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、地域のイベントのお手伝いなど。 

◆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２階）へ。 

  電話：011-219-1737 ＦＡＸ：011-261-8881 

 

 

 

 

 

 

 

「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の

方の力を借りて、人の目で確認していくバリアフリー」を検討するとともにルール作

りを行い、22年度の運用開始を予定しています。 20年度は、障がい者団体や高齢

者団体なども委員として参加している「第５期札幌市福祉のまちづくり推進会議」の

なかで検討します。 

 

 

 

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を設置しています。 

20年度は、これまで工事を進めてきた北18条駅、北12条駅、中の島駅の工事が

完了し、これにより49駅全駅にエレベーターが整備されることになります。 

  ■地下鉄駅エレベーター等設置数■ 

19年度実績：46駅 

20年度目標：49駅（ただし、東札幌駅と中の島駅は片側のみの設置） 

 

 

優しさと思いやりのバリアフリー 

ⅱ 障がい者の自立支援の促進 

地下鉄駅エレベーター等の整備 

市民参加
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 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。 

20年度は26か所の増設を目標としています。 

■グループホーム等の箇所数■ 

 18年度実績：164か所 ⇒⇒⇒ 22年度目標：268か所 

 

 

重度の障がいのある方などの民間企業での雇用機会を広げるため、人材派遣会

社を通じた企業等への派遣を試行的に（10月以降を予定）実施します。 

■本事業により企業などに派遣される障がい者数■ 

 18年度実績：－ ⇒⇒⇒ 22年度目標：5人／日 

 

 

 

就労している障がいのある方の日常生活・就労面双方の相談支援等に応じる、地域活動支

援センター（就労者支援型）への補助を10月以降（予定）に実施します。 

■センター設置数■ 

 18年度実績：－ ⇒⇒⇒ 22年度目標：1か所 

 

 

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、6か所あり、さらに10月に１か所増やす予定です。 

■事業実施事業所数■ 

 18年度実績：3か所 ⇒⇒⇒ 22年度目標：10か所 

 

 

 

障がいのある方の社会参加を支援するため、NPO 法人などの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。 

本年度は10人の受講修了を目標としています。 

■講座を受講した障がい者数（累計）■ 

 18年度実績：－ ⇒⇒⇒ 22年度目標：25人 

 

 

 

  高齢の方や障がいのある方が金銭管理などの日常生活に支障や不安を感じた際に安心して

相談ができるよう「（仮称）日常生活あんしんサポートセンター」を開設し、総合的な相談を

行います。また、親族がいない判断力が低下した方に代わって、市長が後見等の申立を行な

う場合に、成年後見人等の円滑かつ安定的な確保を図るための法人後見事業を実施します。 

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) 

元気はっけん（派遣）事業 

地域活動支援センター（就労者支援型）の運営費補助事業 

障がい者協働事業 

（仮称）日常生活あんしんサポートセンター運営事業【再掲】
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障がいのある方が作った製品の販売や、ボランティア・市民との交流の場となっている、

「元気ショップ」（地下鉄大通駅定期券発売所横）の運営を、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 

・ノウハウのあるアドバイザーを派遣し、製品の質を向上 

・元気ショップで障がいのある方を店員として雇用（2名） 

・隣接するふれあい広場でのボランティア情報の発信 

・20年度の売り上げ目標 ⇒⇒ 6千万円 

また、2号店の開設に向け、店舗形態や既存店舗との役割分

担などの調査を実施します。あわせて、製品や、清掃・除草等の作業などの発注機会拡大を目

指した取組を検討し、実施していきます。 
 

 

 

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、10 月

以降に拡充する予定です。 

 

 

事業名 実施内容 実施か所数 
今年度 

増加か所数 

障がい者相談支援 

事業 

各種制度の情報提供など地域生

活を送っていく上でのさまざま

な相談を、3 障がいに対応する

体制で実施 

12か所 ２か所 

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
6か所 1か所 

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
5か所 1か所 

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

ポート等を実施 
4か所 1か所 

 

 

 

元気ショッブ運営事業等 

障がい者相談支援事業等 情報共有
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  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

