
宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

地域福祉の担い手の育成
生活支援コーディネーター

の活動支援・協議体の開催

健康・介護課

社会福祉課

●生活支援コーディネーター

【生活支援サービス研究会】

○勉強会の開催

・第2層協議体22名･協力者21名･行政等8名(計51名)

・自治連合協議会(約50名)

○生活支援コーディネーター会議(毎月)

・第1層･2層生活支援コーディネーターほか

○市生活支援サービス研究会兼施設長会議(年3回)

○北部･南部生活支援サービス研究会(各年6回）

・支え合い活動アンケート、民生委員等との懇談

○北部･南部研究会交流会(年2回)

○研究会通信「みやづ　ささえあい」の発行(3回)

○福祉懇談会(7月～9月):参加者261名(市内13会場)

○研修会(大阪市)への参加:16名

●生活支援コーディネーター

【生活支援サービス研究会】

○勉強会の開催

○生活支援コーディネーター会議(毎月)

○市生活支援サービス研究会兼施設長会議(年3回)

○北部･南部生活支援サービス研究会(各年6回)

○北部･南部研究会交流会(年2回)

○研究会通信「みやづ ささえあい」の発行(4回)

基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

見守りネットワークの体制

強化

健康・介護課

社会福祉課

●高齢者等見守りネットワーク

○関係機関の協力体制

・構成団体数:204事業所［26機関･178事業所］

・事前登録者:14名［H30:23名］

○行方不明になる危険のある方には、民生児童委員等から個別に見守りや

声かけを実施

○ネットワーク研修会は未実施

●高齢者等見守りネットワーク

○関係機関の協力体制の継続依頼

・構成団体事業所の追加(参加同意を得る)

・事前登録者の追加

○地域の民生児童委員へ見守りなど協力依頼ネットワーク研修会等の実施

宮津市社会福祉協議会への

支援
社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

【高齢者見守り支援事業】

○給食配食サービス

・回数･食数:21回･987食［H30:27回･1,762食］

○寝たきり高齢者等理容サービス事業

・申請者数:10人［H30:17人］

〇ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業

・70歳以上対象者数:773人［H30:804人］

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

【高齢者見守り支援事業】

○給食配食サービス

○寝たきり高齢者等理容サービス事業

○ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業

　地域福祉を推進する人づくり

　地域で助け合うつながりづくり

地域福祉活動の促進



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

防災と防犯の体制の充実 災害時要配慮者への支援 社会福祉課

●要配慮者名簿の作成及び更新

・名簿登録者1,320名(対前年4.97%(61名)増)

［介護569名･障害109名･災害助け合い642名］

●関係機関との連絡会議は未開催

●要配慮者名簿の作成及び更新

●関係機関との連絡会議の開催

福祉施設と人材の確保 福祉人材の育成・確保の推進 社会福祉課

●介護福祉士等資格取得講習補助金

・13人［H30:18人］

●介護福祉士修学資金貸与

・2人(1人(2年目)・1人(1年目))［H30:1人］

●介護職業訓練情報等の発信

・2回(広報みやづへの掲載)［H30:8回］

●宮津総合実習センターの利活用周知

○市内施設長会議、府北部福祉人材確保・府戦略会議

●京都府・他市町と連携した事業

○大学生等実習活用

・実人員:118人　延人数368人［H30:19人］

○高校生ボランティア・授業

・実人員:150人　延人数204人［H30:延229人］

●介護福祉士等資格取得講習補助金

●介護福祉士修学資金貸与

●介護職業訓練情報等の発信

○広報みやづへの掲載

●宮津総合実習センターの利活用周知

○市内施設長会議、府北部福祉人材確保・定着戦略会議

●京都府・他市町と連携した事業

○大学実習等誘致事業による実習活用

○近隣中･高校生を対象とした体験実習

権利擁護等の推進
障害等を理由とする差別の

解消の推進
社会福祉課

●市主催の会議や講演会等への手話通訳や要約筆記者の派遣

・20回［H30:26回］

●栗田防災クッキングの開催:45人

●卓球バレー大会・福祉体験の開催:155人［H30:145人］

●障害者対応に関する交流会:15人

●市主催会議や講演会等へ手話通訳や要約筆記者の派遣

●防災クッキングの開催

●卓球バレー大会・福祉体験の開催

基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

福祉サービスの充実
【子ども・子育て支援の
推進】

①幼児期の学校教育・保育

サービスの充実

社会福祉課

学校教育課

●幼稚園在園児一時預かり･3年教育の実施

●認定こども園の実施(民間2園)

