
 

作成者 福祉部長 久川 理恵 作成日 令和２年５月１２日 

■ 将来都市像 ■  

みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
福祉部は、福祉総務課、生活支援課、障害福祉課、長寿介護課、保険年金課及び福祉保健センターで構成され、

戸田市第４次総合振興計画における『誰もが健康でいきいきと生活できるまち』の実現を目指して、福祉サービス

の更なる充実に努めます。また、市民の支え合いの仕組みを構築するため、市民や団体等と協力・連携し、総合的、

計画的な地域保健・地域福祉の向上を図ります。 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
【外部環境】 

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止と市民への支援が求められています。 

・医療費や介護費等の社会保障費が増大し、市民の健康増進や介護予防の推進が求められています。 

・単身や高齢世帯が増える中、地域福祉の担い手を育成し、地域での支え合い・助け合いの環境づくりが求められ

ています。 

・心と情報のバリアフリーを推進し、障がい者（児）が自立し、安心して地域での生活が送れるよう、共生社会の

実現が求められています。 

・相談や支援を必要とする生活困窮者が増えています。 

・複合的な課題を抱え、制度の狭間などで必要な支援につながらない人々への対応が求められています。 

【内部環境】 

・福祉センターについては、幅広い世代が集いやすく、利用しやすい施設となるよう、施設環境や管理運営体制を

見直すことが求められています。 

・障がい者（児）や高齢者の生活を支えるため、相談体制や施設等の充実が求められています。 

・特定健診受診率の向上や、生活習慣改善につながる効果的な保健事業の実施が求められています。 

・望まない受動喫煙をなくすため、多くの人が利用する施設の敷地内禁煙（全面禁煙）が求められています。 

【問題点】 

・福祉サービスについて、財源の効率的・効果的な運用を図り、公平な負担と持続的かつ安定的なサービスの提供

が求められています。 

・高齢者が住み慣れた生活の場で暮らし続けるための、地域包括ケアシステム構築の深化・推進を行う必要があります。 

・市民の健康づくりや活動を支える公共施設の機能再編については、他部との連携が必要となっています。 

■ 令和２年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

・新型コロナウィルス感染症の感染予防対策と影響を受ける市民の相談・支援を進めます。 

・福祉センターの施設機能を見直し、多世代交流、地域交流の拠点化を目指します。 

・生活困窮者に対して、関係機関と協力・連携をしながら安定した生活を営めるよう自立にむけた支援を図ります。 

・「戸田市障がい者総合計画」に基づき、障害福祉サ－ビスや、地域生活支援事業などの充実を図ります。また、「戸

田市手話言語条例」を制定し、普及・啓発を進めます。 

・「戸田市地域包括ケア計画」に基づき、介護予防・日常生活支援総合事業の推進や医療と介護の連携強化、認知

症対策に取り組みます。 

・医療費適正化や保健事業の推進により、国民健康保険事業の安定的な運営を目指します。 

・健康寿命の延伸を目指し、関係各課や企業、市民団体等と連携しながら、市民の健康づくりに取り組みます。 

以上の方針のもと、限られた資源である「ひと」、「もの」、「かね」、「じょうほう」の各資源を効率的に配分し、

施策の最適化を目指します。 
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令和２年度 福祉部が中心となる施策の方針 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

令和２年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

１６ 健康づくり支援の充実 

市民が健康で、生きがいを

持ちながら、自立して活動的

に暮らせるようにします。 

また、子どもたちが心身共

に健やかに成長するために、

必要な育児支援を行います。 

乳幼児健診やがん対策、健

康マイレージなど市民の健

康づくり事業に取り組み、健

康寿命の延伸を目指します。

新たにセルフ健康チェック

サービスを導入し、健康無関

心層への働きかけを行い、若

年期からの健康意識の醸成

が図れる事業を実施してい

きます。 

また、新型コロナウィルス

感染症予防対策を進めます。 

 

１７ 健康づくり体制の推進 

自分や家族の健康づくり

について、自ら学び、行動で

きる仕組みをつくることで、

市民が健康で元気に暮らせ

るようにします。 

第３次健康増進計画（自殺

対策計画、歯科口腔保健計画

含む）及び第２次食育推進計

画の事業として、「運動」「食

生活」「喫煙」に重点を置き

事業を行い、特に健康に無関

心な層には関連機関と連携

し、積極的に働きかけます。 

市民生活部 

１８ 
地域福祉の推進体制づ

くり 

市民の誰もが住みなれた

場所で、いきいきと暮らすこ

とができるよう、市民が必要

な時に必要とする福祉サー

ビスを受けることができる

ようにします。 

第４期地域福祉計画のテ

ーマである地域共生社会の

実現に向けて、市民、行政、

社会福祉協議会それぞれの

取組を推進していきます。 

福祉センターを地域交

流・コミュニティの拠点とし

て幅広い世代が利用できる

よう施設機能や環境の見直

しを進めます。 

 

