1

みんなが助け合い、
健康に暮らせるまちづくり
みんなが困っている人に手を差しのべ、お互いに助け合い、
住み慣れたまちで、みんなが健康に安心して暮らせるまちをつくります。

１
健康な
暮らしの充実

施策

1

生涯を通じて、心身ともに健康で長寿を喜び、自立した生活を送ること
は、誰もの願いです。
このため、医療・保健・福祉・介護などの関係機関が緊密に連携し、健
康維持増進、疾病の予防、福祉施策の充実、介護への適切な対応がで
きるネットワーク構築を推進します。

健康づくりの充実

理想とするのは……

健康づくり課

現 状・課 題

市民の皆さんが、生涯にわたり健康で充実した生活

心疾患や脳血管疾患、がんは、死因の約 6 割を占め

が送れるように、生活習慣病の予防とこころの健康づ

ており、生活習慣病の予防対策が重要であり、妊娠期

くりに積極的に取組み、「自分の健康は自分でつくり守

を含め子どものころからの食生活や運動などの生活習

る」という住民参画の活動を推進しているまち。

慣の改善が必要です。

施策の指標
心筋梗塞や脳梗塞、腎不全、認知症の
発症の危険を高める糖尿病の患者数
（須坂市国民健康保険の５月診療分患者数の対前年増加人数）
― 数値の測 り方 ―

糖尿病患者数の増加人数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

54人

5人

国民健康保険の医療費は、平成 21 年度から 25 年度
の 5 年間で 15％伸びており、特に糖尿病で治療する人
が増えているため重症化予防の対策が必要です。( 糖尿
病患者数：平成 25 年 1,676 人、平成 26 年 1,730 人 )
健康で、こころ豊かに生活できるための母子保健対
策、特定健康診査・保健指導、各種がん検診、各種健
康教室・相談、予防接種など保健対策の充実が求めら
れています。
自殺者数は、平成 21 年の 20 人をピークに減少して
いますが、自殺は個人的な問題だけでなく、その背景
にある様々な社会的要因があることから、こころの健康
づくりや相談支援体制など総合的な取組みが必要です。
市民のみなさんからの意見

「小学校区単位で健康づくりができる機会
があるといい」
「若い世代からの健康維持・増進の取組み
をしている人が少ない」
「保健補導員制度の活動が健康長寿につな
がっていると感じる」

食ですこやか親子でクッキング
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将来像

一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

めざしていきます！
検診・健康診査の年間受診率（対象者のうち受診者の割合）
検診・健康診査の内容

現状値（26年度） 目標値（32年度）

乳幼児健康診査

40％

大腸がん検診

16.1％

40％

・保健補導員会、食生活改善推進協議会などの研修を充実し、地域
での自主活動を推進します。

肺がん検診

13.6％

40％

・いつでも、どこでも、誰でもできるウォーキング、健康体操「須
坂エクササイズ」を普及します。

子宮がん検診

16.4％

50％

・8020運動（80歳で20本以上自分の歯を残す）を推進するため、
子どものころからの歯科保健について、保育園や小中学校と連携
して実施します。

乳がん検診

22.6％

50％

286人

500人

11人

0人

・市民の皆さんと協働で健康まつりなどの開催や、地域での健康づ
くり活動を支援します。

母子保健の推進
・乳幼児健診や妊娠期から子育て期の相談体制を充実し、子どもた
ちが健やかに育ち、親が安心して育児できるよう支援します。
・子育て世代包括支援センターを設置して、すべての妊産婦が安
心、安全な出産、育児ができるよう医療、保健、福祉の関係者と連
携した支援体制の充実を図ります。
・不妊・不育症治療費、未熟児養育医療費、福祉医療費の助成によ
る支援をおこないます。

胃がん検診

環境・安心安全 文化・スポーツ

8.5％

・職域との連携による働きざかりの健康づくり研究会や、学校にお
ける健康づくり活動と連携をします。

子育て・教育

100％

（3ヶ月～3歳）

健健
康・康
福祉
福 祉

98.7％

・各種予防接種や健康診査・人間ドックなどを受診しやすい環境を
整備します。

重点プロジェクト

健康づくり活動の推進
・健康づくりの指針となる「第2次須坂市健康づくり計画」に基づ
き、保健指導、健康講座などをおこない、市民の皆さんが生涯を
通じて生活習慣病予防を主体的に実践できるよう取組みます。