ビスを行うとともに声かけなどの安否確認を行います。 

 

 

 

 

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・

狭隘化等が進んでおり、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となってい

ます。 

このため、21年度中（予定）のリニューアルに向けて、20年度は施設の耐震診断業務及

び設計業務等を行います。 

 

 

21 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など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。 

 

 

老朽化が著しい知的障害児施設１か所の改築に対して補助を行い、療育環境の改善を図り

ます。 

 

 

障がい者や高齢者が、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推進します。そのために関係者が

連携してネットワークを構築して情報を共有し発信するとともに、従事

者の資質及び技術の向上を図ります。 

 

 

 

 

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。 

 

のぞみ学園設計等 

障害者就労訓練設備等整備事業 

知的障害児施設整備費補助 

（仮称）札幌市地域リハビリテーション推進協議会【再掲】 

精神科救急医療システム運営事業 

情報共有

福祉除雪事業【再掲】 情報共有 市民参加
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札幌市食品衛生管理認定制度ロゴマーク

「しょくまる」 

 

 

 

  食品の偽装表示問題や、輸入食品の農薬混入事件など、食の安全を揺るがす問題が発生し、

市民の食の安全・安心に対する関心が高まっています。また、新型インフルエンザなどの新

たな感染症に対する対策の強化が求められています。 

  このため、これらの問題に、より迅速かつ的確に対応するため、20 年４月に市役所本庁

舎の保健・衛生を担当する部門と保健所を統合し、健康危機管理体制の強化を図りました。

この体制のもとに、以下の事業について積極的に取り組んでいきます。 

 

 

 

市民の皆さんの食の安全・安心を確保するため、食産業や観光

の振興も視野に入れた総合的な食の安全・安心に関する施策を21

年度までに策定します。このため、20年度は外部委員による会議

で、札幌の食の安全・安心についての検討を行うとともに、食に関

する調査を実施します。 

 

 

 

 

 

市民の皆さんが安全で安心な食品の提供が受けられるよう、的確

な衛生管理を自主的に行う食品取扱施設を認定する「札幌市食品衛

生管理認定制度（愛称：しょくまる）」を実施しています。 

この制度を、事業者がより取り組みやすい制度とするよう、見直

すとともに、事業者に制度を周知・普及させることにより、市内の

食品業界全体の衛生レベルの向上を図ります。 

 

 

 

 

 

輸入食品の農薬問題が発生したことなどから、これまで生鮮食品を中心に実施していた残

留農薬検査について、検査対象を加工食品にも広げるなど、食品の抜き取り検査の強化を図

ります。 

また、食品を大量に製造し、広く流通させる製造施設に対しては、事業者自らが行う食品

の自主検査の実施状況について、保健所への報告を求め、事業者による適正な自主管理の徹

底を図るなど、食品取扱施設の衛生管理等について監視指導を強化します。 

 

 

 

 

ⅲ 食の安全・安心の確保や感染症対策の充実 

安全・安心な食のまち・さっぽろ推進事業の実施 市民参加

「しょくまる」（札幌市食品衛生管理認定制度）の普及・啓発 情報共有

食品取扱施設に対する監視指導の充実・強化 情報共有
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食の安全・安心についてのリスコミュニケーションとは、一方向の情報提供ではなく、市

民の皆さんや事業者等と行政が、双方向で情報や意見を交換するものです。 

リスクコミュニケーションのひとつとして、「食の安全」市民フォーラムを開催し、相互に

情報や意見を交換し、食の安全・安心に対する関係者相互の理解を深めます。 

また、保健所が策定する札幌市食品衛生監視指導計画について、市民の皆さんから幅広く

意見を求め、市民の皆さんの意見を反映させた計画を策定します。 

 

 

 

「札幌市新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき関係機関と連携し、患者発生を想定

した訓練を行います。また、保健所等に必要な調査器具類の拡充を進めるとともに、鳥イン

フルエンザやヒトからヒトに感染を起こす新型インフルエンザの患者発生に対応したマニュ

アルを作成し、不測の事態に迅速・的確に対処できるための環境整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションの実施 情報共有 市民参加