●幼稚園の環境整備(エアコン設置･トイレ洋式化)

●通常保育の実施(公立3園･私立3園)

●乳児保育の実施(私立園で0歳児保育の実施)

●休日保育の実施(府中子ども園:H30利用者376人）

●障害児保育の実施(全園実施)

●保育所の環境整備(H30:府中子ども園トイレ改修)

●幼児教育･保育の無償化実施(R1.10月～)

●幼稚園教諭･保育士等の資質向上(研修会開催等)

●継続実施

●幼稚園給食の実施検討

　・令和3年度からの給食実施に向けた施設整備等

　安心して生活できる環境づくり

　地域での自立を支えるしくみづくり



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

②地域子ども・子育て支援

事業等の充実

社会福祉課

学校教育課

●子育て支援センター「にっこりあ」開設

・利用者数:32,222人(R2.1月末)［H30:42,266人］

●放課後児童クラブの充実(養老除く学校敷地内移転整備)

・直営(宮津･吉津)、民間委託(栗田・府中)、地域運営(養老)

●宮津与謝病児保育所「りりふる」開設(R1.10月)

・宮津市･伊根町･与謝野町共同運営

●子育て短期支援事業(ショートステイ)の実施

・小学4年生までの児童の宿泊型預かり(H30:9回)

●ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業の実施

・会員相互による子育ての援助活動の実施

●継続実施

●子育て支援センター「にっこりあ」の充実

・乳児向け事業「あかちゃんひろば」の定期開催等

③子育て情報提供と相談支

援体制の充実

社会福祉課

学校教育課

●家庭児童相談室の設置

・家庭相談員(母子父子自立支援員)2名配置

●子育て応援情報誌「みやづすくすく応援ガイド」発行

・発行部数3,000冊(母子手帳発行時等に配布)

●こころの相談体制の充実

・教育相談室「こころのまど」を教育委員会内に移転

・適応指導教室「こころのひろば」の開設

●年中児すこやか相談事業の実施

・保健師による個別支援［H30:13園　102人］

●継続実施

④子育て支援のネットワー

クづくり
社会福祉課

●子育てサロン活動の支援

・子育て支援センター職員が各地区サロンを訪問・支援

・子育てサロン・支援者交流会の開催

●子育てサークル活動の支援

・施設利用料減免、チラシ配架など

●継続実施

●子育てサークル認証制度の実施

・サークルへの職員派遣、広報支援等の実施

⑤専門的な知識等による支

援が必要な家庭及び児童へ

の支援体制の充実

社会福祉課

学校教育課

●児童虐待対策

○宮津市要保護児童対策地域協議会 進行管理

・虐待:42件78人［H30:35件73人］

・要支援:15件30人［H30:13件20人］

・特定妊婦　 3件 3人［H30: 1件 1人］

○児童家庭相談室の実施

・児童家庭相談員2名を配置(社会福祉課子育て支援係内)

●ひとり親家庭等の支援

・自立支援教育訓練給付金［H30:2件］

●特別支援教育支援員の配置［H30:小学校10名、中学校3名］

●障害児通所支援事業の実施:123人［H30:128人］

●医療的ケア児保育の実施［吉津子ども園(分園)にて受入開始］

●継続実施

⑥妊産婦及び乳幼児の健康

の保持・増進
健康・介護課

●母子手帳交付数　80件［H30:71件］

●保健師による赤ちゃん訪問　72人(訪問数)

●各種教室の開催

・パパママ教室　4回･12組25人

・離乳食教室　  7回･18人

・ベビーマッサージ教室　5回･45人

●支援が必要な母子の早期把握

●子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰと子育て支援ｾﾝﾀｰとの連携

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【子ども・子育て支援の
推進】



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

⑦子どもの生きる力の育成

に向けた教育環境の整備
学校教育課

●小中一貫教育推進事業の取組実践

・学力ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる教員等の授業力等の向上

・いじめ防止基本方針に基づく学校の教育活動全体での児童生徒の豊かな

情操や道徳心を育成

●小中一貫教育推進事業の取組実践

●学校と地域住民等が一体で学校運営に取り組むｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ(学校運営