第２部 基本計画

取組んでいきます！

第１部 基本構想

健康・福祉

「体重計にのろう」実践の表彰
累計表彰者数
自殺者数
県統計による年間人数

健康のための食育の推進
・第２期食育推進基本計画「須坂市食で健やか計画」に基づき、食
育関係団体、保育園、学校などと協力して、食育を推進します。

・家庭や地域の食育を推進するため「食で健やか応援隊」などの活
動の充実を推進します。

こころの健康づくりの輪を広げる活動の推進
・自殺に傾いた人や、悩んでいる人に早期に気づき、適切な相談に
つなぐため、医療機関などと連携し、ネットワークの構築を充実
させます。
・市民のみなさんを対象にした講座の開催や、企業と連携した研修
会を開催し、こころの健康づくりや精神疾患に対する正しい知識
の普及を図ります。

「健康長寿」をキーワードとした、新たな事業の創出
・健康長寿発信都市「須坂JAPAN」創生プロジェクト全体会議を
開催します。

・市内温泉施設などを活用し、保健補導員などによる須坂エクササ
イズの指導、食生活改善推進協議会による健康を意識した健康長
寿食を体験し、健康増進に加え、須坂市の魅力を伝えるための体
験型旅行プランを開発し実施します。
・銀座NAGANOを活用して健康長寿発信都市「須坂JAPAN」の魅
力を発信します。

「須坂JAPAN」ロゴマーク
須坂市章の亀甲紋と、長寿のシンボルである亀をかけています。
また、六角形はあらゆる原子結合の中で最も強い結合です。

６つの色は、対角線の関係
にある２色をセットにし、健
康長寿発信都市の魅力を表
しています。
赤：須坂エクササイズ
（厚生労働大臣 最優秀賞）
紫：巨峰 ナガノパープル
（生産量日本一）
黒：日本人の伝統や和の心

資料編

・健康長寿を意識した商品等を開発し、「須坂JAPAN」ロゴをつ
けて販売します。

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

・子どものころから食育を推進するため、小学校３年生を対象に食
育事業を実施します。

など

黄：須坂市民のおもてなしの心
緑：市の木 クマスギ
臥竜公園
上信越高原国立公園
白：蔵と雪

第２部 後期基本計画
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施策

2

地域医療を支える体制づくり

健康づくり課

理想とするのは……

施 策 の 指標

須高地域にある診療所および 3 病院、介護福祉関係

24 時間在宅療養生活のための
在宅医療安心ネットを活用した
「須高在宅ネットワーク」の参加機関

機関、行政の協力連携体制により、市民の皆さんがい
つでも安心して必要な医療福祉を受けられるまち。

― 数値の測り方 ―

「須高在宅ネットワーク」
参加機関

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

39機関

50機関

須高在宅ネットワークのイメージ
須高地域では、在宅療養者とその家族が 24 時間安心して療養生活が送れるよう、情報
共有システム ｢在宅医療安心ネット｣ を活用した連携体制の構築に取組んでいます。
主治医・訪問看護師・ケアマネジャー・後方支援病院がチームとなって在宅療養者を見
守る・支える仕組みです。

連 携

主治医

後方支援

診 療 所
急性期病院（須坂病院）

・処置内容や注意事項の共有・周知
・訪問看護師やケアマネからの情報取得
・主治医の方針や指示を関係者に周知

在宅療養支援病院（新生病院・轟病院）
・緊急時、主治医不在時の後方支援

連 携

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー）

在宅療養者・家族

・介護記録・情報の登録、参照
・利用者さんの日頃の様子を
関係者へ報告・連絡・相談

・看護内容の情報の登録、参照
・主治医への報告・相談

連 携

須坂市・小布施町・高山村
（行政）
・全体調整
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将来像

訪問看護ステーション

一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

平成 22 年度から須高三市町村が実施主体となり、
安心・安全を支える地域をめざし、医師会、歯科医師
会、薬剤師会と須高地区の病院や福祉と介護事業者が
り、感染症や災害時の医療体制整備と在宅医療福祉の
推進をおこなってきました。

取組んでいきます！
安心できる医療体制の整備
・医療・保健・福祉・介護のネットワーク構築を推進します。
・限られた医療資源を有効に活用するため、医療の機能分担の周知
に努めます。

