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１ 生涯にわたる健康づくりの推進 
 

母子保健施策の推進 

【基本方針】 

近年の少子化、核家族化の進行や地域の連帯意識の希薄化などに伴い、幼児

期からの基本的生活習慣の乱れや、１０代の妊娠中絶、性感染症など思春期に

おける問題が生じる一方、育児不安やストレスを持つ保護者が増えてきていま

す。 

安心して子どもを生み、喜びをもって子育てできる環境整備のため、医療な

どの関係機関や団体との連携を図るとともに、地域の子育て力を活用しながら、

乳幼児健康診査や訪問・相談、課題に対応した学習の場の提供等、母子保健 

サービスの充実に努めます。 

また、子どもの健やかな成長・発達のために、基本的な生活習慣の確立を支

援するとともに、近年増加している発達障がいなど支援が必要な子どもたちの

早期発見と早期支援の充実に努めます。 

これらを実現するために、多機関連携による妊娠・出産・子育て期からの切

れ目のない育児相談・支援を包括的に推進するための、母子健康包括支援セン

ター機能を構築するとともに、ネットワーク拠点の整備を検討します。 

【施策の体系】 

若者が自分を大切にし、自立生活が
できる環境づくり

母子保健施策の推進
安心して妊娠・出産できる環境づく
り

育児不安を軽減し、喜びを持って子
育てできる環境づくり

子どもが安心して健やかに成長・発
達できる環境づくり

【計画】 

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 

妊娠届け出時の窓口相談の充実や、父親・母親になるための準備学習がで

きる場を提供するとともに、出産に不安を持つ妊婦に対する訪問・相談を行

い、出産を迎えるまでの不安解消に努めます。 
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また、妊婦健康診査項目や妊娠期の保健指導を充実し、疾病や早産を予防

し、安心な出産や産後うつの予防に努めます。妊婦健康診査や不妊治療およ

び不育症治療が受けやすい環境づくりを推進します。 

（２）育児不安を軽減し、喜びを持って子育てできる環境づくり 

① 訪問・相談体制の推進 

乳児を対象に保健師や助産師がすべての家庭を訪問し、産後うつ病質問

票等により、養育環境やこころの健康状況等を把握するとともに、必要に

応じて早期支援に繋げます。また、身近な場所での母子健康相談の実施や

乳幼児健康診査における、保健師・助産師・栄養士・臨床心理士・保育士

など専門職による相談体制を充実し、育児不安の軽減を図ります。 

② 親子のきずなをはぐくむ事業の推進 

   すこやかな児の成長発達や親子関係が築けるよう、愛着形成に着目した

事業を、妊娠期から乳幼児期、思春期にいたるライフステージに沿って包

括的に行うことで、親の育児不安の軽減を図るとともに、児の心身の発達・

発育を促します。 

③ 未熟児養育支援の充実 

未熟児の出生に伴う医療費などの経済的負担の軽減を図るため、自己負

担分を助成するとともに、入院中及び退院後の訪問等により保護者の精神

的負担の軽減に努めます。 

  ④ 交流の場づくりの推進 

育児不安や孤立感の軽減を図るため、関係機関と連携して子育て中の親

子が気軽に集い、交流、仲間づくりや学習ができる場の提供に努めます。 

⑤ 子育てを支援する地域の人材の育成と体制づくり 

地域ごとに子育てサポーターを育成・配置し、子育てひろば等、地域に

おける身近な相談・支援を行います。また、孤立した子育てを防ぐため、

民生委員・児童委員、主任児童委員と協力し、あかちゃん声かけ訪問員が

出生児のいる家庭を訪問し、子育て家庭を支援します。 

⑥ 個別フォロー体制の充実 

乳幼児健康診査後の要支援児のフォロー、健康診査・予防接種を受けて

いない子どもの訪問相談や、多胎児などを養育する家庭や養育に困難をき

たしている家庭へのフォロー体制の充実を図ります。 

（３）子どもが安心して健やかに成長・発達できる環境づくり 

  ① 子育て支援施設の整備 

    乳幼児健康診査、健康相談などの母子保健サービスを提供する場、支援

が必要な子どもたちのネットワーク拠点機能を備えた施設の整備を検討
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します。 