新型インフルエンザ対策の推進 
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健康危機管理体制の充実 

食の安全を揺るがす問題や結核、エイズなどの感染症の発生に、より迅速かつ的

確に対応するとともに、市民が安心して暮らすことのできる健康危機管理体制を充

実するため、20 年 4 月に市役所本庁舎の保健・衛生を担当する部門と保健所を統

合しました。 

     [食の安全推進課]

食品製造・営業施設への指導や食品の抜

き取り検査、食中毒対策など 

担当 

業務 

食の安全 

   [感染症総合対策課]

結核やエイズ、ノロウィルス、新型インフル

エンザなど感染症対策に関すること 

担当 

業務 

感染症対策 

市役所本庁舎 
保健・衛生部門 保健所（4/1から） 

食品の保健・衛生に

関することなど 

食品保健担当 

保健所の 

食品衛生の 

部門と統合 

感染症の 

啓発・予防など 

保健指導担当 

保健所の結 

核・感染症 

予防などの 

部門と統合 

墓地や霊園に 

関することなど 

生活環境課 

保健所へ 

移動 

   [健康企画課]

母子保健、食育・栄養、がん検診や禁煙

対策など健康づくり全般 

担当 

業務 

健康づくり 健康の 

保持・増進など 

地域保健課 

保健所の 

食育など 

の部門と 

統合 

   [医療政策課]

救急・災害医療の体制の整備や、病院・

薬局などに関する相談・指導など 

担当 

業務 

医療体制など

     [生活環境課]

墓地・火葬場に関することなど 担当 

業務 

墓地・火葬場など 

医療体制、 

献血推進業務など 

医療調整課 

保健所の医

務・薬事、医

療の安全に 

関する部門

と統合 

  [不妊専門相談センター]

不妊についての相談など 担当業務

不妊に関すること 

  [環境衛生課]

理美容所、公衆浴場などへの立入り検

査など 

担当業務

環境衛生関係 

強化 

推進 
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安全な妊娠・出産と健康な子どもの出生のため、異常を早期に発見  

し、適切な指導を行うことを目的に実施している妊婦一般健康診査に  

ついて、5回分の公費負担を行います。受診票は妊娠届けの際に母子  

健康手帳とともに交付します。 

  ■妊婦一般健康診査公費負担利用回数■ 

18年度実績：1回 ⇒⇒⇒ 20年度目標：5回 

 

 

 

 

乳幼児の健康の保持、増進を図るため、現行制度で1割負担となっている、

4歳以上で市民税課税世帯の通院に係る医療費を、原則無料化します。この

ことにより、小学校入学前の子どもの医療費を原則無料化となります。20

年８月から実施します。(所得制限があります) 

 

 

 

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ることを目的に行っている母子保健訪問指導について、

生後4か月までの乳児がいるすべての家庭に実施し、育児支援を推進して

いきます。各ご家庭から提出される出産連絡票などをもとに対象者を把握

します。 

  ■訪問実施率■ 

18年度実績：63.5％ ⇒⇒⇒ 20年度目標：90.0％ 

（第１子を中心に実施） 

 

 

不妊に悩む夫婦の経済的・精神的負担を軽減するため、高額の医療費がかかる特定不妊治

療費の一部を助成するとともに、不妊専門相談センターでの相談と情報提供を実施し、子ど

もを望む家庭への支援を推進していきます。事業の実施については、広報・ホームページへ

の掲載のほか、産婦人科医療機関にパンフレット等を配布して周知します。 

  ■助成件数■ 

 18年度実績：381件 ⇒⇒⇒ 20年度目標：742件 

 

 

 

ⅳ 子どもを生み育てやすい環境づくり 

妊婦一般健康診査の公費負担拡充 

乳幼児医療費助成制度の拡充 

不妊治療支援事業 

生後４か月までの全戸訪問（母子保健訪問指導事業）

情報共有 

情報共有 

情報共有 
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札幌市健康づくり基本計画「健康さっぽろ21」の中間評価に基づき、

