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第１章・第１節 健康と医療

現況と課題■

近年の核家族化、都市化の進行や女性の社会進出など少子化を促進する要●

、 。 、因が高まってきており 育児に不安をもつ母親が多くなっています また

児童虐待が増加傾向にある状況などから、安心して生み育てることのでき

る総合的な子育て支援施策としての母子保健福祉体制が求められていま

す。

高齢化の進展により、健康で長生きするため、若いときからのこころと体●

の健康づくりが重要であり、自らの健康管理に取り組む思想の普及と定着

を促進することが重要となっています。

市内の全死亡数のうち、悪性新生物（がん 、心疾患、脳血管疾患による● ）

死亡が、近年６割前後を占めるようになっており、糖尿病も増加傾向にあ

ります。生活習慣病と呼ばれるこれらの疾患は、生活習慣を改善すること

で、発症や進行を予防できることから、市民一人ひとりが健康的な生活習

慣を身につけ、病気の予防に主体的に取り組めるよう、意識の啓発を図る

ことが重要となっています。

人々の健康への関心が高まる一方で、脳血管疾患等の生活習慣病は増え、●

それに伴う後遺症により心身に障害を持つ人が増加しています。これらの

人々が自立した日常生活を送ることができるよう、回復に向けてのリハビ

リテーションを行っていくための機会や場が求められています。

精神障害者が地域社会で自立した生活が送ることができるよう、必要な支●

援を行うとともに、こころの健康づくりや障害者への理解のための啓蒙活

動が必要となっています。

妊娠期や幼児期に歯の健康習慣についての知識の普及や啓発に取り組んで●

きたことから、幼児期のむし歯は減少傾向にありますが、さらに正しい歯

科保健習慣の浸透とむし歯の予防などを積極的に行い、生涯を通じての歯

科保健の充実に取り組んでいく必要があります。
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救急急病患者の医療確保については、夜間急病センターと在宅当番医によ●

る終日受診体制を整え、救急医療に対応しており、交通事故等による重症

救急患者については、札幌市を中心とした第２次救急医療体制を確保して

います。整備が望まれていた精神科の２次救急医療体制については、札幌

。 、圏での医療体制が確立されました 今後とも病院や消防との連携を強化し

さらに救急医療体制の充実を図っていく必要があります。

歯科においては、自力での受診が困難な高齢者等の歯周疾患対策として、●

個別訪問検診の体制整備を図りましたが、休日等の医療体制はまだ確保さ

れていない状況にあります。

高齢化や少子化が進みつつある状況において、高齢者が要介護状態に陥ら●

ない対策や育児不安に対応した支援体制の推進など、保健・医療・福祉事

業を一体的に推進できる総合的な施設の整備が求められています。

基本的方向■

生涯を通して、市民の自主的な健康づくりを支援するため、医療・福祉と●

連携した各種健康推進事業を充実します。

子どもが健やかに生まれ育つことができるよう、妊娠期からのきめ細かな●

母子保健事業や子育て支援を充実します。

健康で自立した生活が送れるよう、小児期からの適切な生活習慣の確立に●

努めます。

障害者が地域社会の中で安心して自立できるよう、保健・医療・福祉の連●

携による支援体制を整備します。

救急急病患者の医療を確保するため、夜間急病センターと在宅当番医によ●

る初期救急医療体制及び第２次救急医療体制の連携強化を図ります。

自力での受診が困難な高齢者等の歯周疾患対策として個別訪問健診を充実●

するとともに、歯科の休日医療体制の確保に努めます。

高齢者、乳幼児、重度心身障害者などの医療にかかる経済的負担の軽減を●
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図ります。

保健・医療・福祉のサービスが一体的に受けることができるよう、体制や●

施設を整備します。

施策の体系■

健康と医療 健康づくりの推進 健康づくり行動指針の策定

健康づくり意識の高揚

健康づくり地域活動の育成

保健予防の推進 母子保健の充実

成人保健の充実

機能訓練の充実

精神保健の充実

歯科保健の充実

医療体制の充実 救急医療体制の連携強化

歯科医療の充実

医療費の助成

拠点施設の整備 保健福祉センターの整備
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主要施策■

１ 健康づくりの推進

健康づくり対策を効果的に進めるために、健康改善に向けた目標値の設定●

や、これを達成するための施策及び評価を行う国の「健康日本21計画」に

沿った健康づくり行動指針を策定し、指針に基づいた保健サービスを実施

します。

健康教育や健康相談を実施し、健康づくりに関する知識の普及や意識の高●

揚を図ります。

市民が自ら健康づくりを進めるために、保健、医療、福祉、教育などの連●

携によって、自主的な健康づくりに向けた活動に取り組む団体やグループ

を育成します。

【主な計画事業】

◇健康づくり行動指針の策定 ◇健康教育・健康相談の実施

◇健康づくりグループの育成 ◇健康イベントの開催

２ 保健予防の推進

妊娠・出産・育児にかかわる不安を軽減するため、相談・指導などを充実●

するとともに母子保健事業を推進します。

児童育成計画に基づき、福祉や社会教育と連携した子育て支援対策を推進●

します。

生活習慣病の早期発見と治療を推進するため、市民が受診しやすい健康診●

査体制を充実するとともに、特に介護を要する状態（要介護）の原因とな

る脳血管疾患の予防を重点に栄養・運動・休養などの健康教育、健康相談

を充実します。

寝たきりや痴呆症の予防のため、健康教育を推進します。●
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保健・医療・福祉及びボランティアなどとの連携により、日常生活での自●