② 乳幼児健康診査の推進 

子どもが健やかに発育・発達できるように、乳幼児健康診査を実施しま

す。 

③ 発達上の支援が必要な子どもへの支援の充実 

発達上の支援が必要と思われる子どもを対象とした発達クリニックに

より、保護者が専門医へ相談する機会を提供します。 

また、相談員が保育所や幼稚園へ巡回して支援の充実を図りつつ、必要

に応じて支援機関等へのつなぎを行います。 

④ 予防接種の推進 

予防接種への理解を深め、計画的に接種するために、かかりつけ医を持

つことを勧めて接種率を高めるとともに、接種を受けやすい体制作りや情

報提供に努めます。 

⑤ 基本的生活習慣を身につける学習の充実 

望ましい食習慣の定着や早寝早起きの生活リズムなど、基本的生活習慣

を身につけるため、学習内容と機会の充実を図ります。 

⑥ 歯の健康づくり 

母子健康手帳交付時に、歯科口腔ケアに関する指導、情報提供を行い、

妊娠期から歯の健康づくりに取り組みます。 

また、むし歯を予防するため、１歳６か月児健康診査時に希望者へのフッ

化物歯面塗布を行うとともに、実施希望の小学校等においてフッ化物洗口を

行います。 

 （４）若者が自分を大切にし、自立生活ができる環境づくり 

小・中学校など関係機関と連携し、心や身体、性、たばこなどについての

学習の場の充実を図ります。また、困難を抱える思春期・青年期にある若者

に安心して過ごせる居場所を提供し、様々な大人や仲間と出会い、交流し、

学び合う機会を設けることで自立を支援します。 

【数値目標】 

○子どもが安心して健やかに成長・発達できる環境づくり 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 目標値 

(平成３３年度末) 

 

９８．１％ 

 

１００％ 

乳幼児健康診査受診率 



第６章 健康・福祉都市の創造 

- 127 - 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

母子保健事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 妊婦・乳児一般健康診査、母子

健康相談、母子健康教育、乳幼

児健康診査、子育てサポー 

ター、妊婦・乳児訪問、すこや

か訪問、フッ化物洗口、未熟児

養育医療、感染症対策など 

子育て支援施設整備事業 

（健康福祉部） 

検討 検討 検討 検討 検討 乳幼児健診をはじめとする各

種母子保健事業の拠点整備 

母子健康包括支援セン 

ター事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 妊娠・出産・育児に関する各種

相談や必要に応じた支援プラ

ンを作成し、妊娠期から子育て

期にわたる切れ目のない支援

の強化 

親子のきずなはぐくみ事

業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 赤ちゃんのお世話教室、はじめ

ての子育て講座、乳児期からの

絵本でふれあうブックスター

ト、親支援グループ講座、性・

命の大切さ・防煙の学習支援 

一般不妊治療費等助成事

業（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 一般不妊治療費助成 

不育症治療費助成 

発達支援事業  

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 １歳６か月児健康診査フォ 

ロー教室 

幼児発達相談事業 

（子ども未来部） 

推進 継続 継続 継続 継続 子どもの成長・発達を支援する

相談等の実施 

 

健康づくりの推進 

【基本方針】 

近年の社会・生活環境の変化に伴い、運動不足、過剰ストレス、アンバラン

スな食生活等を原因とするがん・心臓病・脳卒中・糖尿病・高血圧症等の生活

習慣病が増加しています。また、急速な高齢化が進む中、認知症や寝たきりな

どの要介護者も増える傾向にあります。 
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「出雲市健康増進計画」に基づき、個人や家庭、地域を取り巻く様々な関係