協議会)の本格導入

⑧家庭や地域の教育力の向

上
社会教育課

●市青少年問題協議会による子ども育み活動の冊子配布

・「豊かな言葉をはぐくむ親子のかかわり」乳児(3ヶ月･7ヶ月)

・「自立心と自己有用感をはぐくむ親子のかかわり」1歳児

・「子どもをはぐくむ7ヵ条」:小学1年

●子育て講演会の開催(対象者:養老小･養老保の保護者)

●青少年問題協議会研修会(のぞましい親子の関わり方):66人

●市青少年問題協議会による子ども育み活動の冊子配布

●子育て講演会の開催

⑨食育の推進
社会福祉課

学校教育課

●学校給食を通した食育活動の実践

・学校だよりを通した給食レシピの配布

・児童考案“みやづを食べようコンテスト”給食提供ほか

●学校給食を通した食育活動の実践

・栄養教諭等による各校栄養指導等の巡回

・食育に関わるたよりの定期的な発行、食育リーフレットの配布ほか

⑩地域での体験・交流機会

の確保
社会教育課

●公民館活動の実施

・夏休み星空観察会:8人(小中学生)

・夏休みおもしろ体験教室:7人(小学生)

・中学生の主張大会:6人(中学生)

・子どものびのび体験活動(各地区公民館)

●公民館活動の実施

⑪家庭・地域・教育・保育

施設等が連携したコミュニ

ティづくり

社会教育課
●放課後子ども教室

・未実施

●放課後子ども教室

・ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽｸｰﾙ(学校運営協議会)の導入･推進により、地域住民の参画を

得て放課後子ども教室の導入に向けた準備、検討を行う。

⑫総合的な少子化対策の推

進
社会福祉課 ●実施なし ●事業検討

⑬子どもの貧困対策の推進
社会福祉課

学校教育課

●就学援助の実施

●実費徴収に係る補足給付事業ほか

●継続実施

●子どもの貧困に関する実態調査の実施検討

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【子ども・子育て支援の
充実】



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

①地域包括支援センターの

機能強化
健康・介護課

●専門職員の適切な人員体制の確保

●研修等による資質の向上

●専門職員の適切な人員体制の確保

●研修等による資質の向上

②在宅療養多職種連携の推

進（一部再掲）
健康・介護課

●在宅医療コーディネーター企画運営会議の開催(2回)

●在宅医療･介護連携シンポジウムの開催(7/20)　参加者数:180人

●地域の医療･介護サービス資源マップの作成(改訂)

●保健所主催「医療と介護連携推進研修会」等への参加

●入退院マニュアル検討･作成

●地域ケア会議の開催 事例検討会等 8回 339人

●成年後見制度の広報、利用者支援

●在宅療養コーディネーター企画運営会議の開催

●人生会議（紙面）座談会の開催

●地域の医療･介護サービス資源マップの活用

●保健所主催「医療と介護連携推進研修会」等への参加

●入退院マニュアルの普及･活用

●地域ケア会議の開催 事例検討会等

●成年後見制度の広報、利用支援

③地域ケア会議・個別ケア

会議の充実
健康・介護課

●地域ケア会議(訪問歯科診療含む)の開催 事例検討会等

　・8回 339人

●個別ケア会議の開催

●地域ケア会議の開催 事例検討会等

●訪問歯科診療･訪問栄養士等との連携充実

●個別ケア会議の充実

④認知症総合支援事業の推

進
健康・介護課

●認知症初期集中支援チーム員会議の開催　11回

　・訪問　5人･16回

●認知症ケアパスの発行(改訂)

●認知症サポーター養成講座の開催

●認知症初期集中支援チーム員会議の開催

●認知症サポーター養成講座の開催

⑤認知症の人とその家族の

支援
健康・介護課

●オレンジカフェの開催　6か所

●北部2市2町によるふらっと伊根カフェの開催
●オレンジカフェの開催

⑥高齢者の安全確保

（一部再掲）
社会福祉課

●高齢者等見守りネットワーク

○関係機関の協力体制

・構成団体数:204事業所［26機関･178事業所］

・事前登録者:14名［H30:23名］

○行方不明になる危険のある方には、民生児童委員等から個別に見守りや

声かけを実施

○ネットワーク研修会は未実施

●高齢者等見守りネットワーク

○関係機関の協力体制の継続依頼

・構成団体事業所の追加(参加同意を得る)