重点プロジェクト

連携して地域医療福祉介護のネットワークの構築を図

第２部 基本計画

現状・課題

第１部 基本構想

健康・福祉

・かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の普及を推進
します。
・休日、夜間及び救急医療体制の充実をすすめます。

養までの医療保健福祉介護が連携した地域医療体制や
情報システムの整備確立をさらにすすめていきます。
市民のみなさんからの意見

「須坂病院、須高医師会、行政が中心に健康増進のた
めの活動ができている」

・地域医療を守るために、医師確保等について須高三市町村が連携
し関係機関へ働きかけます。

国民健康保険の健全な運営
・国民健康保険税の納税を促し、被保険者の負担の公平性と健全経
営に努めます。

子育て・教育

「医療体制の整備は重要と考えている市民が8割」

・大規模災害、感染症などに対応する医療体制を整備します。
・在宅療養支援における医療・介護の連携体制の構築を推進します。

健健
康・康
福祉
福 祉

疾病予防から、治療、リハビリテーション、在宅療

・加入者へ情報を積極的に公開し、疾病予防や啓発を推進し、早期発
見・早期治療に努めます。
・データヘルス計画に基づき、被保険者の健康増進、糖尿病などの
生活習慣病の発症や重症化予防の保健事業を実施します。

環境・安心安全 文化・スポーツ

・平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化等の制度改正に
対応し、被保険者に混乱が生じないように努めます。

福祉医療費による支援
・必要な医療を受けられるよう、障がい者や乳幼児などへの医療費
を助成します。

難病患者への支援
・難病の人の相談支援の充実に努めます。

めざしていきます！

など

数値の測り方
須高地域医療福祉推進協議会理事会

現 状 値（26年度）

目 標 値（32年度）

48.0％

60％

受診した人

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

特定健診の年間受診率（対象者のうちの割合）

特定保健指導年間実施率（対象者のうちの割合）
保健指導を
6ヶ月間継続した人

46.5％

60％

ジェネリック医薬品利用率
利用している人

64％

80％

資料編

第２部 後期基本計画
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２

身体が不自由になっても、高齢になっても、遠慮なく助けを求める声が
出せ、常に地域とのつながりが感じられるようなまち。
助け合いのネットワークが根付いて、「みんなで支え、支えられる」と
いう安心感が得られるまち。

社会福祉の充実

困った人がいれば、当たり前のように手が差し伸べられ、ボランティア
活動が盛んなまち。
人と人との絆による、ふれあいのまちをめざします。

施策

3

みんなで助け合う福祉

理想とするのは……
誰もが地域で安心して健康に暮らしていくために、支
援が必要な人が地域の中で孤立することなく、地域全体
で見守り、寄り添い、支援をおこなうことができるまち。
地域に住む誰もが「支え」
「支えられる」関係にあり、
立場や世代を超えて、人と人、人と地域がつながり合い、
地域の課題に対して、それぞれができることを活かし
て「支え合う関係」をつくっているまち。
施策の指標

福祉課

取組んでいきます！
助け合い活動の推進
・「新・地域見守り安心ネットワーク」を充実し、一人暮らしの高
齢者や障がい者、要介護者などの見守りを強化する中で、孤立死
をなくし日々の暮らしに安心感を与えます。
・社会福祉協議会主催の助け合い起こし事業を支援し、「助け
て！」を言える地域づくりをすすめます。

ボランティア活動の活発化
・社会福祉協議会に委託している福祉のまちづくり推進事業により
ボランティア活動の充実を図り、誰もが気軽にボランティア活動
に参加できるよう体制を整備します。
・ボランティアを市民活動として位置づけ、ボランティア活動の拡
大をすすめます。

福祉ボランティアの活動状況

地域福祉の実現
― 数値の測 り方 ―

福祉ボランティア活動に
参加している人の数

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

1,326人

1,800人

現状・課題
少子高齢化などの社会情勢の変化に伴い、地域住民

・社会福祉協議会と連携して、住民主体の理念に基づき、地域の福
祉課題の解決に取組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域
福祉の実現をめざします。

地域の見守り活動の推進
・常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助をおこない、社
会福祉の増進に努める民生児童委員の活動を支援し、地域の見守
り活動を推進します。