機関や団体等との連携を図り、地域が一体となった地域ぐるみの健康づくりを

推進します。 

また、生活習慣病の予防等を図るため、健康診査や各種検診、健康相談をは

じめとする保健サービスを充実させ、若い時から主体的に自分に適した正しい

生活習慣を習得できるよう支援体制の強化に努めます。 

健康寿命の延伸を目指して、各年代のライフサイクルに沿った住民参加の健

康づくりを進め、市民が生涯にわたって生き生きと健康で心豊かに暮らすこと

のできる生涯現役のまちづくりを推進します。 

【施策の体系】 

健康づくりの推進
市民が主体的に取り組む地域力を生
かした健康づくり

青壮年期、高齢期の健康意識の啓発
と保健サービスの充実

食育の推進

【計画】 

（１）市民が主体的に取り組む地域力を生かした健康づくり 

① 健康増進計画の推進と健康づくりのネットワークの形成 

地域において、市民と関係機関が相互に連携し、一人ひとりの健康づく

りを支え、地域全体で計画を推進するネットワークを形成します。 

② コミュニティセンター単位での健康づくりの推進 

生活に密着した健康づくりを推進するため、コミュニティセンター単位

で活動する健康づくり推進員を中心に、母子から高齢者までの市民の健康

づくり活動を支援します。 

（２）青壮年期、高齢期の健康意識の啓発と保健サービスの充実 

がん・糖尿病などの生活習慣病を予防するため、正しい知識の普及啓発を

行うとともに、市民が積極的に健康管理できるような健診体制の充実や生活

習慣病予防について学習する場を充実します。 

また、産業保健と連携し、働き盛りの青壮年期の健康づくりを進めるとと

もに、心の健康づくりも重要な健康課題として取り組みます。 

さらに、高齢者がいつまでも自分らしく健康で暮らせるよう、青壮年期か

らの継続した健康づくりを進め、生活習慣病予防と介護予防に努めます。 
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（３）食育の推進 

多様化する食生活の課題解決に向けて、子どもから大人まで幅広い年齢層

に対し、「第２次・第３次出雲市食育のまちづくり推進計画」に基づき食育を

推進します。 

基本的な食習慣やバランスのとれた食生活についての学習を行い生活習慣

病予防に努めるとともに、糖尿病や脳卒中などの重症化予防のための食生活

改善にも取り組みます。 

さらに、地産地消や食文化の継承、食の安全にも取り組み、市民の健康を

食の側面から支援します。 

【数値目標】 

○青壮年期、高齢期の健康意識の啓発と保健サービスの充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５７．２％ 

 

６０％ 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

２，３４７人 

 

２，４００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，９３６人 

 

４，２００人 

 

 

 

 

高齢者インフルエンザ予防接種接種率 

胃がん検診受診者数（年間） 

子宮頸がん検診受診者数（年間） 
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目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，２８５人 

 

３，３００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１３，４８２人 

 

１３，５００人 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

市民主体の健康づくり事

業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 市町村保健活動事業（健康増進

計画、健康づくり推進員活動、

地域の健康づくり体制の整

備・充実）など 

青壮年期・高齢期の保健 

サービス事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 がん検診、特定健康診査、歯周

疾患検診、健康相談、健康教育、

感染症対策、後期高齢者健康診

査など 

食育のまちづくり事業 

(健康福祉部ほか） 

継続 継続 継続 継続 継続 食育のまちづくり推進計画に

基づく施策の推進 

 

保健・健康増進施設の整備・活用 

【基本方針】 

子どもから高齢者までより多くの市民の利用を図るため、温浴施設などの健

康増進施設の効果的な活用を図り、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支

援するとともに、市民が利用しやすい施設の整備と運営に努めます。 

乳がん検診受診者数（年間） 

大腸がん検診受診者数（年間） 
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【施策の体系】 

保健・健康増進施設の整備・活用 保健・健康増進施設の整備・活用

【計画】 

（１）保健・健康増進施設の整備・活用 

① 温浴施設の活用 

出雲ゆうプラザにおいて、利用者のニーズに応じた多様な講座を提供す

るとともに、水中運動教室、個別の運動プログラムなど健康づくりや介護

予防等の事業を実施します。 

② 保健センター等の活用 

健康づくりは、日常の継続した取組が重要であり、保健センターや身近

な地域のコミュニティセンター、体育館等の施設を活用した健康増進事業

の充実を図ります。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

保健・健康増進施設の 

整備・活用事業 

(健康福祉部ほか) 

継続 継続 継続 継続 継続 温浴施設の管理・運営、保健

センター等の管理・運営など 
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２ ぬくもりのある福祉サービスの充実 