立を促す効果的な機能訓練や訪問訓練指導を充実します。

障害者の自主的活動を支援するため、民間施設や地域ボランティアなどを●

活用し、地域での交流やふれあいの機会づくりに努めます。

精神障害者の社会復帰訓練の充実を図るとともに、障害者とその家族の自●

主的活動を支援します。

精神障害者の地域生活支援や日常の相談体制の充実を図ります。●

心の健康づくりや精神障害についての正しい知識を普及し、理解を得るた●

め、啓蒙活動を推進します。

歯の健康づくり意識の啓発のため、健康教育を強化します。●

乳幼児期から高齢期、また障害者など、それぞれの健康状態に応じた歯科●

保健事業の充実を図ります。

【主な計画事業】

◇妊婦新生児訪問 ◇育児学級 ◇乳幼児健康診査

◇妊産婦健康診査 ◇マタニティスクール ◇感染症予防接種

◇基本健康診査及び各種がん検診 ◇個別健康教育 ◇機能訓練

◇精神障害者居宅生活支援 ◇精神障害者社会復帰訓練

◇歯科健康教育 ◇フッ素塗布 ◇エキノコックス検診
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３ 医療体制の充実

新たな救急医療情報システムの活用を推進し、初期救急医療体制及び２次●

救急医療体制の充実と連携強化を図ります。

関係機関と協議し、歯科の休日等の医療体制づくりに努めます。●

高齢者、乳幼児、重度心身障害者などの医療にかかる経済的負担を軽減す●

るため、医療費の助成を行います。

【主な計画事業】

◇夜間急病センターの管理運営 ◇救急医療情報システムの運営

◇在宅当番医制の実施 ◇老人医療費助成

◇母子家庭等医療費助成 ◇乳幼児医療費助成の拡大

◇重度心身障害者医療費助成

４ 保健福祉センターの整備

保健・医療・福祉が一体となったサービスを提供する保健福祉センターの●

整備に取り組みます。

【主な計画事業】

◇保健福祉センターの整備
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第１章・第２節 地域福祉

現況と課題■

多様化する市民の福祉ニーズを的確に把握し迅速に対応するため、市民や●

関係団体と連携し進めていく、地域に密着した福祉を「地域福祉」として

とらえ、協力体制や環境の整備を含め、推進していく必要があります。

地域福祉の実践を支え、いっそうの充実を図るため、社会福祉協議会への●

支援と連携の強化が求められています。

地域の要援護世帯を把握し、的確な情報提供と支援活動を促進するため、●

民生・児童委員の活動を支援し、連携することが必要です。

新しい福祉の仕組みに対応できる専門性の高い人材の確保が求められてい●

ます。

相互に支え合う地域社会をつくるため、ボランティアの発掘や育成とボラ●

ンティア活動の活性化が求められています。

企業の社会的な貢献も求められるようになってきたことから、企業ボラン●

ティア活動などへの支援と連携が必要です。

保健・医療・福祉事業が一体的に推進できる施設の整備が求められていま●

す。

地域福祉を推進するための中核的役割を果たす施設として、住民集会所、●

地区住民センター、福祉施設、学校、幼稚園、保育園などの役割分担が求

められています。

すべての人にやさしい生活環境の整備が求められています。●

市内にある社会福祉法人の運営する福祉施設においては、適正で安定した●

運営の確保と、利用者の処遇改善や生活の質的向上が求められています。

また、地域との交流や施設のもつ専門的な知識や技術の活用も望まれてい

ます。
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すべての市民が健康で生きがいのある生活を送るためには、生活保護制度●

等の社会保障の充実が必要です。

基本的方向■

すべての人々が、必要なときに、身近なサービスを受けられる地域社会を●

実現するため、市民、地域、福祉施設、企業、行政などが連携しあい、そ

れぞれの役割が機能的に発揮できる、福祉のネットワークづくりを推進し

ます。

ボランティアやＮＰＯ等の活●複雑、多様化する福祉を担う人材の確保や、

動に対する積極的な支援を推進します。

地域福祉のまちづくりや福祉コミュニティづくりの中核的な役割を担う社●

会福祉協議会の機能の充実と連携の強化を図ります。

地域福祉の担い手として中心的な役割が期待される民生・児童委員に対す●

る支援と連携を進めるとともに、民生児童委員協議会の組織強化を図りま

す。

地域での住民組織による福祉活動やボランティア活動など、市民参加型の●

福祉サービスに対する支援と連携を図ります。

地域福祉に対する住民の理解と協力を得るため、効果的な啓発、啓蒙活動●

に取り組みます。

保健・医療・福祉サービスが一体的に受けることができる体制や施設の整●

備を図ります。

住民集会所、地区住民センター、学校、保育所などを地域の福祉活動の拠●

点として幅広く活用するため、施設設備の整備改善を進めます。

情報通信機器を活用した福祉情報のネットワーク化を推進します。●

障害者や高齢者の安全で快適な居宅生活を確保し維持するため、住宅の機●

能的な改善の支援を進めます。
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だれもが住みやすい、人にやさしいまちづくりを進めるため、建物や生活●