・事前登録者の追加

○地域の民生児童委員へ見守りなど協力依頼ネットワーク研修会等の実施

⑦生活支援コーディネー

ターの活動支援・協議体の

開催

（再掲）

健康・介護課

●生活支援コーディネーター【生活支援サービス研究会】

○勉強会の開催

・第2層協議体22名･協力者21名･行政等8名(計51名)

・自治連合協議会(約50名)

○生活支援コーディネーター会議(毎月)

・第1層･2層生活支援コーディネーターほか

○市生活支援サービス研究会兼施設長会議(年3回)

○北部･南部生活支援サービス研究会(各年6回）

・支え合い活動アンケート、民生委員等との懇談

○北部･南部研究会交流会(年2回)

○研究会通信「みやづ　ささえあい」の発行(3回)

○福祉懇談会(7月～9月):参加者261名(市内13会場)

○研修会(大阪市)への参加:16名

●生活支援コーディネーター【生活支援サービス研究会】

○勉強会の開催

○生活支援コーディネーター会議(毎月)

○市生活支援サービス研究会兼施設長会議(年3回)

○北部･南部生活支援サービス研究会(各年6回)

○北部･南部研究会交流会(年2回)

○研究会通信「みやづ ささえあい」の発行(4回)

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【高齢者支援の推進】



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

⑧宮津市社会福祉協議会へ

の支援（再掲）
社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

【高齢者見守り支援事業】

○給食配食サービス

・回数･食数:21回･987食［H30:27回･1,762食］

○寝たきり高齢者等理容サービス事業

・申請者数:10人［H30:17人］

○ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業

・70歳以上対象者数:773人［H30:804人］

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

【高齢者見守り支援事業】

○給食配食サービス

○寝たきり高齢者等理容サービス事業

○ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業

⑨災害時要配慮者への支援

（再掲）
社会福祉課

●要配慮者名簿の作成及び更新

・名簿登録者1,320名(対前年4.9%(61名)増)

［介護569名･障害109名･災害助け合い642名］

●関係機関との連絡会議は未開催

●要配慮者名簿の作成及び更新

●関係機関との連絡会議の開催

⑩福祉教育の推進（再掲）
学校教育課

健康・介護課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援【福祉協力校】

・11校［市内小学校・中学校・高等学校］

・18回［高齢者疑似体験･車椅子体験(H30:10回］

●認知症サポーター養成の推進【認知症サポーター養成講座】

○市内小中学校で養成講座を開催 8校220人(H30:9校289人］

○市民団体　1回24人［H30:1回21人］

○事業所　　2回14人

●宮津市社会福祉協議会による事業実施への支援

【福祉協力校】

○市内の福祉協力校において福祉教育を推進

●認知症サポーター養成の推進

【認知症サポーター養成講座】

○市内小中学校において養成講座を開催

○市民団体において養成講座を開催

○事業所において養成講座を開催

⑪介護予防・日常生活支援

総合事業の推進
健康・介護課

●訪問系・通所系サービスの実施

従前相当の訪問通所サービスのほか、緩和型サービスを実施

・訪問型ｻｰﾋﾞｽＡ 2事業所・38人[H30：2事業所・34人]

・通所型ｻｰﾋﾞｽＣ 1ヶ所・36回254人 [H30:1ヶ所・39回349人]

●介護予防普及啓発事業

・地域での運動教室 2地区･2回37人 [H30:14地区･15回227人]

・おたっしゃ輪(市主催) 33回･374人[H30:24回・323人]

●地域介護予防活動支援事業

・介護予防食生活改善講習会 121回1,459人[H30:146回1,627人]

・活動量計を活用した健康づくり

  貸与者694人・巡回指導56回969人 [H30:700人･70回1,289人]