地域福祉施策の推進 
【基本方針】 

「第２次・第３次出雲市地域福祉計画」に基づき、地域住民、福祉サービス

事業者、地域で福祉活動を行う関係団体等の参加を得て、地域において支援を

要する人の生活上の解決すべき課題を明らかにし、課題に対応するサービスを

提供する体制の充実を図り、「ぬくもりのある福祉のまちづくり」を推進します。 

【施策の体系】 

地域福祉施策の推進 地域福祉施策の推進

【計画】 

（１）地域福祉施策の推進 

① 地域福祉の推進と関係団体との連携・協働 

第２次・第３次出雲市地域福祉計画に基づき、地域で生じる生活課題や

福祉ニーズに対応するため、出雲市社会福祉協議会の第２次・第３次地域

福祉活動計画に基づく活動と調和を取り、また、地域住民、福祉事業者、

福祉団体などと連携・協働しながら、福祉サービスの充実を図っていきま

す。 

また、地域福祉の推進にあたり、出雲市社会福祉協議会や出雲市民生委

員児童委員協議会が、地域の実情を把握し、きめ細やかで柔軟な活動が展

開できるよう支援します。 

② 福祉活動の担い手の人材育成 

ボランティア意識の高揚と強化を図るとともに、地域における福祉活動

の担い手を養成し、住民が幅広く地域における福祉活動に参加することを

促すため、ボランティアまちづくりセンターの活動を支援します。 

③ 権利擁護の充実 

高齢や障がいにより、判断能力が十分でない人が安心して暮らせるよう、

いずも権利擁護センターや出雲成年後見センターと連携して、市民後見人

候補者を養成するとともに、福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理や

財産管理など権利の擁護を図ります。 

④ 災害時の要支援者の支援体制整備（再掲） 

災害対策基本法に基づき、災害時に避難支援が必要な方の名簿（避難行
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動要支援者名簿）を作成し、各地区災害対策本部などの避難支援等関係者

へ提供しています。 

災害時に支援を要する人が安心して暮らすことができるよう、今後、各

地区災害対策本部等の協力のもと、個別計画（要支援者ごとの避難支援計

画）の作成を進めます。 

⑤ バリアフリーの推進（再掲） 

施設のバリアフリー化の促進を啓発するとともに、スロープ・障がい者

用トイレ・障がい者用駐車場等、公共施設や福祉施設等のバリアフリー化

に関する整備基準を市のホームページで紹介し、障がい者や高齢者が安心

して外出し、誰もが社会活動に参加しやすいまちづくりを推進します。 

【数値目標】 

○地域福祉施策の推進 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３１人 

 

５０人 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

地域福祉推進事業 

（健康福祉部） 

推進 

策定 

着手 推進 推進 推進 地域福祉計画の策定、評価 

福祉関係団体との連携・

協働事業（健康福祉部） 

継続 継続 継続 

 

継続 

 

継続 

 

社会福祉協議会や民生委員児

童委員協議会の運営支援・補助 

福祉活動人材育成事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 

 

継続 継続 ボランティアまちづくりセン

ター事業補助 

成年後見制度利用支援事

業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 成年後見制度利用支援の推

進、成年後見市長申立、成年

後見人報酬補助 

要支援者の支援体制整備

事業(総務部･健康福祉部) 

推進 推進 推進 推進 推進 避難行動要支援者名簿の提

供、個別計画の作成の推進 

バリアフリー推進事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 広報紙やホームページ等によ

るバリアフリーの啓発や情報

提供 

市民後見人候補者養成（累計） 
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障がい者（児）福祉施策の充実 

【基本方針】 

障がい者（児）の自立や社会参加を促進し、障がい者（児）がすべてのライ

フステージにおいて、その能力を最大限に発揮し、充実した暮らしができる社

会の実現を目標に、自分らしい生活を安心して送ることができる社会づくりを

目指します。 

【施策の体系】 

保健、学校、医療との連携

権利擁護の推進

障がい者(児)福祉施策の充実 啓発活動の推進

地域生活支援体制の充実

社会参加の促進

【計画】 

（１）啓発活動の推進 

啓発活動を通じて、「ノーマライゼーション」理念の一層の定着を図り、

すべての人が「障がい」を知り、障がいのある方もない方も、共に生き、支

え合う地域社会の実現を目指します。 

広報、パンフレット等を利用した広報活動の展開や、市職員による出前講

座の実施、障がい者関係団体が主催する福祉芸術文化祭をはじめとする催し

物や研修会などの場を通じ、啓発活動を推進します。 

（２）地域生活支援体制の充実 

① 相談・支援体制の充実 

身近な地域において、障がい者の立場に立った障がい福祉サービスの提

供ができるように、委託相談支援事業所等と連携を図りながら、ピアカウ

ンセリングの導入や、ケアマネジメントの活用、手話通訳者の派遣等を行

い、地域の実情に応じた細やかな相談・支援体制の充実を図ります。 

② 共生のまちづくりの推進 

障害者総合支援法による障がい福祉サービスの利用を促進し、安心した

利用や判断能力が不十分な利用者の権利擁護に関する事業などを、地域の

理解と協力を得ながら推進し、障がい者の自立に向けた共生のまちづくり
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を進めます。 