環境のバリアフリー化を推進します。

社会福祉施設の運営の安定化や、施設がもつ機能を地域の福祉の向上に役●

立てるため、支援と連携を進めます。

低所得者世帯が自立し安定した生活を送ることができるよう、生活の援助●

やきめ細かな相談・指導の充実を図ります。
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施策の体系■

地域福祉 地域福祉推進体制の 福祉のネットワーク化の推進
充実

人材の確保

社会福祉協議会との連携強化

民生児童委員協議会との連携強化

市民参加による福祉 ボランティアやＮＰＯ等との連携

市民の主体的な参画活動への支援

世代間交流等の推進

福祉環境の整備 保健福祉センターの整備

地域の公共施設や福祉施設の活用

情報環境の整備

住宅・施設等のバリアフリー化

除雪対策の推進

社会福祉施設の支援と連携

生活援護の充実 低所得者福祉の充実
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主要施策■

１ 地域福祉推進体制の充実

市民、地域、福祉施設、企業、行政などが連携しあい、それぞれの役割が●

機能的に発揮されるよう、福祉のネットワークづくりを推進します。

多様化する福祉のニーズに対応するため、専門性の高い人材の確保や、地●

域で活動するボランティアの育成と支援を推進します。

社会福祉協議会の組織を充実するため、人材の交流や支援を進めます。●

民生児童委員協議会に対する研修の充実や福祉情報の提供など、支援と連●

携を促進します。

【主な計画事業】

◇相談体制の充実 ◇福祉専門職の人材確保

◇社会福祉協議会の体制強化 ◇民生児童委員協議会との連携強化

◇地域福祉計画の策定

２ 市民参加による福祉

柔軟できめの細かいサービスを提供するため、ボランティアやＮＰＯ、企●

業等との連携を強化します。

民間団体等が実施する先駆的な福祉活動や福祉サービスに対する支援を行●

います。

市民の福祉体験や研修、レクリエーション、スポーツ交流を通して、障害●

者、高齢者、子どもなどの相互理解を深めます。

【主な計画事業】

◇ボランティアやＮＰＯ等との連携 ◇民間団体の福祉活動支援

◇世代間交流等の推進
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３ 福祉環境の整備

保健・医療・福祉のサービスが一体的に提供できる保健福祉センターの整●

備に取り組みます。

地域の公共施設や福祉施設が交流の場として活用されるよう、施設設備の●

改善を図ります。

インターネット等を活用した福祉情報ネットワークを整備します。●

福祉環境整備要綱に基づき、すべての人々の安全で快適な社会生活を維持●

し、主体的な社会参加を促すため、建築物、構造物などのバリアフリー化

を推進します。

冬期間における障害者や高齢者の快適な日常生活を確保するため、ロード●

ヒーティングなどの融雪設備の普及を促進するとともに、人的な支援体制

づくりに取り組みます。

社会福祉施設の運営の安定化と利用者の処遇改善を図るため、計画的な支●

援を行います。

地域に開かれた社会福祉施設となるよう、地域住民との交流や連携を支援●

します。

【主な計画事業】

◇公共施設や福祉施設の有効活用◇保健福祉センターの整備

◇インターネット等による情報提供 ◇住宅マスタープランの推進

◇障害者等融雪機器整備の助成◇歩行環境・公共施設の改善

◇社会福祉施設整備の支援 ◇社会福祉施設と地域住民の交流支援

４ 生活援護の充実

保護世帯の安定した生活を確保するため、生活保護の適正な実施を進める●

ともに、社会的自立のための就労の相談や指導を進めます。

生活保護の対象とならない低所得者世帯については、相談体制の充実や各●

種制度の活用促進を図ります。
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第１章・第３節 児童福祉

現況と課題■

育児や家庭教育については、母親に依存する割合が大きく、育児に悩んだ●

り不安をもつ母親が増えていることから、専門職による相談体制の充実が

求められています。

「児童の権利に関する条約（国連採択 」では、子どもの最善の尊厳、権● ）

利、利益を保障しており、保護者の事情によって子どもに不利益を及ぼす

ことがないよう、子どもが健全に成長するための保護育成の充実が求めら

れています。

少子・高齢化、核家族化、女性の社会進出など、子どもをとりまく社会環●

境の変化に対応した子育て支援が求められています。

保育所や幼稚園に通わない在宅児童家庭における子育ての支援が求められ●

ています。

女性の社会進出が進み、就労形態も多様化してきたことから、子育てと仕●

事が両立するための支援を充実する必要があります。

ひとり親家庭の現況とニーズを把握し、社会的な支援方策を確立する必要●

があります。

、 、●都市化の進展によって 子どもたちの安全な遊び場が減少する傾向にあり

安心してのびのび活動できる機会と場の提供が必要となっています。

児童虐待や不登校など、子育てや教育の問題を家庭だけで解決するために●

は限界があることから、地域社会全体で子どもを育てるための環境や条件

整備が求められています。
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基本的方向■

児童育成計画に基づき、子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりを推●

進します。

潜在化、深刻化する育児や教育の問題に対処するため、地域社会における●

子育て支援システムを確立します。

女性が安心して子どもを生み、子育てと仕事が両立できるような支援体制●