１９ 
地域福祉意識の醸成と

活動の促進 

市民の誰もが地域社会の

中でいきいきと生活できる

よう、共助の精神に基づく地

域福祉活動を広め、ボランテ

ィアの育成と支援により、助

力を必要としている市民が

多様な福祉サービスを地域

で受けることができるよう

にします。 

ボランティア団体や社会

福祉協議会支部の活動の活

性化を促し、地域福祉の担い

手の確保に努め、市民の支え

あいによる安心な地域づく

りを推進します。 

福祉総合相談窓口を設置

することにより、市民が相談

しやすい環境を整備し、課題

解決のサポートを行ってい

きます。 

市民生活部 



２０ 
介護保険サービスの充

実 

高齢者等が要介護状態等

となることを予防するとと

もに、要介護状態等となった

場合においても本人やその

家族等に対して、保健、医療、

福祉の連携を図り、住みなれ

た地域で安心して暮らし続

けることができるよう、切れ

目のない包括的なサービス

を安定的に提供します。 

「戸田市地域包括ケア計

画（第７期高齢者福祉計画・

介護保険事業計画）」に基づ

き、「地域包括ケアシステム」

の深化・推進を図ります。 

併せて、第７期計画の振り

返りを行い、「地域包括ケア

システム」をさらに推進する

ための「第８期高齢者福祉計

画・介護保険事業計画」を策

定します。 

市民医療 

センター 

２１ 
高齢者の社会参加の促

進 

高齢者が生涯健康で生き

がいのある充実した生活を

送ることができるよう、社会

参加の場を確保し、高齢者の

希望と能力に応じた働き方

ができる環境を整備すると

ともに、その活動を支援しま

す。 

「戸田市地域包括ケア計

画」に基づき、高齢者が自ら

の技能や知識をいかし社会

を支える一員として活躍す

るための社会参加や地域貢

献等の場として、シルバー人

材センター及び老人クラブ

などを継続的に支援します。 

併せて「TODA元気体操」を

はじめとした社会参加の場

づくりを進めます。 

 

２２ 
高齢者の生活支援の充

実 

在宅福祉サービスの充実

を図り、高齢者の在宅生活を

支援することで、高齢者が住

みなれた地域で自立した生

活を送ることができるよう

にします。 

高齢者人口の増加やニー

ズの変化に応じ、高齢者福祉

サービスの内容を見直すと

ともに、利用促進に向けた積

極的な周知を図ります。 

また、民生委員や地域包括

支援センターなどと連携し、

高齢者の見守り活動や生活

支援の充実を図ります。 

 

２３ 
国民健康保険制度の安

定的な運営  

市民（被保険者）が病気や

けがをしたときに、誰もが安

心して医療サービスを受け

ることができるように国民

健康保険制度を運営し、被保

険者の健康の保持、増進に努

めます。 

国民健康保険の安定的な

財政運営を目指し、医療費の

適正化に取り組むとともに、

第２期データヘルス計画に

基づき保健事業を推進しま

す。 

 

２４ 
国民年金事務の円滑な

運営 

市民が国民年金に関する

各種の届出や相談をいつで

も受けることができるよう、

諸届けの受付を円滑に行い、

相談機能を充実します。 

日本年金機構と連携して、

国民年金に関する各種届出

を適正に受付するとともに、

年金相談に柔軟に対応でき

るよう窓口の環境整備に取

り組みます。 

 



２５ 生活困窮者支援の充実 

生活困窮者等の生活安定

と自立を促すため、生活保護

制度の適正な運用を図ると

ともに、相談者の事情に応じ

て、適切な支援・指導を行い

ます。 

生活困窮者の状況は多様

化・複雑化しており、その自

立に向けて、関係機関と連携

しながら、生活困窮者支援の

充実を図ります。 

また新型コロナウィルス

感染症の影響による生活困

窮者への相談・支援を行いま

す。 

 

２６ 自立支援対策の推進 

障がい者（児）が、その有

する能力や適性に応じ、自立

し、安心して地域での生活を

送れるようにします。 

心と情報のバリアフリー

を更に推進するため、参加型

出前講座の対象を小中学校

に拡大して実施します。 

 また、相談支援や情報提供

体制・就労支援体制の充実を

図ります。 

教育委員会

事務局 

２７ 障がい福祉環境の整備 

障がい者（児）の活動拠点

を充実させ、障がい者（児）

が地域で安心して生活でき

るようにします。 

「障がい者総合計画」に基

づき、障害者施策・サービス

の整備などを引き続き計画

的に進めていきます。 

また、「障がい者総合計画」

の中間見直しを行います。 

 

 
  



参 考 
令和２年度 福祉部が関係する施策 

施策番

号 
施 策 名 目 的 

３３ 
交通安全対策の推

進 

地域社会と協働して、市民が交通事故に遭わな

いよう交通安全意識の普及啓発を行い、交通安全

対策を推進します。 

 
 
 

令和２年度 主要事務事業の環境配慮指針 

主要事務事業名 環 境 配 慮 指 針 

福祉保健センター 

施設管理事業 

○ 雨水の利用、太陽光エネルギーの活用、屋上緑化による温暖化防止等により、

引き続き環境配慮に努めます。また、「市民の健康づくりの推進と福祉の向上

を図る」ことを目的とした施設のため、利用しやすく、居心地の良い空間の

創設を推進します。 

保健事業の充実 

○ 健康づくりの推進は、市民自らの生活習慣を見直し、健康維持・増進の活動

を実践していくものであり、その経過と結果（例：健康のために歩ける距離

は車を使わない等）は、環境配慮・負荷低減を推進します。 

○ 戸田市食育推進計画に基づき、食の供給や選別・循環（どのようなものを選

んで食するか、地産地消、生ごみの減量・リサイクルなど）について市民一

人ひとりが考え、食育の大切さと環境問題への関わりの認識を深めます。 

 