③ 公的医療制度の活用 

自立支援医療において、受給者の利用者負担を助成するとともに、福祉

医療制度により、重度心身障がい者、ひとり親の親子及び両親のいない児

童を対象に、医療費の本人負担分を助成し、経済的負担の軽減を図ります。 

④ 地域の支援体制の強化 

委託相談支援事業所との連携及び関係機関のネットワークにより、障が

い者が身近な地域で各種相談や障がい福祉サービスを受けることができ

るよう支援します。 

⑤ 障がい者施策推進協議会の活用 

障がい者施策推進協議会の活動により、地域の相談体制構築及び相談支

援事業をはじめとする地域のシステムづくりを推進します。 

⑥ 施設整備に対する支援 

障がい福祉計画等に基づき、社会福祉法人等への施設・設備整備費助成

を行い、障がい者のニーズに応じたサービスの提供と利用者の安全確保が

図られるよう支援します。 

⑦ 就労支援 

就労移行支援・就労継続支援事業所などによる就労に必要な知識及び能

力向上に向けた訓練の充実や、障がい者就業・生活支援センター及び、ハ

ローワーク等の関係機関との連携、協力により、障がい者の就労支援を図

ります。 

（３）社会参加の促進 

障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や芸術・文化活動を支援する

とともに、活動に関する情報提供と参加機会の確保に努めます。 

また、手話通訳者・要約筆記者の派遣により社会参加を促進し、地域の構

成員としての活動を支援します。 

（４）保健、学校、医療との連携 

乳幼児健診をはじめとした各種健康診査、発達クリニックや就学前健康診

査の実施とともに、学校や医療機関との連携を強化し、子どもの成長発達に

応じた療育や社会適応訓練など、個別のニーズにあった適切な障がい福祉 

サービスを受けることができるよう支援します。 

（５）権利擁護の推進 

障がい者の人権を守るため、障がい者虐待防止センター機能の充実を図り、

障がい者虐待についての啓発を行い、障がい者虐待防止に努めるとともに、

成年後見制度等の活用を図ります。 
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【数値目標】 

○地域生活支援体制の充実 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

７９３人／月 

 

８９０人／月 

 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９，１６５人日／月 

 

９，７７０人日／月 

 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１８７人／月 

 

２３２人／月 

 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

３，１４８人日／月 

 

３，３００人日／月 

 

相談支援（サービス等利用計画） 

就労支援（就労移行支援・就労継続支援Ａ型・Ｂ型） 

グループホーム利用者 

障がい児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービス） 
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【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

啓発活動推進事業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 研修会、講演会や広報による

障がい福祉制度の情報提供や

福祉芸術文化祭等を通じた啓

発活動の実施 

地域生活支援体制強化事

業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 障がい者施策推進協議会の運

営 

相談体制・障がい福祉サービ

ス体制の充実、就労に向けた

訓練の充実、高次脳機能障が

い者ミニデイサービス事業の

実施、社会福祉法人等への施

設整備費の補助、公的医療制

度の活用 

社会参加促進事業 

（健康福祉部） 

 

継続 継続 継続 

検証 

継続 

 

継続 

 

スポーツ・レクリエーション

活動や芸術・文化活動への参

加機会の確保 

手話通訳者・要約筆記者の設

置、派遣、養成 

保健・学校・医療連携事

業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 障がいの早期発見、早期治療

のための保健、学校、医療機

関との密接な連携、支援の強

化 

権利擁護推進事業 

（健康福祉部） 

 

推進 推進 推進 推進 推進 障がい者虐待防止に関わる広

報、啓発活動による虐待防止

意識の醸成 

障がい者相談の充実 

成年後見制度の活用による安

心した生活への支援 

障がい者虐待防止センター機

能の充実 
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高齢者施策の充実 

【基本方針】 

高齢者が住み慣れた地域で、可能な限り自分らしい暮らしを継続していける

よう、関係機関との連携を図り、医療、介護、予防、生活支援、住まいが継続

的・包括的に提供される「地域包括ケアシステム」の確立を目指します。 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、高齢者の介護予防・健康

増進の取組を積極的に推進します。 

ひとり暮らし世帯や高齢者のみ世帯への生活・介護支援や高齢者の相談窓口

の充実、交流を通しての社会参加の促進に努めます。 

介護保険制度については、居宅・施設サービスの充実に努めるとともに、介

護サービスの質の向上を図り、住民主体の「共に生き、共に支える社会」の実

現を目指します。 

【施策の体系】 

介護保険サービスの充実

高齢者施策の充実 安心して暮らせる地域づくり

介護予防の推進

高齢者の社会参加の促進

【計画】 

（１）安心して暮らせる地域づくり 

高齢者が、住み慣れた地域で、必要な医療・介護サービスを継続的・一体

的に受けられるよう、在宅医療と介護の連携のための取組を推進します。 

増加傾向にある認知症高齢者が、尊厳が守られ豊かな生活を送ることがで

きるよう、市民の認知症に対する理解を深めたり、認知症になっても安心し

て暮らし続けられる地域づくりに努めます。 

高齢者虐待の予防、成年後見制度の活用などにより、高齢者の権利擁護に

努めます。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加傾向にある中で、老老介護支

援事業、緊急通報装置設置事業、高齢者福祉タクシー事業などにより、高齢

者が安心して生活できるよう支援するとともに、生活支援・介護予防サービ

スについて、地域の住民相互による助け合いの体制づくり（生活支援体制整
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備事業）を推進します。 