今後の健康づくりをさらに推進していくため、「母子保健の推進」「生活

習慣の改善」「健康づくりを支える環境づくり」を今後の重要方針に掲げ、

各領域の健康づくりに重点的に取り組みます。 

  ■健康づくり応援企業・店舗数■ 

 18年度実績：1,227件 ⇒⇒⇒ 22年度目標：2,000件 

 

 

メタボリックシンドロームを中心とした生活習慣病予防対策として、運動不足になりがち

な冬期間や肥満解消が課題となっている働き盛りの年代への運動支援を行います。また、民

間団体などとの協働により、地域で活動するウォーキング実践指導ボランティアの育成など

行い、市民一人ひとりが１年を通じて自主的な健康づくりに取り組むための環境整備をして

いきます。 

  ■ウォーキング実践指導ボランティアの育成人数■ 

 18年度実績：－ ⇒⇒⇒ 22年度目標：200人 

 

 

 

 

  20 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、保健福祉局では保健・福祉・医療に関する様々

な事業を実施する予定です。 

 

 

 

食育推進の一環として、20年度は、以下の取組みを実施する予定です。 

・「食育サポーター」の募集 

  札幌市の食育の推進を応援する市民、団体、企業等を「食育サポーター」として登録

し、北海道型食生活に関する活動を市のホームページなどで紹介します。 

・若い世代への啓発事業 

食生活が不規則になりがちな10～20代の市民に対して、民間企業等と協力して、朝

食の大切さやバランスの良い食事など望ましい食事についての啓発を行います。 

・外食料理栄養成分表示の推進 

生活習慣病予防対策を目的に外食料理店の栄養成分表示事業に取り組みます。また、

７月の北海道洞爺湖サミットに合わせ、来札する外国人向けに、栄養成分表示店の地図

ⅴ 地域でのスポーツと健康づくりの推進 

市民健康づくりサポート事業 

健康さっぽろ21推進事業 

食育の推進 情報共有 市民参加

ⅵ 重点取組項目以外の主な施策 
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を掲載した外国語（英語・中国語・韓国語）ガイドブックを作成・配布します。 

・「高齢者ひとくち講座」 

介護予防が必要な高齢者の閉じこもりや栄養状態の改善を図るため、食のボランティ

ア団体の協力を得ながら、一緒に試食して「ふれあい」やバランスの良い食事などを楽

しく学ぶことができる講座を開催します。 

 

 

 

75 歳以上の加入者は、この4月に施行された後期高齢者医療制度

へ移行するなど、国保を取り巻く環境が大きく変わるなか、未納発生

後の迅速な対応をはじめとした収納対策を引き続き推進し、収入の確

保と収納率を向上させ、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％）の達成を目指します。（18年度

一般現年度分82.70％） 

 

 

 

 

 

国民健康保険料収納率の向上 

 

 

 

 

医療制度改革について 

 

20年 4月から実施された医療制度改革の概要をご紹介します。 

①75歳以上の方（65歳以上の一定の障がいのある方）は新しい医療保険へ 

☆国民健康保険や被用者保険の原則として75歳以上の被保険者（被扶養者を含む）は、

現在加入している医療保険から新たな後期高齢者医療制度に移行します。 

☆後期高齢者医療制度の運営は、道内の全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域

連合が行いますが、保険料の徴収や各種申請・届出の受付などの窓口業務は札幌市

（区）が行います。 

②国民健康保険料の構成区分等が変わります 

☆①の後期高齢者医療制度の開始に伴い、国民健康保険料の構成区分と限度額が変わり

ます。（21ページの図参照） 

☆同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、5年

間国民健康保険料がこれまでと大きく変わらないようにします。 

☆被用者保険に加入していた方が後期高齢者となったことに伴い、その被扶養者だった

方が国民健康保険に加入した場合は、申請により2年間、保険料が減額されます。 

☆20年 10月から、国民健康保険料の年金天引きが始まります。対象となるのは、国

民健康保険に加入している世帯主で、一定の条件を満たす方です。 

 



 
- 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 世帯内に40歳以上64歳以下の国民健康保険加入者がいない場合は、介護分保険料

はかかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 世帯内に40歳以上64歳以下の国民健康保険加入者がいない場合は、介護分保険料

はかかりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療制度改革について 

 

③乳幼児医療費の自己負担軽減の対象年齢が拡大 

☆健康保険の自己負担割合が軽減（3 割から 2 割へ）となる対象年齢が、3 歳未満か

ら小学校入学前（6歳の誕生日以後の最初の3月31日以前）まで拡大されます。 

※この自己負担額に対する札幌市の助成制度について18ページをご覧ください。 

 

④40歳から74歳の方々を対象に新しい健診・保健指導が始まります

☆これまで市町村が実施していた「基本健康診査（すこやか健診）」が、20 年度から

国民健康保険など各医療保険者が実施する「特定健康診査」に変わります。 

☆特定健康診査は内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した健診です。

その結果、生活習慣病発症の危険性があると判定された方には、生活習慣の見直し・

改善を目的とする保健指導（特定保健指導）を実施します。 

 

【平成２０年４月から】

【平成２０年３月まで】

＝ ＋＋

医療分保険料

74歳以下の方の
医療費に充てる
分

国民健康
保 険 料

支援金分保険料

後期高齢者(75歳以
上の方と65歳以上
の一定の障がいの
ある方)の医療費に
充てる分

介護分保険料※

介護費用に充て
る分

介護分保険料※

介護費用に充て
る分

国民健康
保 険 料

＝ ＋

医 療 分 保 険 料

74歳以下の方
の医療費に充
てる分

老人保健法の該当者

（75歳以上の方と65歳
以上の一定の障がい

のある方）の医療費に

充てる分

＋

限度額44万円 限度額12万円 限度額9万円

限度額53万円 限度額9万円
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  施設及び設備の老朽化のため、19年度から大規模改修 

工事が進められている里塚斎場は、20年度に改修工事が 

完了し、21年 4月から業務を再開します。 

 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 
 

 

 

 

  本市第 1号のＰＦＩ事業として18年度から供用を   

開始した山口斎場は、現在、里塚斎場が大規模改修工事に 

よる休場中のため、全市の火葬に対応しています。里塚斎 

場が休場している19、20年度は、12月から3月までの 

冬期間、混雑緩和のため、休業日を設けず毎日開場します。（元日は休業） 

 

 

 

 

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

ていきます。 

・かかりつけ医をもつことの周知・啓発など、周産期医療の支援事業を実施 

・産科救急医療を円滑に進めるための体制の整備支援事業を実施 

・小児科救急医療を円滑に進めるための体制の整備支援事業を実施 

 

 

 

 

札幌市災害時医療体制検討委員会から具体的な提言を受け、

災害等により多数の負傷者が発生した場合を想定した、市民に

対する医療を迅速かつ効率的に確保するための計画を21年度

までに策定します。 

20年度は、これらの提言を具体的に実現するため災害時基

幹病院等と協力し、シミュレーション訓練等を行い、計画策定

に反映します。 

 

 

 

 

里塚斎場大規模改修 

山口斎場サービス購入 

救急医療体制の確保 

災害時医療体制の整備事業の推進 
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20 年度は、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）の企画・運営を行う札幌市実行

委員会を発足させ、大会を円滑に運営等のノウハウを修得するた

めのリハーサル大会を開催するなど、昨年度に引き続き開催準備

を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

20 年度も引き続き、生活保護を受けている方の自立を促

進するために、全10区へ配置している就労支援相談員によ

る、面接の受け方や履歴書の書き方などの助言や職業相談の

ほか、長期間稼働から遠ざかっている方などに対する専門の

職員によるカウンセリングなど、より一層積極的に就労支援

に取り組んでいきます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

ねんりんピックとは 

「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

齢者を中心として、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み、交流を深めることができる全国規模の総合