の抱える生活課題は多様で複雑なものとなってきてお
り、家庭や地域での助け合いや地域住民同士の絆がま

めざしていきます！

すます重要となってきています。

「新・地域見守り安心ネットワーク」の登録

各自治会の役員や民生児童委員を中心とした要配慮
者の見守り組織「新・地域見守り安心ネットワーク」や、
社会福祉協議会での助け合い推進事業などの、地域で
の見守りの必要性はますます高まっています。
地域で人びとが安心して暮らせるよう、地域での見

50％

目標値（32年度)

100％

3,021人

5,800人

30,216回

31,200回

民生児童委員の活動状況

地域社会の福祉課題の解決に取組んでいきます。
市民のみなさんからの意見

「隣近所のつながりを大切にして、助け合っていく
ことが大事」
「ボランティア活動に参加したいと思うが、具体的
にどのように動いていいのかわからない」

将来像

登録をお願いした要配慮
者が登録された割合

年間延べ利用者数

市民活動等を、地域住民やボランティア、行政・関係

28

現状値（26年度）

須坂市ボランティアセンター利用

守りや、地域に根ざした種々の福祉ボランティア活動、
諸機関、社会福祉関係者が協働して実践することで、

数値の測り方

一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

年間延べ訪問回数

施策

高齢者福祉の充実

高齢者福祉課

理想とするのは……

第２部 基本計画

4

第１部 基本構想

健康・福祉

施 策 の 指標

高齢者が、それぞれの経験や知識を生かしながら、

元気な高齢者数

地域の中で生きがいを持って社会参加できる、活力の
あるまち。

介護や支援を必要としない
高齢者の人数

なっても、交流と相談できる場所が近くにあり、必要

(高齢者人口－介護認定者)

な時に必要なサービスが利用でき、住み慣れた地域で

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

13,126人

13,700人

重点プロジェクト

― 数値の測り方 ―

ひとり暮らしや介護を必要とする状態や、認知症に

健健
康・康
福祉
福 祉

安心して暮らせるまち。
高齢者の特性や認知症が理解され、介護を必要とす
る高齢者や認知症高齢者とその家族を、地域で支え合
うまち。

子育て・教育

須坂市地域包括ケアシステムのイメージ
地域包括支援センター
在宅介護支援センターなど

医 療

介 護

急 性期
病

■居宅系サービス

住まい（生活の場）

院

回復期

地域ケア会議

環境・安心安全 文化・スポーツ

地域医療福祉
ネットワーク推進室

・訪問介護 ・通所介護
・訪問看護 ・通所リハビリ

・自宅・シルバーハウジング
慢性期

・訪問入浴 ・短期入所

・有料老人ホーム・ケアハウス

・訪問リハビリ

高齢者

・小規模多機能

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

など

・認知症デイサービス

訪問看護
ステーション

生活支援・介護予防
■施設系サービス

日常の医療
・診療所
・歯科医療
・調剤薬局

■介護予防・生活支援サービス事業

■一般介護予防事業

・介護老人福祉施設

・訪問系サービス

・介護予防普及啓発事業

・介護老人保健施設

・地域介護予防活動支援事業

・養護老人ホーム

・地域リハ活動支援事業など

・グループホーム

（委託訪問介護・訪問指導など）

・通所系サービス

（委託通所介護・介護予防教室など）

・生活支援

（見守り・権利擁護・配食など）

地域サロン
長野県地域包括医療協議会
須高地区協議会

生きがい

生活支援コーディネーター
老人クラブ
社会福祉協議会

ボランティア

就

労

ケアマネージャー

資料編

須高地域医療
福祉推進協議会

■障がいサービス

シルバー人材センター

第２部 後期基本計画
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現状・課題
急速に進む高齢化の中で、高齢者の健康増進や生き
がい活動、介護予防、生活の支援をはじめ、寝たきり
や認知症予防事業等の更なる充実が求められています。
また、認知症になっても安心して暮らせる地域をめざ
し、地域住民や関係する団体などが連携して支援する体
制を強化するとともに、地域の認知症に対する正しい理
解と支援を推進することがさらに重要となってきていま
す。併せて、高齢者の様々な権利を擁護し、生活全般に
わたってサポートする体制の確立も求められています。
「医療」
「介護」
「予防」
「住まい」
「生活支援・福祉サー
ビス」が相互に関係し、連携しながら高齢者の在宅生活
を支える「地域包括ケアシステム」の充実が課題です。