高齢者の総合相談・介護予防ケアマネジメント・権利擁護などを支援する

ために、高齢者あんしん支援センター（地域包括支援センター）や地域ケア

会議の機能の充実を図ります。 

（２）介護予防の推進 

平成２９年度(2017)から、介護予防事業を「介護予防・日常生活支援総合

事業」に再編し、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様

なサービスを充実させることで、地域の支え合い体制づくりを推進し、高齢

者に対する効果的・効率的な支援等を行います。 

介護予防・生活支援サービス事業では、高齢者の多様なニーズに対応でき

るよう、従来の介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）・通所介護（デ

イサービス）と、住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供す

ることが可能なしくみに見直し、地域住民や関係団体との連携・協力のもと、

地域の実情に応じた体制づくりを進めます。 

一般介護予防事業では、運動習慣の普及による健康づくり、介護予防教室

や地域に合った認知症予防教室等を実施するとともに、「ふれあいサロン」

や地域の自主グループ活動など、住民主体の通いの場を充実させ、人と人と

のつながりを通じて、参加者や集いの場が継続的に拡大していくような地域

づくりを進めます。 

（３）高齢者の社会参加の促進 

高齢者が生きがいを持ち社会との関わりを持ち続けることにより、健康の

保持・増進や、介護予防の推進が図られます。また、高齢者が様々な場面で

その豊富な知識や経験、技術などを生かし、役割を見い出し、果たしていく

ことは、高齢者自身が張り合いや充実感を得るだけではなく、地域や社会全

体の活力維持にも大きな力を発揮します。 

高齢者が、それぞれの持てる力に応じて、積極的に社会参加ができるよう

引き続き高齢者クラブ、シルバー人材センターの活動を支援するとともに、

生活支援体制整備事業の取組のなかで、生活支援の必要性や社会参加の意義

について、積極的に住民への意識啓発を図ります。 

（４）介護保険サービスの充実 

介護が必要になっても住み慣れた地域や家庭において、自立して暮らし続

けることができる介護サービスを提供します。 

① 介護保険サービス基盤の整備 

中学校区を一つの日常生活圏域の単位とし、継続的・効果的な介護サー

ビスが提供できる施設の整備を進めます。 
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ア）地域密着型サービスの整備 

  小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型共同生活介護等について、

１５の圏域や地域バランスを考慮した整備量を設定し、基盤整備を進

めます。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの新しいサー

ビスの導入も引き続き検討します。 

イ）介護保険施設の整備 

施設入所の待機者の動向等を勘案し、特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設、ケアハウスやサービス付き高齢者向け住宅などの特定施

設入居者生活介護などの整備を検討します。 

② 介護保険サービスの質の向上 

介護従事者の確保については、国・県及び市の関係課と連携を取りなが

ら、研修会の開催や介護サービス事業者との協議の場づくり、働きたい人

と人材を求める事業者とのコーディネート等を推進します。 

また、利用者の生活の全体像を明らかにして、課題（ニーズ）を把握し

適切なサービスにつなげるとともに、困難ケースや利用者・家族からの苦

情等のあるケースへの適切な対応などケアマネジメント能力の向上につ

いて、市や高齢者あんしん支援センターが居宅介護支援事業所への研修会

開催等の支援を行います。 

入院中の高齢者が、退院後に速やかに居宅サービスを利用でき、安心し

た在宅生活が開始できるよう、医療関係者との連携強化を進めます。 

【数値目標】 

 ○安心して暮らせる地域づくり 

 

 

  ※認知症サポーターとは、「認知症について正しく理解し、偏見をもたず、

認知症の人や家族を温かく見守る応援者」です。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１１，５７２人 

 

２４，０００人 

 

○介護予防の推進 

   

    

  ※「ふれあいサロン」や地域の自主グループ活動など、住民主体の通いの

認知症サポーターの人数 

ふれあいサロンの（延）参加者数（年間） 
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場を充実させ、介護予防を推進する地域づくりを目指すために、ふれあ