の充実を図ります。

保育ニーズの多様化に対応するため、保育所機能の充実と拡大を推進しま●

す。

ひとり親家庭の生活安定のための支援や相談体制の充実を図ります。●

、 、●子どもたちが身近な地域社会で 遊びや交流などの日常的な体験を通して

社会性や豊かな感性、思考力を身につけることができるよう、安心して集

える場の確保に努めます。

児童虐待の予防と早期発見のため、関係機関の連携強化を図ります。●
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施策の体系■

児童福祉 子育て支援の充実 地域子育て支援センターの整備と
充実

自主的な育児サークル活動等への
支援

保育サービスの拡充

学童クラブの整備と充実

ひとり親家庭の支援 相談指導体制の充実

経済的自立の支援

雇用の促進

児童の健全育成 児童館の整備

児童虐待の防止

主要施策■

１ 子育て支援の充実

地域で気軽に、子育ての不安や悩みについて相談し、必要な支援を受ける●

ことができるよう、地域子育て支援センターの計画的な整備、充実に努め

ます。

育児サークルの活動を支援し、市民の自主的な共同育児や交流を促進しま●

す。

保育ニーズの増加と多様化に対応した保育サービスの拡充に努めます。●

働きながら子育てをする女性が安心して仕事を続けることができ、さら●

に、児童の健全育成を図るため、学童クラブの整備を進めます。
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【主な計画事業】

◇地域子育て支援センターの設置 ◇乳幼児健全発達支援事業

◇育児サークルの支援 ◇子育てガイドブックの作成

◇一時保育・延長保育の推進◇ファミリーサポートセンター事業

◇休日保育・病児保育等の検討 ◇学童クラブの整備充実

２ ひとり親家庭の支援

ひとり親家庭の自立生活を支援するため、母子相談員、民生・児童委員、●

家庭児童相談室などの連携により、きめ細かな相談指導体制の充実を図り

ます。

ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、福祉資金貸付制度の活用や各●

種助成制度の充実を図るとともに、住まいの確保に努めます。

自立した生活を営めるよう、関係機関や企業などと連携し、雇用の場の確●

保に努めます。

【主な計画事業】

◇相談機能の充実 ◇母子福祉貸付制度の推進

◇助成制度の充実

３ 児童の健全育成

健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を促すた●

め、児童館の整備を行います。

児童虐待に迅速に対応し未然に防止するため、家庭児童相談員、保健婦●

（士 、保育士、幼稚園・小学校教諭などの専門職や児童相談所、警察な）

ど関係機関による連携体制の強化を図ります。

【主な計画事業】

◇（仮称）児童虐待防止連絡会議の開催◇児童館の整備
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第１章・第４節 障害者福祉

現況と課題■

障害者の生活基盤は、施設から地域に移りつつあり、身体的、精神的、経●

済的な自立支援が求められています。

障害者が地域社会で自立し、主体的に生活できるよう、ノーマライゼーシ●

ョンの普及と促進が求められています。

障害に応じた適切なサービスの提供と支援ができるよう、理学療法士、作●

業療法士、保健婦（士）など、専門職の配置による福祉サービスの質的向

上が求められています。

障害者の就労の場を確保し、経済的な自立を支援することが求められてい●

ます。

障害者が主体的に地域活動に参加したり、積極的にまちづくりに参画でき●

るような機会が求められています。

就学前の障害児については、福祉センター内に通園施設を設置し、障害に●

応じた療育を行っていますが、近年、学齢児に対する支援も求められてい

ます。

基本的方向■

障害者福祉計画に基づき、障害者の自立と社会参加を促進するとともに、●

すべての人々が地域社会の中で社会の一員として暮らすことのできる環境

づくりを進めます。

障害者が住み慣れた地域社会で必要なサービスを利用しながら、自立した●

生活を送ることができるよう、在宅サービスの充実を図ります。

だれもが、いつでも、どこでも、必要な情報やサービスを自ら選択できる●

総合的な情報提供体制や相談体制の確立に努めます。
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障害者が趣味、文化、スポーツなどあらゆる活動に参加することができる●

よう、ノーマライゼーション理念の普及と啓発を進めます。

、 、●心身障害児の療育効果を高めるため 教育・医療・福祉等の連携を密にし

一貫した療育システムづくりを進めます。

施策の体系■

障害者福祉 自立の支援 在宅福祉サービスの拡充

相談体制の整備

グループホームの設置促進

ノーマライゼーション理念の普及啓発社会参加の促進

雇用の促進と就労の支援

移動支援の充実

交流機会の拡大

心身障害児療育の充実 療育システムの確立

主要施策■

１ 自立の支援

個々の障害の状態や生活の実態に応じた福祉サービスが、主体的に選択で●

き効果的な支援となるよう、在宅サービスの充実を図ります。

障害者の総合的な生活支援を推進するため、ガイドブックや点字の活用な●

ど、分かりやすい情報の提供に努めるとともに、総合相談窓口の整備を図

ります。
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精神障害者や知的障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう、●

