
 
作成者 健康福祉部長 久川 理恵 作成日 令和３年５月１７日 

■ 将来都市像 ■  
『このまちで良かった』 みんな輝く 未来共創のまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
健康福祉部は、福祉総務課、生活支援課、障害福祉課、健康長寿課、保険年金課、福祉保健センター及び新

型コロナウイルスワクチン接種対策室で構成され、戸田市第５次総合振興計画における『共に生き、支え合い

安心して暮らせるまち』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、健康づくり体制な

どの充実を進めることで、市民が健康で元気に暮らせるまちを目指すとともに、地域における多様な主体の連

携と市民相互の支え合いを基本としながら、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】 

・希望する市民に対し、円滑に新型コロナウイルスワクチン接種を行うことが求められます。 

・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。 

・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。 

・支援を必要とする生活困窮者が増えています。 

・単身世帯の増加や未婚率の上昇、少子高齢化や核家族化の進行などにより、地域コミュニティの希薄化 

が進む中、地域が抱える生活課題を解決していくために、地域住民が主体的に課題に取り組む意識の醸成が

求められています。 

・複合的な課題を抱え、制度の狭間などで支援につながらない人々に対し、どのようなことでも相談でき 

る場をつくり、周知することが求められています。 

・医療の高度化や被保険者の高齢化が進む中、国民健康保険制度の維持継続が求められています。 

【内部環境】 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業を円滑に進めるために、全庁的な取り組みが求められています。 

・新型コロナウイルス感染症対策では、保健所との連携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。 

・複合的な課題を抱える相談に対し、庁内の連携が求められています。 

・国民健康保険特定健診、後期高齢者医療健康診査の受診率向上を図るとともに、効果的で、より参加しやす

い保健事業の推進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。 

・市民が利用する施設について、適切な施設環境や管理運営体制を維持することが求められています。 

【問題点】 

・新型コロナウイルスワクチン接種については、ワクチンの供給量など不確定要素が多いなかで、接種体制を

構築する必要があります。 

・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３年度 健康福祉部 方針書 
 



■ 令和３年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

・全庁的な人員応援を得ながら、新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種体制を構築します。 

・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。 

・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。 

・地域における支え合い、助け合いを進めるために、地域福祉の活動拠点となる上戸田地域交流センター及び

福祉センターの効率的な運営に取り組みます。 

・生活困窮者に対して、関係機関と協力・連携をしながら、安定した生活が営めるよう支援を行います。 

・「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るとともに、

基幹相談支援センターを開設し、相談支援の充実を図ります。また、「戸田市手話言語条例」に基づき、手話

の普及・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。 

・国民健康保険財政の歳入確保に努めるとともに、医療費適正化や保健事業見直し等の検討を進め、国民健康

保険制度の安定化を図ります。 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を進めるため専門職の体制整備を図ります。 

 

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。 

 

 



令和３年度 健康福祉部が中心となる施策及び考え方の方針 

施策番号 

及び 

考え方 

施策名 

及び 

考え方 

目 的 
令和３年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

施策１ 
子育て支

援の充実 

心理的、経済的な問題により、

子どもを産み育てることへの不

安を抱えている状況を解消し、

戸田市で子育てする全ての家庭

が、安心して楽しく子育てがで

きることを実感できる環境を整

備します。 

・令和３年度から、妊娠届出（母

子手帳交付）場所を、福祉保健

センターに集約し、全ての妊婦

に対し保健師による面接を実

施することで、妊娠期からの切

れ目のない支援を促進します。 

こども健やか部 

施策９ 

  

健康づく

り支援の

充実 

 