いサロンの参加者や自主グループを増やします。 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

５３，０１９人 

 

５７，０００人 

 

 

 

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

９９グループ 

 

１５０グループ 

【主要事業】 

事業名 

(担当部局／事業主体) 

事業計画(年度) 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

安心して暮らせる地域

づくり事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 在宅医療・介護連携

推進事業、生活支援

体制整備事業など 

介護予防推進事業 

（健康福祉部） 

 

再編 

検証 

推進 

検証 

継続 

 

継続 

 

継続 

 

介護予防・日常生活

支援総合事業の推

進 

高齢者の社会参加推進

事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 高齢者クラブへの

活動支援、シルバー

人材センターへの

助成 

介護保険サービスの充

実（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 居宅・施設サービス

の提供と質の向上 

高齢者あんしん支援セ

ンター（地域包括支援セ

ンター）事業 

（健康福祉部） 

継続 

検証 

継続 

検証 

継続 継続 継続 総合相談・介護予防

ケアマネジメント・

権利擁護等を包括

的に支援、地域ケア

会議の充実 

ふれあいサロンの自主グループ数 
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医療保険制度の安定運営 

【基本方針】 

医療保険制度については、今後の医療保険の財政安定化のための改革の動向

を見極めながら、国民皆保険制度のもと、誰もが安心して医療を受けられる医

療制度の継続に向け、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の安定的運営を目

指します。 

医療保険の財政運営は、医療費総額が年々増大する中、経済の低迷による保

険料収入の伸び悩みと相まって厳しい状況にあり、医療費適正化対策及び保健

事業を積極的に取り組み、医療費抑制に努めます。また、国民健康保険料の収

納率向上対策の強化を図ります。 

【施策の体系】 

医療保険制度の安定運営 国民健康保険

後期高齢者医療保険

【計画】 

（１）国民健康保険 

① 保健事業の推進 

ア）各種健診の充実 

特定健診や人間ドック等の充実を図り健康づくりに役立てるととも

に、「かかりつけ医」の普及・定着による事後フォローが受けやすい体

制を整えます。 

イ）相談・指導・各種教室の充実 

生活習慣病の予防に焦点をあて、生活習慣病のリスクをもつ人を対象

に、個々に適した生活習慣の改善に取り組めるよう健康相談や特定保健

指導を推進します。 

また、健康相談や各種健診、地域での健康づくり事業等を通じて、市

民自らが積極的に健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めます。 

② 医療費抑制に向けた適正化対策 

レセプト点検専門員による内容点検、縦覧点検の強化や、第三者求償事

務専門員による早期対応により医療行為と保険負担の適正化を図るとと

もに、後発医薬品利用の啓発及び医療費通知や広報「国保だより」により

医療費に対する関心を高め、適正受診の周知徹底を図ります。 
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③ 保険料の収納促進 

広報等を活用した国保制度の仕組みや医療費の実態、財政状況等の情報

提供による納付意識の高揚を図るとともに、口座振替の勧奨、コンビニ納

付の推進等により収納を促進します。 

（２）後期高齢者医療保険 

島根県後期高齢者医療広域連合と連携し、医療行為と保険負担の適正化を

目指すとともに、医療費通知や広報「高齢者医療だより」により医療費に対

する関心を高め、適正受診の普及啓発を行います。 

【数値目標】 

○保険事業の推進 

国民健康保険特定健康診査の受診率 

※出雲市国民健康保険特定健康診査対象者のうち、健康診査を受けた者の

割合  

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

４１．５％ 

 

６０．０％ 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

保健事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 各種検診の充実、生活習慣病

の予防、健康づくりに取り組

みやすい環境づくり 

医療費適正対策 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 レセプト点検や医療費通知の

実施、後発医薬品利用の啓発 

収納率向上対策 

（財政部、健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 収納体制の強化、広報等を利

用した納付意識の高揚 
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３ 地域特性を生かした医療体制の充実 
 

質の高い効率的な医療の提供 

【基本方針】 
県内最大の医療機関群が集積する特徴的な立地を生かし、医療機関相互の機

能分担と連携による質の高い効率的な医療サービスが提供できる体制の整備に

努めます。 

特に出雲市立総合医療センターは、がん検診、人間ドック等による病気の早

期発見、早期治療に取り組むとともに、１次及び２次救急医療や急性期・回復

期・慢性期医療の提供及び在宅医療の推進に取り組みます。 

【施策の体系】 

質の高い効率的な医療の提供 総合医療センターによる予防医療の充実

総合医療センターによる医療連携の推進

 