グループホームの設置運営に対する支援を行います。

【主な計画事業】

◇ホームヘルプサービス事業 ◇デイサービス事業

◇ショートステイ事業 ◇総合相談窓口の設置

◇グループホームの設置促進

２ 社会参加の促進

、 、●障害や福祉に対する市民の理解と福祉意識の高揚を図るため 広報活動や

、 。啓発活動を推進するとともに 学校や地域における福祉教育を充実します

障害者の雇用機会を拡大するため、企業などへ雇用の促進と雇用環境の改●

善を働きかけるとともに、授産施設や小規模作業所への支援を行います。

視覚障害者、車いす利用者、知的障害者など障害に応じた外出を支援する●

ため、ガイドヘルパーボランティアの充実を図ります。

障害をもつ人ともたない人がお互いに理解を深め合うために、スポーツや●

、 。レクリエーション 各種イベントなどを通して交流機会の拡大を図ります

【主な計画事業】

◇小規模作業所の設置促進◇福祉教育の推進

の推進 ◇交流事業の拡大◇ガイドヘルパー事業

３ 心身障害児療育の充実

心身障害児の療育については、関係機関による協議会を設置し、学齢児も●

含めた療育システムを検討していきます。

【主な計画事業】

◇療育キャンプの実施◇療育システムの検討
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第１章・第５節 高齢者福祉

現況と課題■

地域に根ざした在宅福祉の推進にあたっては、介護サービスの利用意向が●

高まる中で、民間事業者などを含めた多様な事業者による体制の整備が求

められています。

在宅福祉を推進するためには、高齢者、障害者に配慮した居住環境の改善●

を図っていく必要があります。

高齢者福祉の推進にあたっては、ともに支え合う地域社会づくりが重要な●

ことから、民間事業者、ＮＰＯ、ボランティアグループ、老人クラブ、シ

ルバー人材センターなどによる健康・福祉活動の連携強化は欠かせないも

のとなっています。

、 、●高齢者が心身ともに自立した生活を送るためには 生活習慣の改善を図り

寝たきりや痴呆につながる脳血管疾患等の予防に努めることが重要です。

また、介護が必要になったときは、適切なリハビリテーションを受けるこ

とができる機会と場の提供が必要となります。

高齢者が明るく安心して暮らしていくため、自分の健康は自分で守ること●

を基本に、保健・医療・福祉の連携のもと、予防対策、健康教育などの健

康管理システムの確立が必要となっています。

高齢者が安心して、生きがいをもって暮らすことができるよう、就労機会●

の拡大を図るとともに、高齢者自身の能力活用や訓練機会の提供に努める

ことが必要となっています。

介護保険制度の適切な運営のもと、利用者のニーズに応じた効率的な介護●

サービスの提供が求められています。
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基本的方向■

高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者が住み慣れた地域で、健康で安心し●

て暮らすことのできる地域社会の実現をめざします。

要介護の状態になっても、自宅で自立した日常生活を営むことができるよ●

う、在宅支援体制の整備に努めます。

利用者の選択により、一人ひとりに適した保健・医療・福祉サービスが総●

合的に提供できるような体制づくりを進めます。

高齢者のニーズを的確に把握するとともに、利用者の立場に立った利用し●

やすいサービス提供体制を確立するため、地域住民、民間団体、関係行政

機関などの連携を図ります。

介護サービスの提供については、量的な整備とともに、その質の向上を図●

るため、人材の養成に努めます。

高齢者ができるだけ自立した生活を続けていくため、要介護状態になって●

も介護を最小限にとどめることが必要です。高齢者が安心して、生きがい

をもって生活を送ることができるよう介護予防対策を積極的に推進します。

痴呆の発生については医学的にも不明な点が多く、その対応もたいへん難●

しい状況にありますが、痴呆に関する対策を推進していくとともに、早期

の段階から必要とされる保健・福祉サービスの提供に努めます。

介護や支援が必要になっても、安心して生活を送ることができるよう、高●

齢者を地域全体で支える体制づくりに努めます。

自分の健康は自分で守ることを基本にしながら、高齢者自身が地域社会の●

中で、自らの経験と知識を生かしていけるような機会と場を提供していき

ます。
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施策の体系■

高齢者福祉 在宅福祉サービスの拡充 在宅サービスの拡充

基幹型在宅介護支援センター
の設置

自立と社会参加の促進 生きがい対策事業の推進

シルバー活動センター等の活用

生活支援施設の充実 ケアハウス及び生活支援ハウス
の整備

グループホームの整備

主要施策■

１ 在宅福祉サービスの拡充

高齢者が家庭で自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者保健福●

祉計画に基づき、在宅支援サービスの拡充を図ります。

介護保険事業計画に基づき、保健・医療・福祉サービスが総合的に提供で●

きるよう、介護サービスの充実に努めます。

保健婦（士）や社会福祉士を配置し、福祉サービスを総合的に推進する基●

幹型在宅介護支援センター機能の設置に取り組みます。

【主な計画事業】

◇移送サービス ◇在宅生活援助 ◇自立援助住宅改修助成

◇障害者等融雪機器整備の助成 ◇除雪サービス ◇理美容サービス

◇配食サービス ◇オムツ貸与・給付サービス

◇緊急通報装置等の設置 ◇介護保険サービス連絡調整協議会の運営

◇基幹型在宅介護支援センター機能の設置
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２ 自立と社会参加の促進