●訪問系・通所系サービスの実施

・介護予防の多様なサービスニースに対応するため、緩和型サービスの充

実や新たなサービスの提供について検討。

（通所型サービスＡの開始）

●介護予防普及啓発事業：継続実施

●地域介護予防活動支援事業：継続実施

⑫いきいき健康長寿のまち

“みやづ”推進プランの推進
健康・介護課 ●健康づくりの推進【重点】において記載

●健康づくり、保健事業全体として

・高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施

・課題、事業評価等の分析(PDCA管理)の充実

・後期高齢者を含めた保健事業の充実

⑬地域活動などの担い手の

育成・支援（再掲）
社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

【ふれあいサロン活動】

・登録サロン団体数:50箇所［H30:45箇所］

【住民参加型在宅福祉サービス】

・対応件数:216件［H30:389件］

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

【ふれあいサロン活動】

【住民参加型在宅福祉サービス】

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【高齢者支援の推進】



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

⑭ボランティア活動の促進

（一部再掲）
社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業【ボランティア振興事業】

○人材育成に向けた講座･研修会

・ボランティア講座:2回［H30:2回］

○登録ボランティアグループへの支援

・登録数:31団体･378人［H30:31団体･380人］

●民生児童委員協議会への支援

・事務局［社会福祉課(専任1名)］

●民生児童委員の活動支援

・活動日数5,820日/(4～9月全委員)

・平均日数11.8 日/(4～9月一人平均)

●宮津市社会福祉協議会が実施する事業【ボランティア振興事業】

○人材育成のための講座･研修会

○登録ボランティアグループへの支援

○宮津市ボランティア連絡協議会との共催

　天橋立清掃への取組

●民生児童委員協議会への支援

・事務局［社会福祉課(専任1名)］

●民生児童委員の活動支援

⑮地域密着型サービスの充

実
社会福祉課

●グループホーム等の整備促進

［計画］グループホーム･デイサービスセンター

［定員］グループホーム整備後18名(9名増)