【計画】 
（１）総合医療センターによる予防医療の充実 

総合医療センターにおいて、がん診断における最新の医療機器「ＰＥＴ－

ＣＴ」によるがん検診や内視鏡検査を活用した人間ドック等を行い、予防医

療や病気の早期発見、早期治療に取り組みます。 

（２）総合医療センターによる医療連携の推進 

出雲医療圏における地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域の医療機

関や介護保険施設等と連携しながら、地域包括ケア病棟の導入により、高度

急性期病院の後方支援を行うとともに、急性期～回復期～在宅復帰までの切

れ目のない一体的医療を提供し、市民が安心して生活でき、病気になった後

も在宅等へ早期復帰できるよう支援します。 

また、県内医療機関等が情報共有するためのシステム「しまね医療情報 

ネットワーク（まめネット）」を活用し、市内の病院や診療所との連携を図

ります。 
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【数値目標】 

○総合医療センターによる予防医療の充実 

 

   

目標設定時現状値 

(平成２７年度末) 

 

 

目標値 

(平成３３年度末) 

 

１０，９１６件 

 

１２，１３３件 

 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

総合医療センターによる

予防医療の充実 

（総合医療センター） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合医療センターでのがん検

診、人間ドック等の実施 

総合医療センターによる

医療連携の推進 

（総合医療センター） 

推進 推進 推進 推進 推進 総合医療センターと地域医療

機関等との連携、まめネット

の活用 

 

 

地域医療の充実 

【基本方針】 

関係機関との連携のもと、医療過疎地での医療の確保、休日や平日夜間にお

ける初期救急医療などを推進し、すべての市民が身近なところで適切な医療 

サービスを受けることができるよう、地域医療の充実を図ります。 

【施策の体系】 

地域医療の充実 医療過疎地での医療の確保

初期救急医療の充実

島根大学医学部への研究支援

健診・人間ドック受診件数（年間） 
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【計画】 

（１）医療過疎地での医療の確保 

医療過疎地での医療を受け持つ５か所の診療所（乙立里家、塩津、橋波、

日御碕、鷺浦診療所）の運営体制や機能の確保を図ります。 

（２）初期救急医療の充実 

出雲休日・夜間診療所について、出雲医師会、島根大学医学部の協力によ

り休日や平日夜間診療の充実を図ります。 

（３）島根大学医学部への研究支援 

島根大学医学部への研究支援を行い、がん医療の水準向上や高齢者医療な

どが受けられる医療環境を整備します。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

市立診療所運営事業 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 医療過疎地での市立診療所

（５か所）の運営 

休日・夜間診療所運営事

業（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 休日・夜間診療所の運営 

腫瘍臨床研究寄付事業 

地域医療共同研究事業 

（健康福祉部） 

推進 推進 推進 推進 推進 島根大学医学部附属病院への

寄附研究部門設置及び医学部

と共同で行う地域医療研究 
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４ 保健・医療・福祉の連携強化 
 

保健・医療・福祉ネットワークの構築・推進 

【基本方針】 

高齢者人口の増加に伴い、生活習慣病予防や介護予防を中心とした保健・医

療・福祉の総合的なサービスの必要性が高まっています。 

ＩＴ技術を活用した情報ネットワークにより、保健・医療・福祉の様々な情

報の効果的な収集、提供方法を検討します。 

【施策の体系】 

保健・医療・福祉ネットワークの構
築・推進

保健・医療・福祉のネットワーク化

【計画】 

（１）保健・医療・福祉のネットワーク化 

患者の診療・介護情報等を関係機関相互で共有し連携するためのＩＣＴ 

ツールである、県が整備を進める「まめネット（しまね医療情報ネットワー

ク）」について、積極的に利用促進に協力します。 

また、医療・介護情報だけでなく、保健・福祉に関する分野を含めた様々

な情報を効果的に収集するとともに、誰もが分かりやすく利用しやすい情報

提供の方法等を検討します。 

【主要事業】 

事業名 

（担当部局／事業主体） 

事業計画（年度） 
事業の概要 

Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 

まめネットの利用促進 

（健康福祉部） 

継続 継続 継続 継続 継続 まめネットの利用促進 

保健・医療・福祉ネット

ワーク事業 

（健康福祉部） 

検討 検討 検討 着手 推進 保健・医療・福祉に関する情

報の収集・発信の検討 

 

 