高齢者が地域の中でいきいきと生活を送ることができるよう、世代間の交●

流事業や老人クラブへの助成など、生きがい対策事業を行います。

シルバー人材センターなどを通じて、高齢者がこれまで培った経験と知識●

を生かし、積極的に地域社会に参加することができるよう支援します。

、 、●家に閉じこもりがちな高齢者に対し 要介護状態への進行を予防するため

日常動作訓練から趣味活動までの各種サービスを提供する生きがいデイサ

ービス事業を市内各地域で実施します。

簡単なリハビリテーション、レクリエーションを行うミニデイサービスな●

どの運営を支援し、介護予防対策を進めます。

【主な計画事業】

◇世代間交流事業 ◇老人クラブへの助成

◇福祉バスの運行 ◇シルバー人材センターの支援

◇シルバー活動センターの活用 ◇高齢者サービス啓発事業

◇生きがいデイサービス事業 ◇ミニデイサービスの支援

◇ふれあい温泉事業

３ 生活支援施設の充実

高齢者保健福祉計画に基づき、生活支援施設の整備を図ります。●

【主な計画事業】

◇ケアハウス・生活支援ハウスの整備

◇グループホームの整備
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第１章・第６節 消費生活

現況と課題■

多種多様な商品やサービスが出回り、販売方法も多様化する中で、取引に●

伴う事件・トラブルが多発するなど、消費環境はますます複雑化していま

す。安全で、合理的な消費生活を送るために、商品やサービスの取引に関

、 。する適切な知識や情報をもち 対応することが消費者に求められています

消費生活に関する相談業務は、その内容の多様化に加えて専門性が強まっ●

てきているため、相談体制の充実や強化が必要となってきています。

消費者保護に関する調査や啓発活動を主体的に行う消費者協会との連携が●

ますます重要となっています。

基本的方向■

自主的かつ合理的に行動できる消費者を育てるため、消費生活に関する教●

育・啓発活動を展開するとともに、情報提供の充実を図ります。

複雑多様化する消費生活に関する苦情や相談などに適切に対応していくた●

め、相談体制の強化を図ります。

消費者協会の自主的な活動を支援します。●

施策の体系■

消費生活 消費者教育活動の推進 情報提供の充実

相談体制の強化 相談員の増員と相談日の拡充

消費者団体との連携 消費者協会の活動支援
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主要施策■

１ 消費者教育活動の推進

市民の消費生活を支えるため、消費者講座の開催、消費生活モニターの設●

置、消費者団体との連携等により、情報提供の充実を図ります。

【主な計画事業】

◇消費者講座の開催 ◇消費生活展補助

２ 相談体制の強化

多様な消費問題に対処するため、相談員の増員や相談日の拡充など、相談●

体制の強化を進めます。

【主な計画事業】

◇消費生活相談員の設置

３ 消費者団体との連携

消費者保護を目的に各種活動を行っている消費者協会を支援します。●

【主な計画事業】

◇消費者協会運営費補助
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第１章・第７節 防災と消防

現況と課題■

平成７年 に発生した阪神・淡路大震災を契機に、地域防災計画の● (1995年)

見直しが全国的に行われ、本市においても、風水害対策が中心であった地

、 。域防災計画に新たに地震対策編を加えて 防災対策の推進を図っています

「自分たちの地域は自分たちで守る」という精神に基づく自発的な自主防●

災組織は、阪神・淡路大震災においてその活動の重要性が再認識されたと

ころから、地域の自主防災組織づくりを積極的に進めるとともに、各種ボ

、 。ランティアの協力など 市民と一体となった防災体制が求められています

北海道総合行政情報ネットワーク整備事業の実施、関係機関との応援協定●

の締結、避難場所標識・災害用備品の整備、防災パンフレットの作成や配

布など、災害時の情報連絡体制の整備や支援体制を強化してきました。

災害時においては、情報の収集・伝達が最も重要となることから、災害情●

報を迅速かつ的確に伝達するための各種情報システム導入の検討と整備、

充実が必要となっています。

災害に強いまちづくりを進めるため、避難所・収容施設となる学校施設の●

大規模改修や、公共施設の耐震化、災害危険箇所の整備強化など、総合的

な施設整備対策が必要となっています。

新たな市街地の開発における公園・緑地面積の確保については、緊急避難●

場所としての観点から、地区全体の配置計画に基づいて行う必要がありま

す。

河川の氾濫による災害は過去幾度となく発生し、そこに住む人々や生活基●

盤に大きな被害をもたらしました。本市では、昭和56年 の大水害(1981年)

以降、島松川、輪厚川、仁井別川、中の沢川などの河川改修事業を継続的

に実施してきましたが、さらに、災害を未然に防止するために、森林のも

つ保水機能を重視した治山対策や、自然環境にも配慮した治水対策を推進

することが求められています。
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、 、●千歳川流域の治水対策は 千歳川放水路計画として検討されてきましたが