［工期］R1.11月～特養天橋園解体

　　　　R2. 2月～グループホーム等工事着手

●グループホーム等の整備促進

［工期］

R2.６月　松寿園財産処分･無償譲渡

R2.11月末グループホーム等工事完了

R2.12月～グループホーム等事業開始

R3.12月～松寿園解体撤去

⑯福祉人材の育成・確保の

推進（再掲）
社会福祉課

●介護福祉士等資格取得講習補助金

・13人［H30:18人］

●介護福祉士修学資金貸与

・2人(1人(2年目)・1人(1年目))［H30:1人］

●介護職業訓練情報等の発信

・2回(広報みやづへの掲載)［H30:8回］

●宮津総合実習センターの利活用周知

○市内施設長会議、府北部福祉人材確保・府戦略会議

●京都府・他市町と連携した事業

○大学生等実習活用

・実人員:118人　延人数368人［H30:19人］

○高校生ボランティア・授業

・実人員:150人　延人数204人［H30:延229人］

●介護福祉士等資格取得講習補助金

●介護福祉士修学資金貸与

●介護職業訓練情報等の発信

○広報みやづへの掲載

●宮津総合実習センターの利活用周知

○市内施設長会議、府北部福祉人材確保・定着戦略会議

●京都府・他市町と連携した事業

○大学実習等誘致事業による実習活用

○近隣中･高校生を対象とした体験実習

⑰宮津総合実習センターの

運営支援
社会福祉課

●宮津総合実習センターの利活用周知

○市内施設長会議、府北部福祉人材確保・府戦略会議

●京都府・他市町と連携した事業

○大学生等実習活用

・実人員:118人　延人数368人［H30:19人］

○高校生ボランティア・授業

・実人員:150人　延人数204人［H30:延229人］

●宮津総合実習センターの利活用周知

○市内施設長会議、府北部福祉人材確保・定着戦略会議

●京都府・他市町と連携した事業

○大学実習等誘致事業による実習活用

○近隣中･高校生を対象とした体験実習

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【高齢者支援の推進】

●Re-style通所介護事業所

（R2.4～）

・天橋の郷通所介護事業所の

サテライト型からの移行



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

①障害等を理由とする差別

の解消の推進（再掲）
社会福祉課

●市主催の会議や講演会等への手話通訳や要約筆記者の派遣

・20回［H30:26回］

●栗田防災クッキングの開催:45人

●卓球バレー大会･福祉体験の開催:155人［H30:145人］

●障害者対応に関する交流会:15人

●市主催の会議や講演会等への手話通訳や要約筆記者派遣

●防災クッキングの開催

●卓球バレー大会・福祉体験の開催

②学校等における福祉教育

の推進（一部再掲）

学校教育課

社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援【福祉協力校】

○市内福祉協力校において福祉教育を推進

・11校［市内小学校・中学校・高等学校］

・18回［高齢者疑似体験･車椅子体験(H30:10回］

●障害者団体主催事業への参画【福祉教育の推進】

○市内小中学校の児童生徒の卓球バレーへの参加

・2校55人［H30:1校39人］

●宮津市社会福祉協議会による実施事業への支援

●障害者団体主催事業への参画

③障害児療育の充実 社会福祉課

●障害児通所支援事業の実施:123人［H30:128人］

●日中一時支援事業の実施

●就学前保護者説明会の開催:30人［H30:41人］

●教育機関等との懇談会:31人［H30:26人］

●障害児通所支援事業の実施

●日中一時支援事業の実施

●就学前保護者説明会の開催

●教育機関等との懇談会

④総合的な就労支援 社会福祉課

●就労支援セミナーの開催:2人［H30:1人］

●障害のある方の就労に向けた研修会の開催:28人［H30:30人］

●就労お助け隊会議の開催

●就労支援セミナーの開催

●障害のある方の就労に向けた研修会の開催

●就労お助け隊会議の開催

⑤ボランティア団体の育

成・活動支援（再掲）
社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業【ボランティア振興事業】

○人材育成のための講座･研修会

・ボランティア講座:2回［H30:2回］

○登録ボランティアグループへの支援

・登録数:31団体･378人［H30:31団体･380人］

●宮津市社会福祉協議会が実施する事業

【ボランティア振興事業】

○人材育成のための講座･研修会

○登録ボランティアグループへの支援

○宮津市ボランティア連絡協議会との共催

　天橋立清掃への取組

⑥在宅療養多職種連携の推

進（一部再掲）
健康・介護課

●在宅医療コーディネーター企画運営会議の開催(2回)

●在宅医療･介護連携シンポジウムの開催(7/20)　参加者数:180人

●地域の医療･介護サービス資源マップの作成(改訂)

●保健所主催「医療と介護連携推進研修会」等への参加

●入退院マニュアル検討･作成

●地域ケア会議の開催 事例検討会等 8回 339人

●成年後見制度の広報、利用者支援

●在宅療養コーディネーター企画運営会議の開催

●人生会議（紙面）座談会の開催

●地域の医療･介護サービス資源マップの活用

●保健所主催「医療と介護連携推進研修会」等への参加

●入退院マニュアルの普及･活用

●地域ケア会議の開催 事例検討会等

●成年後見制度の広報、利用支援

⑦自立支援給付事業の充実 社会福祉課
●障害福祉サービス事業の実施

・550人［H30:580人］
●障害福祉サービス事業の実施

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【障害者支援の推進】



宮津市地域福祉計画　進捗管理表【重点事業】［資料4］基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

⑧相談支援体制の充実（再

掲）

社会福祉課

学校教育課

健康・介護課

●家庭児童相談室の設置

・家庭相談員(母子父子自立支援員)2名配置

●こころの相談体制の充実

・教育相談室「こころのまど」を教育委員会内に移転

・適応指導教室「こころのひろば」の開設

●年中児すこやか相談事業の実施

・保健師による個別支援［H30:13園　102人］

●障害児相談支援事業

・児童発達支援センター等における相談助言［H30:110人］

●継続実施

⑨移動支援の充実 社会福祉課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業【福祉有償運送事業】

○身体的理由等の外出困難な方への有償運送

・利用会員数:107人［H30:122人］

・延利用回数:2,322回［H30:2,393回］

●宮津市社会福祉協議会による事業継続実施【福祉有償運送事業】

・身体的理由等の外出困難な方への有償運送

⑩災害時要配慮者への支援

（再掲）
社会福祉課

●要配慮者名簿の作成及び更新

・名簿登録者1,320名(対前年4.9%(61名)増)