市民のみなさんからの意見

取組んでいきます！
生きがいづくりと社会参加の促進
・高齢者が地域で生きがいを持って社会参加できるよう、経験や知
識・技能をいかした活躍できる就業環境づくりやボランティア活
動参加を支援します。
・高齢者がいきいきと生活できるよう、生きがいと健康づくりを推
進するため、生涯学習や自主的団体への活動支援や、老人クラブ
に助成し活動の活性化を支援します。
・高齢者の地域社会への参加を促進するには、公共交通機関や道路
の整備などが必要なため、関係機関と協議をおこなう中で整備の
推進をめざします。

安心して暮らせる環境整備
・高齢者を地域で支え合う地域づくりのため、福祉や介護、医療の
関係機関、団体と協力し、「地域包括ケアシステム」の構築をす
すめます。
・総合相談窓口である地域包括支援センターの周知と、体制の充実
を図ります。
・地域ケア会議の充実を図り、地域課題の把握と課題解決のための
施策を推進します。

「高齢者が主体的に活動できる社会の構築が重要」

認知症高齢者対策の推進

「介護保険外でも認知症の人たちが集まれる場をつ
くってほしい。ボランティアに入ってもらいリハビ
リなどが行えるとなお良い」

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発に努めるとともに、地域に
おける支援体制を構築するため、認知症の人やその家族を地域で
支援する認知症サポーターと、認知症サポーターの養成役となる
キャラバンメイトの養成を推進します。
・相談体制を充実させ、認知症の早期発見・早期治療をすすめると
ともに、認知症高齢者とその家族が安心して生活を送ることがで
きるように支援します。

めざしていきます！
須高広域シルバー人材センターとシニアクラブ
数値の測り方

須坂市の登録会員数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

3,018人

3,600人

地域密着型サービス事業所
事業所の登録定員数

154人

300人

認知症サポーター養成
養成講座累計受講者数

介護予防の推進
・介護予防知識の普及・啓発や介護予防事業の充実により、高齢
者が自立した生活が送れるよう、一人ひとりに寄り添った適切な
サービスを提供します。
・高齢者の介護予防を地域ですすめるため、介護予防サポーターを
育成し、活動を支援します。

生活支援サービスの充実
5,340人

8,600人

介護予防サポーター養成
養成講座累計受講者数

高齢者の権利擁護
・高齢者が尊厳を持って豊かに暮らすため、成年後見制度の普及・
啓発に努めます。

239人

400人

・高齢者がひとりでも安心して暮らせるために、安否確認を兼ね
た「安心コール」や「配食サービス」のほか、緊急通報装置の整
備、「見守り支援事業協力隊」の拡充をすすめます。
・地域で高齢者をささえるため、地域資源の発掘、担い手の養成、
サービスの開発、関係者のネットワーク化をすすめ、生活支援体
制の整備をすすめます。

介護保険制度の推進
・要支援・要介護状態となっても、住み慣れた地域で安心して暮らし
続けられるよう、地域密着型サービスの施設整備をすすめます。
・介護保険制度を円滑に運営するため、介護給付費適正化と保険料
の滞納対策をすすめます。
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将来像

一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

施策

障がい者福祉の充実

理想とするのは……
障がいのある人もない人も、みんな同じく、地域の
一員として、共にいきいきと安心して暮らせるまち。
就学や就労が確保されていて、差別のない安心して暮
らせるまち。
施策の指標

― 数値の測り方 ―

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

6人

24人

※平成26年度の一般就労実数6人、以降毎年3人ずつの
一般就労を目標とする。

社会参加の促進
・障がい者スポーツ大会や障がい者文化芸術祭の支援や、自動車運
転免許の取得や自動車の改造に要する費用の一部を助成すること
で、社会参加を促進します。

コミュニケーション手段の充実
・手話通訳者や要約筆記者の養成などにより、障がい者の意志疎通
の円滑化を支援します。

在宅生活への支援
・在宅介護サービス充実や福祉機器の普及、在宅福祉利用券の給付、
介護者への支援などにより、障がい者の在宅での生活を支えます。

子育て・教育

福祉施設から一般就労した
障がい者の数の累計

相談支援の充実
・相談支援センターを中心とした相談・支援体制を充実します。

健健
康・康
福祉
福 祉

障害者総合支援法による
福祉サービスにより一般就労した人の数

取組んでいきます！

重点プロジェクト

地域住民の障がい者に対する理解が深く、地域での

福祉課
第２部 基本計画
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第１部 基本構想

健康・福祉

福祉サービスの充実
・須高地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携し、課題の共有
と協議をします。
・相談支援専門員を中心に必要なサービスを提供します。