現在、これにかわるものとして、千歳川及び千歳川と石狩川の合流点を含

めた流域における総合治水対策を推進することとしており、今後とも、流

域自治体と連携を図りながら、治水対策を促進していく必要があります。

都市化の進展に伴い災害は複雑多様化する傾向にあり、各種災害に迅速か●

つ的確に対応するため、消防施設や設備の充実、消防水利の適切な配置、

消防団の育成・強化など、消防力の充実が必要となっています。

火災を未然に防ぐため、予防査察を中心に火災予防に努めていますが、地●

域の連帯意識に基づく自主防火体制の確立を図ることが必要です。あわせ

て、高齢者・障害者などの安全確保も重要な課題となっています。

交通事故や各種災害事故などの増加に伴い、救助出動件数は増加傾向にあ●

り、高齢化社会の進展による救急出動件数もますます増加していくことが

。 、予想されます 医療機関との連携を密にした救急体制を充実するとともに

市民を対象とした救命講習会の開催や、高規格救急車や救急救命士による

救急業務の高度化を進めることにより、救命率の向上を図ることが必要と

なっています。

基本的方向■

災害から市民の生命と財産を守るため、災害に強いまちづくりをめざし、●

総合的かつ広域的な防災対策を推進します。

迅速かつ的確な災害情報の収集・伝達のため、地域防災無線をはじめとし●

た各種災害情報システムの充実を図ります。

自然災害の発生を未然に防止するため、山林の保全や河川整備などの治山●

・治水対策を進め、災害に強いまちづくりを推進します。

多様な機能を備えた水防活動施設の整備を進めます。●

複雑多様化する各種災害に迅速かつ的確に対応するため、消防体制の充実●

・強化を図ります。
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予防査察の強化や、事業所などにおける自主防火管理体制の充実に努める●

とともに、防火組織の育成を図ります。

高齢者や障害者に対する安全対策を福祉施策と連携して推進します。●

救急業務を的確に遂行するため、医療機関との連携を密にした救急体制の●

充実を図るとともに、市民を対象とした救命講習会などを通じ、救命の知

識や技術の普及を行い、救命率の向上を図ります。

施策の体系■

防災と消防 総合的な防災体制の充実 広域的な防災体制の推進

防災情報システムの整備

応急活動体制の確立

避難所などの充実

治山・治水の推進 治山・治水対策の強化

河川防災ステーションの整備

消防・救急活動の強化 消防力の強化

救急・救助体制の強化

火災の予防

広域応援体制の推進
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主要施策■

１ 総合的な防災体制の充実

地域防災計画に基づき、総合的かつ広域的な防災体制の強化・充実を図り●

ます。

、 、●市民の防災意識の高揚と防災知識の普及のため 広報活動を行うとともに

自主防災組織づくりやボランティアを活用した地域住民の防災活動の推進

に努めます。

、 。●災害情報の収集と伝達のため 各種情報システムの整備・充実を図ります

応急活動体制を確立するため、防災資機材や非常用食料などの備蓄を進め●

るとともに、生活関連物資などの確保のため民間団体との応援協力体制を

充実します。

災害時の避難所・収容施設となる公共施設については、学校施設の耐震化●

に努めるとともに、道路・橋梁などについては、危険個所の点検を行い、

必要な予防対策を進めます。

災害時における避難所、避難路の確保を図るとともに、避難所の機能の強●

化に努めます。

【主な計画事業】

◇防災情報システムの整備 ◇自主防災組織の育成

２ 治山・治水の推進

森林や緑地の保全による保水機能の強化を図ります。●

千歳川、輪厚川などの治水対策・整備を要請するとともに、その他の河川●

についても改修工事を進めていきます。

内水排除施設及び排水路の保守管理などを計画的に進めます。●
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水防活動の拠点として、千歳川地区河川防災ステーションの整備計画を推●

進し、水防訓練、河川に関する研修、河川情報の提供、水辺の空間として

の利活用も図ります。

【主な計画事業】

◇千歳川流域の総合治水対策の推進

◇千歳川地区河川防災ステーションの整備

◇水防センターの整備 ◇河川改修

消防・救急活動の強化３

消防本部・署庁舎、出張所などの適正配置を検討し、整備を行います。●

消火栓と防火水槽などの消防水利を適切に配置します。●

消防団を育成・強化し、組織の活性化を図ります。●

災害時における情報把握を的確に行い、適切な指示を行うため消防無線の●

増波を図るとともに、消防通信体系の高度化を図るため、デジタル通信シ

ステムの導入を推進します。

救急及び救助業務を的確に遂行するため、資機材の整備と教育訓練の充実●

に努めるとともに、医療機関と連携を密にした体制の充実を図ります。

市民を対象とした普通救命講習会を開催し、救命率の向上を図ります。●

予防査察を強化し、安全対策の徹底充実を図ります。●

独居老人等に対する安全対策を、福祉と連携し推進します。●

防火管理者、危険物取扱者に対して研修会等を実施し、資質の向上を図る●

とともに、事業所等における自主防火管理体制の充実を図ります。

防火組織の育成、地域ぐるみの火災予防運動を推進し、防火意識の高揚を●

図ります。
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危険物施設の安全を確保するため、査察の強化を図るとともに、危険物を●