［介護569名･障害109名･災害助け合い642名］

●関係機関との連絡会議は未開催

●要配慮者名簿の作成及び更新

●関係機関との連絡会議の開催

①健康づくり運動の推進 健康・介護課

●身近な健康づくりの場「健康広場」→公民館活動に移行

●活動量計を活用した歩く健康づくり

・活動量計貸与者:694人

・地域巡回指導:56回 延969人参加

●事業効果の分析

②食による健康づくりの推

進
健康・介護課

●食生活改善普及事業(食生活改善推進員協議会へ委託)

・121回･1,459人参加

●ヘル塩クッキング:5回･45人参加

●ホームページ等を活用した食改善メニューの発信

③病気の予防・早期発見の

推進
健康・介護課

●住民健診受診率

・特定健診:44.8%(対前年△0.8%)

・胃がん検診:13.2%(対前年△2.9%)

・肺がん検診:34.6%(対前年△1.7%)

・大腸がん検診:31.2%(対前年△5.5%)

・乳がん検診:36.5%(対前年△2.1%)

・子宮がん検診:30.5%(対前年△3.5%)

※R1にがん検診有料化→受診率低下

●健診項目の追加

・推定塩分摂取量、アルブミン

●保健指導体制等の充実

・分析ソフトの導入

・通いの場でのフレイル予防指導等

④介護予防の推進 健康・介護課

●介護予防普及啓発事業

・地域での運動教室 2地区･2回37人 [H30:14地区･15回227人]

・おたっしゃ輪(市主催) 33回･374人[H30:24回・323人]

●地域介護予防活動支援事業

・介護予防食生活改善講習会 121回1,459人[H30:146回1,627人]

・活動量計を活用した健康づくり

   貸与者694人・巡回指導56回969人 [H30:700人･70回1,289人]

●運動教室への参加者拡大と普及啓発の継続的な実施

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【障害者支援の推進】

福祉サービスの充実
【健康づくりの推進】

※特定健診はH30実績
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基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

⑤住民主体の取組の推進 健康・介護課

●宮津市社会福祉協議会による実施事業【ボランティア振興事業】

○人材育成に向けた講座･研修会

・ボランティア講座:2回［H30:2回］

○登録ボランティアグループへの支援

・登録数:31団体･378人［H30:31団体･380人］

●住民検診案内に乳がんセルフチェックの啓発

●宮津市社会福祉協議会が実施する事業

【ボランティア振興事業】

○人材育成のための講座･研修会

○登録ボランティアグループへの支援

○宮津市ボランティア連絡協議会との共催

　天橋立清掃への取組

⑥他市町住民との交流によ

る機運の醸成
健康・介護課

●健康のまちづくり友好都市連盟

・加盟市町数:28団体(R1.10月)

・加盟団体からの活動報告により先進事例等の情報入手

※年1回開催の「健康のまちづくりサミット」は不参加

●他市町との交流、情報交換等を通じた健康づくりの推進

基本目標

基本施策 個別施策 担当課 R1年度（進捗状況） R2年度（取組方針）

利用者がメリットを実感
できる制度の運用

成年後見制度の周知
健康・介護課

社会福祉課

●成年後見制度の利用促進のための周知･相談支援の実施

○権利擁護に係る相談件数 12人･30件［H30:15人･20件］

○成年後見制度

・市長申立て　2件(H30:1件)

・報酬助成　　-件(H30:1件)

○介護予防･日常生活圏域ニーズ調査

※成年後見制度の認知度

・知っている29.5%　・聞いたことがある34.3%

●成年後見制度の利用促進のための周知･相談支援の実施

地域連携ネットワークの
構築

地域連携ネットワークの構

築

健康・介護課

社会福祉課

●成年後見制度の広報

●地域ケア会議での成年後見制度研修(5/13)

●高齢者等虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ運営委員会･研修会の開催(11/25)

●成年後見制度の広報

●成年後見制度に係る関係機関研修

●高齢者等虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ運営委員会･研修会の開催

親族後見人等の不正防止
の取組

制度理解のための広報活動

の強化と地域住民の見守り

意識の醸成

健康介護課
●高齢者等虐待防止ネットワーク会議･研修会

●地域ケア会議「後見人の役割について」研修

●高齢者等虐待防止ネットワーク会議･研修会

●成年後見制度に係る関係機関研修

　地域での自立を支えるしくみづくり

福祉サービスの充実
【健康づくりの推進】

　権利と利益を護るしくみづくり