障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享
有するかけがえのない個人として尊重され、分け隔て

・ヘルプカードを活用した障がい者理解を促進します。
・須高地域自立支援協議会を中心に関係機関と連携し、企業に対し
障がい者の雇用を働きかけます。

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

人権尊重、差別をなくす啓発

ら共生する社会を実現することが求められています。

・障害者差別解消法の取組みなど、障がい者の人権尊重と差別をな
くすための啓発活動をすすめます。

また、可能な限りその身近な場所において、必要な日
常生活または社会生活を営むための支援を受けることが
でき、社会参加の機会が確保されなければなりません。

環境の整備
・関係機関と連携し、障がい者用トイレや駐車スペースの整備、歩
道段差の解消や点字ブロックの敷設など、障がい者や高齢者が安
心して暮らせるまちづくりを推進します。

など

産 業 振 興 都市基盤整備 行 政 経 営

どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保

環境・安心安全 文化・スポーツ

障がい者理解の促進

現状・課題

され、地域社会において他の人々と共生することが妨
げられるといった、社会的障壁を除去しなければなり
ません。

めざしていきます！
手話奉仕員養成講座への参加

市民のみなさんからの意見

「須坂市は障がい児に対してとても熱心だ」
「歩道の点字ブロックを郊外にも設置すべき」

数値の測り方

年間参加者数

現状値（26年度） 目標値（32年度)

152人

190人

専門性の高い相談支援の提供（相談支援専門員の研修）
研修会開催回数

0回

5回

4件

10件

3,218ｍ

4,150ｍ

障がい者に対する啓発広報
広報紙記事累計掲載件数

資料編

歩道の段差解消
工事実施済みの合計距離

第２部 後期基本計画
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健康・福祉

施策

6

生活困窮者への支援

理想とするのは……
生活に困っている人が気軽に相談でき、地域での支
え合いなどにより、相談に対して適切な支援がおこな
われることで、自立と尊厳が確保され、健康で文化的
な生活を送ることができるまち。

自立した被保護世帯の割合

― 数値の測 り方 ―

取組んでいきます！
相談、支援体制の充実
・関係機関と連携して、生活困窮者の相談に応じ、必要なサービス
につなげるなど、自立に向けた支援を充実します。

生活困窮者支援を通じた地域づくり
施策の指標

保護廃止総数のうち
自立による保護廃止の割合

福祉課

・生活困窮者への支援により、さまざまな分野の社会資源の連携の
促進と活性化を図り、行政、関係機関、地域住民等が協働で地域
づくりに取組みます。

生活保護の適正実施

現状値

目標値

(26年度)

(32年度)

35％

40％

・最低生活の保障と、被保護世帯の自立に向け、就労支援をはじ
め、実情に応じた支援をすすめます。

めざしていきます！
生活に関する相談支援

現状・課題

数値の測り方

安定した雇用機会の縮小と経済的困窮の拡大、家族

年間延べ面接相談件数

やコミュニティ機能の低下といった社会構造の変化の
なかで、複合的な課題を抱えた個人や家族が増加して

現状値（26年度） 目標値（32年度)

121件

150件

生活困窮者自立相談機関による相談支援

おり、生活保護に至る前の段階の自立支援を強化する

就労につながった数(年間)

ことが求められています。

―

10人

生活に関する相談は複雑多岐にわたり、複合的な課
題を抱える世帯からの相談が増えています。相談事例
や被保護世帯の状況を見ると、借金問題、家庭内暴力、

市民のみなさんからの意見

家族・人間関係、精神疾患を抱えるなどの事例に加え、

「低所得であっても地域で生きられるには……」

引きこもりの事例の増加が目立ちます。

「本当に困っている人に、福祉サービスがおこな
われているの？」

被保護世帯を世帯類型別で見ると、高齢者世帯、障
がい・傷病世帯など、自立が困難な世帯が大半を占め
ていますが、ここ数年では就労可能な年齢世代を含む
その他世帯が増加傾向にあり、特に 50 ～ 60 歳代の定
職についていない世帯からの申請が増えています。
このような状況から、最低限度の生活保障に加え、
各種の社会保障制度や関係機関と連携して、経済的な
安定や生活の自立に対する支援が求められています。
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