取り扱う事業所における保安教育を徹底します。

各種災害や事故の複雑化、広域化に対応するために広域的な応援体制を推●

進します。

複雑多様化する各種災害等に適切に対応できるよう、全国ネットの情報交●

換を推進します。

【主な計画事業】

◇消防本部・署庁舎等の整備 ◇消火栓・防火水槽の設置

◇デジタル一体型消防緊急通信指令施設の導入

◇消防団の育成・強化 ◇防火組織の育成

◇救急救命士の養成 ◇救急救命講習会の開催

◇独居老人等に対する安全対策の推進 ◇広域相互応援体制の推進

◇消防車両の充実
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第１章・第８節 防犯と交通安全

現況と課題■

市民が豊かでゆとりのある生活を営むためには、安全で安心して生活でき●

る住みよい社会が基本です。青少年の非行防止や暴力団の排除など、防犯

体制の強化と防犯思想の高揚を図っていく必要があります。

子ども、女性を犯罪から守り、高齢者の保護対策ともなるサポートハウス●

などのボランティア活動が、身近な地域に広がりつつあります。連帯感で

結ばれた地域社会を築くためにも、地域住民、民間企業等と連携し、さら

にこの運動を拡大していく必要があります。

夜間における犯罪の防止と交通の安全確保を図るために設置されている街●

、 、路灯については 老朽化などによる自治会等の負担が増えていることから

軽減に向けた検討が必要となっています。

本市における交通事故は、通過交通量の増大などにより増加傾向にありま●

す。事故を未然に防ぐためにも、家庭や自治会あるいは職域を通じて交通

安全教育の普及に努めるとともに、交通安全機関や団体、学校などの協力

のもと、交通安全運動を積極的に推進していく必要があります。

歩行者や自転車利用者の安全を確保するため、交通量や道路環境に合った●

（ 、 ） 。交通規制や交通安全施設 信号機 標識等 の整備を図る必要があります

基本的方向■

安全で安心して暮らせるまちをつくるため、地域住民や企業などが犯罪に●

あわないよう安全管理に対する連帯意識を高め、自主的な防犯体制の強化

を図ります。

安全で快適な市民生活の実現をめざして、市民、企業、地域、行政などが●

連携し、積極的に交通安全対策を推進します。
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施策の体系■

防 犯 と 防犯体制の充実 自主的な防犯体制の強化
交通安全

警察体制の充実

街路灯補助制度の充実

交通安全の推進 交通安全施設の整備・改善

交通安全教育の推進

主要施策■

１ 防犯体制の充実

各地区の防犯協会の活動を促進し、地域ぐるみの防犯活動の展開を図りま●

す。また、市民一人ひとりの防犯意識の高揚を図るため、啓発活動を実施

します。

犯罪を未然に防ぐため、警察署、防犯協会連合会及び暴力追放運動推進協●

議会などとの連携を強化します。

交番など警察体制の充実強化に努めます。●

街路灯を設置又は維持する団体が適正に運営できるよう、支援を充実して●

いきます。

【主な計画事業】

◇防犯協会連合会、暴力追放運動推進協議会への支援

◇街路灯設置費等の補助
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２ 交通安全の推進

交通安全施設（信号機、標識等）の整備、改善を促進します。●

、 、●交通安全運動推進委員会を設置し 教育機関及び警察署等と連携しながら

年代に応じた交通安全教育を実施します。

【主な計画事業】

◇カーブミラー・標識等の交通安全施設の整備

◇交通安全推進にかかる各関係機関との連携
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第１章・第９節 霊園と火葬場

現況と課題■

本市の霊園事業は、昭和48年 から造成を開始しており、平成12年● (1973年)

度 末で自由墓地1,081区画、芝生墓地1,286区画、移転墓地582(2000年度)

区画の合計2,949区画が造成済みです。

近年は、特に自由墓地の貸付希望が多くなっており、また、人口の増加に●

伴い墓所貸付希望は年々増加するものと推測されるため、北広島霊園の拡

張整備を進めるとともに、今後の造成規模を確定し、霊園の有効使用及び

管理改善策を検討する必要があります。

本市の火葬場は、昭和48年度 に建設し、施設の老朽化が進んで● (1973年度)

いることから、改築計画の検討と、さらには、広域的な施設整備について

も検討していく必要があります。

基本的方向■

市民の墓所需要の増加や多様化に対応するため、北広島霊園の拡張整備を●

進めます。

火葬場の整備検討を進めます。●
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施策の体系■

霊園と火葬場 霊 園 北広島霊園の拡張整備

火葬場 施設整備の検討

主要施策■

１ 霊 園

貸付希望の多い自由墓地４ｍ の貸付を主体に拡張整備を行うとともに、● ２

市民のニーズに対応した墓地の管理改善を進めます。

市民生活の核家族化、少子・高齢化に対応する墓地等の検討を進めます。●

【主な計画事業】

◇４ｍ 自由墓地を主体とした霊園造成事業２

２ 火葬場

火葬場については、市民のニーズ等を考慮しながら、施設整備の検討を進●

めます。
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