元気で長生きできる期間（健

康寿命）を伸ばすことによって、

豊かな人生を送ることができる

よう、地域との協働により、子

どもから高齢者まで市民の健康

づくりを支援します。 

・新型コロナウイルスワクチン

を安心して接種できる体制を

構築し、希望する市民に円滑に

接種を進めます。 

・「新しい生活様式」の普及啓

発など、新型コロナウイルス感

染症予防対策を進めます。 

・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。 

・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ま

す。 

・第３次健康増進計画及び第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ます。  

市民生活部 

環境経済部 

教育委員会事務局 

施策１０ 
地域福祉

の推進 

地域のあらゆる住民が役割を持

ち、支え合いながら、誰もが住

み慣れた地域で安心して生き生

きと暮らしていける地域づくり

を推進します。 

・社会福祉協議会等と連携し、

ボランティアの育成に努め、地

域活動の担い手の育成と活動

の支援を実施します。 

・どこに相談したらよいか分か

らない市民に対し、相談のファ

ーストステップとして福祉総

合相談窓口の周知活動を強化

します。 

市民生活部 

環境経済部 

こども健やか部 



施策１１ 

高齢者福

祉環境の

整備・充

実 

高齢者が住み慣れた地域で安心

して自分らしく暮らし続けるこ

とができるよう、高齢者の社会

参加の促進や地域包括ケアシス

テムの深化・推進を図るととも

に高齢者のニーズに応じた適正

な高齢者在宅福祉サービスを提

供することで、日常生活への支

援体制の充実を図ります。 

・「戸田市地域包括ケア計画（第

８期高齢者福祉計画・介護保険

事業計画）」に基づき、「介護予

防」「生活支援」「認知症施策」

「在宅医療・介護連携」「地域

包括支援センター機能強化」の

５つの施策を中心に、「地域包

括ケアの深化・推進を図りま

す。 

市民生活部 

市民医療センター 

教育委員会事務局 

施策１２ 

国民健康

保険・後

期高齢者

医療・国

民年金の

円滑な運

営 

 

 

社会保険等に加入していない市

民が安心して医療サービスを受

けることができるように、埼玉

県や埼玉県後期高齢者医療広域

連合と連携し、国民健康保険制

度及び後期高齢者医療制度の健

全な運営や財政安定化に努める

とともに、保健事業により保険

加入者の健康の保持増進に努め

ます。また、国民年金の被保険

者が将来老齢基礎年金等を適切

に受給できるよう、国民年金に

関する身近な窓口としての相談

を行います。 

 

・国民健康保険制度について

は、法定外繰入の段階的な削減

を図るための検討をします。 

・後期高齢者医療保険制度につ

いては、地域の通いの場等を活

用して、保健事業と介護予防を

一体的に進めます。 

・国民年金の届出受付や、年金

相談により柔軟に対応できる

よう相談窓口の体制整備に取

り組みます。 

企画財政部 

施策１３ 

生活困窮

者支援の

充実 

生活保護制度や生活困窮者自

立支援事業の適正な運用によ

り、それぞれの実情に応じた適

切な支援を行い、生活困窮者等

の生活安定と自立を図ることを

目指します。 

・生活困窮者の状況は多様化・

複雑化していることから、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支援と

合わせ、関係機関と連携しなが

ら、生活の安定に向けた支援を

行います。 

こども健やか部 

施策１４ 

障がい福

祉環境の

整備・充

実 

障がい者（児）が、住み慣れ

た地域において、自らの選択と

決定に基づき、社会のあらゆる

活動に主体的に参加できるよ

う、社会のバリアフリー化を推

進するとともに、必要なサービ

ス等の基盤整備と支援体制の充

実を図ります。 

・心と情報のバリアフリーを更

に推進するため、市内小中学校

の児童生徒に対し、障害につい

て共に考える参加型講座（出前

講座またはオリジナル啓発動

画の提供）を実施します。 

・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 



参 考 
令和３年度 健康福祉部が関係する施策 

施策番号 施策名 目 的 

施策２９ 

多様な働き方

への支援・充

実 

女性や若者、高齢者、障がい者、外国人などの

労働者それぞれの事情に合わせた就労機会の創

出、キャリア形成の実現を図るとともに、各支援

機関と連携し、起業相談などの充実を図り、起業

家の育成支援を強化していくことで、多様な働き

方への支援をしていきます。 

 

令和３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。 

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。 

 