的な祭典です。昭和 63 年（1988 年）の第１回の「ひょうご大会」以来、毎年各

都道府県（政令指定都市）の持ち回りで開催されています。 

・大会名称：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） 

・テーマ：『ねんりんに 夢を大志を 青春を』 

・実施期間：21年（2009年）９月5日（土）～８日（火）の4日間 

なお、開催年は、明治２年（1869 年）北海道開拓使設置から 140 年、また、

平成元年（1989 年）第 44 回国民体育大会「はまなす国体」実施から 20 年目と

いう記念すべき節目の年です。 

ねんりんピック開催準備事業 

生活保護受給者に対する就労支援 
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（２）行財政改革  

保健福祉局が所管する２つの出資団体の具体的な行動計画（アクションプラン）です。 

 

 

当協会には、居宅介護支援や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、21 年度及び 22 年度に予定されている介護報酬の改定及び介護保険制度

の改正による影響を見極め、より安定した団体運営となるよう改善を図るとともに、自立を

一層促進していきます。 

＜20年度の主な取組目標・取組内容＞ 

・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1,500千円） 

・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） 

 

 

 

18年度から実施している「中期総合事業計画」は、４ヵ年計画の折り返しを迎えたこと

から、これまでの実施状況とその効果を検証するとともに今後も効率的に計画を推進し、安

定的な経営基盤の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。 

20年度は、老人休養ホーム及び老人福祉センターのＰＲの強化と利用者の利便性向上を

図るため、ホームページの更新を行います。また、団体会計のより適正な執行と透明性を高

めるため、外部監査を導入します。 

 

（3）市民との信頼関係の構築  

   

 

  18 年度から局の若手職員を中心に、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、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、これまでの2年間に以下の取組みを行いました。 

  ・市役所本庁舎内（3･4階）に案内表示を設置 

・保健福祉局ホームページ（トップページ）の全面改修 

・保健福祉局職員の名札の統一（文字を見やすい大きさにするなどの工夫あり） 

・市民等からの問合せに対して、迅速に所管課を検索するための業務サポートツールの作成 

  今年度についても、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、市民への分かりやすい情報提供に努めていきます。同時に、

このプロジェクトの取組みを通じて、局内のコミュニケーションの活性化をさらに進めてい

きます。 

（財）札幌市在宅福祉サービス協会 

（社福）札幌市福祉事業団 

市民への「わかりやすい情報提供」の徹底
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社会福祉法人、社会福祉施設等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、市民の皆さんがより適切に福祉サービスを選択し、

利用することができるよう一層の情報提供の充実に努めます。 

 

 

                               

                                

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。20 年５月１日からは、３期目のサポーターが

活動を開始します。 

  ＜20年度の活動内容（予定）＞ 

   懇談会・意見聴取のあり方やサポーター自らが地域に出向く活動方法などについて研究

し、障がいのある方からより多くの意見を聞き取ることを目指します。 

   ・ 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 

   ・ 意見聴取（小会場。面談方式。各回サポーター３人～４人程度）：３回程度 

   ・ その他の活動（施設等訪問、庁内職員研修に対する講師派遣等） 

   ・ 提言書の提出：21年１月頃を予定 

   ・ 提言書に対する取組状況の公表：21年４月頃を予定 

 

（４）職場内のコミュニケーションの活性化  

保健福祉局においては、各職場の実情に応じて、朝礼や業務報告、研修などの取組み

を進めます。 

    ・各職場の実情に合わせて、朝礼を実施し、業務日程の確認や業務内容の報告、業務

に関する話題の提供などを行い、職場内の情報共有やコミュニケーションを図りま

す。 

    ・朝礼において、職場の全職員が持ち回りで話題提供を兼ねたスピーチを行い、職場

内のコミュニケーションを図ります。 

・部長会議、課長会議などを実施して、部内・課内や全庁的な情報に関して、職員間

の情報共有を図ります。 

    ・人事異動により新たに配属となった職員を対象に、各種研修（メンタルヘルス研修

など）を行い、職場内のコミュニケーションの活性化を図ります。 

 

社会福祉法人・社会福祉施設に関する情報提供の充実 

障がい者による政策提言サポーター制度運営事業 

情報共有

市民参加
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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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局実務者会議 [部庶務担当課長] 

局マネジメント会議  [局長、医務監、各部長] 

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 

（トップダウン） 

報告 

指示 

保健福祉局実施プラン推進体制 

局トップマネジメント会議 [局長、医務監、総務部長] 


